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カントとハイデガー 

―「良心」と「良心の制度化」をめぐるカントとハイデガー― 

 

                               加藤 泰史（一橋大学） 

 

 

１：「良心」と「公共性」をめぐるカントとハイデガー 

 

 ハイデガーほどカント哲学を深く理解した上でカント哲学に批判的に対峙できた哲学者

もいない。そのカント理解にしてもハイムゼートとともに新カント学派の認識論的カント

解釈を粉砕して存在論的カント解釈を形成するほどにカントのテクストに肉薄して強力で

ある。しかも『存在と時間』執筆時にカント哲学の担った重要な役割を加味するならば、

ハイデガーが『存在と時間』で使用した用語はその深層においてカント哲学のそれと鋭く

切り結ばれていると言えよう。その一つとして私は「公共的良心（das öffentliche Gewissen）」

を取り上げてみたい。ハイデガーはそれについて、「（…）こうした「公共的良心」―これ

こそは世人の声でなくて何であろうか」（SZ,278）と断罪する。この短くも決然とした言明

から明らかなように、ハイデガーは「公共的」であること、すなわち、「公共性（Öffentlichkeit）」

に関して否定的な態度を取り、「良心」をこうした「公共性」と内的に関連づけようとする

理解を「通俗的」として拒否する。むしろそれは、「本来的／非本来的」という自己の固有

なあり方と関係づけられるべきなのである。 

 それに対してカントは、「良心」を自己の規範的なあり方に関係づけると同時に、「公共

性」ともその根底において密接に切り結ぼうと試みる。たしかにカントとハイデガーの両

者は事後的な「良心」理解を採用しない点や他者論的問題構制などの論点で共通する。特

に「良心」が「責任」の担い手を構成するとしている点は両者の最大の共通点として重要

であろう。しかし、「良心」と「公共性」を内的に連関させて理解しようとするカントの立

場からすると、ハイデガー的「良心」はその呼び声に呼びかけられて「責任」の担い手と

しての固有な自己のあり方へと呼び起こされるにしても、「公共的」地平から退却してどこ

に向かおうとしているのかと問わざるを得ない。「公共性」や「制度」の問題を置き去りに

して「良心」のそれを真に問うことができるのか疑問だからである。  

 そこで本論稿では、「良心」と「公共性」ないし「制度」との内的な連関をむしろカント

に即して、しかもハイデガーとは異なって肯定的に分析した上で明らかにしてみたい。カ

ントの場合、「良心」が「責任」の担い手を構成することで「帰責」の可能性が開示される

と同時に、規範的な「理由の空間」も切り開かれることになる。このとき「良心」は二つ

の根源的な局面で「公共性」ないし「制度」に関わる。一つは「良心」が「制度化」のい

わばプロトタイプとして機能する「根源的契約」の局面であり、石川文康が『良心論』で

取り上げたのもまさにこの場面にほかならない1。もう一つはこの「根源的契約」に内在し

ている「制度化の制度化」あるいは「制度の制度化」の局面である。ここでは「理性の公
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共的使用」を通して「制度化の制度化」の推進力として「良心」は作動する。この考察で

は、特に後者の局面に力点を置きながら「良心」と「公共性」ないし「制度」との内的関

係を論じる。「良心」によって「理由の空間」としての「目的の国」が立ち上げられると、

このとき同時に世界は「制度化」され「制度」のネットワークに覆われることになるが、

そうした「制度化」された世界の内部にあって「良心」とは「制度の他者」に向き合おう

とする意志にほかならないのである。 

 

 

２：カントの法的思考 ―批判と法― 

 

 カントの法的思考はすでに『純粋理性批判』において明白に示されており、この「純粋

理性批判」という書名にもなっている言い回しがそれを言い表している。少し長くなるが、

決定的な箇所を「超越論的方法論」から引用してみよう。  

 

「純粋理性批判は、純粋理性のあらゆる係争にとって真の法廷と見なされうる。なぜなら、純粋

理性批判は、客観と直接的に関わり合うような係争には巻き込まれず、理性を最初に制度化する

原則に従って理性一般の正当性を規定し判定する任務を持っているからである。こうした批判な

しでは理性はいわば自然状態にあるのであって、それゆえにみずからの主張や要求を戦争によっ

て以外では貫徹したりあるいは確保したりすることはできない。これに対して批判は、すべての

決定を自己自身が制定した根本規則にもとづいて下し、そうした決定の威信は誰一人として疑う

ことのできないものであって、それゆえに批判はわれわれに法的状態という平穏を創り出してく

れるが、この法的状態においてわれわれは訴訟によって以外では争ってはならないのである。自

然状態において事件を集結させるものは勝利であって（…）それに続くのはたいてい不安定でし

かない平和である（…）のに対して、法的状態においてはそれは判決であって、この判決は、こ

の場合には係争自身の源泉にかかわるので、永遠平和を保障するにちがいない。また、たんなる

独断的理性の果てしない係争も、最後には、この理性自身の何らかの批判において、また理性に

根拠づけられた立法において平和を求める必要に迫られもする。それはホッブズの主張する通り

であって、すなわち、自然状態は不正と暴行の状態であり、人は必然的にこの状態を捨て去って

法的強制に服従しなければならないが、この法的強制のみがわれわれの自由があらゆる他者の自

由と両立し、まさにこのことによって公共の福祉と両立しうるようにわれわれの自由を制限する

と言われるのである」（KrV,A751f./B779f.）。 

 

すなわち、「純粋理性批判」にもとづいて「法廷」が創設されることによって認識の「自然

状態」から「法的状態」への移行が可能となり、「独断的理性の果てしない係争」も終止符

が打たれることになる。このとき、しかし、いかにして「批判」は認識の「法的状態」を

切り開くことができるのか、さらにそもそも「法的強制」に服従する「法的状態」はいか

なる構造を持つのかが問われなければならない。  

 「純粋理性批判」にもとづいて「法廷」の創設が可能となるとき、この「法廷」は被告・
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裁判官といった複数の存在から構成されるとともに、そこでは裁判官は法典に準拠して「判

決」を下す。法典の内実は「超越論的感性論」や「超越論的分析論」の議論が埋めるにし

ても、これらの議論そのものが「法廷」の構造的複数性を保証するわけではない。それは

「批判」が「真理の外的試金石」（KrV,A820/B848）を要請する構造自体に見出される。すな

わち、「批判」は「自己自身にのみ一切の真なる認識の所有を帰属させるが、しかしそれに

対して他者にはそれを認めない」といった自己特権化ないし自己例外化の構造を持つ「排

他的判断」を自己相対化の手続きを通して原理的に否定することになるが、そうした手続

きのためには他者という外部が原理的に不可欠なのである（vgl. Logik Blomberg, AA,XXIV・

I,94）。したがって、他者という外部を内在的に含んだ手続きを通してはじめて真なる認識

が確保できることになり、そこで自己自身の認識・判断の真理性を確定するために、他者

の認識・判断と比較・検討するプロセスとして「真理の外的試金石」が要請される。こう

して「批判」は、「外的試金石」という相互主観的な次元を切り開き、それを通して形而上

学の「独断性」やそれにもとづく判断の「排他性」が克服されて認識の自然状態から法的

状態への移行が可能となるわけである。 

 カントの法的思考を象徴する「法廷」が認識の理論的場面において差し当たりこうした

構造を持ち、それが認識の自然状態から法的状態への移行を可能にするにしても、そもそ

も現実の「法廷」あるいは端的に「法」が関わる行為の実践的場面にあって法的状態の立

ち上げはいかにして可能なのであろうか。ここで注目すべきなのが「目的の国のパラドク

ス」2である。それは、カントが『道徳形而上学の基礎づけ』で「人格」概念を掘り下げよ

うとするコンテクストにほかならない。すなわち、定言命法の基本方式と目的自体の方式

の両方式が「根本において同じ」であることを確認した上で、人格が自己立法にもとづく

と同時に、自己と他者を人格として承認する観点が人格の尊厳には内在すると議論の歩を

進めて、「自然の国」と「目的の国」を区別しながらカントはこう述べる。 

 

「さて、こうした目的の国は、定言命法があらゆる理性的存在者に指令する規則を含む格率を通

じて、その格率がすべての人によって遵守されるならば、現実に成立するであろう。しかし、理

性的存在者はみずからこの格率を厳密に遵守するとしても、だからといって他のあらゆる理性的

存在者が同じ格率に対して忠実であることを当てにはできない。（…）それにもかかわらず、あの

法則は十分に効力を持ち続ける。それは定言的に命じるからである。そしてここにまさしく次の

ようなパラドクスが成立する。それは、理性的存在者によって獲得できる他の何らかの目的ない

し利益をともなうことなく理性的本性としての人間性の尊厳のみが、すなわち、単なる一つの理

念に対する尊敬だけが、それにもかかわらず意志に対する厳格な指令として役立つべきであると

いうパラドクスである」（GMS,AA,IV,438f.）。 

 

すなわち、定言命法の「目的自体の方式」が自己と他者を相互に人格として承認した上で

両者を平等に扱うことを要求するにしても、それ受け入れるのは再び「自己」以外ではあ

りえず、それゆえに自己と他者の両者は認識論的には等根源的ではなく自己はつねにすで

に他者に対して構造的に先行する。したがって、自己が先行して定言命法の指令をみずか



カントとハイデガー（加藤泰史） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 128 

ら受け入れて自己自身を義務づけなければ、無道徳的（amoralisch）な世界（すなわち、「自

然の国」）を前にして「道徳的」世界（すなわち、「目的の国」）の可能性は全く開示されえ

ない。このとき、しかしながら、いかなる利益をもたらすことにも役立たない「人間性の

尊厳」がまさに尊敬に値する理念であるという理由で「意志に対する厳密な指令」として

妥当すべきであるという点に「パラドクス」があるという。前述したように、これを「目

的の国のパラドクス」と名付けるとすると、そこに孕まれる論点は次の三点にまとめられ

よう。 

 

（1）「利益」や「欲求」といった自然的動機のみに格率が依存するならば、その場合は結局

のところ「理性的主体」も「たんにみずからの欲求の自然法則に服従するだけのもの」

にすぎず（vgl.GMS,AA,IV,439f.）、因果律の支配する無道徳的な「原因の空間」としての

「自然の国」に所属したままである。したがって、「理由の空間」としての「目的の国」

を立ち上げるには「利益」や「欲求」のような自然的なものとは無関係で、しかも自然

的次元を超えた「理念」に格率が定位する必要があり、それが「人間性の尊厳」にほか

ならないわけである。この意味で「人間性の尊厳」は「目的の国」の成立基盤であると

同時に、それゆえに道徳的規範の源泉でもあると言えよう。 

（2）いかなる利益をもたらすことにも役立たない「人間性の尊厳」が「厳密な指令」とし

て役立つべきである、つまり、何の利益をもたらすことにも役立たないがゆえに「目的

の国」の立ち上げを可能にするということが「パラドクス」であると見なす観点は、し

たがって、功利主義および帰結主義のものにすぎない。この「パラドクス」はむしろ義

務論を予告する。 

（3）この「パラドクス」はまた「目的の国」の成立にも関わる。このとき「目的の国」は

相互人格的な空間であるが、「目的の国」の成立基盤となる「人格」はそもそも原初的に

は相互的ではない。したがって、「自己自身に対する義務」（vgl.MS,AA,VI,417f.）にもと

づいて自己を義務づけることによって「人格」を立ち上げることでしか「目的の国」は

成立可能とはならない。このとき「人間性の尊厳」は「理念」としてこうした構造を統

制する。それはまた「人間の絶対的価値」（GMS,AA,VI,439）にほかならない。 

 

こうしてみると、カントが「目的の国のパラドクス」に言及したあとで「道徳性」を「行

為が意志の自律に対して持つ関係」（ebenda）と特徴づけたまさにこの点にこそ行為の規範

的状態の立ち上げの第一歩が確認できる。すなわち、普遍的に自己立法した法則に意志の

格率が合致する場合に行為の「道徳性」が成立可能となり、したがってこのように意志の

格率が合致したりしなかったりを自己吟味するという仕方で行為の「理由」を主題化して

行為に「道徳的価値」（GMS,AA,VI,440）を付与することも可能になる。カントにあって「理

由の空間」が「目的の国」として「人格の自己立法」によって可能となり、しかも「この

普遍的に立法する能力」こそ「人間性の尊厳」を本質的に構成するのであるならば、この

自己吟味―コースガードであれば、「反省的認証」とよぶであろう―には道徳法則を普

遍的に自己立法した上でその道徳法則に意志の格率が合致しているのかどうかを文字通り
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吟味してその道徳法則にみずから従うという法廷的な手続き的構造が指摘できる。この自

律的構造全体がやがて『実践理性批判』では「良心」とよばれるようになるが、「あらゆる

ものに価値を規定する立法そのものは尊厳を（…）持たねばならない」というように『基

礎づけ』ではその起点となる「自己立法」の局面に焦点が当てられる。いずれにせよ、認

識の場合にこうした規範的状態の立ち上げが「批判」によってもたらされたとすれば、行

為の場合にはそれは「良心」にもとづくわけである。 

以上のように、行為に関する「理由の空間」が「良心」にもとづいて「目的の国」とし

て構築されると、「自己自身に対する義務」があらゆる義務の基盤に位置づけられるととも

に、それを基盤に「他者に対する義務」が積み上げられて「道徳」が展開され、そこから

さらに「法」が秩序づけられる。カントの場合、この意味で「良心」は「制度化」の基盤

でもあるので、カントが現実の法廷制度を「良心」に反映させて「内的法廷」（vgl.MS,AA,VI,437）

として特徴づけたのではなく、事態は逆であってむしろ「良心」をモデルにして法廷の「制

度」が整序されたとする石川文康の分析は十分に首肯できる3。しかし、「良心」の本来的機

能はそれだけに限定されるわけではない。「制度化」そのものの内部でも「良心」は「根源

的契約」および「理性の公共的使用」と連関して重要な役割を担う。本論稿は主にこの後

者の側面に焦点を当てるが、これら両側面は「良心」の問題構制がいかに深くまで「制度」

ないし「制度化」に浸透しているのかを物語ると同時に、実践哲学の分野でカントの法的

思考の中心に位置づけられるのがまさに「内的法廷」としての「良心」であることも明示

していると言えよう。そこで次節ではカントの「根源的契約」の論理に着目してそこにお

いて「良心」がどのような役割を担っているのかを析出してみたい。  

 

 

３：「根源的契約」と「制度化の制度化」 

 

 「根源的契約」はカントの社会契約論であり、それは国家のあるべき理念を示す。カン

トは「根源的契約」に関してこう語る。 

 

「根源的契約にもとづいてのみ、市民的でそれゆえに全面的に法的な体制が人間の間に基礎づけ

られ、コモンウェルスが創設されうる」のであり、しかもこうした「根源的契約」は「理性の単

なる理念であるが、しかしそれは疑いえない（実践的）実在性を持っている。すなわち、法律が

あたかも国民全体の統合された意志に由来しえたかのように立法するべく各立法者を義務づける

と同時に、市民であろうとする限りそうした意志にともに同意したかのように各臣民を見なすよ

うな実践的実在性なのである」（TP,AA,VIII,297）。 

「非‐法的状態、すなわち、いかなる配分的正義も存在しないような状態が自然状態と呼ばれる。

それと対立しているのは（…）配分的正義のもとにある社会の市民状態にほかならない。という

のは、自然状態においても適法的な集団（たとえば（…）家族的集団一般およびその他の任意の

集団）が存在しうるが、そうした集団には＜君はこうした状態に移行すべきである＞というアプ

リオリな法則は妥当しないのに対して、法的状態については（たとえ不本意にせよ）相互に法的
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関係を結びうるすべての人間はこうした状態に移行すべきであると言われうるからである。第一

および第二の状態を私法の状態と呼び、第三の状態を公法の状態と呼ぶことができる」

（MS,AA,VI,306）。 

「国家とは、多くの人間を法の諸法則のもとで統合することである。（…）国家の形式は国家一般

の形式、すなわち、＜法の純粋原理からすると国家はいかにあるべきか＞という理念における国

家であって、こうした形式は一つのコモンウェルスへのあらゆる現実的統合にとって（それゆえ

内的に）規範として役立つのである」（MS,AA,VI,313）。 

「各国家は三つの権力をそれ自身の中に含む、すなわち、普遍的に統合された意志を三重の人格

において含むのである（政治的三位一体）。それは、立法者という人格における統治権（主権）・（法

律に従う）行政者という人格における執行権・裁判官という人格における（法律に従って各人の

ものを裁定する働きとしての）司法権である」（MS,AA,VI,313）。                                                                       

 

以上から明らかなように、カントは「根源的契約」にもとづいて成立する「市民状態」を

「法的状態」と規定してそれに逆に寄生する仕方で「自然状態」を「非‐法的状態」と捉

え返す。この「自然状態」は『純粋理性批判』のいう形而上学の抗争状態と同じである。

すなわち、「こうした（非‐法的）状態の理性概念にアプリオリに含意されていることとは、

公的に法律的な状態が設立される以前では、非連帯的でばらばらな諸個人・諸民族・諸国

家が相互の暴力行為に対して安全ではありえず、しかもその原因が＜各人にとって正しく

かつ善いと思われることを行い、この点で他者の意見に依存しない＞という各人に固有の

権利にある（…）ということにほかならない」（MS,AA,VI,312）というように、「自然状態」

では生か死かの実存的選択が問題ではなく、「非‐法的」とはいえ「私法」は妥当しており、

それゆえに問題は法に関する各人の私的解釈となる。ホッブズの場合とは異なって、カン

ト的「自然状態」はこうした各人の私的解釈の抗争状態にほかならない。  

 しかしこのとき、すべての他者に自己自身の私的解釈を強制する人ですら、その私的解

釈がすべての人に受け入れられるべきだとしている点で「暗黙のうちに」規範を押し通そ

うとしている。こうした人は「自然状態」の恣意的状態を維持しようとすると同時に、そ

の私的解釈が規則として「普遍的」で「平等」で（非対称的であるにもかかわらず）「相互

的」に受け入れられることを意欲している。したがって、「自然状態」にはすでに「普遍性」・

「平等性」・「相互性」という規範的な「法原理」のモメントが埋め込まれていて、カント

の場合、それが「私法」の問題として論じられたわけである4。したがって、「根源的契約」

では「自然状態」から「市民状態」への移行は「法原理」が主導することになり、その必

然性は「法的」必然性と性格づけられる。このとき各人の法に関する私的解釈を法に関す

る国家の公的解釈に服させる義務が生じて「公法」が要請される。 

 こうした観点からすると、自然権の放棄と自己統治の権利を絶対的主権者に全権委任す

ることとを特徴とするホッブズ的社会契約論の不十分さは、「この全権委任によって絶対的

主権者の権力がどのように制限されうるのか」が提示されていない点に見定められる。す

なわち、法外的な絶対的主権者をいかにして法的にコントロールできるのかという問題が

残されたままなのであり、これが残されたままでは「私法」に埋め込まれていた規範的モ
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メントは現実化しえない。それに対して、カントが「法原理」を通して「法的状態」への

移行を主導して「国家」の理性根拠をこの「法原理」に置くのは原理的にあらゆる存在者

を法に従属させることでこうした法外的な絶対的主権者を解体するためにほかならない。

このことは、カントの場合、「国家」を「手続き主義的」・「形式主義的」に理解することも

意味する。つまり、ケアスティングによれば、「カントは国家を、各人の権利と社会全体の

平和の保障とを目的とする、法制定・法適用・法貫徹の整合的な手続きとして把握してい

る。国家の中で生きるということは、法律に服するということ、そして、紛争を解決する

ために秩序ある手続きに委ねることができるということである」5。このような「手続き主

義的」な「国家」理解をマウスとシェーンリッヒはルーマンの「制度化する手続きの制度

化」ないし「制度化の制度化（Institutionalisieren des Institutionalisierens）」と連関づけて（と

はいえ、ルーマンの意図に反して規範的に使用しながら）解釈する6。このとき手続き的で

規範的なモメントの現実化を貫徹し徹底化することが目指される。ここでは、前述したよ

うにホッブズ的絶対的主権者といった法外的存在は許容されず、法に従属させるか法的手

続きに則って解体される必要がある。そのためには国家制定という第一階の制度化だけで

は不十分でその制度化の制度化という第二階の制度化がさらに要求されるわけである。そ

して、この点にホッブズ的絶対的主権者とカント的フリードリッヒ II 世の根本的差異が指

摘できる。フリードリッヒ II 世はあくまでも法的存在として法に従属しているからである

（vgl.ZeF,AA,VIII,352）。 

 したがって、「根源的契約」が「法原理」によって主導され、それが手続き主義的に理解

されると、「制度化の制度化」のプロセスにおいては、シェーンリッヒが的確に指摘するよ

うに「制度化」に服従する者のみが「制度化」を操作できることになり、ここにラディカ

ル・デモクラシーの可能性も開かれる。それは特にマウスのカント解釈の場合に顕著と言

えよう。マウスによれば、「根源的契約」の理念が示す正義とは手続き的正義であり、それ

は「自由で平等な参加の機会」と敷衍される7。こうした解釈ではカントの「共和制」はラ

ディカル・デモクラシー的なものとして「Recht als Politik」を射程に入れて理解される。 

 それに対して、ケアスティングは「根源的契約」を「議会制民主主義」のコンテクスト

に置いて「共和制」をそれと同一視する解釈の可能性も示唆しながら最終的にはこの解釈

を放棄した上で、この「制度化の制度化」（ケアスティングはそうした言い回しを使用して

はいない）を「自己統制化的（selbstherrschend）」機構としてラディカルに機械論的に解釈

している。すなわち、「カントが国家の発展という目標を特徴づけ、共和制においては法律

が「自己統制化的」であるのであっていかなる特別な人格にも依存しておらず（…）、した

がって法治国家は人格と結びついた歴史的‐伝統的な支配体系によるあらゆる拘束からみ

ずからを解放し、自立性（自律性）を獲得していると言うとき、このことによって、支配

にもとづく前共和的国家と自由の内に基礎づけられた理性国家との差異が明確に表現され

ていることになる。（…）共和主義的な共生というものは、一般意志の表現としての法律が

共生を統制し、国家が強制力を適用するための原理としての法律があらゆる執行権力を自

由と調和させる点に特徴を持つ。共和国とともに支配の歴史は終焉（…）」することになる

8。ケアスティングは「共和制において法律が「自己統制化的」である」と法の「自己統制
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化的」機能を強調するが、それは「共和制」では第一階の制度化に対していわば自動的に

第二階の制度化が遂行されることを含意する。つまり、「共和制」の特徴が法にもとづく「執

行権力」と「自由」の「調和」にあるので、その限りでつねに法の「自己統制化的」機能

が作動して「制度化の制度化」が遂行されるというわけである。このとき「共和国ととも

に支配の歴史」が終焉するならば、この「終焉」は前述したように「制度化の制度化」が

「共和制」では機械論的に自動的に遂行されることを意味しよう。こうした分析には、し

かしながら、現実には法が弱者に対する強者の特権をたくみに内在化させて機能すること

に関する考察が決定的に欠けている。カントはむしろ、このことに対して深い洞察を示し

ていた（vgl.ZeF,AA,VIII,355）。したがって、ケアスティングの想定するように「共和制」で

は法にもとづいて「執行権力」と「自由」が「調和」できたとしても、その「調和」を法

そのものが維持できるとするのは法に対してあまりに楽観的であると言わざるを得ない。

ケアスティングの場合には、「制度化の制度化」が現実に遂行されるにはそれを推進するエ

ンジンが必要であり、一体それは何であるのかという問いの次元が全く欠落しているので

ある。ケアスティングと比較すると、マウスとシェーンリッヒの場合はともに推進するエ

ンジンのことが意識されてはいるものの、しかし十分に掘り下げられているとは言えない。

つまり、「理性の公共的使用」の問題が抜け落ちてしまって「共和制」ないし「共和主義

（Republikanismus）」の議論をカントの内部にうまく位置づけることができないと同時に、

富永茂樹の指摘する「啓蒙の困難」9、すなわち、「啓蒙のアポリア」に対する洞察も希薄に

なってしまう。この「アポリア」の問題は「啓蒙」を考察する上で現代でもなお避けるこ

とのできないきわめて重要な理論的課題である。しかし、シエースなどとは異なって私は

この「啓蒙のアポリア」を啓蒙の内部にとどまり続けることで克服する方途を探求してみ

たい。そしてそれを差し当たりは「理性の公共的使用」をめぐるカントの議論に見定めて

それを従来の解釈から解放してみたい10。つまり、「理性の公共的使用」を十全に機能させ

ることで「啓蒙」を進捗させ国家のパターナリズムへの退行をかろうじて阻止できる可能

性を見出せるのではないかと思う。そこで問題は、「公共的使用」を十全に機能させること

のできる条件とは何であるのかということに集約される。こうした条件が充たされて「公

共的使用」が十全に機能したとき、そのときはじめて「制度化」に服従する者のみが「制

度化」を十全に操作できることになって、シェーンリッヒのいうラディカル・デモクラシ

ー的な「制度化の制度化」も可能となろう。次節では、「理性の公共的使用」に関するカン

トの議論を取り上げてみたい。 

 

 

４：「理性の私的使用」と「理性の公共的使用」 

 

 『啓蒙とは何か』においてカントは、「理性使用」を「私的使用」と「公共的使用」に区

別した上で両者について次のように説明する。 

 

「（…）理性の公共的使用はつねに自由でならなければならず、この公共的使用のみが人々の間に
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啓蒙を実現できる。しかし、理性の私的使用は時として著しく制限されることがあってもかまわ

ないが、そうであるからといって啓蒙の進展が特に妨げられるわけではない。そして私は、自己

自身の理性の公共的使用を、ある人が学者として読書世界の公衆全体を前にして行う理性の使用

と理解する。［それに対して］私が私的使用とよぶのは、ある人が委託されている市民的地位ある

いは官職において行うことの許される理性の使用のことである。さて、コモンウェルスの関心事

となる多くの業務ではある種の機構を必要としており、そうした機構によってコモンウェルスの

いくらかの構成員は、政府による作為的合意を通して公的目的に向けられているか、あるいは少

なくともこの目的を損なわないようにするために、もっぱら受動的な態度を取らざるをえない。

もちろんこの場合に論議することは許されず、服従しなければならない。しかし、機構のこうし

た［受動的］部分［となる構成員］が自己自身を同時にコモンウェルス全体の構成員、それどこ

ろか世界市民的社会の構成員と見なす限り、したがって書物を通して本来の意味における公衆に

語りかける学者の資格においては、その人はもちろん議論することはできるのであって、そのこ

とによってこの人が受動的構成員としてその部分に配置されている業務が損なわれることはない」

（Aufklärung,AA,VIII,37）。 

 

この引用から「理性の私的使用」に関して明らかになる論点を析出するとすれば、以下の

通りであろう。 

 

（1）「私的使用」は既存の法や「制度」を自明視してその規則の許容範囲内でそれに従って

遂行されるにすぎないので、この場合には「制度」自体やその規則に関して問うことも

許容されなければ、それに対する自己反省もなく、その意味で「論議は許されない」。し

かも、「制度」が政府の目的を実現する手段である限りにおいては、「私的使用」は政府

のコントロールのもとにあってその指示をそのまま受けとめ達成する道具にすぎず、こ

の点で理性は既存システムをラディカルに問い返すこともなく「受動的」で目的合理的

な態度に終始することになる。 

（2）「私的使用」だけでは理性は道具的理性にすぎず、それによって啓蒙は進捗しないので、

「私的使用」の自由は制限されても問題ない。 

（ 3 ）「 私 的 使 用」 の空 間 は 「 たと え どれほ ど 大 き くて も 家族的 な 集 ま り」

（Aufklärung,AA,VIII,37）にすぎず、そこには法や「制度」から排除された異他的な存在

を見出すことはできない。「家族的な集まり」としての「私的使用」の空間ではそもそも

「制度の他者」は認知され得ず、そもそも「私的使用」は「制度」そのものを改革する

と同時に国家を批判し国家の枠組みを超える論理を持ち合わせてもいない。  

 

このように、「私的使用」によっては「制度化の制度化」は全く不可能であり、したがって

「理性使用」の転換が要請されることになる。それが「理性の公共的使用」にほかならな

い。 

同じように「公共的使用」に関して明らかな論点をまとめてみると次のようになろう。 
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（1）「公共的使用」の意義は無制限な批判の自由を持つ公衆の批判に晒されることに見出さ

れ、ここに「われわれの時代は真に批判の時代であり、あらゆるものは批判に晒されな

ければならない」（KrV,AXI,Anm.）とする批判哲学の基本精神の具体化を確認できる。し

かも、この「公共的使用」によって法や「制度」そのものが批判の対象となり両者のあ

り方が内部から根本的に問い直されることになって両者の構造改革と新たな第二階の

「制度化」への可能性が開かれるわけである。 

（2）理性が「公共的使用」を通して向き合おうとする「本来の公衆、すなわち、世界」 

（Aufklärung,AA,VIII,37）には「私的使用」の「家族的集まり」から排除されていた「他

者」、換言すれば、「制度の他者」が含まれる。したがって、「公共的使用」とは理性がそ

うした「制度の他者」に対して取る態度でもあり、それまで見えなかった「他者」、ある

いはむしろ見ようともしなかった「他者」に応答しようとする「道徳的」態度でもある。

「公共的使用」は、この点で明確に他者論的問題構制にもとづいて法や「制度」の改革

の起点となると同時に、「市民社会」の成員としてばかりでなく、さらに「世界市民社会」

の成員としての態度も含んでいるので、原理的に国家の枠組みを越え出てゆく。  

 

「理性の公共的使用」について付言すれば、その当時からカントの「公共的（öffentlich）」

の用語法に関してメンデルスゾーンが戸惑いを表明していた 11。しかしそこには

「öffentlich=staatlich」からの構造転換、すなわち、ハーバーマスのいう「公共性の構造転換」

が起きていたのである。したがって、カントによれば、「公共的使用」によってのみ「制度

化の制度化」は推進できて啓蒙は進捗するのであり、また同時に「国家市民（Staatsbürger）」

は「公共的使用」を通してはじめて「公共的」存在となりうるわけである。つまり、「根源

的契約」によって利己的個人が直ちに公共的存在に転換するわけではない。ケアスティン

グの言うように、「［根源的］契約は契約当事者が狼として入場し愛国者として退場する変

身の場ではない」のであって、相変わらずホモ・エコノミクスのままである 12。しかも、こ

の「公共的使用」という論点でカントの「公共性」の問題とポーコック以来の「共和主義」

研究とが交差する。 

 しかしながら、さらになお「理性の公共的使用」を可能にするものは何かという問いが

残されている。この問題を考察する上で注目すべきは、カントが「制度の他者」の問題を

どのように具体的に検討していたのかということである。「制度の他者」に関するカントの

事例研究として「嬰児殺し（Kindesmord）」の事例を上げることができる13。 

 

「ともあれ、死刑に値する犯罪でありながら、立法にはそれに死刑を科す権能があるのかについ

て、なお疑問の余地のあるものが二つある。この犯罪へと誘うのは名誉の感情である。一方は女

性の名誉の感情であり、他方は軍人の名誉の感情であって、しかもそれはその二つの人間集団に

属する誰もが義務とする真の名誉である。一方の犯罪は母親による嬰児殺しであり、他方の犯罪

は戦友殺し、つまり決闘である。―立法は婚姻外の出産の恥辱を取り除くことはできない（…）

したがってこの場合、人は自然状態にあるので殺人は決して謀殺とよぶべきではないだろうし、

両方ともたしかに処罰すべきではあるが、しかし最高権力によって死刑に処すことはできないよ



カントとハイデガー（加藤泰史） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 135 

うに思われる。婚姻外に生まれてきた嬰児は法律の外部に（というのも、婚姻とは法律にほかな

らないからである）、この嬰児はコモンウェルスにいわば（禁制品のように）密かに持ち込まれた

のだから、コモンウェルスはそれが生存していることを（正式にはそのように生存すべきではな

かったのだから）、したがってまた存在しなくなることも無視することができる。しかし未婚の出

産が知られたときの母親の恥辱は法規命令によって消し去ることはできない。（…）―この（刑

法の正義に属する）二つの場合で何が合法であるのか。―ここで刑罰の正義は全くの窮地に陥

る。名誉の概念（ここでは妄想ではない）を法律によって無効と宣言して死刑に処すのか、それ

ともこの犯罪に相応しい死刑を免除するのか、つまり冷酷になるのか、それとも寛大になるのか。

この難問の解決は次のようにはかられる。すなわち、刑罰の正義の定言命法（法律に違反して他

者を殺害すれば、死刑に処さなければならない）はそのままとする。しかし、人民における名誉

という動機は、人々の意図に（客観的には）見合っている処置と（主観的には）一致しそうもな

い。したがって、国家に由来する公的正義は人民に由来する正義から見れば不正義になる。その

責めは、立法（それゆえに市民的体制も）野蛮で啓蒙されないところが残されている限り、立法

が負うことになる」（MS,AA,VI,336f.）。 

 

この事例についてはゲーテの『ファウスト』の中のグレートヒェンの悲劇を思い起こせば

よいだろうが、以上の『道徳の形而上学』の引用からカントがここで「嬰児殺しの母親」

を「制度の他者」の典型として取り上げていることがわかる。したがって、こうした「嬰

児殺しの母親」をめぐる問題状況はまさに「理性の公共的使用」の現場なのである。しか

も 、 こ の 場 合 の 「 名誉 の 感 情 」 は 基 本 的に 「 尊 厳 」 の 問 題 に収 斂 す る の で

（vgl.MS,AA,VI,363,Anm.）、嬰児殺しをめぐる母親の問題は「尊厳の毀損」のそれにほかな

らない。つまり、未婚の出産と嬰児殺しを現行の刑罰によって裁断して死刑に処すことは

むしろ母親の「尊厳」を毀損することになり、この点をめぐって「国家の正義」ないし「刑

罰の正義」と「人民の正義」とが対立するという事態、すなわち、「国家の正義」を体現す

る「法制度」が「制度の他者」を生み出すばかりかさらにそうした存在の尊厳を毀損して

しまうという事態にカントは問題の核心を見定める。このときカントは「国家の公的正義」

に対して「人民（Volk）」ないし「民衆」が下す「不正義」という判断（カントは「不正義

感覚」とか「不正義感情」などとは限定していないが、カントを離れて言えば、そうした

表現を与えることもできるだろう）を重視して「人民の正義」にもとづいて「制度の他者」

が陥っている法的制度的空白を正しく埋めるために新たに立法する政治的営為の重要性を

強調するわけである。 

 こうした運動全体が「制度化の制度化」であり、その起点となるのが「理性の公共的使

用」なのであって、こうした仕方で「啓蒙」はさらに進捗することになる。つまり、「制度

の他者」とその尊厳の毀損をめぐって「国家の正義」と「人民の正義」の両者が対立する

場合、カントは後者の「人民の正義」を優先させてはいるが、この「人民の正義」は「理

性の公共的使用」によって問題提起されると理解できよう。そうだとすれば、「国家の正義」

が現行の法制度として具体化されているのに対して、「人民の正義」は「公共的使用」によ

って提起される場合にそうした法制度の形態を取ってはいないので、「人民の正義」は「正
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義」という言い回しが与えられてはいるものの、「国家の正義」と同じ「法的」次元に定位

するわけではない。それはむしろ「道徳的」次元に定位する。したがって、「理性の公共的

使用」は「人民の正義」を提起することで眼前の事態に対して否定的に機能して断罪する

のであり、「国家の正義」を「批判」に晒して「不正義」と判断する根拠を提供するのであ

るが、それは何よりもまず「尊厳」の毀損を摘発できる「道徳的」根拠にほかならない。

しかし、それはそもそも何にもとづくのであろうか。さらにこう問いを進め得るとすると、

これこそが「良心」として解き明かされるのではないかと思う。最終的には「良心」が「啓

蒙」を推進するエンジンなのである。そこで最後にカントの良心論と、それに続けてハイ

デガーの良心論に関して考察してみたい。 

 

 

５：「良心」と「良心の制度化」をめぐるカントとハイデガー 

 

 カントは「良心」について次のように言及している。  

 

「（…）良心とは［道徳］法則が適用されるそれぞれの場合に人間に対してその義務を示し無罪あ

るいは有罪を判定する実践理性にほかならない」（MS,AA,VI,400）。 

「人間の内的法廷の意識は（…）良心である」「良心は、人間が逃げ出そうと思っても、影のよう

にその人につきまとう」「良心の声が聞こえるのを避けることはできない」（MS,AA,VI,437f.）。 

「それゆえに、私が企てようとする行為が正しいという意識は無条件的義務である。ある行為が

そもそも正しいのか不正なのかを判定するのは悟性であって良心ではない。また、あらゆる可能

的行為について、それが正しいのか不正なのかを知ることは必ずしも絶対的に必要なことではな

い。しかしながら、私が企てようとする行為については、私はそれが不正ではないことを判断し

思念しなければならないばかりでなく、それを確信しなければならない。この要求は良心の要請

である（…）。―そこで、良心とは自己自身を裁く道徳的判断力であると定義することもできよ

う」（Rel,AA,VI,185f.）。 

 

すなわち、カントの「内的法廷」ないし「道徳的法廷」としての「良心」では私は「裁判

官」として「裁く」と同時に私は「被告」として「裁かれる」のであり、カント的「良心」

の法廷にあっては「裁く」という能動性だけではなく「裁かれる」という受動性も不可欠

で両者は双対的構造を持つことになるが、それは事後的なスミス的「良心」の構造と比べ

ると、「裁判官」が第三者的位置づけを与えられてはおらず、特にこの点で変則的であると

言える。しかしカントの場合、能動性は「叡智人」に受動性は「現象人」に振り分けられ、

この「叡智人」と「現象人」との位相の違いを「種的差異」とよぶが、こうした「種的差

異」にもとづいてカントは、「（…）人間の良心は、それが自己矛盾に陥ってはならないと

すれば、あらゆる義務の場合に（…）自己自身とは異なった他者を自己の行為の裁判官と

考えなくてはならないであろう」（MS,AA,VI,439）と主張する。これは、カント的「良心」

が自己自身を「裁く」と同時に、自己自身に「裁かれる」というその双対的構造にもとづ
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いて自己自身を義務づけることでかろうじて「他者性」（あるいは、「他者」を「人格」と

して承認する可能性）の次元を開示できることを含意する。この意味でカントにあって「良

心」は同時に、「他者」への通路、しかもきわめて狭隘な通路を開く原点にほかならない。

これに関連して注目すべきはカントの「異端審問官」をめぐる議論である。  

 カントによれば、「みずからの法規的信仰の唯一性に固執する」「異端審問官」は「誤っ

ている良心」を持っているのではなく、「良心を欠いている（gewissenlosig）」のであり、そ

れゆえに「本来的には確固とした人間の義務を毀損する危険」（Rel,AA,VI,187）を冒してい

る。つまり、「異端審問官」は「みずからの法規的信仰の唯一性」に固執して自己自身とは

異なった「異端者」という「他者」に対してまさに異他的であるということだけでその存

在する余地さえ認めないので、その判決は本来の「裁く」こととは見なせず、異端裁判は

「他者性」を容認せず「他者」に開かれていないという点でカント的「内的法廷」ではあ

りえない。したがって、「制度の他者」に対してその存在を認めず応答しようともしない存

在者はまさに「異端審問官」と同じように「良心を欠いている」のであって、そうした存

在者は理性を「私的」にしか使用しておらず、時にポッゲや井上達夫のいう「制度的加害

者」にすらなりうるわけである。 

 こうしてみると、「良心」は「理性の公共的使用」の起点に位置づけることができるので

あり、そうであるからこそ「公共的使用」はこれまで見ようともしなかった「他者」を見

出そうとする「道徳的」態度にほかならないわけである。「良心」はその構造的な「種的差

異」に加えて、さらに「裁き」の規準となる「定言命法」の普遍化の手続きを通して「他

者」に開かれた通路をかろうじて確保できるのであり、しかもこのとき「良心」に対して

「他者」は何よりもまず「制度の他者」として立ち現れる、あるいは事態により即して表

現するとすれば、その尊厳が毀損された「制度の他者」がカント的「良心」にとって第一

の本来的な「他者」なのである。したがって、「理性の公共的使用」を通して「制度化の制

度化」が推進され「啓蒙」が進捗するとすれば、「良心」がその基盤であり推進力なのであ

って、エンジンとしての「良心」が欠けていると「制度化の制度化」も推進されることは

ない。 

 さらにこのことと関連して、「良心」が作動しなければ、「国家市民」は「公共的」存在

にはなりえない。つまり、「根源的契約」を介して第一階の「制度化」だけで直ちに「公共

的」存在が成立するのではなく、「根源的契約」を通して「国家制度」が成立したその「制

度」の内部で「良心」が作動することで第二階の「制度化」が遂行されてはじめて「国家

市民」は「公共的」となりうると言えよう。「根源的契約」を通して「国家」が成立しても、

「制度」を維持するだけであるならば、「制度」を硬直化させて「制度の他者」を再生産し

続けるにせよ、「私的使用」のみで十分だからである。それに対して、「公共的使用」にも

とづく第二階の「制度化」は「制度の他者」に向き合うことから始まる。「öffentlich=staatlich」

から構造転換したカント的「公共的」はこの意味ですぐれて「道徳的」であり（この点で

「公共的使用」には「道徳」と「政治」の独特の緊張関係があり、そうだからこそ「道徳」

と「政治」のアンチノミーが生じるのである）、さらに「良心」の「自律的」構造のことを

考え合わせるならば、カントの場合に「理性の公共的使用」の保証を「後見的」な啓蒙専



カントとハイデガー（加藤泰史） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 138 

制君主に求めることはありえず、それゆえにペスタロッチのようなパターナリズムに陥る

ことはない。「啓蒙のアポリア」は反パターナリズムの方向で、「公共的使用」にもとづく

ラディカル・デモクラシーによって解消できるのではないかと思う。たとえ「啓蒙」の進

捗が緩慢であり時に不安定さを免れ得ないにしても、「後見人」に依存することなくみずか

ら思考するしか方途は残されていまい。「理性の公共的使用」の自由を制限すると「啓蒙」

が停滞するので、この自由をいささかでも制限することにカントが強く反対した所以であ

る。 

 こうした「公共的使用」の自由は「言論の自由」や「学問の自由」などの外的自由によ

って支えられることになるが、これら外的自由の核心は結局のところ「良心」が十全に機

能するための外的条件を整える点に見出されるのである。カントの場合、「良心」と「公共

性」はその根底において内的に鋭く切り結ばれており、こう言ってよければ、外的自由を

通して「良心の制度化」が遂行されるとともに、そのプロセス自体が同時に「公共性」に

ほかならないのである。この意味でカントにあって「良心」は本来的に「公共的」であっ

て、そうした仕方で「良心」によって責任主体としての「人格」も立ち上がることになる。 

 それに対して、ハイデガーはこうした「良心」と「公共性」との内的連関を根本的に断

ち切ろうとする。ハイデガーは「良心の学的解釈」について次のように言及している。  

 

「良心を持とうと意志することは、むしろ、現事実的に責めあるものとなる可能性にとっての最

も根源的な実存的前提なのである。呼び声を了解しつつ現存在は、最も固有な自己を、おのれが

選択した存在しうることにもとづいて、おのれの内で行為させる。このようにしてのみ現存在は、

責任あるものとして存在することができるのである」（SZ,288）。 

「良心は、世界内存在の不気味さのうちから発する気遣いの呼び声であって、この呼び声は、現

存在を、最も固有な責めあるものでありうることへと呼び開く。呼びかけに応ずる了解として結

果したのは、良心を持とうと意志することであった」（SZ,289）。 

 

このように「良心の学的解釈」においてハイデガーは、「良心」が責任主体の成立に決定的

な役割を果たしていることを示すが、この点に関してはすでに指摘した通りカントの「良

心」理解と同じである。しかし、ハイデガーは学的に解釈された「良心」の問題を「本来

的／非本来的」というコンテクストに置くことで、「通俗的な良心解釈」をこう批判的に取

り上げる。 

 

「（…）通俗的な良心解釈がこのような学的解釈に対して唱えるかもしれない異論は、次の四つで

ある。すなわち、1. 良心は、本質上、批判的機能を持つ、2. 良心は、特定の実行されたもしくは

意志された行為に相関して、そのつど発言する、3. 良心の「声」は、経験に即して見れば、決し

て現存在の存在にそれほど根強く関連してはいない、4. 前述の学的解釈は、良心というこの現象

のいくつかの根本形式、つまり、「やましい」良心や「やましくない」良心、「叱責する」良心や

「警告する」良心に、何ら考慮を払っていない」（SZ,290）。 
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カントの「良心」がハイデガーのいう「通俗的解釈」に完全に合致するわけではない。し

かしカントの場合、「良心」は「理性の公共的使用」の問題構制を通して「公共性」と密接

に結びつくことで「道徳と政治のアンチノミー」という仕方で道徳と政治がせめぎ合うコ

ンテクストに分け入ってゆくことになる。「良心」が「目的の国」を規範的な「理由の空間」

として立ち上げるわけであるが、この「理由の空間」はさらに「根源的契約」を通して「制

度化」される。このとき外的自由という「制度的」な条件も最終的には「良心」が十全に

機能するためのものにほかならない。それゆえに、カント的「良心」はすぐれた意味で批

判的に道徳と政治のコンテクストに連関するので、「通俗的解釈」の提起する異論の 1.は当

然のことながらカントにも当てはまる。異論の 2.も、その現場性および当事者性の観点から

カント的「良心」が「裁判官」と「被告」の双対的構造を取ることを考慮すれば、カント

に妥当しよう。異論の 3.と 4.に関しては、当てはまらないわけではないものの、それほど強

く当てはまるわけではない。 

 こうしてみると、冒頭で言及したようにハイデガーは、「（…）こうした「公共的良心」

―これこそ世人の声でなくて何であろうか」と指摘して「公共的」であること、すなわち、

「公共性」に関して否定的であり、「良心」をこうした「公共性」と切り結ぼうとする理解

を「通俗的」と見なしたのであるが、「公共的良心」とはそうした「通俗的解釈」の典型に

ほかならない。それに対してハイデガー自身は、「良心の学的解釈」で「良心」を固有な自

己のあり方と関係づける。「良心」によってのみ、現存在は責任あるものとして存在するこ

とができるわけである。用語法はもちろん異なるものの、「良心」によって責任主体として

の「人格」が成立可能となるというこの点に関してはカントもハイデガーもともに同じ事

態を読み取っている。これはすでに述べた通りである。しかし、この「責任」について「何

に関して誰に対する責任」であるのかとさらに問い進めてみると、ここでカントとハイデ

ガーは決定的に対立する。カントはその問いを「道徳的／政治的」というコンテクストに

置いて「公共性」と関連づけるが、ハイデガーは「本来的／非本来的」のそれに置き入れ

た上で「公共性」を根本的に拒否する。 

 しかしながら、この世界には「制度」と無関係な空間など存在し得ないのではなかろう

か。「理性の公共的使用」を介して「良心」と「公共性」を内的に連関させて理解するカン

トの観点からすると、「制度」から解放された空間は存在しないので、「他者」も「制度の

他者」として最も先鋭化され、カント的「良心」はそうした「制度の他者」に向き合う可

能性を開示する起点と位置づけられるが、それに比してハイデガー的「良心」はその呼び

声に呼びかけられて最も固有な自己存在へと呼び起こされるにしても、こうした「公共的」

地平から退却して一体どこに向かおうとしているのか、あるいは誰に向き合おうとしてい

るのか。たとえカントとハイデガーの両者では「公共的」の意味が異なるのであろうとも、

そう問わざるをえない。 
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