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ルシュカによれば，許容法則は例外を正当化するものではなく，ある行為をそ
れが命令も禁止もされておらずそれらに反してもいないと承認・認可するもの
である。こうした解釈は許容概念の思想史に基づいてなされており，カントの
道徳哲学体系とも一貫性があるため非常に説得力がある。そこで我々はまずは
フルシュカに依拠しつつ，カントの道徳哲学と矛盾しているかにみえる許容法
則の概念を分析し，その意味を理解しようとつとめる。しかしそれだけではな
く我々は，許容法則というカント哲学の縁に記された概念を通じて，彼の法的・
政治的思考の核心にあるものを開示しようとも試みる。ただし現実政治に関わ
る『永遠平和』と法形而上学的な『法論』の議論は，明らかに目的や内容を異
にしており，許容法則の用いられ方にも差が出てくることが予想される。実際，
フルシュカは『永遠平和』と『法論』の許容法則は同じではないとして，前者
にブラントの解釈（禁止された行為の例外的許容）が妥当することを認めてい
る（ 5 ）。しかしこうした理解は修正を要する。両著作の概念はカントの法哲学
的論理としては一貫して解釈できるが，他方で理論的・実践的意図においては
異なっている，と言うべきである。このことを理解するためには， 2 つの著作
の許容法則をそれぞれ異なるコンテクストに差し戻すことが必要となる。
　それは第 1 に，『法論』「人倫の形而上学への序論」で許容法則と同時に論じ
られている，どうでもよいこと
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（adiaphora）に関する問題史である。カントに
よれば，許容法則は「まったくのどうでもよい行為（adiaphoron）には関わら
ない」（6：223）。この切断的な言明は，これまでほとんど注目されてこなかっ
たが，実は歴史的に重要な意味を持っている。というのも，そもそも許容法則
はストア派の adiaphora 概念に出自を持ち，歴史上，許容される対象として
adiaphora が論じられていたからである。確かに先行研究は，許容法則概念が
中世からドイツ自然法に至るまでの歴史を持つことを明らかにしたが，その際
自然法の伝統からカントへの継受の側面にもっぱら注意を向け，その間にあり
うる差異を明確にできていない（ 6 ）。カントがどのように差異化を図っている

　イマヌエル・カントは晩年，『永遠平和のために』（1795）や『人倫の形而上学・
法論』（1797）のなかで，許容法則（Erlaubnisgesetz）という概念を用いて，法
と政治に関する議論を展開した。前者では許容法則によって，「永遠平和のた
めの予備条項」の執行を延期することや（8：347f.）（ 1 ），不法な国家体制を持続
させることが許容される（8：372f.）。他方で『法論』では，所有権の演繹が行
われる「第 1 部・私法」で，許容法則が外的対象の占有を正当化するものとし
て用いられている（6：246f.）。これらは，カントの道徳哲学の一般的な理解か
らすればまったく奇妙なことである。というのもそれ以前の著作，すなわち『人
倫の形而上学の基礎づけ』（1785）や『実践理性批判』（1788）の観点からは，
カントにとって道徳法則は唯一定言命法であり，それは義務として何かをなす
かなさないかのいずれかしか規定しないと考えられるからである。つまり，道
徳法則は命令法則か禁止法則かのいずれかでしかないはずである。それなのに
晩年の 2 つの著作では，実践理性の許容法則が問題になっている。別の形でこ
の不思議を表現すれば，こうなる。許容法則が許容する行為は，命令・禁止法
則に対してどのような関係にあるのか。それが道徳法則の命令・禁止に反した
行為であるなら，許容法則はどうしてそれを許容することができるのか。反対
にそうでないのなら，何のために命令と禁止以外に許容法則が必要になるのか。
　この問題にいち早く注目したラインハルト・ブラントは，許容法則を禁止法
則の例外だと考えた（ 2 ）。許容法則は何らかの目的（所有権の定立，永遠平和の

実現など）のために，やむをえない場合に，禁止された行為を例外的に正当化
するというのである（ 3 ）。他方，近年ではヨアヒム・フルシュカがこれを否定し，

『法論』の許容法則は行為に「権能を付与する規範」であると主張した（ 4 ）。フ

（ 1 ）　カントからの参照・引用は，アカデミー版全集（Kants gesammelte Schriften,�hg.�
von�der�Königlich�Preußischen�Akademie�der�Wissenschaften,�Berlin,�1902ff） の 巻
数・頁数を順に表記する。岩波版全集も参考にしたが，断りなく訳文を改めている。
原文にあるカント自身による強調は煩雑になるため省略した。傍点と［�］による補足
は筆者によるものである。

（ 2 ）　Reinhard�Brandt,�Das�Erlaubnisgesetz,�oder:�Vernunft�und�Geschichte� in�Kants�
Rechtslehre,�in�ders.�（Hg.）,�Rechtsphilosophie der Aufklärung: Symposium Wolfenbüt-
tel 1981,�Berlin:�de�Gruyter,�1982,�S.�233-285.

（ 3 ）　同様の見解として，ヴォルフガング・ケアスティング，舟場保之・寺田俊郎監訳『自
由の秩序 ― カントの法および国家の哲学』ミネルヴァ書房，2013年，178-179頁。
Katlin�Flikschu,�Kant and Modern Political Philosophy,�Cambridge:�Cambridge�
University�Press,�2000,�pp.�80-112.

（ 4 ）　Joachim� Hruschka,� “The� Permissive� Law� of� Practical� Reason� in� Kant’s�
Metaphysics�of�Morals”,�Law and Philosophy�23,�2004,�pp.�45-72.�B.�Sharon�Byrd�and�
Joachim�Hruschka,�Kant’s Doctrine of Right: A Commentary,�Cambridge:�Cambridge�
University�Press,�2010,�chap.� 4 ,�pp.�94-106.

（ 5 ）　J.�Hruschka,�“The�Permissive�Law�of�Practical�Reason”,�pp.�51-52.�B.�Byrd�and�J.�
Hruschka,�Kant’s Doctrine of Right: A Commentary,�pp.�95-99.
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　以下ではまず許容法則を『法論』の定義に即して確認し（Ⅰ節），それと
adiaphora の関係を見る（Ⅱ節）。次に adiaphora をめぐる議論を思想史のなか
で把捉し，その法的・道徳的ステータスの曖昧さゆえにいくつかの問題系が生
じていたことを示す（Ⅲ節）。これと対比させたとき，カントの許容法則と
adiaphora の議論の背景に，理性法の極大的包括性と例外の排除という理論的
革新を読み取ることができる（Ⅳ節）。その後，許容法則が実際に用いられて
いる『法論』「第 1 部・私法」での占有の正当化の議論（Ⅴ節），さらに『永遠
平和』の議論を検討する（Ⅵ節）。最後に，後者を同時代プロイセンのコンテ
クストに位置づけなおし，許容法則が現実に暫定性を与える規範としての役割
を果たしていたこと，さらにそれが政治の概念的再構築を意味していたことを
明らかにする（Ⅶ節）。

Ⅰ　許容法則と単に許容された行為

　許容法則に定義が与えられるのは『法論』「人倫の形而上学への序論」にお
いてである（以下6：222f.。傍点は筆者，（ ）はカント自身によるものである）。カ
ントはまず，許容された行為と許容されていない行為を区別している。

拘束性Verbindlichkeitに反しない行為は許容されているerlaubt�（licitum）。
そして対立する命法によって制限されていないこの自由は，権能 Befugnis�

（facultas�moralis）と呼ばれる。ここから自ずと，何が許容されていないか
unerlaubt�（illicitum）が理解される。

拘束性とは，ある行為がなされるように，あるいはなされないように規定され
ていることを意味する。許容されている行為は拘束性に反していないものであ
り，その行為には自由になされうるものとして権能が与えられる。権能はラテ
ン語表記に従えば道徳的能力と理解されるものである。続いて，定言命法と許
容の関係が説明される。

定言命法は，ある行為について拘束性を言明するので，道徳的・実践的法
則である。しかし，拘束性は単に実践的必然性だけを含むのではなく［…］，
強要をも含むので，想定されている命法は命令法則か禁止法則のいずれか

かは，これまで見落とされてきたもう一方の adiaphora の歴史との関係を踏ま
えることで明らかになる。adiaphora は法の埒内にあるのか埒外にあるのかが
曖昧な事柄であり，そのために複数の法がそれに対する支配を争うという事態
や，ある法がそれを禁じても別の法が例外的にそれを正当化するという錯綜し
た事態を誘発してきた。カントは許容法則のもとに置かれる行為を adiaphora
とは表現せず，adiaphora は理性法内部に存在しえないものとなる。こうした
処理の背景には，法体系内部に例外の入り込む余地をなくし，理性法の極大的
包括性と一貫性を追求しようとするカントの法哲学的企図が看取されるだろう。
　第 2 に我々は，『永遠平和』が書かれた同時代プロイセンの政治的状況に着
目する。ブラントもフルシュカも，『永遠平和』の許容法則は禁止された行為
を例外的に正当化するものだと考えているが，もしそうなのだとすればカント
の政治的思考の少なくとも一部に，ある種の例外的な法の侵犯の正当化を見て
取ることにならざるをえない。しかし，こうした解釈はむしろカントがすでに
乗り越えていた地点への退行である。『永遠平和』の許容法則は『法論』と同
様の論理を持つものとして解釈可能であるが（ 7 ），それは同時に，法形而上学
的な議論とは違って，現実に極めて関連の深い政治的機能を持たされてもいる。
それは非適法的な体制が持続するのを，そこから理念の実現が見込まれるその
限りで，暫定的に許容するというものである。こうした許容法則の機能は，同
時代プロイセンの文脈に位置づけられれば，その政治性がよりよく理解される
だろう。1790年代のプロイセンは，オーストリアの急進的な改革とフランス革
命という 2 つの挫折した政治的企図を目の当たりにして急速に保守化してい
た。『永遠平和』の許容法則は，同時代の硬直化ないし反動化した政治に対して，
暫定的許容という視点から，理念の実現という政治本来の役割を回復させる。

（ 6 ）　J.�Hruschka,�Das deontologische Sechseck bei Gottfried Achenwall im Jahre 1767,�
Göttingen:�Vandenhoeck�&�Ruprecht,� 1986.�Matthias�Kaufmann,�Was�erlaubt�das�
Erlaubnisgesetz�-�und�wozu�braucht�es�Kant?,�Jahrbuch für Recht und Ethik�13,�2005,�
S.�195-219.�Brian�Tierney,�Liberty and Law: The Idea of Permissive Natural Law,�
1100-1800,�Washington�D.�C.:�The�Catholic�University�of�America�Press,�2014.

（ 7 ）　フルシュカの議論に則って両著作間の整合性を主張する研究として，�石田京子「カ
ント法哲学における許容法則の位置づけ」，日本カント協会編『日本カント研究 8 』，
2007 年，161―176 頁。Aaron�Szymkowiak,� “Kant’s�Permissive�Law:�Critical�Rights,�
Sceptical�Politics,”�British Journal for the History of Philosophy�17 （ 3 ）,�2009,�pp.�
567-700.� Jacob�Weinrib,� “Permissive�Laws�and�the�Dynamism�of�Kantian�Justice,”�
Law and Philosophy�33,�2014,�pp.�105-136.
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（ 6 ）　J.�Hruschka,�Das deontologische Sechseck bei Gottfried Achenwall im Jahre 1767,�
Göttingen:�Vandenhoeck�&�Ruprecht,� 1986.�Matthias�Kaufmann,�Was�erlaubt�das�
Erlaubnisgesetz�-�und�wozu�braucht�es�Kant?,�Jahrbuch für Recht und Ethik�13,�2005,�
S.�195-219.�Brian�Tierney,�Liberty and Law: The Idea of Permissive Natural Law,�
1100-1800,�Washington�D.�C.:�The�Catholic�University�of�America�Press,�2014.

（ 7 ）　フルシュカの議論に則って両著作間の整合性を主張する研究として，�石田京子「カ
ント法哲学における許容法則の位置づけ」，日本カント協会編『日本カント研究 8 』，
2007 年，161―176 頁。Aaron�Szymkowiak,� “Kant’s�Permissive�Law:�Critical�Rights,�
Sceptical�Politics,”�British Journal for the History of Philosophy�17 （ 3 ）,�2009,�pp.�
567-700.� Jacob�Weinrib,� “Permissive�Laws�and�the�Dynamism�of�Kantian�Justice,”�
Law and Philosophy�33,�2014,�pp.�105-136.
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た。フルシュカはプーフェンドルフ（Samuel�von�Pufendorf,�1632-94）や，トマ
ジウス（Christian�Thomasius,�1655-1728），ダルイェス（Joachim�Georg�Darjes,�

1714-91），クルジウス（Christian�August�Crusius,�1715-75）らの議論を追跡し，
カントへの直接の継受として彼が長年自然法講義で教科書に使っていたアッヘ
ンヴァル（Gottfried�Achenwall,�1719-72）を挙げている（ 9 ）。アッヘンヴァルは，

『自然法の考察』（1754）で，法則に反した行為と法則に反しない行為を区分し，
前者を法的に許されていない行為（actio� iuridice� illicita），後者を法的に許され
ている行為（actio� iuridice� licita）と呼んだ。後者はさらに法則によって決定さ
れているかどうかによって区分され，決定されていれば義務，決定されていな
ければ法的に単に許された行為（actio�iuridice�permissa�dumtaxat），どうでもよ
い行為（actio�indifferens），または単なる能力の事柄（res�merae�facultatis）と呼
ばれる（10）。フルシュカによれば，アッヘンヴァルの画期は包括的な行為の枠
組みとして，（ 1 ）義務／どうでもよい行為，（ 2 ）命令された行為／許容され
た不作為（命令されていない行為），（ 3 ）禁止された行為／許容された作為（禁

止されていない行為）という 3 つの互いに排除しあう対概念を対角線としても
つ，義務論の六角形を定式化したことにある（下図）（11）。
　上記の『法論』の引用箇所は，まさにこのアッヘンヴァルの定式化を引き継

であり，それぞれ作為か不作為を義務として表す。

ここで義務は，あることをなせという命令のみならず，あることをするなとい
う禁止を含む上位のカテゴリーである。定言命法はその意味で義務を規定する
命令・禁止法則である。先ほどの引用に従えば，許容されている行為は義務に
反していない行為と言い換えられるだろう。このように義務と許容の関係を定
義したあと，カントは許容法則の存在について厄介なことを述べ始める。

命令されても禁止されてもいない行為は，単に許容されている
4 4 4 4 4 4 4 4 4

bloß�
erlaubt。というのもそれに関しては自由（権能）を制限するいかなる法則も，
従っていかなる義務も存在しないからである。そうした行為は人倫的にど
うでもよい sittlich-gleichgültig（indifferens,�adiaphoron,�res�merae�facultatis）。
問題になるのは，そのような行為が存在するのかどうか，存在するとすれ
ば，自分の好きなように何かをしたりしなかったりすることが自由である
ために，命令法則（lex�praeceptiva,�lex�mandati）と禁止法則（lex�prohibitiva,�

lex�vetiti）のほかに，なお許容法則
4 4 4 4

Erlaubnisgesetz（lex�permissiva）が必
要なのかどうか，ということである。

フルシュカが指摘するように，ここでカントは「許容されている erlaubt」と「単
に許容されている bloß�erlaubt」を区別している（ 8 ）。許容されている行為は，
義務に反していない行為であった。ここで示唆されているのは，許容された行
為には義務に従った作為・不作為だけでなく，義務として作為あるいは不作為
が規定されていない行為（命令も禁止もされていない行為）も含まれているとい
うことである。前者は命令・禁止法則に包摂されるが，後者はカントが単に許

4 4 4

容されている
4 4 4 4 4 4

と呼ぶ行為であり，許容法則に包摂される。引用箇所でカントは
許容法則の存在について自問しているが，後で確認するように『永遠平和』や

『法論』「第一編・私法」の箇所では実際に許容法則が論じられており，その存
在をカントが確信していたのだと想定できる。
　ここで用いられている用語法や分類自体は，カントが新しく練り上げたもの
ではなく，すでにドイツ自然法論のなかで広範囲に議論されてきたものであっ

（ 8 ）　J.�Hruschka,�“The�Permissive�Law�of�Practical�Reason,”�pp.�48-50.

（ 9 ）　J.�Hruschka,�Das deontologische Sechseck,�S.�39-48.
（10）　Gottfried�Achenwall,�Observationes Iuris Naturalis,�Göttingen:�Sumptonis�Victorini�

Bossiegeli,�1754,�§IVf.�引用は J.�Hruschka,�Das deontologische Sechseck,�S.�57f.�（Anm.�
44.）による。

（11）　J.�Hruschka,�Das deontologische Sechseck,�S.� 7 -22.�図についても同様の箇所を参照
した。図の内側の矢印はそれぞれ否定を，外側に書かれた矢印は包含を示す。

義務的な行為

命令された行為 禁止された行為

許容された作為
（禁止されていない行為）

許容された不作為
（命令されていない行為）

どうでもよい行為
（命令も禁止もされてもいない行為）
（Kant: 単に許容された行為）

202　カントと許容法則の挑戦.indd   138-139 2015/07/03   16:39:33



138 139

［法と哲学 創刊第 1 号（2015．6 ）］ 〈Ⅱ　論説〉　 2 　カントと許容法則の挑戦〔網谷　壮介〕

法と哲学 法と哲学

た。フルシュカはプーフェンドルフ（Samuel�von�Pufendorf,�1632-94）や，トマ
ジウス（Christian�Thomasius,�1655-1728），ダルイェス（Joachim�Georg�Darjes,�

1714-91），クルジウス（Christian�August�Crusius,�1715-75）らの議論を追跡し，
カントへの直接の継受として彼が長年自然法講義で教科書に使っていたアッヘ
ンヴァル（Gottfried�Achenwall,�1719-72）を挙げている（ 9 ）。アッヘンヴァルは，

『自然法の考察』（1754）で，法則に反した行為と法則に反しない行為を区分し，
前者を法的に許されていない行為（actio� iuridice� illicita），後者を法的に許され
ている行為（actio� iuridice� licita）と呼んだ。後者はさらに法則によって決定さ
れているかどうかによって区分され，決定されていれば義務，決定されていな
ければ法的に単に許された行為（actio�iuridice�permissa�dumtaxat），どうでもよ
い行為（actio�indifferens），または単なる能力の事柄（res�merae�facultatis）と呼
ばれる（10）。フルシュカによれば，アッヘンヴァルの画期は包括的な行為の枠
組みとして，（ 1 ）義務／どうでもよい行為，（ 2 ）命令された行為／許容され
た不作為（命令されていない行為），（ 3 ）禁止された行為／許容された作為（禁

止されていない行為）という 3 つの互いに排除しあう対概念を対角線としても
つ，義務論の六角形を定式化したことにある（下図）（11）。
　上記の『法論』の引用箇所は，まさにこのアッヘンヴァルの定式化を引き継

であり，それぞれ作為か不作為を義務として表す。

ここで義務は，あることをなせという命令のみならず，あることをするなとい
う禁止を含む上位のカテゴリーである。定言命法はその意味で義務を規定する
命令・禁止法則である。先ほどの引用に従えば，許容されている行為は義務に
反していない行為と言い換えられるだろう。このように義務と許容の関係を定
義したあと，カントは許容法則の存在について厄介なことを述べ始める。

命令されても禁止されてもいない行為は，単に許容されている
4 4 4 4 4 4 4 4 4

bloß�
erlaubt。というのもそれに関しては自由（権能）を制限するいかなる法則も，
従っていかなる義務も存在しないからである。そうした行為は人倫的にど
うでもよい sittlich-gleichgültig（indifferens,�adiaphoron,�res�merae�facultatis）。
問題になるのは，そのような行為が存在するのかどうか，存在するとすれ
ば，自分の好きなように何かをしたりしなかったりすることが自由である
ために，命令法則（lex�praeceptiva,�lex�mandati）と禁止法則（lex�prohibitiva,�

lex�vetiti）のほかに，なお許容法則
4 4 4 4

Erlaubnisgesetz（lex�permissiva）が必
要なのかどうか，ということである。

フルシュカが指摘するように，ここでカントは「許容されている erlaubt」と「単
に許容されている bloß�erlaubt」を区別している（ 8 ）。許容されている行為は，
義務に反していない行為であった。ここで示唆されているのは，許容された行
為には義務に従った作為・不作為だけでなく，義務として作為あるいは不作為
が規定されていない行為（命令も禁止もされていない行為）も含まれているとい
うことである。前者は命令・禁止法則に包摂されるが，後者はカントが単に許

4 4 4

容されている
4 4 4 4 4 4

と呼ぶ行為であり，許容法則に包摂される。引用箇所でカントは
許容法則の存在について自問しているが，後で確認するように『永遠平和』や

『法論』「第一編・私法」の箇所では実際に許容法則が論じられており，その存
在をカントが確信していたのだと想定できる。
　ここで用いられている用語法や分類自体は，カントが新しく練り上げたもの
ではなく，すでにドイツ自然法論のなかで広範囲に議論されてきたものであっ

（ 8 ）　J.�Hruschka,�“The�Permissive�Law�of�Practical�Reason,”�pp.�48-50.

（ 9 ）　J.�Hruschka,�Das deontologische Sechseck,�S.�39-48.
（10）　Gottfried�Achenwall,�Observationes Iuris Naturalis,�Göttingen:�Sumptonis�Victorini�

Bossiegeli,�1754,�§IVf.�引用は J.�Hruschka,�Das deontologische Sechseck,�S.�57f.�（Anm.�
44.）による。

（11）　J.�Hruschka,�Das deontologische Sechseck,�S.� 7 -22.�図についても同様の箇所を参照
した。図の内側の矢印はそれぞれ否定を，外側に書かれた矢印は包含を示す。

義務的な行為

命令された行為 禁止された行為

許容された作為
（禁止されていない行為）

許容された不作為
（命令されていない行為）

どうでもよい行為
（命令も禁止もされてもいない行為）
（Kant: 単に許容された行為）

202　カントと許容法則の挑戦.indd   138-139 2015/07/03   16:39:33



140 141

［法と哲学 創刊第 1 号（2015．6 ）］ 〈Ⅱ　論説〉　 2 　カントと許容法則の挑戦〔網谷　壮介〕

法と哲学 法と哲学

が立法する命令・禁止法則に選択意志が一致するという関係が自由の積極的概
念なのであれば，では消極的な意味で自由な選択意志と理性の関係はどのよう
なものだろうか。消極的な意味で自由な選択意志の行為は，命令・禁止法則と
選択意志の一致が求められるような行為ではない以上，それに関しては命令も
禁止もされていない行為である。例えば，ビールを飲むかワインを飲むか，魚
を食べるか肉を食べるかといったことについては，道徳的な義務はありえない
だろう（6：409）（15）。しかし，かといってそれは感性的刺激や衝動といった自
然法則に規定されているわけでもない。それゆえ，そうした行為は消極的な意
味で自由であると認められねばならないが，そのためには（「自分の好きなよう

に何かをしたりしなかったりすることが自由であるためには」（6：223）），それは定
言命法ではないが理性に由来する何らかの法則のもとに置かれなければならな
い（16）。つまり，カントにとって法則は自然法則か理性法則のいずれかであり，
自由の消極的概念が関わるのは，定言命法ではない理性の法則である。カント
はそれを許容法則として提示していると考えられる（17）。こうして許容法則は，
命令も禁止もされていない行為を単に許容された行為として承認する。言い換
えれば，許容法則はある行為を命令も禁止もされておらずそれらに反してもい
ない行為として，消極的な意味で自由になされたものとして認め，それに権能

（道徳的能力）を付与する規範（power�conferring�norm）である（18）。

ぐものである。カントにおいても，行為の全領域が，義務として何かをなす行
為（命令された行為），義務として何かをなさない行為（禁止された行為），義務
が存在せず単に許容される行為の 3 つに区分され，それぞれに命令・禁止・許
容法則が与えられる。図の黒塗りの逆三角形は，これらの法則に包摂される行
為をそれぞれ表している。ただし，すぐあとで述べるようにアッヘンヴァルが

「どうでもよい行為」とする部分を，カントはそのように表現せずに「単に許
容された行為」と表現する。これら 3 つの法則は義務に関して，同時に競合す
ることがなく排他的な関係にあり，すべての行為を規定している。
　さらにアッヘンヴァルによれば，命令・禁止法則に対して，法則が「何かを
許容されて行う能力 facultas�aliquid�licite�agendi」を「与える tribuere」なら，
それは「許容法則 lex�permittens�（permissiua）」と呼ばれる（12）。プーフェンド
ルフ，トマジウス，ダルイェスらは，法則は行為の拘束性にかかわるものであ
るが，どうでもよい行為に関してはそうした拘束性は存在しないという理由か
ら，許容法則の存在を疑ったが（13），アッヘンヴァルは許容法則をある行為に
能力を付与するもの
4 4 4 4 4 4 4 4 4

として定義変更したのである。フルシュカが述べるように，
こうした許容法則の性格は，カントにおいても引き継がれていると考えられ
る（14）。ただし，それはカントの道徳哲学体系のなかに整合的に組み込まれて
いる。カントにとって義務の法則である定言命法は，理性が立法するものであ
る。人間は自分の選択意志（Willkür）の格率を理性によって立法された定言命
法に従わせることができる。それは自律（Autonomie），自由の積極的概念と呼
ばれる。ただし人間は，完全な理性的存在者ではないので，その選択意志は理
性の立法する定言命法と必ずしも常に一致するわけではない。しかし他方で，
人間の選択意志は動物と違って感性的な刺激や衝動といった自然法則によって
完全に規定しつくされるわけでもない。そこで，人間の選択意志が感性的な刺
激や衝動からは独立しているということ，このことは自律が自由の積極的概念
と呼ばれるのに対して，自由の消極的概念と呼ばれる（6：213f.）。さて，理性

（12）　G.�Achenwall,�Prolegomena Iuris Naturalis,� 2 .�Aufl.,� Göttingen:� Sumptibus�
Victorini�Bossiegeli,�1763,�§90,�S.�89f.�

（13）　プーフェンドルフについては B.�Tierney,�Liberty and Law,�pp.�279―282，ダルイェ
スについては pp.�317-320，トマジウスについては，J.�Hruschka,� “The�Permissive�
Law�of�Practical�Reason,”�pp.�60-61（fn.�44,�45）を参照。『永遠平和』のなかで，カン
トは許容法則に対するこうした疑義に触れている（8：347f.�Anm.）。

（14）　J.�Hruschka,�“The�Permissive�Law�of�Practical�Reason,”�pp.�56-58.

（15）　もちろん，例えば「健康のために何を食べるべきか」といった仮言命法に関わる問
題，「怜悧の助言 Ratschlag�der�Klugheit」（『人倫の形而上学の基礎づけ』4：417）に
関しては，ビールかワインかといったことはレレヴァントである。しかしただ一般的
に「ビールを飲むかワインを飲むか，どちらが道徳的義務か」と問われるならば，「そ
れについては道徳的義務は存在せず，単に許容されている」と答えるしかない。

（16）　石田京子「カント法哲学における許容法則の位置づけ」，167頁。禁止されている行
為，命令された行為に対する残余概念として，自由に任されている（freigestellt）行
為に注目したものとして，Theodor�Ebert,�Kants�kategorischer�Imperativ�und�die�
Kriterien�gebotener,�verbotener�und�freigestellter�Handlungen,�Kant-Studien�67,�1976,�
S.�570-583.

（17）　『永遠平和』によれば，許容法則の概念は「体系的に物事を分類する理性そのもの
の前に差し出されている」（8：348,�Anm.）。

（18）　J.�Hruschka,�“The�Permissive�Law�of�Practical�Reason,”�pp.�56-61.
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が立法する命令・禁止法則に選択意志が一致するという関係が自由の積極的概
念なのであれば，では消極的な意味で自由な選択意志と理性の関係はどのよう
なものだろうか。消極的な意味で自由な選択意志の行為は，命令・禁止法則と
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禁止もされていない行為である。例えば，ビールを飲むかワインを飲むか，魚
を食べるか肉を食べるかといったことについては，道徳的な義務はありえない
だろう（6：409）（15）。しかし，かといってそれは感性的刺激や衝動といった自
然法則に規定されているわけでもない。それゆえ，そうした行為は消極的な意
味で自由であると認められねばならないが，そのためには（「自分の好きなよう

に何かをしたりしなかったりすることが自由であるためには」（6：223）），それは定
言命法ではないが理性に由来する何らかの法則のもとに置かれなければならな
い（16）。つまり，カントにとって法則は自然法則か理性法則のいずれかであり，
自由の消極的概念が関わるのは，定言命法ではない理性の法則である。カント
はそれを許容法則として提示していると考えられる（17）。こうして許容法則は，
命令も禁止もされていない行為を単に許容された行為として承認する。言い換
えれば，許容法則はある行為を命令も禁止もされておらずそれらに反してもい
ない行為として，消極的な意味で自由になされたものとして認め，それに権能

（道徳的能力）を付与する規範（power�conferring�norm）である（18）。

ぐものである。カントにおいても，行為の全領域が，義務として何かをなす行
為（命令された行為），義務として何かをなさない行為（禁止された行為），義務
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容された行為」と表現する。これら 3 つの法則は義務に関して，同時に競合す
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ら，許容法則の存在を疑ったが（13），アッヘンヴァルは許容法則をある行為に
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れが積極的な意味であれ消極的な意味であれ自由であり，必ず理性に由来する
何らかの法則のもとに置かれている。そしてその限りで，人間の行為はすべて
道徳的観点から，許容されている・許容されていない・単に許容されている，
と評価可能なのである。言い換えれば，理性の法則のもとに置かれた行為は必
ず帰責可能なものであり，その意味で道徳的評価の対象となる。「道徳的な意
味での帰責 Zurechnung（imputatio）とは，ある人を行為の創始者 Urheber（自

由による原因 causa� libera）としてみなす判断であり，その場合の行為は作為
Tat�（factum）と呼ばれ，法則のもとにある」（6：227）。他方で，『単なる理性の
限界内での宗教』第 2 版（1794）によれば，「道徳的にどうでもよい行為

（adiaphoron�morale）というものがあるとすれば，それは単に自然法則から生
じる行為ということになるだろうが，したがってそれは自由の法則としての人
倫法則にはまったく関わりがない。それは作為 Faktum ではなく，それに関し
ては命令も，禁止も，許容法則（法則による権能 gesetzliche�Befugnis）も成り立
たないか，必要がない」（6：23,�Anm.）。つまり，カントにとっての adiaphora
は伝統的な意味から離れて，もはや作為（Tat,�factum）ではないもの ― 例え
ば呼吸や痙攣 ― として考えられているのだと解釈できる。この意味での
adiaphora は選択意志によるものではないため本来行為と呼ばれるべきではな
く，帰責不可能なものである（20）。反対に，カントにおいても（以下 2 節で見る

ような）伝統的に adiaphora と呼ばれてきた行為の領域は考えられるが，そう
した行為であっても理性に由来する許容法則に包摂される限り，それは道徳的
にどうでもよいものとしてではなく，単に許容されているものとして扱われる。
要言すれば，adiaphora と伝統的に呼ばれてきた行為の総体は，カントによっ
てその道徳的ステータスを変質させられるのだ（21）。

Ⅲ　adiaphora の問題史

　『法論』において許容法則のもとに置かれた行為が adiaphora として表現さ
れない

4 4

ということは，理論史から見れば大きな一手である。これまで見落とさ
れてきたが，実際，adiaphora はストア派から近世にいたるまで常に問題含み

Ⅱ　許容法則と adiaphora

　しかし，さらに注目すべきなのは，カントが先の引用に続けて次のように言
明しているところである。

もし許容法則が必要なのであれば，その権能はまったくのどうでもよい行
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

為
4

（adiaphoron）には関わらないだろう。というのも人倫の法則から見れば，
そうした行為に対してならば，特別な法則は何も必要ではなくなってしま
うだろうからである。（6：223）（19）

adiaphoron はギリシア語 ἀδιάφορος に由来する語でしばしば adiaphora と複数
形で表記されたが，それはどうでもよいもの（肉を食べるか魚を食べるか，ビー

ルを飲むかワインを飲むか）を伝統的に意味した。しかしカントによれば，許容
法則が必要なのであれば，そのもとに置かれる行為はどうでもよくはない

4 4 4 4 4 4 4 4 4

ので
ある。というのも，もし万が一，人間においてまったくのどうでもよい行為と
いうものがあるのだとすれば，その場合には何か特別な道徳法則は必要がない
ことになってしまうかもしれないからである。しかし，人間の選択意志は，そ

（19）　„Wenn�dieses�［Erlaubnisgesetz�erforderlich］� ist,� so�würde�die�Befugnis�nicht�
allemal�eine�gleichgültige�Handlung�（adiaphoron）�betreffen;�denn�zu�einer�solchen,�
wenn�man�sie�nach�sittlichen�Gesetzen�betrachtet,�würde�kein�besonderes�Gesetz�
erfordert�werden.“�ここでは allemal�が eine�gleichgültige�Handlung�（adiaphoron）に
かかるとするフルシュカの解釈に従う。allemal は immer�（always）という意味のほか
に，an�sich�（in�itself）というような意味も持つ。また，ここで 2 つの接続法（仮定法）
が用いられていることに注意されたい（イタリック部分）。フルシュカによれば「カン
トが最初に道徳的にどうでもよい行為に言及した時，彼はカッコの中に（indifferens,�
adiaphoron,�res�merae�facultatis）と付け加えた。彼が「まったくのどうでもよい行為」
に言及する場合，彼はただ（adiaphoron）と付け加えている。おそらくカントは異な
る種類の道徳的にどうでもよい行為を考えているのであろう。その行為は，実際に，
許容法則を必要としないもの，つまりまさに adiaphora であるもの，たとえば牛乳を
飲むとかいう行為があり（それは徳義務ではない），またあるいは許容法則を必要とす
るようなものがある」。J.�Hruschka,� “The�Permissive�Law�of�Practical�Reason,”�pp.�
50-51 （fn.�16）.�ただし，本稿はフルシュカのように人間の行為のなかには許容法則さ
え必要としないものが存在するという考えを取らない。以下で述べるように，そのよ
うなものがあるとしても，それはカントにおいては本来的な意味で選択意志の行為と
は呼べない。

（20）　それゆえ今節冒頭で引用した箇所や『宗教論』の引用箇所では，adiapora という「行
為」に言及される際に接続法が使われていると考えられる。
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れが積極的な意味であれ消極的な意味であれ自由であり，必ず理性に由来する
何らかの法則のもとに置かれている。そしてその限りで，人間の行為はすべて
道徳的観点から，許容されている・許容されていない・単に許容されている，
と評価可能なのである。言い換えれば，理性の法則のもとに置かれた行為は必
ず帰責可能なものであり，その意味で道徳的評価の対象となる。「道徳的な意
味での帰責 Zurechnung（imputatio）とは，ある人を行為の創始者 Urheber（自

由による原因 causa� libera）としてみなす判断であり，その場合の行為は作為
Tat�（factum）と呼ばれ，法則のもとにある」（6：227）。他方で，『単なる理性の
限界内での宗教』第 2 版（1794）によれば，「道徳的にどうでもよい行為
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じる行為ということになるだろうが，したがってそれは自由の法則としての人
倫法則にはまったく関わりがない。それは作為 Faktum ではなく，それに関し
ては命令も，禁止も，許容法則（法則による権能 gesetzliche�Befugnis）も成り立
たないか，必要がない」（6：23,�Anm.）。つまり，カントにとっての adiaphora
は伝統的な意味から離れて，もはや作為（Tat,�factum）ではないもの ― 例え
ば呼吸や痙攣 ― として考えられているのだと解釈できる。この意味での
adiaphora は選択意志によるものではないため本来行為と呼ばれるべきではな
く，帰責不可能なものである（20）。反対に，カントにおいても（以下 2 節で見る

ような）伝統的に adiaphora と呼ばれてきた行為の領域は考えられるが，そう
した行為であっても理性に由来する許容法則に包摂される限り，それは道徳的
にどうでもよいものとしてではなく，単に許容されているものとして扱われる。
要言すれば，adiaphora と伝統的に呼ばれてきた行為の総体は，カントによっ
てその道徳的ステータスを変質させられるのだ（21）。
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　『法論』において許容法則のもとに置かれた行為が adiaphora として表現さ
れない
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（adiaphoron）には関わらないだろう。というのも人倫の法則から見れば，
そうした行為に対してならば，特別な法則は何も必要ではなくなってしま
うだろうからである。（6：223）（19）

adiaphoron はギリシア語 ἀδιάφορος に由来する語でしばしば adiaphora と複数
形で表記されたが，それはどうでもよいもの（肉を食べるか魚を食べるか，ビー

ルを飲むかワインを飲むか）を伝統的に意味した。しかしカントによれば，許容
法則が必要なのであれば，そのもとに置かれる行為はどうでもよくはない
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ので
ある。というのも，もし万が一，人間においてまったくのどうでもよい行為と
いうものがあるのだとすれば，その場合には何か特別な道徳法則は必要がない
ことになってしまうかもしれないからである。しかし，人間の選択意志は，そ
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トが最初に道徳的にどうでもよい行為に言及した時，彼はカッコの中に（indifferens,�
adiaphoron,�res�merae�facultatis）と付け加えた。彼が「まったくのどうでもよい行為」
に言及する場合，彼はただ（adiaphoron）と付け加えている。おそらくカントは異な
る種類の道徳的にどうでもよい行為を考えているのであろう。その行為は，実際に，
許容法則を必要としないもの，つまりまさに adiaphora であるもの，たとえば牛乳を
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（20）　それゆえ今節冒頭で引用した箇所や『宗教論』の引用箇所では，adiapora という「行
為」に言及される際に接続法が使われていると考えられる。
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トアの賢人にとっては関わる必要のない事柄であった。
　adiaphora は後にキケロによってラテン語 indifferens に翻訳される（24）。他方，
ストア派の考えに親しんでいたローマ法学者は，法の力を命令・禁止・許容・
処罰に求めた（25）。ティアニーによれば，adiaphora の問題はキケロを通じて中
世に伝えられることになったが，その場合ローマ法と教会法の研究に影響され
て，ストア派の教義は違った形で問われるようになる。問題は「何らかの行為
の仕方は有徳か悪徳かどうでもよいかということではなく，それが法によって
命じられているか禁止されているか許容されているかということであり，議論
は自然法，神の法，人間の実定法に関係した」（26）。例えば，トマス・アクィ
ナスはローマ法学者と同様に法の効果を分析し，それ自体で善である行為に対
しては命令，それ自体で悪である行為に対しては禁止が，そしてそれ自体では
どうでもよい行為には許容が妥当するとしたが，さらに付け加えてこう言う。

「はっきりと善でないか，あるいは悪でないような行為もすべて indifferens と
いうことができる」（27）。トマスによれば，法は殺人や強盗のような他人に害を
与えるより重大な悪のみを禁止するのであり（28），後者の indifferens な行為（例

えば売春や不信仰者たちの祭儀）は「そこから生じてくる何らかの善，あるいは
避けられない何らかの悪のゆえに」許容されうる（29）。後になってフランシス
コ・スアレスはトマスのこの議論に，こう注釈しなければならなかった（30）。
トマスは，神の法である自然法の内部に例外的に許容される悪を認めているの
ではない。それは人間の法である実定法についてのみ当てはまるものである。
自然法はどんな悪をも許容しないが，人間の法は微小な悪を許容する。

であった。もはや忘れられた19世紀のあるカント主義者が逆説的に表現してい
るように，「どうでもよいと呼ばれているものを学術的に論じることは，いっ
こうにどうでもよくはな」かったのである（22）。以下で見るように，adiaphora
はある法が定める命令・禁止に属するのか，それともその埒外にあるのかが不
分明なものであった。それがある法にとってイレレヴァントだとすれば，別の
法による支配が正当化されうることにもなるが，そうなればそれは後者の法の
権原の拡張を意味するために前者の法との摩擦を惹起せずにはいない。
adiaphora は法と法の境界に位置するものであり，その概念の外延は常に揺ら
いでいた。カントがそれまで adiaphora と呼ばれてきた行為を，そう表現する
ことなしに単に許容されたものとして許容法則のもとに置いたことの意味は，
adiaphora の問題史との対比においてよりよく理解される。

1 　ストア派とトマス・アクィナス

　ティアニーによれば，許容法則の起源はそもそもストア派の adiaphora 概念
に求められる（23）。ストア派によれば，人間は神の理法である自然にしたがっ
て生きることで，変転していく事物の一切に乱されることなく心の平穏を保ち，
幸福へといたることができる。有徳な生活に対置されるのは，恐怖や欲望といっ
た感情に支配された悪しき生活である。しかしストア派によれば，徳と悪徳の
ほかに，本来的には善でも悪でもないこと，つまり adiaphora がある。adiaphora
は健康と病気，富と貧困，快と不快といった変転していくものごとであり，ス

（21）　ただし，カントは adiaphora という概念を一貫して一義的に扱っているわけではな
く，伝統的な意味でも用いている。例えば，『人倫の形而上学・徳論』によれば，道徳
性に関する adiaphora を一切認めない「妄想的有徳主義 phantastisch＝tugendhaft」
者は，魚か肉か，ビールかワインかといったことにまで義務を設定しようとする。あ
らゆる細部に義務を見出すこうした「ミクロロギー」は「それが徳論のなかに取り込
まれれば，徳の支配を専制 Tyrannei に変えてしまうだろう」（6：409）。これは本稿の
解釈と矛盾するようにみえるかもしれないが，ここで批判されているのは，あらゆる
ものごとに義務を見出し，単に許容される行為を認めないような立場である。それゆえ，
カントが adiaphora と伝統的に呼ばれてきた領域を道徳的にどうでもよいものではな
く単に許容される行為の領域とみており，その領域に妥当するものが許容法則だと解
釈することには，矛盾はない。この点について石田京子氏の助言に感謝する。

（22）　Carl�Christian�Erhard�Schmid,�Adiaphora. Wissenschaftlich und historisch unter-
sucht,�Leibzig:�Vogel,�1809,�S.�IIIf.

（23）　B.�Tierney,�Liberty and Law,�pp.� 3 - 6 .�本項（3．1）は全面的に（一次文献の指示
についても）この書物に依拠している。

（24）　Cicero,�De finibus bonorum et malorum,� 3 .�16（永田康昭他訳『善と悪の究極につ
いて：キケロー選集10（哲学 III）』岩波書店，2000年，195-197頁）.

（25）　「こうした法の力は命令すること，禁止すること，許容すること，罰することであ
る Legis�virtus�haec�est�imperare�vetare�permittere�punire」。Digesta,� 1 .� 3 .� 7 ,�in�T.�
Mommsen�and�P.�Krueger（ed.）,�Corpus iuris civilis,�vol.� 1 ,�Berlin:�Weidmann,�1872.

（26）　B.�Tierney,�Liberty and Law,�p.� 6 .
（27）　Thomas�Aquinas,�Summa theologiae,�prima�secundae,�Qu.�92.�art.� 2 （稲垣良典訳

『神学大全（13）』創文社，1977年，41-42頁，訳は一部改めた）.
（28）　Thomas,�Summa theologiae,�prima�secundae,�Qu.�96,�art.� 2 （稲垣訳『神学大全

（13）』，109-110頁）.
（29）　Thomas,�Summa theologiae,�secunda�secundae,�Qu.�10,�art.�11（稲垣訳『神学大全

（15）』1982年，241頁）
（30）　Francisco�Suarez,�De legibus et legislatore deo,�lib.� 1 ,�cap.�16.� 7 ,�in�M.�André�and�

C.�Berton（ed.）,�Opera omnia,�vol.� 5 ,�Paris:�Ludovicus�Vivès,�1856,�p.�65.
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れわれの内面だけを見ているのであるから，信仰に関するものであっても外面
的な儀式の一切は adiaphora である。トマジウスによれば，君主の権利は聖書
からではなく自然法と世俗の主権の性質から導き出されなければならない。
adiaphora をめぐって対立が続く「この腐敗した状態」では，国家の目的は「臣
民を悪や攻撃から守ること」であり，君主のすべき事柄は「臣民の世俗的・宗
教的な事柄における活動を一般的に監視すること」，つまり adiaphora につい
て支配することである（35）。さらにアッヘンヴァルも基本的にトマジウスを継
承しつつ，宗教的 adiaphora に関する主権の支配を擁護する（36）。しかし，アッ
ヘンヴァルの場合，adiaphora は市民法と教会法の関係において捉えられるの
みならず，自然法と市民法の関係においても考察されている。アッヘンヴァル
はヴォルフ（Christian�Wolff,�1679-1754）を継承しつつ，国家の目的を自然法に
よって命じられた臣民の幸福の最大化に求めた。主権には公共の福祉（salus�

publica）の促進をつかさどる義務がある。他方，それに関係しないものは国家
的 adiaphora�（civiliter�adiaphora）であり，自然的自由に属している（37）。ただし，
何が共通善にとって必要かを決定する権利は国家の主権に属しており，ある行
為が adiaphora かどうかは主権の判断に委ねられている（38）。

2 　ドイツの文脈

　スアレスはこのようにして法と法の境界線上にある adiaphora の曖昧なス
テータスに対応しなければならなかったが，近世のドイツにおいては，こうし
た adiaphora の法的地位をめぐって現実の暴力を伴った争いが繰り広げられる
ことになる。トマスによれば，信仰に必要でも対立するのでもない行為が存在
し，それらは聖書からは命じられても禁じられてもいない救済に無関係なもの
であって，信仰者たちに委ねられている（31）。宗教改革期以降のドイツで争わ
れたのは，adiaphora が救済に関わらないとすれば，ではどの法がそれを支配
する権限を持つのかということであった。ルターの死の直後，神聖ローマ帝国
皇帝カルル 5 世（Karl�V,�1500-58）は帝国内にカトリック教義を強要し，領邦
ザクセンのルター派神学者らはそれに抵抗した。メランヒトン（Philipp�

Melanchthon,�1497-1560）は，再びの宗教対立の悲惨を避けるためにカトリック
の教会儀式などを聖書では命じられても禁じられてもいないもの，すなわち
adiaphora として受け入れることを決定する。それに対して，同じルター派の
フラキウス（Matthias�Flacius�Illyricus,�1520-75）は，問題になっているカトリッ
クの慣習は，ルター派にとって信仰の躓きとなる以上 adiaphora とはみなせな
いと反論した。結局，ルター派内部の対立は，1577年の和協信条にフラキウス
の見解が取り入れられるまで続くことになる（32）。
　ヴェストファーレン条約（1648）以降には，今度はトマジウスがメランヒト
ンをさらに一歩進める形で議論を展開した。ブランデンブルグ領のカルヴァン
派君主が教会制度を改革しようとしたとき，領邦内のルター派神学者たちは，
教会制度は確かに adiaphora だがそれも内面の信仰に関わるのであり，君主に
よる専断的な改革は許されないと応じていた（33）。それに対してトマジウスは，

「どうでもよい事柄すなわち adiaphora に関するプロテスタント君主の権利」
（1697）という論文のなかで，初期のルターに立ち返って反論する（34）。神はわ

（31）　Thomas,�Summa theologiae,�prima�secundae,�Qu.�108,�art.� 1 （稲垣訳『神学大全
（14）』1989年，41-42頁）.

（32）　B.�Tierney,�Liberty and Law,�pp.�160-164.� Ian�Hunter,�The Secularisation of the 
Confessional State: The Political Thought of Christian Thomasius,�Cambridge:�
Cambridge�UP,�2007,�p.�122.

（33）　I.�Hunter,�The Secularisation of the Confessional State,�p.�123.

（34）　Christian�Thomasius,� “The�Right�of�Protestant�Princes�Regarding� Indifferent�
Matters�or�Adiaphora,”� in� I.�Hunter/T.�Ahnert/F.�Grunert,�（ed.,� trans.,）�Essays on 
Church, State, and Politics,�Indianapolis:�Liberty�Fund,�2007,�pp.�54-55.

（35）　Ch.�Thomasius,� “The�Right�of�Protestant�Princes�Regarding�Indifferent�Matters�
or�Adiaphora,”�pp.�69-70.

（36）　アッヘンヴァルにおいても，主権の支配は宗教に関する内面の事柄だけでなく，国
家にとってどうでもよい教会の事柄（negotia�ecclesiae�civiliter�indifferentia），つまり
adiaphora には及びえない。主権の宗教への支配はその監視権（ius�inspectionis）に限
定される。とはいえそれは，宗教的事柄が共通善に関係するかあるいは adiaphora で
あるかが教会によってはっきりと証明される限りのことであり，そうでなければ主権
は教会への支配権を持つ。G.�Achenwall,� Iuris Naturalis Pars Posterior,�Göttingen:�
Sumptibus�Victorini�Bossiegeli,�1763,�§136f.�S.�123f.�この著作はアカデミー版カント全
集（19：325-442）に不完全な形で収録されている。本稿では原著を参照した。アッヘ
ンヴァルの政治思想については Fritsch�J.�Matthias,�Religiöse Toleranz im Zeitalter 
der Aufklärung: Naturrechtliche Begründung - konfessionelle Differenzen,�Hamburg:�
Felix�Meiner,�2004.�S.�161-173.

（37）　G.�Achenwall,�Iuris Naturalis Pars Posterior,�§107,�S.�88f.�
（38）　G.�Achenwall,�Iuris Naturalis Pars Posterior,�§99,�S.�81f.
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（32）　B.�Tierney,�Liberty and Law,�pp.�160-164.� Ian�Hunter,�The Secularisation of the 
Confessional State: The Political Thought of Christian Thomasius,�Cambridge:�
Cambridge�UP,�2007,�p.�122.

（33）　I.�Hunter,�The Secularisation of the Confessional State,�p.�123.

（34）　Christian�Thomasius,� “The�Right�of�Protestant�Princes�Regarding� Indifferent�
Matters�or�Adiaphora,”� in� I.�Hunter/T.�Ahnert/F.�Grunert,�（ed.,� trans.,）�Essays on 
Church, State, and Politics,�Indianapolis:�Liberty�Fund,�2007,�pp.�54-55.

（35）　Ch.�Thomasius,� “The�Right�of�Protestant�Princes�Regarding�Indifferent�Matters�
or�Adiaphora,”�pp.�69-70.
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集（19：325-442）に不完全な形で収録されている。本稿では原著を参照した。アッヘ
ンヴァルの政治思想については Fritsch�J.�Matthias,�Religiöse Toleranz im Zeitalter 
der Aufklärung: Naturrechtliche Begründung - konfessionelle Differenzen,�Hamburg:�
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（37）　G.�Achenwall,�Iuris Naturalis Pars Posterior,�§107,�S.�88f.�
（38）　G.�Achenwall,�Iuris Naturalis Pars Posterior,�§99,�S.�81f.
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たように，アッヘンヴァルは国家的 adiaphora を主権の介入できない自然的自
由の領域に置いたが，しかしそれが adiaphora かどうかの判定は主権者に委ね
られていた。この場合，許容法則は立法者の恣意に限りなく近づくと言わざる
をえず，国家的 adiaphora あるいは自然的自由の外延は常に揺らいでいる。こ
れに対してカントの場合，許容法則でさえも理性から生じるのであり，行為の
評価基準は理性に由来し，特定の人格の恣意に委ねられることはない。理性は
あらゆる自由な行為の評価基準となり，理性法の包括性は極大化される。そこ
から漏れ落ちて，別の法ないし主権者の恣意に従属しなければならないような
行為は，もはや存在を許されないのだ。
　許容法則でさえ理性に出自を持つということ，この点は，adiaphora の歴史
のうちに見られる第 2 の問題系にも深く関係している。それは，トマスやスア
レツに見られたように，ある法にとっては禁止されていながら別の法にとって
はどうでもよいものとして許容されるという，法の一貫性の欠如の問題である。

『法論』では，自由な行為の一切は，自然状態においてであれ市民的体制にお
いてであれ，経験的なものを顧慮せずに理性から導出された法の普遍的原理に
よって規定される。カントは法の普遍的原理を，道徳の義務に従いうる理性的
な人間が持つ，生得的自由の権利から導き出している。それは，他人の選択意
志に支配されない，という自由である（6：237）。法論は，徳論が義務を内面の
動機として行為しているかを問題にするのとは違って，動機を度外視し，外的
な行為が義務に適っているかだけを問題にする（6：218f.）。そこで法の普遍的
原理は「どんな行為でも，その行為もしくはその格率に従った選択意志の自由
が，あらゆる人の自由と，普遍的な法則にしたがって両立しうるなら，正しい」
というものである（6：230）。この普遍的原理は国家の主権者が立法する際にも，
最上の原理として遵守されなければならない。ここにおいて許容法則は，法原
理が命令も禁止もしてはいない行為を，単に許容されている行為として承認す
る。単に許容されている行為は，法原理の埒外に存在して主権者・立法者の裁
量によって認可されるようなものでもなければ，法原理によって禁止されてい
るが実定法では許容されてよいというものでもない。単に許容された行為は，
理性の許容法則によってのみ権能を与えられる。言い換えれば，カントの法理
論において，ある法則によって禁止された事柄が別の法則によって例外的に正
当化されるということは，もはや不可能になったのである。というのも，同じ
理性から発せられる限り，それらの法則同士が衝突し，一方の法則からの例外

Ⅳ　カントによる adiaphora 問題の決着

　こうした議論からは，adiaphora が法的・道徳的に曖昧なステータスを持た
ざるをえなかったこと，そしてそこからは 2 つの問題系が派生していたという
ことが分かる。第 1 のものは，初期近世ドイツにおいて典型的だが，
adiaphora をめぐる法の支配の包括性の不十分さに関する問題である。
adiaphora はある法にとって無関係なのか，そしてもし無関係であるとすれば
別の法による支配が正当化可能か。adiaphora は国家に無関係であるがゆえに
自然法に属するのか，また信仰に関わらないから主権の支配に服するのか，
adiaphora であっても信仰に関わるがゆえにそれは市民法ではなく教会法に従
属するのか。adiaphora は，その法的ステータスの曖昧さゆえに複数の法が支
配を巡って争う火種であった。カントによって理性の法則のもとに置かれる行
為が adiaphora として表現されないということは，もはやこの争いの可能性が
理性法体系内には存在しえないということを意味している（39）。すべての行為
は何らかの理性法則（命令・禁止・許容）のもとにある以上，道徳的に帰責可能・
評価可能なものであり，その意味でどうでもよくはないのである。もはや理性
以外の観点からの行為の評価は可能ではなく，その基準は理性に一元化される
のだ。この点で興味深いのは，再びアッヘンヴァルである。1 節で見たように，
アッヘンヴァルは許容法則を許された行為あるいはどうでもよい行為に能力を
付与するものとして考察していた。しかし，彼の場合，許容法則が許容法則た
る所以は，「立法者

4 4 4

legislator がこうした法則によって，いわば確実に許容さ
れた行為をなすという能力を付与するから」である（40）。つまり結局のところ，
どうでもよい行為は立法者によって承認されるべきものとなり，それが単に許
容されているかどうかは立法者の判断に委ねられてしまうのだ。実際，上で見

（39）　確かに，ここには教会と主権の争いがもはや1790年代のプロイセンでは問題となら
なかったということが反映されているのかもしれない。しかし，アッヘンヴァルに見
られるように，adiaphora は教会と国家の争いだけに関わっているわけではなかった。
とはいえ，カントにとっても政治神学的問題はいまだレレヴァントであったように思
える（Vgl.�6：368）。また『諸学部の争い』（1798）では，宗教の本質は理性信仰にあ
ると明言される箇所で，聖書の教え自体が adiaphora であるにもかかわらず，なぜそ
れによって争いが生じなければならないのかと反語的に問われている（7：40,�43）。

（40）　G.�Achenwall,�Prolegomena Iuris Naturalis,�§90,�S.�90. 傍点は筆者。
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の選択意志のあれこれの対象を使用するのを控えるという，そうでなければ課
せられなかったであろう拘束性を課すという権能である」（6：247）。カトリン・
フリクシューによれば，ここでは許容法則が，先占行為による法の普遍的原理
の侵害を正当化している（41）。フリクシューいわく，私がある対象を最初に占
有すれば，他者がその占有物へとアクセスする自由が制限されてしまうが，こ
うしたことは法原理に反している。しかし，先占行為が禁止されてしまえば，
対象を占有するという行為そのものが法的に不可能になってしまうだろう。そ
こで許容法則は，私がある対象を最初に占有することによって，それへとアク
セスする他者の自由を制限することを例外的に許容する。この種の例外的許容
解釈を取る人らは，『永遠平和』の許容法則においても同様の機能を見出しが
ちであるので，ここで反駁しておく必要がある（42）。
　カントによれば，法的な私のものは，それを他者が私の同意なく使用すると，
私を侵害するという仕方で私に結びついたものである。何かを使用するという
ことは占有を前提にしている（6：245）。ある対象を私が身体によって占有して
いる（今・ここで所持している）場合，そのときには私とその対象は「身体的に
結合している」（6：250）。ここで他者がその対象を私の同意なく使用するとす
れば，明らかに私の自由は制限される。したがって，法の普遍的原理は私が身
体によって占有している対象へとアクセスすることを他者に禁じている。では，
ある対象を私が身体によって占有していない

4 4 4

場合に，それを他者が私の同意な
く使用するという状況はどうか。例えばそれは，私が住んでいた土地から離れ
ている間に他人がそこを勝手に使用するというような場合であったり，私が

的逸脱が他方の法則によって正当化されるということは考えられないからであ
る（Vgl.�6：224,�8：300,�Anm.）。もし仮にそのようなことになれば，理性に矛盾
が孕まれていることになろう。人間の行為の一切は，理性に由来する命令・禁
止・許容法則のいずれかのもとに置かれなければならず，ただ理性だけが行為
の判定基準となる。法の源泉は理性のみに求められ，法と法が互いを打ち消し
合うような一貫性を欠いた事態は考えられない。
　まとめよう。曖昧な位置価をもった伝統的な adiaphora の領域は，カントに
おいて法原理が命令も禁止もしておらず，かつそれに反してもいない，単に許
容された行為として記述される。このことのうちにはカントの理論的革新が 2
つの形で反映されている。それは第 1 に，理性法が人間の自由な行為の一切を
包括し，極大化した包括性を獲得するということであり，第 2 に，禁止された
行為の例外的許容という事態が規範的に否定され，理性法が完全な一貫性を獲
得するということである。こうした意味で許容法則の理論は，法の例外を正当
化するものではないというだけでなく，さらにそれを規範的に否定するもので
あると言える。それは確かに単に許容された行為に権能を付与する規範である
に過ぎないが，そこには理性法の包括性・一貫性を確保しようとするカントの
法理論の核心が反映されている。

Ⅴ　叡智的占有の許容

　次に我々は実際にカントが許容法則を用いて議論している箇所を確認し，こ
れまで述べてきたような許容法則の理論 ― 単に許容された行為に権能を付
与する規範 ― が具体的にどのような機制をもって働いているのか，果たし
て本当に例外を許容する論理に陥っていないのかを見ていこう。まずは『法論』

「第 1 部・私法」「第 1 篇・外的な何かを自分のものとして持つ仕方について」
において対象の占有が許容される箇所を見たあと，次節で『永遠平和』との異
同について論じる。
　フルシュカ以前には，許容法則は法原理が命じる禁止を例外的に許容するも
のだと考えられてきた。問題となっているのは，『法論』において対象の占有
の可能性が導出される箇所である。カントによれば，許容法則によって「私た
ちに，単なる法の概念一般からは引き出せない
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権能が与えられる。それはつま
り，他のあらゆる人に，私たちが最初にそれを占有したからという理由で，そ

（41）　K.�Flikschu,�Kant and Modern Political Philosophy,�pp.�121-136.�同様の見解として
R.�Brandt,�Das�Erlaubnisgesetz,�S.�245-247,�W.�ケアスティング『自由の秩序』169-
179頁。ただしフリクシューは後に部分的にこの解釈を撤回している。K.�Flikschu,� Ist�
das�rechtliche�Postulat�ein�Postulat�der�reinen�praktischen�Vernunft?�Zum�Endzweck�
der�Kantischen�Rechtslehre,�Jahrbuch für Recht und Ethik�12,�2004,�S.�313-318.

（42）　なお，外的対象の占有の議論全体は非常に複雑であり，ここですべてを見ることは
できない。以下では許容法則が所有権論との関わりで果たす本質的な役割を明らかに
するために，カントの議論を次の文献を参照しながら再構成する。J.�Hruschka,� “The�
Permissive�Law� of� Practical�Reason,”� pp.� 56-59.�B.� Sharon�Byrd� and� Joachim�
Hruschka,�“the�Natural�Law�Duty�to�Recognize�Private�Property�Ownership:�Kant’s�
Theory�of�Property�in�His�Doctorine�of�Right,”�University of Toronto Law Journal�56,�
2006,�pp.�264-268.�石田京子「カントにおける外的対象の占有の正当化と自由につい
て」，『哲学』第131集，2013年，129-152頁。
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　しかし，許容法則が付与するのは占有行為の権能だけではない。先ほど見た
ように，許容法則によって，私がある対象を先占したという理由で，その対象
にアクセスすることを他者に控えさせるという「単なる法の概念一般からは引
き出せない」権能が与えられるのであった。ここで許容法則は，法原理の命じ
る禁止を例外的に許容しているように見えるかもしれない。しかし，ここでカ
ントが述べているのは，むしろ，許容法則によって正当化された叡智的占有が
実際に
4 4 4

なされることを通して，具体的な占有物に法原理が適用される有様であ
る。というのも，許容法則によって承認された叡智的占有は，いまだ一般的・

4 4 4

抽象的な
4 4 4 4

形でしか導入されてはいなかったからである（43）。叡智的占有の対象
は，具体性・実質性を捨象されたまま，単に矛盾なく思考可能なものとして弁
証されたに過ぎない（44）。ところで叡智的占有を法原理に反しない形で実際に
行うとすれば，必然的に誰によっても（叡智的にも）占有されていない対象を
占有するしかない。これはつまり先占である。対象が先占されてはじめて，私
の選択意志と具体的な対象とは実際に法的な

4 4 4

結びつきを得ることになる。ここ
で，単に概念的な可能性が正当化されたに過ぎなかった叡智的占有が具体的な
対象に適用されて，それを私のものとして持つということが実現されるのであ
る。いまや私が叡智的に占有している対象を他者が勝手に使用するならば，私
の選択意志の自由は侵害されるため，それは法原理から禁止される。私の先占
した対象を同意なく使用することを他者に控えさせる権能は，各人の自由権に
関してしか規定しない法原理からは確かに直接は引き出せない。なんとなれば，
法原理は主体の生得的自由権に関して規定してはいるが，主体と区別される客
体，とりわけ主体と身体的に結合しているのではない客体に関する規定を欠い
ているからである。叡智的占有が正当化されそれが特定の対象に具現化される
ことによってはじめて，法原理が先占の対象にまで拡張されることになる（主

体と対象が法的に結合する）。許容法則は，例外的に法原理の禁止を許容するの
ではなく，むしろ叡智的に占有された対象にまで法原理の適用を可能にする根

たった今持っていたリンゴを手放した隙に他人がそれを食べてしまうというよ
うな場合である。こういう状況では，対象は私とは空間・時間的に離れていて，
私との身体的な結合を失っている。もし私が今・ここで所持しているのではな
い対象についても占有しているということが正当に主張できないのだとすれ
ば，他者が勝手にその対象にアクセスしても，私の選択意志の自由が侵害され
たと主張することはできないだろう。こうした身体によらない占有をカントは

「叡智的占有 intelligibler�Besitz」，「単に法による占有」と呼ぶが（6：245），問
題はこれがいかにして可能なのかということである。カントはこれを背理法に
よって立証する。例えば，叡智的占有を否定するような格率 ― 身体的に所
持されていない対象は誰の占有物でもない ― は普遍化可能だろうか。もし
この格率が普遍化されれば，私の「選択意志が，形式的には，その物件の使用
にあたって普遍的法則に従ってあらゆる人の外的自由と両立しているとして
も」，「使用可能な対象」が「あらゆる使用可能性の外に」置かれ，私の選択意
志の対象が「無主物」になってしまうだろう。つまり，この格率によって，私
が占有しようとしているにもかかわらずその対象が無主物とされることで，私
の選択意志の自由は不当に制限されてしまうのだ。しかも法原理は「選択意志
の実質」，「それが選択意志の対象であるという以外の性質」を度外視する「形
式的な法則」にすぎない以上，何らかの具体的な対象に関して禁止を含むこと
はありえない。こうして叡智的占有を禁止する格率は「外的な自由の自己矛盾」
を引き起こす（ 6：246）。それゆえ，叡智的占有は可能であり，正当化されな
ければならない。カントによればこの要請は「実践理性の許容法則」である（ 6：

247）。他者の自由と両立する限りで何らかの対象を叡智的に占有することは法
原理に反してはいないし，そもそも法原理にはその対象に関する実質的な禁止
法則はいっさい含まれていない。つまり，私があれやこれやの土地，あれやこ
れやの果物のどれを具体的に占有するかについて，法原理は何も規定していな
い。これはビールを飲むかワインを飲むかということに関して義務として何か
が規定されているわけではないのと同じである。しかし，占有における選択意
志が自由である以上，それは理性に由来する許容法則のもとにおかれなければ
ならない。ここで許容法則は叡智的占有が法原理に反しておらず，かつそれに
よって禁止されてもいないということ，それが単に許容された行為であること
を承認する。すなわち許容法則は叡智的占有に権能を付与する規範として働い
ている。

（43）　S.�Byrd�and�J.�Hruschka,�“The�Natural�Law�Duty�to�Recognize�Private�Property�
Ownership,”�pp.�264-268.�

（44）　叡智的占有の可能性の議論において，選択意志の対象は経験的な規定を度外視して
考察されたものであり，『純粋理性批判』になぞらえて言えば「選択意志の対象一般」
と呼ばれてしかるべきものである。石田「カントにおける外的対象の占有の正当化と
自由について」，139頁。
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ことによってはじめて，法原理が先占の対象にまで拡張されることになる（主
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よって立証する。例えば，叡智的占有を否定するような格率 ― 身体的に所
持されていない対象は誰の占有物でもない ― は普遍化可能だろうか。もし
この格率が普遍化されれば，私の「選択意志が，形式的には，その物件の使用
にあたって普遍的法則に従ってあらゆる人の外的自由と両立しているとして
も」，「使用可能な対象」が「あらゆる使用可能性の外に」置かれ，私の選択意
志の対象が「無主物」になってしまうだろう。つまり，この格率によって，私
が占有しようとしているにもかかわらずその対象が無主物とされることで，私
の選択意志の自由は不当に制限されてしまうのだ。しかも法原理は「選択意志
の実質」，「それが選択意志の対象であるという以外の性質」を度外視する「形
式的な法則」にすぎない以上，何らかの具体的な対象に関して禁止を含むこと
はありえない。こうして叡智的占有を禁止する格率は「外的な自由の自己矛盾」
を引き起こす（ 6：246）。それゆえ，叡智的占有は可能であり，正当化されな
ければならない。カントによればこの要請は「実践理性の許容法則」である（ 6：

247）。他者の自由と両立する限りで何らかの対象を叡智的に占有することは法
原理に反してはいないし，そもそも法原理にはその対象に関する実質的な禁止
法則はいっさい含まれていない。つまり，私があれやこれやの土地，あれやこ
れやの果物のどれを具体的に占有するかについて，法原理は何も規定していな
い。これはビールを飲むかワインを飲むかということに関して義務として何か
が規定されているわけではないのと同じである。しかし，占有における選択意
志が自由である以上，それは理性に由来する許容法則のもとにおかれなければ
ならない。ここで許容法則は叡智的占有が法原理に反しておらず，かつそれに
よって禁止されてもいないということ，それが単に許容された行為であること
を承認する。すなわち許容法則は叡智的占有に権能を付与する規範として働い
ている。

（43）　S.�Byrd�and�J.�Hruschka,�“The�Natural�Law�Duty�to�Recognize�Private�Property�
Ownership,”�pp.�264-268.�

（44）　叡智的占有の可能性の議論において，選択意志の対象は経験的な規定を度外視して
考察されたものであり，『純粋理性批判』になぞらえて言えば「選択意志の対象一般」
と呼ばれてしかるべきものである。石田「カントにおける外的対象の占有の正当化と
自由について」，139頁。
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などをのぞいて，という風に終わりがなく，許容はただ偶然的に，原理に従っ
てではなく，その度ごとに手さぐりすることによって，法則にされてしまう」。
しかし他方で，「そう［許容が例外］でなければ，［許容の］条件は禁止法則の
公式の中に組み込まれ，それによって禁止法則は同時に許容法則になってしま
うだろう」。カントがこの袋小路から抜けだしえたのは，「単に許容する」とい
う観点を導入することで許容法則と例外の結びつきを切り離し，許容法則独自
の役割（能力を与える規範）を定式化することによってだった。以下で見るよ
うに，『永遠平和』の許容法則も禁止法則の例外としてなにかを許容するので
はない。しかしその場合，許容の根拠付けに関して『法論』とは異なる観点も
採用されている。
　カントによれば，永遠平和のための予備条項（禁止条項）のいくつか（48）は，

「法規則の例外としてではないが
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，しかしその執行の観点からは，状況に応じ
て諸権限に関して主観的に拡張され（広義の法則 leges� latae），その実施を延期
する許容を含んでいる」（8：347）。カントは例として，第 2 条項「独立して存
続している国家は［…］，相続，交換，買収，または贈与によって他国から取
得されるべきではない」について考えている（8：344）。この場合，禁止条項の
執行は「ある種の国家から［相続，交換，買収，贈与によって］奪われた自由
を，第 2 条項に従って，復帰させる」ことである。しかし，ここで許容法則に
よってこの条項の執行の延期が許容される。

というのも，禁止はここではただこれ以上妥当してはならない［国家の］
取得方法にのみ関係するのであり，占有状態には関わらないからである。
この占有状態は，それが必要な権原を持っていなかったとしても，（誤想

取得 putative�Erwerbung が為された）時代には，当時の公論にしたがって
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，
あらゆる国家から合法だと認められていたものなのである。（8：347）

こうした将来の禁止と現在の許容という，禁止と許容の適用範囲の時間的区別
において，後者が前者の例外的許容でないことは明らかである。現在の不法な
占有状態が許容されるのは，それが取得された当時の「公論」によってその取

拠を与えるのだ。

Ⅵ　『永遠平和』における許容法則

　『法論』で実際に論じられる許容法則は，以上である（45）。そこでは『法論』
「人倫の形而上学への序論」で論じられた単に許容される行為に権能を与える
規範としての許容法則が叡知的占有について適用されている。許容法則は決し
て法原理の禁止を例外的に解除するような性質のものではない。それは，単に
許容された行為に道徳的能力を付与するもの以上でも以下でもない。他方で，
こうしたパースペクティブから『法論』の 2 年前に出版され，公刊された著作
でははじめて（46）許容法則への言及がなされる『永遠平和』の議論を振り返っ
てみれば，そこには確かに異なる点が見うけられる。
　『永遠平和』では，以下で見るように，「単に許容された」というカテゴリー
は登場しないものの，法に反していない行為を許容法則が許容するという点，
さらにそれが例外を正当化するものではないという点は，『法論』への一貫性
を示しているように思われる。『永遠平和』のある注によれば，カントが許容
法則の概念に触れたのは「自然法学者」に注意を促したかったからだという。
なぜなら「とりわけ，（実定法の）民法ではそれ［許容法則］が用いられてい
ることがしばしばであり，禁止法則は独立しているが，許容法則は禁止法則の
中にあって禁止を制限する条件としてではなく（そうあるはずだが），例外の下
に投げ込まれている，という違いがあるからである」（以下8：348,�Anm.）。従来，
この箇所をもって許容法則が禁止を許容するものだと考えられてきた（47）。し
かし，カントはここで許容法則が禁止を制限する条件であるべきだと述べてい
るのではない。むしろここでは「自然法学者」に対して，いわば許容法則のア
ンチノミーが提出されているのである。つまり，一方で許容法則を例外とみな
すなら，「あれやこれは禁止されている，ただし第 1 項，第 2 項，第 3 項など

（45）　「第 2 篇・外的な何かを取得する仕方について」§16でも，土地の取得には「法則（lex�
permissiva）の許可 Gunst」が必要であると述べられている（6：267）。

（46）　それ以前にも講義録や草稿の中には許容法則が登場するが，ここでは扱わない。詳し
くは，R.�Brandt,�Das�Erlaubnisgesetz，M.�Kaufmann,�Was�erlaubt�das�Erlaubnisgesetz�
-�und�wozu�braucht�es�Kant?,�B.�Tierney,�Liberty and Law,�pp.�326-354を参照。

（47）　Byrd�and�Hruschka,�Kant’s Doctrine of Right: A Commentary,�p.�99.
（48）　第 2 条・相続・交換・買収・贈与による他国の取得の禁止（8：344），第 3 条・常備

軍の禁止（全廃）（8：345），第 4 条・対外的紛争のための国債発行の禁止（8：345f.）。
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などをのぞいて，という風に終わりがなく，許容はただ偶然的に，原理に従っ
てではなく，その度ごとに手さぐりすることによって，法則にされてしまう」。
しかし他方で，「そう［許容が例外］でなければ，［許容の］条件は禁止法則の
公式の中に組み込まれ，それによって禁止法則は同時に許容法則になってしま
うだろう」。カントがこの袋小路から抜けだしえたのは，「単に許容する」とい
う観点を導入することで許容法則と例外の結びつきを切り離し，許容法則独自
の役割（能力を与える規範）を定式化することによってだった。以下で見るよ
うに，『永遠平和』の許容法則も禁止法則の例外としてなにかを許容するので
はない。しかしその場合，許容の根拠付けに関して『法論』とは異なる観点も
採用されている。
　カントによれば，永遠平和のための予備条項（禁止条項）のいくつか（48）は，

「法規則の例外としてではないが
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，しかしその執行の観点からは，状況に応じ
て諸権限に関して主観的に拡張され（広義の法則 leges� latae），その実施を延期
する許容を含んでいる」（8：347）。カントは例として，第 2 条項「独立して存
続している国家は［…］，相続，交換，買収，または贈与によって他国から取
得されるべきではない」について考えている（8：344）。この場合，禁止条項の
執行は「ある種の国家から［相続，交換，買収，贈与によって］奪われた自由
を，第 2 条項に従って，復帰させる」ことである。しかし，ここで許容法則に
よってこの条項の執行の延期が許容される。

というのも，禁止はここではただこれ以上妥当してはならない［国家の］
取得方法にのみ関係するのであり，占有状態には関わらないからである。
この占有状態は，それが必要な権原を持っていなかったとしても，（誤想

取得 putative�Erwerbung が為された）時代には，当時の公論にしたがって
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，
あらゆる国家から合法だと認められていたものなのである。（8：347）

こうした将来の禁止と現在の許容という，禁止と許容の適用範囲の時間的区別
において，後者が前者の例外的許容でないことは明らかである。現在の不法な
占有状態が許容されるのは，それが取得された当時の「公論」によってその取

拠を与えるのだ。

Ⅵ　『永遠平和』における許容法則

　『法論』で実際に論じられる許容法則は，以上である（45）。そこでは『法論』
「人倫の形而上学への序論」で論じられた単に許容される行為に権能を与える
規範としての許容法則が叡知的占有について適用されている。許容法則は決し
て法原理の禁止を例外的に解除するような性質のものではない。それは，単に
許容された行為に道徳的能力を付与するもの以上でも以下でもない。他方で，
こうしたパースペクティブから『法論』の 2 年前に出版され，公刊された著作
でははじめて（46）許容法則への言及がなされる『永遠平和』の議論を振り返っ
てみれば，そこには確かに異なる点が見うけられる。
　『永遠平和』では，以下で見るように，「単に許容された」というカテゴリー
は登場しないものの，法に反していない行為を許容法則が許容するという点，
さらにそれが例外を正当化するものではないという点は，『法論』への一貫性
を示しているように思われる。『永遠平和』のある注によれば，カントが許容
法則の概念に触れたのは「自然法学者」に注意を促したかったからだという。
なぜなら「とりわけ，（実定法の）民法ではそれ［許容法則］が用いられてい
ることがしばしばであり，禁止法則は独立しているが，許容法則は禁止法則の
中にあって禁止を制限する条件としてではなく（そうあるはずだが），例外の下
に投げ込まれている，という違いがあるからである」（以下8：348,�Anm.）。従来，
この箇所をもって許容法則が禁止を許容するものだと考えられてきた（47）。し
かし，カントはここで許容法則が禁止を制限する条件であるべきだと述べてい
るのではない。むしろここでは「自然法学者」に対して，いわば許容法則のア
ンチノミーが提出されているのである。つまり，一方で許容法則を例外とみな
すなら，「あれやこれは禁止されている，ただし第 1 項，第 2 項，第 3 項など

（45）　「第 2 篇・外的な何かを取得する仕方について」§16でも，土地の取得には「法則（lex�
permissiva）の許可 Gunst」が必要であると述べられている（6：267）。

（46）　それ以前にも講義録や草稿の中には許容法則が登場するが，ここでは扱わない。詳し
くは，R.�Brandt,�Das�Erlaubnisgesetz，M.�Kaufmann,�Was�erlaubt�das�Erlaubnisgesetz�
-�und�wozu�braucht�es�Kant?,�B.�Tierney,�Liberty and Law,�pp.�326-354を参照。

（47）　Byrd�and�Hruschka,�Kant’s Doctrine of Right: A Commentary,�p.�99.
（48）　第 2 条・相続・交換・買収・贈与による他国の取得の禁止（8：344），第 3 条・常備

軍の禁止（全廃）（8：345），第 4 条・対外的紛争のための国債発行の禁止（8：345f.）。
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347）。同様に，不正義に満ちた体制を変革する用意があっても「それでもより
よい時宜をえるまでその実行を遅らせることが許容されなければならない」（8：

373）。許容法則は，理念を実現させる目的・展望のもとで，非適法的な現実に
暫定性を与えるのだ。言い換えれば，暫定的なものは，その対概念である確定
的なもの（das�Peremtorische）をあらかじめ見越して（pro-videre），それへの
期待においてのみ，付与されるのである。

Ⅶ　暫定性の政治学

　このように『永遠平和』の許容法則は，例外の許容という問題ではなく，い
かにして暫定性から確定性への移行が実際に可能になるかという問題に関係し
ているということ，このことはすでに石田京子が正しく指摘している（50）。し
かし石田があくまでカントの法哲学体系内部において許容法則の機制を明らか
にしようとするのに対して，我々はむしろ『永遠平和』が極めて情況介入的な
側面を持つ著作であったことを重視し，同時代のコンテクストとつきあわせて
みたときに許容法則の理論がどのような政治実践的含意を持っていたのかとい
うことを問う。許容法則は政治に法の例外的侵犯を ― どんな場合であれ
― 許すものではなく，むしろ政治が働くべき場所を暫定的なものの領域と

して指定する。このことは，同時代の言説状況においては政治の概念的再構築
を目指したものだったということが理解されるだろう。
　まず，これまでの議論から分かるように，許容法則は法の禁止を例外的に侵
犯することを政治に許容するものではない。ブラントやフリクシューによれば，
許容法則によって不法な現在の状態の持続が許容されるのは，不法状態を理念
的状態へと改革するためには，不法状態を持続させておくことが政治実践的に
避けられない，つまりそうするより他に政治には選択肢がない，という理由か
らだという（51）。しかし，法理念の実現のために一時的にであれ政治に法原理
の侵犯を許容するという，この種の解釈ほどカントにそぐわないものはない。
確かにブラント以降，カントの政治思想に存在する暫定性の思考を読み取る試

得が合法だと推定（putation）されていたから，すなわちそれが禁止されてい
るとは思われていなかったからである。この意味で，その当時の公論から，あ
るいは当時の実定法上，その取得は単に許容されていたと考えることができる
だろう。人間は不完全な理性的存在者であり，理性からア・プリオリに導き出
された法原理を常に正しくは認識できない。つまり，ア・プリオリな法原理が
現実に適用されるときには，禁止されてはいなかった，単に許容されていたと
考えられていたそれまでの行為が法原理の認識とともに禁止されるという，外
見上の矛盾が生じうるのである（49）。したがって，誤想占有は「それがそのよ
うなものとして知られるやいなや禁止される」。「というのも，その非適法性が
発見されるやいなや，こうした占有は侵害として停止されなければならないだ
ろうからである」（8：348,�Anm.）。
　しかし，「単に許容された」という観点に加えて，『永遠平和』の許容法則は，
別の観点からも許容の根拠付けを行っている。この根拠付けは，政治的な観点
からとりわけ興味深い性質を持っている。カントによれば，確かに誤想占有が
明らかになるやいなや現行の状態は適法な状態へと回復されなければならない
が，とはいえ現在の占有状態は「自然法の許容法則に従って」，「適法的ではな
いが，それでもまっとうな占有」として持続することが許容される（ 8 :348,�

Anm.）。さらに，劣悪な体制から革命によって非合法的に合法的体制に達した
のだとしても旧体制への復古は許容されないが，他方で，他国が専制国家に対
してその体制を捨て共和制へ変革するよう要求することもまた「その国が他国
からすぐに飲み込まれてしまう危険があるかぎり」できない。したがって，不
正義に満ちた体制であっても，「いっさいがおのずから熟していくか，平和的
な手段で成熟に近い状態までいたるかして完全な変革に至るまで」それを持続
させておくことは許容されなければならない。これは「理性の許容法則」であ
る（8：373,�Anm.）。
　ここで展開されている許容法則は，いわば暫定性（das�Provisorische）を与
える規範として機能している。許容法則によって，理念に悖る現在の状態は暫
定的なものとして承認されるのだ。暫定性の条件は理念がそこから確実に実現
されるというものである。予備条項の執行は「それが急ぎすぎて，その目的自
体に反する形で行われることがないように，遅延することが許容される」（8：

（49）　石田京子「カント法哲学における許容法則の位置づけ」172-173頁。

（50）　石田京子「カント法哲学における許容法則の位置づけ」169-174頁。
（51）　R.�Brandt,�Das�Erlaubnisgesetz,�S.�246-249.�K.�Flikschu,�Kant and Modern Politi-

cal Philosophy,�pp.�138-139.
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347）。同様に，不正義に満ちた体制を変革する用意があっても「それでもより
よい時宜をえるまでその実行を遅らせることが許容されなければならない」（8：

373）。許容法則は，理念を実現させる目的・展望のもとで，非適法的な現実に
暫定性を与えるのだ。言い換えれば，暫定的なものは，その対概念である確定
的なもの（das�Peremtorische）をあらかじめ見越して（pro-videre），それへの
期待においてのみ，付与されるのである。

Ⅶ　暫定性の政治学
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して指定する。このことは，同時代の言説状況においては政治の概念的再構築
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（49）　石田京子「カント法哲学における許容法則の位置づけ」172-173頁。

（50）　石田京子「カント法哲学における許容法則の位置づけ」169-174頁。
（51）　R.�Brandt,�Das�Erlaubnisgesetz,�S.�246-249.�K.�Flikschu,�Kant and Modern Politi-

cal Philosophy,�pp.�138-139.
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然法によって再び正当化されるのである（55）。『永遠平和』の許容法則を，法理
念の実現のために理性法によって禁止されたことを例外的に政治に許容するも
のとして解釈するなら，形式的にはヴォルフと全く同じこと ― ある法の別
の法による例外的侵犯が，侵犯された当の法によって正当化される ― をカ
ントに見てとることになるだろう。しかし，見てきたとおり，これはカントに
とってみれば著しい理論的退歩である。実際，フリードリヒ大王（Friedrich�II,�

1712-86）やクリスチャン・ガルヴェ（Christian�Garve,�1742-98）にもヴォルフ
と同様，公共の福祉と安全のために法の例外が正当化されるという議論が見ら
れるが，カントはそれに強く反駁している（56）。
　カントにおける政治の本質は，例外的なもののなかにあるのではない。禁止
の例外的侵犯と理念の実現を天秤にかけ，後者のために前者を正当化するよう
な，ある種の ― 反転した ― 国家理性的発想をカントに見て取ることはで
きない。許容法則のパースペクティブからは，現在の状態は過去の公論や実定
法によっては禁止されておらず，その意味で単に許容されていた状態として把
握され，さらにそこから理念の実現へと確実に達することが目指される限りで，
その状態の持続が暫定的に許容されるのである。確かに，法理念という超越的
な観点からすれば，現実は常に理念に悖った不法状態として判定されざるをえ
ないだろう。しかし『永遠平和』の議論は，現実を超越的理念と対置して不法
だと断定するのではなく，むしろそれを超越的理念に広い意味で包摂されてい
る状態，理念の実現過程にある状態として判断する。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。

みが正当になされてきた（52）。しかしその暫定性を法原理の禁止の例外的停止・
無効化によって獲得されたものだと考える限り，そうした解釈は，法原理の一
貫性というカントの理論的企図に背馳して，政治による法の例外的侵犯の種を
理性法のなかに胚胎させてしまうのである。
　Ⅲ節で見たように，adiaphora の曖昧な位置価からは一方の法で禁止された
ことが他方の法で承認されるという，法の一貫性の欠如の問題が生じていた。
それに対して，カントは許容法則の淵源を理性に求め，それまで adiaphora と
呼ばれたきた行為の総体を単に許容された行為と呼び直した。同じ理性に発す
る以上，禁止法則と許容法則が衝突し，禁止法則の例外的解除が許容法則によっ
て正当化されるということは考えられない。adiaphora であるがゆえにそれが
ある法則によって禁止されていても別の法則によって正当化されるというよう
な事態は，カントの理論の枠組みからは排除されていた。ところで，法と法の
衝突ないし一方の法の他方の法への例外的侵犯は adiaphora だけではなく，そ
の対極にある究極的に大事なことに関しても生じうる。例えば，ヴォルフは『ド
イツ政治学』（1721）でこの論理に陥っている。ヴォルフによれば，自然法は
個人に幸福の最大化（道徳的完成）を義務付けている。しかし，自然状態では
幸福を目指す個人の間に争いが生じうる。そこで，自然法の命じる道徳的完成
のために自然状態から市民状態への移行が必要になる。その際，支配者には自
然法に逆らう自由はなく，市民法を通して公共の福祉と安全を目指すことが義
務付けられている。しかし自然法をそのまま適用することによって「多くの争
いや不和のきっかけ」が出てくる場合があり，その際には自然法の侵犯という

「不正が甘受され」，「それによって同時にその不正よりも多数の害悪が防がれ
なければならない」。つまり，「いくつかの場合には自然法から逸脱する市民法
が必要である」（53）。自然法からの逸脱は，命じられるのではないが許容され
る（54）。ヴォルフにおいて自然法と市民法の衝突は，実際には市民法の優位に
よって，しかし理論的には自然法の優位によって解決される。つまり，市民法
は自然法の禁止に反したことを命じるが，にもかかわらずその例外的侵犯が自

（52）　例えば近年のもので Elisabeth�Ellis,�Kant’s Politics: Provisional Theory for an Un-
certain World,�New�Heaven:�Yale�University�Press,�2005.

（53）　Christian�Wolff,�Hasso�Hoffman�（Hg.）,�Deutsche Politik,�München:�C.�H.�Beck,�
2004,�S.�331f.�

（54）　Ch.�Wolff,�Deutsche Politik,�S.�332f.

（55）　Frank�Grunert,�Vollkommenheit�als�（politische）�Norm:�Zur�politischen�Philosophie�
von�Christian�Wolff�（1679-1754）,� in�B.�Heidenreich�und�G.�Göhler�（Hg.）,�Politische 
Theorien des 17. und 18. Jahrhunderts: Staat und Politik in Deutschland,�Darmstadt,�
Mainz:�Phillipp�von�Zabern,�2011,�S.�164-184.

（56）　この点について拙稿「政治・道徳・怜悧 ― カントと執行する法論」『政治思想研
究』第14号，2014年，358-363頁を参照。また『理論と実践』では，主権の緊急権
Notrecht�（ius� in�casu�necessitatis）について「それは極度の（物理的な）必要に迫ら
れて不正をなすと考えられている権利にほかならないが，これは馬鹿げたことである」
と言われている。「緊急状態 Casus�necessitatis は，義務同士が，つまり無条件的な義
務と［…］条件的な義務が互いに衝突する場合以外においてない」のであり，その場
合にはしかし無条件的な義務が優先的に遵守されなければいけない，というだけのこ
とである（8：300）。
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政府状態という）運命に逢着するだろう」とカントは述べているが（8：373,�

Anm.），これはオーストリアの上からの改革を念頭に置いて書いているものだ
と考えられる。許容法則は理念へと確実に到達するために現実に暫定性を付与
するが，あまりに独断的で急進的な政治はこの暫定性さえも破壊してしまいか
ねないのだ（60）。
　さらに，独断的で急進的な政治の対極にあるが，それと同様に暫定性を破壊
してしまう政治は，理念の確定性への見込みが存在しないものである。フラン
ス革命の破局的な帰結を目の当たりにしたプロイセンでは反動的な空気が広が
りつつあり，プロイセン一般ラント法の起草者ら，改革派の官僚も改革の成果
を最低限獲得するためにその空気に妥協しようとしていた（61）。官僚で一般ラ
ント法の起草者でもあったクライン（Ernst�Ferdinand�Klein,�1744-1810）は，
1789年のカント宛書簡の中で，「慣習となってしまっている自由の制限をいっ
さい廃止するということは立法者の義務かどうか」と自問し，それに否定的に
答える。「長い間慣例となっているものは，国民の意志に適合しているように
思われます。［…］思うに，その［自由の］使用を留保させておくことは許さ

4 4

れ
4

entschuldigen うるでしょう。［…］では，何をすべきなのでしょうか。我々
の法律はそうした恣意的な制限に満ちています。［…］国民は徐々に父権的な
権力から解き放たれなければなりません。これに関して，いつかあなたのお考

　こうした議論は，『永遠平和』がそれへ向けて書かれたであろう同時代のプ
ロイセンの政治的空気と対照させたとき，政治概念を再構築する営みだと理解
できる。『永遠平和』が書かれた直接のコンテクストとしては，フランス革命
とそれに続く各国の干渉戦争という国際政治の状況が考えられる。しかしさら
に，オーストリアのヨーゼフ 2 世（Joseph�II,�1741-90）によってなされた急進
的な上からの改革という失敗してしまった企て，そしてプロイセンの法改革（プ

ロイセン一般ラント法の成立・施行を目指した動き）という情況も考慮されなけ
ればならない。『永遠平和』の注のなかで，カントは許容法則を考察するきっ
かけとして，オーストリアのヴィンディッシュグレーツ伯（Joseph�Nicolaus�

Reichsgraf�von�Windischgrätz,�1744-1802）に言及している（8：348,�Anm.）（57）。彼
はフランスの宮殿で働いていたこともある外交官で，ヨーゼフ 2 世の性急な改
革に批判的なことで知られていた（58）。実際，ヨーゼフ 2 世の改革はあまりに
急進的で，貴族や官僚，市民の賛同得るどころか，大きな抵抗を呼び起こし挫
折した（59）。「確かにわずかな程度の適法性を持った，しかしなんらかの法的な
体制は，それが一切存在しない状態よりもよい。急ぎすぎた改革は後者の（無

（57）　以下のヴィンディッシュグレーツ伯とクラインへの着目については，R.�Brandt,�
Das�Erlaubnisgesetz,�S.�252-254. に教えられた。

（58）　Friedrich�Schlichtegroll,�Nekrolog der Teutschen für das neunzehnte Jahrhundert�
II,�Gotha:�Perthes,�1803,�S.�141-176. によれば，85年に出された伯の著作では懸賞問題
が公募されており，それは「二重の解釈が可能ではない契約規定，つまりこの契約規
定によって，所有権の変更についていかなる争いも不可能であり，それゆえこの規定
に従って締結された権利証書に関して，全くどのような訴訟も起こりえない，そうし
た契約規定を構想せよ」というものだった（S.�145）。この懸賞問題は『永遠平和』の
なかで触れられている（8：3478,�Anm.）。また，フランス革命の約一月半後に書かれた
手紙で，カントは特に伯の最新の著作が「あきらかに他の 2 つの著作（秘密結社につ
いてのものと君主政体における体制の自発的な変更についてのもの）と一つの体系の
内に結びついている」ので「非常なあこがれ」を懐くと吐露し，2 つのうちの後者が「部
分的には驚くべきことに的中してしまった占いとして」，また「部分的には専制君主に
対する賢明な助言として」，「現在のヨーロッパの危機においてより大きな効果を持つ
に違いない」と述べる（11：75）。この 2 つの著書は，『秘密結社への異論』（1788）と『 2
つの考察すべき問いについての論説。 1 .�君主は明らかに欠陥のある体制を自ら改正す
る権利を有するのか？ 2 ．改正を企てることは彼にとって賢明なこと，彼にとって利
益になることか？実践的に考察する』（1788）だと考えられる。後者はヨーゼフ 2 世の
早過ぎる革命への批判を狙った著作であった（伯は 2 つの問いに否定的に答えている）。
また95年の書簡の中でもカントは伯の著作が「最近の実際の出来事が起こる数年前に
まとめられた」もので，それは「君主が国民自身にしてほしくないと望むのであれば，
君主は何をすべきなのかということについて」書かれたものだと述べている（13：
599）。

（59）　ヨーゼフ 2 世について，Derek�Beales,�Joseph�II.�und�der�Josephinismus,�in�Helmut�
Reinalter�und�Harm�Klueting�（Hg.）,�Der aufgeklärte Absolutismus im europäischen 
Vergleich,�Wien,�Köln,�Weimar:�Böhlau�Verlag,�2002,�S.�35-54.

（60）　この点について，当然フランス革命のことも考慮しなければならないが，カントは
許容法則を直接的に用いて革命を論じているわけではないのでここでは論じず，今後
の課題としたい。エドマンド・バークに見られるように，フランス革命は当初から抽
象的な哲学原理を現実にそのまま応用した結果，悲劇に陥ったとして非難されていた。
同様の議論を，カントも常連の寄稿者であった『ベルリン月報』の編者，ヨハン・エー
リッヒ・ビースター（Johann�Erich�Biester,�1749-1816）が行っている。「浅薄で無知
な駄弁家たちは，フランスで突如立法者にまで成り上がり，空想的な思弁による霊感
にしたがっているのだ。彼らは物事の調整が抵抗にあうや，ポープの詩の中で悲喜劇
的に叫び声をあげたあの愚か者と同じことになってしまう。ああ，神よ！　なぜ 2 か
ける 2 は 4 なのですか！と」。J.�E.�Biester,�Einige�Nachrichten�von�den�Ideen�der�
Griechen�über�Staatsverfassung,�in�Berlinische Monatsschrift�Bd.�21,�1793,�S.�509f.�私
見では，カントは，フランス革命あるいは革命一般を哲学原理の直接的適用の事例と
しては批判していない。

（61）　石部雅亮『啓蒙的絶対主義の法構造 ― プロイセン一般ラント法の成立』有斐閣，
1969年，218-263頁。
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政府状態という）運命に逢着するだろう」とカントは述べているが（8：373,�

Anm.），これはオーストリアの上からの改革を念頭に置いて書いているものだ
と考えられる。許容法則は理念へと確実に到達するために現実に暫定性を付与
するが，あまりに独断的で急進的な政治はこの暫定性さえも破壊してしまいか
ねないのだ（60）。
　さらに，独断的で急進的な政治の対極にあるが，それと同様に暫定性を破壊
してしまう政治は，理念の確定性への見込みが存在しないものである。フラン
ス革命の破局的な帰結を目の当たりにしたプロイセンでは反動的な空気が広が
りつつあり，プロイセン一般ラント法の起草者ら，改革派の官僚も改革の成果
を最低限獲得するためにその空気に妥協しようとしていた（61）。官僚で一般ラ
ント法の起草者でもあったクライン（Ernst�Ferdinand�Klein,�1744-1810）は，
1789年のカント宛書簡の中で，「慣習となってしまっている自由の制限をいっ
さい廃止するということは立法者の義務かどうか」と自問し，それに否定的に
答える。「長い間慣例となっているものは，国民の意志に適合しているように
思われます。［…］思うに，その［自由の］使用を留保させておくことは許さ
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entschuldigen うるでしょう。［…］では，何をすべきなのでしょうか。我々
の法律はそうした恣意的な制限に満ちています。［…］国民は徐々に父権的な
権力から解き放たれなければなりません。これに関して，いつかあなたのお考

　こうした議論は，『永遠平和』がそれへ向けて書かれたであろう同時代のプ
ロイセンの政治的空気と対照させたとき，政治概念を再構築する営みだと理解
できる。『永遠平和』が書かれた直接のコンテクストとしては，フランス革命
とそれに続く各国の干渉戦争という国際政治の状況が考えられる。しかしさら
に，オーストリアのヨーゼフ 2 世（Joseph�II,�1741-90）によってなされた急進
的な上からの改革という失敗してしまった企て，そしてプロイセンの法改革（プ

ロイセン一般ラント法の成立・施行を目指した動き）という情況も考慮されなけ
ればならない。『永遠平和』の注のなかで，カントは許容法則を考察するきっ
かけとして，オーストリアのヴィンディッシュグレーツ伯（Joseph�Nicolaus�

Reichsgraf�von�Windischgrätz,�1744-1802）に言及している（8：348,�Anm.）（57）。彼
はフランスの宮殿で働いていたこともある外交官で，ヨーゼフ 2 世の性急な改
革に批判的なことで知られていた（58）。実際，ヨーゼフ 2 世の改革はあまりに
急進的で，貴族や官僚，市民の賛同得るどころか，大きな抵抗を呼び起こし挫
折した（59）。「確かにわずかな程度の適法性を持った，しかしなんらかの法的な
体制は，それが一切存在しない状態よりもよい。急ぎすぎた改革は後者の（無

（57）　以下のヴィンディッシュグレーツ伯とクラインへの着目については，R.�Brandt,�
Das�Erlaubnisgesetz,�S.�252-254. に教えられた。

（58）　Friedrich�Schlichtegroll,�Nekrolog der Teutschen für das neunzehnte Jahrhundert�
II,�Gotha:�Perthes,�1803,�S.�141-176. によれば，85年に出された伯の著作では懸賞問題
が公募されており，それは「二重の解釈が可能ではない契約規定，つまりこの契約規
定によって，所有権の変更についていかなる争いも不可能であり，それゆえこの規定
に従って締結された権利証書に関して，全くどのような訴訟も起こりえない，そうし
た契約規定を構想せよ」というものだった（S.�145）。この懸賞問題は『永遠平和』の
なかで触れられている（8：3478,�Anm.）。また，フランス革命の約一月半後に書かれた
手紙で，カントは特に伯の最新の著作が「あきらかに他の 2 つの著作（秘密結社につ
いてのものと君主政体における体制の自発的な変更についてのもの）と一つの体系の
内に結びついている」ので「非常なあこがれ」を懐くと吐露し，2 つのうちの後者が「部
分的には驚くべきことに的中してしまった占いとして」，また「部分的には専制君主に
対する賢明な助言として」，「現在のヨーロッパの危機においてより大きな効果を持つ
に違いない」と述べる（11：75）。この 2 つの著書は，『秘密結社への異論』（1788）と『 2
つの考察すべき問いについての論説。 1 .�君主は明らかに欠陥のある体制を自ら改正す
る権利を有するのか？ 2 ．改正を企てることは彼にとって賢明なこと，彼にとって利
益になることか？実践的に考察する』（1788）だと考えられる。後者はヨーゼフ 2 世の
早過ぎる革命への批判を狙った著作であった（伯は 2 つの問いに否定的に答えている）。
また95年の書簡の中でもカントは伯の著作が「最近の実際の出来事が起こる数年前に
まとめられた」もので，それは「君主が国民自身にしてほしくないと望むのであれば，
君主は何をすべきなのかということについて」書かれたものだと述べている（13：
599）。

（59）　ヨーゼフ 2 世について，Derek�Beales,�Joseph�II.�und�der�Josephinismus,�in�Helmut�
Reinalter�und�Harm�Klueting�（Hg.）,�Der aufgeklärte Absolutismus im europäischen 
Vergleich,�Wien,�Köln,�Weimar:�Böhlau�Verlag,�2002,�S.�35-54.

（60）　この点について，当然フランス革命のことも考慮しなければならないが，カントは
許容法則を直接的に用いて革命を論じているわけではないのでここでは論じず，今後
の課題としたい。エドマンド・バークに見られるように，フランス革命は当初から抽
象的な哲学原理を現実にそのまま応用した結果，悲劇に陥ったとして非難されていた。
同様の議論を，カントも常連の寄稿者であった『ベルリン月報』の編者，ヨハン・エー
リッヒ・ビースター（Johann�Erich�Biester,�1749-1816）が行っている。「浅薄で無知
な駄弁家たちは，フランスで突如立法者にまで成り上がり，空想的な思弁による霊感
にしたがっているのだ。彼らは物事の調整が抵抗にあうや，ポープの詩の中で悲喜劇
的に叫び声をあげたあの愚か者と同じことになってしまう。ああ，神よ！　なぜ 2 か
ける 2 は 4 なのですか！と」。J.�E.�Biester,�Einige�Nachrichten�von�den�Ideen�der�
Griechen�über�Staatsverfassung,�in�Berlinische Monatsschrift�Bd.�21,�1793,�S.�509f.�私
見では，カントは，フランス革命あるいは革命一般を哲学原理の直接的適用の事例と
しては批判していない。

（61）　石部雅亮『啓蒙的絶対主義の法構造 ― プロイセン一般ラント法の成立』有斐閣，
1969年，218-263頁。

202　カントと許容法則の挑戦.indd   160-161 2015/07/03   16:39:34



162 163

［法と哲学 創刊第 1 号（2015．6 ）］ 〈Ⅱ　論説〉　 2 　カントと許容法則の挑戦〔網谷　壮介〕

法と哲学 法と哲学

がそこからなされる限りで，暫定性を与える。『永遠平和』によれば，政治は，
「法に反する国家原理を取り繕って，理性が命じるようには理念に従って善を
なすことができないのが人間本性だということを口実に，できるかぎり改善を
不可能にし，法的違反を永遠化しようとする」ことなど決してあってはならな
いだけでなく（8：373），「早まって暴力的にその目的を引き寄せるのではなく，
好都合な状況を見計らって，絶え間なくその目的に漸近していくという思慮を
わきまえて」いる必要がある（8：378）。カントにとって，政治の本分は暫定的
な領域から理念の実現ヘ向けて現実的な判断を行い，漸進的に改革し続けるこ
と，これである。許容法則の理論は，迫りつつある政治の自己破壊から政治を
救出しようとする挑戦なのだ。

結　　論

　許容法則の概念を検討してきたなかで明らかになったのは，カントにおいて
許容法則が意味するのは，何らかの不正・不法なものを例外的に正当化すると
いうことでは決してないということである。そうではなく，許容法則は一方で，
法原理によって命令されても禁止されてもいない行為に権能（道徳的能力）を
付与する規範として，他方で過去の公論によって禁止されているとは考えられ
ていなかった現行の不法な体制に暫定性を付与する規範として働いている。第
一の点についてフルシュカは正しく評価したが，我々はさらに許容法則のもと
にある行為が adiaphora と表現されないことのうちにもカントの法哲学的革新
を看取しうることを見た。adiaphora は歴史上，それがどうでもよい行為であ
るがゆえに法的・道徳的ステータスが曖昧であり，それをめぐって法と法が支
配を争い，法が法を打ち消し合う事態を招来してきたものだった。それに対し
て，カントは許容法則が与える権能を adiaphora から隔絶させる。許容法則は，
理性法則のもとにあって命令も禁止もされておらずそれらに反してもいない行
為を，そうしたものとして承認し，その行為に権能を与えるのである。そうで
ある以上，許容法則のもとにある行為は自由になされたものとして道徳的評価
の対象となり，道徳的にまったくどうでもよいということはできない。それは
adiaphora ではなく「単に許容された」行為である。人間の自由な行為の一切
は理性法則に包摂され，理性のみから道徳的評価を受けるようになり，同時に
同じ理性に由来する法則同士の衝突の可能性は塞がれる。許容法則から

えを知りたく思います」（11：118）。しかしカントの答えを得る前に，クライン
は90年の著作で断言する。「政治的自由は市民的自由を保障する限りで価値を
持つ」のだから，「市民的自由を実際に享受している限り政治的自由の欠如を
嘆くいわれはない」（62）。市民的自由の存在する君主制に生きている者は「共
和主義者になることを要求しない」。というのも，そもそも「人民は自由へと
成熟するまでは全く自由ではない」からである（63）。
　それに対して，『法論』によれば「唯一の適法的な体制」は市民が立法権・
投票権，すなわち政治的自由を持つ「純粋共和制」だけである。したがって，
体制がそれへと改革されない限りは「ただ暫定的な内的権利が認められうるだ
けで，市民社会の絶対的に法的な状態は認められない」。支配者は自ら共和制
へ向けて「徐々に継続的に変革するように」拘束されている（6：340f.）。さらに，

『単なる理性の限界内での宗教』でカントはクラインに見られるような表現，「人
民が自由へと成熟していない」という表現に馴染めないと告白する。確かに「権
力を持った人が時勢に押されて」，人民に自由を与えることを「さらに先へ，もっ
と先へと延期せざるをえない」時はあるかもしれないが，人民はそれに適して
いないのだと言って人民を自由から永遠に遠ざけておくことは「人間を自由へ
と創造した神の大権自体の侵害である」（6：188）。カントにとって，このよう
に「人民が自由へと成熟していない」という理由で人民に政治的自由を永遠に
与えずにおくこと，これこそまさに法原理の禁止を犯すことであり，それに対
しては許容（Erlaubnis）ではなく，クラインのように弁明
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（Entschuldigung）が
なされなければならないものである。理念の実現，確定性への移行を目指さず
に現在の非適法的な体制にとどまり続けようとすることは，現実から暫定性を
喪失させることになるのだ。
　理念の実現可能性を顧慮しない独断的な改革と，改革の永遠の先延ばし，こ
れらはともにカントにとって政治の自己破壊にほかならない。理念の実現を顧
慮しない急進的すぎる政治も，改革を永久に停止して現在の理念に悖る状態に
とどまり続ける政治も，どちらも暫定性という自らの条件を破壊してしまうの
である。許容法則は，理念に悖る現在の状態に，理念の確定性を見越した改革

（62）　Ernst�Ferdinand�Klein,�Freyheit und Eigenthum�［1790］,�Kronberg/Ts:�Scriptor�
Verlag,�1977,�S.�164.

（63）　E.�F.�Klein,�Freyheit und Eigenthum,�S.�172.
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4 4

（Entschuldigung）が
なされなければならないものである。理念の実現，確定性への移行を目指さず
に現在の非適法的な体制にとどまり続けようとすることは，現実から暫定性を
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とどまり続ける政治も，どちらも暫定性という自らの条件を破壊してしまうの
である。許容法則は，理念に悖る現在の状態に，理念の確定性を見越した改革

（62）　Ernst�Ferdinand�Klein,�Freyheit und Eigenthum�［1790］,�Kronberg/Ts:�Scriptor�
Verlag,�1977,�S.�164.

（63）　E.�F.�Klein,�Freyheit und Eigenthum,�S.�172.
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だと言われることがある。許容法則というカント哲学の縁に記されているかに
見える概念を検討することで，我々は彼に与えられたこうした通俗的イメージ
を一方で強固なものとし，他方でそれを破壊する。一方で，カントは許容法則
の付与する権能を adiaphora から引き離すことによって，理性法の包括性と一
貫性を維持している。カントにとって許容法則が許容するのは例外ではなく，
法原理が命令も禁止もしていない行為である。理性法のもとに包括される限り
どのような行為であっても，どうでもよくはない。ここに我々はカントの厳格
な理性主義者としての一面を垣間見るだろう。しかし他方で，『永遠平和』の
許容法則に目をやれば，カントが決して現実を一顧だにしない理想主義者では
ありえなかったということも分かる。それは，理念の未だ実現していない状態
を理念の実現へと動きはじめている過程として正当化し，その限りでそれに暫
定性を付与する。ここでカントが許容するのは，理念の確定性を目指した暫定
的な現実である。一切の例外を許さない厳格な理性の信奉者と，現実を顧慮し
て同時代の政治的言説に介入する者，これら 2 つの像は矛盾なく併存している
と言ってよい。カントは，理性的理念以外には関心を持たず世俗政治を慮るこ
とがない哲学者でもなければ，現実におもねって理性を矮小化するような政治
家でもない。例外を規範的に否定しようとする峻厳な法哲学的野心は，その峻
厳さを維持しつつも理念を現実化するために暫定的なものを許容するという政
治的思考に伴われている。

adiaphora を切離することによって，理性法は極大的な包括性と例外なき一貫
性を獲得したのだった。このことは，『法論』が形而上学的な仕方で叡智的占
有の可能を演繹するときにも，また『永遠平和』が現在の体制に暫定性を付与
するときにも，妥当している。前者では許容法則が叡智的占有を法原理に反し
ておらず命令も禁止もされていない行為として承認し，後者では現在の体制を
過去には禁止されているとは思われていなかったものとして正当化する。
　しかし他方で『永遠平和』の許容法則は，単に現在の体制を過去の禁止に反
していないものとして許容するだけでなく，そこから理念の実現を目指した改
革が行われる限りでそれを暫定的に許容している。我々は，許容法則が持つこ
の暫定性の付与という機能が，同時代のプロイセンにおいては政治の概念的再
構築を意味したであろうことを見た。こうした性格は，しかし『法論』では許
容法則の概念からは遠ざけられる。許容法則は，叡智的占有の可能性の演繹が
なされる際に，法原理に反していない先占行為に「単なる法の概念一般からは
引き出せない権能」（6：247）を与えるものへと理論的に縮減される。『永遠平和』
から『法論』へと至る過程で，許容法則の概念は法形而上学的に純化され，権
能を付与する規範から暫定性を付与する規範が遊離していくようにみえる。後
者は許容法則の範疇で語られる代わりに，統治者に課せられる政治的義務の問
題として語られるようになるのだ。「主権者には，現存する国家体制が根源的
契約の理念と一致しない場合には［…］それを変革することが可能でなくては
ならない」（6：340）。確かに現行の政体は「古くからある長年の慣習によって（し

たがって単に主観的に）必要だと考えられている［…］限りは，存続していて
もよい

4 4

」が，「根源的契約の精神（anima�pacti�originarii）は構成的権力に対して，
統治形式を根源的契約の理念に適合したものにしなければならないという拘束
性を，それも，一度にそれが出来することがなくても，統治形式を唯一適法的
な体制である純粋共和制と作用の点で合致するように徐々に継続的に変革しな
ければならないという拘束性を課している」。これが「唯一永続的な国家体制」，

「全ての公法の最終目的」であり，「すべての人にその人のものが確定的
4 4 4

に配分
されうる唯一の状態」である。この状態に至らない限りは「ただ暫定的

4 4 4

な内的
権利が認められうるだけ」である（6：340f.）。こうした論理は『永遠平和』の
許容法則と同様のものだが，それは『法論』ではもはや許容法則の問題として
ではなく，統治者の義務の問題として扱われるのである。
　カントはしばしば厳格すぎる道徳主義者だとか，現実を顧みない理想主義者

※�　本稿は日本学術振興会特別研究員奨励費並びに日独共同大学院プログラム
（IGK）の助成を受けたものである。
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