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【書評】

書評会ノート
―斎藤拓也『カントにおける倫理と政治：思考様式・
市民社会・共和制』（晃洋書房、2019 年）をめぐって―

網 谷 壮 介、稲 村 一 隆、金 慧、斎 藤 拓 也

本稿は、2019 年 10 月 29 日に早稲田大学政治経済学術院で開催された斎藤拓也『カントに
おける倫理と政治：思考様式・市民社会・共和制』（晃洋書房、2019 年⚗月 30 日）の書評会
の記録である。書評会では、著者による内容紹介のあと、網谷、金、稲村の順で書評（コメン
トと質問）を発表し、その後著者が質問に応答し、最後に会場の参加者との質疑応答を行っ
た。以下では当日とほぼ同じ内容を同じ順序で掲載し、全体で⚓時間 30 分以上に及んだ書評
会での議論を紹介する（ただし、紙幅の都合上冒頭の著者による内容紹介は短縮し、最後の参
加者との質疑応答は残念ながら割愛した）。

Ⅰ．著者による内容紹介（斎藤拓也）

本 書 は、イ マ ヌ エ ル・カ ン ト の テ ク ス ト を 読 み 解 き、「市 民 社 会（bürgerliche
Gesellschaft）」の概念、市民社会の理念とそれを尊重する思考様式、そして市民社会を実現す
る制度の改革を軸にして構想の全体像を明らかにする試みである。この作業を進めるさいに、
市民社会を倫理と政治という二つの面から分析したことに本書の特色がある。

カントの政治思想は、これまでしばしば市民的自由を擁護するリベラルな政治社会論として
論じられてきた。しかし、カントの著作を繙いてみると、「市民社会」は法的・政治的著作だ
けではなく、『たんなる理性の限界内の宗教』（1793 年）で、倫理的な共同体の問題として、

「自然状態」に対置されて考察の対象となっていることが明らかになる。
カントによれば、人々は社会関係のなかで、他者に対して優位に立とうと試み、他者の称賛

を得ようと手を尽くし、「自己愛」を行動の原理とするに至って「倫理的な自然状態」に陥っ
てしまう。このような「自然状態」は自己中心的な傾向性や情念を克服することによって解消
されるはずだが、そのさいに原因が社会的な関係そのものにある以上、個々の人間の努力のみ
ならず、社会的な関係の再構築という観点からの問題解決も取り組むべき課題となるのであ
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る。
そこでカントは、倫理的な諸原理にもとづいて善き生を送ることを目指す人々の社会的統

合、すなわち「倫理的市民社会（ethisch-bürgerliche Gesellschaft）」の構想を明らかにする。
このような社会的統合が、個々の社会だけではなく地球上のすべての社会で進展すれば倫理的
な意味での永遠平和が実現するとカントは考える。しかし、これはきわめて困難な課題であ
り、カントは少なくとも、それを支えるもう一つの社会的統合の制度、「法律的市民社会」に
よる別の次元での問題の解決が必要であると考えている。

倫理的な意味での自然状態からは、他者の自由を侵害し、財産を暴力と戦闘によって脅威に
さらす「法律的自然状態」が生じる。このとき、「自由」を権利として保障する「法律」と、
法律の実効性を担保する「権力」があれば、他者の自由を外的な行為のレベルで侵害しあう

「法律的自然状態」は解消されるはずだとカントは考える。この自由を保障する法律と権力を
備えた社会が「法律的市民社会（juridisch-bürgerliche Gesellschaft）」である。

このような二つの市民的結合に関する議論は、カントの場合には自然状態を市民社会によっ
て克服する思考が社会契約論的な法の論理だけではなく、それを補完する倫理的な社会的統合
の論理をともなって紡ぎ出されていることを示している。これまでのカントの政治思想にかん
する研究では、政治社会（国家）としての法律的市民社会は考察されてきたが、倫理的市民社
会の形成過程に関心が払われることはほとんどなかった。しかし、カントの「市民社会」の構
想を理解するためには、両者の関係を考察しなければならないだろう。

以上の観点から、本書の第一部（第⚑章～第⚓章）では、意志の自律をはじめとするカント
の道徳哲学の中心的概念を検討し、安定した道徳的な態度（思考様式）を確立することの困難
さを個々の行為者と社会の次元で明らかにした。人間には善への素質だけでなく、根元悪があ
るために思考様式の獲得は容易ではなく、何も秩序がない状態では人々は万人の万人に対する
闘争に陥ってしまうのである。

第二部（第⚔章～第⚖章）では、カントが悪の克服という個人の課題を自然状態の市民社会
による克服という観点からも考察し、歴史的に形成されてきた国家と教会の改革によってアプ
ローチすべき課題と考えていたことを明らかにした。既存の教会と国家の統治のシステムとは
異なる社会の形成に向かうためには、市民社会において人々が自己啓蒙を促進することが求め
られる。

第三部（第⚗章～第⚙章）では、カントの構想に、共和制の実現が君主による上からの改革
だけではなく、社会契約の理念を尊重する思考様式をもつ人々（市民と学識者）によっても促
進されるという観点があることを解明した。このような観点から、共和制への改革が専制を消
滅させて市民の自由を作り出すだけではなく、世襲身分制の解消によって平等な市民の社会を
形成するプロセスでもあることが理解できるようになるのである。
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Ⅱ．カント市民社会論の刷新：倫理的公共体と共和主義の観点から1 (網谷壮介）

従来カントの政治思想は、支配者が行う共和制への「上からの改革」によって特徴づけられ
てきたのに対し、本書は市民社会論を中心にしたカントの政治思想読解への道を切り開いたも
のである。本書において、市民社会は根源悪の解決の場としてカント哲学のなかに位置づけら
れる。カントの市民社会概念には二重の構想が賭けられている。そこは一方で、法的自然状態
からの脱出として共和主義化が実現された法的市民状態であり、他方で、倫理的自然状態から
の脱出が実現された倫理的市民状態である。前者の共和主義化構想では共和制下における各人
の自由権の調和が図られる。後者の倫理的公共体構想では、道徳法則よりも自然的傾向性を格
率に採用してしまう各人の思考様式を変革するための具体的基盤が、既存の教会制度として具
体化される。

こうした本書の読解において、「上からの改革」に尽きない「下からの改革」、つまり市民の
思考様式の変革をカントが重視していたことが明瞭になる。共和制にふさわしい市民の思考様
式は、絶対君主制下での市民の思考様式とは異なっている。この点で重要になるのが啓蒙であ
る。本書は「啓蒙とはなにか」という、ドイツ後期啓蒙が常にその周りを経巡っていた特有の
問いの文脈をおさえ、カントの啓蒙が単に理論的な偏見の除去にとどまらず、いやがおうでも
政治的意味をもたざるをえないことを適切に示している。カントにとって啓蒙は、国家と対抗
関係に入りうる市民の思考様式の問題でもあったのだ。こうした啓蒙の適切な理解を示すこと
で、本書は共和主義化が単に体制変革の問題ではなく思考様式の変革の問題でもあること、そ
してそのためには言論の自由が重要な役割を果たすということを明確にしている。

評者にとって本書は、二点において極めて重要な貢献をなしていると考えられる。第一に、
本書はカントの政治思想を共和主義の文脈で捉え直すことに成功している。ヴォルフガング・
ケアスティングやクリストフ・ホーン、インゲボルク・マウスらの先行研究では、カントの
法・政治思想は、まずもって人権や人民主権を可能にする制度構想として捉えており、その制
度のもとで活動するであろうアクターの性質に関するカントの記述は等閑視されてきた。これ
に対し共和主義思想史を知悉する著者は、カントがアクターについて求めている性質、具体的
に言えば（カント自身はそうは呼ばないにしても）「徳」と判断される一連の性質を特定して
いる。共和主義化にあたって、自らの主権を人民に移譲するのであれば必要となるであろう君
主制的支配者の徳、あるいは政治家が公共の福祉を達成するときに必要とされる徳（知恵）、
共和主義化を下から促進する学識者の言論活動に見られる徳、そして、達成された共和制下で
人民の普遍的意志を代表することが求められる代議士の徳。これらの徳は、根源的契約の理念
を尊重する思考様式として、アクターに応じて分節化・具体化されているのである。

本書が有する第二の意義は、カントにおける自然状態と市民社会の対が、道徳的次元と法
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的・政治的次元において二重化されていることを、余すことなく捉えている点にある。筆者は
ルソーの議論との異同に着目しながら読解をすすめることで、カントの自然状態論に関して、
これまでしばしば混同されてきた二つの記述─文明論的（歴史哲学的）な記述（人間の非社交
的社交性ゆえに国家が生まれた云々）と理性法論的なアプリオリな理念としての記述（アプリ
オリに法を欠いた状態)─を明確に区別している。これによって、カントのアポステリオリな
人間学的記述を、アプリオリ性を標榜する批判的法哲学の中に不当に混入させる、しばしば散
見される解釈は妥当性を欠くものであると示されることになった。

こうした基本的な前提を的確に理解した上で、筆者は晩年の宗教論にまで立ち入って自然状
態・市民社会のペアリングの意味を検討している。この点だけでも十分に価値のある仕事であ
るのは、晩年の宗教論は、評者のようにカントの法・政治的レベルにしか興味をもたない不埒
な人間にとってだけでなく、カントの理論哲学や道徳哲学の研究者でさえ、ほとんど真剣な読
解を試みてこなかったからである。しかし、宗教論はカントの法哲学的思考を補うものとして
非常に重要である。というのも、たとえ法権利のレベルで正義が実現されたとしても（法的市
民状態）、法と倫理が区別されるのに応じて、倫理の問題、つまり人間の根源悪の問題は解消
されず、倫理的自然状態は残存するからである。本書ではこの倫理的自然状態の解決の道筋こ
そが、宗教論の中に秘められていることを詳らかにしている。その際、特に倫理的公共体の概
念は重要である。本書によれば、カントは礼拝宗教・歴史宗教をプロイセン社会に根強く残る
偏見の温床として厳しく批判する一方、人々の思考様式を理性宗教へと変革していく場として
教会を利用しようとした。既存の教会制度を理性宗教への変革の足がかりとしてのみ許容する
という現実的な戦略こそ、カントが宗教論のなかで展開していたものなのである。こうした宗
教論の読解は、理想主義者カントという俗説に反駁する論拠の一つとなるだろう。

とはいえ、疑問やさらに議論する必要のある点がないわけではない。まず指摘したいのは本
書の思想史方法論についてである。第一の意義として挙げた共和主義文脈についていえば、本
書は思想史の仕事としては限定的なものにとどまっている。確かに、結論章では共和主義思想
史のなかにカントを位置づける試みがなされているよう見える。これは「一八世紀の共和主義
の変容の文脈のなかでカントの政治思想の特徴を把握する」（20 頁)2 という、序論で掲げられ
た限定的な目的に応じたものであろう。しかしやはり、本書がヘルツィングの研究3 と同様、
今では方法論的に4 非常に大掴みな印象を与える「通時的・共時的な思想史的比較」（14 頁）
にとどまっていることは惜しまれる。

確かに、カント研究につきまとう問題ではあるが、カントは自分が参照しているテクストを
明記することがあまりなく、何に対して応答しようとしているのかを掴むのは難しい。コンテ
クストの確定は困難で、恣意的だという評価を免れるのは容易ではないだろう。しかし、それ
でもやはり同時代プロイセンのイデオロギーの見取り図を与えた上で、そこにカントをマッピ
ングするということも可能であろうし5、概念史研究の知見を活かしながら、カントの
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Republik や Republikanismus の用法がどこから来るものなのかを追うという仕方も考えられ
る。

可能であったかもしれない文脈化の一例として評者に思いつくのは、共和主義とパトリオ
ティズムの関係である。本書では、カント共和主義の制度だけでなく、「国家市民の倫理的お
よび政治的特質」（326 頁）も思想史上の比較対象となっている。その際、カントが市民のも
つべき思考様式を祖国的思考様式として論じ、それが啓蒙のメルクマールとなる思考様式（自
分で考えること）と関連付けられていることが示される6。こうした関連があるとすれば、そ
れはドイツ啓蒙の文脈に即したものであるとも考えられるだけに、本書がそうした文脈化を断
念しているのは惜しまれる。祖国的思考様式の記述は『理論と実践』（1793 年）に出てくる
が、これは現代の読者にとって唐突な印象を与えるだろう。しかし、「啓蒙とはなにか」とい
う問いをめぐって行われていた当時の議論を参照すれば、さほど不思議なことではないと考え
られる。

例えば、まさに『ベルリン月報』上でこの問いが投げかけられるきっかけとなった論争で
は、パトリオティズムも論点になっていた。ヨハン・エーリッヒ・ビースターによれば、聖職
者が婚姻に関わり続ける限り、国家の法律には（聖職者が関わるべきほど）神聖な法律とそう
ではない法律があると、「啓蒙されていない市民」は判断し、後者への遵法精神を失ってしま
う。「国民の全ての精神、国家への全ての愛、全てのパトリオティズムが失われていいわけで
はないとすると、こうしたことが許容されてよいのだろうか｣7。これに対して、ヨハン・フ
リードリヒ・ツェルナーは、婚姻が聖職者による聖別を受けなければならないのは、婚姻に
よって成立する家の親密な結びつきこそ、パトリオティズムの起源となるからだと反論する。

「パトリオティズムの価値を知る国家にとって、こうした自然的で第一の結合を聖別するとい
うことに、いかに多くのものが賭けられているか、そして国家は宗教による以外にいかにして
これをより強力なものにすることができるのか｣8。
『理論と実践』でのカントのパトリオティズムへの言及は、こうした文脈との関連で把握し

うるかもしれない。その上で、七年戦争期に流行したトマス・アプト『祖国のために死ぬこ
と』（1761 年）に代表されるパトリオティズム論の系譜を追いながら、市民的徳のカントによ
る変容を辿るという道筋もありえたのではないか9。

次に問題となるのは、カントの倫理的公共体概念である。先述したように、本書はカントの
市民社会論を、政治・法の観点からだけでなく、倫理の観点からも捉える点で、制度構想につ
きないカントの政治思想を見事に剔抉している。本書が明らかにしたように、カントは法の法
則に統御される公共体（政治的公共体）と、徳の法則に統御される公共体（倫理的公共体）と
して、市民社会を二重に捉えている。人類はまずは共和主義化という形で、生得的自由権が保
障される国家（政治的公共体）をつくり、この内部で、人類全体が徳の法則にしたがった状態
であるところの倫理的公共体を設立する。
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問題は、宗教論で提出されるこうした倫理的公共体は、『基礎づけ』（1785 年）や第二批判
（1788 年）で提示される目的の国とどのような関係に立つのかという点である。目的の国につ
いて、本書では、「すべての個々の理性的存在者がこの「知恵の教え」を実践できるならば、

「目的の国」が出現し、最高善と最善の「理性的存在者たちの世界（mundus inteligibilis 叡智
的世界）」への接近が可能になるだろう」と説明されている（70 頁。原文ママ）。他方、倫理
的公共体は、徳の法則が公表されてる場合に、「徳の法則にもとづく普遍的共和国」として理
念化されていると説明される（122-3 頁）。こうした説明からは、目的の国と倫理的公共体は
類似しているように見えるのだが、しかし、その法則の立法者について考えるなら、両者は同
等視できないのかもしれない。目的の国について、カントは『基礎づけ』等で、その市民が自
らが従う法則の共同立法者であるという説明を与えていた。確かに倫理的公共体についても、
共和国と言われている以上、一見その成員が法則の立法者なのかと思わされる。しかし、「倫
理的公共体の法の立法者は「神」であり、倫理的公共体は「神の命令下にある人民」すなわち

「徳の法則に従う神の人民」としてのみ考えられる」（122 頁）という記述を見ると、その人民
が法則の共同立法者であるわけではないようである。目的の国と倫理的公共体の関係は、神の
位置付けと関連して重要であるが、本書では十分に整理されているとは言いがたい。

最後に、非常に微細な論点になるが、共和制に関してテクスト解釈上の問題があるように思
われる。評者は本書が提示するカントの共和制理解について概ね賛同しているが、その論旨を
導く解釈については疑問がある。具体的に言えば、『永遠平和のために』「第一確定条項」にお
ける支配形態の解釈についてである。この箇所は、好意の原理を働かせたとしてもカントの含
意は読み取りにくく、その記述はもっと明確に書き直せたはずだと言いたくなる。

とりわけ読者を困惑させるのは、「第一確定条項」が前半と後半に分けられており、「共和主
義的 republikanisch」という語で指し示される体制がその両方では同じだとは思えないという
点である。

前半でカントは「永遠平和のための第一確定条項」を「各国家の市民的体制は共和主義的で
なければならない」とし、「第一に社会の成員が（人間として）自由であるという原理、第二
に唯一の共同立法に（臣民として）全員が依存しているという原則、第三に（国家市民とし
て）社会の成員が平等であるという法則にしたがって設立された体制は〔…〕共和主義的体制
である」と主張する10。さらにこの「共和主義的体制」には注が付されており、ここで言われ
る自由が「自らが同意を与えることができた外的法則以外には従わないという権能」だと説明
されている11。こうした点から、カントがここで示唆している共和主義的体制は立法権を人民
がもつ体制、すなわち人民主権の体制だと推測できる。

しかし問題は、「第一確定条項」後半では、別の仕方で共和主義的であることが議論されて
いるということである。アスタリスクで分けられた後半の冒頭、カントは共和主義的体制がし
ばしば民主的体制と混同されているということに注意を促し、両者を区別する必要性を説いて
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いる。その後、国家の形式を区別するメルクマールとして、「支配形態」と「統治形態」の二
つがあると主張されている。以下、長くなるが引用する。

国家の形式は、最高の国家権力を占める人格の違いによってか、あるいは、統治者が何を
望むのであれ、統治者による人民の統治様式によって区別されうる。前者の区別は本来、
支配形態と呼ばれ、ただ三つの形式だけが可能である。すなわち、一人か、結合した少数
か、市民社会を構成する全員かが、支配権力を占める場合である（一人支配制、貴族制、
民主制、君主権力、貴族権力、人民権力）。後者の区別は統治形態であり、憲法（人々の
群れを人民にする普遍的意志の働き）にもとづいて、国家がその高権をどのように行使す
るかにかかわる。そしてこれに関して、統治形態は共和主義的か専制的である。共和主義
は執行権（統治）を立法権から分離する国家原理である。他方、専制は、国家が自ら立法
した法律を独断的に執行する国家原理であり、それゆえ公的意志は、元首によってその私
的意志として扱われる限りで公的意志になる12。

ここでは、統治形態の点で体制が共和主義的か専制的かに区別され、その際、共和主義的であ
るとは、執行権が立法権から分離されていることを言う。しかも、この後を読み進めていくと
わかるように、君主制であれ貴族制であれ共和主義的になれるが、民主制は共和主義的にはな
りえないとされる。こうした共和主義の説明は、明らかに「第一確定条項」前半で言われてい
た説明と異なっている。

以上の国家形式の区別について、本書によれば、「「統治様式」は、第一に権利の保障、第二
に人民主権の原理の承認を前提として設けられた基準であり、「市民的体制」において権利が
保障されるように、立法権から執行権が人格的にも機能的にも分離されているかどうか、さら
に執行権が立法権を代表して法律を適用するという関係に制限されているかどうかを問題にす
る」（224 頁）。ここで筆者は、カントが統治様式を議論する際には、「第一確定条項」前半の
共和主義的体制の説明（立法権が人民にある人民主権的体制）を前提としていると解釈してい
るように思われる。これに応じて筆者は、「支配形態」についても、「主権が人民の意志に固定
されることによって」、「もはや主権者を構成する人格の数によって決まるのではなく、主権を
もたない統治者、政府（元首）を構成する人格の数によって「君主政」「貴族政」「民主政」に
分類されるのである」と解釈している（225 頁。また 262 頁も参照）。つまり、筆者の解釈に
よれば、支配形態とは統治者の数による分類、言い換えれば、立法権と区別された執行権を持
つ者の数による分類にほかならないということになる。

このように解釈できるとすれば非常に見通しが良いし、ルソーと同じような主権と統治の関
係性をカントが議論していることが分かって好都合なのだが、常識的な見方でカントのテクス
トを読む限りでは、そうした解釈には無理があるように思われる。まず、用語について見れ
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ば、「支配形態 Form der Beherrschung（forma imperii）」は、支配（imperium）に関わる以
上、これはやはり主権のありかに関する区別ではないか。実際、この区別は「最高の国家権力
die oberste Staatsgewalt を占める人格の違い」、さらに、誰が支配権力（Herrschergewalt）
をもつのかという違いだと言い換えられている13。最高の国家権力という表現が何を指してい
るのかについても、立法・執行・裁判のうちであれば最高の権力は立法権だということになる
だろうし、あるいは国家のうちで最高の権力と捉えるなら、三権力の区別なく、国家の中で最
高の権限を司るものを意味するだろう14。

次に、仮にこうした用語上の問題をクリアできたとしても、続くカントの議論との整合性が
問題になる。本書が提案するように、カントが「第一確定条項」後半で人民主権を前提とした
上で、執行権のあり方だけで支配形態を区別しているのであれば、次のような議論になるだろ
う。すなわち、一方で、民主制は人民が立法権と執行権を同時にもつために、カテゴリカルに
専制的体制である15。他方で、君主制と貴族制は同様にカテゴリカルに共和主義的体制になる
だろう。というのも、人民が立法権をもちながら、執行権は一人ないし少数がもつことにな
り、立法権と執行権の分離が果たされているからである。だがそうだとすると、「代表制をも
たない（nicht repräsentativ）体制はす

ㅡ

べ
ㅡ

て
ㅡ

本来は形式に当てはまらない（Unform）｣16 という
カントの言明が理解困難になる。代表制をもたない体制は、本書の理解にしたがうなら、民主
制のみだからである。また、次の言明もよく分からなくなる。「〔民主制以外の〕他の二つの国
制は、こうした〔共和主義的〕統治様式への余地がある限りで常に欠陥があるとしても、代表
性の精神に即した統治様式を採ることは、少なくとも可能である。それは例えば少なくともフ
リードリヒ二世が「私は国家の最高の従僕である」と言ったように〔…〕｣17。この言明を本書
の理解に即して読めば、立法権が人民にあり、かつ、執行権が君主ないし貴族にある体制であ
るにもかかわらず、つまり、立法権と執行権が分離されている体制であるにもかかわらず、さ
らになお共和主義的な統治様式への変革が可能である場合があるという解釈が出てきてしま
う。しかし、それはどんな体制なのだろうか。また、フリードリヒ大王は立法権をもたず、執
行権のみをもち、大王統治下のプロイセンは人民の共同立法が可能だったということだろう
か18。

もし本書が『永遠平和』ではなく『法論』の解釈を通じて、カントはルソーと同様に人民主
権を前提としながら、主権（立法権）と統治（執行権）は分離されねばならないと主張してい
ると論じるのであれば、評者にとっても首肯できる。しかし、『永遠平和』「第一確定条項」に
依拠し、にもかかわらずその解釈の適正な手続きを欠いていては、カントの共和制理解の点で
本書の解釈の妥当性に疑問が付されるのではないかと危惧される。
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Ⅲ．斎藤拓也『カントにおける倫理と政治：思考様式・市民社会・共和制』によ
せて（金慧）

⚑．はじめに
本書は、カントの政治哲学をその政治的・法的構想だけでなく、倫理的公共体という社会的

次元をも視野に収めて論じている点で非常に貴重である。特に私が興味を惹かれたのは、共和
制への政治的・法律的な移行とともに、倫理的公共体における道徳的移行（「内的道徳性の促
進」）とでも呼びうる変化について論じられている点である。つまり、政治的・法律的な次元
と道徳的な次元の二つにおいて漸進的改革という移行が生じなければならないことが明らかに
されている点である。また、こうした構図を設定することによって、尊敬の感情、文化に起因
する悪徳や情念などのカント倫理学における重要な概念をカントの政治哲学のなかに巧みに包
摂することが可能になっているように思われる。

⚒．移行の三つの次元？
カントにおける市民社会には二義性があり、これに対応して法律的自然状態からの脱出と倫

理的自然状態からの脱出という二つの移行が存在しなければならないこと、また両者の関係が
どのようなものであるのかについて本書は詳細かつ説得的に論じている。ただし、本書をあら
ためて通読すると、移行には三つの次元があるようにも思える。かりにそうだとすると、政治
的・法律的次元の他に主体的次元と社会的次元があり、後者の二つは、個人が克服するべき悪

（自然的傾向性の優先）の問題と、社会あるいは教会（の改革）をつうじて克服されるべき悪
の問題（人間の文化に起因する傾向性や情念の支配）に対応しているということになるのだろ
うか。

もし三つの次元が存在するとすれば、それらにおける移行の目的と方法は以下のようになる
だろう。一つ目が主体的次元である。ここでの目的は、「悪への性癖」、とりわけ「自然的傾向
性」の優先を克服することにある。言いかえれば、道徳法則が格率立法における制約となるこ
と（動機の道徳的秩序の構築）であり、これによって善き心術が確立される。このための方法
は、「叡知的徳を心術と思考様式の革命によって確立し、そのうえで振る舞いの漸進的改革を
通じて現象的徳を確固としたものにしていく」（69 頁）ことである。

次は、社会的次元である。この次元における移行の目的は、集合的・社会的な次元における
善き生の障害を克服することである。ここでいう障害とは、「人間の文化に起因する傾向性」
と「情念」（名誉欲、支配欲、所有欲）、あるいは「比較する自己愛」に由来する悪徳のことで
ある。こうした社会的文化的な悪徳への対処は、言論の自由とならんで「社会そのものの倫理
的統合によって最も有効になされる」（121 頁）。また、こうした移行過程は、専制国家の改革

― 66 ―

メディア・コミュニケーション研究 書評会ノート ―斎藤拓也『カントにおける倫理と政治：思考様式・市民社会・共和制』（晃洋書房、2019 年）をめぐって―

― 67 ―



による共和制国家への移行と類比的に、歴史的信仰にもとづく教会体制から真の教会への移行
として特徴づけられてもいる。

さらに、第三の次元が政治的・法律的次元である。この次元における移行の目的は、法律的
自然状態からの脱却であり、専制から共和制へと漸進的に改革されることである。そのための
方法は、ひとことで言えば「共和制化」にほかならない。すなわち、君主の統治権力が執行権
に制限される過程であり、またこれは同時に、立法権が人民の統合された意志に帰属するよう
になる過程でもある。そうした移行の手段となるのが、立法の正当性の判定基準としての根源
的契約や、道徳的な正しさを吟味するための言論の自由であり、また正不正の吟味と人民の幸
福の顧慮を役割とする公表性の原理である。

⚓．改革と革命
善き心術あるいは思考様式の確立とは、感性的動機に対して道徳法則への尊敬という道徳的

動機を優先するという「動機の道徳的秩序」が主観的に承認されている状態を指す（61 頁）。
こうした秩序が確立されていなければ、ひとは「悪しき心情」にしたがって行為してしまう。
悪しき心情には、心情の弱さ、脆さ、邪悪さというバリエーションがあるものの、これらは総
じて道徳的な悪と判定される。人間の道徳的形成は、道徳的慣習の改良によってではなく、道
徳的動機よりも感性的動機を上位に置く思考様式を逆転することから始まる（65 頁）。カント
は、この逆転を「革命」とも呼んでいる。悪しき心情から善き心術への転換が革命と呼ばれて
いるのは、カントの道徳哲学において、善と悪のあいだに中間項が存在しないからである。一
方から正反対の他方へ、ある状態からそれとはまったく異なる状態へ、という変化を表現する
のに、たしかに革命という語はこれ以上になくふさわしいように思える。すなわち、革命とい
う語によって、一方から他方への変化はスペクトラム上の移動ではなく、一回きりの転換であ
ることが示唆されるのである。とはいえ、革命という語を用いるとしても、中間項を認めない
善悪の二分法の構図のなかで悪から善への変化を説明するのは容易ではないはずである。

このような二分法的な概念構成は、カントの道徳哲学だけでなく政治哲学においても見られ
る。それが専制と共和制である。カントは統治様式としてこれら二つしか挙げておらず、しか
も専制から共和制への移行が生じるべきだとすれば、それは革命によるほかないように思える
が、カントは明確にこの方法を否定している。革命によらない専制から共和制への移行の詳細
については網谷氏が『共和制の理念』で非常に説得的に論じているが19、一言でいえば、専制
から共和制への移行途上に共和主義的な専制を設定するという方法であったように思える。こ
の方法をとるならば、一方から正反対の他方への変化を革命ではなく漸進的な改革として描く
ことが可能になる。

では、悪しき心情からから善い心術への変化はどのように説明できるのだろうか。斎藤氏の
解釈では、心術と思考様式の革命（叡知的徳の獲得）が生じた後にはじめて、振る舞いの漸進
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的改革（現象的徳の強化）が生じるべきであるとされている。前者が達成されないまま後者を
進めても、悪への性癖を克服することは望みえない。他方でカントは、斎藤氏が注で指摘する
ように、叡知的徳の獲得に関しては神にしか評価しえないため、人間にとって思考様式は「漸
次的改革」の対象であるとも述べている。善い心術の確立は一回きりの獲得によって実現され
るのか、それとも徐々に形成されるべきものなのかという問いは、人間を叡知的な側面から見
るか経験的な側面から見るのかという違いによって答えが変化するのだろうか。

ただし、カントは叡知的性格について次のようにも述べている。

人間が自分の心構えのうちに一つの性格を備えていることを自覚している場合、その性格
は自然に身についたというのでなく、そのつど獲得されたものであるに違いない。すると
また、性格のこうした創設はある種の再生に準えることができ、人間が自分自身に誓いを
立てるにあたっての一定の儀式であって、それによってこの誓いは、つまり彼の内面に生
じたこうした生まれ変わりの瞬間は、まるで新しい時代のはじまりであるかのように自分
にとって忘れがたいものとなってくれる、と仮定することも可能である。このように原則
をしっかりと辛抱強く貫き通す態度が、躾け、先例、教育によって徐々に身についてくる
ということはおよそまったくありえない話であって、それはいわば、本能に翻弄されて右
往左往する状態にうんざりしたところに突然訪れる炸裂によってしか出現することができ
ない20。

このカントの記述を重視すれば、善い心術にかんする第三の解釈が可能であるように思え
る。叡知的性格（叡知的徳）は、原初の一回きりの獲得によってでも、改革によって徐々に形
成されるものでもなく、行為のつど獲得されるべきものである、ということになる。革命は行
為のつど生じており、時間軸のなかで見ればこうしたいわば永続革命は改革のようにも見える
のである。こうした意味で、革命と改革が思考様式の革命と振る舞いの改革とは異なる意味で
統合される、という解釈も可能であるように思える。

Ⅳ．斎藤拓也『カントにおける倫理と政治』へのコメント（稲村一隆）

本書の特徴はイマヌエル・カントの市民社会概念を倫理と政治という二つの側面から捉える
ことである（⚓頁）。著者（斎藤拓也）によれば、これまでのカント政治思想研究では「法律
的市民社会」に焦点が当てられ、「倫理的市民社会」はあまり着目されてこなかった（⚕頁）。
倫理的市民社会とは「公にされた倫理的諸原理に基づいて善く生きることを目指す人々の統
合」であり、「倫理的公共体」とも「徳の諸原則にもとづく共和国」とも呼ばれ、ここにおい
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て永遠平和が実現する（⚔頁）。本書はカント政治思想における「心術」や「思考様式」や
「徳」といった概念の役割を分析し、古典的リベラリズムというよりも共和主義の側面から捉
えようとしている。

全体として質問したいのは、倫理的市民社会に焦点を当てた時に、カント政治思想に関する
私たちの理解にどのように跳ね返ってくるのか、言いかえれば、カント政治思想についてどの
ような新しい理解を提示してくれるのか、という点である。すでに多くのカント研究書が存在
する現状において、著者の新しい視点だけを議論した方が学術的に価値があるはずである。一
方で法律的市民社会や共和制や法や権利の概念に関して21、他方で道徳法則や動機や普遍化可
能性の概念に関して、数えきれないほどの研究がある中で、こうした二つの関係がどのように
なっているのか、もう少し明確な見取り図を与えるべきではないだろうか。私は多くの点で著
者の見解に賛同しているが、以下では私が理解できなかった点、疑問に思った点を中心に批判
的に取り上げる。

⚑．倫理的市民社会
倫理的市民社会と法律的市民社会の関係について本書では多様な見解が提示されている。第

一に法律的市民社会は倫理的市民社会が実現するための前提条件のように理解されている。著
者はよくあるリベラルなカント像を提示している。政治社会（国家）では法律で外面的な行為
を規制することはできるが、内面や動機を規制できない（106-107 頁）。政治的公共体が富や
人口の増加などの実質的目的に配慮すべきではない（128 頁）。そこで政治社会の設立だけで
は倫理的自然状態はそのまま残存することになり、いかなる政治制度も倫理の問題を解決でき
ない（98-99 頁）。当然のことながら法律が強制力を持ち各人の権利が保障されていてはじめ
て倫理について共通理解を形成することも可能になるので、法律的市民社会は倫理的市民社会
の前提にすぎない（141-142 頁）。

しかし本書の主張は倫理の重要視にあるように見える。第二に法律的市民社会を成り立たせ
るためには倫理的市民社会も必要になるように主張している。例えば第九章では君主だけでな
く人々が獲得すべきエートス、祖国的な思考様式に着目している（282 頁）。「祖国的（patrio-
tisch）」と「共和主義的（republikanisch）」は互換的な表現である。この祖国的思考様式とは
各人の権利が普遍的意志を通じた共同の立法によって保障されることを求める根源的契約の理
念を尊重する原理であり、いかなる政治体制においても獲得され、維持されるべき思考の原理
である（294-295 頁）。したがってカントの共和主義では適法性が守られるだけでなく、道徳
も必要としているようである。

第三に、著者はより強い主張をしているようなところもある。政治は権利の尊重だけでな
く、幸福の達成も課題とする営みのようである。統治の技術としての政治は普遍化された格率
のもとではあるが、「思慮」を用いて公衆の幸福を実現する。したがって政治家は市民の幸福
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が何であるのかを知らなければならない（274-277 頁）。とすると、こうした理想的な政治家
が活動する政治社会では幸福について見解の一致を必要とするようである。さらに倫理的市民
社会はかなり宗教的な社会である。倫理的市民社会とは倫理的「永遠平和」を保障する一つの
全体であり、そこでは神が立法者であり、人々は神の命令下にある人民である（122 頁）。既
存の教会は純粋道徳信仰に基づく真の教会になるよう徐々に改革されなければならない。倫理
的市民社会の成員は、「道徳法則によって傾向性を制約することを身につけ、さらにその先で

『知恵』の境地に至ることが望まし」く、「『知恵』は、カントにおいて神との関係から規定さ
れる理念であった」（108 頁）。

第一や第二の点ではリベラルでもあり共和主義的でもあるカントと言えるが、第三のように
主張すると倫理的共同体を最終的な理念としているカントを提示しているように見える。著者
はカントの政治思想としてどこを強調したいのだろうか22。三つのカント像は矛盾なく一人の
カントとして理解できるのだろうか。自己の完全性だけでなく、他人の幸福も義務であり目的
でもあるとしたカントの見解がこうした倫理的市民社会の構想と関係するのかもよく分からな
い。

また倫理的共同体には教会以外の組織も含まれるのか。家族や職業団体なども倫理的共同体
のようなものだろうが、真の教会に関する議論は、他の倫理的共同体にも適用できる議論なの
か。例えば、カントに影響を与えた後期ストア派やキケロでは、人類全体よりも家族や地域な
ど自分に近い共同体に対して倫理的要求があることを認めている。互恵性の程度に応じて倫理
的要求も強くなる。親と祖国に対しては特別な義務がある23。カント自身は倫理的市民社会を
諸々の倫理的共同体の中でどのように位置付けたのか、本書からはよく分からない。

倫理と道徳の区別があるのかどうかも不明である。おそらく同一の概念として使用している
ようだが、そうすると形式の尊重がカントにとっての道徳であり倫理であるならば、倫理的共
同体に何か実質的内容があるのだろうか。あるいは形式は条件として満たした上で幸福の内容
など実質的目的を追求するのが倫理的共同体ならば、なぜこれが共和主義的な政治社会のエー
トスの涵養に必然的に結びつくのかが不明になる。こうした点についてぜひ明確化してほし
い。

⚒．市民と人
カントの「市民（Bürger）」の概念、そして「市民の徳」の概念についても不明な点があ

る。著者は政治思想史のよくある説明を提示している。カントの「市民社会」は「国家」と同
義である。アリストテレス以来、自由で平等な「市民」の集合体が「国家すなわち市民社会」
として捉えられてきた。後のヘーゲルのように市民社会を経済社会とは捉えておらず、市民社
会と国家の分離はない（11 頁、119-120 頁）。著者がこうした教科書的理解に対して、カント
の市民社会の概念がもっと複雑であることを示したのは前節の通りである。
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ただしカントの市民の概念については伝統的な見解に即しているようである。アリストテレ
ス由来のルソー的定義に即して、「市民」とは都市住民（Stadtbürger）すなわち bourgeois で
はなく、国家市民（Staatsbürger）すなわち citoyen である。したがって共同立法に参加でき
る「市民」と法に保護されるだけの「庇護民」が区別される。そこで「市民」は経済的に自立
した成人男性だけを含み、奉公人や労働者は除外されるが、公務員は含まれる（283-287
頁)24。

このように伝統的な見解に即すると問題になるのは、市民と人の区別をどのように理解する
かという点である。一方で人としてのよさと他方で市民としてのよさが一致するとは限らな
い。天上を観察することに優れた人が洞窟の中に戻ってくる動機もないし、戻ってきたとして
も優れた市民として行動できるはずもない。カントは古代の政治思想にとてもよく習熟してい
るので、人と市民のずれを認識しているようである。例えば『永遠平和のために』第一補説

「永遠平和の保証について」で、利己的な人間が自然状態を避けるために、「人間は、道徳的に
よい人間になるよう強制されているわけではないが、よい市民になるようには強制されてい
る」と述べている25。

とすると、カント自身は共和政体における「よい市民」が必ずしも「よい人」ではないと認
識していたようである。ではその逆、「よい人」は必ず共和政体における「よい市民」という
ことになるのだろうか。人としてのよさと市民としてのよさを一致させるのは、人としてのよ
さに関して多様性を許容する現代では非常に難しい課題である。強い人間本性論を前提とし
て、人としてのよさが一つに定まることを仮定して、それがぴったりと政治社会で優れている
ことに適合していることを証明しなければならない。カントは「よい人」の概念を縮減して道
徳的なものに限定しているようであり、そしてストア派由来の摂理（Vorsehung）の概念など
を前提としてはじめて議論できていることのように私には考えられる。本書によればカントは
近代にふさわしい市民社会像を提示しようとしているけれども（12 頁）、『永遠平和のために』
で議論されている摂理や目的論や人間本性論がそれほど近代的だとも考えられない26。カント
の徳論を政治思想史上に位置づけるために、こうした論点について教示してほしい27。

⚓．公共性
カントによれば啓蒙にとって理性の公共的な使用が重要である。ここで「公共的（öffen-

tlich）」なのは、国家や君主と関連するものではなく、公衆（Publikum）と結びついている。
理性の公共的使用とは読者世界の全公衆を前にして学者として理性を使用することである。カ
ントが生きていた当時、出版業が隆盛し、書籍や定期刊行物を媒体として議論することが可能
になった。したがってカントが重要視するのは話し言葉ではなく、書き言葉である。討論や講
演のように口頭で議論するのではなく、書物という形式を通して見解を表明する。これによ
り、特定の時間と場所に限定されることなく、読むことの可能な人すべてに伝達することがで
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きる。書物による意見表明は弁論による扇動とは異なり、統治との緊張関係を緩和することが
できる（187-191 頁）。

まずこうした議論で疑問に浮かぶのは、カントの議論がどれほど当時の文脈に依存したもの
なのかという点である。その後のメディアの進展を見れば、話し言葉でも特定の文脈を超え
て、聞くことのできるすべての人に意見を伝達できる。また逆に書き言葉の方が人々を扇動す
ることができるようになっている。書き言葉は検閲の対象になりやすい。カントは書き言葉そ
れ自体の特性に基づいてその優位を語っているのか、それとも当時の文脈に依存しており、文
脈が変われば話し言葉でも構わないのか。またカントはソクラテス以来の伝統を変える意図は
どれほどあったのだろうか。古代で書物は黙読するものではなく、人前で読み上げられるもの
である。さらに書き言葉に知恵があると思うべきではない。書物は長々と一方的に意見を表明
し、途中で質問をしようにも答えてくれない。著者の側からすれば、自分の書物が適切な時と
場所で読まれるように設定することもできない28。

カント自身は言語の権力関係をどのように認識していたのだろうか。本書を読む限りでは無
頓着だったように読めてしまう。当時の文脈で書き言葉で意見を表明できるのは非常に限られ
ており、「公衆」といっても実際は一部の少数者である29。また当時のプロイセンやドイツ語
圏で、どれくらい共通の言語を想定することは可能だったのか。現代でどれほどカントの公共
性概念が使えるのか、ぜひ著者の見解を伺ってみたい。

Ⅴ．著者からの応答（斎藤拓也）

（1）網谷氏のコメントと質問について
⚑．カントと共和主義思想史について
「いまでは方法論的に非常に大掴みな印象を与える、「通時的・共時的な思想史的比較」にと

どまっていることは惜しまれる」という指摘については、本書が果たすことのできなかった点
に関するものであり、今後の研究の課題としたい。道徳哲学、啓蒙、政治思想すべての論点で
コンテクスト主義的なアプローチをとることは本書を構想するさいに十分考えることも、また
考えたとしても実現することができなかった点だと思われる。

網谷氏の研究のように、カントの議論の文脈を見出し、カントのテクストがどのような応答
の関係の網の目のなかで展開され、さらに理論的（学説的）にどのような意味をもつのかを明
らかにする方法は有益だと私自身も考えている。本書でありえた方向性の一つとして、共和主
義とパトリオティズムの関係をドイツ啓蒙の文脈に即して考察することが挙げられていたが、
貴重な示唆を得たと考えて、今後の研究に結びつけたい。
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⚒．倫理的公共体について
「目的の国」の特徴として、その成員は自らが従う法則の立法者であるが、その中には元首

として、立法はするが服従はしない存在も想定されていることを挙げることができる。カトリ
ン・フリクシューは、この元首を端的に神とみなしているが、カントのこの箇所での「元首」
の説明から考えて妥当な解釈と思われる30。その意味では、目的の国はすでにそれほど民主主
義的ではないのかもしれない。

ただし、その存在が要請される「神」は『実践理性批判』において道徳法則に従うがゆえに
神聖な意志をもつとみなされている（本書 44 頁参照）。神も人間も道徳法則を基準にして善悪
を考えなければならないという点では、カントの神の位置づけは啓示宗教のそれとは大きく異
なる。このような神と人間の対比は、人間の有限性を強調し、徳の概念の特質を明確にするも
のである。たしかに、倫理的公共体を「神の命令下にある人民」、「徳の法則に従う神の人民」
として特徴づけることは、人民が「共和国」における（共同）立法者ではないことを示唆する
ように見えるが、すべての成員は道徳法則の観点からは等しくその法則に服従する存在として
描かれている。そして、これは『単なる理性の限界内の宗教』で、カントが倫理的公共体を政
治的公共体とは異なるものとして論じようとしていることの帰結である（Vgl. RGV 6：
98-99）。

⚓．『永遠平和のために』における支配形態の解釈について
詳細な指摘を受けて、私も著書の内容を見直した。疑問として挙げられている網谷氏のコメ

ントの私の解釈の引用の部分、「これに応じて筆者は『支配形態』についても、『主権が人民の
意志に固定されることによって』、『もはや主権者を構成する人格の数によって決まるのではな
く、主権をもたない統治者（政府）を構成する人格の数によって君主制、貴族制、民主制に分
類されるのである』と解釈している」を見直すと、かなり限定した強い読み方を押し出してい
たと感じている。ここではこのような説明の仕方をしないほうがよかったと今は思っている。
この部分では、規範的な読み方を前面に押し出しすぎているため、その後に網谷氏が指摘する
ような問題が出てくることになってしまう。それを避けるためには、支配形態という分類を正
当性の観点から考える視点として、カントは統治様式（統治形態）という区別を示している、
という説明の仕方をすべきだった。

ただし、私自身も共和制への改革という論点がカントの政治思想の特徴の一つであると考え
ているので、改革がそもそも不要になってしまう（成り立たなくなる）という説明をカントが
している、ということになるような読み方は避けたい。フリードリヒ大王が立法権をもたず、
執行権のみをもって、フリードリヒ大王の統治下のプロイセンが人民の共同立法が可能な社会
だったというような解釈を示そうとしているのではない。
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（2）金氏のコメントと質問について
⚑．三つの次元の移行の関係について

金氏はこれまで自身の研究でカントの政治思想のなかに三つの移行があることを明瞭に論じ
ており、私が本書で論じた移行については三つの次元、すなわち第一に主体的な次元での移
行、第二に社会的な次元での移行、第三に政治的・法律的な次元での移行があるという指摘が
あった。私が本書の中で明確に述べたつもりでいたのは、第二の社会的な次元および第三の政
治的・法律的な次元での移行があるということだったのだが、金氏の質問では第一の主体的な
次元での移行が前提となっており、第一の移行があって、その後で第二、第三の移行が起きる
のではないか、ということが問われていた。

この質問については、私は第一の移行が第二、第三の移行の前提となっているのではおそら
くないと思っている。第一の主体的な次元での移行が前提となって、その後、第二、第三の移
行が生じるということではなく、主体的な次元での移行は必要なのだが、それは第二、第三の
移行と、関係はうまく言えないのだが、同時に起きるものと私は考えている。つまり、第一の
主体的な次元では人間が悪への性癖とのあるべき付き合い方を身に着けていくことが問われて
いるのだが、それは一人でできることではなく、社会の中で行われることとして捉えられるの
ではないか、というのが本書の視点である。だからこそ、第二の社会的な次元が重要な意味を
もつ。人は一人で善く生きようとしても、社会の中で他者からの悪意にさらされたり、他者と
自己を比較したりすることによって思い悩み、たとえそう願ってはいても善く生きることが困
難になる。その意味で、もちろん最終的には道徳的責任や帰責の問題は個人の次元の問題とし
て捉えることができるが、社会的関係がもたらす影響もまた非常に大きい。社会的関係の次元
でどのように道徳的障害を減らすことができるのかという問いが、倫理的公共体を考察する議
論の重要な土台となる。その意味では第一の次元の移行は、第二、第三の次元における移行と
ともに進んでいくものとして理解している。

⚒．思考様式の革命と改革という論点について
思考様式が劇的に転換するという「革命」のモティーフで語られる変化と、次第に道徳的に

善くなっていくという「改革」のモティーフで語られる変化をどのように統合的に理解するの
かという質問を受けた。この質問に関連して金氏が示している『人間学』の箇所とそれについ
ての金氏の解釈は、私には非常に賛成できる読み方だと思われる。カントにとっては、道徳的
な思考様式が転換して道徳的に善くなるということは、本人がいくらそう思い、主張しても実
際にはどうなのかは分からないものであったと言える。カントはそのことを、本当に道徳的に
善になったかどうかは内心照覧者としての神にしか分からないと述べている（73 頁注 15）。内
面が善くなっており、思考様式の革命があったということを外側から観察することはできない
というのがカントの理解だろう。
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善くなったということを外側から理解するには、思考様式や善き性格からなされる実践が、
行為のたびごとにその都度現象していることを確認することしかおそらくないのだろう。時間
の中で生じる現象において確認するときには、すでに思考様式が善くなっているから、現れと
しての（外的）行為が善いという推測が成り立ち、他方で行為する側はその都度善さを証明し
ていかなければいけないのだろう。金氏が指摘した点は、このことを述べているのではないだ
ろうかと考えている。

この点は徳の概念の理解にも結びつくものである。本書 66 頁の最後の段落で、思考様式の
革命的な変化を説明するときに、人間は「たえず働きかけ、たえず生成することにおいてのみ
善い人間である」という『たんなる理性の限界内の宗教』の一節を引いたが、この箇所はその
都度道徳的な善さが獲得されるということを述べており、先の論点と重なるものである。「す
なわちその人は選択意志の格率として採り入れた原理がそのように純粋なことにより、また堅
固であることにより、悪いものからよりよいものへ向かってたえず前進するような善の道にあ
るという希望をもちうる」というのは、実際に絶えず善くあることを試みることによっての
み、道徳的な変化が可能になることを示していると思われる。

（3）稲村氏のコメントと質問に対して
稲村氏からは、本書で示された倫理的市民社会の構想が、カントの政治思想の理解にどのよ

うな革新をもたらすのか、という観点から質問があった。法や権利、共和制といった概念で構
成される法律的市民社会と、倫理的市民社会がどのような関係にあるのかという点について、

「もう少し明確な見取り図を与えるべき」という指摘はもっともで、個々の質問に答えること
で、この点について説明したい。稲村氏からは、「倫理的市民社会」、「市民と人」、「公共性」
の三点について質問があった。

⚑．倫理的市民社会について
稲村氏は、本書で提示された法律的市民社会を、第一に法律によって外的行為のみを規制す

るリベラルな政治社会、第二に祖国的な思考様式が求められる共和主義的な政治社会、第三に
市民の幸福の促進をも課題とする政治社会、という三つの側面から整理したうえで、これら三
つの市民社会が矛盾なく理解できるのかという問いを投げかけている。さらに、著者はどの側
面を強調したいのかも問われている。

まず強調しておきたいのは、私は倫理的市民社会に着目することによって、「法律的市民社
会を成り立たせるためには倫理的市民社会も必要になるように主張している」わけではないと
いうことである。法と政治を倫理に還元してしまうような議論の立て方は避けたいと考えてい
る。法律的市民社会（政治社会）に注目するだけでは、おそらくカントの市民社会観を半分し
か理解したことにはならないだろう。法律的市民社会がカントの市民社会観のすべてであるな

― 76 ―

メディア・コミュニケーション研究 書評会ノート ―斎藤拓也『カントにおける倫理と政治：思考様式・市民社会・共和制』（晃洋書房、2019 年）をめぐって―

― 77 ―



らば、カントは倫理の問題を法に還元したことになってしまうのではないだろうか。むしろ、
法律的市民社会では解決できない問題があり、それに取り組むのが倫理的市民社会であるとい
うのが私の見解である。これによって、カントの政治思想において考察できる範囲が明確にな
ることが一つの利点である。

また、政治体制ではなく「市民の社会」に重心を置くことによって、政治制度の改革だけで
はなく、啓蒙と教会制度改革が社会においてどのような意味をもつのかが明らかになる。この
点では、たとえばカントがなぜ啓蒙において最も重要なのは宗教における啓蒙であると述べた
のか、そしてそれが統治にかかわる極めて政治的な問題であるということが説明できる（1794
年 10 月⚑日に、カントの宗教や神学に関する講述を禁じるフリードリヒ・ヴィルヘルム⚒世
の勅令が出され、同月 12 日にカントはこれを条件付きで受け入れている）。宗教や信仰にかか
わる事柄や制度がもつ支配力と政治性に社会がどのように向き合うべきかという点についてカ
ントが決して無関心ではなく、むしろ「市民の社会」は言論の自由を通じて政治に働きかけな
がら、信仰における自由、さらには道徳的な自由を追求することができるようになるとカント
が考えていたことが本書で明らかにされた。一般的に抱かれているリベラルな政治社会を論じ
たカントを否定するつもりはないが、そのような政治社会を作るために、カントが当時の政治
体制と領邦教会制で結びついた精神的支配の体系としての教会制度と戦わなければならなかっ
たことに私たちはもっと目を向けるべきではないかというのが本書の見方である。

本書全体の意図にかかわる質問に答えるために、最初にカントの道徳哲学が幸福主義批判の
試みであることを指摘しておきたい。これは、人間が行為するさいの指針、行為の主観的原理
としての格率にかかわる。行為者は、何らかの実質的な目的を顧慮して格率をつくるのではな
く、格率が普遍化可能かどうかを吟味し、普遍化可能である場合には義務を把握し、それが義
務であるがゆえにその格率を立法することによって、道徳的である。

これは『人倫の形而上学の基礎づけ』（1785 年）や『実践理性批判』（1788 年）で道徳法則、
定言命法とともに自律の思想として展開されていることだが、この「道徳（Moral）」にもと
づいて、『たんなる理性の限界内の宗教』（第一版 1793 年、改訂第二版 1794 年）では法理的で
あること（juridisch）と倫理的であること（ethisch）が区別され、『人倫の形而上学』（1797
年）では第一部「法論の形而上学的定礎」（同年⚑月出版）、第二部「徳論の形而上学的定礎」

（同年⚘月）で、道徳という上位概念のもとで法（Recht）と倫理（Ethik）が区別される
（265-266 頁）。このとき、道徳という上位概念のもとで、法においても、倫理においても、幸
福という実質的目的ではなく、義務にもとづいてその原則を確立することの重要性が説かれ
る。

本書では、この幸福主義批判という観点から意志の自律の思想を読み解き、道徳的に自律し
ている意志に見出される「心術（Gesinnung）」や「思考様式（Denkungsart）」に注目して、
それがどのような特徴をもつのかを考察した。思考様式は、格率の立法にさいして幸福よりも
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義務を優先する思考の秩序である。思考様式は、それゆえ、思考において理性の理念を経験よ
りも優越させる。このような考え方が道徳的自律を支えているというのが、本書の見立てであ
る。ただし、幸福主義の批判は、幸福そのものの否定ではない。幸福は願望や欲求を満たすこ
とによって得られるものでもある。身体をもち物質に依存して生きる有限な理性的存在者とし
ての人間は、誰もが幸福への願望を抱く。カントの道徳哲学は幸福やそれへの願望そのものを
否定するものではない。

この観点はカントの法哲学にもある。政治社会（法律的市民社会）は、幸福を効率的に促進
することを目的に設立されてはならない。カントは公共の福祉を権利の保障へと読み替えて、
国家設立の目的を権利の保障として論じる（リベラルな政治社会）。しかし、必ずしもこの意
味での政治社会（市民的体制）が社会契約にもとづいて最初から設立されるわけではない。カ
ントはむしろ、暴力によって専制的体制が開始されることを前提としているように見える。こ
の観点からは、政治は個人の権利が保障されるように政治制度を整え、場合によっては改革を
行わなければならない。おそらく、法的な自由と平等がないがしろにされているが、一時的な
福祉政策や富国強兵を進める政策などで幸福を促進することを優先するような政治はこの観点
からは否定されるだろう。他方で、政治による何らかの実質的な目的の追求そのものが拒絶さ
れているわけではない。まず、カントは権利が保障されている人間は幸福であるとみなすこと
ができると述べており、この点で市民的体制の確立そのものがある意味で幸福を促進している
と考えることもできる（128-130 頁）。また、法律的市民社会が形成された場合は、それを維
持するために経済政策を実施することも不可欠である（262 頁）。そして、稲村氏が政治社会
の第三の側面として挙げていた市民の幸福の促進という課題は、あくまでも「公衆の一般的幸
福」という表現で語られているが、これは第一には法による権利の保障であると考えられ、第
二にその都度政治社会において必要とされる事柄が何であるのかを政治家が明らかにし、それ
について政治社会で議論がなされることによって市民のさまざまな見解が示され、政治家が何
らかの判断を行うことによって決まる事柄であると考えられる。ここでは、本書の第⚘章で論
じた公開性の原理が関わっている。

倫理的公共体を形成する目的は、幸福の追求のために幸福観を統一することではない。人々
が相互に道徳的素質を腐敗させあう倫理的自然状態からいかに脱出するか、という社会的次元
での課題を解決することが目的である。

⚒．「市民と人」の区別について
たしかに、カントのテクストは人と市民を区別して説明している箇所がある。稲村氏が『永

遠平和のために』第一補説「永遠平和の保証について」で挙げている箇所は、そのような箇所
のひとつである。「ところが、人間の権利に完全に適合している唯一の体制は共

ㅟ

和
ㅟ

的
ㅟ

体制であ
るが、それはまた樹立するのにもっとも困難な体制であり、それを維持するのは、さらに難し
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いのである。実際多くの人々が、それは天
ㅟ

使
ㅟ

の国でなければならないというほどなのである。
なぜなら、人間は利己的な傾向性をもっているから、このような崇高な国家形式には、おそら
く向かないであろうというのである。しかし自然がこの際、尊敬すべき、だが実践には無力
な、普遍的で理性に基づくところの意志に対して、しかもまさにあの利己的な傾向性を通し
て、援助を与えてくれるのである。つまり利己的な傾向性に対して互いの力を対抗させて、一
方の力が他方の力の破壊的作用を阻止したり、あるいはそれを取り除いたりすることが可能で
あるようなたしかな国家組織（それを作り出すことはもちろん人間に可能である）こそが重要
なのである。そして理性にとって、このことがうまくいった場合、あたかも両方ともに全く存
在しなかったかのような結果になるのである。こうして人間は、たとえ道徳的によい人間では
ないにしても、よい市民であることを強制されているのである｣31。

この文脈では、たしかに「道徳的によい人間」と「よい市民」が区別されている。ただし、
ここでの「よい市民」は、かなり限定された意味で使われていることに注意が必要である。

「よい市民」になるよう強制するのは、国家組織である。そして、「よい市民」であることの基
準は、国家組織の法律（実定法）に従うことである。この箇所では市民の徳のようなものは問
われていない。それゆえ、カントはこの直後で利己的な存在者（人間）を「悪魔」と言い換え
ている。実定法に従ってさえいれば「よい市民」であるというのは、かなり薄い定義である。

このような意味での（国家の強制という観点での）「よい市民」と比較した場合、「よい人」
は必ず共和政体において「よい市民」ということになると思われる。「よい人」は公的な意志
にもとづいて制定された実定法に従うだろう。

ただし、「よい市民」に関しては、別の見方もできるかもしれない。薄い意味での「よい市
民」と比較した場合、本書の序論で言及した「市民の徳」をめぐる議論（先行研究）は、実定
法に従うだけではなく、法や政府の行為に問題があれば意義を申し立てるという意味では、よ
り厚みのある「よい市民」の理解を提示している。本書の提案は、カントにおける「市民の
徳」を考えるために「思考様式」に注目することである。思考様式は、道徳的自律を構成する
術語のひとつであり、それゆえ、自然の必然性に対置される自由の概念を構成する術語でもあ
る。思考様式は、①思考における理性的な秩序だけではなく、②その秩序が道徳的に正しいと
いう確信を意味し、③その秩序において理念を経験に優越させることによって動機づけをもた
らす。カントは「道徳的によい人」は「道徳的な思考様式」をもつと考えるだろう。他方でカ
ントはおそらく「よい市民」は本書で論じた「祖国的な思考様式」をもつと考えるだろう。

それでは、稲村氏の質問にあるように道徳的に「よい人」は必ず以上のような意味での「よ
い市民」ということになるのだろうか。私は本書でこの関係について十分に考察しなかった
が、現時点での考えは、「よい人」は「よい市民」に近いが、「よい人」が必ず「よい市民」で
あるとは言えないだろう、というものである。カントは必ずしも両者の関係について明瞭に述
べているわけではないと思われる。しかし、「よい人」であっても、共和政体（やその実現）
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にそれほど関心をもたない人はいるだろう。言い換えれば、「道徳的思考様式」はあっても
「祖国的思考様式」はもっていないという人を考えることはできる。あるいは、「道徳的思考様
式」をもち、「祖国的思考様式」ももっているが、（政治的権利を行使して）投票をするもの
の、公共的な意味で活発に理性を使用しないという人も考えられる。また、カントは摂理に言
及するが、それを前提としなくても議論はできると私は考えている。そして、カントは「強い
人間本性論」を前提としているとは私は思っていない。

⚓．公共性について
稲村氏がまとめているように、カントにおいて「公共的」なものは、国家や君主ではなく、

公衆と結びついている。公衆の発達を促したのは、新しい市民層の経済的な上昇と当時の印刷
メディアや都市間のネットワークの発達だと言えるだろう。

カントがその後のメディアの進展をどこまで見通していたのかを答えることはできない。ま
た、カントが一人でこの時代の読書の習慣を作り上げたということもできない。この時代に、
書物を音読ではなく黙読する習慣が生まれたと言われている。しかし、カントがこの習慣を
作ったわけでも、それを推進したのでもないだろう。カントは扇動的な弁論術への警戒心をし
ばしば示しており、それとの比較でより「理性的な」書き言葉が啓蒙の実践にふさわしいとみ
なしているのかもしれない。少なくとも当時のメディアで話し言葉（声）を印刷メディアと同
じ伝達範囲に届ける技術はなかったので、理性の公共的使用にとって書物の形式がもつ意義を
強調したのかもしれない。

より広い範囲の人々に理性的な意見を伝達するためには、書物という形式を用いるだけでは
なく、それを「世界市民の立場」で表明することがおそらくはより重要である。理性の私的使
用が、公共体というメカニズムの一員として仕事をするさいに求められる理性使用であるのに
対して、理性の公共的使用はそうしたメカニズムの一員という立場を離れて何が正しいのかを
考え、それを明らかにする。現場で口頭で抗議することよりも、書物の形式で論じるほうが明
瞭に公的使用と私的使用の区別ができるとカントは考えたのかもしれない。そして、カントの
啓蒙の方法へのこだわりは、「啓蒙とは何か」というテクストが啓蒙を危険視する論調に対し
て、啓蒙を擁護し、存続させることを意図する立場で書かれていることとも無関係ではない。

当時のプロイセン社会における学識者の割合や識字率をカントがまったく理解していなかっ
たとは考え難い。「啓蒙とは何か」を『ベルリン月報』に寄稿していたカントは、それがどの
ような社会階層に読まれるものであるか理解していたはずである。カントは「自分で招いた」
未成年状態から自分で脱出することを「啓蒙」と定義したが、そのような定義を批判したのが
カントの友人のハーマンだった。ハーマンはカントが言語の権力関係に無頓着であると批判し
た最初の一人だったかもしれない。このような批判に対して、本書はカントの「啓蒙とは何
か」の別の読み方を提案するものである。カントはたしかにすべての人に対して、言語能力を
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駆使して自分自身で考えること（啓蒙）を通じて未成年状態から自分で脱出することを促した
が、「啓蒙とは何か」では特に比較的高い社会階層にいる人々である民衆の「後見人」こそが
まず自分自身で考え、世界市民の立場で理性を公共的に使用し、啓蒙することを求めている。
カントは民衆が自分自身で考えることができないとはみなしていないが、そうすることがで
き、すぐにそうすべき人々に働きかけているというのが本書の見方である。

⚑ 本稿は早稲田大学で行われた合評会での報告原稿に若干の加筆修正を加えたものである。報告原稿は大幅に修正を加
えて『社会思想史研究』第 44 号の書評論文として掲載された（2020 年⚙月 29 日刊行）。重複する箇所があることを
お断りしておきたい。

⚒ 斎藤拓也『カントにおける倫理と政治：思考様式・市民社会・共和制』晃洋書房、2019 年。以下、本書の参照箇所は
頁のみを本文中の括弧内に示す。

⚓ Phillipp Hölzing, Republikanismus und Kosmopolitismus. Eine ideengeschichtliche Studie, Frankfurt am Main, 2011.

⚔ 政治思想史の方法論について、例えば『思想』の「政治思想史の新しい手法」特集号（2019 年⚗月号）。

⚕ こうした研究として例えば Frederick C. Beiser, Enlightenment, Revolution, and Romanticism: the Genesis of Modern
German Political Thought 1790-1800, Cambridge MA, 1992（杉田孝夫訳『啓蒙・革命・ロマン主義：近代ドイツ政
治思想の起源 1790-1900 年』法政大学出版局、2010 年）. Reidar Maliks, Kantʼs Politics in Context, Oxford, 2014.

⚖ 「君主の立法の正当性を問い直すことは、「専制」によってもたらされる「未成熟な子供」の状態からの脱却という点
で、「啓蒙」の実践の延長線上にある」（311 頁）。

⚗ Johann E. Biester [Anonym], Vorschlag, die Geistlichen nicht mehr bei Vollziehung der Ehen zu bemühen, Berlinische
Monatsschrift Bd. 2, 1783, 265-276, hier 268.

⚘ Johann Friedrich Zöllner, Ist es rathsam, das Ehebündniß ferner durch die Religion zu sancieren?, Berlinische
Monatsschrift Bd. 2, 1783, 508-517, hier 512.

⚙ アプトに着目してドイツの共和主義を見る研究として Hans Erich Bödeker, Thomas Abbt: Patriot, Bürger und
bürgerliches Bewußtsein, in Rudolf Vierhaus (hg.), Bürger und Bürgerlichkeit im Zeitalter der Aufklärung, Heidelberg,
1981, 221-253. Ibid., The Concept of the Republic in Eighteenth-Century German Thought, in Jürgen Heideking and
James A. Henretta (eds.), Republicanism and Liberalism in America and the German States, 1750-1850, Cambridge,
2002, 35-52.

10 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, in Kants Gesammelte Schriften Bd. 8, hg. von der
Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1912, 349f.

11 I. Kant, Zum ewigen Frieden, 350, Anm.

12 I. Kant, Zum ewigen Frieden, 352.

13 本書で筆者は「最高権力」に関連して『法論』第 51 節を参照しているが（226-7 頁）、そこで言われている「最高の
国家権力 die höchste Staatsgewalt」も、必ずしも執行権を意味するわけではないと思われる。むしろカントは「最高
の国家権力」で、立法権・執行権・裁判権の三権力を包括する地位としての主権者を指している。「国家における三つ
の権力は、公共体一般（広義の公共体 res publica latius dicta）の概念から出てくるものであり、理性からアプリオリ
に由来する統合された人民意志と、〔…〕国家統治者 Staatsoberhaupt という純粋理念との、全く同じ数の関係性であ
る。しかし、この統治者 Oberhaupt（主権者 Souverän）は、最高の国家権力を表象する物理的人格が欠けている限り
で、（人民全体を表象する）思考の産物にすぎない」。I. Kant, Die Metaphysik der Sitten. Erster Teil. Metaphysische
Anfangsgründe der Rechtslehre, in Kants Gesammelte Schriften, Bd. 7, hg. von der Preußischen Akademie der
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Wissenschaften, Berlin, 1914, 388. 同様に、「支配権力」についても『法論』を参照するなら、それは主権を指し、立法
権者に置かれている。「どんな国家も三つの権力を内に含む〔…〕。すなわち支配権力（die Herrschergewalt

（Souveränität））は立法権者に、執行権力は執政者（Regierer）に〔…〕、裁判権力は〔…〕」。I. Kant, Rechtslehre,
313.

14 『法論』によれば、「国家におけるこれら三つの権力すべては、Oberhaupt 一般（これは自由の法則にしたがって考察
すれば、統合された人民自身以外ではありえない）の、臣民としての人民のなかの個々人に対する関係を含んでいる。
すなわち、命令者（imperans）の服従者（subditus）に対する関係を含んでいる」。I. Kant, Rechtslehre, 315.
Oberhaupt について、筆者は「法律で定められた範囲で自ら判断し行政にあたる」者と説明しているが（228 頁）、そ
こで参照指示されている『法論』の箇所（I. Kant, Rechtslehre, 313, 316f.）には Oberhaupt の語は見当たらない。

15 これはカントの議論と一致する。「三つの国家形式のうち、語の本来の意味での民主制は必然的に専制である。なぜな
らそれは全員が（同意していない）一人について決定し、ひょっとすると一人に反してもまでも決定する執行権、つ
まり、全員ではない全員が決定する執行権を設立するからである」。I. Kant, Zum ewigen Frieden, 352.

16 強調は評者。I. Kant, Zum ewigen Frieden, 352.

17 I. Kant, Zum ewigen Frieden, 352.

18 本書が示すように、『法論』では君主制（Monarchie）と独裁制（Autokratie）が区別され、次のように説明される。
すなわち、君主は最高権力をもつが、独裁者は全権力をもつ。独裁者は主権者だが、君主は主権者を代表するに過ぎ
ない。I. Kant, Rechtslehre, 338f. しかし、こうした区別が『永遠平和のために』でも貫徹されているかは明らかではな
い。

19 網谷壮介『共和制の理念：イマヌエル・カントと一八世紀末プロイセンの「理論と実践」論争』法政大学出版局、
2018 年、第四章。

20 イマヌエル・カント（渋谷治美訳）『カント全集 15 人間学』岩波書店、2003 年、269 頁。

21 網谷『共和制の理念』や金慧『カントの政治哲学：自律・言論・移行』勁草書房、2017 年を参照。

22 一番目の点を強調するものとして以下を参照。ユルゲン・ハーバーマス（紺野茂樹訳）「二百年後から見たカントの永
遠平和という理念」、ジェームズ・ボーマン、マティアス・ルッツ-バッハマン（編）『カントと永遠平和』未來社、
2006 年、第⚔節では、人権概念が道徳的ではなく法学的なものだと強調され、人権侵害は国際的にも法律的に犯罪行
為として処理される。網谷『共和制の理念』276 頁によれば、カントの共和制では、ルソーと違って市民の徳が必要
とされず、内面の正しい格率ではなく外的な適法性だけが問題となる。

23 後期ストア派やカントにおけるストア派受容については以下を参照。マーサ・ヌスバウム（田辺俊明訳）「カントと世
界市民主義」『カントと永遠平和』未來社、第⚒節と第⚓節；川本愛『コスモポリタニズムの起源：初期ストア派の政
治哲学』京都大学学術出版会、2019 年、第⚕章。

24 アリストテレスの市民の定義については『政治学』第三巻第一章、ルソーについては『社会契約論』第一編第六章を
参照。アリストテレスの区別では審議と裁決に関する公職に参加できる「市民（πολίτης）」と「自由人（ἐλεύθερος）」
の区別に該当する。ポリスとは市民の集合体である。自由人の集合体は国家だけに限らず、宗教的な集まりでも村の
祭り運営委員会でもありうる。したがって、ヘーゲルでは「市民」の意味内容が変わっているだけであって、アリス
トテレスとヘーゲルで枠組みが決定的に異なっているようには私には考えられない。

25 イマヌエル・カント（宇都宮芳明訳）『永遠平和のために』岩波文庫、1985 年、66-67 頁。

26 この論点についてはバナード・ウィリアムズ（森際康友、下川潔訳）『生き方について哲学は何が言えるか』産業図
書、1993 年、第⚓、⚔章を参照。ウィリアムズの見解ではアリストテレスは強い人間本性論を持っていたために、人
と市民の調和を想定できたが、カントの道徳理論はそうした本性論を前提としていない方策を作り出したと理解され
ている。私の理解はこれと異なり、アリストテレスの本性論で人と市民は完全に調和されておらず、カントの道徳理
論の方が本性論によって人と市民が最終的に調和しているように読める。

27 ちなみに、本書第⚘章では政治において「思慮」よりも「知恵」を重要視するカントの見解が提示されている。私に
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はホッブズ由来の助言論の議論が影響を与えているように読めた。つまり、アリストテレス以来、政治の知性は経験
知の思慮として捉えられてきたが、ホッブズでは哲学的知が政治において重要視されるようになった。もちろんカン
トとホッブズで哲学的知の内実は異なるが、経験的知識をあまり重視しない点は重なっている。このように「知恵」
や「科学」を重視するホッブズ像に対し、「思慮」と「助言」の伝統の観点からホッブズを捉え直した点については上
田悠久の博士論文「ホッブズの助言論」早稲田大学（単著近刊）を参照。カントで関連するテクストは『人倫の形而
上学の基礎づけ』第二章の中に存在する。

28 プラトン『パイドロス』274B-277A。

29 網谷『共和制の理念』315 頁によれば、啓蒙を担う学識者は全人口の二パーセント足らずであり、十八世紀の最後の
四半世紀で識字率は二十五パーセント程度である。

30 Katrin Flikschuh, Kantʼs kingdom of ends: metaphysical, not political, Jens Timmermann (ed.), Kantʼs ‘Groundwork of
the Metaphysics of Moralsʼ: A Critical Guide, Cambridge, 2009, 119-139.

31 I. Kant, Zum ewigen Frieden, 366.

（2020 年 11 月 20 日提出、2021 年⚑月 26 日受理）
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