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「矛盾」概念の再検討

〈公募論文〉

「矛盾」概念の再検討
―カントと二角形の問題―

繁田　歩　

はじめに

カントにとって矛盾律、すなわち「いかなる物にもそれに矛盾するような述語は帰属しない」
（A151/B190） という命題は、「いっさいの分析判断の最上原則」（A150/B189）としての意義を有す
る。このような周知の理解からすれば、「矛盾」概念はすでに十分に判明であり、それ以上の説明
を必要としないように思われる。しかし、自己矛盾を含むため論理的に不可能な対象とされる

「否定無 nihil negativum」（A291/B348）の代表例である「二辺からなる直線図形」（以下、二角形と
呼称する）に関するカントの記述は、第一節に示すように明白な混乱をはらんでいる。後に示す
ように、この困難が解決されないままであることは、「矛盾」という論理学の大原則になんらかの
曖昧さが含まれることを暗示しており、重大な欠陥ともなりうる。したがって、本研究を通じて
カントにおける二角形の問題を解決することは、「矛盾」概念ならびに論理的可能性と不可能性の
区分の内実に接近し、その機能を再検討するための重要な論点であるといえる 。

本論文の進行は以下の通りである。第一節では、カントが二角形に関して明らかに相反する説
明を残していること（以下、二角形のパラドクスと呼称する）を把握し、問題の所在を明らかにす
る。第二節では、Martin（1967）に端を発し、これまでのカント研究のなかで展開してきた二角
形のパラドクスに関係する先行研究を批判的に検討する。筆者はこれまでの先行研究を①「発展
史的解決」、②「実在的可能性」による解決、③「構成可能性」による解決の三つに大別してそれぞ
れを検討する。この作業を通じて、先行研究の提示した解釈のいずれも二角形のパラドクスを解
決できていないということが明らかになるであろう。第三節では、カントの議論を精読すること
によって「矛盾」に二つの観点を見出す。これによって二角形のパラドクスを解決するとともに、
ある文脈おいては二角形に関する命題もまた論理的に真なる命題となりうることを論証する。

1
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1 カントの著作からの引用は慣例に従い、『純粋理性批判』に関しては第一版と第二版の頁数をそれぞれA ／
Bによって、それ以外の著作については、いわゆる『アカデミー版カント全集』の巻数とその頁数を示した。

2 二角形のパラドクスという議論は数学的な対象に関する言明として理解されるべきではないということに
注意しておきたい。二角形は自己矛盾する概念の対象であって、総合的な数学的判断における対象ではな
い。
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第一節　二角形のパラドクスとはなにか

二角形のパラドクスとは以下の二つの引用が明確に混乱していることを意味している。
【引用１、「無の表」より】

自分自身に矛盾する概念の対象は無である。なぜなら、そうした概念は無であり、二辺から
なる直線図形のような不可能なものであるからである（否定無 nihil negativum）。（A291/
B348）

【引用２、「経験的思惟一般の要請」より】
①そのような［総合的］概念のうちに矛盾が含まれていてはならないということは、たしかに
必然的な論理的条件である。しかし、概念の客観的実在性、すなわち概念によって考えられ
ているような対象の可能性にたいしてはとうてい不十分なのである。②たとえば、二直線に
囲まれた図形という概念のなかにはいかなる矛盾も存在しない。③というのも、二直線とそ
の交差という概念のうちには、図形を否定するなにものも含まれていないからである。④そ
うした図形の不可能性は概念自体そのものに基づくのではなく、むしろ空間における図形の
構成、つまり空間とその規定という条件に基づいている。（数字による分節化は筆者による、
A220/B268）

二つの引用からわかるように、引用1の記述は引用2の②から③にある記述と食い違っている 。
このような記述のズレは少なくともカント哲学にとって論述の整合性という観点から問題であ
る 。さらに、もし「矛盾律」という論理原則が曖昧なふるまいをするならば、カント哲学の正当
性が根本から転覆されるかもしれない。したがって、二角形のパラドクスとは、カントが二角形
について正反対の主張をしているという意味ではなく、「論理的可能性」の概念をめぐる両立不可
能な奇妙な捻れとして理解されるべきである。

周知のとおり、カントにおいて「可能性」という概念が「論理的可能性」と「実在的可能性」に区分
されたことは革新的な意義を有する 。註５に図示した通り、カントは論理的可能性を実在的可

3

4
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3 要請論からの引用2を概説しておきたい。この原則論は全体として概念に客観的実在性をあたえる議論で
ある。したがって①では総合的概念から議論が開始される。しかし、「矛盾」について②から③では分析的
な論点に立ち戻っている。それを踏まえる形で④の箇所では「構成」を経た実在性の議論が進展している。
今回は特に②と③の記述に着眼していることを留意しておきたい。

4 もっとも、無の表の箇所は「或るものEtwas」の考察としての分析論（真理の論理学としての）を締めくくり、
「無Nichts」の考察としての弁証論（仮象の論理学としての）へ議論を移す結節点としての独自の意義を有
する。したがって、要請論の箇所とはことなった論述上の性格を有している。このような相違もまた、近
接する箇所においてカントが異なる見解を示す一因となっていることは容易に看取できるであろう。

5 論理的可能性と実在的可能性ならびにその具体例の概観図。
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能性の範囲をこえて広がる無矛盾な論理空間として理解している。カントの「矛盾」概念を検討し
た Wolff（1981, 1984）が指摘しているように、論理的な可能性と不可能性の区分は「いっさいの分
析判断の最上原則」つまり「矛盾律」である。その一方で、実在的可能性と不可能性との試金石と
なるのは「いっさいの総合判断の最上原則」としての「カテゴリーと純粋悟性の総合的諸原則」であ
る（Vgl. S. 189f.）。このような整理に対して、二角形のパラドクスは論理的可能性と不可能性と
の試金石、つまり「矛盾」概念の捻じれとして立ち現れてくるのである。

第二節　先行研究の再検討

これまでのカント研究は二角形のパラドクスについて複数の重要な研究を提示しており、それ
らを以下の三つに大別して分析していきたい。

（1）発展史的解決
第一の解決案は、Martin（1967）に示された「発展史的解決」である。Martin の基本的な主張は、

無の表は前批判期に由来する記述である一方で、要請論は批判期の記述であると理解するもので
ある。つまり、両箇所が根拠とするカントの思想に時代的な齟齬を見て取ることでこのパラドク
スを理解しようとするのである。このような議論の重要な論拠となるのは、カントが批判期にな
ると「実在的可能性」概念を主張するようになるという点である 。しかし、もしこの主張が妥当
であるとしても、無の表が前批判期に由来すると断ずる Martin の議論は証拠不十分であろう。
実際のところ、Martin が「この問題［二角形のパラドクス］のこのような発展史的解決が考察上の
大問題を伴っていることを筆者は否定できない。しかし、筆者には他の解決を見つけ出すことが
望めなかったのである」（S. 235）とのべているように、彼の主張は消極的な理由に基づいている。

しかし、Martin の議論は二角形のパラドクスについて依然として影響力を持っているといえ
よう。というのも、Vollrath（1970）や Hymers（2018）は二角形のパラドクスについては Martin
と同様の発展史的解決を支持しているからである 。Hymers にいたっては、「『否定無』に関する
我々の理解を二直線図形 the rectilinear bi-angle に限定することは、つたなくも選択された一
例に囚われることになるのではないであろうか」（p. 126）とのべている。このように二角形のパ
ラドクス自体を廃棄しようとする提案もみられる。

これらの消極的な解決はテクスト上の脆弱な証拠に依拠する議論であり、問題の解決というよ
りは問題の回避に属するものであろう。したがって、「発展史的解決」を下支えするような新たな
証拠が提示されるまではこの解決は不十分である。

（2）「実在的可能性」を用いる解決
カントの無に関する考察を深めた重要な研究者である Vallenilla と牧野は、「実在的可能性」の

6

7

6 批判期初期のものとされるムロンゴヴィウス形而上学講義録で、カントは以前の哲学者による「可能性」の
定義を激しく批判している（Vgl. AA. XXIX 811）。

7 Vgl. Vollrath（1970）S. 58; Hymers（2018）p. 126.
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概念に着眼しつつ、Martin らとは異なる二角形のパラドクスの解決を提示している。Vallenilla
（1974）は二角形が無とされる理由を、「対象」ないし「物」の次元では存在論的可能性（カントの用
語では超越論的可能性）が論理的可能性に優先されるという点にもとめている。Vallenilla の議
論を進展させる形で、牧野（1989）は無の表の記述を「不適切かつ不十分なる論述である」（p. 295）
と断罪することで二角形のパラドクスの解決を試みている。「二角形図形に関するカントの異な
る二つの見解に対して、要請論において展開された説明及び論述こそ妥当な見解である」（p. 
295）という明確な態度とともに展開される牧野の議論は二角形が「無」とされる重要な理由を際立
たせた。牧野が指摘したように、無の表の議論も要請論の議論も、二角形という議論は「様相」の
カテゴリーと対応関係にある。したがって、否定無の議論は一般に繋辞の価値としての「可能性」、
とくに我々人間が認識主観となっている場合の「実在的可能性」の観点から考察されるべきなので
ある。このような議論を踏まえて牧野は、「様相カテゴリーに対応する「無」すなわち「否定無」の

「無」たる所以は、決してたんなる論理的意味における不可能性へと還元されるべきではない。む
しろ「否定無」の「無」たる根拠は、概念の対象の不可能性、その実在的不可能性のうちにもとめら
れるべき」（p. 295）と主張している。

確かに、「実在的可能性」を用いる解決は、「否定無」が「概念の空虚な対象」（A292/B348）と呼ば
れていたことの内実を明確化するために不可欠な論点を提示している。しかし、Vallenilla も牧
野も「二直線に囲まれた図形という概念のなかにはいかなる矛盾も存在しない」というカントの記
述を検討していない。したがって、二角形のパラドクスという論点に関して言えば、この解決も
依然として決定的なものではない。

（3）「構成可能性」を用いる解決
二角形のパラドクスについて初めて主題的に論じたのは Martin であるとこれまで述べてきた。

牧野（1989）でも同様の紹介がなされており、議論の源流を Martin に求めるのが常道である。し
かし、Martin（1967）より前に Peters（1963, 1966）がこの問題に言及していた。Peters はカント
における「幾何学」を論じるなかで、不可避の難問として二角形の問題を扱っているのである。

Peters はこの問題を「構成可能性」という概念によって解決することを試みている。「ライプニ
ッツとは反対に、カントは直線二角形が矛盾しないものであると信じていた」という記述に見ら
れるように、Peters は要請論の記述を字義通りに受け取っている。これに対して、二角形が「無」
であるのは「数学的な意味においては構成可能でないという理由で現実存在するものではない」か
らである。正確にいえば、二角形が存在しないというのは、「ユークリッド幾何学の内部では現
実存在しない」ということであり、「構成可能性条件が満たされない」ということがその理由であ
る（1966, S. 183f.）。このように Peters は、二角形は論理的には可能だが、構成可能性条件に背
くため実在的には不可能であると主張する。したがって、無の表の記述は構成不可能な「対象」に
関する議論であり、要請論の一文は通常の論理的可能性を指示しているということになる 。

近年では、滝沢（2016）が Peters と同様に「構成可能性」という条件の重要性を指摘している。

8

8 後述するとおり、Petersの理解こそ二角形のパラドクスを解決する唯一可能な議論の線である。したがっ
て筆者は概ねPetersの解釈方法に賛同する。しかし、註5に図示したように、矛盾する概念は論理的にも
不可能なように思われるため、いかなる意味で二角形が論理的に可能であるかを検討していく必要がある。
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滝沢は無の表の記述を「自己自身と矛盾するような概念および構成不可能な概念の対象は無であ
る」というように再定式化することを提案している（p. 64）。このように滝沢は、「否定無」の条件
として「矛盾律」と「構成可能性」条件が並列的に働くことを明確に指摘している。「構成可能性」を
否定無の条件とした点で滝沢と Peters の議論は関連性を有するといえる 。これに加えて滝沢は
二角形のパラドクスについて次のような興味深い解釈案を提示している。つまり「二直線に囲ま
れた図形という概念のなかにはいかなる矛盾も存在しない」という要請論の記述は、たとえ矛盾
しないとはいえど、「失敗した判断」（pp. 69）であるため真でも偽でもないというのである。もし
この判断が真理値を持たないならば、滝沢の解釈はパラドクスの解決として有効であろう。しか
し、我々はここで『神の現存在の唯一可能な証明根拠』の以下のような議論を振り返っておきたい。

したがって、この存在［関係的定立としての ］はまた、非存在が相互に持つ関係にも全く正
当に使用されうるのである。たとえば「スピノザの神は不断の変化にさらされている」のよう
に。（AA. II 74）

もしある存在者が「神」として存在する条件に「不変性」が含まれるのであるとすれば、「スピノザの
神は不断の変化にさらされている」という命題は少なくとも一つの空虚な名辞を含む命題となる
であろう。しかし、このような判断が滝沢のいうように「失敗した判断」であるとするならば、繋
辞には一切の価値（真理値）がなく、この命題は言葉のランダムな結合であると理解されるべきで
ある。にもかかわらずカントは、非存在に関する言明においてさえ、関係的定立としてのSeinは

「正当に使用されうる」と述べている。
さらに、このようなカントの主張は上の引用につづく段落でも現れている。

「神は全能である」という命題は、神の存在を知らない者の判断においてもまた、神というこ
とで私が何を考えているかを理解しさえするならば、真なる命題でなければならない。（AA. 
II 74）

神を知らない人、つまり「神」という語の内容あるいは指示対象を知らない人にとって、「神は全能
である」という判断は空虚な名辞を含んでいると理解できる。しかし、もしその人が「神」という
概念の内包的意味を理解するならば、この命題は外延的な対象を欠いているとしても成立する。
それどころか「真」なる命題なのである。

このようなカントの主張を踏まえれば、「二直線に囲まれた図形」あるいは「二辺」と「その交差」
と「図形」という三つの概念の関係によって生じる判断は、滝沢のいうような「失敗した判断」では
ないことが理解できる。したがって、要請論の一文について真理値を否定することで二角形のパ

9

10

9 しかし、滝沢（2016）はPetersの研究を参照に挙げておらず、Vallenillaと牧野のような明確な接続が見い
だされるというわけではない。

10 引用文が位置する段落でカントは、関係的定立は存在定立を含意しないという特性を再び主張している。
この引用文の直前には絶対的定立としてのSeinも言及されているが、それは単に対比のためである。し
たがって「このSein」は関係的定立を指示していると考えるべきである。さもなければカントの記述の趣
旨は不明瞭にならざるをえない。
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ラドクスを解消するという魅力的な解決方法は、他箇所でのカントの記述と整合的でないため採
用することができない。

以上のように先行研究を概観してみると、これまでの研究はカントの「否定無」の内実を明らか
にすることには成功しているが、しかし二角形のパラドクスの解決としては問題含みなものであ
るということが理解されるであろう。振り返れば、「発展史的解決」は十分な証拠をもたない消極
的主張であった。また「実在的可能性」を用いる解決は要請論の記述を文字通りには受け取ってい
ないためパラドクスを解決していない。最後に「構成可能性」条件を用いる滝沢の解決は、要請論
の記述が「判断の失敗」ではないということから不十分であったといえよう。

第三節　論理的に可能であるとはいかなることか

ここで我々はパラドクスの解決に向けた前提条件を確認したい。第一に、我々はカントが「二
直線に囲まれた図形という概念のなかにはいかなる矛盾も存在しない」と述べていることを文字
通りに受け取る必要がある。第二に、我々の直観にとって二角形は実在的に可能ではないので、
論理的可能性の側面を検討する必要がある 。したがって以下の議論では論理的可能性の試金石
となる「矛盾」の概念に立ち入って検討する。

（1）カントの「矛盾律」
周知のとおり、カントはアリストテレス以来の「矛盾律」に「全く不用意なしかたで混入されて

しまっている」（A152/B191）ある総合的な要素、すなわち「同時に zugleich」という語を排除すべ
きであることを指摘しており、完全に分析的な原理として矛盾律を再提示している。この変更を
通じて現れる「いかなる物にもそれに矛盾する述語は帰属しない」（A151/B190）という命題こそカ
ント自身の矛盾律であると考えられる。

しかし、この命題には「物 Ding」という語が用いられている。このことは一見するとカントの
意図に反するように思われるであろう。というのも、矛盾律を完全に分析的で論理的な原理とし
て定式化するならば、カントは「物」ではなく、むしろ「概念」とするべきであったからである。カ
ントが繰り返しのべるように、矛盾律は対象の実在的可能性にとっては不十分なものであり、概
念の論理的可能性という点で必要であるに過ぎない。したがって、矛盾律が「物」の次元で語られ
るということはカントにとって不用意な記述となりうるのである。このことを Seel（1998）は、
カントの矛盾律は「存在論的原理」としての性質を有すると指摘している（S. 241）。

二角形のパラドクスを解決するにあたって唯一可能な解釈は、二角形という対象の可能性は否
定し、概念の論理的可能性を認めることであった。しかし、そもそも矛盾律が「概念」ではなく

「物」の次元で機能するならば、上の解釈は不可能となるであろう。ここで我々はカントの「矛盾
律」にふくまれる「物」という語の意味を検討してみたい。弁証論理想章においてカントは、明確

11

11 非ユークリッド幾何学にとっては実在的に可能なのではいないか、という伝統的な論点は別の論証を要す
るため、ここでは考察に加えないこととする。確かに、非ユークリッド幾何学の観点からは二角形も可能
である。しかし、二角形のパラドクスに答えることが困難である、ユークリッド幾何学の枠組みを用いた
としても、この問題に十分にこたえることができるということは本論文を通じて提示されるとおりである。
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に概念と物の次元を区別している。つまり概念は「規定可能性の原則」にしたがう一方、物は「汎
通的規定の原則」にしたがうのである（A571/B599）。しかし、ここで留意されるべきは、これら
の原則は排他的なものではなく、むしろ「物」の「汎通的規定」は、当の物が、概念の次元で「規定
可能性の原則」にしたがっていることを前提としている。つまり、汎通的規定の原則もまた矛盾
律ならびに排中律に適った仕方で成立するのである。このように考えると、「概念」の次元で矛盾
律が論理的に妥当であるばかりではなく、むしろ「物」の次元においてもまた矛盾律は（消極的な
意義において）適切なふるまいをするのである。したがって、カントが矛盾律に「物」という語を
用いたことは決して矛盾律の働く範囲を狭めないのである。

（2）「矛盾」の構成要素
ここで我々は矛盾の成立にカントがどのような構成要素を見ていたかを詳しく検討してみよう。

第一に問われるのは、カントにとって「矛盾」とは主語と述語の関係に見いだされるのか、それと
も述語相互の関係に見いだされるのかというものである。第二の問いは、述語に関するもの、す
なわち、矛盾する述語は当の主語にとっていかなる関係にあるのかという問いである。第三の問
いは主語に関するもの、すなわち「矛盾」は主語概念の指示対象（意味）から独立に成立するのか否
かという問いである。

第一の問いに対する答えはカント自身が提示している。手短に言えば、カントにとって矛盾と
は述語矛盾ではなく、むしろ主語に対する述語の関係にみられる矛盾である 。カントが指摘し
ているように、矛盾律に「同時に」という語が滑り込まされている理由は、「矛盾」を述語矛盾とし
て理解した点にある。つまり、確かに「ある人間は青年である」と「ある人間は老人である」という
二つの命題は矛盾的な対立をなすようにおもわれる。しかし、この両命題は「同時に」でなければ
矛盾しないのである。とくに「青年」と「老人」などの反対の述語 による表面的な矛盾を真正の矛
盾ととらえたことが矛盾律に時間という総合的な要素が紛れ込んだ一因となっている（Vgl. 
A152/B191f.）。カントにとって矛盾とは、主語と矛盾する述語付けにおいて成立するのである。

第二の問いを検討しよう。これまで述べてきた「述語」と判断の主語とはどのように関係してい
るのであろうか。当時の論理学の観点からすれば、述語は主語概念に含まれるか含まれないかの
いずれかの関係にある 。主語に述語が含まれる場合、そのような判断は分析的であり、含まれ
ない場合には総合的である。分析判断に限って言えば矛盾律は「積極的使用 positiver Gebrauch」

（A151/B190）を許されている。つまり、主語概念に含まれる述語を肯定することは論理的に必然
的な真であり、それを否定することは必然的に偽である。これに対して、総合的な判断の場合に
はそれまでの判断の述語と明確に矛盾しない限り一切の述語づけが原理的には可能である 。分
析判断から看取されるように、矛盾とは、ある主語に「包摂」されている述語を否定することで生

12

13

14

15

12 命題の論理的な対当関係については、イェシェが編纂したカントの『論理学』（AA. IX 116-117）にまとまっ
た記述がある。

13 本来、反対語は反対対当をなすものであり、厳密な意味での矛盾にはならない。
14 主語と述語がまったく重なる場合には、それらは同一であるため本来の主語と述語の関係にはないものと

とらえられる。
15 これをカントは「消極的意義」（A151/B190）と呼んでいる。無矛盾性を思考可能性の条件とみなす見解は

BXXVI Anm.にも端的に示されている。
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じる自己矛盾であり、これはカントが「内的矛盾 innerer Widerspruch」（A150/B190）と呼んでい
るものである。第一の問いと併せて言えばカントにとって「矛盾」とは主語概念 A に内包されて
いる述語 a が否定され、非 a が言い立てられることによって生じる「内的矛盾」なのである。

では、ここに述べた一定の述語を含むような「主語」とはいかなるものであろうか。第三の問い
に即していえば、分析判断における述語の帰属先となる「主語」とはいかなるものであろうか。経
験的であれ純粋であれ「概念」は論理的な主語の位置をとりうる。しかし、それは分析判断におい
て「所与の概念 gegebener Begriff」（A154/B198）として扱われるということに留意しておこう 。
カント哲学において概念が「所与」として論じられるのは一見すると奇妙なことだが、しかし、形
式論理学における分析判断の本性にそくしてみれば、すべての概念は認識源泉の批判的区別（感
性由来であるか悟性由来であるかという）なしに、たんに「所与」として扱われているのである。
カントは反省概念の多義性の箇所で、判断にとって所与の概念は「論理的質料 logische Materie」
であり、繋辞を介した概念の関係が「判断の形式」であると述べている（A266/B322）。このような
論理的観点にとって、概念は「所与」のものとして扱われており、それ自体で「論理的質料」として
の意義を有する。したがって「所与の概念」としてとらえられた主語は、概念の「対象」から独立に、
一定の述語をすでにそのうちに内包しているのである。

（3）パラドクス再訪
これまでの「矛盾」に関する議論を踏まえて、二角形のパラドクスの解決を試みよう。「二直線

に囲まれた図形という概念のなかにはいかなる矛盾も存在しない」というのが要請論の記述であ
った。その理由をカントは「というのも、二直線とその交差という概念のうちには、図形を否定
するなにものも含まれていないからである」とする。この命題において、主語は「図形」であり、
述語は「二直線」と「囲む」ないし「交差」である。しかし「囲む」が「交差」に言い換えられることから
この命題には二つの解釈が可能である。

第一の読解は、ある図形は「二直線によって囲まれている」ととるものである。第二の読解は、
ある図形は「二直線」と「その交差」という二つの性質を有すると読むものである。後者の理解であ
ればこの命題の無矛盾性は容易に解決できる。というのも、もし「図形」という概念の指示対象が
最小で三つの直線を必要とするとしても、「所与の概念」としての図形には、二つの直線と、それ
らの交差、という述語が分析的に含まれている。したがって、この命題には何ら自己矛盾は含ま
れていないといえるであろう。

一方で、前者の読解は後者に比べると困難な読みである。というのも、前者の場合の主語「図
形」は二角形であり、それが二直線によって「囲まれている」ことになるからである。この読みが
困難である理由は、ユークリッド幾何学的において図形を囲むには三辺を持つことが必要になる
点にある。しかし、これまでの議論ですでに確認したように、カントにとって論理的矛盾は厳密
にいえば自己矛盾のことであって、主語概念の現実存在から独立に可能なのである。この点を踏
まえるならば「二角形」という主語と、「二直線によって囲まれている」という述語の結合には何ら

16

16 これに対して総合判断では所与の概念を超えて、「概念の外」が問題となる。「所与の概念」という用語につ
いて詳述はさけるが、マイアーの『論理学綱要』の概念論においても登場しているということを指摘してお
きたい。
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の矛盾も見いだされないのである。
この解釈が依然として奇妙に思われるのだとすれば、その原因は我々が概念に「対応する」何ら

かの対象（感性的直観ないし純粋直観に描出される対象）を前提しているからである。もし我々が、
二角形という概念の指示対象をいったん括弧に入れて、ひたすらに「所与の概念」として扱うなら
ば、二角形という主語と二直線に囲まれているという述語との関係はトートロジーであり、その
命題は矛盾しないのである。これとは反対に、もし「二角形が「二直線」という性質をもたない」と
判断するならば、この判断は分析的に偽である。このようにして我々は、もっとも困難な読解に
おいても「二直線に囲まれた図形という概念のなかにはいかなる矛盾も存在しない」という判断は
真なる分析判断であり、それは無矛盾であると正当にも理解することができるのである 。

おわりに

本論文の冒頭に述べたように、本研究は二角形のパラドクスを解決することによってカントの
矛盾概念ならびに論理的可能性概念の内部構造について若干の接近を図ることを目指してきた。
議論を締めくくるにあたって、パラドクスの解決ならびに、その途上で論証された矛盾概念に関
する新しい観点を確認しておこう。

二角形のパラドクスを解決するためには、本来的に無の表ならびに要請論、両方の記述を正当
なものととらえることが不可欠である。このことを踏まえて、筆者は二角形のパラドクスに対し
て次のような解決を提示したい。二角形という概念の「対象」は、構成を通じた実在性の次元で矛
盾するような否定無である。しかし、二角形が「所与の概念」として捉えられ、分析判断において
検討されている限り、二角形が二直線とその交差という述語を有するということはトリビアルに
真である。このように、分析判断としての「二直線に囲まれた図形という概念のなかにはいかな
る矛盾も存在しない」という判断には何らの失敗も見いだされない。もっとも、それはこの判断
の主語にあたる二角形という概念が、指示対象ないし概念に対応する感性的な直観という観点か
ら独立に、ひとえに形式的に扱われているという理由で可能なのである。ここに示された解決は、
要請論の記述を無矛盾であるばかりではなく真なる命題として理解することを可能にしており、
二角形のパラドクスに対する十分な解決といえよう 。

また、二角形のパラドクスを解決するために「矛盾」の成立条件を分析することによって、カン

17

18

17 本論文第二節（3）において筆者は前批判期の記述を援用し、第三節では批判期に登場する分析判断の内的
矛盾について議論をすすめた。しかし、批判期（少なくとも『証明根拠』の時点）には分析・総合の区分は明
確ではない。したがって、この議論の運びが別個の論証を要するという事実について自覚的である。しか
し、『証明根拠』からの引用に密接に関連する記述は弁証論理想章の存在論的証明の箇所でも確認すること
ができるということを指摘しておきたい。（Vgl. A594/B622f.）。

18 この分析によってカントにおける二角形のパラドクスは解決されるが、しかし以下のような疑念がのこさ
れている。つまり、上述の解決は分析的真理の恣意的な戯れに過ぎないのではないかという疑念である。
たしかにこの解釈は、超越論的真理と呼ばれる総合的な真理条件に比べると無意味なように思われるであ
ろう。しかし、もっとも形式的で記号的な意味における矛盾律のはたらきを同定することによってこそ、
翻って実在にかかわる矛盾の意味を確定することが可能となるのである。
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19 ここで対象の次元での論理的不可能性と記号的な組合としての論理的不可能性との区別を註5に組み入れ
ることもできるであろう。その場合、記号的な論理的可能性は対象の論理的不可能性をも含むように図示
されるかもしれない。しかし、それは筆者が意図することではなく、むしろそれらは観点の違いであると
補足しておきたい。
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トのいう「矛盾」概念には二つの観点があるということが理解されたであろう 。第一のものは、
概念が対応する「対象」（ないし外延）を考慮に入れたうえで考えられる矛盾である。したがって、
カントにとって「否定無」とは概念の例化が不可能な対象である。第二の矛盾は純粋に論理的であ
り、さらに概念の「対象」から独立、とくに「現存在」から独立に考察される「内的矛盾」である。第
二の意味においてのみ自己矛盾する対象に関する分析判断は無矛盾でありうるのである。さらに
分析判断においては自己矛盾する対象もまた通常の意味での真理値を持つのである。筆者のみた
てによれば、二角形のパラドクスは矛盾概念が明晰とは言えない仕方で二つの意味に用いられて
いたことに起因する。しかし、これまでの議論を踏まえればパラドクスの解決が可能となるのみ
ならず、カントの矛盾概念が有する哲学史的な意義もまた彫琢されるであろう。
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