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1　は じ め に

　本研究は，カントの『人倫の形而上学』第一部『法
論』を，《法の定言命法》の体系として読み解い
ていくことを目的とする。カウルバッハの労作（1）

以来，カントの『法論』が《批判倫理学》におけ
る定言命法と対立するわけではなく，むしろ定言
命法の思想の枠内で『法論』が構築されていると
いうことはカント研究者の間で共有されるように
なってきている。例えば，ケアスティングは以下
のように述べている。「カントの市民的統合の契
約［＝根源契約］は国家法において定言命法に相
当するものである。定言命法が道徳原理として格
率の合法則性を判定することができるように，市
民的統合の契約は公的正義の原理として，実定的
な法律の適法性を規定することができる｣（2）。ま
た，樽井／石田は次のように言う。「カントの批
判哲学における道徳は，『あなたという人格が人
間であること，他のどの人格も人間であることを，
つねに同時に目的として扱い，けっしてたんに手
段として扱うことのないように行為しなさい』
（V249）という定言命法に従うことを求める。法
は，道徳とは異なり，意志がこの命法に従うこと，
それを動機とすることを求めないが，行為がこの
法則に適っていることを求める。そのかぎりで，
『法の法則』は定言命法の法の領域での言い換え
と見ることができる｣（3）。
　私はこれらの解釈から一歩踏み出して，『法論』
の根幹に置かれる「法の普遍的法則」，「君の選択
意志の自由な行使が，万人の自由と普遍的法則に
したがって両立しうるように外的に行為せよ｣
（VI231）（4）が《法の定言命法》と呼ぶにふさわし
いものであることをすでに論じた（5）。この「法の
普遍的法則」を最上原理として『法論』の体系が

構築されていくわけだが，本研究ではさらに，『法
論』全体がさまざまなレベルの《法の諸定言命法》
によって構成された体系となっているということ
を論証していきたい（6）。実際 ,『法論』には各所
で個別的イシューに即した「定言命法」が登場す
る。『徳論』の本論においては「定言命法」概念
が一度も使われなかったのと対照的である（7）。こ
れらを含めて，またカント自身が「定言命法」と
呼ばなかった数多の法義務も含めて，『法論』の
全体が法の最上原理の下に構築された《法の定言
命法》の体系であることを論じていきたい。
　本論に入る前に，『法論』の構成を確認してお
くことにしたい。カントは「法」すなわち「体系
的規範」としての「Recht」を，「アプリオリな諸
原理にのみ基づく自然法（Naturrecht）」と「立
法者の意志に由来する実定的（条例的）法」とに
区分する（VI237）。カントの『法論』はこのうち
の前者，自然法の体系である（8）。自然法はさらに
「自然的法（das natüliche Recht）」と「市民的法（das 

bürgerliche Recht）」とに区分される（VI242）。前
者は，自然状態のうちに存する法であり，それが
「私法（Das Privatrecht）」である。カントも社会
契約論者のひとりとして，自然状態においても自
然的法（＝自然権）が存すると考えるわけだが，
自然状態においてはそれはまだ暫定的に認められ
ているにすぎない（VI312）。「市民的法」は「市
民的状態（der bürgerliche Zustand）」すなわち「法
的状態（der rechtliche Zustand）」を樹立すること
によって，人間の諸権利を確定的に保障すること
を義務づける。そのような法が「公法（Das 

öffentliche Recht）｣である。したがって『法論』は，
第一部「私法」と第二部「公法」から構成される
ことになる。
　ドイツ語の「Recht」には「法」という意味の
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ほかに「権利」という意味もあるわけだが，カン
トは「権利」すなわち「他人を義務づける（道徳
的）能力」としての「Recht」を，「生得的権利」
と「取得された権利」とに区分する（VI237）。生
得的権利は「一切の法的作用から独立に万人に生
来帰属する権利」であって，カントによればそれ
はただ一つ，「自由（他人の選択意志による強制
からの独立）｣（ibid.）にほかならない。それに対
して取得された権利とは，取得するという法的作
用が必要とされるような権利であり，つまり，外
的な私のもの・あなたのものに対する権利，所有
権のことである。『法論』の第一部「私法」は，「外
的な私のもの・あなたのもの一般に関する私法」
とも題されていることからわかるように
（VI245），取得された権利を扱う。第二部「公法」
は，万人の「生得的な外的自由」（VI316）を保障
しうる法的状態の構築を課するとともに，それに
よって，「私法」において暫定的に認可された所
有権が公的な権力によって確定的に保障されるこ
とになるのである。
　さらに「私法」と「公法」の下位区分も確認し
ておくことにしたい。カントは「私法」において，
「所有する」とか「取得する」という法的作用に
ついてアプリオリに基礎づけた上で，外的な私の
もの・あなたのものの三種の様態に即して論述を
進めていく。すなわち，「物権」と「債権」と「物
権的債権」の三つである。「物権」とは，ある物
件を所有し独占的に使用する権利のことである
が，この場合の権利は，たんにある人格とその物
件との直接的関係を意味するのではなくして，そ
の物件をめぐってある人格が他の諸人格を拘束す
ることができるという関係を意味している
（VI260ff.）。「債権」とは，ある人格が他の人格に
対してある特定の行為を行うように拘束すること
ができる能力のことであり，この場合カントによ
れば，「他人の選択意志」とか「他人の原因性」
を所有していることになる（VI271）。「物権的債
権」とは，あたかもなんらかの物件を所有するか
のように他の人格を所有することのできる権利の
ことであり，これは配偶者や子どもを所有する権

利を指している（VI276ff.）。カントは「私法」に
おいて，基本的にこれら三様の「取得された権利」
を哲学的に基礎づけていこうと試みている。
　「私法」と「公法」の間には，「自然状態におけ
る私のもの・あなたのものから法的状態における
私のもの・あなたのものへの移行一般」と題して
数節が置かれている（9）。ここで「私法」から「公
法」への移行が必然的であること，したがって法
的状態（市民的状態）の樹立が義務であることが
論証される（VI305ff.）。かくして導入される「公法」
は，「国家法」，「国際法」，「世界市民法」の三部
門から成る。「国家法」と「国際法」という区分
は当時すでに定着していたが，さらに「世界市民
法」というものを構想したのがカントの独自性で
ある。ここには現代的に見てもたいへん興味深い
問題が伏在しているが，本研究の意図とは離れる
のでここでこれ以上論じることはできない（10）。
　以上を踏まえた上で，『法論』がいかなる形で《法
の定言命法》の体系となっているかを明らかにし
ていきたい。

2　「私法」における「実践理性の法的要請」

　『法論』の第一部「私法」には三つの「定言命法」
概念が登場する。しかしながら，このうちの二つ
は明らかに，「私法」論固有の文脈の中でという
よりも，理性の事実としての定言命法が自由を証
明するという，批判期以来の自由の演繹の文脈で
用いられている（VI252, VI280）。残りの一つに関
しては後述することにしたい。その前に，「私法」
の根底には，私的所有を基礎づける「実践理性の
法的要請」が置かれているので，そちらを瞥見し
ておくことにしたい。これは「法の普遍的原理」
と同様，いくつかの形で書き表されているが，残
念ながら命法の形で表現されているものは見当た
らない。その最も単純な定式化は以下のようなも
のである。「私の選択意志のあらゆる外的対象を
私のものとして有することは一般に可能である｣
（VI246）。これを消極的に言い換えたものがこの
直後に示されており，これもまた「実践理性の法
的要請」とみなしてよいだろう。「ある格率が法
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則とされたときに，この格率に従うと選択意志の
ある対象がそれ自体として（すなわち客観的に）
無主物（res nullius）とならざるをえないとする
ならば，そのような格率は違法である｣（ibid.）。
また，少し先の箇所で次のような定式化が示され
て，これも「実践理性の法的要請」であると明記
されている。「外的なもの（使用できるもの）が
だれかの自分のものとなることができるように，
他人に対して行為することは法義務である｣
（VI252）。
　これらは「要請（Postulat）」と名づけられてい
るが，『実践理性批判』の「弁証論」における「神
の現存在」や「魂の不死」の「要請」の場合のよ
うに義務である道徳法則が確立されたあとに純粋
実践理性の矛盾や欠損を埋め合わせるために要求
される二次的な補完物（11）でないということは明
らかであろう。それは私法論全体を支える「実践
理性のアプリオリな前提｣（VI246）であり「アプ
リオリな総合的法命題｣（VI249）である。細川亮
一は，カントが当時の用語法に立脚しつつ，証明
できない確実な実践的命題のことを「要請」と呼
んでいたことを確認した上で（12），そこからさら
に「定言命法は要請である｣（13）と論じている。細
川は『法論』に出てくる「実践理性の法的要請」
についても詳論しているが（14），それらは，『実践
理性批判』「弁証論」における二次的補完物とし
ての要請論とは異なり，定言命法の資格を有して
いることは明らかであろう。
　この「私法」の根底に置かれる「実践理性の法
的要請」は，公刊された『人倫の形而上学』『法論』
においては「定言命法」と呼ばれることはなかっ
たが，『人倫の形而上学の準備原稿』の段階では
次のように明言されていた。

　道徳的実践理性の証明不能ではあるが確実な
総合的命題は，道徳的要請

4 4 4 4 4

であり，すなわち，
ある仕方で行為することを無条件的に（ある意
図を達成するための手段としてではなく）命ず
る定言命法

4 4 4 4

である。
　外的な私のもの・あなたのものに関する定言

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

命法
4 4

は法の法則（ein Rechtsgesetz, lex juris）で
あり，これが外的な法律として立法されうる場
合には法的法律（ein rechtliches Gesetz, lex ju-

ridica）である。これに対して選択意志の外的
使用において自由を毀損しないということのみ
をめざすたんなる分析命題は合法性の法則（das 

Gesetz der Rechtmäßigkeit, lex justi）と呼ばれ，
直接的には内的な私のもの・あなたのものにの
み関わる。これはたしかに外的な私のもの・あ
なたのもののあらゆる拡張のためのアプリオリ
な条件を含んでいるが，これ自体は拡張的では
ない｡（XXIII256）

　1780年代の《批判倫理学》の用語法に親しん
だ者にとってはあまりにも意外に思われるかもし
れないが，90年代のカントは「道徳的要請」と「定
言命法」を等置し，「外的な私のもの・あなたの
ものに関する定言命法」なる概念まで導入しよう
としていたのである。公刊された『法論』にその
概念が残されることはなかったが，その代わりと
して「実践理性の法的要請」という概念が活かさ
れて，「私法」の根本概念として据えられること
になった。引用文の後半で対比されているように，
「法の普遍的原理」が選択意志の外的自由から分
析的に導き出されるのに比して，「実践理性の法
的要請」はその「法の普遍的原理」をアプリオリ
な条件としつつ，しかも選択意志の自由を超え出
て人格と外的対象とをアプリオリかつ総合的に結
びつけるのである。「アプリオリな総合的法命題」
という性格を有することから判断するなら，これ
はまさに《法の定言命法》と呼ばれて然るべきも
のであったと言うことができるであろう。これを
《所有保障の定言命法》と呼ぶことにしたい。
　さて，「私法」の中でカント自身が「定言命法」
という概念を使っており，しかも，内容的にも私
法論の文脈と密接に関わっている箇所は，「債権」
の中に見出される。「債権」とは「契約」によっ
て取得される権利である。契約とは「二人の人格
の統合された選択意志の作用」であって，一方が
約束し，他方がそれを受諾することによって成立
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する（VI271f.）。契約が締結されたならば，その
契約は履行されなければならない。その義務はい
かにして演繹（すなわちその可能性を証明）され
うるのか。カントは次のように語る。

　問題は，なぜ私は自分がした約束を守るべき
なのか，ということであった。というのも，私

4

は自分の約束を守るべきである
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ということは，
だれもが自明なこととして知っているが，この

4 4

定言命法
4 4 4 4

を証明することはまったく不可能だか
らである。…これは純粋な

4 4 4

（法概念に関して空
間と時間という感性的条件をすべて捨象する）
理性の要請
4 4 4 4 4

であり，それらの諸条件を捨象する
ことが，それによって対象の占有を廃棄するこ
となく可能であるという教説は，それ自体，契
約による取得という概念の演繹なのである。
（VI273）

　「債権」の根幹には「自らの約束を守るべし」
という定言命法が存している。この約束遵守の定
言命法は，『基礎づけ』において「他人に対する
完全義務」の例として提示されていたものと，内
容的には重なっている。ただし，『基礎づけ』で
はあくまでも「道徳性の命法」としての定言命法
の実例として挙げられていたのであって，外的強
制の可能な法義務として語られていたわけではな
いので，両者がどこまで重なり合うと言えるのか
は慎重な検討が必要である（IV422）。また，『人
倫の形而上学』の『徳論』においては，「自己自
身に対する完全義務」のひとつとして虚言の禁止
が取り上げられている（VI429ff.）。そこでは虚言
を，他人に対して犯す「外的虚言」と自己自身に
対して犯す「内的虚言」に分けて論じており，「外
的虚言」を他人の権利を毀損する行為とした上で，
『徳論』において問題とするのは「内的虚言」の
ほうに限定している。外的虚言の禁止と約束遵守
の定言命法とが同じものを意味するかどうかにつ
いても，カントは詳しく語っていない（15）。ここ
では，「債権」の根底に約束遵守の定言命法が置
かれていること，しかもそれが再び「純粋理性の

要請」と呼ばれていることに注意を喚起するにと
どめておきたい。法の場面に限定するならば，約
束遵守の定言命法は《契約履行の定言命法》と呼
ばれるべきであろう。

3　  「公法の要請」と理想的国家追求の定言命
法

　さて，「私法」から「公法」に目を転じていき
たい。「私法」と「公法」の中間に置かれている「自
然状態における私のもの・あなたのものから法的
状態における私のもの・あなたのものへの移行一
般」の中には，「公法の要請」が掲げられている。
「あなたは，すべての他人と互いに並存する関係
を避けることはできないので，自然状態から出て
法的状態へ，つまり配分的正義の状態へと移行す
るべきである｣（VI307）。またもや「要請」である。
今回は近くに「定言命法」の語は見当たらないが，
この「公法の要請」自体が「べし（Sollen）」で
語られているので，「私法」における「実践理性
の法的要請」よりもはるかにその定言的性格が
はっきりしているであろう（16）。そしてカントは
このような法義務の根拠を次のように述べてい
る。「この公法の要請の根拠は暴力（violentia）
と対置されるべき，外的関係における法の概念か
ら分析的に展開される｣（ibid.）。ここで「法／権
利（Recht）」と「暴力（Gewalt）」が反対概念と
して対置されているのが注目に値する。この点は，
後述する「権力分立（Gewaltenteilung）」の問題
や《平和の定言命法》の問題とも密接に関連して
くる。とりあえずここでは，自然状態にとどまろ
うとすることは，「まったく法的ではない状態，
すなわち，だれも自分のものを暴力行為から守ら
れていないような状態のうちにいよう，そこに留
まり続けようとしている点において，そもそも最
高度の不法を犯していることになる｣（VI307f.）
として，カントが厳しく弾劾しているということ
を確認しておきたい。また，同じ文脈の中でカン
トは，現実に敵対行為（＝暴力行為）が行われて
いるかどうかに関わらず，法による安全保障が樹
立されないかぎり，自然状態は戦争状態とみなさ
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れねばならないという，『永遠平和のために』に
おいて展開された自然状態論（VIII348f.）を援用
している。カントはロックとは異なり，むしろホッ
ブズに賛同して，自然状態は戦争状態であり，法
的状態，市民的状態，すなわち，「平和状態が設
立されなくてはならない｣（VIII349）と断ずるの
である。このように「公法の要請」は《法的状態
設立の定言命法》とみなすことができるだろう。
　かくしてカントは「公法」へと参入していく。「公
法」の第一章は「国家法」である。カントが自然
状態から脱して，移行，設立していこうとした法
的状態，市民的状態は，第一段階として「国家
（Staat）」という形態を取ることになる。カント
は国家を次のように定義する。｢国家（civitas）
とは，法的諸法則の下における一群の人間たちの
統合である｣（VI313）（17）。この定義にはカントが
構想している理念としての国家が，法の支配する
法治国家であること，そして国民主権国家である
ことがすでに含意されている。カントは国家を設
立する社会契約のことを「根源的契約」と呼ぶが，
それによれば国家は「普遍的に統合された国民意
志」に由来するものでなくてはならず，したがっ
て主権は国民に存するとみなされねばならない。
　国民の自由を保障するためには法の支配の確立
が重要である。先にカントが法と暴力（Gewalt）
を対置していたことを指摘しておいたが , 

｢Gewalt｣ には「権力」という意味もある。法は
権力とも対を成すのであって，法が支配する法治
国家は，権力の独善的行使を制御するシステムを
内にそなえていなければならない。それが，当時
ロックやモンテスキューらによって確立された
「権力分立」という考え方である。「国家法」の章
はほんの七節から成る短い章であるが，その大半
は権力分立の議論に割かれている（VI313ff.）。ま
ず第一に，立法権が主権であり，これは「国民の
統合された意志」にのみ帰属する。第二に，立法
者は同時に行政者たりえない。行政者は，主権者
によって立法された法に拘束されながら国家管理
を行う。立法者は政治の改革のために行政者を罷
免することができるが，処罰することはできない。

第三に，立法者も行政者も裁判をすることはでき
ず，裁判官を任命しうるだけであり，国民のみが
代表者を通じて自らを裁くことができる。『法論』
「国家法」においては，このような三権分立の議
論が構築されていく（18）。
　こうした議論が一段落したところでカントは次
のように締めくくっている。

　三つの相異なる権力（立法権，行政権，司法
権）によって，国家はその自律を有する

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことに
なる，すなわち，みずからを自由の法則

4 4 4 4 4

にした
がって形成し維持することになる。これら三つ
の統合に国家の安寧はかかっている。国家の安
寧とは…，憲政組織と法の諸原理とが最も合致
しているような状態のことであり，こうした状
態を求めて努力するよう理性は定言命法

4 4 4 4

を通じ
て私たちを拘束している｡（VI318）

　このような三権分立をそなえた法治国家の設立
を定言命法が命じている。いや，ここでは，「公
法の要請」のときのように法的状態への移行や市
民的状態の樹立が課せられているというよりも，
すでに現存している現実的国家を「理念における
国家｣（VI313），理想的な国家へと変革していく
ことが，定言命法によって命じられていると言う
べきだろう。この定言命法をひとまず《理想的国
家追求の定言命法》と名づけておくことにするが，
この定言命法は，カント法哲学の最大のアポリア
を刺激することになる。すなわち，カントの抵抗
権否認論（革命否定論）の問題である。一方でカ
ントは，理想的な国家を追い求めて現実の国家を
変革していくことが定言命法によって命じられて
いると主張しながら，他方で，「あなたがたに対
して支配権を有する公権力に（内的道徳性に矛盾
しない一切の事柄において）服従せよ，という命
法はひとつの定言命法である｣（VI371）と述べて
いる。この問題をどのように受け止めたらいいの
であろうか。節を改めて，《平和の定言命法》の
問題として論じていくことにしたい。
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4　平和の定言命法

　カントは「国家の立法的支配者に対しては国民
のいかなる適法的抵抗も存しない｣（VI320）と論
じて，抵抗権を完全に否定している。まずカント
は抵抗権という概念そのものの不合理性を指摘す
る（19）。一般にカントは緊急権というものを認め
ない。緊急の場合だからといって不法／不正
（Unrecht）をはたらく権利（Recht）が生じたり
はしない。カントによればそれは自己矛盾をはら
んだ不合理な概念である。抵抗権や革命権という
概念はこのような仮想上の誤った観念にほかなら
ない。理想的国家体制が実現されていないからと
いって，法／権利体系に背いたり，その源泉を根
底から覆してしまうような権利を人民がもつと言
うことは論理的に不可能なのである。
　それと同時に暴動や革命といった抵抗形態その
ものの違法性が指摘される。この点は特に，カン
トが「国際法」の章で論じた「永遠平和」の問題
と関連している。『法論』の「結語」ではカント
は次のように断じている。

　私たちの内なる道徳的・実践的理性はその断
固たる拒否を宣告する。いかなる戦争もあるべ
からず。それが自然状態における諸個人の間の
ものであろうと，あるいは，内的には法則の支
配する状態にあるとはいえ，外的には（相互の
関係においては）無法則な状態にある国家と国
家としての私たちの間のものであろうとも。な
ぜなら戦争は各人がその権利を追求するにあ
たってとるべき方法ではないからである。
（VI354）

　一切の戦争を無条件的に禁止するこの一文は，
まさに《平和の定言命法》と呼ばれるべきであろ
う。それは，ホッブズの「基本的自然法」が「各
人は，平和を獲得する希望があるかぎり，それに
むかって努力すべきであり，そして，かれがそれ
を獲得できないときには，かれは戦争のあらゆる
援助と利点を，もとめかつ利用していい｣（20）とい

う仮言的な法則であったのとはまさに対照的であ
る。ところでここで注意すべきは，この《平和の
定言命法》が，諸国家間においてばかりでなく，
一国家内にも妥当する議論であるということであ
る。それゆえ，国内的には暴力革命という方法が
否定され，国際的には単一国家や単一宗教による
世界制覇という方法が否定される。各人が抱く目
的が利己的，主観的なものである場合はもちろん
だが，その目的が理想的国家や永遠平和の実現の
ような，崇高で道徳的な目的である場合にも，や
はりそれは原理・原則の下に立たなければならな
い。
　『法論』の最上原理としての《法の定言命法》
は各人の抱く目的が何であれ，その目的を達成す
るための手段としての外的行為が適法的である
（他人の自由を侵害しない）ことを，無条件的に
命令するものであった。《平和の定言命法》はこ
れをうけて，目的達成の手段としてのいっさいの
暴力的行為を禁じている。すなわち永遠平和とは，
いっさいの戦争が罷んだ理想的状態（政治が目指
すべき最終目標）だけを意味するものではなくて，
それへと至る手段の全体をも含んだ包括的概念な
のである。永遠平和というとまず，未来において
到達されるべきユートピアがイメージされがちだ
が，「外的自由の形式的条件」に携わる『法論』
によって課される永遠平和は，第一義的には，そ
の達成手段として今ここで為される個々の行為が
平和的であることを意味しており，この平和的手
段という点を度外視して永遠平和は考えられえな
い。それゆえカントの永遠平和論は，「常設的な
諸国家会議｣（VI350）としての「国際連盟｣（VI344）
の構想と不可分に結びついているのである。こう
した諸国家連合を通じた「漸次的改革｣（VI355）
によってのみ永遠平和は求められなくてはならな
いのであり，また定義上それ以外の方法による永
遠平和の招来は不可能である。それはまさにカン
ト法哲学の出発点であった自由（諸個人，諸国家
の外的自由）を，平和的秩序のために専制的体制
へと売り渡してしまうことになる。目的に対する
手段の問題は，カント法哲学の中枢を占めている。
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カントの法哲学は「手段の道徳性｣（VII87）や「平
和的手段｣（VIII373）といった点を抜きには語り
えない。カントにとって「自由」と「平和」は相
互補完的な関係にあり，どちらか一方のために他
方が犠牲にされるということはありえないのであ
る。

5　お わ り に

　カントは「このように普遍的で持続的な平和を
設立することは，たんなる理性の限界内における
法論の一部を成すのではなく，法論全体の究極目
的である｣（VI355）と述べている。すなわち，『法
論』全体が「永遠平和」に収斂するのである。出
発点は法の最上原理である「法の普遍的法則」で
あった。万人の自由の両立を命ずる《法の定言命
法》は，《所有保障の定言命法》や《契約履行の
定言命法》を介して相互の外的自由を保障し合う
「私法」の状態を要請する。しかし「私法」の状
態においては公的正義が未だ確立されないので，
《法的状態設立の定言命法》によって必然的に「公
法」の状態へと移行せざるをえなくなる。そうし
て設立される国家は《理想的国家追求の定言命法》
によって，三権分立の整った法治国家（カントの
言う「共和制」）であることが求められる。法的
状態の樹立は一国家内で完結することなく，世界
全体へと拡張されなければ万人の自由の両立とい
う所期の目的は達せられることはない。《平和の
定言命法》は，平和的手段によって全世界の「永
遠平和」を樹立すべきことを宣告して，『法論』
全体を締め括るのである。
　以上見てきたように，カントの『法論』は定言
的・無条件的な法義務の体系であり，まさに《法
の定言命法》の体系を成していると言えるであろ
う。その目指すところは 200年以上の時を経ても
いささかも色褪せているようには見えない。それ
は時代を超えて，人類にとっての理想を指し示し
ているのではないだろうか。人権や平和が易々と
蹂躙されつつある現代においてこそ，その絶対的・
無条件的に命令に私たちは耳を傾けるべきであろ
う。

（2015年 4月 16日受理）
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A System of Categorical Imperatives of Law

ONOHARA Masao

　　In this paper, I’d like to interpret Kant’s Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, which is the first 

part of Metaphysik der Sitten, as a system of categorical imperatives of Law. While Kant doesn’t use any 

words of “categorical imperative” in main parts of Tugendlehre, he uses them several times in Rechtsleh

re. And even when he doesn’t use that word, juridical duties in Rechtslehre impose coexistence of everyone’s 

freedom unconditionally, so they can be interpreted as categorical imperatives of Law. In “Introduction to 

Rechtslehre” Kant presents “the universal law of Law”, which I regard as the supreme categorical imperative 

of Law. In main parts of Rechtslehre, we can find “Categorical Imperative to guarantee mutual possessions”, 

“CI to fulfill contract”, “CI to enter into legal state”, “CI to establish ideal republic”, “CI to prohibit any war” 

and so on. They relate to each other and constitute a system of categorical imperatives of Law.


