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個々人の善構想を尊重することを重視する欧米の民主主義国家においても、シティズンシップ
教育などの（特に公立学校における）道徳教育が健全な民主主義の維持のためには欠かせないと今
日考えられている。この市民教育において重視されるのは、能動的に公共的な活動に関与しよう
とする態度である。民主主義において市民は、投票するだけでなく、デモなどの抗議運動やボラ
ンティアなどに参加するなどしなければならない。伝統的な価値注入型の道徳教育とは異なり、
現代のシティズンシップ教育は、特定の善構想のみに基づく徳目を教え込むものではない。しか
し、法の尊重や市民として身につけるべき徳目を定義して教えようとはする。ポピュリズムやポ
スト真実といった言葉に特徴づけられる昨今において、民主主義社会における市民としての正義
感覚や判断能力、コミットメントは、これまで以上に重要と考えられているように思われる。
しかし、カントにおいてはそのような市民的徳性は少なくとも『道徳の形而上学』では要求され
ているようには思われない。その理由の一つとして、カントが当該著作を「法論」と「徳論」をわけ、
法（Recht）を倫理（Ethik）から独立させていることが考えられるだろう。心情や動機などの心の
内面のよさは、たとえ法義務の履行が論じされている場面であっても、法ではなく倫理の問題だ
とカントは言う。また、仮に政治を法的理念の実現と定義するなら、何が法に適っていることな
のかを論じる『道徳の形而上学』にあっては、政治は直接の課題でなかったとも考えられる。むし
ろこの問題を議論するためには、理念の実現や人類の進歩を論じる歴史哲学のいくつか論考に立
ち入ることの方が適切ではないかと思われる。
この問題において、個々の市民の有徳さと理念的国家との関連については、二つの観点から論
じることができるだろう。すなわち、国家市民の有徳さが、理念的国家（共和制国家）の実現にと
って必要なのだろうか。あるいは、市民が有徳な人になるために国家、特にカントの道徳性の理
念に適った国家が必要となるのか。本稿では、カントの記述（特に『諸学部の争い』と『永遠平和の
ために』）に即して、市民の有徳さと国家とがどのように影響しあうかを考察する。まず、第 1節
では、この問題に関するエリック・ブートの解釈を紹介し、彼が法と倫理のあいだに見いだす
「独立」と「相互従属関係」とはどのようなものであるかを検討する。第 2節では、カントが法と倫
理とを分離して考察していたことを、『道徳の形而上学』の二つの「序論」での記述に照らして確認
し、そもそも倫理との対照という点から法のアプリオリな根本概念（「法の道徳的概念」）や相互強
制の可能性、公法の理論が導き出されていることを概観する。第 3節では、『永遠平和のために』
の主に「補説」における、法の理念を実現させる自然（摂理）の働きと、その実践的含意を検討し、
有徳な人でなくとも国家を設立することができるというカントの主張を整理する。引き続いて第
4節では、『諸学部の争い』第 2部から「心術の適法性」と「心術の道徳性」という区別を援用して、
人々が適法的にふるまうようになるメカニズムと、そのふるまいが必ずしも有徳さを身につける
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ことによって果たされるのではないということを論じる。第 5節では、『諸学部の争い』第 1部に
おける宗教と大学との関係から、有徳さに関して国家がどのようなアプローチをとることができ
るのかを論じ、そして、第 6節では、市民の啓蒙と有徳さとの関係について検討し、たとえ啓蒙
が理念的な法社会のために求められるものだとしても、それは有徳性の問題ではないことを明ら
かにする。

第 1節　法と倫理との独立と相互従属関係

まず、国家と倫理の関係に関する先行研究での見解を、エリック・ブートの論考「カントと法・
倫理の独立関係（independence）および相互従属関係（interdependence）」 を参考にして確認しよ
う。当該の論考においてブートは、オノラ・オニールのある論文 を紹介するところから議論を
始めている。オニールは、善に対する正の優越を主張する現代のリベラルとルソー、カントとを
対比して、次のように述べているという。「現代のリベラルは、性格（character）よりもむしろ制
度（institution）を構築する原理を探求している。プラトンは善い人間（men）は法を必要としない
であろうと望んだ。義務論を信奉するリベラルは、善い法が善い人間（men or women）抜きでも
作動することを望んでいる」 。オニールの信じるところでは、「市民的徳（civic virtue）の行使は
自由を維持するための条件」であり、カントとルソーは正と徳のどちらをも探求しているが、現
代のリベラルも徳について論じなくてはならない 。
オニールのこの見解についてブートは、肯定できる部分と賛同できない部分があると述べ、彼
の論考の表題にもなっている法と倫理の「独立関係」と「相互従属関係」とを次のように説明する 。
すなわち、カントは『道徳の形而上学』においては、法との関係で徳に関心をもっているようには
思えない。だが、他の政治的な著作（とくに『永遠平和のために』）では、カントは確かに法と倫理
との相互的な従属関係を意識しているのではないか、とブートは診断する。ただし、オニールの
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＊ カントからの引用・参照箇所は、慣例に従って、アカデミー版カント全集の巻と頁づけによって示す。和
訳は岩波書店『カント全集』を参照している。

＊ 本稿の構想を、日本カント協会第45回大会（オンライン開催）共同討議で発表させていただく機会を得た。
パネリストの斎藤拓也会員と司会の寺田俊郎会員、当日ご参加いただきコメントを寄せてくださった参加
者の方々に感謝申し上げる。また、第9回大阪哲学ゼミナールでのこの構想の発表を許可してくださった
舟場保之会員と同ゼミナール参加者の方々にも、この場を借りて御礼申し上げたい。

＊ 本研究は科研費（19K12929）の助成を受けたものである。
1 Eric Boot, Kant and the In(ter)dependence of Right and Virtue. ethic@ - An international Journal for 

Moral Philosophy, v. 16 n. 3 (2017): Special Issue on “Kant’s Metaphysics of Morals as Guidance in a 
Morally and Legally Complex World”, https://doi.org/10.5007/1677-2954.2017v16n3p395. （2020/10/26閲覧）

2 Onora O’Neill, The Great Maxims of Justice and Charity; in Constructions of Reason: Explorations of 

Kant’s Practical Philosophy, 1990, Cambridge University Press, pp.219–233.
3 O’Neill 1990, p. 220.
4 ブートはここで、以下の箇所も参考にしている。O’Neill, Onora, Towards Justice and Virtue: A Con-

structive Account of Practical Reasoning, 1996, Cambridge University Press, p.140.
5 Boot 2017, pp. 395 f.
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主張とは異なり、徳の形成に関するカントの思想はルソーとは明らかに異なっているという。
ブートは、『永遠平和のために』でのカントの論述にみられる、法と倫理との相互従属関係を、

「適法性のあらまほしき副産物（felicitous by-product of legality）」と呼称する。『道徳の形而上学』
においてそうであるように、『永遠平和のために』でもカントは、法義務が義務の意識から遂行さ
れることを要求されない義務であると考えていると思われる。その一方で、法と倫理は断絶して
いるのではない。はじめは有徳でなくとも、人々は法的な状態のうちにいて他の人も法に従うで
あろうと予期することができる場合に、徐々に道徳的な心情を発達させ、法への尊敬を抱くよう
になる。法的システム自体は市民に有徳さを身につけることを強制することができないにもかか
わらず、適法性が確保される市民状態のなかで生きる結果として、人々は有徳になるのである。
法と倫理の分離を強く主張する一方で、カントにおいて「どの法的システムも、事実として少な
くとも国民の大多数が義務の意識から行為すること、それゆえ、強制が不在の場合ですら法に適
っていることに依拠している」 という。国家の目的は国民の有徳さの涵養ではないが、国家の創
設の結果として国民が有徳になることから、ブートはこれを「副産物」とするのである。「ルソー
と異なり（そしておそらくオニールとも異なると思われる）、市民的徳への関心は、カントにとっ
ては出発点ではなく、終着点である」 というのが、ブートの結論である。
カントがこのような議論を展開した理由を、ブートはロールズを援用しながら安定性の問題と
結びつけて考察している。もし法が倫理と何らもかかわらないなら、そして正義感覚を有する
人々が法の理念に適った社会を支持しなければ、社会の存続はあやうくなるだろう。社会のなか
で行為の適法性が確保されることによって、人々が道徳的になり、その人々が立法することによ
って社会がよりよくなる。カントにおいては法の理念そのものではなく、その現実化にあたって、
法と倫理との相互的な影響関係が重要な位置を占めている。
筆者の知るところでは、オニールの見解は、法哲学についてのカントの実際の記述と無関係に
広く受け入れられている古典的な解釈である。だが、徳が法の出発点となっているということは、
主に『道徳の形而上学の基礎づけ』や『実践理性批判』の解釈に喚起された印象にすぎず、ブートが
論考で明らかにしているように、カントにおいて法は市民に有徳になるよう命令することはない。
ただし、ブートが言うように、法的システムが徳を育み、道徳に教育された市民が法的システム
をより正しいものへと改革するというモデルをカントのうちに読みとることができるか、そして
それはロールズのように正義感覚をもった市民による支持が法的共同体の安定性にとって必要だ
からかどうかは、議論の余地がある。以下では、カントの記述に即して、法と倫理（有徳さ）との
関係がどのようになっているのかを確認してゆこう。

第 2節　『道徳の形而上学』における法と倫理

カントは『道徳の形而上学』の本論を、「法論」と「徳論」の二つに分割している。当該著作の冒頭

6

7

6 Boot 2017, p. 413.
7 Boot 2017, p.414. ブートの解釈では、ルソーは、各市民に法への尊敬を抱かせるようにするために、検閲
や賢明な立法者、市民宗教などの手段が必要であると考えており、その点でカントとルソーは異なる。
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「道徳の形而上学への序論」では、法と倫理の違いはまず、行為の「適法性」と「道徳性」から説明さ
れている 。

自由の法則が単なる外的行為とその合法則性のみに関わるかぎりで、法理的
4 4 4

（juridisch）と
よばれる。しかし、この自由の法則がまた、それ（法則）自身が行為の規定根拠となるべきで
あるとの要求をするならば、それは倫理的

4 4 4

（ethisch）である。（AA. VI. 214）

法の義務や法則は行為の適法性のみを問題にし、徳の義務や法則は行為の道徳性をも規定する。
この区別に従って、法的立法は外的立法が可能な立法であり、倫理的立法はそれが不可能な立法
であるとされる。適法性と道徳性は、それぞれ法と倫理を第一に特徴づけるキーワードとなって
いる。このような区別はカントに独自のものではなく、現代でも一般に法義務と倫理的義務は同
じように理解されている。
カントの議論において重要なのは、法と倫理の区別が法の概念を定義づけるときに用いられて
いる点である。「法論への序論」において、カントは「法の道徳的概念」を挙げている（AA.VI.229 
f.）。「法の道徳的概念」とは、「それに対応する拘束性と関連するかぎりでの、法の概念」のこと
である。法の道徳的概念は、次の 3つのことに関わる。

1）一人格の行為と他の人格の行為が作為として互いに（直接あるいは間接に）影響し合うかぎり
での、一人格の他の人格に対する外的で実践的な関係
2）親切や冷淡な行為におけるように、選択意志の他の人の願望に対する関係ではなく、他の人
の選択意志に対する関係
3）選択意志の実質ではなく、もっぱら自由とみなされるかぎりでの、双方の選択意志の関係に
おける形式

1）によれば、法は、私が他の人に、あるいは他の人が私に影響をあたえるような関係に関わり、
その点でも、選択意志の（倫理的）自己規定にかかわる倫理（徳）とは異なる。しかも2）によれば、
その場合の影響関係に、私が他の人に親切にするといったような場合の行為は含まれない。その
ような親切の行為によって、他の人は幸福になったり、自らの目的を達成したりすることができ
るかもしれない。だが、それは願望と選択意志の関係であるとカントは言う。つまり、私がこの
人に対してあることをすると、この人は幸せになるだろうと私が考えてそれを実行すると、私は
その人に対して影響を与える。しかしこれは他の人に対する徳義務の範疇に含まれるのであり、
法が義務として求める行為ではない。つまり、他の人に対して影響を与える行為のうち、私の選
択意志が私のではなく他の人の選択意志を規定するような場面

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を、法は問題とするのである。
カントは「法論への序論」のなかで続けて「厳密な意味での法」を取り上げる（AA.VI.232）。この
法概念によれば、法とは、普遍的法則に従ってすべての人の自由と調和する、相互的強制であり、

8

8 なお、二次文献においてもしばしば混同がみられるが、「道徳」と「倫理」は異なる。カントは「道徳の形而
上学への序論」において道徳法則を、意志の自由にかかわる法則として自然法則に対置し、法理的法則と
倫理的法則は道徳法則の下位区分に位置づけている（AA.VI.214）。このことについては拙著で詳しく論じ
た。石田京子『カント 自律と法―理性批判から形而上学へ』、晃洋書房、2019年。
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「倫理的なものの混入」を許さないものとされる。普遍的法則に従う自由を侵害することは不正で
あり、そのような侵害を防止することは正しいのであり、すべての人は互いに侵害を防止する権
能を有する。これが厳密な意味での法である。法は自己拘束としても可能であるが、この法概念
は、他の人が義務を課すという法義務の側面を強調しており、その点で「倫理的なものの混入」が
ないとカントは言うのである。
このように『道徳の形而上学』においてカントは、徳や倫理的なものとの対比によって法を定義
づけている。
この区別は、法の根本概念においてのみならず、公法論のいくつかの要素においても見て取る
ことができる。たとえば、カントの国家法論では、最善の統治体制をもつのは共和制であるが、
これは、立法権・行政権・司法権のあいだの権力分立として理解されている。この共和制国家は、
徳福の一致としての最高善や何らかの倫理的目的を実現するための機関とされているのではない。
また、「法論」では、「理論と実践」と同様に、自由と平等、自立が国家市民の三つの属性とされる
が 、フランス革命のお馴染みの標語と異なり、博愛はそのような属性に数え入れられてはいな
い。自由な存在者として、国家市民には投票権が認められるが、しかしカントは国家市民に、有
徳な人間になるような教育を受けて、あるいは倫理的理由にもとづいて投票をするように期待し
ているように思われない。投票権の要件は、自立していること、つまり財産を有しており日々の
生活を他者に依存していないことであり、他の人によって意見を代表されえないことである。
「他の人の強要的な選択意志からの独立」という生得的権利の規定に照らせば、。さらに世界市民
法は、国家法と対照的に、実定化も特定の実定的制度による権利の保証も考えられていないよう
な単に理念的な法であるにもかかわらず、カントはこれを、法や権利の問題として論じ、ここで
は博愛が問われているのではないとも述べている（AA.VIII.358）。
このように、カントの法哲学においては、その根本概念のレベルにおいても、公法という制度
に関わるレベルにおいても、倫理の入り込む部分はないように思われる。

第 3節　国家設立に徳は不要である

第 1節で確認したブートの主張では、『道徳の形而上学』においてカントは法と倫理を独立した
ものと扱ったが、それに対して他の政治哲学的著作では法と徳の相互従属関係を見いだすことが
でき、特に『永遠平和のために』にはそれを示唆する箇所がある、ということであった。以下の節
では、本当にそのような相互従属関係があるのかを、カントの政治哲学的・歴史哲学的著作にあ
たりながら考察することとしよう。
1784年の「世界市民的見地における普遍史の構想」以来、政治哲学に関するカントの著作は大体
の場合、法の理念のみならず、目的論的に把握された自然あるいは摂理、そして人類の進歩に言
及している。そのときにカントは、国家、特に理念的国家（共和国）を実現するためには市民の有
徳さ以外のもの

4 4 4 4 4

が必要であると論じている。そのことがもっとも強調されているのが、自然や摂

9

9 『永遠平和のために』では自由・平等・自立ではなく、自由・従属・平等が国家の原理とされる（AA.
VIII.349 f.）。
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理との関連においてである。カントは、理念的国家や国際間の平和（法的状態）を保証するのは、
自然や摂理の役割であると述べている。
たとえば『永遠平和のために』では、そのような法的状態をもたらすのは、「人間の道徳的改善
ではなく、単に自然の機構」であるとされている（AA.VIII.366）。共和制は法の理念に適う唯一の
体制であるが、同時に、それは樹立するのにもっとも困難な体制であり、「天使の国でなければ
ならない」とすら表現される（AA.VIII.366）。しかし、カントによれば、天使のような、道徳法則
からの逸脱が考えられないような存在者でなくとも、国家を樹立させることができるのであり、
悪魔の民ですら（悟性をもっていれば）国家を実現させるという。ここでの悪魔の民は、悪魔とい
う文字のとおりのなにか超自然的な存在を指しているのではなく、自己の利益の最大化を図ろう
とするような人間の一団のことを意味している。人々の心情が共同体の設立やありかたを直接規
定するのではなく、利己的な人間が個人的な心情において互いに対抗しあっていたとしても、そ
のような心情をもたなかったのと同じ結果をもたらすような体制がなければならないのであって、
カントは、「道徳性からよい国家体制が期待されるのではなく、かえって、よい国家体制によっ
てはじめて人民のよい道徳的教養が期待される」（AA.VIII.366）と述べている。また、永遠平和に
いたるために共和制が採用されたり、あるいは国家が国家連合に入ることを意欲したりすること
はないだろうというある種の悲観主義についても、すべての人や国家が個々にそれを望まないこ
とについては是認しつつ、「理念を（実践において）実行する際には、法的状態の開始は権力によ
る開始以外当てにならないのであり、公法はこうした権力の強制にもとづいて、後になって成立
する」（AA. VIII.371）と論じている。このような見方のうちには、個々の人間の性質に対する悲
観的な見方と、人間が本性上進歩することができる存在であるという、人類あるいは人間本性に
対する信頼を見て取ることができる。
本稿のテーマである法と倫理との関係に関して、このような目的論的な歴史の考察から引き出
しうることは、カントが法的理念の実現に際して、個々の人間の有徳さに期待していない、とい
うことである。この点で、冒頭にあげたオニールに対するブートの見解は正当であろう。道徳性
を身につけた有徳な人々の集まりが、共和主義的な社会を形成するのではない。人 （々国際関係
の場合は諸国家）が自らの傾向性を抑えて義務に従うこと、とくに理想的な法的共同体を設立す
ることは想定されていない。それどころか、そのような共同体を作るのは、カントの一般的なイ
メージとは反対に、人々が傾向性に基づいて自らの権利や利益を主張し、それらの主張が相互に
制限しあうことによってなのである。
問題は、『永遠平和のために』などにおけるこのような目的論的な議論がもつ意義である。この
議論がカント哲学の体系性、特に理論理性と実践理性との統一という問題にとって重要であるこ
とに疑いはない。しかし他方で、この議論を根拠に、「道徳性（有徳さ）がなくとも法的な理念が
実現する」と主張することはできない。この議論は、私たちがそのように自然の経過を眺めるこ
とによって、人類が全体として進歩するとみなすことができると主張しているのであって、人間

4 4

自身
4 4

が優れた政治制度を実現させるための理論ではない。カントはすべての人が傾向性にもとづ
いて主張しあえば、共和制や平和が実現するという理論的予測を語っているのではない。
市民の資質と国家との関係についての現代の議論はしばしば、個々の市民の（なんらかの意味
での）有徳さや社会へのコミットメントが民主主義の発展に不可欠か有効であることを前提にし
ているが、カントの議論はそのような理論を根拠づけることはない。理念を現実化するのは、自
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然あるいは摂理という人知を超えた力なのである。

第 4節　心術の適法性と道徳性

一方で、ブーツが「適法性のあらまほしき副産物（felicitous by-product of legality）」と呼んで
いるものに、カントは確かに『永遠平和のために』のある箇所で言及している。そこにおいてカン
トは、行為の適法性が国家法の強制によって確保されることを、「道徳への偉大な一歩」（AA.
VIII.375 f.）と呼び、次のように論じる。

法に反する傾向性の出現に対して閂をかけられることによって、法に対する直接の尊敬にい
たる道徳的素質の発展は、実際にきわめて楽になる。―というのは、人は誰でも、他の
人々にも同じことが期待できさえすれば、自分は法概念を十分に神聖視し、またそれを忠実
に守るであろう、と信じているからである。（ebd.）

ここでは、強制によって人々に法を順守させる国家の役割が取り上げられている。国家による
強制によって、人々が暴力によって問題を解決しようとする傾向性が抑制され、義務に適った行
為が増える。その結果として、人々は、法への尊敬を抱くようになりやすくなるのだという。他
の人が適法的にふるまうことへの期待と、実際にそうふるまっているのを観察できることもまた、
適法的にふるまうことのインセンティブになるという道徳心理学上のこの洞察においては、法の
理念性よりも、国家の強制力が重視される。ある人が法の規則を遵守しないときに、「他の人も
法を守っていないから自分も守らなかった」という言い訳が通用してしまうようなことがないよ
うに、国家が各人に法の義務を強制しなければならない。有徳さが安定性を生み出すのではなく、
国家の強制にもとづく安定性が有徳さを生み出すのである 。
『諸学部の争い』では、このことは「心術の適法性」と「心術の道徳性」として区別されている（AA.

VII.91）。第 2部「哲学部と法学部との争い」の 9でカントは「より善いものへの進歩は人類にいか
なる成果をもたらすか」と問い、次のように答える。

その答えは、心術における道徳性の量がつねに増大することではない。そうではなく、いか
なる動機をきっかけとするかはともかく、義務に適った行為というかたちで心術の適法性の
所産が増加することである。言い換えると、より善いものへ向かう人類の努力の成果（結果）
は、人間の善い行いがますます多くなり、ますます善くなるという点に、それゆえ、人類の
道徳的性質の諸現象にのみ、ありうる。―なぜなら、私たちは経験的与件（経験）しかもっ

10

10 ただし、他の人も法を遵守することが期待されるから自分も法を遵守しようとするこの意識は、道徳的な
意識そのものではない。これは「道徳への偉大な一歩」ではあるが、道徳上の改善ではない。習慣化された
単なる遵法意識と、義務意識から義務を果たす有徳さとは、区別されている。このような区別は「徳論」に
もみられる（AA.VI.407）。熟練とはある行為をすることが容易であることだが、その容易さが、その行為
が繰り返し行われたことによって獲得されたある種の必然性なのだとしたら、たとえそれ自体外見的には
道徳的に善いことであっても、それは徳ではない。
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ていないのだが、その与件に予言はもとづいているからである。つまり、この予言は、生起
するかぎりでの私たちの行為、それゆえそれ自身現象である私たちの行為の自然的原因にも
とづき、何が生起すべきかについての義務概念、純粋にアプリオリにのみ立てられうる義務
概念をふくむ道徳的原因にもとづくのではない。（AA.VII.91）

まず、ここでの「より善いものへの進歩」とは何かを確認しておこう。時代がたつにつれ、国家
が改革され、理念により適う制度、すなわち共和制が成立するようになる。この共和制国家は、
ここでの「より善いもの」に含まれる。フランス革命を同時代人として目の当たりにしたカントは、
このような「自然法に適う制度の改革（Evolution einer naturrechtlichen Verfassung）」（AA.
VII.87）が、人類に道徳的素質や、より善いものへと進歩する能力があることを証だてるものだ
と考える（AA.VI.87-89）。というのも、このような現象は、「自然と自由とを人類において法の内
的原理に従って合一する」唯一のものであり、その影響力の大きさゆえに、忘れ去られえないも
のだからである。この進歩が持続的になされるとはかぎらない。しかしフランス革命とそれに続
く共和国の成立は非常に大きな影響力をもっているので、人々はそれを思い出して新たに共和制
への改革を試みるよう動機づけられるようになる。そのような出来事が世界中で繰り返し生起す
るようになると、共和制国家の体制は、いつか「積み重ねられた体験による教化がすべての人の
心に生み出さずにはいられないような堅固さに達するにちがいない」（AA.VII.88）という。つま
り、フランス革命という、ヨーロッパ大陸に衝撃を与えた一つの出来事がきっかけとなり、人々
は共和制への熱狂ともいえる支持を示し、諸国家はさまざまな経過をたどったあとで、最終的に
共和国か、共和主義的な統治 へと行きつくことになろうという希望をもつことができる。共和
制への志向をもってくり返し実行することによって、人々の心のなかに、共和国の確固たる基盤
が生み出されるのである。
さて、『諸学部の争い』からの先の引用に戻ろう。当該箇所では、「心術の適法性」と「心術の道
徳性」が区別されていた。行為を選択するとき、義務の意識からではないにせよ義務に適った行
為を選択しようとすることは、「心術の適法性」である。共和制国家や共和主義的統治を実現させ
ようとする人類の進歩は、「心術の適法性」を増大させるようになる。すなわち、「やがてだんだ
んと権力者の側からなされる無法なふるまいは少なくなり、適法的な振る舞いが多くなるだろう。
いくらか善行が多くなり、法廷では口論が減り、約束は信頼性を増やすだろう」（AA.VII.92 f.）。
ここで挙げられている、義務に適った行為は、実際には「名誉心」や「公共体における自分の利益」
（AA.VII.92）からなされているが、そのような道徳的ではない動機からでも、もはや人は義務に
違反して行為しようとはしなくなる。
ただし、法に従う善き市民は、かならずしも、有徳という意味での善い人間であるわけではな
い。カントは「人類における道徳的基礎が増大する必要はまったくない。そのためには一種の新

11

11 よく知られているように、『永遠平和のために』と『道徳の形而上学』「法論」、『諸学部の争い』第2部では共
通して、二種類の共和主義が示されている。一方では、国家権力が分立しているような体制を有する国家
が共和国と呼ばれ、カントの本来理想とする国家である。他方で、そのような共和制国家では必ずしもな
いが、立法権と行政権をあわせもつ元首（君主）が、法の理念を意識しながら立法・統治するようないわば
絶対啓蒙君主であるような国家も考えられる。そこで行われる統治は共和主義的な統治と言ってもよいだ
ろう。
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たな創造（超自然的影響）がまた必要となるであろうからである」（AA.VI.92）と述べている。傾向
性に反しても義務を義務にもとづいて果たす、意志の強さという意味での有徳さを、国家は市民
に身につけさせることはできない。国家は、人々を義務違反へと至らせる要素を減らすことはで
きるが、有徳さそれ自体は、そのひと自身の努力によるしかないのである。
以上の議論をまとめよう。カント哲学において市民に必要とされるのは、行為の道徳性ではな
く、適法性の要求を満たすことである。そして、実際に社会のなかで国家の強制力をつうじて行
為の適法性が満たされていたり、法の理念に適うような国家制度が設立されたりするという経験
的な事実を観察することによって、市民は自らも行為の適法性を満たそうとするインセンティブ
をもつようになり、自らの所属する社会をより善いもの、正しいものへと改革しようとする意欲
をもつようになる。行為の適法性を志向する構制のことを、カントは『諸学部の争い』では「心術
の適法性」と呼ぶ。ただしこれは、傾向性の影響を廃して義務を義務の理念から果たそうとする
意志の強さとしての有徳さとは、異なるものなのである。

第 5節　宗教と大学

歴史哲学についてのカントの記述をとおして、第 3節では国家を設立するのに徳が不要である
こと、第 4節では、国家の強制力の副次的効果として人々が義務を守るようになる可能性がある
ことを見てきた。ここまで見るかぎりでは、国家の役割は、人々が適法的にふるまうように権力
によって強制することである。強制によって実行されるそのような適法的なふるまいはもっぱら、
社会的な名誉欲や刑罰への恐怖からの行為かもしれないのであり、人々はそのような適法的な行
為を相互に繰り返すことによって、適法的にふるまうように心理的に習慣づけられる、つまり
「心術の適法性」を獲得することはできるかもしれないが、それだけでは有徳さにはまだ到達しな
いということが理解された。それでは、カントにおいて国家は、市民の有徳さを育むために何が
できるのだろうか。あるいは、そもそも有徳さのために何かをなすことができるのだろうか。
カントにおいて、有徳さを身につけるための共同体は、国家ではなく教会である。少なくとも

『道徳の形而上学』において、「法論」は国家や国家連盟といった法的共同体の構想を有しているが、
「徳論」にはそれに対応する倫理的共同体の構想は見られず、そのような構想を保持しているのは
むしろ『宗教論』であるように思われる。国家は法的な自然状態を克服するが、倫理的な自然状態
は国家設立後も残存するのであり、人は国家のなかでも、倫理的自然状態を克服するという課題
を背負うこととなる。このような考えによれば、上で見てきたカントの記述と合わせて、国家は
人々の道徳性や有徳さについて、何もかかわらないという結論が導かれるように思われる。
国家の目的が市民を有徳にすることにあるのではないことについては、異論はないが、ただし、

『諸学部の争い』には、宗教と国家の関係について、次のような一節がある。

宗教に関することで国家が唯一関心を寄せてよいのは、有用な市民やよい兵士、一般に忠実
な臣民を国家がもつためには、何を教えるように宗教の教師たちに勧告すべきかということ
である。その目的のために、規約的な信仰教説を報じる正統信仰と、規約的な恩寵の手段と
を教え込むことを選ぶと、国家はひどい失敗をすることがありうる。（AA.VII.60）
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この一節は、『諸学部の争い』第一部、つまり神学部と哲学部との争いを主題とした箇所からの
引用である。
「正統信仰」とはここでは、宗教には教会（偶然的な啓示宗教）信仰で十分だと考える立場のこと
を指している。もしこのような信仰が、人々に、神の命令と教会で考えられるもののみを、そし
て、悪をなしても教会の手段や信仰、祈りによって恩寵が与えられ神の罰を免れると教えるなら、
国家は「ひどい失敗」を犯すことになる。というのも、人々は、教会が示す規約に従って儀式など
をすることによって至福に至ると希望することができ、かつ、そのことによって罪を犯しても神
はその人を許すことが期待できるからである。自分の犯した償いえないような罪ですら、祈りさ
えすれば罰せられることはないと考えるのは、カントの考える道徳性とは相反するものであり、
むしろ、自分の罪を「未来の裁判官」、つまり神に対して釈明しなければならないと教えることが
必要である。
さて、国家は正統信仰を支持することはないだろう、とカントは言う。というのも、もし正統
信仰を支持するとすれば、「道徳性の自然的諸原則」つまり実践理性のアプリオリな道徳法則が、
「二の次になるからである」（AA.VII.60）からである。このような正統信仰が国家によって強制さ
れるなら、国民は聖職者たちの意図に従って支配されてしまうことになる。歴史的に作成された
規約にうまく従うことにだけ長け、その実、純粋理性に由来する道徳法則への服従という点では
ほとんど進歩が見られないような国民は、教会から自らの義務違反を許す手段を提供されること
により、自らの幸福そして悪への傾向性を克服しようとする理由を失ってしまう。自らの国民が
そのような人間であってほしいということを、国家は望むことはない。それゆえ「何を教えるよ
うに宗教の教師たちに勧告すべきか」に、国家は関心を寄せるのである。
それではそこで教えられる宗教はどのようなものであるべきなのか。カントは聖書の二つの解
釈方法に言及する（AA.VII.66 f.）。一つは文献学的な方法である。それは、聖書を読むにあたっ
て、過去に聖書の文言を記した人間が何を考えていたか、言葉にどのような意味をこめたのかを、
歴史的に探求しようとするものである。もう一つはいわば哲学的な方法である。すなわち、聖書
をどのような道徳的な意味において読み解くことができるかを、歴史的なコンテクストから自由
に検討するものである。このうち後者の方、つまり、教会の主張する教義をそのまま是認するの
ではなく、聖書というテクストを歴史的・文献学的に読むことを勧めるのでもなく、「理性が道
徳的配慮からどのような教説を（アプリオリに）読み込めるかを知ること」（AA.VII.67）、このこ
とが、市民の道徳化という目的にふさわしいとされる。聖書の解釈は、そこに文字として書かれ
ていることから文献学的な知識を用いて何かを引き出すのではなく、反対に道徳的な考え方が聖
書のうちにもちこまれなければならない（AA.VII.69）。そのときに宗教はたんに歴史的・特殊的
なものなのではなく、普遍的なもの、「間違いがけっしてありえず、かならず有益な効果をもた
らす教義」であり、人々を道徳的にすることに貢献するのである。
神学部自体はこのような観点から聖書を読み解くことをその役割としているわけではない。大
学が上級学部である神学部だけでなく、下級学部として哲学部が設置されているのは、この、哲
学的な観点からの解釈を可能にするためである。宗教的な指導者たちの教義は、純粋理性の吟味
を受けなくてはならない。哲学部は、歴史的な宗教的言説が道徳性にとってどのような意義をも
つのかを考察する。この目的のために、国家は、大学という自由な討議の空間を設置することに
よって、既存の権威的宗教の教説を批判的に検討する哲学者の自由を認めなければならないので
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ある。そうだとすると、国家は確かに宗教の特定の教義のいずれかを支持してその市民を有徳な
存在者にしようと教育することはできないが、宗教的な言説を合理的なものとするために、大学
を設置する権限をもち、また、そうしなければならない。
市民の道徳化について国家が果たす役割は、消極的な役割であって、それは、現代的な言葉を
用いて表現するなら、インドクトリネーションを排すために、言論の自由を認め、あらゆる教説
を合理的な討議のもとにおくことなのである。どのような信仰や教説が善いとされるかについて
決定を下すのは、国家本来の役割ではない。しかし、市民社会において宗教、あるいは現代の世
俗的・多元主義的な民主主義社会の多くにおいては、非宗教的な道徳・倫理が存在し、法によっ
てではなくとも人々がそのような規範に自発的に従っているのであれば、そのような規範の正当
性が国家にとっても問題となる。直接は有徳さに関わらないし、関わってはしてはならない国家
は、しかし人々が人として成長する場としての教育機関を設置する権限をもち、そこでは実用的
な能力だけでなく有徳さもまた、身につけるべきとされる。『諸学部の争い』の議論は、国家と市
民の有徳さとの間接的

4 4 4

・制度的な
4 4 4 4

かかわりを示唆している。

第 6節　啓蒙と有徳さ

『諸学部の争い』での宗教の扱いについてのこのような議論は、啓蒙や公開性、言論の自由につ
いてのカントの議論を思い起こさせるのではないだろうか。当該の著作自体、理性の吟味を担う
機関としての哲学部の、大学における重要性を論じるのだから、その連想は的を射ているように
思われる。
周知のとおり、「啓蒙とは何か」「理論と実践」『永遠平和のために』などの著作でカントは、いわ
ば世界市民として開かれた討議に参加できること、そのような場では、既存の権威に単に従属す
るのではなく、自らの悟性を用いて思考することが、それぞれ重要であることを強調している。
「理論と実践」によれば、言論の自由は、市民の諸権利の守護者である（AA.VIII.304）。なぜなら、
統治者は人間である以上、誤りを犯す可能性があるので、すべての人が自分自身の権利について
請願して、その誤りを正すことが必要となるからである。
法、そして国家は国家市民に、有徳さを求めることはない。その一方で、権利の保障や法的理
念の実現という文脈において、請願や議論への参加は不可欠であるように思われる。そのような
請願は「公開による以外に行う方法がない」ので、「公開の禁止」は許されない（AA.VII.89）。正当
な制度を備える国家への到達のためには、有徳さを備えた市民は必要ないが、自分の権利が侵害
されていたときや法のシステム、政治的判断に問題があると思ったときに個々の人間に発言が許
され、その発言の正否が公開性という基準によって測られることは、きわめて重要であると確か
にカントは考えている。
自らの考えを示してよいとする言論の自由や公開性は、何が正しくて何が誤りであるかをより
適切に判断するための、国家の制度枠組みである。そのような枠組みがあることによって、人々
は自由に討議に参加することができ、その結果として正しい認識に到達することができる。言わ
ば、真理についての集団的な認識が問題なのであって、この段階でも個々の市民の有徳さが要求
されているわけではない。請願する人、討議に参加する人は、個人で正しい認識をもっているわ
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けでもないし、義務にもとづいて発言しているともかぎらない。国家は人 （々特に哲学者）に好き
なように発言することを許すことによって、そして国家制度に関して人々に誤った情報を植えつ
けないようにすることによって（たとえば AA.VII.89 f.）、自らと市民とが正しい認識を獲得する
ことができるように努めなくてはならない。
国家に許される役割は、正しい認識の獲得を促進し、それを妨げるような障害を防止するため
の手段を与えることである。ただし、自分自身で考えることとしての啓蒙を、カントにおける市
民的徳と考えることはできないはずである。なぜなら、啓蒙の本質は知の追求にあって、動機や
心術のよさではないからである。カントは「徳論」の冒頭で、「徳論」と「法論」との差異を明らかに
しながら、この区別を次のような仕方で行っている。

実践哲学の専門家
4 4 4 4 4 4 4 4

はそれゆえにまさにそうであるから実践哲学者
4 4 4 4 4

なのではない。実践哲学者
とは、理性の究極目的

4 4 4 4 4 4 4

を自分の行為
4 4 4 4 4

の原則にする者のことである。そのことによって彼は、
同時に究極目的とそれに必要な知とをむすびつける。〔……〕単なる徳論では、何をすること
が義務であるかを知ることだけではなく（このことはすべての人が自然にもっている目的ゆ
えに、簡単に示されうる）、意志の内的原理が主に問題となるからである。その原理とは、
この義務の意識が同時に行為の動機であれ、というものである。知恵の原理を自分の知と結
びつけている者についてはこのように言う。すなわちその人は実践哲学者なのである。（AA.
VI.375）

「法論」のように、何が正しくて何が間違っているかのみに焦点がある学とは異なり、「徳論」に
おいては正しい知識と自分の行為原理を結びつけることが求められている。先にも述べたが、個
人の内面や動機に関わるという点が「徳論」の特徴なので、この対比から、道徳的な知識に対する
二つのタイプのアプローチを読み取ることができるだろう。一つ目は、何が善いことで正しいこ
となのかを知ろうとすることであり、二つ目は、そのような哲学的な探求によって獲得された知
を自ら生きようとする態度である。「徳論」のこの引用箇所では徳や倫理的立法などを扱うという
当該著作の性質上、後者のアプローチが求められることは明らかだが、特に法的制度や権利の分
野に関わる啓蒙については、何が正しいか間違っているかを知ろうとすることが重要であり、そ
のような態度自身は有徳さとは区別されるものなのである。法や政治の領域において、各国民は
市民として単に法律に従属するのではなく、どのような法律が理性に照らして適法的なのかを、
自分がそのような権利を有するのかを自ら考えて発言することは、そして、法の理念がさまざま
な国家体制・国際的政治体制のうちに反映されることを望み、予期することは、法の義務を傾向
性からではなく義務の意識から遂行することとは、違うことなのである。カントは市民に啓蒙さ
れることを期待していたとしても、あえて自分の意見を述べようとすることは有徳さそのもので
はないのである。

まとめ

カントにおいて、有徳な存在者になることが倫理的義務であったとしても、人々は理想的国家
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の実現のために有徳になるようには求められない。また、国家は権利を保障する機関であって、
その目的は市民の有徳性を涵養することではない。
一方で有徳さと国家の関係について、さらに次のように言うことができるだろう。国家の強制
によって、そして他の人々もまた事実として法に従うことによって、人々は義務に適った行為を
果たすようになる、すなわち、「心術の適法性」を獲得するようになる。それは「心術の道徳性」と
は区別されるものであり、それだけでは有徳とはされない。国家が市民に要求するのは、国家の
法に従うことで、そこでは適法性のみに焦点がある。国家の強制によって義務が確実に履行され
るようになると、心術の適法性が増大し、その点で人類の進歩を見ることができる。市民が有徳
さを身につけるためには、一般に正しいとみなされている宗教的・倫理的教説が合理性を有する
こと、理性に批判に耐えることを教師が示すことが肝心である。そしてその点において、国家が
教師に期待するのは、特定の徳目を教えることではない。特にカントの時代においては、道徳教
育は宗教教育であり、それはインドクトリネーションと同義であった。カントが既存の道徳的教
説を批判的に眺める視点をもつことや他者と討議する能力を強調し、それを保護することが国家
に許された役割としている。
この視点にもとづくなら、カントにおける啓蒙や言論の自由、公開性は次のように評価される。
啓蒙においては、直接的には、個々の市民の有徳さが論じられているのではない。人々に好きな
ように発言させ、公開性という観点から格率を判定させるという国家制度や統治者の判断が問題
になっている。カントのこの議論は現代の問題を考えるにあたって、重要な知見を含んでいるの
ではないだろうか。ポスト真実の時代において国家や社会に求められるのは、理念を実現するた
めに市民に有徳さを期待し、倫理的にふるまうように教育を施すことではなく、不合理なものを
不合理なものとして、虚偽を虚偽として、噓を噓として判定しうるための、しかしその判定自体
は統治者や統治機構自体が行うことがないようなシステムの整備であろう。


