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ティリッヒとカント―道徳と宗教のあいだ― 

 鬼頭 葉子 

 

はじめに 

 

1980年代から 1990年代にかけて、倫理学領域ではいわゆる「リベラル－コミュニタリ

アン論争」と呼ばれる動静があった。「正義」や「公正」を判断する上で、宗教的信条など

特定の立場や歴史的背景を考慮しない J. ロールズや R. ドゥオーキン等に代表されるリベ

ラリズムに対し、特殊性や個別性を捨象するリベラリズムの立場を批判する M. サンデル、

A.マッキンタイアのようなコミュニタリアニズムの論戦である。特にリベラリズムに対して

は、初期ロールズが唱えた「原初状態」に基づく社会契約にみられるような、カント的な

理性的主体の合理性・普遍性が批判された。現在では、ロールズ自身の「転回1」や、政治

のような公的領域と宗教のような私的領域を分断することの不可能性を主張する C. テイ

ラー2の見解など、新たな潮流に鑑みても、リベラル－コミュニタリアン双方の内から論争

の必要性が退いていったと考えられる。テイラーのように、宗教的信条や共同体にとって

の特定の善を「正義」に先立つ概念として想定し、また歴史的特殊性や個別性を重視する

立場は、徳倫理学（virtue ethics）の特徴とも分類される。 

信条や特定の善に基づいて構成されるという点において、キリスト教共同体は典型的な

徳倫理に依拠していると言える。特にキリスト教倫理の根幹にある「善きサマリア人」の

物語は、個別の他者を憐れに思う情動に動かされ行動する、律法を超えた美徳について語

っている。またこの物語は、個別の行為の正しさや義務について問うのではなく、行為者

の動機や理由に着目する点でも現代の徳倫理学と方法論3を共有しており、テイラーも宗教

と道徳との連関を示す事例として挙げている4。このように現代における宗教と道徳との関

わりの問題は、キリスト教共同体においても、また倫理学的課題においても主要な論題と

なっている。 

パウル・ティリッヒにとっても宗教と道徳に関する問題は生涯のテーマであり続けた5。 

中でも弁証神学としてのティリッヒの試みは、「信仰に規定された倫理」と「理性に規定さ

れた倫理」の両者を調停することにあった（Tillich[1963]24）。「信仰に規定された倫理」は

行き過ぎれば「宗教的律法主義」に陥り、「理性に規定された倫理」も究極的には「理性偏

重主義」あるいは「理性への信頼を失った相対主義」に至る危険があることをティリッヒ

は念頭に置いていたに違いない。20世紀のリベラリズムは、「信仰に規定された倫理」を捨

象している以上「理性に規定された倫理」とみなすことができ、たとえば初期ロールズが

カント主義に基づき個人の個別性を排除した普遍性を追求したように、そこにはカントの
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道徳哲学の影響が極めて大きいと言える。しかし周知のようにカントは、晩年の著作とな

った『たんなる理性の限界内の宗教』において宗教哲学を論じ、理性と信仰との関わりに

ついて取り扱っている。とすれば、カントは宗教をどのように規定し、宗教に含まれる「信

仰に規定された倫理」のうちどの部分を捨象し、「理性に規定された倫理」のどの部分を補

強したのだろうか。一方ティリッヒは、「信仰に規定された倫理」と「理性に規定された倫

理」とは調停可能であり、むしろその相克は時代遅れであるとも述べている（Tillich[1963]24）。

それでは、ティリッヒにおける道徳と宗教の関わりについて、カントの宗教哲学における

道徳の位置づけを明らかにしつつ比較することで、ティリッヒの倫理学における今日性が

明らかになるのではないだろうか。 

本論文ではまずティリッヒとカントの接点について概観した後、カントにおける理性に

対して措定された宗教の占める場について把握し、ティリッヒの道徳哲学における宗教的

次元について考察する。最後にティリッヒとカントの宗教理解における分岐点を示した上

で、ティリッヒの倫理学における今日性を考察する。 

 

１章 ティリッヒとカントの接点 

 

ティリッヒは多くの哲学思想との対話的関わりを持っている。なかでもカントの宗教哲

学については、初期のベルリン講義（1920 年の宗教哲学講義）やマールブルク講義をはじ

め、後期のキリスト教思想史講義でも論じられており、一貫してティリッヒ思想に大きな

影響を与えた続けたことは明らかである。国内のティリッヒ研究で、ティリッヒとカント

思想とのかかわりについて中心的に取り上げた論考は多くない6。その中でも武藤一雄は、

宗教哲学とは何かという論点から、たびたびティリッヒとカントを取り上げ論じている7。

近年では、芦名定道による研究で、ティリッヒとカントの関わりをドイツ・プロテスタン

ト神学とカントおよびドイツ観念論との関連として捉えなおし思想史的に位置づける試み

がなされている8。また海外の研究状況は多数存在するが、ティリッヒとカントの関わりに

限定するならば、W. シュスラーと C. ダンツによる研究が最も重要と考えられる。両者の

ティリッヒとカントの関係性についての理解はそれぞれ異なる9。ダンツは後期ティリッヒ

の存在論（『組織神学』『存在への勇気』におけるような）をカントの超越論的哲学の再構

成と捉える。一方シュスラーは、ティリッヒの思索にカントの古典形而上学との強い類似

を見出し、後期著作ではその類似が実存論的存在論と結合する形へと変化したと捉えてい

る。またカント研究者の側からも、C. ファイアストーンによって、ティリッヒが自身の存

在論的神学（「存在それ自体としての神」）において、カント哲学の認識論による概念（主

観客観構造を超える「物自体」）を共有しつつ、「実存（existence）」概念を導入することに

よってカント認識論を超えようと試みたとの位置づけがなされている10。 

これらの先行研究を踏まえて筆者は、シュスラーの見解、すなわちティリッヒ思想の展

開においてそのカント解釈は一貫しているとの見解に同意するが、一方でさらに踏み込ん
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で、ティリッヒは道徳的課題に関してはカントを超えようと試みたのではないかと考える。

ティリッヒがカントを超えようと試みた点では、ファイアストーンの見解と一致するが、

その内容においては、特にその道徳を巡る諸問題に関してカントを超えて解決しようと試

みたと指摘しておきたい。なぜなら、ティリッヒがカントを超えるためには、人間存在を

「本質」と「実存」とに分割しない限り、人間の本質に訴える道徳の宗教的次元（「神律」）

という想定が成立し得ないからである。 

ではティリッヒ自身がカントについてどのような解釈を与えているのだろうか。ティリ

ッヒの記述を参照しつつ、ティリッヒとカントの両者が共有する地点を確認しておきたい。

ティリッヒ自身のカントへの言及は、自身の思想に引き寄せつつも好意的であり、カント

のカテゴリー論を「人間の有限性の学説」と評価している。「人は、自らの理性が有限性に

束縛されていることを受け入れず、有限性の範疇で無限なものを把握し、経験の範疇で真

に実在するもの（the really real）を捉えようとするが、それが必然的に失敗することを発

見する。有限性の牢獄が開かれている一点は道徳的経験の領域である。なぜならそこでは

無制約的なものが時間的・因果的な諸条件全体へと突入しているからである。しかしこの

カントが到達した地点は、すなわち無制約的命令、単なる理性の深層の意識以外の何もの

でもない（Tillich[1951]82）。」ティリッヒによれば、カントは理性の有限性理解、すなわち

物自体の認識不可能性を踏まえ、神の認識不可能性に基づいて神を存在論的に論証するこ

とを回避する。ティリッヒ自身また多くのカント研究者が指摘してきたように、カントは

神の存在論的論証に換えて、「神の道徳論的証明」を行った。神認識や神証明をめぐる問題

については、ティリッヒもカントも人間理性の有限性に立ちつつ神の存在論的論証の不可

能性を論じる点で軌を一にしている点は明らかである。そして「倫理的内容に関する相対

主義が、倫理的形式すなわち定言命法に対する絶対的尊敬と、倫理的命法の無制約的妥当

性の承認とを前提している（Tillich[1951]207）」とティリッヒが指摘するように、倫理的相

対主義に立ち向かうという点、また有限性に無制約的なものへと向かう志向性を見出す点

において、ティリッヒはカントと志を共にしている。すなわち倫理の具体的内容について

は相対的であっても、倫理的形式と倫理的命法とは無制約性を有するわけである。 

さらにティリッヒの後期思想の内容（1940年代後半以降）は、カントの道徳哲学に言及

しつつ、道徳の無制約性についての議論は存在論によって実行されるべきことを主張して

いる。ティリッヒの実存哲学によれば、人間存在は本質的かつ可能的には善性を持ちつつ、

そこから頽落し疎外された実存としての有限性と現実性との内にある。ティリッヒによれ

ば、道徳的・倫理的命法が無制約的な拘束力を持ちつつ、人間にとって単なる強制ではな

い所以は、人間が本質的可能性としての善と完全に無縁ではなく、本性として道徳的命法

の「静かな声」を聴き取りうるからである。したがって人間の本質－実存構造を想定しな

ければ、無制約的な道徳命法は、人間とは無縁な他律にしかなりえない。よって後期ティ

リッヒの道徳論は、存在論だけでなく実存哲学の前提なくしては成り立ち得ないと考えら

れる11。ティリッヒは「理性に規定された倫理」と「信仰に規定された倫理」との相克（テ
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ィリッヒによれば、すでに「時代遅れの相克」）の克服をめざし、倫理的命法における「無

制約的なもの」に、カント倫理学との共通点を見出そうとするが、無制約的なものは人間

の本質にとっては異質なものではない。カントもまた理性が要求する「無制約的なもの」

が、経験および現象の「限界を超える」性格を有することを示唆しており、ティリッヒ思

想におけるカント哲学との関わりは、人間存在の有限性についての分析から、超越へと向

かう志向性において共通する方法が用いられる点にある。それでは続けて、ティリッヒと

カントが主張する「無制約性」について、両者の主張を詳細に検討していきたい。 

 

２章 倫理的命法の無制約性の由来―カント― 

２－１ 道徳法則の神聖性と最高善 

 カントは第一批判の中で「私は何を知ることができるか」「私は何をなすべきか」「私は

何を希望することが許されるか」の三つの問いを掲げ、実践的な道徳的行為の事柄（「何を

なすべきか」）は宗教を要請する（「何を希望しうるか」）との見方を示している。カントの

第二批判『実践理性批判』によれば、道徳法則はそれ自体が「神聖（Heiligkeit）」な法則に

他ならない。またこの道徳法則は「完全な存在者」である神にとってはその意志と完全に

一致する「神聖性の法則」であるが、有限な理性的存在者である人間の意志にとっては「義

務の法則」となる（V82）。しかし人間はこの法則に対する「尊敬」を通じ、自らの行為を

規定する法則として、現実には達成できないとしても意志と神聖性との完全な一致を無限

にめざすことが求められている（V32）。そして人間存在そのものは神聖ではないものの、

人間が神聖な道徳法則の主体となりうるという点において、人間の人格性もまた神聖なも

のとみなされる。したがって人間の人格性は道徳的主体である限りにおいて神聖であるが、

その人間を道徳的行為へと促すのは当の道徳法則である。道徳法則は神聖であると同時に、

人間にとっては道徳的行為の動機づけそのものとなる。勿論カントにとって、道徳的行為

は純粋に道徳法則への尊敬からなされる事柄であり、善行による自己満足やよい結果のた

めの行為は決して道徳的とはみなされない。このように道徳法則そのものが神聖であり、

道徳法則が道徳的行為の動機づけとしてはたらくという位置づけから判断し、カントにお

ける倫理的な命法は、道徳法則の神聖性および人間を動機づける機能から無制約性を有す

るものと理解することができるだろう。 

さらにカントは『実践理性批判』において本格的に「最高善」の概念を導入し、最上の

状態としての徳性と幸福との結合を主張していく。徳だけでなく「幸福」の視点が導入さ

れた点に関しては、古くは和辻哲郎のように哲学的な手続きの破綻とみる論者や、逆にカ

ント哲学の形成過程において必然的な成り行きとみる論者もあるコントラヴァーシャルな

テーマである12。カント自身は徳／幸福の二項対立としてストア派とエピクロス派の論争を

事例として取り上げ、自らは徳と幸福との調停を「最高善」概念を通して試みることを宣

言している（V111-112）。カントによれば、徳および幸福は、「最高善」を形成する種別的

に異なる要素であるため、分析的に両者の結合を認識することはできない。徳／幸福の結
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合・連立はアプリオリに、「実践的に必然的なものとして」認識され、しかも徳を原因とし

て幸福を結果とする総合であって（原因と結果の逆転は背理）、経験に基づいて認識される

ものではない（V113）。 

また『実践理性批判』にあるように、「最高善」概念における「幸福」の語は、傾向性を

満足させるという意味の一般的な用法ではない。ここでカントが想定する幸福とは、個人

が自分自身を目的として追及する幸福ではなく、世界内における人格性全体、理性的存在

者一般を目的とし、理性が幸福と判断したものでなければならない。さらに『たんなる理

性の限界内の宗教』においては、最高善は神の国の建設として社会的な拡がりを持った内

容へと展開されていく。よってシュヴァイツァーが指摘したように、「幸福」は個的あるい

は主観的なものではなく、道徳的共同体の完成を目指すとみなすべきであろう。注目すべ

きなのはカント哲学におけるこの「最高善」概念が宗教への視座となる点である。カント

は『実践理性批判』で「道徳法則が最高善を通じて人間を宗教へと導く」ことを示唆して

いる。というのも、人間は道徳的完成に向けて無限・不断の努力をしなければならず、そ

れゆえ神聖な道徳法則に対して常に謙譲でなければならない。そこで不断の努力を続ける

動因となり、完成の希望を託すことが「許された」対象として、神が要請されることにな

る。「最高善」における幸福は、傾向性の影響から免れているという意味で「幸福」は「浄

福（Seligkeit）」（心の不死、神の国の完成）や「神の自足性」にもなぞらえられるが（V117）、

カントは「幸福」を彼岸的なものと捉えているわけではなく、現世では到達できないとし

ても、「希望することが許された」対象また目標として、浄福および道徳的完成とを望み目

指すことができると想定している。 

このように「最高善」概念は、カントの道徳哲学と宗教哲学をつなぐ鍵となる。カント

にとって「理性の限界内の宗教」とは道徳宗教であり、啓示宗教は「理性の限界外の宗教」

となる。カントは宗教をあくまで道徳宗教として理性の範囲内において捉えることによっ

て、自律的理性の完成を目指すとともに、最高善を措定することによって、最高善への到

達の困難さに「理性の謙抑」を見出し、啓示宗教をいわば「置いておく」場を見出したこ

とになる。武藤一雄はカントの最高善について「理性の深淵」「理性の限界外」と捉え、「（カ

ントは）謙虚という言葉では尽くしえない人間理性に対する無制約的必然性（一切の物の

究極の支持者として不可欠的に必要とされる神）という真の深淵―それは理性そのものの

深淵でもある―を知っていた13。」と述べている。しかし武藤はカントにおいて「理性の限

界の自覚」が「理性の自由」と相即し否定的媒介となる契機を見出せない点を指摘し、カ

ントの理性宗教の限界を指摘している。筆者は武藤の見解について、カントの宗教論では

「理性外の宗教」が、「理性の限界内の宗教」の裏側に付属する余地のみが認められており、

理性の外の宗教に積極的意義を与えていないという点については同意したい。さらに付け

加えるならば、カントにあっては、道徳的行為の直接的かつ一次的動機となるのは道徳法

則そのものの神聖性であり、最高善は理性宗教の外への開けと、道徳的完成を目指す努力

を不断になし続ける理性のはたらきを支える二次的な動機、換言すれば理性を働かせる人
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間の心理的なよりどころとしての啓示宗教の場所にとどまっていると言えるだろう。 

 

２－２ 根源悪と道徳 

理性の尊厳と謙抑が主題となる『たんなる理性の限界内の宗教』においてカントはまた、

人間の根源悪を考察の対象としている。カントの定義では、ある人物が悪とみなされるの

は、その行為が結果的に道徳法則に反した内容であるからではなく、悪の格率に基づいて

行動するからである（VI18）。悪しき格率を採択しようとする悪への性癖は、生まれながら

の「自然的傾向性（natürliche Neigung）」とは異なる。なぜなら人間は自身に傾向性が存す

ること自体に責任を負うことはできない一方、悪への「性癖（Hänge, propensio）」は、主

体にその責任が帰せられる自由意志の問題とされるからである（VI32）。悪の「性癖」もま

た生得的であったとしても、「そのようなものとして表象されてはならない（VI29）」もの

であり、根源悪は人間自身が引き寄せた悪だとされる。また自由意志と理性の自律を一貫

して主張するカントにとっては、悪の「起源（Ursprung）」について、最初の人アダムの堕

罪が遺伝的罪悪として現人類に継続されたものと一般的に理解されることは、実は大きな

誤りとなる。最初の人間の罪は、時間的に無垢が前提されるために「堕罪」となるが、現

人類については「時間起源を求めてはならない」。それは時間的な原因を想定することによ

って、悪の起源が人間の自由に由来することが曖昧になる可能性をカントが憂慮するため

である14。 

しかしカントにとって根源悪は理性の尊厳が損なわれたゆえのものではなく、道徳法則

の敗北を意味するものではない。人間には善への「性癖」ならぬ「素質（Anlage）」があり、

この「善の素質」に含まれる道徳的動機を格率として採用するか否かの自由な選択に応じ

て、人間は善にも悪にもなりうるとされるためである（VI44）。カントにとって根源悪は「人

間本性の脆さ」に起因するとの段階にとどまっており、使徒パウロが「ローマ人への手紙」

7章において「なすべき善をせず、欲していない悪を行う」と述べたくだりについても、人

間本性の脆さの表れと理解される（VI29）。人間本性の脆さとはすなわち、人間は善を自ら

の選択意志の格率に採用でき、しかも善は客観的に理念においては無敵の動機であるにも

かかわらず、傾向性と比すと善は弱い動機となってしまうという事態を指す（V30）。そし

てこの脆さは人間自身が克服することができるものと想定される点において、キリスト教

の一般的な原罪概念とは異なる解決方法へ向かうことは明白であろう。カントの根源悪に

ついての先行研究に鑑みると、宇都宮芳明はキリスト教の原罪とほぼ同義と解釈している。

D. サヴェッジによれば、カントは、堕罪の物語とは感覚的であると同時に理性的な本性を

持つ個人が、道徳的成長によって善へと向かう目的論的なプロセスであると理解すること

によって、根源悪と責任とを両立させている15。また氷見潔は、根源悪と原罪とは本質的な

意味で同一として構造的な類比をみとめつつも、それぞれの克服手段が全く異なることを

指摘する16。山下和也によれば、カントが根源悪について「罪責」でありまた「生得的」と

捉えるのは、悪しき行為の結果のみを考慮に入れ心性の邪悪さを軽視しがちな人間のごま
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かしを厳格に批判するためである17。筆者自身は、氷見の解釈における悪の克服手段の相違

に関して、すなわち根源悪の克服が理性的主体の道徳的な自助努力によって克服されると

見る点において、先行する恩寵による赦しを想定する原罪とは大きく異なるものであると

考える。よってカントは根源悪の提唱によって、理性への信頼を見失ったわけでは全くな

く、むしろ人間が理性的主体へと成長する可能性を明確に示したと考えられる。人間が理

性的になろうとする過程において啓示宗教は必然ではなく、目的論的人間理解の最終的地

点として、目的論の構造上要請されるのみにとどまっている。 

 

２－３ たんなる理性にもとづく普遍的宗教概念 

カントは宗教について直接的な定義を述べている。「宗教とは、私たちの義務すべてを神

の命令として認識することである（VI153）。」したがってカントにとって「神の命令だから
、、、

、

人間にとって宗教的律法は義務である」との理解は当然誤りとなる。義務自体が道徳法則

としての神聖性を有するからこそ、それは神の命令としても妥当することになる。道徳法

則の神聖性を前提としつつも、カントが「道徳は必然的に宗教に至る」とみなしたのは、

前述のようにカントは「最高善」を想定しており、人間が「幸福にふさわしいことに一致

するように、世界において幸福を引き起こす」ためには人間の能力だけでは不十分であり、

道徳的共同体の最終完成が道半ばであるためである（VI8）。したがってカントは道徳にお

ける宗教性を認めつつも、カントにとって、「たんなる理性の限界内の宗教」としてのキリ

スト教は、実定宗教であるキリスト教から理性で説明可能な要素を抽出し、道徳法則の神

聖性および倫理的共同体の形成に資する道徳宗教としての側面を示したものと理解すべき

であろう。 

この結果として、カントにとって啓示宗教としてのキリスト教は、道徳的行為への自由

な判断を阻害する、他律的な内容を有するものとなる。「普遍的であるためには、宗教はつ

ねにたんなる理性にもとづいていなくてはならない（VI112）」「ある宗教において何かを私

の義務として承認するのに、あらかじめそれが神の命令であることを私が知らなければな

らないなら、それは啓示された宗教である（VI153-154）」とカントが述べるように、道徳

における宗教性は、法則自体の神聖性および、道徳法則と完全に一致した神の意志（最高

善の完成）において無制約的であるが、あくまで啓示宗教ではなく理性宗教を指し示すこ

とに留意しなければならない。以上概観したように、カントの宗教理解においては、宗教

も道徳（倫理）も理性によって規定されねばならず、啓示宗教は、目的論の終点に位置す

る、理性の道徳的成長の過程で折に触れて参照する程度の位置づけと理解すべきことが確

認された。それでは続けて、この議論を踏まえた上、ティリッヒによる宗教と道徳の関係

性について検討していく。 

 

３章 道徳命法の無制約性の由来―ティリッヒ― 

３－１ 道徳命法の形式と起源に由来する無制約性 
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 ティリッヒは『道徳とそれを超えるもの』（1963年）において、道徳的命法の三つの側面

において宗教的な無制約性（the unconditioned）が内在することを論じている18。宗教性の

内在の仕方は、第一に道徳的命法の形式における無制約性、第二に道徳的命法の内容ある

いは起源の無制約性、第三に道徳的命法の動機づけにおける無制約性として表現される。 

第一の宗教的次元、すなわち道徳的命法の形式は、カント同様定言的に、本質的人格で

あるところの真の人格を実現すべしという形で表現される。ティリッヒは従来キリスト教

神学で主張されてきたような「神の意志・命令だから
、、、

、道徳的要求は無条件である」とい

った命題に関して、世俗的倫理を排除するものとして批判的立場をとり、「信仰に規定され

た倫理」のみにとどまらない。ティリッヒは、カントのようにこの命題の逆を採用するの

ではなく、神の意志や命令が、人間の外部からの専制的な命令として、あるいは教会的伝

統や聖典の内に字義通りの具体的な指示内容を持つものとして捉えないことによって、世

俗的倫理に道を開こうと試みている。ティリッヒはカントのように、理性信仰と啓示信仰

を区別しつつ、啓示信仰を理性信仰における目的論的構造を補完するものと捉えるのでは

なく、「理性に規定された倫理」／「信仰に規定された倫理」の相克を克服することを課題

とするからである。そこでティリッヒが採るのは存在論的人間理解であり、この理解に基

づけば神の意志とは、創造における被造物の善性であり、本質的・可能的存在としての人

間本性において顕されているとみなされる。したがって本質的存在としての人格を実現せ

よという道徳的命法は、人間にとって無縁な宗教的他律とはならない。 

「われわれにとって神の意志は、われわれの本質的存在において顕われている。そして
、、、

それゆえにのみ
、、、、、、、

われわれは、道徳的命法を妥当なものとして受け取ることができるのであ

る（Tillich[1963]24）（傍点は筆者）。」このような神律に基づく存在論的人間観とともに、テ

ィリッヒの道徳哲学において重要なのは、「宗教」概念である。ここでも理性宗教と啓示宗

教とを区別することなく包括する道がとられる。ティリッヒにとって宗教とは、命令し罰

する神が下した律法を遵守することではなく、周知のように「究極的関心事」や「無限の

関心」によって捉えられる状態と想定される。人間存在とは可能的本質と現実的実存の混

合状態であるという存在論的人間理解および存在の根底に捉えられた状態として理解され

る宗教概念とによって、ティリッヒは宗教と倫理の矛盾を克服することを目指している。

人間の有限性を分析するにあたって、ティリッヒがカントの認識論を基盤とすることは明

白であるが、ティリッヒの場合は、人間存在の有限性はあくまで超越への「問い」を惹起

するものである。 

第二の宗教的次元、道徳的命法の起源とは、具体的に「人は何をなすべきか」といった

道徳的内容にかかわる事柄である。本質的にあるべきところの人格を実現せよとの命令は、

それ自体は無制約的であったとしても具体的内容を示してはいない。ティリッヒは倫理的

相対主義が提起する問い、すなわち人間に普遍的に備わった道徳性が存在するのかといっ

た疑義を支持し、自然法において人間は生来、普遍妥当的な道徳規範についての知識を持

っているという立場に否定的である。しかしティリッヒの存在論的理解に基づけば、人間
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存在は本質的にあるべき姿と、現実的にそのようである姿との間に分かちがたい裂け目を

有しているが、人間は本質的本性の「声」に基づき、自らの現実の姿を裁き批判すること

ができる存在でもある（Tillich[1963]24-25）。また人間は自然との関わりにおいて、自然を

純粋な対象として分析し従属させることもできるが、他の人間との関わりにおいては、相

手の人格という有限性に出会うことになる。特定の人格に対してどのように振る舞うべき

かという行動規範は、普遍妥当的・絶対的に硬直した内容ではなく、その都度、相手によ

って異なる。そこでティリッヒが提示するのは、個々の状況に応じて対応することができ

ない法的規範ではなく、絶対的かつ相対的、また静的かつ動的な、他者への正義としての

「アガペー」概念である。 

「愛は道徳性の究極的な原理として、常に同一である。特定の状況に神の霊の力におい

てかかわる愛は、常に異なる（Tillich[1963]43）」とあるように、道徳的命法は、その具体的

な内容については「アガペー」という宗教的起源を有することになる。 

 

３－２ 道徳的命法の動機づけに由来する無制約性 

 筆者の見解では、道徳哲学の宗教性をめぐるカントとティリッヒの差異が最も明らかで

あるのは、道徳的命法を動機づけるものとしての宗教的無制約性の意味する内容である。

カントの場合、道徳的行為を動機づけるのは道徳法則そのものの「神聖性」に他ならない。

一方ティリッヒは、カントと同じく、「ローマの信徒への手紙」7章における使徒パウロに

よる人間の悪についての述懐を取り上げるものの、その理解についてはカントと方向を違

えることとなる。ティリッヒの解釈によれば、「わたしは自分の望む善は行わず、望まない

悪を行っている」（『聖書 新共同訳』」「ローマの信徒への手紙」7章 19節）との記述は、

パウロが他律的な律法に道徳的行為を動機づける力を帰していない、ということを意味し

ている。すなわち律法は、人間の本質―実存存在を結合する力を持っておらず、したがっ

て本質的善性の発露である道徳的行為を動機づける力ともならない。律法に服従しようと

いう人間の努力は、アガペーの持つ道徳的行為づけの力に及ばない。「命令の成就（神から

分離した状態においては不可能である）ではなく、われわれが受け入れられているという

告知の受容が道徳的行為の動機である（Tillich[1963]54）。」「分離されていたものの再結合が

生じ、それとともに道徳的命法の部分的成就が生じたのである。この成就は恩寵の賜物と

して生じたのであって、人の意志と努力によっては生み出されない（Tillich[1963]61-62）。」 

したがって、ティリッヒによれば、恩寵としてのアガペーなくして、道徳的行為への動

機となる力を人が自ら生みだすことは不可能とみなされる。他方カントにとっては、道徳

法則がすでに動機であり、道徳法則の神聖性が、直接に理性的存在者の意志を規定するも

のとなる。ティリッヒが言う「本質から頽落した実存」の状態にある人間存在と、カント

の理性的主体としての存在の両者は、人間理解において大きく異なる19。 

他方、カントの恩寵理解について付言しておくと、ただ恩寵に依り頼むことはカントに

あっては人間理性の成長不足を表すものに他ならない。恩寵は自ら理性的成長を遂げた人
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間が最終的な助力として期待をかけるものである。「恩寵から徳へ前進するのではなく、徳

から恩寵へと前進することが正しい道である（VI202」）、とカントが述べるように、すでに

自ら義しくなった者のみが恩寵による義認を望むことが許されるのである。カントが描き

出す人間像は、自らの道徳的成長において恩寵を必要としない。 

 

４章 ティリッヒとカントの差異 

 

 以上のように、カントとティリッヒの宗教哲学および道徳哲学について、両者が道徳命

法に関して無制約性という点では一致しつつも、その帰結は大きく異なることが確認でき

た。ティリッヒはカントにおける人間の有限性の分析を、無制約的なものへの転換点と見

なしつつも、自らの存在論的人間理解に基づく人間の有限性の分析に関しては、人間存在

が現実において有限であるがゆえに、本質的・可能的に存在の根底にある無限性を指し示

しており、「神への問い」を問う行為自体に無制約的要素があると論じている。そしてティ

リッヒはカントに対する批判点として、有限性の分析という出発点は正しいが結論が誤り

であると主張する。「カントは倫理的命令の無制約的性格から、道徳と幸福との一致する

（co-ordination）立法者また保証者を描き出そうとする（中略）。人間と実在（reality）の出

会いにおける無制約的要素の経験が、実在の内における無制約的存在者を設定するために

用いられている（Tillich[1951]207）。」したがってカントにとっての無制約性は、あくまで実

在に内在する超越と捉えられるべきだろう。 

さらにティリッヒは、理性が自らの有限性、すなわち主観客観構造の限界を超え出てい

く「脱自（ecstasy）」のはたらきを想定している。「脱自」は理性の否定ではなく、存在の

根拠に捉えられている状態、すなわち合理的理性的表現を破壊することなく、究極的関心

である存在の根拠が顕現する事態を指す。この脱自的理性の位置づけにおいて、カントと

ティリッヒの差異が明確に示されていると考えられる。カントはあくまで理性の内におけ

る無制約性を見てとったが、ティリッヒは理性の脱自状況において無制約性が顕われるこ

とを想定するからである。 

 またカントとティリッヒの啓示理解の違いも大きい。カントにとっての「啓示信仰」は、

「命令された信仰」として理性的存在者の自由を阻害する他律的なものと捉えられている。

『たんなる理性の限界内の宗教』でのキリスト教は、「純粋理性信仰」として普遍的に自由

に受け入れられうる要素と、「啓示信仰」の要素の両者を有するが、カントにとってキリス

ト教は、純粋理性宗教としての側面のみに徹するべきと捉えられる。「キリスト教信仰はつ

ねに、すくなくとも歴史的に自由な信仰として教えられなければならない（VI164）。」「純

粋理性宗教のみが真正のもので、あらゆる人々に妥当するが、経典の学識は教理的にすぎ

ず、特定の時代の特定の民族のためにたえず維持されるような一定の体系へと、教会信仰

を変えるだけなのである（VI114）」。このようなカントの理性信仰の立場は、後の K. ヤス

パースの「哲学的信仰」にも引き継がれることになる20。一方、ティリッヒにとって、啓示
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は人間理性の脱自的な認識機能であり、啓示への探求は、実存の状況下にあって本質との

再統合を求める理性そのものから生じる。思想史上、理性における技術的な推論能力によ

る神の存在論的論証は失敗に終わってきた。しかしティリッヒは宗教概念を「究極的関心」

である存在の根拠に捉えられた状態と見なすことによって、キリスト教信仰に、歴史的要

素を捨象することなく普遍的性格を付与しようと試みたのである。「神学は技術的理性によ

るキリスト教使信の攻撃によって攪乱されない。なぜならその攻撃は宗教の立つ水準まで

に達しないからである（Tillich[1951]74）。」カントは理性における無制約性への畏敬を、理

性信仰として普遍性を見出そうとするが、ティリッヒの場合は理性の限界から生じる「問

い」に普遍性を見出し、その「答え」としてのキリスト教啓示をも弁証しようとする試み

であったと言えるだろう。ここに倫理的無制約性をめぐる哲学と神学の分岐点が明白に示

されている。 

 

結びと今後の展望 

 

武藤一雄は、西田幾多郎が最晩年の「場所的論理と宗教的世界観」の中で述べた、「私は

将来の宗教としては、超越的内在より内在的超越の方向にあると考へるものである21」 

との言葉を引用しつつ、次のように述べている。「宗教における「内在的超越」の方向は、

実は
、、

、単に超越的なる神ではなくて、超越的なる神が、世界と人間とに徹底的に内在的で

あることをとおして真に超越的であることによって、必然的に根拠づけられた方向となる

のでなくてはならない22。」超越と内在についてのこの枠組みを用いるならば、カントにと

っての宗教は「超越的内在」であり、ティリッヒにとっての宗教は「内在的超越」である、

と理解することは適切だろう。ティリッヒが有限な存在者の実存において、本質的可能的

に現臨する「内在的超越」を想定している一方、カントは、理性的主体の外部に「善の源

泉」を見出すことはなく23、超越や無制約的なものへの志向性のみが、理性の範囲内に内在

していると理解できるからである。カントの理性宗教においては、無制約的なものが理性

的主体にとっての「否定的契機」として機能することはない。理性はその尊厳と限界にお

いて自らにとどまり続ける矜持を保ち、自己の深淵へと向かう脱自的はたらきを期待しな

いのである。 

 一方ティリッヒが想定する宗教と道徳の連関においては、啓示宗教としてのキリスト教

の歴史性・特殊性を維持しつつも、啓示を理性が止揚される契機とみなすことによって、

むしろカントの理性宗教よりも普遍性においてまさり、西田のような仏教思想と親和性が

あると考えられる。ティリッヒと禅・真宗といった仏教思想との関係を考えるにあたって

は、数多の先行研究を参照する必要があり、紙幅も尽きているため、さらなる機会を待ち

たい。 

 本論文の目標は、ティリッヒ思想の倫理学における今日性を明らかにし、それによって

現代倫理学を考える手がかりをも見出すことであった。現代倫理学では、カントに倣って
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合理的・理性的主体としての個人を基本単位とする正義論やリベラリズムの立場と、理性

的主体とはなり得ない動物や障がいのある人々もまた共同体の構成員として包摂され配慮

されるべきだと捉えるケイパビリティ・アプローチ24や徳倫理学の立場がある。現在、両者

は対立的な立場ではないと捉えられるが、道徳的動機がどこに由来するか、という問いに

対しては答えが異なってくるだろう。すなわち道徳的動機が、理性的主体に働く合理的理

性に由来するのか、あるいは主体が属する共同体にとっての善に由来するのか、といった

差異である。中でも徳倫理学における道徳的動機は、「共同体において美徳がある」とみな

される人がふるまうように行為するべし、あるいは共同体にとっての善にしたがって行為

するべし、といったように、自身にとって価値のあるもの、主要な動機であるものに動か

された結果、行動するという観点が明確である。ティリッヒのいう道徳的動機や道徳命法

におけるアガペー概念も同様だろう。キリスト教倫理においてもまた、被造物の本来的善

性に期待して行動することや、アガペーに包摂された者が他者に対し同様にふるまうこと

の内に、「善しとされたから」「赦されたから」という明確な道徳的動機が存在している。

明確な道徳的動機に基づく共同体は、周辺におかれた他者たちをも包摂していく帰結に至

るだろう。昨今課題となっている動物倫理や障害学、移民や他宗教との和解の試みにあた

っては、合理的理性のみにとどまらない、包摂する「アガペー的超越」の視点が求められ

ている25。ティリッヒの道徳哲学・宗教哲学には、現代倫理学がそこに学ぶ余地が多く残さ

れているのである。 
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