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政治思想史研究における「政治」概念の多面性		-『共和制の理念』に寄せて-	

木場智之	

	

	 「カントに政治思想はあるのか」、このような問いを私たちはしばしば目にしたことがあ

るだろう。カントが政治についての議論を行ったことは当然心得ているが、あくまでも法

や政治に関して理論、理念を提示したのみであり、それを政治哲学、政治思想と呼ぶのは

難しいかもしれないといった当たり障りのない折衷説が返ってくるかもしれない。	

	 だが、『共和制の理念』を読んだ私たちはそのような答えに我慢がならない。カントはそ

の著述の姿勢においても、その理想とする政体をめぐっても、その実現過程に関しても押

し並べて政治的であったのであり、法に回収されてしまわない政治の領域について明確に

述べているということを本著から窺い知ることになるからである。以下ではまず本著1の特

徴的な議論を数点確認してその意義を述べる。	

	

・	論争の中のカント	

	 カントはジャコバン独裁に至ってもなおフランス革命擁護の姿勢を崩さなかった2。その

ことだけ耳にするならば、ショーペンハウアーなどに見られる、批判期以降のカントの「老

衰説」3を連想してしまうかもしれない。カントの思索は柔軟さを失い、人権や理念を振り

かざす独断論に陥ってしまったのだと評価したくなる人がいても不思議ではない4。	

	 だが、本著において描き出される政治的論争の直中のカントは、実践的な議論に対して

大上段から規範を掲げた議論を提示してよしとする偏屈な哲学者ではない。そうではなく、

カントは論敵の議論に向き合った上で換骨奪胎しつつ、自身の議論を提示している。カン

トは単にドグマや規範を相手にぶつけるのではなく、相手に対して批判的かつ対話的に応

答を行うという意味で政治的な著作家なのであった。そのことは単に政治的であるのみで

なく、哲学、思想を晩年のカントが確固として保持していたことも含意している。	

	 本著において示されるカントの議論は文筆による相手への批判的応答を見事になしてい

るという意味で実に柔軟である。フランス革命への応答や、プロイセン一般法典の編纂を

巡って政治的論議が活発化しているなか、ゲンツのような保守主義者は、理論を政治的現

実に適用することを厭い、バランスや思慮、伝統や慣習を持ち出して、人民の体制への順

応を体制への承認とすり替えて現行体制を擁護する言説を展開している。それに対しカン

トは、理論から導出される義務に従うことが、単に利益を追求するための格率に従うこと

と異なり、普遍的で無条件的なものであることを述べる。それだけではなく、その論敵の

																													
1	カッコ内の数字は本著のページ数を示す。	
2	キューン『カント伝』,	2017,	pp.	659-661	
3	ショーペンハウアーによる『法論』批判とその評価については松本和彦『カントの批判的

法哲学』,	2018,	pp.	540-547 参照。	
4	『法論』の批判的性格を否定し、独断主義に傾いていると評価する見解については、松本

2018,	pp.	144-156,	557-561,	674-676 参照。	
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主張自体を取り上げて、それはあくまでも既存の体制に慣れきってしまった結果、消極的

な満足しか得られていない状態であるに過ぎないとの応答をなしている。そして、論敵の

主張する論拠がそのようなものであるならば、いかなる体制であっても正当化出来てしま

うだろうとの不条理も指摘していることを本著は描き出す(49-58)。	

	 カントが相手の言説を踏まえつつそれに批判的に、ひいては皮肉めいたやり方で応答を

行なって自説を補強していることは同じ章の別の箇所でも見られる。エドマンド・バーク

は政治理論家を『アエネーイス』における風神アエオルスに、実践的政治を海神ネプトゥ

ーヌスに喩えて、後者の支配領域に前者が手を出すことを禁じているウェルギリウスの記

述を引用する。彼にとって政治理論はあくまでも身内の側で密やかに議論されるべきもの

であり、実践政治の領分に足を踏み入る権利を持たないものなのであった。そのような議

論に対して、蓋然的な幸福に基づいた実践的議論に対する、普遍的な権利の理論の優位を

論証して応答したカントは、ネプトゥーヌスの声に荒れ狂う人々は皆沈黙して耳を傾ける

というバークが引用した箇所とは別のウェルギリウスの章句を引用して、ネプトゥーヌス

を権利の理論を象徴する存在とする。カントにおいてはウェルギリウスの記述は権利の理

論こそが優位性を保持しているのであることの象徴として読み替えられている。権利の理

論に反対する人であっても、その普遍性ゆえに耳を傾けざるをえないというカントの意趣

返しである(30-75)。	

	 以上のように描かれるカントは、相手の主張に対して単に理論で応答するだけでなく、

その表現、比喩を換骨奪胎して相手への批判や自説の補強へと変えてしまう政治的なレト

リシャンの側面を有している5。だが勿論カントの著述の姿勢の政治性はそれに留まらない。

政治的道徳家、ひいては政治的思慮に対するカントの批判は、表面に留まらない相手の議

論の正当化根拠を見出して、その根幹を崩すというディアレクティークの方面での巧妙さ

が光る。	

	 カント平和論における道徳的政治家と政治的道徳家の区別と後者への批判は、表面的に

はいわゆるマキャヴェリズム批判かのように読める。それに対して本著は、16 世紀以降の

統治理論が、マキャヴェッリやタキトゥス主義の影響を受けつつも、アリストテレスの賢

慮の脱人格化や公共善の概念を携えて「善き統治」の理論へと彫琢されていった経緯を明

らかにする。 終的にカントの時代において論じられた統治理論はマキャヴェリズムを乗

り越え、倫理的な色彩を帯びた統治を標榜するようになっていた。そして、人民の福利

(salus	populi)の名の下に、統治による生活への積極的な介入が行われるようになる。幸

福を正当化の根拠とするそのような理論に対して、カントの批判は向けられていたのであ

った(234-246)。そのような福利や幸福に依拠した議論が基礎を欠いており、明確な基準、

特に批判的な基準を政治的実践において提供することが出来ないため、結果的にその議論

が批判の対象とし、差別化を行うことで自己の正当性の根拠としていたマキャヴェリズム

																													
5	ここでいうレトリックは近代以降の「言葉を巧みに飾り立てること」といったラディカル

センスを有するものではなく、古典的な"ars	bene	dicendi"を指す。	
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と相違がないことをカントは明らかにする。政治的思慮は恣意的な根拠という本来根拠と

は呼び得ないものを根拠と呼称して統治を行っているのであった(246-252)。このように、

カントの政治的議論の批判は表層にとどまらず、批判対象の 終的な根拠としているもの

を見据えて、その正当化根拠を瓦解させることを意図しているという意味で単なる修辞に

とどまらない論弁的なものであった。	

	

・	カントにおける政治の領域	

	 上で見たように、本著においては論争の中でカントが単に規範、道徳を大上段に掲げて、

相手を批判したのではなく、むしろ相手の前提や論拠を拾い上げて向き合うことを通して

自説を展開していることが説得的に示されている。だが、仮に相手の立場を踏まえて批判

をしていたとしても、その批判を踏まえて主張される理論が結局のところ現実への適用可

能な余地を欠いていると思われるならば、単に相手への批判が巧みであるというだけで、

結局は政治の領域で可能な理論を提供しなかったことになるだろう。本節では、カントの

議論の内実における政治的な領域を本著がいかに描いているかを見る。	

	 カントは先の政治的思慮批判の文脈において、自身の理論を適用可能にするための許容

法則の概念を提唱していた。例えば、不正による領土取得が確かに理論の上で不正として

も、それを直ちに現状復旧させることを命じるのだろうか。もしそうであるならば、その

規則を認識していなかった者にとっては遡及適用だとしか受け取られないし、時効の概念

を欠いてその原則を実施するならば、単に直前の領有者のみならず、その前の領有者も以

前の移転の不正を訴えて復帰を求め、更にその前も,,,といった遡行と混乱を招いてしまい

かねないだろう。	

	 カントはそれに対して執行の延期を認める許容法則を提唱して現実への対応を行ってい

る。だが、その許容が現実への順応のために無原則に行われるならば、先にカントが批判

した政治的思慮における、原則なき恣意的適用と同様の帰結を招いてしまうだろう。特に

もしその許容が、当の禁止の理論が意図していない「例外」として出現するならば、後付

けで法則が歪められる主意主義的な自然法論に至ってしまいかねない6。	

	 これまでの研究ではカントの許容法則もそのような類のものだと受け止められてきたが、

本著ではそのような解釈を採用していない。まずはカントがそれ以上の不正な占有を禁止

していることが確認され、それ以上の拡大に歯止めをかけていることが理解される。更に、

不正な原因によって成立した占有は尊重されなければならないとカントは述べているが、

それは例外的に適法とされているのではなく、「適法的ではないがそれでも尊重されうるも

																													
6	当初の命令、法則と一見して矛盾するような規定を、当初の命令の枠内に組み込むのでは

なく、後付けの例外規定として組み込むようにした場合に規範の絶対性、安定性は揺らぐ

であろう。以上のような見地から十戒、自然法の理解において前者の立場を採るビトリア

と後者のドゥンス・スコトゥスとの対抗、そして一見すると両方の立場を採用しているよ

うに見えるアクィナスの分析を行ったものとして、山本芳久,	"倫理的規範の絶対性につい

て",	2012,	『法の理論 31』,	pp.	107-147 がある。	
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の」(280)として認められているのであり、本来違法であるものを適法だと例外的に認めた

訳ではないことが理解される。そして、その適法的でないものが暫定的なものとして認め

られるためには、あくまでも根源的契約の理念-曖昧な幸福ではなく公理的な法の形而上学

に基づいた理念-を実現させる目的に服していなければならないのである。これは、場合に

よっては単に暫定的に認められた体制や占有を保持している統治者が、そのような理念に

基づいた改革を行っていない際に、その怠慢が暫定的な許容すらも否定しかねないことを

含意している(272-289)。「許容法則によってこのように現実に付与された暫定性の領域こ

そが、カントにとって政治の駆動すべき場所となるのだ」(280)。カントの根源的契約の理

念はここにおいて、現実との接続をその批判的性格を喪失することなく実現している。	

	 カントにおいて政治の領域は、以上述べたように規範が例外的でない仕方で許容された

暫定的な領域においてその力を発動するのであった。そして、そこから帰結する改革への

圧力を経て実現する体制の移行についても、カントが純粋な理念としての「純粋共和制」

のみならず、「共和主義的体制」、「設立された共和制」、「真の共和制」といった分類を設け

て念頭に置いていることを本著は明らかにしている。カントは決して、単なる君主政体が

多少権利や法の概念に譲歩しているからと言って、現実においてはそれで満足せねばなら

ないと考えてはいなかった。「純粋共和制」が経験に対応する対象をもたないものであると

しても、その中間の段階をカントは分節化することによって、具体的な移行の方途を示し

ている。さらに「設立された共和制」の概念は、抵抗権を否定していたカントがフランス

革命を支持していたことを、整合的に説明する契機にもなっているのである(169-226)。	

	 	

	 以上概観したように、本書においてはカントの政治思想、政治哲学が、単に道徳哲学、

法哲学に付随するものにとどまらない固有の領域と論理を備えたものとして描き出されて

いる。このことは、近年、コンテクスト主義の影響からカントを同時代の論争の中で見出

そうとする海外の研究と比しても7、本著の際立った特徴の一つである。そのような特性を

有している一つの要因は、そういったコンテクストに着眼するタイプの先行研究がその歴

史的観点に終始しているのに対して8、本著が 2~4 章におけるテクストの読解を中心とした

セクションにおいて、カントのテクストからそのコンテクストへの応答が導かれる権利論、

政体論を説得的に導出していることにある9。状況の中に回収し尽くされてしまうことで、

その主張の正当性、普遍性が批判哲学等と比べて弱いものに映ってしまう、ないしは整合

しないように見えてしまうという陥穽を避けつつ、政治的な理論という蓋然的な性格を帯

																													
7	Maliks や Kleingeld による研究が挙げられる。	
8	例えば上掲した研究においては、テクスト内の論理を突き詰めて追求するタイプのセクシ

ョンが本著ほど割かれてはいない。Beiser の啓蒙研究、『理性の運命』といった著作もカン

ト自身のテクストの論理の追求は希薄である。	
9	このような解釈自体は、コンテクストに応答するための強引なテクスト解釈などではなく、

著者自身も言及する C.Horn のような先行するテクスト研究で示された、十分に根拠のある

ものであろう。	
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びざるをえない対象を、カントの理論として描き出した著者の奮闘に賞賛を惜しむべきで

はない。	

	

	 次いで、評者の目に留まったいくつかの疑問点のうち大きく二点を挙げる。	

	

	 ・	 諸概念の区別	

	 第四章ではカントが共和制を分類して概念化していたというテーゼとその内実が示され

るのであるが、そこにおける記述に齟齬があるように見受けられたので、当該箇所の含意

につきご教示願いたい。まず、問いを発する前段階として「共和主義的統治様式」をめぐ

る評価を確認する。	

	 本文では、「共和主義的統治では全てが君主の有徳な人格、君主の道徳性にかかっている」

(223)、と述べられ、更に、「共和主義的統治は、純粋共和制を可能にする制度的な保証な

しで、にも関わらずその作用を君主の有徳な人格に期待する体制、国家形式による共和主

義的体制の代用物でしかないのだ」(209 強調は原文)といった表現がなされている。このこ

とから察するに、共和主義的統治の問題は制度的制約の不在に着せられるように読める。

ここから、制度による下支えを欠いた共和主義的統治様式で甘んずることなく、理念の国

家に向けて変革をなさなければならないという議論が導出されうるだろう。	

	 そのほかにも、「統治様式の変革(共和主義的統治)は権力の分立-代表原理だけではなく、

人民の普遍的意思を表象-代表するような立法、人民の同意可能性を考慮した立法をも君主

に求めることになる」(208)とも述べられている。この点については、権力の分離-代表原

理という表現が含まれているが、あくまでも、君主が「考慮した」のみなので、やはり君

主の恣意の下にあり、制度化を欠いているという説明は可能である。	

	 しかし、同じ章においてカントの「良き統治の例が示されたところで、それは統治様式

については何も証明しない」(VIII35310)との言葉を引用し、「フリードリヒ大王の統治下で

の制度、その統治様式を賞賛しているのではなく、大王個人の統治に現れていた「精神」

をこそ賞賛しているのだ」(222 強調は原著)と述べている。ここにおいては、カントが立憲

君主制の擁護者ではなかったという文脈で、フリードリヒの統治下の制度を賞賛している

のではないと述べられているのであり、カントが統治様式を評価したという議論ではない。	

	 ただし、ここで着眼すべきは、「統治様式」(Regierungsart)が単なる一回一回の政策の

良し悪しとも、君主の精神とも、区別されているということである。ここからして、「共和

主義的統治様式」は単なる、「偶然的に共和主義の精神に一致した統治がなされること」と

は区別されなければならない。更に言えば、著者の解釈によれば、「統治様式」は統治者の

「精神」とも異なっているのである。更に、フリードリヒの例において、フリードリヒ自

体は評価するが、その統治様式は評価しないといった主張を理解するには、具体的な統治

																													
10	カントからの引用はアカデミー版のローマ数字にページ数を付して示す。	
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様式の話11ではなく、分類としての統治様式がよくないという話をしていると理解すること

になる。それはつまるところ、君主の恣意に服するフリードリヒが支配したプロイセンに

おける体制よりも、「よりよい統治様式」があるということを含意した主張をカントはして

いるということになるのではないだろうか。そこにおいて統治様式の相違をもたらすのが

一回一回の統治がよい原理にたまたま一致しているということでも、君主の精神でも、制

度でも無いのならば何なのであろうか。	

	 以上のことから生ずる疑問、意見は以下のようなものである。評者は「共和主義的統治

様式」なるものが概念可能だとして、それが理念の上での共和制からの距離が大きく、改

良が必要であることは否定しない。だが、そこにおいてその様式が否定されるべき理由は、

「制度を欠いている」、「君主の恣意の下にある」という性質を備えているという点に求め

られると、カントは考えていたのだろうか。その側面において、共和主義的統治様式は、

暴政のようなものと何ら相違はないのだろうか。そのほかにも第六章に於いては、	

「すでに見たように共和主義的統治は、権力組織の形式としては、立法権と執行権を分離

し、後者を前者の忠実な代理とすること、つまり法治国家的・立憲主義的な制約を執行権

に課すということだが」(312-313)	

	とも述べられている。p.208,209 で見られるように、共和主義的統治と共和主義的統治様

式は互換的に使われているため、当該箇所が共和主義的統治にも当てはまると解釈して、

共和主義的統治様式の問題を制度の不在に帰する先の議論と上記の引用箇所を並べてみる

と、整合的な理解が難しくなる。上掲したカントのフリードリヒ評価に関する記述との整

合性を考えても、もう少し慎重な規定が必要に思われるがどうだろうか。	

	 	

	 そのほかの概念分類についても、疑問がある。例えば、国家統治者について論じる箇所

では、純粋な理念である、人民の普遍的意思である統治者は「三権全てを保持する主権者

として考えられている」(205)と述べられ、現実の国家にと対比される「<理念の国家>」で

は一つの人格が全ての権力を担っていると述べられる。そして、現実の国家については、「国

家が現実に人民意思を権力として発動させるためには、主権が自然的人格によって担われ

ていなければならない」(205,206)と説明がなされる。「<理念の国家>」において三権は統

治者の一身に属するとされ、三権の分立はないように読める(206)。	

	 だが、別の箇所では、上と同じく『法論』の記述を参照しつつ、「<理念の国家>の三権の

制度についても、立法権と執行権・裁判権の間に代表概念が見出される。」(194)と述べら

れ、更に「執行権・裁判権を担う人格は、立法権を担う人民の普遍的意思によって制定さ

れた法律に従属して行為するという意味で、人民の代理でなければならない。」(194)との

説明もなされ、権力分立の議論が展開される。結局「<理念の国家>」において三権は分立

しているのだろうか。	

																													
11	フリードリヒの統治が良かった悪かったとは別の話として、共和主義的か共和主義的で

ないかといった区別になるのではないだろうか。	
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・	抗議の解釈をめぐって	

	 本著の末尾近くにおいて、筆者はオースティンの言語行為論を参照しつつ、カントの理

論における、抗議の持つ発語内行為、発語媒介行為としての力を論じている。筆者は、君

主が人民の権利を完全に否定するような姿勢を見せれば、暴動に至るというカントの記述

から(VII86)、抗議が背後の暴動を匂わせる脅しとしての効果を持つということを読み取っ

ており、それが抗議の発語媒介行為としての力であると述べる(318-326)。更に「カントの

抗議が発語内的行為として支配者に聞き入れられるためには、それが聞き入れられなかっ

た場合に抵抗や反乱が生じうるのではないかという支配者の側の予感を前提としていなけ

ればならない」(325)とも述べ、以上のような脅しの効果が抗議の有効性の条件であるとの

理解も示している。	

	 この見解に関しては疑問がある。以下ではその内実を示す。	

	カントのテクストには直接記されていない当該結論を導出するために、周辺の箇所では、

農民暴動などの経緯から、「市民の抗議に直面すると、そこに自発的に別の発語媒介行為を

見出してしまうに違いない、とカントは考えていたのではないか」(323)と同時代的状況を

呼び起こしつつ述べている。だが、識字率などが限られていたその時代状況を真剣に考慮

するならば、更に言語での抗議を行う人物(ないしは文筆家)が、そのような暴動と密接に

結びついている認識についても示唆しなければならない。そのために本著では『ベルリン

月報』が革命結社と見なされたといった経緯への説明がなされるのであるが、その箇所に

おいて、カントが蜂起の原因となる政治的な秘密結社は言論の自由があれば存在しなくな

る(VIII305)と述べたことも紹介されている(324-325)。更に、同じ箇所では、カントは言

論の自由や啓蒙が反乱を呼び起こすということを述べる人間を、そのような主張が君主の

人民への憎悪を招くと言う点で批判している(324)。	

「しかし自分で考えること、公けに考えることによって国家に騒乱が呼び起こされるので

はないかという心配を国家元首に吹き込むということは、国家元首に自らの権力に対する

不信、あるいは人民に対する憎悪を掻き立てることに等しい」(VIII304)	

「そのため秘密結社は、その自由(言論の自由)が認められるならば自ずと消えていくだろ

う」(VIII305)	

	以上の確認事項から見出されることは、むしろカントにとって言論の自由が反乱に結びつ

くという認識は克服すべき対象なのではないかということである。著者が援用した箇所か

らは、言論の自由が確保されれば、蜂起の原因となる結社は自然となくなること、更には

言論の自由を認める基盤として、国家元首が人民への憎悪から解放されていることが肝要

であることをカントが述べていたことが評者には寧ろ見出されるのである。	

	以上の指摘の要点は以下である。当該箇所で見出された、抗議の効果を現実的にするため

の脅しの効果は、確かにカントの生きた同時代のプロイセンを念頭に置くことで見出され

るものかもしれない。しかしそれは、あくまでも言論の自由の欠如と、君主と人民の敵対

関係を前提とした乗り越えられるべき装置でしかないのではないか。カントが、言論の自
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由が認められた後に、そのような緊張関係は全面的でないにせよ克服されると考えていた

ことはテクストから推察されるのである。	

	そのため、カントが抗議の有効性につき、「それが聞き入れられなかった場合に抵抗や反

乱が生じうるのではないかという支配者の側の予感を前提としていなければならない

(325)」といったように、「脅し」の必要性を常に念頭に置いていたと表現するのではなく、

あくまでも言論の自由が確保されるまでの暫定的なものとして限定して捉える必要がある

のではないだろうか。そして、その時の有効性の根拠を別に探し求める必要があるのでは

ないだろうか。	

	それに加え、暴動や抵抗で政府を服従させることはカントの理論からして認められないの

に対して、暴動や抵抗の予期をさせる脅迫で統治者の行動を左右することはなぜ問題ない

のだろうか。当該箇所の図式によれば、発語も行為なのであるから、余計に解釈が難しく

なる。その抗議という脅迫を含んだ行為自体が抵抗という行為と区別して受け取られるこ

とはいかに可能なのだろうか。この点に関連して、抗議への弾圧や無視が法的状態それ自

体を失わせるのであり、その場合には抵抗すら認められるという先行する解釈12と比較して

このようなアプローチを取る利点はどこにあるのだろうか。本著の許容法則に関する議論

の外延は斯様な帰結も含意しうると評者には思われたがどうだろうか。	

	些細な点ではあるが、以上についてご教示いただけると幸いである。	

																													
12	抵抗権の禁止は、あくまでも一応の法的状態が保たれた国家に対してのみ有効であると

する、以上のような見解を採る先行研究の一例として、Byrd,	Hruschka,	Kant`s	Doctrine	

of	Right	A	Commentary,	2010,	pp.	181-184,	Reidar	Maliks,	Kant`s	Politics	in	Context,	

2014,	pp.	112-143。	


