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超越論的原理における形式と質料
――カントとエーベルハルトの間――

小　川　吉　昭

１．　序
　1788年から89年にかけて、エーベルハルト（Johan	August	Eberhard,	1739－1809）が、自ら主宰
する『哲学雑誌』（Philosophisches	Magazin）で、カント（Immanuel	Kant,	1724－1804）攻撃を企てる。
ラインホルト（Karl	Leonhatd	Reinhold,	1757－1823）は、1789年 4 月 9 日付書簡をカントに送り、「人々

（例えばエーベルハルトたち）が貴方を理解していない」と「公に表明」（ 1 ）してくれれば、カントに
代わって反エーベルハルトの論陣を張ると申し出る。
　これに対して、カントは、ラインホルトに、 5 月12日付書簡で『雑誌』第三冊へのコメントを、続
く 5 月19日付書簡で第一冊と第二冊へのコメントを書き送り、「あなたが好きに利用してよい」（ 2 ）「あ
なたの一存に委ねる」（ 3 ）と申し添える。それにもかかわらず、 9 月21日付書簡では、「エーベルハル
トの『雑誌』第一巻に関する短い論文を送る」ので「これを受け取るまでは、この件についてはしば
らく静かにしているように」（ 4 ）と言い、さらに12月 1 日付書簡では、「エーベルハルトに関して何ほ
どかのものを執筆中」（ 5 ）と伝える。書簡で言及された論文は、『純粋理性のすべての新しい批判は古
い批判によって無用とされるべきである、という発見について』（„Über	eine	Entdeckung,	nach	der	
alle	neue	Kritik	der	reinen	Vernunft	durch	eine	ältere	entbehrlich	gemacht	werden	soll“）（ 6 ）の表
題のもとに、1790年に出版される。
　一度は「友人たち」（ 7 ）に任せようとしながら自ら筆を執らずにはおれなかった『無用論』は、よく
言えば「カントの焦燥ともどかしさ」（ 8 ）、きつい言い方をすればエーベルハルトに対する憎しみに満
ちており、人間臭さを味わうには格好の素材ではあるが、カントとエーベルハルトの間

あわい

を際立たせよ
うとすると、たちまち行き詰る。福谷は、「本書は批判哲学ないし超越論哲学がどのような論理的骨
組みを持っているのか、何が超越論的観念論にとってヴァイタルな論点であるのかを改めてわれわれ
が透視することを可能にする」（ 9 ）と述べつつも、「本論ではカントはエーベルハルト説の急所を探り
当ててはいないようにみえる」との「爽やかとは言えない読後感」（10）を吐露する。
　本稿は、『無用論』が我々を行き詰らせる点を明らかにする試みであり、 5 月12日付ラインホルト
宛書簡と『無用論』第 2 章を中心に考察する。そこでカントは、エーベルハルトが「認識の論理的

（形式的）原理と超越論的（質料的）原理との違い」（Unterschied	eines	 logischen	（formalen）	und	
transscendentalen	（materiellen）	Princips	der	Erkenntniß）（AA	S.	193）を蔑ろにしたことを指摘し、

『純粋理性批判』（„Kritik	der	reinen	Vernunft“）が後者の原理を解明するものであることを誇る。と
ころが、カントがここに掲げる「超越論的（質料的）原理」という指標は曲者である。なぜなら、こ
の指標は、「論理的原理」との相違を明示するにもかかわらず、「超越論的原理」を「質料的原理」と
重ね合わせることによって、もう一つの相違を隠してしまうからである。
　カントの立ち位置を見定め、エーベルハルトとの間を測ろうとするとき、要点は「総合的属性」

（synthetisches	Attribut）あるいは「実在的本質」（Realwesen）にある。というのも、エーベルハル
トの誤りとカント自身の立ち位置を示すこれらの語は、カント自身にも跳ね返り、隠されたもう一つ
の相違を明るみにもたらすからである。
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２．　エーベルハルトのア・プリオリな総合的判断
　「ア・プリオリな総合的判断はいかにして可能か？」（Wie	sind	synthetische	Urteile	a	priori	
möglich?）が『純粋理性批判』の主要課題の一つであるというとき、問題の中心は「いかにしてか」にあっ
て、「ア・プリオリな総合的判断」あるいは「総合的判断」については自明の事柄と解される。

「さて、上述の根本＝課題（Principal=Aufgabe）の解決に向かう前に、第一に、『批判』が、
分析的判断と区別して総合的判断ということでそもそも何を考えているのかについて、第二
に、こうした［分析的・総合的］判断とともに、経験的判断と区別してア・プリオリな判断
で何を言おうとしているのかについて、判明かつ規定された理解を得ることがいうまでもな
く必須不可欠である。――	前者について、『批判』は、およそ望みうる限り判明に、繰り返
し説明しておいた。	総合的判断とは、判断の述語によって、それについて私が述語を言明
する概念［＝主語］の内で思惟していること以上のものを判断の主語に与える判断である。
それ故、後者［＝述語］は、前者の概念［＝主語］が含むものを超えて、認識を拡張するも
のである。分析的判断によってはこのようなことは起こらない。分析的判断は、与えられて
いる概念［＝主語］の内ですでに思惟されており、その内に含まれていたものを、それ［＝
主語］に属するものとして、ただ明晰に表象し言明すること以上のことは何も行わないので
ある。――第二点、すなわち、経験的判断と区別されたア・プリオリな判断とは何かについ
ては、ここでは何の困難もない。なぜなら、これは、論理学においてとっくに知られており、
命名されている区別だからであり、前者［＝総合的判断］とは違って、少なくとも（エー
ベルハルト氏が望むように）新たな名称のもとで登場することはないからである。」（AA	S.	
228,	Vgl.	AA	S.	232）（11）

　『純粋理性批判』の読者にとってはお馴染みの言い回しである。だが、エーベルハルトはこれを次
のように理解する。

「したがって、分析的判断と総合的判断との区別は次のようになるであろう。分析的判断とは、
その述語が主語の本質（Wesen）あるいはいくつかの本質的要素（wesentliche	Stücke）を
言表する判断である。判断の述語が主語の本質や本質的要素に属さない規定を言表する判断
は、総合的判断である。カント氏が、両判断の区別を、前者は単に解明的（erläuternd）で
あり、後者は拡張的（erweiternd）であると述べるとき、カント氏が言わんとしているのは
このことであるに違いない。氏の説明に沿って何か規定的なことを考えねばならぬ限り、そ
うなるに違いない。」（12）

　エーベルハルトは、分析的判断については、主語の「本質」あるいは「本質的要素」を述語とする
判断であると述べているが、総合的判断については、「述語が主語の本質や本質的要素に属さない規
定を言表する判断」と述べるだけで、どのような規定であるかを明言しない。エーベルハルトが黙し
て語らない部分を炙り出すために、カントは、ある枠組みを補い、次のように述べる。それは、私た
ちがすでに失ってしまっている枠組みである。

　「命題によってア・プリオリに主語に付け加えられる述語は、まさにその故に、前者［＝
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主語］に必然的に属する（前者の概念と不可分）ものとして言表される。このような述語は、
また、本質（概念の内的可能性）に属する（ad	essentiam	pertinentia）述語とも呼ばれる。
したがって、ア・プリオリに妥当するすべての命題は、このような述語を含んでいなければ
ならない。その他の述語、すなわち、概念から（これを損なうことなく）分離可能な述語は、
本質外的徴表（extraessentialia）と呼ばれる。	前者［＝本質に属する述語］は、本質の構
成要素として	（ut	constitutiva）本質に属するか、あるいは、これ［＝本質の構成要素］に
基づいて本質の内で十分に根拠づけられた帰結として	（ut	rationata）本質に属するか、の
いずれかである。	前者［＝本質の構成要素］は、本質的要素（essentialia）と呼ばれる。
それ故、この要素は、同一の概念内に含まれている他のもの［＝他の要素］から導出され
うるような述語を含まない。そして、これら本質的要素の総体が論理的本質（das	 logische	
Wesen）（essentia）をなす。後者［＝帰結］は、属性（attributa）と呼ばれる。本質外的
徴表は、内的徴表（modi）であるか、関係徴表（relationes）であるか、のいずれかである。
そして、これらは、ア・プリオリな命題にあっては、述語の役を果たしえない。なぜなら、
これらは、主語概念から分離可能であり、それ故、主語概念と必然的に結合していないから
である。」（AA	S.	228f.）

　今問題なのはア・プリオリな総合的判断であるから、「本質外的徴表」（「内的徴表」と「関係徴表」）
は除外して構わない。そうすると、残るのは、「本質」を形成する「構成要素」と、「これ［＝本質の
構成要素］に基づいて本質の内で十分に根拠づけられた帰結」としての「属性」である。「構成要素」
を述語に持つ判断が分析的判断であれば、総合的判断は「属性」を述語に持つ判断ということになる。
実際、エーベルハルトにとっては、「本質的要素」を述語にとる判断が分析的判断であり、「属性」を
述語にとる判断が総合的判断なのである。『無用論』でカントは、エーベルハルトから次の箇所を引
用する。

「総合的判断は、それが必然的真理であれば、属性をその述語に持っている」（AA	S.	229）

「こうして、私たちは、すでに、分析判断と総合的判断との区別を、その境界画定の最も厳
密な遂行（そこでは、前者は単に本質要素に関わり、後者はもっぱら属性に関わる）ととも
に、最も豊かで最も明瞭な区分根拠（これは、氏が上で称賛した存在論の豊穣な領野を指し
ている）から導いたといえよう。しかも、この区分がその区分根拠を完全に尽くしていると
いう完全な確実性を伴ってのことである。」（AA	S.	231）（括弧内はカントの補足）

３．　カントのエーベルハルト批判
　上の引用個所をカントは、エーベルハルトの「歓喜の叫び」（der	freudige	Ausruf）と揶揄する。
それは、エーベルハルトの理解の正しさを称賛してのことではなくて、ここにエーベルハルトの誤り
がはっきりと示されているとの思いからである。
　カントがエーベルハルトの誤りを指摘する要点は、「ア・プリオリな総合的命題の何らかの基準を
前もってすでに与えておかないなら、〈ア・プリオリな総合的命題の述語は属性である〉と言うこと
によっては、分析的命題との違いは決して明らかにならない」（AA	S.	229）という点にある。属性
には「分析的属性」も「総合的属性」もあり、それに応じて、属性を述語に持つ判断は、分析的判断
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でも総合的判断でもありうる、というのである。
　まず、分析的判断の例として、カントは次のような判断を挙げる。

「命題〈いかなる物体も分割可能である〉（ein	jeder	Körper	 ist	 theilbar）においては、［分
割可能という］述語は、主語概念の本質的要素から、すなわち、延長（Ausdehnung）から、
必然的帰結として導出されうるが故に、述語は属性である。しかしながら、矛盾律にしたがっ
て、物体の概念に属すると表象される属性は、したがって、その命題そのものも、主語の属
性を言表しているにもかかわらず、それでもやはり、分析的なのである。」（AA	S.	229）

　続いて、カントは、総合的判断の例を挙げる。

「これとは反対に、持続性（Beharrlichkeit）もまた実体の属性である。というのも、持続性
は、実体の絶対的に必然的な述語だからである。しかし、持続性は、実体自身の概念の内に
は含まれておらず、それ故、分析によって実体概念から（矛盾律にしたがって）導出される
ことはありえない。つまり、命題〈いかなる実体も持続的である〉（eine	jede	Substanz	 ist	
beharrlich）は、総合的命題なのである。」（AA	S.	229）

　カントに言わせれば、「ある命題について、〈この命題は、主語の属性を述語に持っている〉と言っ
ても、この命題が分析的であるのかそれとも総合的であるのかは、誰にも判らない」（AA	S.	229f.）
のである。エーベルハルトのように、「総合的判断は…属性を言明する」と言ってみても、「総合的判
断は…それでもなお分析的でありうる」（AA	S.230）のである。となると、エーベルハルトの先の理
解は修正されなければならない。そこで、カントは次のような修正を施す。

「エーベルハルトに従うなら、ア・プリオリな総合的判断の定義は、〈ア・プリオリな総合的
判断とは、物の総合的属性を言表する判断である〉（sie	sind	Urtheile,	welche	synthetische	
Attribute	von	den	Dingen	aussagen）となる。」（AA	S.	230）

　これは明らかな「同語反復」（AA	S.	230）である。カントは、エーベルハルトがこの明白な同語
反復を隠しているとの非難を投げかける。

「属性が述語の役を担っている命題を後者［＝総合的命題］に分類しうるためには、この属
性は総合的属性でなければならないが、氏は、これを明言することを慎重に避けている。こ
の制限が必然的であることに、氏も思い当たったに違いないにもかかわらず。なぜなら、そ
うでもしなければ、同語反復があまりにもはっきりと目にとまったであろうから。こうして、
氏は、未経験者には新しく、内実を伴っているように見えるものを取り出して見せたのであ
るが、それは、実は、易々と見通せる霞でしかないのである。」（AA	S.	230）

　だが、エーベルハルトは、同語反復を隠蔽したのだろうか？エーベルハルトが「総合判断は、永遠
の真理にあっては主語の属性を、時間真理（Zeitwahrheiten）にあっては偶然的な性質あるいは関係
を、判断の述語として持つ」（AA	S.	2241）というとき、「総合的属性」と修正されるべき同語反復
を犯しているのだろうか？というのも、 5 月12日付書簡でカントは、同じ「同語反復」という語を用
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いて、ア・プリオリな総合的判断の述語が属性であることを当然のことと述べているからである。

「ア・プリオリな総合的判断についての氏の説明は、単なる欺瞞、すなわち、明らかな同語
反復です。以下の理由によって。ア・プリオリな判断という表現の内には、すでに、判断の
述語が必然的（notwendig）である、ということが含まれています。総合的という表現の内
には、述語は、判断の主語となる概念の本質でもなければ、本質的要素でもない、というこ
とが含まれています。というのも、そうでなければ、述語は主語と同一ということになり、
それ故、その判断は総合的ではなくなるからです。ところで、ある概念と必然的に結びつい
ているとみなされるにもかかわらず、同一性によって結びついているとはみなされないもの
は、その概念の本質的なものの内にあるものによって、別の何ものかとみなされるのです。
つまり、何らかの根拠によって、その概念と必然的に結びついているとみなされるのです。
とすると、それは、〈その述語は、概念の本質的なものの内にあるとはみなされないが、そ
れにもかかわらず、本質的なものを通じて必然的とみなされる〉（das	Prädikat	wird	nicht	
im	Wesentlichen	des	Begriffes	und	doch	durch	dasselbe	notwendig	gedacht）と言おうと、
あるいは、〈述語は、それ（本質）の内で根拠づけられている〉（es	ist	 in	demselben	（dem	
Wesen）	gegründet）、すなわち、〈述語は、主語の属性とみなされなければならない〉（es	
muß	als	Attribut	des	Subjekts	gedacht	werden）と言おうと、同じことです。それ故、上
述の大いなる発見は、空虚な同語反復に他なりません…。」（13）

　ここで「氏の説明」と言われているのは、本稿の二つ目の引用個所を指している。エーベルハルト
はア・プリオリな総合的判断の述語が主語概念の「本質でもなければ、本質的要素でもない」と解す
るが、カントは、そうした理解は、総合的判断の述語が「属性」であるというのと「同じこと」だ、
と言うのである。ここで同語反復だと指摘されているのは、総合的判断の述語が「総合的」属性であ
るということではなく、総合的判断の述語が「属性」であるという点である。それは自明のことだと
いうことが、ここでの「同語反復」の意味内容なのである。同様の意味内容を『無用論』から引用し
よう。

「前者［＝総合的判断］でア・プリオリな判断のことを言っているのであれば、この名称［＝
ア・プリオリな総合的判断］からして、次のこと以上のことは言われえないのである。この
判断の述語は、必然的に、主語概念の本質の内に、何らかの仕方で根拠づけられている、従っ
て、属性である、しかし、単に矛盾律の故にというわけではない、ということ以上のことは。」

（AA	S.	242）

　この個所でカントは、「ア・プリオリな総合的命題の自然本性についての、エーベルハルトの規定」
（die	Eberhard’sche	Bestimmung	der	Natur	synthetischer	Sätze	a	priori）を述べている。エーベル
ハルトの考えによれば、ア・プリオリな総合的判断の述語が属性であることは、その「名称」からし
て自明なのである。これが同語反復と評されるほどに自明なことであるなら、問われるべきは、むし
ろ「分析的属性」の方であり、属性を「総合的」と形容する修正を施すカントの方であろう。
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４．　論理学から超越論的哲学へ
　こうして、ア・プリオリな総合的判断の述語を属性とするエーベルハルトの理解が同語反復を隠蔽
していると非難するカントの策略は、空振りにおわる。だが、カントは攻撃の手を休めない。むしろ、
こちらの方がエーベルハルト攻撃の本筋である。
　エーベルハルトに従えば、ア・プリオリな総合的判断の述語が属性であるということは、その述語
が「主語概念の本質の内に、何らかの仕方で根拠づけられている」ということである。この「根拠づけ」
の役割を担うのは、「充足根拠律」（Satz	des	zureichenden	Grundes）である。「充足根拠律は、総合
的判断と分析判断の綱目にも属し」ており、「そこで初めて総合的原則の可能性について決着がつけ
られる」（AA	S.	189）からである。
　カントの攻撃は、エーベルハルトがこの充足根拠律を「矛盾律」（Satz	des	Widerspruchs）によっ
て証明しようとした（14）ことに向けられる。

「氏は、当初、形而上学全体を、矛盾律と充足根拠律という二つの蝶番に掛けていた。そして、
ライプニッツ（つまり、氏がライプニッツを解釈する仕方）にしたがって、形而上学のため
には、前者［＝矛盾律］を後者［＝充足根拠律］によって補完しなければならないと述べる
とき、氏は一貫して自身のこの主張に留まっている。ところが、氏は、163ページで『充足
根拠律の普遍的真理性は、これ（矛盾律）によってのみ証明されうる』と述べ、ただちにこ
れに果敢に着手する。だが、そうすると、形而上学全体は、当初二つの蝶番であったはずな
のに、今度はただ一つの蝶番に掛けられることになる。というのも、ある原理からの単なる
帰結は、少なくとも新たな適用条件が付け加わることもなく、その原理の普遍性全体の内に
あっては、元の原理の不足を補う新たな原理などでは断じてないのだから！」（AA	S.	195）（15）

　エーベルハルトの証明に加えるカントの攻撃（16）は辛辣である。だが、ここでは、カントの攻撃を
追うことはしない。なぜなら、その証明が失敗しているよりも、成功している方が、カントにとって
は好都合だからである。
　判断の述語が属性であることによってその判断は総合的になるというのがエーベルハルトの主張で
あった。しかし、この主張を支える充足根拠律がそもそも矛盾律に基づくのであれば、属性とそれを
支える本質とは矛盾律に基づくことになる。つまり、充足根拠律は、総合的判断の原理ではなくて、

「分析的判断の原理」（Princip	analytischer	Urtheile）（AA	S.	231）となり、属性を述語とする判断は、
すべて分析的判断となるのである。

「いったい、命題〈いかなる物体も分割可能である〉は、その述語が、直接的に［主語］概
念に属しているもの（本質的要素）から、すなわち、延長から、分析によって初めて導かれ
うるからといって、それだけ分析的でなくなるというのだろうか？矛盾律によって直接的に
ある［主語］概念において認識される述語から、同様に矛盾律によってこの［主語］概念か
ら導出される他の述語が帰結するとした場合、後者が導出される際に矛盾律によっている度
合いは、前者が矛盾律によっている度合いと比べて、より弱いことになるのだろうか？」（AA	
S.	231）

「ところで、エーベルハルトが、総合的命題一般に対して、その原理として充足根拠律を挙
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げるとき、氏が論理的原則以外のことを了解していることなどありえません。論理的原則は、
分析的根拠を許容するし、もちろん、矛盾律から導出されます。しかし、それは、氏の犯し
た重大な齟齬です。氏は、非同一的判断（nichtidentische	Urteile）と呼ぶものを充足根拠
律に還元するけれども、氏自身の言によれば、充足根拠律は矛盾律を原理とし、そこからの
帰結にすぎないのです。（矛盾律は、ただ同一的判断（identische	Urteile）を根拠づけうる
だけです。）」（17）

　こうして、充足根拠律が矛盾律に基づくことになれば、属性を述語とするすべての判断は分析的判
断となってしまうのである。なぜなら、「論理的本質、すなわち、ある与えられた概念の第一の構成
要素（die	ersten	constitutiva）も、また、この本質の論理的帰結（rationata	 logica）である属性も、
私の［有する］概念を、私がそのもとで思惟するすべてのものへと分解することによって、容易に見
出すことができる」（18）からである。ということは、カントの見立てによれば、充足根拠律が矛盾律に
基づく限り、総合的判断の属性が「総合的」属性であるというのは、同語反復以前に、矛盾概念なの
である。
　総合的属性が矛盾概念となるのは、「そもそも、本質や属性等々に関する章全体は、形而上学

（Metaphysik）に属するのではなくて、…論理学（Logik）に属するに過ぎない」（19）からである。実際、
カントが本質や属性に言及するのは、例えば、「イエッシェ論理学」（20）「ペーリッツ論理学」（21）におい
てである。本稿の初めに挙げた枠組みそのものが、論理学において論じられるべきものだったのであ
る。（ちなみに、ここでカントが「論理学」と呼んでいるのは、第一義的には、概念論と判断論と推
理論を原理論として含む当時の「論理学」であるが、同時に、第二節の最後の引用個所の表現を借り
て言えば、旧来の形而上学の「存在論の豊饒な領野」でもある。）

「充足根拠律に特別な原理の役を担わせようとするのであれば、これに次の制限を加えなけ
ればならない。充足根拠律は、それ自身としては、概念同士の総合的結合に権限を付与する
限りにおいて以外には、超越論的哲学（Transscendentalphilosophie）においては許容され
ない、という制限を。」（AA	S.	231）

　こうして、ア・プリオリな総合的判断についてのエーベルハルトの考えは、完膚なきまでに論破さ
れる。エーベルハルトの枠組みに留まる限り、すべてのア・プリオリな判断は分析的判断となってし
まうのである。だが、そうすると、「ア・プリオリな総合判断はいかにして可能か？」と問うこと自
体が無意味になりはしないだろうか？カントは、不可能な判断の可能性を「いかにして」と問うてい
ることになりはしないだろうか？
　そうはならないのは、「ア・プリオリな総合判断はいかにして可能か？」という問いを発するとき、
カントの立ち位置は、「論理学」から「超越論的哲学」へと移っているからである。カントは、この
新たな立ち位置にもとづいて、「論理的（形式的）原理」（ein	logisches	（formales）	Principien）と「超
越論的（質料的）原理」（ein	transscendentales	（materielles）	Princip）（AA	S.	193）を、「根拠と帰結」
の「論理的関係」（das	logische	Verhältnis）と「実在的関係」（das	reale	Verhältnis）（22）、「論理的本質」

（das	logische	Wesen）と「実在的本質」（das	Realwesen）（23）を区別するのである。

「超越論的原理は、客観とその可能性について、何ごとかをア・プリオリに規定しなければ
ならない、したがって、論理的原理がなすように（客観の可能性に関するすべてのことを完
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全に捨象することによって）単に判断の形式的条件にのみ関わるのではない。」（AA	S.	194）

「ここで決定的なのは、論理学は、〈ア・プリオリな総合的命題はいかにして可能か〉という
問いに対して、何ひとつ情報を与ええない、ということである。」（AA	S.	242）

　つまり、ア・プリオリな総合的判断をめぐる「いかにして可能か」という問題は、論理学で講じら
れる本質－属性という枠組みでは論じることができず、「超越論的哲学」に立脚してこそ発せられう
る問いなのである。

「私が知りたいのは、私の概念に本質的に特有（eigen）であるもの、つまり、私がすでに知っ
ていること以外に、より多くの、必然的にある物に属性として属するものの、その物の概念
の内には含まれていない、そうしたものについての知識を私に与えてくれる根拠とは、いっ
たいいかなる根拠であるのか、ということなのである。」（AA	S.	239）

　ここでカントが「私がすでに知っていること以外に、より多くの、必然的にある物に属性として属
する」と言っているものは、相変わらず「属性」と呼ばれてはいるものの、本質－属性という枠組み
で論じられる論理的属性ではありえない。カントは、新たな枠組みのもとで自ら探求しているものを
表現する適確な名称を持ち合わせていないかのようである。あえてそうした名称を挙げるとなると、
先にエーベルハルトに対して「同語反復」と揶揄した「総合的属性」が浮かび上がる。というのも、
5 月12日付書簡では、「数学的判断は総合的属性しか与えない」（24）と述べられているからである。さ
らに、「属性」という名称を避けるとなると、論理学の枠組みに定位しない「総合的属性」は「実在
的本質」とも表現できるであろう。

「論理的本質は分析的に、実在的本質（Realwesen）は総合的かつア・プリオリに認識され
なければならない。まさに、その故に、総合の根拠こそが、私たちが少なくともそのもとに
立ち止まらなければならない第一のものなのです。」（25）

　「総合的属性」を「実在的本質」と言い換えてみても、カントが求める新たな枠組みにすんなり収
まるわけではない。後に示すように、カントは自らの立ち位置の指標とした「超越論的（質料的）原
理」には、新たな枠組みでは対立する契機が混在しているからである。
　だが、名称探しはこれ位にして、「根拠」「原理」に目を向けよう。それこそがカントの「知りたい」
ことなのだから。

５．　ア・プリオリな総合的判断の原理
　カントは、「『批判』が、必然的に総合的判断の定義から帰結する総合的判断一般の原理（das	
Princip	synthetischer	Urtheile	überhaupt）を、必要とされるあらゆる詳細さをもって叙述している」

（AA	S.	241）ことを誇る。「もっともそれは、一つの特別な定式（eine	besondere	Formel）のかたち
で提示されているわけではないが」（26）とも言うのではあるが。カントが「総合的判断の原理」と呼ぶ
ものを、書簡と『無用論』から引用しよう。
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「理論的認識のあらゆる総合的判断は、所与の概念と直観との関係（die	Beziehung	des	
gegebenen	Begriffs	auf	eine	Anschauung）を通してのみ可能です。」（27）

「総合的判断は、判断の主語の概念の根底に置かれた直観という条件（Bedingung	einer	
dem	Begriffe	 ihres	Subjects	untergelegten	Anschauung）のもとにおいて以外には可能で
はなく、この直観は、判断が経験的判断である場合には経験的であり、ア・プリオリな総合
的判断である場合にはア・プリオリな純粋直観（reine	Anschauung	a	priori）である。」（AA	
S.	241）

　カントの主張は、総合的判断の述語をどう表現するかという問題とは対照的に、いたって簡単であ
る。総合的判断はすべからく直観と関係しなければならないというのが、カントが「総合の根拠」と
して挙げるもののすべてである。
　ア・プリオリな総合的判断は後に回し、経験的な判断について見ておこう。

「私が与えられた概念を超えて認識を拡張しうることは、常に増大する経験によって私の認
識が日々拡大することが、私に教えてくれている。」（AA	S.	239）

「ところで、私は、経験による私の認識の拡張が経験的（感官＝）直観（die	empirische	
（Sinnen=）	Anschauung）に基づいていることを見出した。この直観において、私は、私の
概念に対応している多くのものと出会ったが、また、この概念の内ではいまだに思惟してい
なかったさらに多くのものが先の概念と結びついていることを学びうることをも見出した。」

（AA	S.	239f.）

　これに続いて、ア・プリオリな総合的判断について、カントは次のように述べる。

「さて、次のことを指摘されるだけで、私はこれを容易に理解する。私の概念を超える認識
の拡張がア・プリオリに生じるべきであれば、先に経験的直観がそうであったように、後者

［＝ア・プリオリな認識の拡張］のためには、ア・プリオリな純粋直観が必須である、とい
うことを。」（AA	S.	240）

　こうして、「ア・プリオリな総合的判断はいかにして可能か」の答は、「超越論的哲学」という新
たな枠組みのもとでは、「ア・プリオリな純粋直観」に絞られる。純粋直観が不可能であれば、ア・
プリオリな総合的判断も不可能となるからである。純粋直観を「どこに見出すべきであるのか、ま
た、その可能性をいかに解すべきであるのか」についてのカントの答は、「私の感性の単なる主観的

（しかし、積極的な）形式」（bloße	subjective	（aber	positive）	Formen	meiner	Sinnlichkeit）（AA	S.	
240）というものである。この答えは、『純粋理性批判』の「超越論的感性論」での「論及」の成果で
あるが、ここでは「論及」の内容には立ち入らず、その成果を確認するに留めよう。該当箇所を書簡
から引用する。

「純粋直観が、ただ、主観の形式（die	Form	des	Subjekts）の内に、諸対象によって触発さ
れるという主観の表象受容性（Vorstellungsrezeptivität）の内にあるのでないとすれば、純
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粋直観を持つことは（我々人間にとっては）不可能です（［純粋直観の場合、］いかなる客観
も与えないのだから）。」（28）

　そして、純粋直観は「空間と時間」であるから、「空間と時間」が「現象としての感官のすべての
客観の可能性のア・プリオリな条件」なのである。

「空間と時間は、私たちの感性つまり直観の受容性の本質的形式（die	wesentliche	Form）
であって、それを通じてそもそも対象が私たちに与えられるのであって、感性の普遍的条件
は、必然的に、現象としての感官のすべての客観の可能性のア・プリオリな条件であり、そ
れ故、現象と合致しなければならないからである。」（AA	S.	203）

　ここで取り上げたいのは、純粋直観が感性の形式であることによって、ア・プリオリな総合的判断
の範囲が規定される点である。実は、上の書簡からの引用個所は副文であり、次の主文の理由を述べ
ている。主文はこうである。

「ア・プリオリな総合的判断の現実性は、既にそれ自体で、これらが感性の諸対象
（Gegenstände	der	Sinne）にのみ関わり、現象（Erscheinungen）以上には及びえないもの
であることを、十分に証明しえています」（29）

　カントは、ア・プリオリな総合的判断の根拠を純粋直観に見出すことによって、その範囲を「感
性的直観の対象」に限定する。この限界設定は、「数学および自然科学においていかにしてア・プリ
オリな総合的認識が可能であるか」（AA	S.240）を明らかにすると同時に、「超感性的なもの」（das	
Übersinnliche）に対するア・プリオリな総合的判断の可能性を排除し、「霊魂論」（Psychologie）と「神
学」（Theologie）の放棄を、のみならず「これまでの形而上学」（die	bisherige	Metaphysik）の放棄
を迫ることになる。

「氏［＝エーベルハルト］は、これまでの形而上学はそのア・プリオリな総合的命題をまっ
たく証明しえない（これまでの形而上学は、それを、物自体そのものに妥当するものとし
て、物自体そのものの概念から証明しようとするが故に）という厳しい非難を避けようとし
て、そのために、常に、数学から例を選ぶ。［というのも、］数学の命題は、厳密な証明に根
拠づけられる［からである］。［ところが、数学の命題が厳密な証明に根拠づけられるのは、］
数学がア・プリオリな直観を根底に置くからである。しかし、［氏の目論見と数学を例に引
くこととはそもそも折り合うべくもないのだから、］氏は、同時に、自らの認識を、私たち
に可能な直観がそれに対応しない超感性的なものにまで拡大するというすべての希望を放棄
するのでなければ、そうして、霊魂論と神学という、氏が稔りを約束する領野を耕さないま
まにしておくのでなければ、このア・プリオリな直観をすべてのア・プリオリな総合的命題
の可能性の本質的条件として認めることなど絶対にできない［はずな］のである。」（AA	S.	
234）

「悟性は、それとしては、決して直観しえないのだから、上記のア・プリオリな総合的命題は、
感性的直観の限界を超えては下されえない。なぜなら、すべての概念は、この領野を超え出
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ては、空虚であらざるをえない、つまり、概念に対応する対象なしとならざるをえないが故
に。それは、以下のことによってなのである。そうした［＝感性的直観の限界を超えた］認
識に到達するためには、私は、感官の対象の認識のために私が用いている蓄えから、一部を、

［もちろん、］それは、前者［＝感官の対象の認識］にあっては決して取り去られてはならな
い［にもかかわらず］、取り去ることをあえてせざるを得なくなるか、あるいは、他の一部を、
前者［＝感官の対象の認識］にあっては決して結合されえないように結合し、あえて次のよ
うな概念を作らざるを得なくなる。そのような概念については、その内に矛盾はないとはいえ、
それにもかかわらず、そもそもそれらの概念に対象が対応しているのかいないのかを決して
知りえず、それ故、私にとってはまったく空虚である、そのような概念を。」（AA	S.	240）

６．　質料から形式へ
　こうして、「ア・プリオリな総合的判断はいかにして可能か」という問いは、「すべての形而上学的
独断論者が不可避的に挫折せざるをえない躓きの石」（AA	S.	236）となる。しかし、この「躓きの石」
は、カント自身の新たな枠組みにも跳ね返り、ア・プリオリな総合的判断の述語の名称を再度変更す
ることを迫ることになる。
　先にみたように、カントが「ア・プリオリな総合的判断はいかにして可能か」という問いをもって
向かう領野を超越論的哲学に設定するとき、「総合的かつア・プリオリに認識されなければならない」
述語は「総合的述語」ないしは「実在的本質」と呼ばれうるものであった。本質－属性の枠組みが論
理学に定位する限り、論理的属性を述語とする判断は分析的だからである。
　ところで、「実在的本質」とはどのようなものなのだろうか？ここでも、私たちがすでに失ってしまっ
ている道具立てが顔をのぞかせる。それは、「ある与えられた物に必然的に帰属するすべてのもの
の第一の内的根拠」（der	erste	innere	Grund	alles	dessen,	was	einem	gegebenen	Dinge	notwendig	
zukommt）「ある所与の物に必然的に帰属するすべてのものの第一の内的で十全な根拠」（den	ersten	
inneren	hinreichenden	Grund	alles	dessen,	was	notwendig	der	Materie	zukommt）（30）である。
　だが、そのような「内的な根拠」は、直観の介在を許さないではないだろうか？この「根拠」は、「内
的」であるが故に、直観を通じては捉えられないのではないだろうか？「実在的本質」もまた「超感
性的なもの」ではないだろうか？そうであればこそ、カントは、「実在的本質（自然本性）を、人間は、
いかなる客観についても認識しえない」（31）と主張するのではないだろうか？「延長と不加入性」といっ
た「論理的本質」は、「私も誰もが持っている物質という概念に必然的かつ原初的に含まれている」が、

「物質の実在的本質」となると、「これを認識することは、人間の全能力をはるかに超えている」（32）と
いうのではないだろうか？
　疑問を列挙したのは、ア・プリオリな総合的判断の可能性というカントの問題の所在を示すはずの

「実在的本質」がそもそも認識不可能なものであれば、これを述語とする総合的判断を下すことは人
間には不可能であり、ア・プリオリな総合的判断は、またしても、「いかにして可能か」と問う以前に、
そもそも不可能ということになるからである。
　この事態に、「与えられた物」は「可能的経験の対象」（AA	S.	190	Anm.）「感性的直観の対象」（AA	
S.	195）「経験の対象」（AA	S.	198）「感官の対象」（AA	S.	199）「時間と空間における直観の対象」（AA	
S.	206）であって物自体ではないと言ってみても、カントを擁護することにはならない。カントの主
張の整合性を保証する鍵は別の所にある。
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「ついでながら、次の点を注記しておきます（エーベルハルトのやり方にいっそう注意を払
えるように）。実在根拠は、これまた、二通りあります。一つは、形式的（formal）な根拠（客
観の直観の根拠）で、例えば、三角形の辺が角の根拠を含んでいるような場合です。もう一
つは、質料的（material）な根拠（物の現実存在の根拠）です。後者の場合には、根拠を含
んでいるものは原因（Ursache）と呼ばれます。」（33）

　ここでカントが付随的に注記を施すのは、エーベルハルトが「論理的原則」に他ならない充足根拠
律を「総合的判断一般の原理」と呼び、論理的なものと超越論的なものとの区別をないがしろにして
いるという文脈においてである。そして、この注記に続くカントの言説も、「形而上学の手品師たち」

（die	Taschenspieler	der	Metaphysik）が論理学に属する本質－属性を形而上学に持ち込むという点
を巡って展開する。（本稿では、カントが自らの立ち位置を論理学から超越論的哲学に求める点を確
認するために、「実在的本質」に言及した。）そのため、文脈全体からすると、「形式的根拠」と「質
料的根拠」の差異が薄れているようにみえる。
　しかし、この区別は、カントの立ち位置を見定めるためには決定的に重要である。というのも、カ
ントが人間には認識しえないものとして指摘しているのは、すべての「実在的本質」ではなく、あく
までも「質料的根拠」だけだからである。上記の「内的根拠」についてカントが「認識しえない」と
言うのは、この「内的根拠」が、本質－属性の論理的関係と「根拠」－「物の現実存在」の関係との
重ね合わせという「いかさま切り」（Volte）（34）によって導入された「質料的根拠」だからである。

「形式的根拠」の方は、認識しえないどころか、「直観の受容性の本質的形式」として、つまり、ア・
プリオリな総合的判断の根拠として、確保されるべきものなのである。（これに対応して、質料は、
もはや「内的根拠」ではなく、「感覚に対応するもの」（KrV.	A20,	B34）となるのではあるが。）そし
て、実際に確保したことをカントは誇らしげに語るのである。

「そのために必要なすべての条件を苦労して解明した後に、批判は、初めて、決定的な結論
に到達しうるのである。いかなる概念も、その客観的妥当性は、概念がそれに対応する直観

（私たちにとっては常に感性的である）において示されうる以外には、保証されない、従って、
感性の限界を超えては、したがってまた、可能的経験を超え出ては、それが空虚ではないこ
とに確信を持てる認識つまり概念はありえない、という結論に。」（AA	S.	188f.）

７．　終わりに
　『純粋理性批判』におけるカントの立ち位置は、「属性」から論理的属性を排除し、あえて言えば「総
合的属性」を確保し、この「総合的属性」を「実在的本質」とした上で、さらに「実在的本質」から

「質料的根拠」を取り除き、「形式的根拠」だけを残した所に設定されている。
　空間と時間を「現象としての感官のすべての客観の可能性のア・プリオリな条件」とすることによっ
て、カントは、超感性的対象を扱う「第二部門」を形而上学から排除するのみならず、感性的な対象
を扱う「第一部門」において、「実在的本質」から「質料的根拠」を排除し、「形式的根拠」のみを追
求する「超越論的哲学」を提唱するのである。
　こうした「超越論的哲学」の特性立ち位置からすると、カントがエーベルハルトに向かって放つ「認
識の論理的（形式的）原理と超越論的（質料的）原理との違いがまったく判っていない」との台詞に
は、何とも座りの悪さを感じずにはおれないのである。
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注
（ 1 ）　	Otto	Schöndörffer,	 „Immanuel	Kant	Briefwechsel“,	Philosophische	Bibliothek	52	a/b,	Felix	

Meiner,	Hamburg	1972,	S.	375（以下Briefwechselと略記する。）
（ 2 ）　Briefwechsel	S.	384
（ 3 ）　Briefwechsel	S.	393
（ 4 ）　Briefwechsel	S.	417
（ 5 ）　Briefwechsel	S.	426
（ 6 ）　„Kant’s	gesammelte	Schriften“,	Herausgegeben	von	der	Königlich	Preußischen	Akademie	

der	Wissenshaften,	Band	VIII,	Berlin	1912（以下『無用論』と略記し、引用は、AAの略号でア
カデミー版のページ数を本文中に表記する。）

（ 7 ）　Briefwechsel	S.	393
（ 8 ）　『カント全集』第13巻、岩波書店、2002年、472頁。訳者福谷茂氏の解説による。
（ 9 ）　同書475頁
（10）　同書472頁
（11）　引用文中の［　］内は筆者の補足。以下同様。
（12）　Briefwechsel	S.	854f.
（13）　Briefwechsel	S.	379
（14）　	エーベルハルトは、充足根拠律が矛盾律によって証明されるべき理由を次のように述べる。「と

ころで、根拠律は、ア・プリオリにしか証明しえない。というのも、帰納による証明は不可能
だからである。物の根拠は、多くの場合、隠されているため、いつも経験がこれを発見しうる
わけではない。…それ故、充足根拠律はア・プリオリに証明されるべきなのであるが、そうす
ると、私たちは、充足根拠律をより高次の原則から導出しなければならない。ところが、矛盾
律の他には、より高次の公理はない。したがって、充足根拠律の普遍的真理性は、ただ矛盾律
からのみ証明されうるのである。」（Briefwechsel	S.	856）

（15）　	カントが引用するエーベルハルトの「証明」とは次のようなものである。「すべては根拠を有
するか、それとも、必ずしもすべてが根拠を有するわけでないかの、いずれかである。後者の
場合には、それ故、その根拠が無であるようなものが可能であり、思惟しうることになろう。
――しかるに、対立するものの一方が充足根拠なしに存在しうる場合、対立する二つのものの
もう一方も、充足根拠なしに存在しうるであろう。例えば、ある量の空気が東へと移動し、そ
れ故、東で空気が暖められ軽くならないで、風が東へ吹きうるとすると、この量の空気は、東
へ吹くのと全く同様に西へも吹きうることになるであろう。それ故、同じ風が同時に反対の二
方向へと移動しうる、東向きにも西向きにも、それ故、東向きであり、かつ、東向きむきでな
いことになるであろう。すなわち、あるものがあると同時にあらぬということが可能となるで
あろうが、これは矛盾しており、不可能である。」（AA	S.	242）

（16）　	カントは、AA	S.	196からS.	198にかけて、エーベルハルトの証明の難点を四点にわたって指
摘する。

（17）　Briefwechsel	S.	381
（18）　Briefwechsel	S.	381f.
（19）　Briefwechsel	S.	381
（20）　„Kant’s	gesammelte	Schriften“,	Band	IX,	S.	60f.
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（21）　„Kant’s	gesammelte	Schriften“,	Band	XXVII,	S.	535f
（22）　Briefwechsel	S.	380
（23）　Briefwechsel	S.	381
（24）　Briefwechsel	S.	382
（25）　a.a.O.
（26）　Briefwechsel	S.	383
（27）　a.a.O.
（28）　Briefwechsel	S.	384
（29）　a.a.O.
（30）　Briefwechsel	S.	382
（31）　a.a.O.
（32）　a.a.O.
（33）　Briefwechsel	S.	381
（34）　a.a.O
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Abstract

Form und Materie beim transzendentalen Prinzip

Yoshiaki	OGAWA

Kant	bezeichnet	seine	Standpunkt	als	das	transzendentale	（materiale）	Prinzip,	welches	vom	
logischen	（formalen）	Prinzip	unterschieden	wird.

Eberhard	 legt	Kantische	Unterscheidung	zwischen	dem	analytischen	Urteile	und	dem	
synthetischen	Urteile	aus	 im	Rahmen	des	Wesen-Attribut-Begriffspaars,	aber	nach	Kant	gehört	
dieser	Rahmen	zur	Logik,	nicht	zur	Transzendentalphilosofie.	

Wenn	das	transzendentale	Prinzip	synthetische	Urteile	a	priori	möglich	macht,	so	muß	es	
das	Prinzip	der	Erkenntniß	vom	Realwesen,	„weil	das	 logische	Wesen	analytisch,	das	Realwesen	
synthetisch	und	a	priori	erkannt	werden	soll.“ Aber,	wenn	mit	dem	Realwesen	der	materiale	
Grund	gemeint	 ist,	 „kann	der	Mensch	das	Realwesen	von	gar	keinem	Objekte	erkennen“.	Also	
muß	das	transzendentale	Prinzip	„der	formale“ 	Grund	„（der	Anschauung	der	Objekte）“ 	,	d.	h.	
reine	Anschauung	（Raum	und	Zeit）	sein.

So	muß	das	transzendentale	Prinzip	nicht	material,	sondern	formal	sein.
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