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カソトが理念の客観的実在性を否定したのは,もとをたどれば, ｢分析論｣で悟性概念の

適用範囲を感性的直観の範囲に限定したことに発している｡その範囲を越えて概念を拡張し
たとき,概念は単なる思考形式としては有効であっても,客観的実在性をもたない｡経験的
直観だけが概念に意味と意義を与える1)｡したがっで悟性のみによって思惟されるもの,す
なわち悟性的存在(あるいは可想的存在)2)は,感性的直観を欠いている以上,積極的に規定

しえないものである｡しかし｢可想的存在という概念,すなわち感官の対象としてではなく,
物自体として(純粋悟性によって)考えられるような事物の概念は,少なくとも自己矛盾を
含んでいない｡｣3)なぜなら,我々人間の直観は感性的であるが,それが唯一の直観の仕方と

はいえず,感性的でない直観も論理的にはありうるだろうからである｡したがって可想的存

在は消極的意味では認められる｡つまり感性的直観が借越にも物自体にまでその領域を拡大
することを制限する｢限界概念｣としてほ認められるのである4)｡

ところでカント以前のいわゆる独断的形而上学では,物自体は純粋悟性によって積極的に
規定しうるものとされ,かれ自身も初期には同じ立場にたって,すべて存在するものの究極

的本質的構造を概念的に規定する存在論としての形而上学をたてようとし,経験主義的傾向
を強めた60年代を経て1770年の教授就任論文でもふたたび,純粋悟性の実在的使用によって

可想界が規定できると考えている｡それが10年の空自ののちに,純粋理性批判にみられるよ
うな｢批判的｣立場へどうして移行したか,その経緯は資料の不足もあって謎に包まれてい

るが,我々がこれまで見てきたように,結果的には悟性の実在的使用は否定され,悟性概念
はその適用範囲を感性的直観に限定されることになった｡独断的形而上学はもっとも楽天的
な合理主義の立場にたって,すべてを形式的に体系化しうると信じ,思考形式と現実の存在
との合致を素朴に確信したが,批判期のカントは合理的形式体系の限界を明確に自覚してい
たというべきであろう｡物自体の概念はその哲学的表現であった｡
純粋理性の適用限界は悟性概念であり,悟性の適用限界は感性的直観であるなら,感性の
適用限界は何であろうか｡それは直観の素材Materieをなす感覚の多様であろう｡感性は

受容する能力であって,感覚の多様が触発によって与えられなければ作動しない｡感覚とし
て与えられるもの以外へ適用される直観は我々人間の直観ではない｡感覚の多様は直観の
FomにたいするMaterieであり,そのつど所与として,事実としてただ受けとるしかな
いものである｡ Materieは形式化しえないもの,形式にとりこめないものである｡ Materie
1) K. d. r. Ⅴ., B148‑9.

2) ibid., B306.
3) ibid., B310.
4) ibid.. B311.
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はだから,形式体系にとってほその限界をあらわす｡現実を先取りし,支配することを目指
しておこなわれる合理的体系化にとって,あらかじめ先取りできない感覚の多様は,体系化
の限界をなしている｡純粋理性の体系的統一を妨げるものとしての物自体は,その根源をた
どっていけば,直観の

FormにたいするMaterieのなかに見出されるのではないだろうか｡

Materieがすなわち物自体だとはいえないが, Materieのなかに物自体が姿をあらわすとい
えよう｡ Formはアプリオリに主観に存し, Materie

はアポステリオリに与えられるとさ

れるから,物自体はアポステリオリなもののなかにあらわれるともいえよう5)｡体系化の限

界としての物自体と感性を触発するものとしての物自体は密接につながり,後者が前者の基
底にある｡
Materieは,観点をかえてみれば,合理的形式に解消されず事実としてそれに対立する非

合理的なものといえる｡上述のように,カントは具体的な事物･事象からその価値的意味を

捨象して,数量的に測定しうる空間･時間的ひろがりのなかで合法則的に連関する物体的世
罪(現象)を認識の対象としたが,この価値的意味の剥奪とともに,右横的なもの,前近代
的なもの,非合理的なものが捨てられた｡それによって現実は自然発生的な力,人間が支配
できない盲目的な力に左右されるものではなく,合理的形式によって先取りできるもの,人
間によって支配できるものになったはずであった｡人間は現実の合法則的連関を認識し,そ

れを利用して現実に働きかけることができる｡しかしなぜ現実が因果必然的に連関するのか,
その理由をそれ以上立入って問うことはできない｡仮借のない必然性が貫くということを事

実として述べることができるだけである｡以前は神という観念は人間の支配しえない非合理
的宿命的な力を表現していた｡いまやこの力は合理的に認識できる法則体系のなかに解消さ
れたかの如くみえるが,じつはこの力はその体系の結果として発現している｡その根源がわ
からず,総体において捉えられないひとつの必然性として再び延えっているのである｡神の

問題が合理主義的哲学においても消え去らないゆえんであろう｡事物･事象の因果必然的連
関が現象にすぎず,物自体が残るというのは,その連関が究極的なもの,本源的なものでは
ないということである｡現象がなぜ究極的でないかといえば,上述のように,主観の形式が
関与しているからである｡主観の形式が現実に投入され,具体的な事物･事象が抽象化され
て現象となる｡換言すれば,現象の合法則的連関とは人間的なものが物的連関となって対象
化されたものである｡人間的なものを物的連関に対象化する本当の原因はこの連関の奥底に
隠されていて認識できない｡カントの物自体は近代社会の物象化を哲学的にうつし出してい
るといえよう｡

Materieの問題としての物自体は,さらに,人間が産出することができず,ただ所与とし
て受けとるしかない事物の存在の問題, F0‑と

Materieを統一する実践の問題(第二批判),

主体･客体問題などにつながるし,現象と物自体の二元的分裂を克服する試みとしての第三
批判における目的論の問題にもつながる｡我々はまだ理論理性の次元での物自体問題を考察
する基本的視点を提出しただけで,残された問題は多いが,理論理性だけを切り離して論ず
ることはできない｡そこで一旦,目を実践理性の領域に転じて,そこでの物自体をめぐる諸
問題を検討することにしよう｡そうすることによってかえって理論理性の次元での物自体の

意味も明らかになるだろう｡つねにカント哲学全体に目を配りながら,物自体の多面性と根
5) Vgl. Adickes, E., Kant und das Ding an sick, S. 14.
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源的同一性を明らかにしていきたいo

〔∋
理論理性の領域における現象と物自体の分裂は,実践理性の領域においては克服されたか
の如くみえた｡なぜなら,そのような二元的分裂が近代の形式的合理主義に起因し,抽象的

普遍としての形式が内容の具体的実質的連関を合理化しえないものとして捨象したところに

生じたのにたいして,実践とは観念的に先取りされた普遍的形式を具体的実質的な内容をも
って実現する活動にはかならないからである｡そこでは形式にたいする内容･素材のよそよ
そしさは消えているはずである｡また形式的合理主義にあってほ,対象はつねに事実として,

存在として与えられるはかはない｡普遍的形式はその抽象性のゆえにこの所与性をけっして
克服することができない｡ところが実践は対象を事実として,存在として,所与として受け
とるのではなく,非存在を存在化し,対象を産出し実現する活動である｡こうして対象の所
与性は揚棄され,内容と形式の分裂のない統一的な世界, ‑‑ゲル流にいえば,具体的普遍

の世界が実現するであろう｡そこでは現象の彼岸に物自体を考える必要はないであろう｡し
かしカントは実践を倭小化して個人の倫理的道徳的行為に還元してしまい,実践の問題を道

徳的意識ないしは意志と対象との関係,道徳的法則の形式と内容の関係の問題に限定してし
まった｡しかも理論哲学の場合と同様,道徳的価値と行為の普遍性を求めて,内容的なもの,
実質的なものを捨象してしまったから,ここでも再び二元的分裂はより一層峻烈なかたちを
とってあらわれ,物自体は克服さるべくもなかったのである｡カソトの実践哲学をやや立入
って検討してみよう｡

実践の哲学といっても,カントにあっては実践とは道徳的実践のことであり,それ以外の

実践の形態は｢技術的実践｣として理論の適用に還元されてしまう｡哲学は,思考の形式的

法則を対象とする論理学を別にすれば,理論哲学としての自然哲学と実践哲学としての道徳
哲学の二部門から成り,それ以外の部門をもたない｡例えば測地術は純粋幾何学から区別さ
れて実践的学問とは呼ばれず,また｢実験や観察の機械的ないしは化学的技術｣は｢自然論
の実践的部門｣とはみなされず,ただ｢系｣ (Folgemng)として理論哲学に属する｡同様に

｢家事経済,農業経済,国家経済,一般幸福論｣なども実践哲学に属さない｡カントは挙げ
ていないが,生産労働,産業,政治なども実践哲学の対象にはならないだろう｡なぜなら,
かれによると,それらはすべて技術や練達の諸規則を扱うもので,実践的といっても技術的
･実践的であり,その対象はすべて広義の自然に属するものであるからである｡そこでは人
間の行為が問題にされるにしても,自然的原因性に規定されたものとしてのみとりあげられ
るのである｡行為はつねに意志を介しておこなわれるが,その意志が因果的に決定されてい
るとき,その行為はいはばひとつの出来事として自然のなかに含められ,自然哲学としての

理論哲学の対象となる｡それに対して語の厳密な意味における実践的とは,自由に発すると
いうこと,自然の原因性によらず,自由の原因性によるということであって,他の何ものに

よっても規定されない自発性,自己規定をおこなう意志に基くという意味である6)0
6)以上『判断力批判』序論第‑節, 『人倫の形而上学の基礎づけ』序文, 『人倫の形而上学』序論第二
節参照｡
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いったい実践とは何か,それを一言で述べるのは困難であるが,実践にはいくつかの契磯
を指摘することができる｡本節の最初で簡単に述べたように,所与を受けとるのでほなくて
対象を産出するという実検,観念的に先取りされたものの実在化,実現という実検,抽象的

形式的普遍の実質的具体化という実機,なんらかの手段によって一定の目的を実現するとい
う合目的性の契機などがすぐ思い浮かぶ｡そのほかいくつかの契機が挙げられるだろうが,

それらの契機を相互に関連づけながら,実践概念について詳細に論ずることは今ここでの課
題ではない｡逆に以上挙げた諸契機の最小限の共通性を引き出して,もっとも抽象的に実践
を定義するとすれば,実践とは能動的活動性であるといえるだろう｡またあたりまえのこと
だが,そこでは意識が能動的に働いている｡実践はたんに意識の活動にすぎないのではなく,

物質的な活動であるが,しかし少なくともそこでは意識の能動性が欠くべからざる契機であ
る｡カソトが｢実践的｣という概念規定において着目しているのはこの点であり,それを自
由,または自由の原困性と言っているのである｡この点はのもに詳しく検討することにして,

実践を意識の契磯だけで規定した結果,実践がなにものかの対象的実現であるという契機が

無視され切り捨てられてしまった｡対象的に実現されたものは,カントの目にはもはや人間
の産物とはみえず,たんなる｢物｣であり,自然である｡個々人の実践の総体,人間の社会
的実践の総体は,物として,自然として現出し,因果必然の法則にしたがった事象として認

識の対象でしかない｡認識と実践は分裂する｡
ところで実践を合目的的な対象産出･実現の活動とだけ規定するのほ,じつは一面的であ
る｡なぜひとは財貨を生産するのか,組織や制度をつくり出すのか,芸術や学問,文化を生
むのか｡生み出すこと自体が目的ではなくて,生み出したものによって,または生み出す活
動を通じて人間が豊かになること,人間がより人間的になることが究極の目標であろう｡ ‑
‑ゲル的にいえば,対象化と対象性をなくすることとの統一,これが実践である｡この実践
のなかで人間は人間になっていく｡物を媒介にして人間になっていく｡カソト哲学はこのサ
イクルを二分し固定する｡つまり一方で人間は目的となって手段とならないもの,自己目的

として立てられるが,他方で人間が産み出したものは,自然として人間から切り離されてし

まう｡人間と物とは切り離され,それぞれ自立化されてしまう｡対象化は物象化になり,人

間としての人間が自存するが,この人間はもはや身体的存在ではなく,純粋な意識としての
存在でしかない｡カントにおいては,哲学の原理は自由(純粋意識としての人間)と必然

(自然‑身体的存在としての人間をも含む)とに収赦する｡哲学の部門は社会的自然をも

含めた自然の領域を対象とする理論哲学と意志の自由をもとにして成り立つ道徳を対象とす
る実践哲学の二つだけである｡理論(認識)と実践は分離し,それぞれ自立化する｡両者が
からみあう場とプロセスは問題にならない｡それは一方ではたんなる技術,熟練,つまり法

則適用とみられて理論に解消され,他方で目的実現の活動は観念的に目的論として展開され
る｡法則認識と目的実現ほからみあったひとつのプロセスとして進行するはずであり,その

なかで事実的所与性を越えられない経験論的な技術的知性と抽象的普遍に固執する道徳的イ
デアリズムの対立が克服されて,変革的な創造的構想力が形成される可能性があったと思わ
れるが,カント哲学はその方向へむかわなかった｡

以上のように,実践概念を意識の能動性のみによって規定すると,自然と人間の関係は抜

け落ち,人間と人間との関係だけが,しかも物の媒介を捨象した純粋な意識の関係として,
実践的とされることになり,実践的とはすなわち倫理的･道徳的の意味に限定されてしまう｡
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しかも倫理的･道徳的実践においても,その実質的契機はすべて捨象され,形式的な普遍性

だけが真に道徳的なものとして残される｡形式的合理主義はここでも貫徹されるわけだが,
その形式化の経緯を主として『実践理性批判』にそって検討してみよう｡そのなかで物自体
の問題も明らかになるはずである｡
上述のように,カントは実践の能動的活動性に含まれる意識の契俵だけを引き出し,実践
の能動性を意識の能動性としてだけ捉える｡それと同時にかれは,実践の主体を個人にとる｡
一般的にいえば実践の主体は個人にとることも集団にとることもできるし,さらに集団とい
っても,特定の,顕在的な,人為的な集団もあるし,不特定の,潜在的な,自然生的な集団

もある｡人間を越えたものを実践の主体にとることもできるであろう｡しかしカント哲学の

出発点はいつでも個人であり,個人意識である｡もちろん個人のなかに超個人的なものを求
めるのではあるが･‑‑｡さて実践の主体を個人にとり,実践の能動性を意識の能動性として
捉えたとき,そのような意識とは何であるかといえば,それは｢意志｣にはかならない｡

｢意志とは表象に対応する対象を産出する能力であるか,あるいは,とにかくこのような対

象の実現に向かって(自然的能力がそのとき十分であろうとなかろうと)自分自身を規定す
る能力,すなわち自分の原因性を規定する能力である｡｣7)本能的行為,無意識的行為もあり
うるだろうが,カソト的な範時にしたがえば,無意識的あるいは本能的行動は動物の行動で
あり,人間がそれをするとしても,それは動物としての人間の行動だから,人間が人間とし

て行為する以上,人間の行為はすべて意志的行為である｡カソトの実践哲学はこうして意志
的行為を対象とすることになる｡ただしあくまでそれの意志の契機がとりあげられるのであ
って,意志の結果としての行為そのものは問題にならない｡あらゆる外面性は捨象され,ど

こまでも内面性に徹せられるわけである｡どのようにして外面性が捨象されるか｡その方法
的原理は普遍必然性の追求である｡
カントの思索はつねに普遍必然性を目指している｡理論哲学においても実践哲学において
もそれは変らない｡いつの時代でも哲学は,いなあらゆる学問はつねに普遍必然性を目指し
たともいえようが,近代のはじめ以来の自然科学のめざましい達成(カントの場合,ニュ
トン力学)は,暫学者により一層の普遍必然性,法則性への固執をもたらした｡しかも法則

の妥当する範囲をできるだけ広げ,例外なくすべての事象をその射程内に収めようとする要
求は根強いものであった｡カントの理論哲学は自然科学の普遍必然性を手本にして,哲学を

確実な学問にしようとする試みであったし,実践哲学においても普遍必然的な実践的法則の
確立にむかって執掬なまでの思索がつづけられるのである｡
さて普遍必然性の追求という方法的原理にしたがえば,行為の外面的形態や結果は非本質

的なものとして捨象される｡行為はつねに個別的･具体的であって,行為一般なるものは抽

象的観念としてしか存在しない｡特定の状況における特定の行為のみが存在し,しかもどん
な極限的な状況でも,これが唯一の不可避的･必然的行為だというものは存在しない｡行為
をその外面的形態からのみ眺めれば,多種多様,千差万別であって,そこに共通性や行為を

律する法則性を見出すことはできない｡そこで行為はその内面的契機に着目され,どんな行
為もすべて意志を介しておこなわれるという点に共通性が見出され,それが行為の本質とさ
7) 堤. d.p.Ⅴ., Akademie‑Textausgabe, Bd. Ⅴ, S. 15.理想社版カ1/ト全集第七巻一五二貢｡ (以

下巻数,頁数だけ)
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れる｡しかし意志といってもその内容の面からみれればつねに特定の意志であるから,やは
り普遍性は求められない｡そこで意志の内実,対象は捨象されて意志するということ,意志
作用のみが残される｡行為の本質をたずねてカントはその内面的契機,しかもまったく形式
的普遍性としての意志作用に到達した｡ ｢いつでも必ず｣を求めるカントの思索はここでも

実質の捨象,形式的共通性の抽出というプロセスをとるのである.純粋な意志作用だけをと
りだせば,これは自由である｡意志はなにかに規定されて意志することもあるだろう｡いな
つねにそうだといえるが,この場合,特定の内容,対象を捨象して意志作用だけを残したの
だから,これはまったくの自由である｡自由な意志作用のみが普遍必然的なのである｡実際,

人間はどんなに状況に条件づけられて行為していても,その行為が意志を介しておこなわれ
る以上,それは意志を起点として自らのうちで新たに始められたといえるし,だからこそ自
分の生命をも賭して不可避的な状況を否定して行為することもできるのである｡その意味で

自由に意志することは人間の普遍的本質であるといえよう｡しかし自由意志と必然性は必ず
しも結びつかない｡むしろ意志の自由を徹底すれば,必然性を否定することになりかねない｡
カントがこの両者をどのように結びつけるかはのちに検討する｡自由意志と行為の関係につ
いても問題がある｡自由に意志しても行為しないことがしばしばありうるからだ｡ある行為
を意志することと実際行為することとの間には深淵が横たわっている｡カントの意志論はこ
の問題を解決していない｡
これまでは意志的行為を一般的に考えたが,諸行為がなんのためにおこなわれるかという

目的とそれがどのようにして実現されるかという手段の観点で考える場合,ここでもやはり

実質的なものの捨象によって普遍必然性が追求されるのである｡まず目的を実現する手段,
方法の問題は,まえにも述べたように,理論の問題であって実践の問題ではない｡いわゆる
技術的･実践的な問題,熟練の問題であって,理論的認識の適用として理論哲学に属する8) ｡

またどのような手段,方法･をとるかは特定の目的や目的を設定する個人の選択に依存するか
ら普遍必然性をもたない｡次に目的であるが,自分の幸福のためにおこなう行為はすべて普
遍必然性をもたない｡人間は欠乏を意識して欲望を感ずる欲望的存在者であるが9) ,欲望を
満たし快適に生きること,これが幸福である｡ところで何をもって幸福をするかは人によっ
て様々であり,また時と状況によって変り,その時々の経験に依存する｡幸福をはかる基準
は快･不快の感情であるが,これはそれぞれの個人の主観によって左右される10)｡仮りに幸
福にかかわる目的において一致があったとしても,またそれを実現する手段において一致が
あったとしても,それは偶然的である11)｡幸福追求を目的として,しかも普遍必然性をもつ

場合はないだろうか｡ありうるとしたら,それは｢他人自身の幸福を私自身の幸福のうちに
同時にあわせ含め｣12)て,他人の幸福をも同時に追求する場合であろうが,そうしたことは

少なくとも市民社会では不可能である｡カント哲学と市民社会の関係はのちに述べるが,か

れ自身はもちろん市民社会の問題としてほとりあげず,抽象的理論として,幸福追求が実質
的原理であるがゆえに普遍必然性をもたないのだと考え,実質的なものを捨象して形式的原
8) ibid., Bd. Ⅴ, S. 20.第七巻一五八〜九貢｡ "Grundlegung", Bd. IV, S. 415.第七巻五四頁.

9) K. d. p.Ⅴ‥

Bd. Ⅴ, S.25‑6,61.第七巻一六七〜八貢,二二四頁｡

10) ibid., Bd. Ⅴ, S. 21‑2,25‑鳩.第七巻一六〇〜六一,一六二,一六七〜八頁｡

ll) ibid‥
12) ibid‥

Bd. Ⅴ, S. 26‑7.第七巻一六八〜九貢｡
Bd. Ⅴ, S. 34.第七巻一八三頁｡
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理をたてる｡カントはそれを体系的に展開していないが,他人を自分と同じく自由に意志決

定する存在者として認め,その自由意志に反して他人を侵害しない,他人を手段として扱わ
ないなど,要するに万人の共存を実質的にではなく,形式的に保証する原理である｡これは
行為の目的というより行為の条件である｡しかも行為の結果を規制するのではなく,行為を

めざす意志を規制する普遍的条件である｡自己幸福という実質的目的を追求する人間相互の
共存的社会的関係を規制する法則であり,それが外面的規制としてではなく,内面的な心術
のあり方として論ぜられるかぎり,道徳が問題にされているといえる｡実践の問題はモラル
の問題に収赦する｡幸福を追求する行為は実践とは認められない｡その行為においても意志
は働いていようが,意志は自然必然に規定されていて自由ではない｡なぜなら幸福の追求と
は快を求め不快をしりぞける行為であるが,快･不快の感情は事物の現存在に依存している
から13),快･不快の感情に左右される意志は自然の事物の因果必然的連関にくみこまれてい

る｡幸福とは身体的存在,感性的存在としての人間の自己充足であるから,身体は人間の自
然として,事物の自然的世界と切り離しがたく結びついており,人間はその身体性によって
自然的世界にいはば住みついている｡だからといって身体的存在としての人間はけっして物
ではなく,やはり人間なのだが,カントはこの生ま身の人間を自然の因果的連関に従属する

｢物｣にしてしまった｡本来の人間は身体性を抜け出した純粋意識の領域にしか存在しない
のである｡身体性は物化し自然化する｡カントによると何が幸福か何が快適であるかほひと
それぞれで主観的であり,また幸福追求の手段も経験的,偶然的とされるから,ひとびとは

幸福の世界における自然を,理論哲学の対象となった物理的自然のように客観的には認識し
えないのである｡欲望は何かに規定されているが,ひとはそれを自覚せず,またそれぞれに

経験に基づいて欲望充足に奔走するにしても,人々の同様な諸行為が総体としてどのような
普遍必然的な法則にしたがっているかは認識しえないから,自由な制御のきかないなにか大

きな力に翻弄されることになる｡実践的見地からみられた自然は,理論的見地における物理
的自然とは異なった自然である｡それはいわば社会的自然なのだ｡しかし自然であることに
は変りなく,物理的自然とは同質ではないにしても,カントの目にはそれもやはりひとつの

自然である｡かれはこの自然を人間の実践の産物と捉えることができない｡実践哲学のなか
で扱おうとしない｡しかしこの自然を,その法則性が認識できないものとして放置すること

はできない｡物理的自然の認識と同じではないにしても,この自然の認識も可能でなければ
ならない｡ここにカントの歴史哲学が生ずるが,これについてはのちに論ずる｡

実質的世界としての幸福の世界から切り離され,形式的普遍の世界として確保された道徳
の世界に,人間は身体性を脱却して純粋な意識として住まっている｡共存する人と人との関
係は意識のなかにおいてのみ理想的なかたちでとり結ばれ,それを物を媒介にした現実の社
会に実現することはできない｡現実は弱肉強食の利己的競争の世界であり,意識のなかでの
み人々は理想的な共同体に住んでいる｡道徳は命令として,義務として, ｢汝なすべし｣と
人々に呼びかける｡ただし外からの強制としてではなく,内心の声,良Llの声として聞えて
くる｡その声は普遍的で不可避的･必然的である｡しかし｢それをなしうる｣かどうかは別
の問題であり,現実の状況,諸条件に左右される｡カントにとって内心の声を聞くところま

でが実践,すなわち自由な行為というか自由な意志作用であって,それを実現しうるかどう
13) ibid., Bd. Ⅴ, S. 22,34.第七巻一六二,一八二貢｡
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かは実践の問題ではない｡その意味でかれの実践哲学は無力の哲学である｡モラルは普遍的
でどんな平凡な人間の知性にも洞察されるが,利益の追求はむずかしく,才能,力量を用す
るとされる14)から,利己的な競争での優劣は能力の差として是認されることになるだろう0

敬慶な心情をもった道徳的人間は,現実の競争社会では敗北者になるしかないであろう｡他
方では,良心の声を聞きながら,それに反して利己的な行動をとることは必ずしも否定され
ないだろう｡実質的内容を捨象した形式的普遍はかえってどんな特殊的な内容をも受け入れ
ることになる｡普遍性を標傍して特殊的利害が追求されても,それを黙認するしかない｡カ
ント的な悟性主義からみると結びつきえないはずの普遍的形式と特殊的な内容とはつねに結
びついているのであって,それが市民社会の現実ではないだろうか｡結びつきえないものが
なぜ結びついているか,この矛盾的一体の根源をあばき出すことをせず,形式的普遍を実質

的特殊から切り離して確保してみても,後者が貫徹する現実を変えることにはならず,むし
ろ現実をたてまえのうえで是認することになるだけである｡もっとも当時のドイツの状況の

なかでは,カントの形式的実践哲学はある積極的な意味をもった｡これは後述する｡
普遍必然的法則性をめざしたカントの実践哲学は,理論哲学と同様,人間的世界を二重化
する二元論に陥ってしまった｡ここに物自体が実践哲学においても克服されえない原因があ
るが,その点について立入って分析するまえに,道徳法則と自由の問題を簡単に検討してお
きたい｡このなかからも人間の二重性が浮き出してくるからである｡

カントは実質を捨象する形式化の方法によって行為の外面性を捨象し,意志の対象を捨象
して自由な意志作用という形式的極限に到達し,同様な方法で実践の問題を道徳の問題へ収

赦させ,形式的な道徳法則を抽出したが,この自由な意志作用と道徳法則とはひとつに結び
つき,道徳は自由な意志を必然的に規定する実践的法則とされるのである15)｡自由と必然的
法則という一見対立する両概念は結びつけられ,形式的であるがゆえに無際限に認められた

かにみえた自由は,じつは一定の法則を納得承認して自主的にそれに従う自由であった｡こ
れを自律,自己立法といっても,自ら法則を生み出すことではなく,やはり前提,所与はあ

り,道徳的法則を否定する自由は認められない16)｡能動的活動性であるという実践の特徴が

純粋に存在するところを求めて得られた自由な意志作用も,結局はみずから産出する活動で
はなくて,やはり所与を前提とするものであった｡形式主義の極地に得られた自由は実存的
自由ではなかった｡カント哲学のなかで実存的自由が認められるのは,奇妙な言い方だが,
神のみである｡神のみが自ら法則を生みだし,自由に自ら欲するところのものになっていけ

る｡またそれは同時に世界を形づくることでもある｡そのような自由な実践主体には人間は

なれない｡社会的自然をも含めた自然の諸事物を貫く因果必然からは自立して自由であるこ
とに人間の人間たるゆえんを認めたカントも,その人間に無際限な自由は許さなかった｡自
然必然とはちがった必然,つまり共同体的存在としての人間に課せられたモラルの必然を否

定する自由は認められない｡人間は共同体のなかではじめて人間になる｡自由な人格として

形成されるという正しい洞察がここにはあるが,しかしかれが道徳的法則に到達する方法的
模範としたのは自然科学的な法則概念であり,自由な主体としての人間は,幸福を追求する
14) ibid., Bd. Ⅴ, S. 36.第七巻一八七頁｡
15) ibid., Bd. Ⅴ, S. 29.第七巻一七四頁｡
16) Metaphysik der Sitten, Bd. ⅤⅠ, S.266.第十一巻五〇貢｡
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生ま身の人間,感性的身体的存在としての人間を切り捨てることで獲得されていることを思
えば,自由な意志と必然的な道徳法則を結びつけるというカント実践哲学のもっとも評価す
べきところにもっとも大きな欠陥があると疑ってみる必要があるのではないだろうか｡無際

限な,慈恵的な自由を人間の本質とすることはまさしく形式的把握であり認められないにし
ても,普遍的な道徳法則に自発的自律的に従うことのみを自由とするなら,自由の主体から
実存の契機は消え,人間は一般法則を実現する個々の｢担い手｣になってしまわないだろう
か17),人間はアプリオリに確定された本質を表現する個別的事例になってしまわないだろう

か｡人間の対象的実践活動とその産物を人間のものとはみなさず,自然,物象とみて,その

彼岸に人間としての人間,純粋意識としての人間を確保しようとしたカントの実践哲学は,
その人間の領域でも人間を物象化してしまったのではないだろうか｡
法則と自由の結びつきを,実存を抹殺する人間の物象化とみるのは,じつは少々先まわり

した結論で,カント自身はもちろんそのようには考えていない｡自由な意志を必然的な道徳
法則が規定するという命題は,かれにとっては,いささかも矛盾をはらんでいず,むしろか

れがもっとも積極的に主張せんとする主要点なのである｡かれがここで出発点としているの
は,我々が誰でも持っている内面的な経験である｡すなわち我々が自己の利己的な目的,秩
壁,利益を手段を選ばず追求しようとするとき,内心に聞えてくる自制,禁止の声である｡
それは外から我々を梨肘するのではなく,我々の内から,利己的な自己を制御し否定して自

分をより高いもの‑越え出ていかせようとする意識の働きである｡場合によっては人間は自
己の生存をもみずから否定してなにかを実現しようとする｡このような自己超越は,人間が
自己意識をもった存在である以上,誰でも多かれ少なかれ経験するところで,カントもどん
な平凡な人間にとっても自然で普遍的な事柄だと言っている18)｡かれはこの意識を欲望的存

在としての自己を越えようとする意識,感性的なものがまといついていない純粋意識とみて,
理性,実践理性と呼んでいる｡自己超越の意識は必ずしも道徳的とは限らないと思われるが,

かれは幸福を追求する感性的欲望的自己をつねに利己的と考えたから,それを越えようとす
る意識は非利己的な共同存在としての人間本質に由来するもの,すなわち道徳的意識とした｡
なぜ人々が道徳的意識をもつか,その理由はもはやそれ以上証明することのできない実践理
性の事実である19)｡ところで人間は一方では欲望的感性的存在であることをやめることはで

きないから,理性的な道徳的意識は,人々にかくすべしという命令の声として自覚される｡

その通り実行できるかどうかは別にして(これは実質的問題),少なくとも意識の上ではい
つでも必ずそうしなければならないと自覚されるから,道徳的意識は普遍必然的な法則の意
識である｡しかし法則性の自覚がなぜ自由と結びつくのか｡ Sollenを内心に聞くことがな

ぜ自由なのか｡欲望や快･不快の感情は事物の現存在に依存しているから,自己幸福の追求
が目的意識的におこなわれるにしても,そこでの意志は感性的存在としての人間をも含めた

事物の自然的因果連関に規定されていて自由でない｡そのような自然のメカニズムを越えよ
うとするのが理性的存在としての人間がいだく道徳的意識であるから,そこに自由があると
いうのがカソトの公式な解答であろう｡あるいはまた,現実には人間は利己的であらざるを
えず,自己保存のみを考えざるをえないが,意識のうえではそうであるべきでないと思うこ
17) 『ルカ‑チ著作集』十巻二八一頁｡
18) K. d. p. Ⅴ., Bd. Ⅴ, S. 36,87.第七巻一八七,二六二頁｡

19) ibid., Bd. Ⅴ, S. 31,46.第七巻一七八,二〇〇頁｡
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とはできる｡つまり意識のなかだけにせよ,現実の状況の被制約性を越えることができるか
ら自由だということになるだろう｡しかしカントとは反対に幸福追求を人間の本来的なあり
方とする者にとってほ,それを制約するような道徳は不自由として意識されるわけで,カソ
トが幸福追求を価値的に低いものとし,人間の感性的身体的側面を理性的な純粋意識に従属
させたがゆえに,道徳的法則の自覚が自由とされたのであって,それとは別の立場から幸福と

道徳,感性と理性,自由を捉えることは可能である｡これは抽象論議をしても無意味と思わ
れるので,あとで近代市民社会の構造とそれを表現する思想のあり方として論じたい｡幸福
追求が道徳に連続し,道徳的であることと幸福であることとが一致するような状態はたんな
る理念であって,未来永劫にこの世では実現しないかもしれないが(この問題をカントは魂
の不死と神の存在の要請として論じている｡これものちにとりあげる),カントのように福

と徳,感性と理性をきっぱりと原理的に分けてしまうのもまた現実に即さないと思われる｡
というよりはのちに述べるように,カントの思想はたしかにドイツの現状,あるいは市民社

会の構造をかなり正確に表現しているが,それを変革する思想にはならないのである｡物自
体の問題はこの観点で検討されねばならない｡ (未完)

