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序
神の現存在
（Dasein）の存在論的証明に対してカントが
『純粋理性批判』（以下『批判』と表記）で
展開した批判については、「純粋理性の理想（Ideal）」の証明（以下「イデアール証明」）に対する批
判にせよ、またいわゆる「デカルト的」な証明（A602/B630）
（以下「デカルト的証明」）に対する批判
1

にせよ 、それが批判期の超越論的哲学とは無縁な、前批判期に由来する独断的な前提に依拠し
ている、という異論が唱えられてきた。これに対して本稿では、カントの批判を、超越論的哲学
による存在論の刷新の一環として理解することを試みる。そこで特に注目したいのは、「知覚の
2

予料」等に見られる事象性（Realität） の概念に加えられた批判的洞察の意義である。カントは
1750年代半ばから批判期に至るまで、絶対的に必然的な存在者を質料的・事象的原理として捉え
3

てきた 。そこで、カントによる批判の根幹がもっぱら前批判期の思想に由来するという解釈の
妥当性を見きわめるためには、事象性についての新しい理解が存在論的証明批判にとってどのよ
うな意味を持つのかが見定められなければならない。
＊ 『純粋理性批判』
からの引用は原版の頁番号で引用箇所を示した。その際、A は第一版を、B は第二版を表
す。その他のカントの著作等については、アカデミー版カント全集の巻数（ローマ数字）
、頁数（アラビア
数字）の順で引用箇所を示した。
1

カントは1763年の論考
『神の存在の唯一可能な証明根拠』
（以下
『証明根拠』
と表記）
において、神の存在証明
を、「可能的なもの」
という知性概念に基づく「存在論的証明」
と、
「実在するもの（das Existierende）
」
の経
験的概念に基づく
「宇宙論的証明」
とに種別し、その第１種のうちに
「デカルト的証明」
と、当時カント自身
が「唯一可能」
とみなしていた「物の可能性」
からの証明とを数え入れている（II 155f., 159f.）
。その後者がイ
デアール証明の原型であることに鑑み（cf. XXVIII 1034）
、本稿ではデカルト的証明とイデアール証明をと
もに存在論的証明として扱う。この２つの証明の関係については、久保 [1968] の解明的な考察がある。

2

本稿では、カテゴリーや理念のobjektive Realitätと言われる場合のように、
〈概念や認識に客体が対応す
ること〉を意味するRealität（cf. A155/B194, XXVIII 492）
と、
〈物の肯定的な述語規定〉
であり、Sachheitと
も言い換えられるカテゴリーの１つとしてのRealität（cf. A143/B182, A574/B602）
との区別を明確にするた
めに、前者を
「実在性」
、後者を
「事象性」
と訳し分けることにする
（cf. 長田 134 n.2）
。

3 『証明根拠』
によれば、物の内的可能性
（思考可能性、無矛盾性）
は、矛盾律という形式的・論理的条件のほ
かに、矛盾や同一性という関係に立つ内容（Inhalt）
として、
「事象的なもの（das Reale）
」
ないしは「質料的
なもの（das Materiale）
」
を前提にする。そこでカントに従えば、およそ物が思考されうるためにも、その
「究極の事象的根拠（Realgrund）」が絶対的必然的に実在していなければならない（II 77-83）
。同様の議論
は、『自然神学と道徳の原則の判明性に関する考察』
（1764年）のほか（II 296f.）
、
『形而上学的認識の第一原
理についての新解明』
（1755年）でもすでにその原型が見られ（I 395）
、カントが早い時期から一貫して、物
の事象的・質料的条件という側面から神を理解していたことが分かる。
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考察は以下の順に行われる。まず第１節では、カントの批判を「独断的」とみなす異論の概要を
確認する。これに対して第２節では、前批判期には見られない『批判』に特有の論点を、カントの
存在論的証明批判の要諦として取り出す。そして最後に第３節では、その要諦となる論点を、超
越論的感性論・分析論の論述に基づいて再構成することを目指す。

1. カントの批判を「独断的」とする異論
ザラやローガンは、1760年代半ばにカントの思考が「経験主義的発展」
（Sala 203）を遂げている
ことを踏まえ、カントのイデアール証明批判が、根本的には前批判期の独断的な経験主義の産物
であることを指摘する。たとえばザラによれば、1760年代半ばのものと目される遺稿（

）

では、可能性の「質料」や「事象的なもの（das Reale）」に関する経験主義的な考え方が明確になっ
ており（cf. R3756, XVII 284）、現存在あるいは実在（Existenz）を概念だけから導出するというこ
とが、カントにとって不可能になっていた（cf. R3761, XVII 286）。そのためにザラは、イデアー
ル証明の原型である「物の可能性」からの証明は、この頃にすでにカントのなかで破棄されていた
と推察する（201-04）。ローガンもまた、60年代半ばの「経験主義への転向」
（Logan 359）を踏まえ、
前批判期において素朴に想定されていたその経験主義が十分に正当化されないまま、『批判』にお
いてイデアール証明批判の論拠にされていると指摘する。彼に従えば、カントのイデアール証明
批判が成立するためには、「感覚の対象よりほかにはいかなる対象もわれわれには与えられえな
い」（A582/B610）という経験主義的前提がなぜ受け入れられるべきであるのかが示されねばなら
ないが、カントはここでそのような根拠を示していない
（360）。そのかぎりにおいて、この批判
は前批判期の経験主義的批判と変わるものではなく、超越論的哲学とは無縁の「独断的な基礎」に
4

基づいていると言わざるをえない（362）。
カントの批判が独断的な根拠に基づくという異論は、デカルト的証明に対する批判にも向けら
れる。そもそも、「存在はあきらかにいかなる事象的述語（reales Prädikat）でもない」（A598/
B626）というテーゼそのものが、「カント的ドグマ（the Kantian dogma）」と呼ばれて退けられる
ような状況がある（cf. Millican 443）。たしかにこのテーゼは、その原型
（厳密には同一のテーゼ
ではない）が『証明根拠』おいてすでに見出されるのであり（II 72）、もしカントの批判がその前批
判期のテーゼに決定的に依拠するものでしかないとすれば、その批判の根幹は、超越論的哲学と
は別のところに求められることになる。そして実際、このテーゼを中心としたカントの論駁が、
批判的基盤を持たない根拠薄弱なものであるという指摘が為されている。
たとえばエヴェリットは、カントとデカルト的証明の支持者との真の対立点は、「神は実在す
る」という命題が総合的であるのか分析的であるのか、という問いに収斂すると指摘する（Everitt
395）。カントが再構成するデカルト的証明によれば、必然的存在者（ens necessarium）（以下
EN）に最もふさわしい概念としての「最大の事象性を持つ存在者（ens realissimum）」（以下 ER）
は、すべての事象性を所有し、現存在はその事象性の１つであるゆえに、〈ER は実在しない〉と

4

スタングもまた、
『批判』
でのイデアール証明批判が、前批判期における批判と同じ仕方で為されていると
理解しており、両者の違いの可能性を考慮していない
（cf. Stang 1137）
。
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いう判断は矛盾であることになる（A596f./B624f.）。これに対してカントは、「すべての実在的命
題（Existenzialsatz）は総合的である」という根拠に基づき、矛盾は分析的命題にのみ帰されうる
特質であるゆえに、いかなる実在的命題についても、〈実在する〉という述語は矛盾なしに廃棄さ
れうる、と論駁する（A598/B626）。しかしエヴェリットによれば、存在論的証明は、〈少なくと
も或る１つの特別な実在的命題は分析的である〉と主張しているのであって、「すべての実在的命
題は総合的である」とするカントの前提それ自体もまた、問いの俎上に載せられねばならない。
ところがカントは、論駁のなかでそのような前提の根拠を示していない（392）。

2. カントによる批判の要諦
2-1. 批判期に特有の論点とは何か
以上のような異論に対して、「カント的ドグマ」に基づく論駁はカントの批判の本筋ではないと
する解釈がある。「現存在は何らかの物の述語でも規定でもない」（II 72）というテーゼは超越論
的哲学の洞察から得られたものではないし、「100ターレル」の例もカント独自のものではないの
であって（cf. Henrich 120）、批判の本来的な論点はそこにはない。このような立場を採るのは、
5

ヘンリッヒやシュムッカー 、また上記の異論を展開したエヴェリット自身である。エヴェリッ
トは、EN という超越的概念を使用するための「経験的基準」の欠如という主張にこそカントの真
意はあり、カントが行っているのは認識論的な批判である、と指摘する（403）。彼に従えば、カ
ントが問題視しているのは実在的命題一般の可能性の条件ではなく、われわれに認識可能な実在
的命題の条件である（404）。カントは現象と物自体の区別を通じて、われわれに可能な認識対象
6

（現象）についての分析的な実在的命題の可能性を否定しているのである 。
以上の解釈は妥当であると思われるが、しかし超越論的感性論・分析論の成果に基づく論駁と
いう観点からすると、決して十分ではない。エヴェリットが指摘するとおり、確かに現象と物自
体の区別は重要な論点であるが、しかし両者を区別する考え方そのものは1770年にすでに成立し
ているのであり、それだけでは、批判期の超越論的哲学に基づく論駁の特異性を十全に捉えてい
るとは言いがたい。
では、その批判期に特有の論点とは何であろうか。それは、イデアール証明に対してもデカル
ト的証明に対しても、カントの批判を支える共通の要石としてみなされるべき主張であり、前者
の批判では、「すべてを包括する唯一の経験（eine einige allbefassende Erfahrung）」（A582/
B610）という概念によって、後者の批判では、「経験の統一」（A601/B629）という概念によって表
7

される思想である 。これは、〈経験の構成要素の全体が何らかの仕方で予料（antizipieren）され
うる〉という考え方にほかならず、超越論的感性論・分析論の独自の成果である。カントはこの
5

ヘンリッヒは批判哲学に固有の論点を、
「必然的存在者の概念は規定不可能である」
という主張に見出し、
それ以外の論点はすべて補助的な論証でしかないとする（Henrich 170）
。シュムッカーもまた、
「必然的
存在者を一義的かつ異論の余地なく、その本質内容に関して詳しく規定することの不可能性」という確信
が、カントの存在論的証明批判の
「決定的な動因」
であるとしている
（Schmucker 47）
。

6

ウッドもまた、
「認識論的制限」
という論点が批判哲学から抽出されうるとするが、ウッドは、その論点が
カントによる実際の論駁の趣旨であるとは考えない
（Wood 123）
。
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思想を基軸として、一方では、「事象性の全体（omnitudo realitatis）」
（A575f./B603f.）という理念
8

が或る意味において妥当な要請に基づいている ということが、「超越論的仮象」の不可避性の源
泉であることを解明し、他方では、われわれに可能な認識の条件に対する無理解がその理念の弁
9

証的な適用を招来する、という批判を展開するのである。カントのこのような両面作戦 を押さ
えなければ、存在論的証明批判を超越論的哲学の真の構成要素として位置づけることはできない。
そこで次に、イデアール証明批判とデカルト的証明批判の双方において、経験の「予料」的構造が
どのように引き合いに出されるのかを確認しておきたい。
2-2. 経験の「予料」的構造
まずイデアール証明の批判では、次のように論じられる。カントによれば、「すべての現象の
事象的なものがそこにおいて与えられるところのものとは、すべてを包括する唯一の経験であ
る」（A582/B610）。したがって、現象の質料は「一つの総括」のうちに与えられるものとして表象
されねばならず、その限りにおいて、現象は「すべての経験的事象性の総括」を前提にするのでな
ければならない（ibid.）。ところがわれわれは、そうして感覚の対象についてのみ妥当する原則を、
「物一般」に妥当する原則としてみなす「自然的錯覚」と、また「知性の経験的使用の分配的統一」を
経験全体に適用して「集合的統一」と成す弁証的置き換えによって、「すべての事象性の総括」とい
う理念を ER として個体化し実体化してしまうことになる（A582f./B610f.）。
次に、デカルト的証明の批判において「経験の統一」の概念が導入されるのは、以下のような議
論によってである。カントによれば、或るものが汎通的に規定されていたとしても、また或る存
在者が
「最高の事象性」として
（つまり ER として）思考されたとしても、それらのものについては
なお、それが実在するか否かが問われうる。なぜならば、それらの概念にはなお、
「私の思考の
全状態に対する関係という点で、欠けているものがある、つまり、その客体の認識がア・ポステ
リオリにも可能である、ということが欠けている」からである（A600/B628）。そして、そのよう
なア・ポステリオリな可能性は、「経験全体の内容との結合」によって獲得される（A601/B629）。

7

イデアール証明の批判において、
「一なる
（可能的）
経験」
の概念をめぐる形而上学の転換が決定的な意味を
持つ、ということについては、福谷 [2009] に所収の論文、
「存在論としての「ア・プリオリな綜合判断」
」
および「カントにおける神の問題」
を参照。本稿におけるイデアール証明批判の解釈は、その根幹をこれら
の論文に負っている。

8

ロングネスは、
「事象性の全体」
という理念が「すべての経験的事象性の総括（Inbegriff）
（
」A582/B610）
とい
う批判的概念へと「還元」されうること、したがってまた、後者を前提とする汎通的規定（durchgängige
Bestimmung）の原則、つまり現象に適用された場合の汎通的規定の原則が、
「すべての総合的判断の最高
原則」
（A158/B197）の「系（corollary）」として導出されうることを手際よく示している（Longuenesse 21722）。もっとも彼女も指摘するように、現象の個体化原理は直観形式であって、汎通的規定の原則がそこ
で必要とされることはない
（216f., cf. 福谷 135）
。

9

超越論的弁証論の目的の二重性については、Grier [2001] を参照。ただしグライアーはロングネスとは異
なり、神の理念に関わる超越論的仮象の不可避性の源泉を、ひとえに、無条件者を求める理性の要求の
「主観的必然性」に見定める（Grier 249-51）
。また久保に従えば、存在論的証明を理性にとって避けがたい
ものにする「最深の基盤」
を探求し、無条件者を求める理性の姿を剔抉した点にこそ、この証明に関するカ
ントに固有の貢献がある（久保 380-87）
。本稿はこれらの解釈の妥当性を認めつつも、さらに、
「事象性の
全体」の「批判的還元」
が可能であるとするロングネスの主張に同意し、これに沿った解釈を提示したい。
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したがって、「すべての実在についてのわれわれの意識は … まったく経験の統一に属している」
のであって、その領域の外側の実在については、それが不可能であると説明されうるわけではな
いが、正当化されることもできない（ibid.）。
あきらかなようにカントは、ER の実在が一般に不可能であると主張しているわけではない。
エヴェリットが指摘する通り、カントの批判は、〈ER はわれわれの認識対象にはなりえない〉と
するだけの認識論的批判である。しかしカントの認識論は、「存在論という不遜な名称」を「純粋
知性の分析論という控え目な名称」に取って代えさせる（A247/B303）という存在論の刷新をもく
ろむ認識論である。その分析論の「結論（Resultat）」として提示されているのは、「知性がア・プ
リオリに為しうるのは、一つの可能的経験一般の形式を予料すること以外の何ものでもない」
（A246/B303）という主張である。カントの超越論的分析論の到達点は、この「予料」が「経験全体
の内容」の総括、あるいは「すべての経験的事象性の総括」、そして「経験の統一」を可能にする、
という洞察である。本稿が目指すのは、そのような事象性の全体を「予料」する視点から対象（現
象）の存在を説明しようとする認識論的存在論を、超越論的感性論・分析論に分散する論述から
再構成し、そしてカントの存在論的証明批判を、この存在論の変革の一環として理解することで
ある。

3. 超越論的哲学としての存在論的証明批判
3-1.「経験的事象性」の可能性の条件
「経験的事象性」とは、感覚印象（

）によって与えられる
「知覚の質料」
（A167/B209）

であるはずだが、それをあらかじめ「総括」するということはいかにして可能であり、またそれは
現象の存在、および神の存在論的証明への批判にとってどのような意味を持つのだろうか。
まず着手点として注目したいのが、イデアール証明に対してもデカルト的証明に対しても批判
の端緒となっている、〈感覚の対象とわれわれの思考との関係〉についての理解である。イデアー
ル証明批判では、「感覚の対象の可能性は、われわれの思考に対するそれらの対象の関係である」
と述べられ、「この関係においては … 質料を成すところのもの、つまり現象における事象性は
与えられなければならない」とされる（A581/B609）。デカルト的証明批判でも、「経験全体の内容
との結合によって、対象の概念は少しも拡張はされないが、しかしわれわれの思考は、この内容
によって可能的知覚をさらに手に入れる」とされる
（A601/B629）。そのうえで前述のように、イ
デアール証明批判では、あらゆる現象の事象性は「すべてを包括する唯一の経験」のうちで与えら
れると主張され、またデカルト的証明でも、
「すべての実在についてのわれわれの意識は … ま
ったく経験の統一に属している」とされる。このように、現象やその質料が与えられ、その実在
が認識されうるのが、「すべてを包括する唯一の経験」や「経験の統一」との関係においてであると
10

主張されるのはなぜだろうか 。
その理由を理解するために第一に振り返られるべきカントの考察は、超越論的演繹論にある。

10 スタングは「すべてを包括する唯一の経験」について、アンチノミー論における「一つの経験」
（A492/
B521）をテクスト上の根拠として理解しようとするが（1130）
、それは誤解のもとである。というのは、ア
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B 版の議論によれば、〈感覚の対象とわれわれの思考との関係〉の問題は、以下のように理解され
る。
それ〔認識〕は、与えられた表象が客体に対して持つ規定された関係に存する。だが客体とは、
与えられた直観の多様なものがその概念において統合（vereinigen）されているところのもの
である。ところで、表象のすべての統合は、それらの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は、それのみが対象に対する諸表象の関係を成すところのも
のであり、したがってそれらの表象の客観的妥当性を成し、それらを認識たらしめるところ
のものである …（B137）。
「意識の統一」とは、「純粋統覚」または「根源的統覚」の「超越論的統一」
（B132）、あるいは「根源
的・総合的統一」
（B135）のことであるが、演繹論の眼目は、ア・プリオリな規則（カテゴリー）に
従ったこの総合的統一によって、「自己意識の汎通的同一性」（ibid.）とともに客体が成立し、こ
れによってまさに、与えられた表象と客体とのあいだの「規定された関係」そのものが、つまり認
識が成立するという論理にある（cf. A107-9）。
客体としての現象を成立させる超越論的統覚の総合的統一こそが、〈感覚の対象とわれわれの
思考との関係〉を成すものにほかならない。この主張が演繹論の核である。そしてこのような主
体 ‑ 客体関係の理解に基づき、客体同士のあいだの関係についても、ある結論が導き出される。
それは、カテゴリーが「すべての現象の総括としての自然（質料的に理解された自然）に対してア・
プリオリな法則を指定」し
（B163）、そのことによってすべての現象の法則的な連関としての「自
然」を可能にするという主張である（cf. A113-4）。イデアール証明批判やデカルト的証明批判にお
いて、経験の「全体」や「統一」について論じることを可能にする最終的な根拠となるのは、このよ
うな演繹論の思想である。
しかしこの思想からはさらに、質料的・事象的原理としての神の存在証明に対する批判にとっ
て重要な論点が、もう一つ導き出される。それは、超越論的分析論の補遺「反省概念の多義性に
ついて」で論じられる形式と質料の関係の逆転という主張である。そこでは４組ある反省概念の
うちの１組として「質料と形式」が考察されるが（A266/B322）、カントはまず、これらの概念の伝
統的な意味を５通り列挙する（A266f./B322）。たとえば「物一般」について理解される質料と形式
とは、「無制限の事象性（unbegrenzte Realität）」と「その制限（否定）」であり、この意味における
質料は、
「すべての可能性の質料」であるとみなされる（ibid.）。カントが理解する合理的神学とは、
まさにこのような「質料」概念に支えられて、すべての可能性の「最高で完全な質料的条件」として
の ER の現存在を導き出そうとする思想にほかならない（cf. Longuenesse 227-9）。
このような「質料と形式」の伝統的な意味からカントが一般的に読み取るのは、「知性は或るも
ンチノミー論で問題になっているのは、
「すべての現象の総括」
（A419/B447）としての「世界」であるのに対
して、「神」について問われているのは、
「事象性の全体」
だからである。前者では条件系列の無条件的・絶
対的全体という概念が問題にされているのに対して、後者で問われているのは、「最高で完全な質料的条
件」
（A576/B604）である。またグライアーも、弁証的に思考された「経験的事象性の総括」を「世界」と同一
視してしまっており（Grier 245 n.35, 248）
、究極の質料的・事象的原理として要請される「神」
との違いに
しかるべき注意を払っていない。さらにロングネスの解釈でも、この違いへの配慮は見られない。
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のを何らかの仕方で規定しうるために、その或るものが与えられることを第一に要求する」とい
うことであり、したがって、「純粋知性の概念においては、質料が形式に先行する」ということで
ある
（A267/B322f.）。これに対して超越論的感性論・分析論の結論として主張されるのは、現象
については「直観の形式 … がすべての質料（感覚印象）に先行し、したがって空間と時間はすべ
ての現象とすべての経験の与件に先行するのであり、そしてむしろそれらを初めて可能にする」
（A267/B323）ということである。カントはここではライプニッツの空間・時間の理解を問題にし
ているために直観形式についてしか述べていないが、同じことは、現象に適用される場合の知性
の思考形式、つまりカテゴリーについても妥当すると考えられる（cf. Longuenesse 213 n.6, 228）。
なぜならば、演繹論の洞察に従えば、与えられた表象としての感覚印象は、そこから客体として
の現象が構成されるかぎりにおいて、すべてカテゴリーに従った超越論的統覚の統一に服するの
でなければならず、そのような形式に基づく総合的統一の結果として初めて、現象の質料たりう
るからである。
3-2.「現象的事象性」とその予科
さて、質料と形式の関係に関するカントのこの考察が特に重要な意味を持つのは、「事象性」概
念の変革に対してであり、その帰結が「知覚の予料」の原則である。そもそも「予料（Antizipa11

tion）」とは、知性のア・プリオリな原則一般を表す概念であるにもかかわらず 、それが特に「事
象性」カテゴリーに基づく原則の名称として用いられるということが、この原則の特異性を示し
ている。その特異性とは、カント自身も述べているように、「経験からしか獲得できないような、
経験のまさに質料にかかわるものにおいて、その経験に先行する（vorgreifen）」ということの「奇
怪（befremdlich）
」さであり、そのためにカントは、この原則は「格別な意味において予料と名づ
けられうる」とするのである（A167/B209）。そしてカントによれば、ここで予料されているのは、
「どの感覚印象についても、… 感覚印象一般としてア・プリオリに認識されうること」（ibid.）で
あり、それはつまり、「あらゆる現象において、感覚印象の対象であるところの事象的なものは、
内包量、すなわち度合いを持つ」
（B207）という原則にほかならない。
この原則の証明は重大な困難を抱えるものであるが（cf. 長田［136-40］）、〈形式が質料に先行し
てそれを可能にする〉という前述のテーゼを踏まえるならば、少なくとも議論の根底にある考え
方は理解できるように思われる。すなわち、感覚印象は、空間・時間という直観形式を通じて与
えられ、カテゴリーという思考形式に従った統覚の総合的統一によって一つの現象へと構成され
ることにより、現象の質料、すなわち「現象的事象性（realitas phaenomenon）」
（A168/B209）とし
て認識されることになる。実際の証明では、以下のように論じられる。
カントはまず、空間および時間が、いかなる最小の部分も持たない量としての「連続量（quanta
continua）」
（A169/B211）であるということを確認する。これは、超越論的感性論の「形而上学的
論究」における、空間・時間の直観性の主張に基づいている。それによれば、純粋直観としての
空間と時間はそれぞれ、「すべてを包括する唯一の空間」
（A25/B39）、「根底に存する唯一の時間」
（A32/B48）であり、部分に先行しそれを可能にする全体としての「与えられた一つの無限量」
（A25/

11 「経験的認識に属するものを、それによってア・プリオリに認識し規定しうるところのすべての認識は、
予料と呼ばれうる」
（A166/B208, cf. A246/B303）
。
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B39）である。この点を確認したうえでカントは、その空間・時間が可能性の条件であるかぎり
において、「すべての現象一般は連続量であり、その直観に関しては外延量としての連続量であ
り、単なる知覚（感覚印象、したがって事象性）に関しては内包量としての連続量である」（A170/
B212）と主張する。カントに従えば、後者の内包量が連続量として認識されるのは、あらゆる変
化が時間という連続量の形式に基づいて認識されるからであり、「感覚能力に対する影響の度合
い」
（B208）も、連続的な変化として認識される、ということになる。
以上のように、「知覚の予料」の原則の根底には、感性と知性の形式が現象の質料に先行しこれ
を可能にする、というテーゼが働いていると考えられる。現象の質料（現象的事象性 / 経験的事
象性）を可能にしている条件は直観形式と思考形式であり、これらの形式が構成する経験の「予
料」的構造のなかに、質料にかかわる「予料」が含まれることになる。そこでわれわれは、イデア
ール証明批判とデカルト的証明批判において要諦となっていた主張にたどり着く。
3-3. 存在論の変革と存在論的証明批判
イデアール証明批判によれば、われわれの認識対象は「一つの可能的経験の脈絡においてより
他には、いかなる場所においても与えられない」のであり、「すべての経験的事象性の総括を自ら
の可能性の条件として前提するのでなければ、何ものもわれわれにとっての対象ではない」
（582/
B610）。またデカルト的証明批判でも、「概念によっては、対象は単に可能的な経験的認識一般
の普遍的条件と一致するものとしてしか思考されないが、実在（Existenz）によっては、対象は経
験全体の脈絡のうちに含まれるものとして思考される」（A600f/B628f.）と述べられる。これらの
言明は、われわれの認識にとって〈物がある〉とはいかなることであるのか、という存在論の主張
にほかならない。そして、存在（Sein）はいかなる事象的述語でもなく、「物の措定（Position）」に
過ぎない（A598/B626）とされることの意味も、これらの言明との関係で理解される。つまり、わ
れわれの認識にとって、物は、与えられた感覚印象から２種類の形式に従った総合的統一によっ
て構成される現象であるかぎりにおいて、すべて可能的経験の全体または統一という「予料」的構
造の範囲内でのみ実在しうる。「物の措定」とは、そのような仕方でわれわれにとっての物が物と
して成立する事態を意味する。
ところでこのア・プリオリな「予料」的構造は、ア・ポステリオリにしか与えられえない感覚印
象そのものを生むものではない。しかしこれまで確認してきたように、その感覚印象から成る現
象の質料を可能にしているのはア・プリオリな形式であるかぎりにおいて、この形式的構造は質
料の存在様態についての或る「予料」、すなわち「知覚の予料」という原則をも含んだ構造である。
ここに、「すべての経験的事象性の総括」や「経験全体の内容」ということが、現象の可能性の条件
としてア・プリオリに主張されうる根拠がある。
カントの存在論的証明批判を可能にしているのは、以上のような超越論的哲学による存在論の
変革である。そしてこの変革を通じた批判は、３つの主張によって構成される。第一に、われわ
れの認識対象（現象）は直観形式と思考形式に基づく「一つの可能的経験の脈絡」のうちにのみ措定
されうるものであるかぎり、すべて空間・時間や因果性などによって条件づけられたものでしか
なく、EN や ER という無条件的な存在者はそこには見出されない。第二に、現象の質料として
の経験的事象性はア・プリオリな形式によって基礎づけられるものであるゆえに、現象について
は、ER という究極の質料的・事象的原理をその可能性の条件として要請する必然性はなくなる。
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しかし第三に、現象を物自体とみなし、質料が形式に先行するとしか考えられないならば、「す
べての経験的事象性の総括」という現象の可能性の条件は、「すべての可能性の質料」としての「事
象性の全体」という実体に摩り替えられ、存在論的証明の道が開かれることになる。

結語
以上のようにカントの存在論的証明批判は、超越論的哲学による存在論の刷新の一環として理
解されるべきものである。合理的神学における「超越論的仮象」の不可避性というカントの主張は、
質料を形式に先行させる存在論が必然的に神学の問題にまで突き進まざるをえないという事態を
指摘するものであり、「事象性の全体」の実体化という誤謬の機序の説明は、超越論的観念論に立
脚して初めて可能となる批判期に特有の論点である。同時にその超越論的観念論は、神学の問題
にまで突き進んでしまわない存在論、すなわち EN/ER を可能性の条件として必要としない現象
の理論を提示するものであり、その新しい存在論の提示こそが、合理的神学に対する根源的な批
判となる。カントの理解に従えば神学批判は、存在論の根本的な変革にまで踏み込み、神学の問
題を惹起しない存在論を提示できなければ、原理的で決定的なものにはなりえないのである。こ
のような存在論と神学の不可分の関係を見据えてこれを断ち切ろうとしたという点に、カントの
存在論的証明批判の際立った特質があると言えるだろう。
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