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―ハイデガーのカント解釈の射程と問題― 

 

小手川 正二郎（國學院大學）* 

 

 

はじめに** 

 

時流や体制に盲従することも、超越的な観点に訴えることもなく、いかにして人は自己

のよりよいあり方に目を向けることができるのか。言い換えれば、いかにして人は自己の
．．．

内なる
．．．

「良心」に目覚めうるのか。  

 この問いこそ、ハイデガーがカントと共に思考しようとしたものだと考えられる。事実、

ダヴォスにおいて、道徳主体による有限性の乗り越えをカントの倫理学に見て取るカッシ

ーラーに対して、ハイデガーはカントの命法が有限な存在にとってのみ意味をもつことを

強調し、現存在に対する道徳法則の「内的」役割に光をあてようとしている。こうしたハ

イデガーの見方は、先立って『存在と時間』（1927 年）における「良心」論や『現象学の

根本諸問題』（1927 年夏学期講義）におけるカントの「尊敬」概念の解釈において、具体

的に展開されている。道徳哲学に関するカントとハイデガーの接点や共通性については、

国内外の研究において度々論じられてきた。しかし、ハイデガーの良心論や尊敬概念の解

釈が、カント自身の議論に比して、いかなる独自性をもつかについては充分考察されてい

るとは言い難い。本論は、カントの道徳哲学へのハイデガーの暗黙の参照と明示的な参照

を、（1）「理性の事実」と「良心の事実」、（2）道徳法則の形式性と良心の声の無内容性、

（3）尊敬概念の解釈という三点に絞って具体的に検討し、カントの異なる解釈可能性と

の緊張においてハイデガーの議論を批判的な見地から考察し直すことを目的とする。  

われわれはまず、カントとハイデガーの接点を、先行研究も参照しつつ紹介する（第 1

節）。そうして取り出される（1）～（3）に関して、ハイデガーによるカントの議論の捉

え直しがいかなる内実を有するのかを検討する（第 2 節）。その上で、カント自身の議論

に立ち戻ると同時に、ハイデガーとは異なるカント解釈の可能性を提示したレヴィナスの

                                                   
* kotegawa@kokugakuin.ac.jp 
** カント、ハイデガー、レヴィナスの著作の引用には、以下の略号を用いる。引用に際しては、

邦訳を参照しつつ拙訳を提示した。  

Immanuel Kant  KpV: Kritik der praktischen Vernunft (1788), Hamburg: Felix Meiner, 1998.（坂部恵、伊古田

理訳『カント全集』第 7 巻、岩波書店、2000 年、所収を参照）MS: Metaphysik der Sitten (1797-98), 

Hamburg: Felix Meiner, 1986.（樽井正義、池尾恭一訳『カント全集』第 11 巻、岩波書店、2002 年、

所収を参照）（上記の著作の参照指示は、アカデミー版の頁数で示す）  

Martin Heidegger  SZ: Sein und Zeit (1927), Tübingen: Max Niemeyer, 1967. （原佑、渡邊二郎訳、中央

公論新社、2012 年を参照） GA 24: Die Grundprobleme der Phänomenologie : Gesamtausgabe 24, Frankfurt am 

Main: Vittorio Klostermann, 1975.（溝口兢一、松本長彦、杉野祥一、セヴェリン・ミュラー訳『ハイ

デガー全集』第 24 巻、創文社、2001 年を参照）  

Emmanuel Levinas  TI: Totalité et Infini, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1961, Livre de poche.   
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議論も参照することで、ハイデガーの良心論に対して幾つかの問題提起を試みる（第 3節）。 

 

 

１．カントとハイデガーの接点  

  

外見上の相違にもかかわらず、道徳哲学に係わるカントとハイデガーの議論の間に多く

の共通点があることはつとに指摘されてきた。本論に係わる論点に絞るなら、以下の三点

が挙げられる。  

 

（1）「理性の事実」への準拠と「良心の声」という事実への準拠  

『存在と時間』第 2 篇第 2 章における「良心の声」（Stimme des Gewissens）という「事

実」（Faktum, SZ 268）への準拠は、『実践理性批判』「分析論」第 1 章第 7 節における「理

性の事実」（Faktum der Vernunft, KpV 31）への準拠と同型をなす 1。 

一方でカントは、「君の意志の格率が、つねに同時に普遍的立法の原理として通用する

ことができるように行為せよ」という形で道徳法則の定式化をした後で、この法則の意識

を「理性の事実」と呼ぶが、その理由は、この法則が何らかの所与から演繹される
．．．．．

のでは

なく、端的に与えられる
．．．．．

ものである（「事実」と言われる所以）と同時に、それが経験的

に与えられるものではないため（「理性の
．．．

事実」と言われる所以）である（KpV 31）。  

同様にハイデガーが、現存在の本来的なあり方を「ほのめかす」契機として「良心の声」

という事実に準拠するとき、そこで言われている「事実」（Faktum）とは、眼前に見出さ

れる「事実」（Tatsache）でも、推論によって確実なものとみなされる事柄でもなく、現存

                                                   
1 Françoise Dastur, L’altérité la plus intime  : la conscience. Ricœur, Heidegger, Lévinas, in: La phénoménologie en 

questions. Langage, altérité, temporalité, finitude , Paris: Vrin, 2004, pp. 137-138. 同様の着眼点は、すでに森一

郎「カント  ―感受性と〈主体〉」、大橋良介編『ハイデッガーを学ぶ人のために』、世界思想

社、1994 年、所収、91-92 頁に見られる。ハイデガー自身による「理性の事実」への言及が（管見

の限りでは）見当たらないにせよ、『実践理性批判』と『存在と時間』の対比的な解釈は、『存

在と時間』第 2 篇の变述構造を吟味する糸口となりうる。一方で、カントが「理性の事実」に言

及するのは、次のような文脈である。『実践理性批判』最初の六節でカントは、意志の自由と実

践的法則の概念上の
．．．．

相関関係―もし意志が（格率の内容によってではなく）「格率のたんに法

則付与的な形式」の原理によって規定されるなら、この意志は自由であり、逆に意志が自由であ

るなら、ただ格率の法則付与的な形式のみが意志を規定する充分な根拠でありうるという「相互

性テーゼ」（cf. KpV 29）―を立証した後で、われわれの意志が実際に
．．．

自由であることを確証す

るために、「われわれが（意志の格率を立てようとするや否や）直接に意識する道徳法則」こそ

が、「われわれに最初に
．．．

提示され」、われわれを「自由の概念へと導く」と主張する（KpV 30）。

カントは、道徳法則のこの直接的な意識を、第 7 節ですぐさま「理性の事実」と呼び、そこから、

われわれの意志の自由の実在を証明するという手順を踏んでいる（意志の自由から道徳法則を証

明するというもう一つの可能性は、われわれが自由を感じるのは通常否定的な仕方（自然の因果

性や何らかの束縛からの解放）でしかなく、また自然法則の支配化にある経験から自由を推論す

ることはできないという理由で却下される（KpV 29））。ハイデガーもまた、『存在と時間』第 2

篇第 1 章でまず、現存在の始まりから終わりまでの全体（「現存在全体
．．

」（das ganze Dasein, SZ 233））

を主題化する原理的可能性として「死へ係わる存在」について論じた後で、こうしたあり方をた

んに可能
．．

なものとしてだけでなく、実際に「要求されるべき」（SZ 267）ものとして証示するため

に、良心という「事実」に準拠するという手法をとっている。  
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在に特有の「疑わしさ」（Zweifelhaftigkeit）を不可避的に孕む事象である 2。平たく言うな

ら、カントもハイデガーも行為主体の成立契機を、行為者にとって外的な経験的事実や何

らかの推論に見て取ることなく、行為者の内的
．．

事実、あるいは「内的」という語が誤解を

生じかねないなら 3、行為者に現象する
．．．．

事実に見出すことで、行為主体の「自律」がいか

にして成立するかを記述しようとしているのだ4。 

 

（2）道徳法則の「形式性」と良心の声の「無内容性」 

ハイデガーは、良心の「声」（ Stimme）が日常問題となる場合、何らかの「発声」

（Verlautbarung）が念頭に置かれているわけではない点に注目する（SZ 271）。というの

も、通常「良心の声を聴く」という場合、他人にも聞かれうる外的な音を聞くわけではな

いからだ。ダステュールが指摘するように、ドイツ語の Stimme がギリシャ語の φωνή と

は異なり、ただちに「発声される音」という意味をもつわけではなく、むしろ「投票によ

って自らの考えを表明する」といった法的な意味を含意することがこうした解釈を支えて

いる5。「良心の声を聴く」という際に問題になっているのは、外から何かの情報を得る

ことでも、自分自身との内的対話のうちで何らかの警告や叱責を受け取ることですらなく、

むしろ通常通りの「聞くこと」を中断すること、皆と同じように聞き理解してきた状態か

ら「我に返る」こと（「世人に聞き耽ること（Ηinhören auf das Man）」（SZ 271）を中断

すること）と解される。それゆえハイデガーは、「良心の声」の本質を、何らかの内容を

伝達する発声ではなく、「私」を目覚めさせる「呼び声」（Ruf）のうちに看取し6、この

呼び声が「世界の出来事に関するいかなる情報も与えず、伝えるべきものを一切もた」ず、

ただ「沈黙という様態において語る」と主張する（SZ 273）。つまり良心の呼び声は、実

質的な行為や行動指針を告げるという「積極的な内実」をもたず、ただ「私」を自己自身

へと「呼び出す」（aufrufen）点にその積極性があるのだ7。 

 多くの論者が指摘しているように 8、ハイデガーによるこうした良心の呼び声の特徴づ

                                                   
2 「良心という「事実」（Tatsache）には議論の余地があり、〔…〕この現象を放棄してしまいたく

なるほどであるのだが、放棄してよいとすれば、それは、良心というこの事実（Faktum）の「疑

わしさ」や、あるいはこの事実についての解釈の「疑わしさ」が、ここには現存在の一つの根源
．．

的な
．．

現象があるのだということを証明
．．

しないときだけであろう」（SZ 268）。  
3 当然のことながら、両者とも傾向性や内的表象によって自由な行為を説明することを拒否するが

ゆえに、ここでいう「内的」がどのように解されるかが問題となる。  
4 Françoise Dastur, art. cit., p. 140. 

5 Françoise Dastur, art. cit., p. 141. この点で、ハイデガーが「良心の声
．
」から出発していることは重

要だと思われる。廣田智子「ハイデガー『存在と時間』における「良心の呼び声」と決意性につ

いて―公共性を再構築する機縁として」（『倫理学年報』第 62 集、日本倫理学会、2013 年、所

収）から、良心の「声」（Stimme）と「呼び声」（Ruf）の区別（170 頁）という点で示唆を得た。  
6 「呼び声のこうした開示傾向に、衝撃（Stoß）、際立った目覚めさせること（Aufrütteln ）の契機

が存する」（SZ 271）。  

7 「呼びかけられている自己には「何も」呼び伝え
．．

られることがないが、呼びかけられている自己

は、自己自身へと、つまり自らの固有な〈ありうること〉へと呼び出される
．．．．．．

（aufgerufen）」（SZ 273）。  
8 Carl Friedrich Gethmann, Dasein : Erkennen und Handeln, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1993, p. 315; 

Françoise Dastur, art. cit., p. 139; 石川文康『良心論 ―その哲学的試み』、名古屋大学出版会、2001

年、110 頁。  
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けには、カントの道徳法則の描写と相通ずるものがある。というのも、カントによる定言

命法の定式化においては、意志を規定する形式だけが問題となっており、そうした形式だ

けから実質的な行為や行動指針を導き出すことはできないからだ。ここから読み取れるこ

とは、カントとハイデガーの考察の目標が、どのような行為が道徳的ないし本来的かを述

べる（そしてどのような行為をすべきかを命じる）ことではなく、「私」が責任を負いう

る行為がいかにして成立するかを記述する点にあるということだ。  

 

（3）ハイデガーによるカントの「尊敬」概念の解釈 

 カントの道徳哲学へのハイデガーの明示的な参照は、『現象学の根本諸問題』に見られ

る。そこでハイデガーは、行為しその行為に責任を負う自己（「道徳的人格」）がどのよう

にして自らに知られるのかという問いを吟味するにあたって9、『実践理性批判』「分析論」

第 3 章「純粋実践理性の動機について」におけるカントの「尊敬」概念に手掛かりを求め

る10。カントは、ただ道徳法則によってのみ意志が規定される行為、すなわち道徳法則だ

けが動機をなす行為を道徳的行為と呼べるとしながら、道徳法則が動機となった「結果」

（Wirkung）として、道徳法則に対する「尊敬」（Achtung）という感情が有限な行為主体に

生じるという。カントによれば道徳的行為とは、感情にもとづく傾向性（例えば、嗜好や

恐れ）や、傾向性にもとづいて振る舞ってしまうという性癖（「自愛」）から独立に、ある

行為が端的に正しい（と自ら考える）がゆえにそれを選択することによって成立する。行

為の正しさゆえに行為を選択するよう自らに強いる（自らを道徳法則に従わせる）際、自

らの傾向性や性癖が退けられ、それらに基づいた自らの振る舞いを正しいものとみなして

きた「自惚れ」（Eigendünkel）が挫かれる（KpV 73）。自愛が断ち切られ、自惚れが挫かれ

る際に生じる感情は、外的対象の感受にもとづく感性的な
．．．．

感情とは言えない（例えば、飢

えに苦しむ人がパンを盗もうとする時、物理的な不可能性によって盗みを断念する場合と、

盗みは正しくないという自覚によって盗みを断念する場合と、どちらも飢えゆえの「不快」

を感じるだろうが、前者の場合、飢えを充足できないことに対する感性的な感情であるの

に対して、後者の場合、飢えを理由に盗みをはたらくこと（およびそれを正しいとする身

勝手な考え）を理性的に退けることによって生じる感情である）。それは、否定的に見れ

ば、自愛や自惚れを挫かれ、自らの偏狭さを思い知らされるという「謙り」である一方で、

道徳法則に対して自らが望む望まないにかかわらず抱いてしまう「敬意のしるし」（KpV 

77）、「尊敬」という感情であり、道徳法則の働きを妨げる自愛や自惚れから身を引き離す

ことで、道徳法則の働きを促進する積極的な感情とみなされるのだ11。  

 ハイデガーは、以上のようなカントの「尊敬」の分析を、道徳法則に対して非感性的な

                                                   
9 「人間は、自らを道徳的に、すなわち行為する本質をもつものとして理解する限り、自らをどの

ようなものとして知るのであろうか」（GA 24, 186）。  
10 Cf. Kogaku Arifuku, Heidegger und Kant. Uneigentlichkeit und Eigentlichkeit des menschlichen Selb st, in: 

D. Papenfuss & O. Pöggeler (eds.), Zur philosophischen Aktualität Heideggers . vol. 1, Frankfurt am Main: Vittorio 

Klostermann, 1991, pp. 160-162; 森一郎、前掲論文、94-97 頁。  
11 カントの「尊敬」概念の成立背景および諸解釈については、山蔦真之「カント実践哲学における

尊敬の感情 ―道徳における動機、もしくは執行の原理？」（『哲学』第 61 号、日本哲学会、2010

年、所収）参照。  
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感情を抱く自己のあり方、つまり単純に経験的でも理論的でもない、行為する道徳的自己

のあり方に光をあてている点で、「道徳性という現象についての最も輝かしい現象学的分

析」（GA 24, 189）とみなしている。ハイデガーによれば、自らの傾向性に由来しない道徳

法則に対する尊敬は、自愛や自惚れによっては理解されない自己のあり方に対する尊敬に

等しい12。尊敬という感情は、傾向性に左右されない自由な自己のあり方を露わにし、そ

のような自己に自らを服従させること、つまり行為しその行為に責任を負いうる自己への

移行を可能にする。ハイデガーにとって、尊敬感情は、外的な強制にも内的傾向性にも依

存しない形で、道徳的自己への変様を可能にする契機なのだ。  

 

 

２．ハイデガーのカント解釈の射程 

  

以上のような、ハイデガーによるカントの問題構成や概念の解釈がたんに思想史的関心

を引き起こすにとどまらず、道徳哲学の中心的主題の内実に迫っているとすれば、それは

いかなる点においてなのか。以下、上記（1）～（3）の論点に沿って、このことを検討す

る。 

 

（1）良心とは、どのような現象か  

 良心という現象を分析する際に、ハイデガーが心を砕いているのは、良心が事実として

存在しているのであれば、それは事物的存在者として、あるいは「私」の内的対話者とし

て存在しているのでなければならないという予断を排することだ（SZ 275; cf. SZ 290-291）。

この予断は、日常的な良心解釈の前提となっているだけでなく、良心についての哲学的考

察を支配し続けている。ハイデガーは留保を加えつつも、カントもまたこのような予断に

手を染めていると断じている。「たとえ、カントの道徳性の概念が功利主義の道徳や幸福

主義からかけ離れているにせよ、カントが「法廷という表象」（Gerichtshofvorstellung）を

自らの良心解釈の根底に据えたのは、偶然的なことではなく、人倫法
．．．

の理念によって示唆

されたことなのだ」（SZ 293）。「カントの良心解釈」ということでハイデガーの念頭にあ

るのは、おそらく『人倫の形而上学』の次のような一節であろう。  

 

良心は（その前で人間の様々な思いが互いに訴えあったり、弁明し合ったりする）人間におけ

る内的法廷の意識（Bewußtsein eines inneren Gerichtschofes）である。／人は誰でも良心をもち、

自分が内的裁判官（ innerer Richter）によって観察され、威嚇され、また一般に敬意（畏怖と結

びついた尊敬）を払われていると思っている。（MS 438）  

 

カントは行為者が道徳法に従うという形で道徳的行為の成立を語るがゆえに、良心を

「私」が法を遵守しているか否かを裁定する「私」の内なる裁判官とみなしている。ハイ

                                                   
12 「法則に対する尊敬は、行為する自我の、自惚れや自愛によっては理解されない自己としての自

己自身に対する尊敬である」（GA 24, 191）。  
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デガーによれば、こうした良心解釈は、良心を「私」とは区別される存在者として立てて

しまっている。それだけでなく、良心によって「私」が裁定・矯正されると考えることで、

ひるがえって現存在を、道具のように「配慮される存在者」と同一視してしまっている（SZ 

293）。このようにして、現存在が道具的存在者や事物的存在者とは異なる自らのあり方に

係わる可能性が逸せられてしまう。 

 これに対してハイデガーは、「呼び声」という性格が、カントの法廷モデルのような「比

喩」では断じてないと主張する（SZ 271）。良心現象において第一に見て取られるべきは、

「私」が呼びかけられているということであり、この呼びかけによって「私」が自らに「注

意を向ける」（aufmerken）よう促されているということだ13。ただし重要なのは、「私」

が「私」に注意を向けさせられるという事態を、「私」とは異なる存在者として良心をた

てることなく正確に描くことだ。  

良心の呼び声において（a）呼びかけられているものは、良心の声を聴く「私」自身（現

存在）であるが、より正確に言えば、それは良心が目覚めさせようと呼びかけている「私」、

つまり通常通りの「聞くこと」に埋没している〈世人としての自己〉（das Man-selbst）で

ある14。こうした「私」は、世界のなかで様々な地位・立場・属性を背負っているが、良

心の呼び声においてはそうした事柄が無視（übergehen, SZ 273）され、（b）いかなる属性

によっても代替されない自己自身（「固有な自己」）へと呼び出される。〈世人としての

自己〉が、他人と共有されうるあらゆる性格を削ぎ落とされた唯一的な自己の存在可能性

へと呼び向けられるのだ15。（c）「私」に呼びかけるものは、「私」とは異なる存在者と

しては立てられない一方で、呼び声が「私」自身の意図や予測に反して発せられる点に良

心現象の特性がある以上、「呼び声は私から
．．

（aus mir）発せられるが、にもかかわらず私

を越えて
．．．

（über mich）発せられる」（SZ 275）と言わなくてはならない。ある意味では「私」

自身でありながら、「私」の意図や予測を越えて「私」に呼びかけるものを、ハイデガー

は〈世人としての自己〉が目を背けている「被投性」における自己、つまり「私がいかな

る理由もなく、ただ存在しており、かつ存在せざるをえない」という「裸の事実」におけ

る自己と考える（SZ 276-277）。このようにして「私」が「私」に呼びかけるという一見

すると空虚な事態が、（c）被投性における自己が（a）〈世人としての自己〉を（b）最

も固有な仕方で自己である可能性へ呼び向けることとして解釈されるのだ。  

 

（2）良心は何を命じるのか  

上述のように描かれる良心の呼び声の内実は、「私」を被投性における自己へと立ち戻

らせる（「呼び返す」）ことで、そこからのみ可能な「私」固有のあり方へと呼び向けるこ

とと考えられている（SZ 280）。「私」が立ち戻らされる被投性における自己は、〈自らの

                                                   
13 Carl Friedrich Gethmann, op. cit., p. 307; 石川文康、前掲書、104-107 頁。  
14 「呼び声が呼びかけるのは、日常的かつ平均的に配慮し、〈つねにすでに自らを理解している〉

現存在である。他人と共にある配慮する共存在の〈世人としての自己〉が、呼び声によって呼び

かけられるのだ」（SZ 272）。  

15 「〈世人としての自己〉の自己
．．

だけが呼びかけられ、聴くことへともたらされるがゆえに、世人
．．

の方は、崩れ落ちるのだ」（SZ 273）。  
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意のままにならない〉という性格を有する。というのも、各人がどのような時代・環境に

生まれ、当人が現になしているようなあり方に至って存在しているという事実は、取り消

しようがなく、その出発点に遡って一からやり直すことはできないからだ（SZ 284）。ハ

イデガーは、良心現象が露わにする「何かに対して責めを負っている」というあり方を、

通俗的な解釈から引き離しつつ、存在する限り、いかなる罪や過失にも先立って、自らの

意のままにならない自らに固有な存在の「根拠であること」（Grundsein）と特徴づけてい

る（SZ 284-285）16。つまり、良心が「私」に立ち戻らせるのは、「私」に固有なあり方が

「私」の意のままになるものではないにもかかわらず、「私」はその根拠として、何らか

の責任を負わざるをえないという事実なのだ。  

このことは、自分のなしてきたことすべてに責任を負わねばならないという過剰な要求

を意味しているのではない。良心によって〈世人としての自己〉から自己自身へと呼び出

されることは、とりたてて「私」がなしたという自覚のない行いを改めて「私」がなして

しまったこととして引き受け直すことを意味する 17。例えば、ある会社員が会社の命令で

何らかの不正に関わってしまった時、彼は会社の命令に背けば解雇されるしかなく、いか

なる選択肢もなかったということを理由に免責されうるかもしれない。しかし仮に彼が法

的責任を問われなかったとしても、尐なくとも彼自身は、当時は自覚なく従ってしまった

会社の命令を自分が拒絶しなかったこと（あるいは会社の命令に疑問を抱かなかったこ

と）を改めて「自分自身の選択」として認める（「選択を後から取り戻す」（SZ 268））

ことで、道徳的責めを負いうる。このようにしてハイデガーは、「私」が被投性における

自己を引き受けるという点に道徳的責務の始点を見出すことで、いかなる超越的原理にも

訴えることなく、道徳的な行為主体の成立を描き出そうとしている。  

ここで重要となるのは、良心という現象が行為者に生じたかどうかは、客観的に確認さ

れる事柄ではなく、行為者の主体性の変化を通じてのみ示されるということだ。行為者自

身にとっても、良心の声の聴取は、内的に確証されうるようなことではなく、自らのあり

方に道徳的責めを負い、自らの振る舞い方を変えていくことによってのみ追認されうる

（SZ 279）。ここに、ハイデガーが注意を促していた良心という「事実」の「疑わしさ」

がある（SZ 268）。この「疑わしさ」は、良心が事物や物理的音声よりも低次な確実性し

かもたないことを意味しない。むしろ、良心の声を聴く「私」にとってすら疑わしいもの

として現れる（この声を聴かなかったことにして、自己から目を背けることがつねに可能

である）ということは、自己喪失していた「私」が自己自身に呼び出されるという現存在

に特有の現象にとって構成的性格をなしているのだ。  

 

 

                                                   
16 『存在と時間』における「責め」（Schuld）の分析については、池田喬『ハイデガー 存在と行

為 ―『存在と時間』の解釈と展開』、創文社、2011 年、第 3 章を参照。  

17 「世人のなかから自らを連れ戻すということ、すなわち、世人としての自己から本来的に
．．．．

〈自己

であること〉への実存的変様は、何らかの選択を後から取り戻すこと
．．．．．．．．．．．．．．．．

（Nachholen）として遂行され

ねばならない」（SZ 268）。  
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（3）いかにして道徳的自己を知りうるのか  

 ハイデガーによる「尊敬」概念の解釈の基盤をなすのは、「何かに対して
．．．．

感情を抱くこ

と（Gefühlhaben für etwas）は、感情を抱いている自己を
．．．

感じること（Sichfühlen）を含む」

という主張である（GA 24, 187）。私が友人の振る舞いに怒りを覚えるとき、私は自分自身

を反省することなく、怒っている自分自身を直接的に感じ取っている。感情は、自己を理

論的に反省するのとは異なる形で、自己を自らに対して露わにする自己開示機能を有する

（GA 24, 187）。尊敬は、一方で非感性的な
．．．．．

感情であるがゆえに、つまり外的対象に由来す

る感情ではないがゆえに、感情一般に含まれるこの自己開示機能を先鋭化させる。尊敬に

おいて、「私」は感情を惹き起こす外的対象に向かわされることなく、道徳的なあり方に

向かう自己を感じるのだ。他方、尊敬は、あくまで感情
．．

であるがゆえに、思惟する「私」

と思惟される「私」という自己の二重化を経ずに、直接的に自己を「知る」。このような

解釈を通じてハイデガーは、行為主体に特有の「自己知」のあり方に迫っていると思われ

る。というのも自らの行為に責任を負いうるためには、行為主体は無自覚的に行為してい

るのではなく、「行為している自己」を何らかの形で知っている
．．．．．

のでなければならないが、

この自己知は、行為している自己とは別個に立てられる理論的・反省的自己を通じてなさ

れるのではなく、直接的に
．．．．

なされると考えなければならないからだ（さもなければ、行為

する「私」とそれを知る「私」との分裂が生じ、後者が前者の行為の責任を負うことがで

きなくなる）。  

 ハイデガーによる「尊敬」概念のこうした解釈を、良心の分析の延長線上に位置づける

ことは故なきことではない。というのも、もともと「共に」（cum）「知る」（scire）に由来

する「良心」（conscientia）は、「共に誰かに知られている」（conscius＋与格）の「誰か」の

特殊な場合である「自分に知られている」が中心的な意味となった語であり、「何かを知

っている」場合に前提とされているような「知っているのが自分であることを知っている

こと」、この意味で「知っている自分を知っている」という「自己知」を意味する言葉で

あるからだ18。重要なことは、ハイデガーが問題とする良心や尊敬が孕む「自己知」にお

いては、必ずしも明瞭かつ確実な仕方で自己が知られているわけではなく、「私」が責任

を負うべき自己自身に呼び出されていること（良心）、よりよい自己のあり方へと自分が

向けられていること（尊敬）といった仕方で、知られるべき自己が指し示されるという形

で知られているということだ。  

 

 

３．批判的吟味 

  

以上の解釈において、ハイデガーが自覚的にカントの「理性主義的」側面を縮減してい

ることは明らかである。この縮減の意義を評価するためにも、カント自身の議論に立ち戻

って吟味しなければならない。  

                                                   
18 中川純男「Non dubia, sed certa conscientia – Augustinus, Confessiones X, 6, 8 –」、『中世哲学研究』第

7 号、1988 年、56 頁参照。  
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（1）「理性の事実」  

カントが「理性の事実（Faktum）」と呼ぶものは、直観されるしかない事態でも、ハイ

デガーのいう現存在の被投性ですらなく、あくまで「理性の活動の成果」を意味すると考

えられる19。Faktum というドイツ語は、ラテン語の動詞 facere（する・作る）の完了分詞

factum に由来する。factum は「なされたこと」（行為）と「作り出されたもの」（所産）と

いう二義性を有するため、カントの時代、Faktum は、「行為」（That）と（人間の行為の所

産としての）「事実」（Thatsache）二つの意味で用いられていた20。もしも「理性の Faktum」

を理性がたまたまぶつかる純然たる「事実」とみなすなら、カントの議論は直観されるし

かない前提に依拠していることになり、道徳経験の実在性に関して経験的な反論に晒され

ることになる21。クラインゲルトは、「理性の Faktum」をあくまで「理性の行為」によっ

てもたらされる「事実」とする解釈を提示する。この解釈によるなら、「われわれが意志

の格率を立てようとするや否や道徳法則を直接に意識する」という「理性の事実」が意味

するのは、次のようなことである。何らかの決断に際して、自らの行為にとってどのよう

な格率がふさわしいかを考えることができる者は、何らかの理由に基づいて行為しうる者

である。自分が特定の仕方で行為するのはなぜかをこうした人が問うなら、この問いは、

おのずから
．．．．．

、自らの行為が特定の目的のために有用であるかどうかを越えて、そうした目

的自体が追求に値するかどうか（そしてそれはなぜか）、そしてそもそも自らの傾向性に

沿って行為するべきかどうかという問いに至る。このことが意味するのは、自らの行為の

格率について考える際、人は自分の意志が傾向性に依存せず、理由に基づいており、さら

に自らの格率を評価する基準となる規範的原理（道徳法則）を前提としていることに（暗

黙にであれ明示的にであれ）気づいているということだ。こう考えるなら、カントにおい

て道徳法則が直接に意識されるということは、あくまで格率をたて、自らの行為の理由を

問うという理性的な活動によって生じる「事実」なのだ。  

 理性の活動を中心に据えるこうしたカントの議論は、ハイデガーが良心を特定の指令や

行動指針から引き離す際に批判しているような見方、すなわち「期待にそって一義的に計

算しうる格率」を自らの行為に機械的に適用することで、他ならぬ「私
．
」の
．
行為の可能性

を逸してしまうような見方に与するように見えるかもしれない 22。しかし実際には、カン

トにおいて、あらゆる状況下で最善の行為を導出してくれるような原理は決して提示され

ていない。さらに、ある決断に際して、行為の格率が普遍的なものであるかを吟味するこ

とは、そうした格率に従えば皆が同じように判断しうることを口実に行為する「私」から

                                                   
19 以下の解釈は、次の論考に全面的に負っている。Pauline Kleingeld, Moral Consciousness and the 

‘fact of reason’, in: Andrews Reath & Jens Timmermann (edd.), Kant’s Critique of Practical Reason. A critical Guide , 
Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 

20 Ibid., pp. 62-63. Thatsache というドイツ語は、18 世紀後半まで存在せず、この語は「res facti」（な

されたこと）、すなわち「人間や自然の活動の結果として現に実在しているもの」を翻訳するた

めに考案された造語であった（ ibid., p. 63）。  
21 Ibid., pp. 60-61. 

22 「期待にそって一義的に計算しうる格率をもってしては、良心は、まぎれもない行為する可能性
．．．．．．．

を、実存に拒絶することになってしまう」（SZ 294）。こうした批判は、カントに向けられている

のではなく、むしろカントの形式主義を批判したシェーラー等に向けられている（ ibid.）。  
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責任を免除することを意味せず、一見するともっともらしい格率の設定がその実、自愛や

自惚れによるものでしかなく、普遍的な実践的法則としてはまったく根拠を欠いたもので

あることを明らかにする点に重きが置かれている 23。逆にカントの視点が開く見方は、ど

れほど個々の実存が唯一的な性格を有するとしても、とりわけ倫理的場面において個々の

「私」が何らかの理由に基づいて行為を選択するなら、こうした理由は普遍化可能でなけ

ればならないというものだ。確かにハイデガーは、具体的な行為の選択に先行する「選択

自体を選択する」という審級に、現存在の被投性という見地から迫っている。しかし、〈世

人としての自己〉から責任主体へと変容した「私」が、自らの慣れ親しんでいる慣習（「会

社の命令には従うものだ」）とは異なる仕方で行為する場合（「会社の不正を告発しなけれ

ばならない」）、そのように行為する理由は、どのようにして正当化されるのだろうか 24。  

ひるがえって、ハイデガーが良心現象において明らかにした、意のままにならない自己

のあり方を引き受けるというあり方も、単純な想起や盲目的な受け入れにとどまらず、現

に問題となっている事柄（会社の不正）について、日常性においては必ずしも因果的とみ

なされない過去の自分のあり方（当の会社の社員であった）を広義の因果性という観点か

ら責めを負うものとして引き受ける点で、ある種の
．．．．

「理性的」能力の関与を前提としてい

ると言えないだろうか 25。というのも、「理性的」と呼ぶに値するのは、たんなる機械的

な計算・推論ではなく、どのような文脈および限界のもとで当の計算・推論が成り立つか

を把握しつつなされる計算・推論であると考えられるからだ26。  

 

（2）良心の法廷モデル  

カントの良心解釈における「法廷モデル」へのハイデガーの批判は、良心の擬人化およ

び現存在特有の性格の看過という点では、もっともな批判であるように見える。しかし石

川文康も指摘しているように27、法廷モデルは、「たんなる比喩」にとどまらない意義を有

                                                   
23 狭い視野で立てられた格率（例えば「自分の資産をあらゆる確実な手段で増やすこと」）は、普

遍化されるや否や、自己矛盾に陥ることが明らかにされる（KpV 35）。  
24 「慣習」と（強い意味での）「規範」との相違については、池田喬「志向性・語り・行為  ―ハ

イデガーの現象学的行為論」、『ヨーロッパ文化研究』第 28 集、成城大学文芸学部大学院紀要、

2009 年、26 頁参照。クローウェルは、『存在と時間』においては充分に説明されていなかった決

意性と〈理由を与えること〉の連関が「根拠の本質について」（1929 年）でより詳細に説明され

たと解釈する（Steven Crowell, Conscience and Reason: Heidegger and the Grounds of Intentionality, in: 

Steven Crowell & Jeff Malpas (eds.), Transcendental Heidegger , Stanford: Stanford University Press, 2007, pp. 

60-61）。この点は、稿を改めて検討したい。  
25 カントが正確に見て取っていたように、「理性」（ratio）は、一つの原理から他の原理を導出し

たり、格率から可能な行為を引き出したりする狭義の推論・計算能力には汲み尽されず、全体を

一挙に捉える（「物の徴表を同位的に秩序づける coordinieren」）という「知性」（ intellectus）の

働きに対置される、一方を他方に理由づける（「物の徴表を従属的に秩序づける subordinieren」）

働きから考えられねばならない（檜垣良成「カントの理性概念  ―その二義性と Verstand との関

係」、御子柴善之・檜垣良成編『現代カント研究 10 理性への問い』、晃洋書房、2007 年、20 頁

参照）。  
26 ある一定の範囲やスパンでは極めて合理的に見えた計算（例えば、原子力発電所の「効率性」）

は、しばしば、より長いスパンから、あるいは異なる角度から見つめたとき極めて不合理なもの

に転ずる。  
27 石川文康、前掲書、110 頁-111 頁。石川は、世俗の法廷の最終的な拠り所が〈真実のみを述べる

ことを良心にかけて誓うこと〉に求められるがゆえに、世俗の法廷をモデルに良心が考えられて
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する。カントは良心が各人の恣意によって仕立て上げられるものではなく、ある意味では

「実践理性」であることを強調しているが（cf. MS 400-401）、これはカントが良心を個々

人に閉じられたものではなく、公共的な理性に開かれたものとして捉えていたことを示し

ている28。この点は、例えば「自分の良心に問いかけてみよ」といった語法を考える場合、

重要であろう。もし良心が純粋に現存在の内にとどまる現象であるなら、「他人の良心に

訴えかける」といったことは意味を失ってしまうからだ。ハイデガーは、良心にある種の

公共性を認めることが、良心の声を世人の声と混同することに他ならないと断じている

（SZ 278）。ところが、カントの思考に沿うなら、良心現象において垣間見られる理性の

公共性を、現に成り立っている法的・社会的な規範と同一視してはならず、逆に前者に基

づいた後者の変革可能性について考えねばならない29。というのも、理性の公共性という

ことで問題となっているのは、全体を鳥瞰するような傍観者的な視点に立って行為を考え

ることではなく、特定の状況における「私」の理性的判断が、狭い視野や偏った視点、さ

らには通俗的に正しいとみなされている考えに過度に左右されていないかを吟味し、「私」

が直面している当の状況により即した「正しい」判断を探求することだからだ。それゆえ

ここでは、世人へと没入し、責任主体（「私」）の非人称化（皆一般）に至るような平均化

とは異なる仕方で「公共性」を思考する可能性が提起されていると考えられる 30。 

 他方、カントが法廷モデルに訴える際に主要な動機となっていたのは、「私」に呼びか

ける「良心」を「私」とは異なる「人格」として立てるべきだという理論的要請であった。

この要請は、良心を事物的存在者とみなすことを必ずしも意味せず、むしろ「良心の起点
．．

が「私」とは異なる」という良心の現象学的実状に由来する。カントの道徳哲学を高く評

価し続けたレヴィナスは、『全体性と無限』で独自の「良心」（conscience morale）論を展開

するにあたって31、こうした論点をより深めようとしている。そこでレヴィナスは、良心

の働きを「他人を迎え入れること」に見出し、この迎え入れの本質を「他人によって「私」

が問い直されること」とみなす32。そして、この問い直しが「私」からではなく、「相手の

                                                                                                                                                     
いるのではなく、逆に良心法廷というモデルを制度化したものが世俗の法廷だと主張している。  

28 Cf. Allen Wood, Kantian Ethics, Cambridge: Cambridge university press, 2008, p. 186.  
29 こうした論点をレヴィナスは、「第三者」（ le tiers）に関する議論でより詳細に展開している。

この点については、ハイデガーの世人論との関連も含めて、以下の二つ拙論で論じた。Shojiro 

KOTEGAWA, Comment la subjectivité découvre-t-elle la quotidienneté ou l’universalité  ? : La question du 
« tiers » chez Levinas, in: Cahier de CEM n° 6, Centre d’études multiculturelles de la maison du Japon, 2013; 
« Le tiers me regarde dans les yeux d’autrui » : qui est le « tiers » chez Emmanuel Levinas ?, in: Revue 
internationale Michel Henry, Louvain: Presses universitaires de Louvain, 2014, à paraître.  

30 ハイデガーにおいても、世人の一般性とは区別される「公共性」の可能性が、とりわけ「歴史性」

の考察において試みられているという指摘を轟孝夫先生から頂戴した。この点については、ハイ

デガーの歴史性概念に対するレヴィナスやリクールの批判（cf. Paul Ricœur, Temps et récit III : le temps 

raconté, Paris: Seuil, 1985, 1er sec., 3ème chap.）とあわせて、稿を改めて論じたい。  
31 仏語の conscience はそれだけで「良心」という意味をもつが、「意識」（conscience）と区別する

ために、「良心」を意味する場合 morale という形容詞をつけるのが慣例となっている。しばしば

「道徳意識」と訳される『全体性と無限』の conscience morale という概念は、『存在と時間』の良

心論に対するレヴィナス独自の良心概念として読解することが可能であるし、また自然であると

考える。  
32 「良心は他人を迎え入れる（La conscience morale accueille autrui）。このことは、私の諸能力に対

する抵抗が立ち現れることであり、この立ち現われは、〔私〕より大きな力でもって私の能力を

挫折させるのではなく、私の能力が有する素朴な権利、生きている者としての私の輝かしい自発
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方から生じる」ことを強調する33。 

確かに他人の訴えや要請に応えるためには、盲目的に他人に従うのではなく、そうした

呼びかけを理解し、それに従う（同意する）よう自らに命じることができるのでなければ

ならない。その限りで、ハイデガーが描いた、自己自身の呼びかけを聴き取るという構造

は、他人からの呼びかけも含んだ、あらゆる呼びかけの聴取の基底をなすと解することも

できる。実際、リクールは、このような読解に基づき、ハイデガーにおける「自己の呼び

かけ」とレヴィナスにおける「他人の呼びかけ」を相互補完的なものとみなしている 34。

ところが、一見すると穏当なこうした解釈は、レヴィナスの意図を見誤っていると思われ

る35。 

レヴィナスが、良心における自己の問い直しの由来を「私」とは根本的に異なる者とし

て現れる〈他人〉（Autrui）に据えるのは、自己とは異なる〈他者〉（ l’Autre）をやみくもに

称揚するためではなく36、「私」を起点とする「私」の存在可能性の展開としての理解（「把

捉としての理解 compréhension」）と、「私」の理解の枠組みが問い直されることから始ま

る「理解」（entendre）を区別するためである 37。他人の呼びかけが「私」自身の呼びかけ

を介して「理解」（把捉）されるなら、そこで「理解」されるものは、あくまで「私」が

知りえたもの（〈世人としての自己〉が目を背けていたもの）にとどまり、その場合、他

人の呼びかけはあくまで「私
．
」の
．
存在可能性に気づかせてくれるきっかけ以上のものでは

ない。もし良心において問題となるのが、「私」だけでは知りえなかった
．．．．．

もの、「私」の存

在可能性に含まれていなかったものを受け取り 38、「私」の理解の枠組みが問い直され、刷

新されるという事態であるなら、このような問い直しは「私」とは異なる人格
．．

として、つ

まり「私」が把捉しうる属性や外見には縮減しえない他人それ自身
．．．．

として（「顔」（visage）

という仕方で）現れる〈他人〉を起点としているのでなければならない。一見すると独断

的に見える、レヴィナスのこうした主張は、以下の二つの洞察に由来する。第一に、「私」

                                                                                                                                                     
性を問い直す」（TI 83）。  

33 「対話の基底にある倫理的関係は、実際、〈自我〉から発せられる（partir du Moi）光を有する

意識の一変様のではない。この関係は自我を問い直す。この問い直しは、相手の方から生じる

（partir de l’autre）」（TI 213）。  
34 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris: Seuil, 1990, pp. 408-409. 
35 実際、他人の命令が「私」の盲目的な従属を引き起こすものではなく、何らかの行為を自らに命

じるという「私」の能力に向けられていることを強調しているのは、レヴィナス自身である。「〔他

人の命令は〕、私自身が〔自らの〕主人である限りでのみ私と係わりうる命令であり、それゆえ

〔自らに〕命令せよと私に命令する命令である（commandement qui me commande de commander）」

（TI 234）。  
36 レヴィナスの哲学を「他者論」とは呼べない事情については、「レヴィナスにおける他人（autrui）

と〈他者〉（ l’Autre）  ―『全体性と無限』による「暴力と形而上学」への応答」（『哲学』第

65 号、日本哲学会、2014 年、所収）で論じた。  
37 二つの「理解」の区別については、拙論「レヴィナスの「知覚の現象学」 ―『全体性と無限』

におけるメルロ＝ポンティとの対話」（『メルロ＝ポンティ研究』第 17 号、メルロ＝ポンティサ

ークル、2013 年、所収）参照。  
38 ハイデガーとレヴィナスの体系的な対比のもと、モアティは明快に、この点を強調している。Cf. 

Raoul Moati, Evénements nocturnes : Essai sur Totalité et Infini, Paris: Hermann, 2012, p. 253.  この論点に関し

て、筆者は真理論という文脈から両者の対比をより詳細に描くことを試みた。拙論「存在と真理

―存在だけしかないことがなぜ悪いのか」（合田正人編『顔とその彼方―レヴィナス『全体性

と無限』のプリズム』、知泉書館、2014 年、所収）参照。  
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の根底的な
．．．．

問い直しは、「私」が気づいていなかった別様な存在可能性がたまたま示され

ることによってではなく、「私」とは異なる起点があり、そうした起点に「私」は同時に

立つことができないという事実に直面することで生じる。第二に、こうした問い直しが一

過性の違和感を生じさせるだけであったり、「私」の側からの任意の解釈を許したりする

ことがないのは、「一義的な意味」（TI 200）に向けて「理解」するよう「私」に促す〈他

人〉からそれが発せられている場合である。レヴィナスによれば、良心という現象が、他

人を一方的に（男／女・学生・精神病者等として）「把捉」することなく、「私」とは端的

に異なる〈他人〉自身として迎え入れる点に存するがゆえに、「私」は自らの理解の枠組

みの根底的な問い直しを経たうえで、よりよい
．．．．

他人の理解、「私」一人ではなしえなかっ

たよりよい
．．．．

あり方、すなわち「善良さ」（bonté, TI 277）に目覚めることができるのだ。  

 

（3）いかにして道徳的自己を知りうるのか  

良心の法廷モデルにおける、「私」とは異なるものによって「私」が呼び出されるとい

う事態は、行為者の主体化および行為主体の自己知を考えるうえでも重要である。レヴィ

ナスは、「私」が自らの行為に責任を負う主体になるのは、他人の面前であると主張する。 

 

私が迎え入れる〔他人の〕顔が、〔…〕私を現象から存在へと移行させる。すなわち〔他人との〕

対話において、私は〈他人〉による問いかけに身を晒し、応答が急務であること、現在の切っ

先が、責任に対して私を生じさせる。責任ある者として私は、私の最終的な実在（ réalité）へと

もたらされるのだ。（TI 194）  

 

テレビでたまたま物乞う男を目にしても、彼の訴えを保留し、自らの態度を差し控える

ことができる（例えば、「こんなひどい所もあるのだ」等と言って）。これに対して、道端

で物乞う男の声や視線に遭遇するなら、私は彼に応答するよう強いられ、もはや自分の態

度を差し控えることができなくなる。というのも、この時、私の逡巡や沈黙さえもが、私
．

が望む望まないにかかわらず
．．．．．．．．．．．．．

、彼に対する私の態度となってしまうからだ。他人との対面

は、「私」があくまで内面（「現象」）にとどまることを許さず、「私」をこの他人に直面し

ている「この私」という唯一性のもと、避け難い仕方で実在化
．．．

させるのだ。レヴィナスが

他人から「私」への発話（parole）を強調するのも、この点を際立たせるためである。レ

ヴィナスは、ハイデガーが良心現象にとって非本質的とみなした事実的な発声を特権視し

ようとしているのではなく、（発話に限らず、視線や所作にも見られる）他人から「私」

へという方向性が「私」の責任主体への変容において不可欠な役割を果たすという点を強

調しているのだ。「私」が自らを責任主体として「知る」のは、内面性への立ち戻りや、

錯覚に転化しかねない感情においてではなく、「私」の意のままにならない方向性を伴う

他人との対面を通じてである。このようにレヴィナスは考えている39。  

                                                   
39 詳細については、拙論「他人を「理解」すること  ―レヴィナスの理性論序説」、『人文』第

13 号、学習院大学、2014 年、所収参照。ハイデガーにおける良心現象に固有の疑わしさ（確証の

不可能性）とレヴィナスにおける責任の完遂不可能性（どこまでいっても他人に対する責任に応



いかにして「自己の内なる良心」に目覚めるのか（小手川正二郎） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 

 124 

結び 

 

 こうした一連の問題提起は、扱っているテクストからしても、議論の深度からしても、

極めて不充分なものにとどまっている。一方では、本論で扱えなかった『存在と時間』の

諸分析（とりわけ死の分析や歴史性の分析）および『存在と時間』以降のハイデガーの思

索の検討を経たうえで、それぞれの問題提起の正否が問われるべきであろう。他方、『人

倫の形而上学』の具体的な分析を含むカントの倫理学全体や、「死」や「歴史」について

のハイデガーの問題構成とのレヴィナスの対決（『全体性と無限』第三部後半の「倫理的

関係と時間」）を吟味する中で、より深い次元での問題の解明が試みられなければならな

い。本論を、こうした試みの序としたい40。 

 

Shojiro KOTEGAWA 

How does conscience call upon us? 

  ― Implications and Problems of  Heidegger’s Interpretation of  Kant  

                                                                                                                                                     
えきったとはいえない）には、同型性が見て取られうるという指摘を古荘真敬先生から頂戴した。

この点については、今後の課題とさせて頂きたい。  
40 本稿は、ハイデガーフォーラム個人研究発表（2013 年 9 月 22 日於関西大学）における発表原稿

を改稿したものである。発表時および発表前後に貴重なご質問・ご意見を賜った諸氏、とりわけ

関口浩先生、森一郎先生、古荘真敬先生、轟孝夫先生、齋藤元紀氏、陶久明日香氏、景山洋平氏、

高井寛氏、本稿を書き上げるにあたり参考文献をご教示下さった池田喬氏、金成祐人氏に深謝い

たします。なお、本稿は筆者が日本学術振興会特別研究員として文部科学省科学研究費（特別研

究員奨励費）の交付を受けて行った研究成果の一部である。  


