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な言葉が浮かんでくるなど自分に休むことを許さな シンポジウム
害防止対策があるo現時点の本対策は過労死の予防

いような内的関係の形成強化といった形で体換され
年の指針200を目的としており､2 (｢過重労働によ

ていた｡またある集団を対象に行われた生括時間調
る健康障害防止のための絶合対策→)では､長時間 人格障害の哲学的基礎づけ

査では長期間に及ぶ超過勤務の時間調整は主に ｢教
勤務や不規則な勤務などといった職場のストレス要

因を取 り上げ､長期間にわたる長時間労働やそれに
養 ･娯楽 余暇活軌 をはじめとした社会的文化的 -カント論の立場から-
生活時間によって調整がなされているとなってい

ょる睡眠不足に由来する疲労の蓄環が血圧の上昇を
たOこれらは人の心の豊かさやゆとり､自分を生き

生じさせ､その結果､血管病変が自然経過を超えて
てる確かな感じや､人間的成長にとって貴重なエネ

著しく増悪させるとの医学的検討結果に基づく観点
ルギー源となる時間である｡このように過重労働対
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から､事業者に対し 1)時間外労働の削軌 )午

次有給休暇の取得促進､3)労働者の健康管理に係

2 藤田保健衛生大学医学部倫理学 佐 藤 労 
策は未来の過労死のみでなく､今ここを生きる労働
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者の人格的成長とも関わる問題を含んでいるo
る措置の徹底を求めているo

最後に､今回のシンポジウムの発表で岡田氏は
過労死とは本来医学用語でなく1 年の第一次

ォィルショックでの経済不況の中過重な労働中に突

然死した労働者の発生以降使われることとなった社

会学用語であり､他の先進諸国では同様の例が見ら

れないことから､日本の労働習慣や考え方との関連

が深いと考えられているoそしてそこには事業者の

働かせ方のみでなく労働者個人の勤勉性やそのよう

に生きようとする強迫性や依存性といったパーソナ

リティも関係しているように思うo筆者は以前過重
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労働対策を検討する中で､"過重労働 という負荷は

パーソナ1)ティ障害の発生には養育者との関係の影

響が大きいことを述べておられたo筆者はかつて勤

務したことのある職場で仕事がたまるとそのストレ

スから子供 (幼児)をきつく殴ってしまうという労

働者に接したことがあるoこのような問題は産業保

健現場で表面化して取り扱われる毅彦は少ないが水

面下には存在している問題であろうoこのような観

点から考えると､産業保健には労働者の健康と労働

の調和のみでなく家族関係や教育 ･社会問題にも対

哲学の問いのなかで､｢人格とは何か｣という問

いは､｢人格が同じであること｣を問うことによっ

て､人格 とは何かが明らかになると考えられてき

た｡そして回答の候補には､記憶のつながりを重視

する記憶説と1)､身体の持続的存在を重視する身体

説がある｡また新しくは､身体交換の思考実験から

為を律している道徳法則である｡そして､人間は身

体をも持っているので､自然法則にも従っているO

つまり､人間は二つの法則に従っている存在であ

り､どちらの法則に従った振る舞いであるかによっ

て､振る舞いの結果の価値が異なっている.自然法

則に従った身体運動の結果と､道徳法則に従った行

為の結果とは､たとえ同じ結果であったとしても､)この問題を考えるやり方もある2｡他方で､医療の

働環境をはじめ労働者を取り巻 く外的環境を整える
分野では､人格障害の診断基準が提示されている｡ その価値は異なる｡

応していく責任があるように思えるo産業保健は労
そもそも生身の人にとってどのように体験されてい

るのだろうが との疑問から聴き取り調査を行った ｢その人の属する文化から期待されるものより著し 二つの法則に人間は従っているとはいえ､現実の

ことがある｡その結果､労働者にとって過重労働は
ことで成果を上げたoバ-)ナリティ障害の時代､

産業保健の方向性は労働者の個の世界の理解とその
く偏った､内的経験および行動の持続的様式｣3)O 特定の行為が､どちらの法則に従っているq)かを判

健康障害でなく生活の質の低下 (この場合､生活の
理解に基づいた新たな取り組みを始めることなのか

また､現代において岡田等司によれば ｢人格障害｣ 定するのか､容易なことではない｡カントは ｢化学

質とは "その人が最も必要としているものや内的な の患者数が増加しており､その原因は実存主義と資 )的方法｣を考えている7O例えば､石灰土の塩酸溶

本主義であると推察されている4)0 液にアルカリを加える場合､塩酸はすく､に石灰から
もしれないO

欲求に耳を傾け大切にしていくこと"の意味とする)

として体験されていたo具体的に述べるなら納期の
く参考文献)

本論では ｢人格とは何か｣への答えの試みを列記 分離してアルカリと化合し､石灰はそこに沈殿す

迫った仕事をいくつも抱えた生活は生身の人にとっ
野田悦子 自律訓練法と産業メソタルヘルス-自己調整法の

する方法は取らずに､哲学者カソトq)言説の中か るoこうした化学の実験と類比的に道徳の例を出し

ては健康診断データの異常としてでなくIr温泉に ら､人格を考え､人格障害を考えるという段取りを ている｡いつもは正直な人の前に道徳法則を付け加
9

の実践理性は､利得から分離し､人格に対する尊敬
道徳的主体としての人格と ｢化学的方法｣がスムーズにやれないといった不自由な感じや､目 を得させるもの正直と化合する8oこのように､化)

産業メソタルヘルスにおけるバースソ セソダード アプ

9

邸 .

2

ち着いて読む時間が無い｣など自分のやりたいこと
臥 久保田進也､野田悦子､富田小百合､林田嘉他見

の前にあることをただ次から次にこなすだけといっ

自律訓練研究V17No l･ ･1 ･8･
o
導入とその効果へ
行きたいのにいけない｣←あの本を読みたいのに落 とる5)a えると､嘘つきが尊敬に値しないことを認識し､彼47-86

カントの実践哲学を考えるときに､誰もが知って 学は二通り､つまり､自然科学が行うような定量的2ロ-チの研究と実臥 産業医学那 4巻､第1号､199 
た物事に対する主体的な参加感覚の薄れ､また いる有名な文言が､『実践理性批判』の ｢結語｣に 化学と､愛と憎しみ等の感情の力関係を描 くような92-8

, 

1
｢ちょっと休憩したい｣という思いがよぎった直後 あるD｢感嘆 と畏敬 とをもって心を充たすものが 2 定性的化学の二つが考えられているQこうした二つ

に ｢そんなことを考えてる場合ではない-｣と否定的 つある｡わが上なる星しげき星とわが内なる道徳法 の化学の方法は､カントの道徳説にどのように関係

則がそれである｡第-のものは､外的な場所から始 しているだろうか｡

まり､第二のものは､私の見えない自己､私の人格

性から始まる｣6)｡ここでカントが感嘆しているの
道徳の非数量化と根拠

は,自然の事物を律している自然法則と､人間の行 カントの道徳説を考えるときに､価格と尊厳の違 

111
011



医学哲学 医学倫理 2886年 第24号

いに注 目する必要があるo｢価格をもつものは､何

か別の等価物で代替できる｡ ところが､一切の価格

を超出した崇高なものは､いかなる等価物も許さな

い尊厳を持つ｣9)｡ こうした文章から､価格を持つ

ものは等価物 と交換できるものであり､等価物 と交

換できないのが尊厳であるのが明白に読み取ること

ができるOでは､任意の二つのものが交換できる､

等価であると言えるためには､どんな思想が必要で

あろうかDカン トの思想の中には､カテゴリ-と時

空があるOある人の価値はある価格である､つま

り,ある人の死亡保障は数千万円である､と言われ

ることがあるO確かに量のカテゴリーを用いて人格

の価値を測定することができるように思われる｡し

かし､それだけでは足 りない｡Aさんの老人介護 2

回 とBさんの障害者援助 3回は､同じ賃金であ

る､と価値を測定する場合に､単位時間あたりの労

働量など､時空直観が必要 となるO現象界で成立す

る出来事を等価であると測定するためには､カテゴ

リーと時空直観の両方が必要なのであるo

Lかし､人の命はお金では代えられない､とか､ 

Aさんの老人介証2回とBさんの障害者援助 3回

は､道徳的にどちらが立派なのか比較できない､と

いう文章も理解可能である｡ここでは,いくら老人

介謎が障害者援助より時間を多 く費やした として

も､その時間量の差は金銭的な高低の尺度にはなる

かもしれないが､道徳的尺度にはならないというこ

とをわれわれは了解しているDつまり道徳的理解に

は､カテゴリーは必要ではあるが､時空直観は必ず

しも必要ではないのである｡Aさんの介護のおか

げで､あの老人は安らかに臨終できた､だから､A

さんの行いは立派だった､という文章が道徳的には

理解できるだろうから､因果関係のようなカテゴ

リーは必要であるが､時空的比較は必ずしも必要で

はないのであるOそして時空的な非数量化のために

は,時空を自由に操れる必要がある｡

時空の観念性の実践的含意

時空の観念性については､カン トの理論哲学にお

いて論 じられることは多い､だが実践哲学と連動さ

せたものは､ほとんどない｡そこで､時空の観念性

の実践的含意を考えてみたいO

空間の観念性 ･主観性化において､空間的並置関

係が可能になる (B38)Oつまり､二つの事物につ

いて､AはBの左にある､と言えるた桝 こは､空

間化能力が備わっていなければならないOそして､

実際には AはBの左側にあるが､実際 とは異なっ

て Aは Bの右側にあると考えた ときには､Bはど

のように見えるのか､と考えられるためには,空間

は観念化､主観化されていなければならない｡これ

らを事物ではな く､人間の行為に関連させて理解し

てみようOここに居る自分が､ここに居るのではな

く､あそこに屠る Bさんの立場に立ってみれば､

どのように行為するのか､と考えられるためには､

つまり､相手の立場に立った行為を想像するた桝 こ

は､空間は観念的でなければならない｡さらにーあ

る物事を､特定の Aの視点､Bの視点だけではな

く､総合的に見て､などの普遍的な視点から見るこ

とができるために,つまり特定の視点に依存しない

物事の見方が可能になるためにも､空間は観念性を

持たなければならない｡

次に時間の観念性について考えてみる｡時間系

列､時間的先後関係は､一般に､時間的に先行する

出来事が､時間的に後続する出来事を規定する､と

いう関係にある｡これが自然な時間の流れであり､

ある出来事が生じ､その後､それによって､次の出

来事が規定される､わけである｡ ところが､人間

は､時間的に後続する出来事を原因とすることがで

きる｡1時間後の電車に乗るために､早 く家を出

る｡将来､家を購入するために､貯蓄するなど､あ

る目的のために､現在を規定するという､後続する

時間が先行する時間を規定するという事態が可能で

なければ､人間的出来事を措 くことはできない｡先

行する出来事が後続する出来事を規定することを自

然的時間規定と呼び､逆に､後続する出来事か先行

する出来事を規定することを目的論的時間規定 と呼

ぶことにする｡

このように､相手の立場に立って行為を考えたる

ためには､空間q)観念性が必要であり､将来の目的

によって現在の行為を規定するためには､時間の観

念性が必要であるO次に､ 目的について考察する.

目的自体の法式 ｢目的かつ手段｣

カソ トにおいて人格を考えるときに､定言命法の

目的自体の法式を考察するのが常である｡ 

｢自分の人格のうちにも､他の誰もの人格のうちに

もある人間性 [人格性]を､自分がいつでも同時に

目的として必要とし､決してただ手段 としてだけ必

要 としないように､行為しなさい｣10)0

この文章は､よく誤解されることがある｡ という

のは､目的 と手段の組み合わせである｡この文章の

｢同時に目的として必要とし､決してただ手段 とし

てだけ必要 としないように｣の部分を､｢手段 とし

ない｣ という部分だけを強調して解釈すると､カン

トは人格を ｢手段 とする｣ことをすべて禁 じたとい

う解釈が成立する｡しかし､目的との組み合わせを

考えたときに､2通 りが成立するO 

①	 人格を目的として､かつ手段 として必要 とす

る 

②	 人格を目的としないで､手段 として必要 とす

る

の2通 りである｡手段として必要 とする､ という

部分だけを注目すると､①と②を区別できないこと

になってしまうO注意深く読桝 デ､カントは､②を

否定していることで､①を推奨していることが理解

できる11)O

次のように言ってもいいだろう｡人格を目的とす

ることと､手段とすることを､両立不可能な事柄 と

解釈すると､人格を､手段 として必要 とする場合

に､目的として必要とすることは不可能になるo L

かし､ 目的 と手段が両立可能な概念であるのなら

ば､｢手段 とする｣ことは､目的 とすることを阻害

しないわけである｡手段 として､かつ,目的 とし

て､必要とすることが可能なはずであるD目的と手

段は､排他的選言の関係にあるのではなく､達吉の

形で理解可能である｡また,意志の規定根拠が目的

であ り､行為の可能性の根拠が手段であるのだから

両者は両立する12)Oでは､ 目的 として必要 とす

る､手段として必要 とする､ということを､具体的

に考えてみようO

人格には二つの側面がある､感性界に属する人格

と､叡智界に属する人格の二側面である13)0 (これ

からは理解 しやすいように､｢必要 とする｣を ｢扱

う｣ として解釈する｡)感性界に属する人格が手段

として扱われ 叡智界に属する人格が目的として扱

われる､ と考えてみよう｡感性界に属する人格が身

体を持った人間であるのに対して､叡智界に属する 

人格障害q)哲学的基礎づけ

人格は､道徳法則を立法する人格性であるOそうす

ると､ある人格を､目的として扱うとは､自分の人

生設計 (自己の格率)を立てている者として扱 うこ

とを意味するし､手段として扱うと臥 身体を持っ

た人間 として扱 うことを意味するol人称で言え

ば､私が決めた私の生き方のために､私の身体を動

かして働いている者を想像すると理解しやすいだろ

う｡そして､二人称で言うと､君の決めた君の生き

方のために､君の身体を動かす､ということが考え

られる｡

では､カントが禁じたものは､どのようなものだ

ろうかO彼が決めた彼の生き方のために､私が身体

を使って働 く､または､私が決めた私の生き方のた

めに､君が身体を使って働 く､ということであるO

ただし､ここでは､私が決めたことと君が決めたこ

とが一致しないという想定をしているD

もう少し､医療の現場に近づけて解釈することに

するOカン トが推奨しているのは､患者が決めた患

者自身の生き方のために､患者自身の身体を使 う､

ということであり､逆に､反対しているのは､患者

以外 (医療者)が決めた患者の生き方のために､患

者自身の身体を使う､ということである‥患者の身

体に対して積極的治療をするのか､緩和的ケアなの

か､それを決めるのは誰なのか､という問いであ

るo自律尊重の原理は､このように具体的に定言命

法の第二法式から考えられる｡

そして､自律尊重の原理には､立法した者は､そ

の法に従う､という ｢立法かつ遵法｣という側面が

あることを見逃してはならない｡また､自然法則 と

は独立に行動を規定する自由を有する立法者によ

る､生活設計の設定つまり立法は､その行為の帰結

に対して責任を有する主体である｡そして､客体に

由来する動機ではな く14)､道徳法則に由来する動

機である限 りで､理性的存在者は責任能力を有す

る15)O

人格の相互性

さて､こうした立法する人格性という目的のため

に､身体を持った人格を手段とするという,人格性

と人格の区別は､自由のカテゴリー表の ｢関係｣の

項 目にも登場する｡そこには､人格性に対する関

係､人格の状態に関する関係､以外にも､人格の相
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互性な関係が記されている16)0

-人格の行為と他の人格の行為が事実として影響

している限 りの関係17)を､カソ 十は法の概念で

扱っている.そして､物権について､人格と人格の

労働投下対象(土地)との二項関係ではなく､人格 ･

土地 ･他の全人格 とい う三項関係で措いてい

る18)｡球体としての地表全体は､人類全体の共有

物であり､万人の統合された意志が占有する｡土地

の一部を私が占有することはー他の万人q)承認に

ょって成立する｡このように土地に対しても他q)人

格の東認を必要としたカソ十は､債権 (人格権)に

っいても､私の自由な行為は､他のだれq)自由とも

両立できる限りで行為が許されるという形になって

いる｡

そして､契約が成立するには､現実的には､私の

約束 と他人の受諾の問には､気が変わるということ

が起こりうるにもかかわらず､叡知的占有として､

経験的条件を捨象して､つまり､約束 .受諾の問に

は時間がないものとして成立するという､契約の観

念性を表明している19)｡私が相手の所に行って契

約する際に､空間や時間は無きもとして考えるとい

う観念性が.人格の相互性には不可欠なのである｡

人生の主人公

では､こうした哲学的考察を日常に戻して考えて

見たいD自分の人生設計を自分で立て､それを実現

するために自分の身体を用いて行為する者､対象へ

の欲求だけによって人生設計を立てるのではなく､

自分の人生に責任を持つ者､土地を所有するにも､

契約を行うにも他の人との繋がりを重視する者｡こ

うした人物を､人生の主人公として生きていると述

べてみたい｡逆に､人生の主人公として生きていな

い姿は､他人が立てた人生設計に従って生きている

者や､対象への欲望だけで人生設計を立てる者や､

契約などのときに他人を無視する老q)ことである,

こうした人物は付き合いづらい人間であることだろ

う｡では次に､こうした付き合いづらい人間､病を

持った人間を考えてみよう｡

理性の病

道徳法則を立て､格率を立てる額知的人格は､実

践理性である.そして実践理性にとっての病は情念

である｡実践理性にとっての病を考えることで､人

格の病を考える.

｢情念は純粋実践理性にとっての癌であって､大

抵の場合不治である｣20)｡カソ十は､主観にとって

習慣となった欲望を傾向性と呼び ｢ある傾向性が､

傾向性全体との比較を女かヂる｣場合に､その傾向性

を情念 と呼んでいる.興奮21)が､一時的に酔っぱ

らいのように理性を整損するりに対して､情念は､

目的に向かって行為するという主観の格率を前提

し､熟慮とも両立する傾向性である｡そしで情念

は､自然な傾向性による情念と､文化に起因する懐

向性による情念に区別されている｡

この情念は､事物に向くのではなく人間に向か

うO｢人間が他人を単に自分の目的のための手段と

して使う際に､お互いに相手の人格や自由を利用し

たり悪用したりするときの原理に即して区分けす

る｣22)｡そして､名誉欲 ･権勢欲 ･所有欲に区分さ

れている｡

ある懐向性と傾向性全体とq)比較について次のよ

うな例が挙げられている｡名誉欲q)ためには､他人

から愛されること､心の通った交際も必要であり､

今ある財産状況の維持も必要である｡これらの必要

性を穀損しない程度の名誉欲は理性によってよしと

される｡しかし､情念に駆られた名誉欲は､他人か

ら憎まれる､交際相手から敬遠される､浪費によっ

て財産を失う｡部分的な目的を目的全体と見なすと

いう点で､愚行と考えられている23)｡

こうした傾向性全体との比較不能の状態は､時空

の観念性の不良状態と考えられる.というのも､名

誉を得るためには､他人からの愛､良好な交際､財

産状況が必要という他の諸目的を考察できずに､自

分の名誉という目的だけに縛られた行為であるから

である｡ここには､名誉を得るためだけの目的論的

時間については熟慮できるが､その他の傾向性に関

しての目的論的時間考察ができないのである｡ま

た､自分だけの立場からしか考えておらず､他人が

自分と同じように名誉欲に溺れた場合には､決して

名誉が得られないという､相手の立場に立つこと

が､つまり､空間的入れ替えができていないのであ

るo情念は､時間の観念性､空間の観念性を歪める

ことになるゆえに､理性にとってq)癌 ･病と考えら

れる｡ 

まとめ

さて､人格とは､自分の人生を設計すること (立

汰)､計画に従って生きること (遵法)､対象による

欲望だけに縛られて人生を設計しないこと(独立)､

人生設計q)結果に責任をもっこと (責任)などの要

素が備わっていた｡また､人生を設計する者として

救い (目的)､かつ､身体を持った者 として扱 う 

(手段)こと､換言すれば､行為の原田性である目

的と､行為を可能にする条件である手段とは両立し

た ｡

こうした､人格が可能になるためには､因果性を

含んだ諸カテゴリーと､時間空間の観念性が必要で

あった｡相手の立場に立つこと､将来を予測するた

めに必要であった｡カソ十哲学を用いて人格を基礎

づけられた｡

しかし､複数ある目的の一つだけ､複数いる人間

の私だけ､ という全体を考量する力が不良になる

と､権勢欲や所有欲に溺れて､他が見えない､他人

と良好な人間関係が営めない人格になる｡時空の観

念性が不良であることによって､病を持った人格を

措 くことが可能になる｡(終わり)
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