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序

　「形而上学」を「学の確実な道」（B	XV）（1）へともたらすために、カントは、「我々のすべての認
識は対象に従わなければならない」（alle	unsere	Erkenntnis	müsse	sich	nach	den	Gegenständen	
richten）」という旧来の「想定」を「対象が我々の認識に従わなければならない」（die	Gegenstände	
müssen	sich	nach	unserem	Erkenntnis	richten）へと逆転させる。それは、「対象のア・プリオリな
認識」	である形而上学にとって、前者の想定がこの「要求」を満たすことは「もとより」不可能であ
り、後者の想定だけが「対象が我々に与えられるに先立って対象に関して何事かを確定する」という
対象認識のア・プリオリ性に「合致」（B	XVI）しうるからである。
　『純粋理性批判』は、当初「仮説」（Hypothese）（B	XIX	Anm.）として提起されたこの「思考法の
変革された方法」（die	veränderte	Methode	der	Denkungsart）（B	XVIII）を「必当然的」（apodiktisch）

（B	XIX	Anm.）なものとして証明する試みであり、「ア・プリオリな諸概念に携わり、こうした諸概
念に対応する諸対象が、経験において諸概念に適合して与えられうる」「第一部門」に「学の確実な
歩みを約束する」（B	XVIII）。
　もちろん、そのためには、「純粋悟性概念の演繹」（A	84,	B	116）という関門を通過しなければな
らない。この関門は、カントに沈黙の11年を強い、さらに『純粋理性批判』第二版において全面的な
書き換えを要求しただけでなく、『純粋理性批判』と正面から対峙しようとする解釈者たちを苦しめ
続けてきた。こうした状況にあって、ヘンリッヒの「二段階証明」（die	zwei	Beweisschritte）（2）説の
出現は画期的であった。二段階証明説は、演繹論の構造を（少なくとも第二版に関しては）見事に解
明し、解釈者たちを苦しみから解放してくれるもののように思われた。少なくとも、解釈の営みに一
筋の光明をもたらしたように思われた。
　ヘンリッヒによれば、§20に示される第一段階の「証明結果」は、カテゴリーが「すでに統一を含
んでいる［限りでの］すべての直観にのみ妥当する」という「制限」（3）をともなっている。第二段階に至っ
て「先に加えられた制限が解除される」ことによって、「カテゴリーが我々の感官の《すべての》客
観に妥当する」「すべての与えられた多様は例外なくカテゴリーに服する」ことが証明される。この
証明がなされるのは、§20での「予告」に呼応する「§26」（4）である。
　しかし、二段階証明説といえども、演繹論の構造を最終的に解明する手がかりとしては十分なもの
ではない。確かに、カントは、§26の冒頭で、「超越論的演繹においては、ひとつの（ein）直観一般
の対象についてのア・プリオリな認識としてのカテゴリーの可能性が示された（§20、21）」と述べ、
これに続いて「これからは、カテゴリーを通じて対象を、ただし、私たちの感官に現れうる対象を…
ア・プリオリに認識する…可能性を明らかにするとしよう」（B	109）と述べ、一見すると、ヘンリッ
ヒの指摘する演繹の二つの段階が対比的に示されているようにみえる。しかし、両者の間には、§22
から§25にかけての 4 つの項がある。このうち§23と§25は標題を欠いているが、§22には「カテゴ
リーは、事物の認識のために、経験の対象へのカテゴリーの適用以外には使用されない」との標題が、
また、§24には「	感官一般の対象へのカテゴリーの適用について」との標題が付されている。とり
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わけ§24の標題からは、ヘンリッヒのいう「制限」はすでに「解除」されているように思われるので
ある。これらの項は第一段階に属するのであろうか、それとも第二段階に属するのであろうか。それ
とも、第一段階と第二段階とを繋ぐ補助的な役割を担うにすぎないのだろうか。演繹の証明構造は、「制
限」と「解除」の二段階とするだけでは、完全に解明されたとは言えそうにないのである。
　さらに、上記のカントの文言を「制限」と「解除」の対比と読むにはそもそも無理がある。素直
に読めば、ここで対比されるべきは、「ひとつの直観一般の対象」と「私たちの感官に現れうる対象」
であろう。とはいえ、これら二つの表現からただちに思い浮かぶ「直観一般」と「私たちの感官」の
対比ではなく、これらの表現によって指し示されている「対象」の差異性なのであるが（5）。
　本稿は、『純粋理性批判』第二版の演繹論を改めて検討し、その証明構造を可能な限り析出する試
みである。その際、まず「直観」に注目し、ヘンリッヒが指摘した第一段階の「制限」が妥当である
のか、妥当であるとするならこの「制限」はどこまで続き、どこで「解除」されるのかを追跡する。
次に、直観の「対象」について検討し、§24の「対象」が何を意味するのかを明らかにする。これに
よってヘンリッヒが第二段階と解釈した§26の問題が明らかになると同時に、第一版の演繹論との差
異も浮き彫りになるはずである。

Ⅰ　直観

　第二版演繹論の冒頭の一文は、「表象の多様はひとつ（ein）の直観において与えられうる」（B	
129）である。ヘンリッヒの二段階証明説における演繹の第一段階のまとめとなる§20では、「ひとつ
の（ein）感性的直観において与えられた多様」（B	143）と、第二段階の開始に先立つ回顧では「ひ
とつの（ein）直観一般の対象」（Gegenständen	einer	Anschauung	überhaupt）（B	109）と述べられ
る。直観に付された不定冠詞をわざわざ「ひとつの」と訳出する必要はなさそうである。あえて訳出
する必要があるとすれば、「…というものは」「どんな…でも」と「種類全体」を表す強意表現として
であろう。しかも「一般」という強意語が付されるとなればなおさらである。直観の差異を無視して

〈およそ直観と呼ばれるもの〉をひとまとめにして捉えればよさそうなものである。
　では、直観の差異を無視するとはどういうことだろうか。「空間と時間」を「形式」とする人間の
直観の特性を顧慮せず、これとは別の（私たち人間にはどのようなものであるかが明示できない）何
らかの直観をも包括する「直観一般」を設定するということなのだろうか。確かに、この解釈を支持
しそうな個所はいくつかある。
　まず、「空間と時間」が「感官の対象対して以上には妥当しない」「経験の対象にしか妥当しない」
という「限界」を有するのと対照的に、「純粋悟性概念は、こうした［空間と時間にみられるような］
制限から自由であって、直観一般の対象へと及ぶ」ことが述べられ、この「直観一般」について、こ
こで「直観一般」というのは「それが私たちの直観に類似していようといなかろうと、ただ感性的で
さえあれば、つまり、叡智的でなければ」（B	148）という意味であるとの説明が付される。この点は
次の引用個所でも同様である。

「純粋悟性概念は、ただ悟性［だけ］を通じて、直観一般の対象と関係する。［その際、］それが
私たちの直観であるのか、それとも何か別の直観であるのかはどうでもよいとはいえ、あくまで
も感性的でなければならない。」（B	150）
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　しかし、人間の直観を含むさまざまな直観を包含する「直観一般」とは別に、人間の直観に限定さ
れた場面で「直観一般」が用いられる場合もある。例えば、「時間における直観の純粋形式」について「単
に、与えられた多様を含む直観一般としてみれば」（B	140）という箇所が典型的である。ここで「直
観一般」と呼ばれているのは「時間」であって、さまざまに限定された時間の違いを無視して、直観
を一括りにして「直観一般」と呼んでいるのである。第一版においても、「直観一般」という表現こ
そ明示されないものの、直観の差異を無視する記述がみられる。

「さて、構想力における多様な総合を超越論的と名づけるとしよう。［ただし、］この総合が、直
観の違いを抜きにして（ohne	Unterschied	der	Anschauungen）、もっぱら多様の結合とア・プ
リオリに関わる場合に。そして、この総合の統一を超越論的と呼ぼう。［ただし、］この統一が、
統覚の根源的統一との関係において、ア・プリオリに必然的なものとして示される場合に。とこ
ろで、後者［＝統覚の根源的統一］はすべての認識の可能性の根底にあるのだから、構想力の総
合の超越論的統一は、すべての可能的経験の純粋形式である。したがって、可能的経験のすべて
の対象は、この形式を通じて、ア・プリオリに表象されなければならないのである。」（A	118）

　ここで「直観の違い」が無視されるのは、構想力の総合に視点を定めるためであり、人間の直観の
特殊性を排除するためではない。そうであればこそ、ここでの議論は「可能的経験のすべての対象」
へと及ぶのである。
　「直観一般」が「私たちの感性的直観を超えて広がる」可能性を有するとしても、「直観一般」を常
にそのような意味合いで受け取る必要はないであろう。あくまでも人間の直観に限ったうえで、個々
の直観の個別性・多様性を排しての「一般」と解するべきであろう。ここで重要なのは、仮に上述の
拡張を認めるにしても決してゆるがせにしてはならない一点である。それは、直観はあくまでも「感
性的」でなければならない、という点である。この一点を押さえると、感性論の冒頭が視野に入って
くる。

「いかなる仕方で、また、いかなる手段によって認識が対象と関係するにしても、それによって
認識が対象と直接的に関係するものは、つまり、すべての思惟がそれを手段として目指すものは、
直観である。そして、直観は、対象が私たちに与えられるかぎりにおいてのみ生じる。そしてこ
のこと［＝対象が与えられること］は、これまた、［B版のみ：少なくとも私たち人間には、］対
象がある種の仕方で心を触発することによってのみ可能である。私たちが対象によって触発され
るという仕方で表象を手に入れる性能（受容性）は感性と呼ばれる。それ故、感性を介して私た
ちに対象が与えられるのである。つまり、感性だけが私たちに直観を提供するのである。…した
がって、私たちの場合、感性と関係しないわけにはいかないのである。なぜなら、他の仕方では
私たちに対象が与えられることはありえないからである。」（A	19,	B	33）

　直観は「対象」との接点である。しかし、直観はそれだけでただちに対象を表象するわけではない。
直観が「対象」と関係するのは、「対象によって触発される［という］仕方で表象を手に入れる」こ
とを通じてである。触発によって表象を獲得する能力は「感性」と呼ばれる。触発によって得られる
表象は「感覚」（A	19,	B	34）ないしは「多様」（A	20,	B	34）である。「多様」は所詮ばらばらの単独
の表象であって、それだけでは「対象」の表象とはならない。「多様」は一つにまとまって初めて「対
象」の表象となるのである。このばらばらの「多様」をひとつの「対象」として捉えたとき、「直観」
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となるのである。
　したがって、直観はすべからく「多様」の「統一」である。ヘンリッヒは、ドイツ語では大文字で
書かれた不定冠詞が「統一」を意味し、この大文字の不定冠詞が付された直観を扱う演繹の第一段階
には「制限」が伴うと主張するが、直観はすべからく「統一」を内包しているのであって、「統一」
を伴わない直観はそもそも存在しないのである。

Ⅱ　直観と統覚

　演繹論は、対象との接点をなす直観が「多様」の「統一」であることの確認をもって開始される。
§15の冒頭の一文を引用しよう。

「表象の多様はひとつ（ein）の直観において与えられうる。直観は、まったく感性的つまり受容
性に他ならない。そして、このような直観の形式はア・プリオリに私たちの表象能力の内にあり
うるが、それにもかかわらず、主観が触発される様式以外の何ものでもないのである。」（B	129）

　これに続いて、カントは、直観が必然的に有する「統一」のありかを見定めるべく、「結合」
（Verbindung）という概念の分析に着手する。結合には、結合されるべき「多様」と、この「多様」
に働きかける「表象能力の自発性」の「働き」が関与する。後者の「働き」が「総合」（Synthesis）
である。さらに、この「総合」は多様の単なる寄せ集めでなく、「統一」（Einheit）をも伴う。したがっ
て、厳密にいえば、「結合とは、多様の総合的統一の表象（Vorstellung	der	synthetischen	Einheit	
des	Mannigfaltilgen）である」（B	130f.）。
　カントは、こうした「多様の総合的統一」を生み出す「自発性」の「働き」を「純粋統覚」（die	
reine	Apperzeption）ないしは「根源的統覚」（die	ursprüngliche	Apperzeption）と命名し、これによっ
て生み出される統一を「超越論的統一」（B	132）と呼ぶ。
　この「統覚の統一」は、「人間の認識全体における最高原則」（B	135）であり、「すべての悟性使用
が…そこにつなぎ止められなければならない最高点」（B	134	Anm.）である。その限りでは、すべて
の総合的統一は「統覚の統一」によって成り立っている。直観が一つの対象の表象として「総合的統
一」でありうるのは「統覚の統一」によるのである。
　ところが、カントは、同時に、この「統覚の統一」は「総合的統一」を必要とする、と繰り返す。「総
合的統一」の根拠が「統覚の統一」であるにも関わらず、カントは、あたかも根拠とそれによって根
拠づけられるものとを逆転させるかのように。

「それ故、ただ、与えられた多様な表象を一つの意識の内で結合しうることによってのみ、私が
こうした表象の内で意識の同一性を自ら表象することが可能となるのである。つまり、統覚の分
析的統一は、ただ、何らかの総合的統一を前提してのみ、可能となるのである。」（B	133）

「ところで、この原則、すなわち、統覚の必然的統一は、確かにそれ自身は同一的であり、したがっ
て、分析的命題である。しかし、それにもかかわらず、ひとつの（ein）直観において与えられ
た多様なものの総合を必然的なものとして説明する。［つまり、］そうした総合なくしては、前者
の自己意識の汎通的統一［＝統覚の統一］が［そもそも］考えられ［え］ない、と。」（B	135）
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　この必要性はどこからくるのだろうか。それは、上述の「最高原則」があくまでも「人間の認識全
体」にとっての「最高原則」であって、「そもそも可能的ないかなる悟性にとっても原理なのではない」

（B	138）からである。

「その自己意識によって同時に直観の多様が与えられるような悟性であれば、［つまり、］その表
象によって同時にこの表象の客観が存在するようになる悟性であれば、意識の統一のために多様
の総合といった特別な作用を必要としないであろうが、単に思惟するだけで直観することのない
人間悟性であればこそ、そうした作用を必要とするのである。」（B	138）

　直観の「総合的統一」が成り立つのは「統覚の統一」によってである。この限りでは、直観の「総
合的統一」は根拠づけられるものであり、これを根拠づけるのは「統覚の統一」である。しかし、「統
覚の統一」は、それだけでは根拠ではない。それが根拠でありうるのは、根拠づけられるべきものが
があるからである。「単に思惟するだけで直観することのない人間悟性」にとっては、それが根拠づ
けるものがどうしても不可欠なのである。その不可欠なものが、対象の直観として統一を付与されな
ければならない「多様の総合」なのである。そして、「多様の総合」に「統一」が付与されるとき、
その「総合的統一」によって直観は対象の直観となるのである。

「悟性とは、一般的な言い方をすれば、認識の能力である。認識の本質は、与えられた表象が客
観と特定の関係をむすぶことにある。ところで、客観は、ひとつの与えられた直観の多様がその
概念において合一している、そのもののことである。さて、しかし、表象を合一するには、必ず、
表象の総合における意識の統一を必要とする。したがって、意識の統一とは、唯一、表象と対象
との関係の本質をなすもの、したがって、表象の客観的妥当性の本質をなすものであり、したがっ
て、表象が認識となることの本質をなすものであり、したがって、悟性の可能性さえもがそれに
基づいているものなのである。」（B	137）

Ⅲ　直観と客観性

　「統覚の統一」と直観の「総合的統一」は、前者が後者の存在根拠「可能性の原理」（A	86,	B	118）
である。演繹論が直観の確認から「統覚の統一」へと進む道筋を採るのはこのためである。これと対
比的にいえば、後者は前者の認識根拠であるといえよう。しかし、直観の「総合的統一」は、単に「統
覚の統一」の存在を認識させるだけではなく、それ自身で「直観することのない」「統覚の統一」が「客
観的妥当性の本質をなすもの」であるための不可欠な条件でもある。つまり、「統覚の統一」が「客観的」
であるための条件でもある。統覚の統一は、直観の総合的統一の根拠をなしている限りにおいて、「客
観的」なのである。

「統覚の超越論的統一とは、ひとつの直観において与えられたすべての多様がそれによって客観
の概念において合一される、そのような統一のことである。［まさに］それ故に、この統一は客
観的と称される…。」（B	139）

　カントは、直観の「総合的統一」と「統覚の統一」とのこのような繋がりを「判断」に見出す。「判断」
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とは、「与えられた認識を統覚の客観的統一へともたらす様式」であり、「である」（ist）という「小辞」（B	
141）は、主語と述語を結びつけるだけでなく、「表象と根源的統覚の関係」（B	142）をも表している。

「表象」と「根源的統覚」との間に「直観の総合」がある。「表象」は、それを総合する「直観の総合」
が「統覚の必然的統一」によって「統一」されるものであるが故に、直観の「総合的統一」に組み込
まれており、すでに「統覚の統一」と関係づけられているのである。

「表象は、それから認識が生じうる限り、直観の総合における統覚の必然的統一のおかげで、す
なわち、すべての表象の客観的規定の諸原理にしたがって、相互に関係し合っている。というのも、
これらの諸原理はすべて、統覚の超越論的統一の原則から導かれているのだから。」（B	142）

　このようにして「表象」が「統覚の統一」と関係づけられるのであるが、両者を関係づける働きは、
「悟性」の「判断の論理的な機能」（B	143）である。したがって、「すべての多様は、一つの（Einer）
経験的直観において与えられている限り、判断の論理的諸機能の一つに、すなわち、そもそも、この
機能通じて、多様が一つの意識［一般］へともたらされる、そうした機能の一つに指定されているの
である。」演繹論が客観的妥当性を証明しようとしている「カテゴリー」とは、「ひとつの与えられた
直観の多様がこの機能に関して規定されている限り、まさにこの判断する機能に他ならない（§13）」

（B	142）のである。

「私が自分の直観と呼ぶ直観に含まれている多様は、悟性の総合を通じて、自己意識の必然的統
一に属するものとみなされる。そして、このことは、カテゴリーを通じて生じる。」（B	147）

「それ故、カテゴリーは、次のことを示唆しているのである。すなわち、一つの（Einer）直観の
与えられた多様の経験的意識は、経験的直観が純粋な感性的直観、とはいえ、これまた同様に、ア・
プリオリに生じるのであるが、そうした感性的直観に従うのと同様に、ア・プリオリな純粋自己
意識にも従う。」（B	144）

　直観の「総合的統一」が「統覚の統一」によるものであり、両者をつなぐものが「カテゴリー」で
あることにより、演繹論は順調に進み、「ひとつの直観において与えられた多様といえども、必然的に、
カテゴリーに従う」（B	144）という結論がえられる。カテゴリーの客観的妥当性を証明する演繹はこ
れによって完結したようにみえる（6）。

Ⅳ　ア・プリオリ性の要求

　ところが、カントは、「統覚の統一」の客観性の条件として直観の「総合的統一」を指摘する際に、
さらにもう一つの条件を付加する。直観の「総合的統一」がア・プリオリであるという条件である。
カントがこのような厳しい条件を付加するのは、「統覚の統一」がア・プリオリだからである。ア・
プリオリなものの条件として同じくア・プリオリなものを要求するのである。

「それ故、多様な直観の総合的統一は、ア・プリオリに与えられたものとしてあるなら、［それこ
そが］統覚の同一性そのものの根拠となる。この統覚の同一性は、ア・プリオリであって、私の
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すべての規定された思惟に先行するのである［から］。」（B	134）

　「統覚の統一」のア・プリオリ性に見合うア・プリオリ性を備えた直観の「総合的統一」と言われ
れば、誰しも「純粋直観」（reine	Anschauung）（A	20,	B	34f.）「形式的直観」（formale	Anschauung）（B	
160）を思い浮かべるであろう。（A	25,	B	39:	B	40:	A	27,	B	43:	A	42,	B	60:	A	48,	B	65	etc.）

「これに対して、時間における直観の純粋形式は、単に、与えられた多様を含む［という意味で］
直観一般としてみれば、意識の根源的統一に従う。［それは、］もっぱら、直観の多様と「我思う」
という一なるものとの必然的関係によってである。それ故、悟性の純粋な総合を通じてである。

［というのも、］この純粋総合は、ア・プリオリに、経験的総合の根底にある［ものだ］からであ
る。」（B	140）（7）

「空間と時間は、また、両者のすべての部分は、直観である。したがって、両者が自らの内に含
んでいる多様を伴った個々の表象である…。…多くの表象が、一つの表象の内に含まれるものと
して、また、その表象の意識の内に含まれるものとして、したがって、合成されたものとして、
見出されるのである。したがって、［ここでは、］意識の統一が、総合的なものとして、そうはいっ
ても根源的に見出されるのである。」（B	136	Anm.）

「ところで、私たちの内では、表象能力の受容性（感性）に基づいた感性的直観の根底に、ある
種の形式がア・プリオリに備わっているが故に、悟性、こちらは自発性なのだが、この悟性は、
内感を、与えられた表象の多様を通じて、統覚の総合的統一に適合して、規定しうる。したがっ
て、感性的直観の多様の統覚［へ］の総合的統一を、私たち（人間）の直観のすべての対象が必
然的にそれに従わなければらない条件として、ア・プリオリに思惟することができるのである。
というのも、これ［＝統覚の総合的統一］によって、カテゴリーは、［もともとは］単なる思惟
形式であるが、［それにもかかわらず］客観的実在性を、つまり、直観において私たちに与えら
れうる対象、とはいえただ現象としてでしかないが、［とにかく対象］への適用を得るからである。
というのも、ただ現象についてのみ直観がア・プリオリに可能だからである。」（B	150）

　こうして、「統覚の統一」のア・プリオリ性にふさわしいア・プリオリ性を備えた直観の「総合的
統一」が空間と時間に見出されるのであるが、そうなると、このような直観が「統覚の統一」の「客
観性」をどこまで証示するのかが問題になる。なぜなら、既述の通り、直観は対象との接点ではある
が、「ア・プリオリに可能」な「直観」がただちにいかなる対象に対しても直観であるとは言えない
からである。というのも、「純粋直観」としての「空間と時間」は、感性的直観の多様を受容する「形
式」という意味合いを捨象されているからである。

「感性的直観は、純粋直観（空間と時間）であるか、あるいは、空間と時間において直接的に現
実的なものとして感覚を通じて表象される経験的直観であるかの、いずれかである。前者の規定
を通じて、諸対象のア・プリオリな認識を手に入れることができる（数学において）。［このよう
な］認識は、現象としての、対象の形式からみてのことでしかない。［つまり、］この形式におい
て直観されるはずの対象が存在するかどうかは、どうみても、この場合、決着がついていないの
である。したがって、すべての数学的概念は、それだけでは（für	sich）、認識ではない。［つまり、］
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上記の純粋な感性的直観に適合して私たちに示されうる事物が存在すると前提する限りにおいて
でなければ、認識ではない。」（B	146f.）

　この問題に直結するのが「形象的総合」	（synthesis	speciosa）「構想力の超越論的総合」（B	151）
である。
　「構想力」とは、「対象が現在していない場合でも、その対象を直観において表象する能力」であって、

「形象的総合」とは「ア・プリオリに可能」な「感性的直観の多様のこうした総合」である。しかも
この総合は「他の認識の可能性をア・プリオリに根拠づけもするが故に」「超越論的」（B	151）と形
容される。

「構想力とは、対象が現在していない場合でも、その対象を直観において表象する能力のことで
ある。さて、私たちのすべての直観は感性的であるから、構想力は、その許でのみそれが悟性概
念に対して、それに対応する直観を与えることができる主観的条件の故に、感性に属する。しか
し、そうはいっても、構想力の総合が自発性の行使である限りにおいて、［すなわち］、自発性
というのが、規定するもの（bestimmend）であって、感官のように単に規定可能なもの（bloß	
bestimmbar）ではなく、したがって、感官をその形式からみて統覚の統一に適合してア・プリ
オリに規定しうるということである限りにおいて、この構想力は、感性をア・プリオリに規定す
る能力である。しかも、構想力の直観の総合は、カテゴリーに適合して［いるのだから］、構想
力の超越論的総合でなければならない…。」（B	151f.）

　この引用箇所から「感性的直観の多様」の「総合的統一」が「構想力」に帰される理由は、冒頭の
一文だけである。すなわち、「構想力」が「対象が現在していない場合でも、その対象を直観におい
て表象する能力」だという点だけである。「対象が現在していない」にもかかわらず「その対象を直
観において表象する」とはどういうことだろうか。まず思い浮かぶのは、「対象」の直観が過去のも
のとなった時点でその「対象」を「表象する」ということである。（大森荘蔵であれば「想起的立ち
現れ」とでも呼ぶ事態である。）しかし、こうした表象に関わるのは、カントによれば、「再生的構想力」

（B	152）の働きであって、ここで言われている「構想力」（「生産的構想力」）の働きではない。しかも、
ここの「総合的統一」はア・プリオリである。そうであるなら、「対象が現在していない」のはそれが「過
去」の事柄だからではなくて、そもそも「対象」は「現在していない」のである。それにもかかわら
ずその「対象」が「直観において表象」されるのである。
　「現在していない」にもかかわらず「直観において表象」される対象、それは、先にみた「純粋直観」
としての「空間と時間」以外にあるまい。そして、この「純粋直観」としての「空間と時間」こそが、「直
観がア・プリオリに可能」な「対象」、「現象」と呼び直された「対象」なのである。こうしてみると、

「形象的総合」は、「純粋直観」としての「空間と時間」であって、それが「ひとつの直観」として「総
合的統一」を「統覚の統一」によって付与されたものに他ならないのである。

Ⅴ　残された問題

　「統覚の統一」は、そのア・プリオリ性にふさわしく、「純粋直観」「形式的直観」という直観のア・
プリオリな「総合的統一」によって自らの客観性を証示する。しかし、この証示は、ア・プリオリ性

60



県立広島大学人間文化学部紀要　10，53-65（2015）

に貫かれているが故に、カテゴリーの客観的妥当性という演繹の本来の課題からみれば未完成であ
る。「形象的総合」を持ち込んでも、この未完成が解消するわけではない。
　この未完成を受けて、ヘンリッヒのいう第二段階すなわち§26では、「純粋悟性概念の普遍
的に可能な経験使用の、超越論的演繹」（Transzendentale	Deduktion	des	allgemein	möglichen	
Erfahrungsgebrauchs	der	reinen	Verstandesbegriffe）が遂行され、カテゴリーが「経験使用」の場
面で機能することが示される。

「これからは、カテゴリーを通じて対象をア・プリオリに認識する可能性を明らかにするとしよ
う。［ただし、ここでの］対象とは、およそ《私たちの感官に姿を現す》［限りでの］対象であっ
て、しかも、対象の直観の形式からみてではなくて、対象の結合の法則からみて、ア・プリオリ
に認識する可能性を、それ故、いわば自然に法則を指定する可能性、それどころか自然を可能に
する可能性を明らかにするとしよう。というのも、それ［カテゴリー］がこうしたことに役立た
ないとすれば、およそ（nur）私たちの感官に見出されうるすべてのものが、ア・プリオリに悟
性のみから生じる法則に従わなければならないのはいかにしてかが、明らかとはならないであろ
うからである。」（B	159f.）

　§26の問題場面を見誤ることのないようにカントは注意を促し、ここで論じられるのは「覚知の総
合」（Synthesis	der	Apprehension）であることを宣言する。

「まず次の点に注意を促しておく。すなわち、私は、覚知の総合を、ひとつの経験的直観におけ
る多様の結合と解する。これによって、知覚、つまり、その経験的意識（現象として）が可能と
なるのである。」（B	160）

　カントがここで「形象的総合」ではなくて「覚知の総合」を取り上げるのは、ア・プリオリ性の道
筋に留まっていては完結しえない演繹の未完成さを克服するためには、どうしても「経験的直観」へ
と場面を転換しなければならないからである。直観が対象との接点であることは、「純粋直観」であ
ろうと「経験的直観」であろうと、直観である限り不変である。さらに、直観が対象の直観である限り、
直観が多様の「総合的統一」であることも不変である。しかし、「形象的総合」によって捉えられる
対象は空間と時間であるのに対し、「経験的直観」の場合は、触発によって与えられた「多様」の「総
合的統一」としての対象（現象）である。
　「覚知の総合」も「多様の結合」であり、「これによって知覚…が可能となる」といわれる。直観と
知覚は同じであるのか、それとも別ものであるのか、この点を明確に論じる力は今の私にはない。こ
こでは、ただ暫定的に、直観の「総合的統一」から「統覚の統一」による「統一」を排除し「総合」
だけが成立している局面を「知覚」と解しておこう。つまり、「知覚」は触発によって与えられた「多
様」の「総合」の局面である、と。「覚知の総合」とは、多様を「総合」し「知覚」を成り立たせる
作用である。
　「覚知の総合」は多様を「総合」して「知覚」を成り立たせるが、直観に不可欠な「統一」を与え
はしない。したがって、「知覚」は、対象とはつながっているものの、「経験的直観」とはなっていな
い段階である。したがって、「知覚」には、「統覚の統一」も「カテゴリー」も妥当していない。この

「知覚」と「統覚の統一」と連続させ、「知覚」を「経験的直観」へとつなげることができれば、演繹
の先の未完成さは克服され、演繹は完成することになる。
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　上の注意に続く§26の第三段落を全文引用しよう。

「私たちは、外的ならびに内的な感性的直観のア・プリオリな形式を、空間と時間の表象として
持っている。そして、現象の多様の覚知の総合は、常に、これらア・プリオリな形式に適合して
るのでなければならない。なぜなら、覚知の総合自身は、ただこの形式にしたがってのみ生じう
るのだから。しかし、空間と時間は、単に感性的直観の形式として表象されるのではなく、それ
自身直観（多様を含む）として、それ故、直観におけるこの多様の統一という規定を伴って、ア・
プリオリに表象されている（超越論的感性論を参照せよ）。それ故、私たちの外なる、あるいは、
内なる、多様の総合の統一からしてすでに、したがって、また、空間あるいは時間において規定
されて表象されるべきすべてのものがそれに適合しているのでなければならない結合も、ア・プ
リオリに、すべての覚知の総合の条件として、すでにこの直観と共に（この直観の内にではない）
同時に与えられているのである。そして、この総合的統一こそ、ひとつの与えられた直観一般の
多様の、根源的意識における、カテゴリーに適合しての結合の、ただし私たちの感性的直観に適
用された総合的統一に他ならない。したがって、すべての統一は、知覚さえもがこれによって可
能となるのであるが、カテゴリーに従う。そして、経験とは、結合された知覚による認識である
から、カテゴリーは経験の可能性の条件であって、それ故、ア・プリオリに、経験のすべての対
象にも妥当するのである。」（B	160f.）

　本論の前半の要点は、「それ自身直観（多様を含む）として、それ故、直観におけるこの多様の統
一という規定を伴って、ア・プリオリに表象されている」「空間と時間」の「総合的統一こそ、ひと
つの与えられた直観一般の多様の、根源的意識における、カテゴリーに適合しての結合」に他ならな
い、という点にある。
　しかし、これだけでは前節の結論の繰り返しでしかない。演繹の未完成さを克服する力は、実は、
冒頭の一文にある。先に「純粋直観」として論じられた「空間と時間」が「外的ならびに内的な感性
的直観のア・プリオリな形式」であるという点こそが演繹が完成される要なのである（8）。これによっ
て「空間と時間」という「純粋直観」を成り立たせる「統覚の統一」と「カテゴリー」は、「覚知の総合」
にも及び、「覚知の総合の条件」となるのである。そして、これによってカテゴリーが「ア・プリオリに、
経験のすべての対象にも妥当する」ことが証明され、演繹は完成するのである。

「カテゴリーは、現象に、したがって、すべての現象の総体としての自然（質料的にみられた自然）
（natura	materialiter	spectata）に、法則をア・プリオリに指定する概念である。」（B	163）

　ところで、カントは、上記の演繹の完成に続いて、まだ解決されるべき「謎」（B	163）が残ってい
るかのような発言をおこなう。

「さて、そうであるとすると、次のことが問題となる。カテゴリーは自然から導出されたもので
はない。したがって、自然を自らの模範として、これに倣うわけにもいかない（なぜなら、自然
に倣うとしたら、カテゴリーは単に経験的なものということになるであろうから）。では、〈自然
がカテゴリーに従わなければならない〉ということは、いかに理解されるべきであろうか？つま
り、いかにしてカテゴリーは、自然の多様の結合を、自然から取り出さないで、ア・プリオリに
規定しうるのか？」（B	163）
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　しかし、私には、カントがこの問題を演繹を完成するためにどうしても解決しなければらない残さ
れた課題と捉えていたようには思えないのである。なぜなら、カントはこの問題を「謎」と言った直
後に、そこに「奇異なことなど何もない」と明言するからである。「自然がカテゴリーに従わなけれ
ばならない」ことが「謎」であるのは、「自然」を「自体において存在する」「物自体」としか理解で
きず、「自然」の「法則」を「物自体そのものに帰属する」としか捉えられない者にとってである。

「自然」を「現象の総体」と捉え、その「法則」を「現象が内属している主観との相関において」「結
合能力が指定する」（B	164）ものと解する者にとっては、そこに「問題」も「謎」もありはしない。
したがって、カントにとっては、「謎」とされるような「問題」は残されていない。「覚知の総合」が

「超越論的総合に依存」し「カテゴリーに依存」することを証明し終えた段階で、「カテゴリー」が「自
然の必然的な合法則性の根源的根拠」（B	165）であることは明らかなのである。

結論

　第二版演繹論は、直観の「総合的統一」の根拠を「統覚の統一」に求め、両者の間に「カテゴリー」
を位置づける限り、徹頭徹尾「統一」によって貫かれている。この意味では、「すでに統一を含んで
いるすべての直観」という「制限」を伴う第一段階とこの「制限」が「解除」される第二段階といっ
た階層はそもそも存在しない。
　演繹に二段階があるとすれば、「統覚の統一」を証しする直観の「総合的統一」にア・プリオリ性
を求めるからである。ア・プリオリな直観の「総合的統一」に視点を定める限り、直観の直観たるゆ
えんの対象との接点が途切れる。「純粋直観」と対象とのこの乖離を埋めるために、改めて「覚知の
総合」への言及が必要となるのである。

注

（1）　Immanuel	Kant,	“Kritik	der	reinen	Vernunft”,	17811,	17872,	Philosophische	Bibliothek	Band	
37a,	Felix	Meiner,	Hamburg,	1956.	同書からの引用は、第一版をA、第二版をBの略号を付し、そ
れぞれのページを本文中に記す。

（2）　Dieter	Henrich,	‘Die	Beweisstruktur	von	Kants	transzendentalen	Deduktion’	in	G.	Praus	（Hg.）	
“Kant	zur	Deutung	seiner	Theorie	von	Erkennen	und	Handeln”,	Köln	1973,	S.91

（3）　a.a.O.	S.93
（4）　a.a.O.	S.94
（5）　この「対象」の差異性について、先回りして述べておけば、次の箇所を念頭に置くべきである。

これは、「思考法の変革」を提起した直後に、

　「さて、形而上学においては、諸対象の直観に関しては、同じような仕方で試みうる。〈直観が
諸対象の性質に従わなければならない〉とすれば、いかにして人が諸対象の性質について何事か
をア・プリオリに知りうるのかを、私は洞察できない。しかし、〈（感官の客観としての）対象が我々
の直観能力の性質に従う〉とすれば、私はその可能性を非常によく思い描くことができる。しか
しながら、この直観が認識となるべきである場合には、私はこの直観のもとに留まってはいられ
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ず、表象としてのこの直観を対象としての何かあるものに関係づけ、この対象を直観によって規
定しなければならない。そうであるが故に、私は、〈概念が対象に従う〉と想定するか、それとも、〈対
象が概念に従う〉想定するかの、いずれかが可能である。［前者の場合には、］私がこうした規定
を成り立たせる概念が、これまた（auch）対象に従うことになる。そうなると、私は、私が対象
について何事かをア・プリオリに知りうる仕方に関して、またしても（wiederum）同じ困惑に
陥る。［後者の場合、］諸対象といっても、あるいは、《経験》といっても同じことであって、この
経験においてのみ諸対象（与えられる諸対象としての）は認識されるのであるからだが、諸対象
あるいは経験がこの概念に従うとすれば、私は、直ちに、［先に陥った困惑からの］より容易な逃
げ道（Auskunft）をはっきりと理解する。なぜなら、経験自身が悟性を必要とする一つの認識様
式であり、私はこの悟性の規則を自分の内に、私に諸対象が与えられるよりも前に、したがって
ア・プリオリに、前提しなければならず、この規則はア・プリオリな概念において表現され、そ
れ故、経験のすべての対象は、必然的にこの規則に従わなければならず、この規則と合致しなけ
ればならないからである。」（B	XVIff.）

（6）　カントは、『自然科学の形而上学的原理』（“Metaphysiche	Anfangsgründe	der	Naturwissenschaft”）
（1786）において、「カテゴリーは、もっぱら経験の対象に関係する以外には、けっして使用されえ
ないということ（daß）」さえ証明されれば、「演繹はすでに十二分に上述の意図を達成している」の
であって、「いかにして（wie）カテゴリーが経験を可能にするのか」に答えることは「不可欠なわ
けではない」（AA	Bd.	IV,	S.	474）と言う。なぜなら、前者は次のことを証明するからである。

「上述のカテゴリーは、それが直観（私たちの場合、これは常に感性的でしかない）に適用さ
れる限りにおいての、判断の単なる形式ではあるが、このように適用されることによって初
めて客観を獲得し、認識となるのである。」（a.a.O.）

つまり、「純粋理性能力全体の限界規定」は、前者の証明によって果たされているのである。しかも、
この限界規定は、「判断一般の厳密に規定された定義」（S.	475）によってなされる。第二版演繹
論が§22と§23においてカテゴリーの「適用」（B	146）「使用の限界」（B	148）に言及するのは、
このためである。
　そうであれば、§24で「感官一般の対象へのカテゴリーの適用について」論じる箇所から後は、

「いかにして（wie）」への答えということになる。第二版演繹論を「こと」と「いかにして」の
二段階証明と解釈することも可能かもしれない。ただし、そのためには、§26を証明の第二段階
と解釈することとの整合性が見出されなければならない。

（7）　「時間における直観の純粋形式」（die	reine	Form	der	Anschauung	in	der	Zeit）という表現は、
奇異な印象を与える。なぜなら、感性論以来、「時間」そのものが「直観形式」であり、「時間」
の内に何か「純粋形式」があるわけではないからである。しかし、ここの前置詞inは、空間的場
所を表すのではなく、前置詞の前に置かれたものの形状や方式を表す。すなわち、「直観の純粋形
式」が「時間」というあり方をしているというのである。「時間」が「直観の純粋形式」だという
のである。ここで重要なのは、むしろ、「直観の純粋形式」である「時間」をここではどうみるか
である。すなわち、この「直観の純粋形式」から、感性的直観の多様を受容する「形式」という
意味合いを取り除き、それ自身を「単に、与えられた多様を含む［という意味で］直観一般とし
てみる」ことが求められているのである。つまり、それ自身が「多様を含む直観」という側面だ
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けをここで取り上げよう、というのである。そして、この「多様を含む直観」が「意識の根源的
統一」すなわち「統覚の統一」によって成り立つとことを示しているのである。

（8）　演繹と途中で繰り返される「空間と時間という直観のこうした個別性（Einzelheit）は適用にお
いて重要なものとなる（§25を参照せよ）」（B	136	Anm.）「後に（§26）、感性の内に経験的直観
が与えられる様式から」（B	144）が効いてくるのはこの箇所である。

レジュメ

Deduktion und Anschauung in der zweiten Auflag der K. r. V.

Yoshiaki	OGAWA

Nach	D.	Henrichs,	‘zwei	Beweisschrtte’	Theorie	schreitet	die	 transzendentale	Deduktion	
der	Kategorien	der	zweiten	Auflage“Kritik	der	reinen	Vernunft”	von	der	Einschränkung	zur	
Aufhebun.	D.h.	‘das	Beweisresultat	von	§20	gilt	also	nur	 für	alle	diejenigen	Anschauungen,	die	
bereits	Einheit	enthalten.’	 	 Im	zweiten	Schritte	von	§26	wird	diese	Einschränkung	aufgehoben,	
und	die	Gültigkeit	der	Kategorien	wird	für	alle	Objekte	unserer	Sinne	bewisen.

Aber	sofern	Anschauung	die	vom	Gegenstand	ist,		hat	sie	immer	schon	die	Einheit.	Es	kann	
keine	Anschauungen	geben,	die	die	Beziehung	auf	die	Einheit	nicht	haben.

Wenn	die	Deduktion	von	zwei	Beweischritte	 ist,	 	worin	besteht	der	Unterschied,	womit	
beide	Schritte	von	einander	differenziert	werden	muß?
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