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はじめに
本稿は、2018（平成30）年11月16日に香川大学に於いて開催された日本カント協会第43回学会の
シンポジウム「カントと理念の問題」に於ける筆者の提題を一部加筆修正して記録したものである。
この提題は、「その理論哲学に於いてカントが述べている理念（Idee）とは？」という問いに対する
答えの形で、シンポジウムに於ける議論の基礎情報を提供することを意図して行われたものであ
る。

（1）
「理念」という語について─経験の可能性の領域を超え出た理性概念─
周知の如く、「理念」
（Idee）という語は、カント哲学に於いては「理性概念」
（Vernunftbegriff）
（つまり、理性がもつ概念）を表す語として使用される
（vgl. A 311 / B 368）。この Idee という表
現が、プラトンの「イデア」
（ἰδέα）に由来することを意識した上で、カントはこの語を「理性概念」
を表す語として採用した（vgl. A 311 / B 368, A 313 / B 370, usw.）。ラテン語の idea という語が、
中世以来「観念」という意味で使用され、デカルト以降の近代哲学でも「観念」つまりは「思惟様態」
（modus cogitandi）
（或いは「意識内容」）の意味で使用されてきたことは、カントも十分承知して
いる。しかしカントは、Idee を独自の意味で使用するために、デカルトたちが idea と呼んでい
たものを、ラテン語では repraesentatio、ドイツ語では Vorstellung と一貫して呼び、それをカ
1

ント自身が使う idea / Idee とは区別している 。そして、（彼がそのように理解した）プラトンの
本来的意味に立ち戻り、感覚や悟性の働きを超えた（つまり経験の範囲を超えた）領域（即ち実践
的領域）に関わる「表象」（repraesentatio）として、Idee という語を使用している（vgl. A 314 / B
371, A 318f. / B 375f.）
。このように、カントは「理念」という語を、まずは道徳的実践の領域に関
本稿では、慣例に従い『純粋理性批判』
（Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Riga 17811, 17872）
の第
１版の頁数をA、第２版の頁数をBで指示する。『純粋理性批判』以外のカントの著作については、書名とアカ
デミー版全集の巻数及び頁数を指示する。
1

これがよく分かるのが、
『純粋理性批判』
の
「超越論的弁証論」
第1篇第1節
「理念一般について」
の最後の部分
である。カントは、各表象様式の段階（eine Stufenleiter jeder Vorstellungsart）
という形で表象一般を分
類し（vgl. A320 / B376f.）
、その最後に「純粋概念」を、悟性を起源とする「思念」
（Notio）と、それら諸思念
から生じ、経験の可能性を超え出た
「理性概念」
である
「理念」
（Idee）
とに分類している。
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わる超経験的な理性概念として用いようと考えているのである。
少し補足しておくと、「理念」が経験の領域を超えたものに関わることは、理性自身の要求から
生じる（vgl. A 310f. / B 367）。理性は、可能的経験の全体（das Ganze）を認識することを要求す
るために、理性概念もそのような全体を表そうとする。しかし、個別的認識手段である感覚
（Empﬁndung）を通して行われる経験そのものは、たとえ各々の経験が全体にその一部として属
しているとしても、決して全体に到達し、それを認識として表すことはできない。そのため、理
性概念即ち理念は、経験と無関係ではないが経験を超え出た領域に存すると考えられるものに関
与することになる。それ故にカントは、このような理性概念を「超越論的理念」（die transzendentale Idee）と名づけるのである（vgl. A 311 / B 368）
。さらにカントは、「超越論的諸理念は本
来、無制約者にまで拡張された諸カテゴリーに他ならない」
（A 409 / B 436）と言う。その理由は、
4

4

4

4

「理性は本来は、まったく概念を産出せず、せいぜい単に悟性概念を可能的経験という不可避的
諸制限から解放し、それ故悟性概念を経験的なものの諸限界を超えて、しかしやはり経験的なも
のとの結合に於いて、拡張しようと試みるにすぎない」
（A 409 / B 435f.）からである。

（2）理念の成り立ち─諸制約の総体性の概念─
さて、「理性概念」としての「理念」は、当然のことながら「純粋概念」であり、「経験的概念」では
ない。「経験的理念」というのはありえない。その理由は、「理念」の成り立ちに基づいている。
純粋悟性概念であるカテゴリーが、悟性の判断作用の機能（Funktion）を概念化して作られた
ように、純粋理性概念である理念は、理性の推理作用の機能を概念化する形で作られる。カテゴ
リーが、ア・プリオリで純粋な（つまり感覚に基づかず、感覚を含む必要がない）悟性の判断作用
に基づくために、「純粋」悟性概念であったように、理念も、ア・プリオリで純粋な理性の推理作
用に基づいて生じる純粋理性の概念であるために、当然、経験に依存せず感覚的なものを含まな
い「純粋」概念である。
理性は、その推理機能（所謂「三段論法」
（Syllogismus）の推理を行う機能）を遂行するに当たっ
て、三段論法の結論命題に於ける「述語」
（Prädikat）を、「予め大前提に於いて或る一定の制約の
下でその外延全体に於いて思惟しておく」
（A 322 / B 379）必要がある。カントが挙げている例は、
大前提「すべての人間は可死的である。」、小前提「カーユスは人間である。」
（但しこれは『純粋理性
批判』では明記されていない。）、結論「カーユスは可死的である。」という三段論法で（A 322 / B
378）、上述の「或る一定の制約」に該当するのは、「人間」という「媒概念」（Mittelbegriff）である。
三段論法の大前提は、全称命題でなければならないので、この場合の大前提では、「可死的」とい
う述語概念が、「人間」という媒概念の外延全体にわたって（つまり「すべての人間」について）妥当
する、ということが思惟されていることになる。これによって、「可死的」という述語（大概念）が
「人間」という媒概念の外延全体に適用され、遂行されている理性推理〔三段論法〕に於いて述語概
2

念が機能する範囲の全体が確定する 。カントは、「そのような或る制約に関する外延のこの完全

2

ここで言われる「述語の外延全体」
（der ganze Umfange der Prädikat）
は、確かにまずは「可死的なもの」
全体と考えられるが、その外延の中に
「人間」
全体の外延が間違いなく包摂されているということが思惟さ
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な量」を「普遍性」（Allgemeinheit, universalitas）と呼び（A 322 / B 379）、諸直観の綜合に於いて
これに対応するのが、諸制約の「全体性」
（Allheit, universitas）或いは「総体性」
（Totalität）である
（ebd.）と言う。このようにしてカントは、媒概念は結論に於ける述語（大概念）を結論に於ける主
語（小概念）に適用するための「制約」であるが、それが制約として機能するためには、その媒概念
がその「全体性」
（Allheit）・「総体性」
（Totalität）に於いて思惟されねばならないことを明らかに
している。つまりカントは、理性推理の中心的機能は、小概念と大概念を媒介する制約としての
「媒概念」にあり、その媒概念は、つねにその「全体性」
「総体性」に於いて思惟されることを明らか
にしたのである。
4

それ故に、理性推理の機能に基づいて生じる「理念」は、「或る与えられた被制約者に対する諸
4

4

4

4

4

制約の総体性の理性概念」
（der［Vernunftbegriff］von der Totalität der Bedingungen zu einem
gegebenen Bedingten）
（A 322 / B 379、
〔〕内筆者補足）に他ならないと言われるのである。そして、
「無制約的なものだけが諸制約の総体性を可能ならしめる」（ebd.）のであり、また逆に「諸制約の
総体性は常にそれ自身無制約的である」
（ebd.）が故に、純粋理性概念即ち理念は、「その概念が被
制約者の綜合の根拠を含んでいる限りでの無制約的なものの概念によって」説明されることがで
きる（ebd.）、と言われるのである。
このようにして、「理念」一般は、理性の推理機能を概念化したものとして、「それが被制約者
の綜合の根拠を含んでいる限りでの、無制約的なものの概念」として成立する。

（3）理念・弁証論的理性推理・仮象
さて、理念が「諸制約の総体性」という「それ自身は無制約的なもの」の概念である以上、その対
象は決して経験によって、つまり経験的直観を通して、与えられることはできない。経験的直観
は、感覚を介してその内容（質料）を受け取らねばならないために、つねに個別的である。悟性は、
純粋悟性概念を通して、このような個別的表象を綜合し、より普遍的な認識を構築するように働
くけれども、決して「全体性」
「総体性」に到達することはできない。理念の対象は、経験の領域を、
つまりは悟性の領域を超え出ている、と言われる根拠はここにある。
それ故に、理念は、超越論的（transzendental）な理念でなければならず、認識に於いて我々が
対象と直接関係する唯一の手段である「直観」（vgl. A 19 / B 33）との関係をもつことはできない。
そのために、理念は「主観的実在性」（subjektive Realität）或いは「超越論的実在性」（die transzendentale Realität）
（A 339 / B 397）はもつけれども、
「客観的実在性」
（objektive Realität）をも
つことはできないのである。
カントは、理念の「主観的実在性」を「我々が或る必然的な理性推理によってそのような諸理念
れ、「人間」
という媒概念が理性推理を成り立たせる制約として機能することが確認されている。従って、
小前提から結論に至る理性推理に於いては、媒概念である
「人間」
の外延全体に述語概念が妥当することが
重要になる。そこで、「そのような或る制約に関するこの外延の完全な量」
（Diese vollendete Größe des
Umfanges, in Beziehung auf eine solche Bedingung）
（A 322 / B 379）という表現は、媒概念である「人
間」の外延全体に大概念である
「可死的」
が適用された場合の大概念の外延の量
（つまりは
「人間全体」
という
外延の量）
と読むことができるのである。
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へと導かれること」
（ebd.）に基づくと述べている。つまり、我々の理性推理の働きに於いて（つま
り我々の認識主観に於いて）は、超越論的理念が表している内容（実在性）が見出されるというこ
とである。もっとも、その内容とは「与えられた被制約者に対する諸制約の総体性」という抽象的
なものにすぎないけれども、この「与えられた被制約者に対する諸制約の総体性」という理念の
「主観的実在性」は、理性が推理（三段論法）に於いて必ず用いる規則として機能しているものであ
る。悟性の認識では決して到達することのできない認識の「全体性」
「総体性」を目指すために、理
性自身の内には「その使用の根本諸規則と諸格率とが存している」
（A 297 / B 353）とカントは述べ
ているが、これら理性使用の「根本諸規則と諸格率」
（Grundregeln und Maximen）こそが、超越
論的理念を産み出す理性の推理機能の諸規則である。そして、理性自身がもつこれら諸規則は、
規則である以上、或る必然性を、即ち「悟性のための我々の諸概念の或る一定の結合の主観的必
然性」（ebd.）をもっている。しかし、それはあくまでも「主観的」必然性であるということが重要
である。
つまり、理性はその本性に従って必然的に認識の「全体性」
「総体性」を目指す。その「全体性」
「総体性」は、理性の本性に根差すが故に、「主観的」にはレアールなもの、つまり認識主観に於い
て実際に機能しているものである。その機能を概念化したものが、純粋理性概念即ち理念である。
しかし、カテゴリーとは違って、理念には対応する直観が欠けているために、理念がもつ内容を
認識客観の内容として思惟する根拠はないのであり、理念は客観的実在性をもつことができない。
つまり我々は、この「諸制約の総体性」を認識の客観に於ける性質として確認することはできない
のである。
しかし、理念が本来もつことができない「客観的実在性」を、誤ってもっていると考え、純粋な
理性推理によって何らかの対象を認識できると考えるところに、「純粋理性の弁証論的推理」
（die
dialektischen Schlüsse der reinen Vernunft）が現れる。この弁証論的推理をカントは「詭弁的推
理」
（vernünftelnde Schlüsse）とも呼ぶが（A 339 / B 397）、それは「超越論的仮象」
（der transzendentale Schein）を惹き起こす。「超越論的仮象」とは、誤って認識の対象に投影された
「超越論的
理念」の内容と言うことができる。その意味では、超越論的理念こそが超越論的仮象を惹き起こ
すと言うこともできるのである。この仮象は、人間理性の本性に根差しているために、根絶する
こともできず、つねに我々を弁証論的推理へと誘うものでもある（vgl. A 298 / B 354f.）。

（4）三種類の理念と三種類の弁証論的推理
次に、理念の種類についてであるが、理念が三種類であることは明確である。
「それ故、このような弁証論的諸理性推理はただ三種類だけ存在する。それはこれら諸理性
推理の諸結論がそれらに帰着する諸理念と同数である。」
（A 339f. / B 397）
理念とは、
「 弁証論的諸理性推理の結論が帰着するところのもの」であるから、理性の推理作用
（Vernunftschluß）が、
「定言的推理」、
「仮言的推理」、
「選言的推理」の三種類に分類されることに基
づいて、理念も三種類に分類される。
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そして、三種類の弁証論的推理は、「純粋理性の誤謬推理〔パラロギスムス〕」
（die Pralogismen
der reinen Vernunft）、「純粋理性の二律背反」（die Antinomie der reinen Vernunft）、「純粋理
3

性の理想」
（das Ideal der reinen Vernunft）と呼ばれることは言うまでもない 。
これら三種の弁証論的推理に於いて機能している三種類の超越論的理念は、いくつかのパター
4

ンで表現されているが、ここでは代表的なものを示しておく 。
1.（主観或いは魂の）あらゆる諸表象一般の主観的諸制約の無制約的統一
（die unbedingte Einheit der subjektiven Bedingungen aller Vorstellungen überhaupt (des
Subjekts oder der Seele)）
2. 現象に於ける客観的諸制約の無制約的統一
（die unbedingte Einheit der objektiven Bedingungen in der Erscheinung）
3. 諸対象一般の可能性の客観的諸制約の無制約的統一
（die unbedingte Einheit der objektiven Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände
überhaupt）
（A 406 / B 432f.）

3 「二律背反」については、
「このような弁証論的諸推理に於いて理性が陥る状態」
（der Zustand der Vernunft bei diesen dialektischen Schlüssen）
（A 340 / B 398）
という表現が正確である。
4

本文に示したものの他に次のような表現もある。しかし当然のことながら、若干の表現の違いはあっても、
基本的には同じ概念を表している。
4 4

4 4 4

4 4

4 4 4

「一つの主観に於ける定言的綜合の或る無制約的なもの
（ein Unbedingtes）
一つの系列の諸項の仮言的綜合の或る無制約的なもの
4 4 4

一つの体系に於ける諸部分の選言的綜合の或る無制約的なもの」
（A 323 / B 379）
「思惟する主観の絶対的
（無制約的）
統一
現象の諸制約の系列の絶対的統一
思惟一般のあらゆる諸対象の制約の絶対的統一」
（A 334 / B 391）
「完全な主観
〔主体〕
（実体的なもの）
の理念
諸制約の完全な系列の理念
可能なものの一つの完全な総括の理念に於けるあらゆる諸概念の規定」
（Prolegomena, § 43, AA. Bd. IV, S. 330.）
「形而上学は、その探究の本来的目的のために、ただ三つの理念だけを有する。神(Gott)、自由（Freiheit）
及び不死
（Unsterblichkeit）
である。
」
（A 337 / B 395 Anm.）
最後の引用の「不死」
（Unsterblichkeit）は、
「純粋魂論
〔理性論的心理学〕は、思惟する実体を物質に於ける
生の原理（das Prinzipium des Lebens in der Materie）
として表す。即ち、思惟する実体を魂（魂anima）
として、また生命性（Animalität）の根拠として表す。この生命性が霊性によって制限されると、不死性
（Immortalität）である。
（A 345 / B 403、
」
〔〕内筆者補足）と説明されている。つまり、
「不死」は「思惟する
主観」即ち
「魂」
という理念を構成する理念と理解されるのである。
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この三種類の理念が、「心理学的」（psychologisch）、「宇宙論的」（kosmologisch）、「神学的」
（theologisch）と呼ばれ（vgl. Prolegomena, § 43, AA. Bd. IV, S. 330.）、それぞれ「超越論的魂論
（理性論的心理学）」（eine transzendentale Seelenlehre (psychologia rationalis)）、「超越論的世
界学（理性論的宇宙論）」
（eine transzendentale Weltwissenschaft（cosmologia rationalis））、
「超
越論的神認識（超越論的神学）」
（eine transzendentalen Gotteserkenntnis (Theologia transscendentalis)）の対象を表す概念として、伝統的な形而上学の部門である「心理学」
「宇宙論」
「神学」の
基礎となってきた、とカントが述べていることは（vgl. A 334f. / B 391f.）周知の所である。ごく簡
単に言えば、心理学的理念は「一つの魂」を、宇宙論的理念は「一つの世界」を、神学的理念は「一
つの神」を表す概念であり、これが認識の対象の概念と見なされることによって、超越論的仮象
が生じることになる。

（5）理念の統制的使用─「理性の格率」としての理念─
5

さらに、理念の「統制的使用」（der regulative Gebrauch der Ideen）について確認しなければ
ならない。
理性は、直接対象に関係することはなく、悟性の判断に関係する（vgl. A 643 / B 671）。そして
悟性が行う経験的認識に関わることによって、その認識を統一のある完全なものにしようとする。
つまり、悟性的認識に体系的秩序即ち統一性と完全性という指針を付与することが、理論的認識
における理性の本来の働きであり、この働きのために理念は使用される。これが理念の「統制的
使用」である。そこに於いて理念は、「統制的原理」
（das regulative Prinzip）として、あくまでも
我々人間の思惟を統制（regulieren）する規則として、「理性の諸格率」（Maximen der Vernunft）
6

（A 666 / B 694）即ち主観的原則として使用されるのであって、対象の内容を表す客観的概念と
5

用例として「統制的」
（regulativ）が修飾するのは、
「使用」
（Gebrauch）よりは「原理」(Prinzip)或いは「原
則」
（Gesetz）という語であることの方が多い。Andreas Roser und Thomas Mohrs unter Mitarbeit von
Frank R. Börncke (hrsg.), Kant-Konkordanz zu den Werken Immanuel Kants (Bände I-IX der Ausgabe
der Preußischen Akademie der Wissenschaften) Bd. VI, Hildesheim･Zürich･New York, 1993, S. 253-255
によれば、Akademie Ausgabe Bde. I-IXのカントの著作に於けるregulativの用例は95例（内、A版とB版
の重複は4例。重複を差し引けば91例。以下重複を差し引いて表示する。
）である。圧倒的にPrinzip /
Prinzipienを修飾する用例（59例）が多いが、Grundsatz / Grundsätzeは５例、Gebrauchを修飾する用例
も５例（Vernunftgebrauchの１例を含む）
ある。
「統制的」に対立する概念は、言うまでもなく「構成的」
（konstitutiv）であるが、
「構成的使用」という用
例はなく、「構成的原理」
「構成的原則」という用例がほとんどである。Kant-Konkordanz Bd. IV, 1993, S.
480-481によれば、Akademie Ausgabe Bde. I-IXのカントの著作に於けるkonstitutivの用例は53例（内、A
版とB版の重複は5例。重複を差し引けば48例）である。そのほとんどがPrinzip / Prinzipienを修飾する形
で使用されている（直接名詞を修飾する形ではこれが22例と圧倒的に多い。但し、省略形も含む。さらに
述語の形で修飾する場合もある）
。Grundsatz / Grundsätzeは述語の形で修飾する例が多い。ただし一例
だけ、理念を「構成的に用いる」
（konstitutiv braucht）
（A 689 / B 717）
という用例がある。

6 「私は、客観の性質からではなく、この客観の認識の或る一定の可能的完全性に関する理性の関心から採
ってこられたあらゆる主観的諸原則を、理性の諸格率と名づける。従って、思弁的理性の諸格率が存在す
る。それら諸格率は、客観的諸原理であるかのように見えるかもしれないけれども、もっぱら理性の思弁
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して使用されるのではない。従って、理念は、対象の「実在性」
（Realität）を構成する（konstruiren）
7

ことができる「構成的原理」
（das konstitutive Prinzip）としては機能しない 、ということは言う
までもない。
「構成的原理」とは、カテゴリーのように、認識の対象の存在（「何であるか」即ち実
在性）を規定する根拠として機能するものであり、その意味では「客観的」
（つまり客観に適用され
る）原理である。これに対して「統制的原理」とは、我々の認識をより完全な統一的秩序をもつも
のとするために、我々の思惟を統制する規則として機能するものであり、その意味で「主観的」
（主観に適用される）原理ということになるのである。
従って、カントが言う「理念」とは、その理論哲学に於いては何よりもまず、理性自身がその本
来の働きに於いてもっている原理を表す概念である、と言うことはできる。ところが、その理念
は「超越論的理念」であり、理論的認識に於いては本来「統制的原理」つまりは主観的原理として、
悟性の認識に秩序・統一・完全性を目指すように指示するものである一方で、それが「超越論的
8

すり替え」
（die transzendentale Subreption）
（A 583 / B 611）によって「構成的原理」と見なされ
ることによって、理論的認識の本来の対象領域である「経験」の領域を超え出る理性の活動を、或
る意味では必然的に誘発するものでもあった。
この意味では、「超越論的弁証論」は、「統制的原理」を表す概念である「理念」を「構成的原理」と
して「すり替えて」使用するところに成立する理性の誤った推理を詳細に描き出すことによって、
「超越論的分析論」までの論述によって確定された理論的・思弁的理性の限界を再確認するととも
に、「理念」を実践的認識の領域へと移し入れる準備を整える役割を担っていると言えるのである。

（6）統制的原理と経験の可塑性
しかしさらに、理念が「理性の格率」即ち主観的原理であることによって、理論的認識の「開放
性」
（Offenheit）・「可塑性」
（Plastizität）が保証されると言うこともできるのではないであろうか。
我々の感性的直観の純粋形式である空間・時間と思惟の形式である諸カテゴリーは、理論的認
識の本来の対象である可能的経験の対象つまり現象としての物に対して、その存在を構成する原
理即ち「構成的原理」として機能する。空間・時間と諸カテゴリーは、可能的経験の基本構造（つ
まり「形式的ニ見ラレタ自然」
（natura formaliter spectata）
（B 165））をア・プリオリに構成する
認識の形式的原理である。
しかし、このような側面が強調されるのは、もっぱら「数学的諸カテゴリー」
（die mathemati-

的関心に基づいているのである。
（A 666 / B 694）
」
7 「蓋然的諸概念としての根底に置かれた諸理念に基づく理性の仮説的使用（der hypothetische Gebrauch
der Vernunft）は、元来構成的（konstitutiv）ではない。つまり、極めて厳密に判断しようとするならば、
仮説として想定された普遍的規則の真理性がその使用によって帰結する、というような性質のものではな
い。…（中略）…むしろ理性の仮説的使用は単に統制的（regulativ）である。つまり、それによって可能
である限り特殊な諸認識の内に統一をもたらし、それによって規則を普遍性に近づけるためのものであ
る。」
（A 647 / B 675）
8 「超越論的すり替え」については、城戸淳博士の『理性の深淵 カント超越論的弁証論の研究』
（知泉書館、
2014年）
「第一章「取り違え」
概念の展開─発展史の一断面」15-41頁を参照。
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schen Kategorien）つまり量と質の諸カテゴリーに関してである。その一方で、関係と様相の諸
カテゴリーは「力学的諸カテゴリー」（die dynamischen Kategorien）と言われ、それに基づく諸
9

原則は「統制的諸原則」
（A 180 / B 223）と呼ばれる 。カントが力学的諸カテゴリーの諸原則を「統
制的」と呼ぶ理由は、「関係」と「様相」の諸カテゴリーは物の「現存在」
（Dasein）
（つまり或る物が
存在すること）に関わるけれども、空間・時間とカテゴリーだけでは現象としての物の「現存在」
10

を構成することはできないからである 。現象としての物の「現存在」を認識するためには「感覚」
（Empﬁndung）が与えられることが必要である。またその物が如何に在るか（Sosein, カント的に
は Realität と言うべきか）に関しても、空間・時間とカテゴリーだけではその Sosein / Realität
を直接構成することはできない。力学的カテゴリー及びそれに基づく諸原則がア・プリオリに規
定できるのは、その物の他の諸物との関係に関することだけであり、その物の Realität も、こ
の関係の中でその可能性がア・プリオリに規定されうるだけである。その物が実際にどのように
在るかは、やはり感覚を待たなければ確定されないのである。
しかし、この現象としての諸物の関係をア・プリオリに規定することによって、我々の経験が、
雑多な感覚内容の堆積ではなく、統一性をもった「一つの経験」として成立しうる可能性が基礎づ
けられ、カントがア・プリオリな綜合的認識の典型と考えた自然科学（特にニュートン物理学）の
可能性も基礎づけられる。その意味で、カテゴリーに関しては、数学的であると力学的であると
を問わず、客観的実在性をもつ（つまり現象としての客観の「何であるか」を規定する性格をもつ）
と言うことができるわけである。
このように、カテゴリーは、我々の経験的認識のア・プリオリな構造を描き出し、経験的認識
の対象の在り方の枠組みを予め規定するという機能を果たしているのであるが、力学的諸カテゴ
リーが「統制的」という性格で語られるように、対象が「如何にあるか」をすべて規定するわけでは
なく、対象の具体的な在り方は、感覚を通して与えられ、確定される必要がある。その意味では、
カントの考えている「経験」というのは、固定的なものではなく、枠組みは確定しているとしても、
具体的な在り方は柔軟に変化する「可塑性」をもっていると言うことができる。そして、それを支
えるのが、力学的諸カテゴリーの諸原則の「統制的」な性格であると言っていいであろう。
では、理念の場合はどうであろうか。理念は、可能的経験の領域を超えて超越論的に使用され
るために、カテゴリーのように経験そのものの枠組みに関わることはできない。関わらせようと
すれば、必ず仮象を惹き起こすことになる。つまり、カテゴリーは「客観的実在性」をもつが、理
9 「それ故、経験の或る類推は単に、それに従って諸知覚から経験の統一が
（如何にして知覚自身が経験的直
観一般として、ではなく）生じるべき一つの規則であるにすぎないであろう。また（諸現象の）諸対象の原
則としては、構成的にではなく単に統制的に妥当するであろう。しかしまさに同じことは、単なる直観
（現象の形式）
の綜合、知覚
（現象の質料）
の綜合及び経験
（これら諸知覚の関係）
の綜合に共に関与する経験
的思惟一般の諸要請にも妥当するであろう。
（A 180 / B 222f.）
」
10 「諸現象の現存在をア・プリオリに諸規則の下へともたらすべき諸原則に関しては、事情はまったく異な
っている。というのは、諸現象の現存在は構成されえないが故に、これら諸原則は、ただ現存在の関係に
関わることができるだけで、単に統制的な諸原理しか与えることができないだろうからである。…(中略)
…我々に或る知覚が別の
（規定されてはいないが）
知覚に対する或る時間関係に於いて与えられている場合
に、ア・プリオリに言われうるであろうことは、…(中略)…どのようにして別の知覚が、現存在から見て、
時間のこの様相に於いて、その或る知覚と必然的に結び付いているか、ということである。
（A 179 / B
」
221f.）
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念は「主観的実在性」しかもちえない。まずはこれがカテゴリーと理念との相違である。
しかしその一方で、理念は、理性推理の本質をなす「総体性」への要求に基づいて理性がもつ要
求を、即ち、諸々の経験的認識をより高次の統一の下に纏め上げ、自己と世界とをより首尾一貫
した整合的体系をもつ存在者として認識する、という理性の本性的要求を表現する概念であるこ
とは間違いない。これが理念が「統制的原理」と言われる所以である。この理性の要求が、
「理性
の格率」として我々の思惟を統制し、悟性による諸認識をさらに高次の統一を形成するように導
こうとする。つまり、「悟性を或る一定の目標へと向ける」という超越論的理念の「卓越した、か
つ避けがたく必然的な統制的使用」
（A 644 / B 672）が行われる。
その際に、理念は悟性が目指すべき統一の方向性（目標）を示し、「その目標を展望して悟性の
あらゆる諸規則の方向線は一点へと集注する」（A 644 / B 672）のではあるが、目標として提示さ
れる理念は、決して悟性的認識の対象を表す概念ではありえず、経験の領域を超えた（つまり悟
性が到達することのできない）
「虚焦点」
（focus imaginarius）
（ebd.）でしかない。それ故に、「そ
こから悟性諸概念が現実的に発現することはない。」（ebd.）つまり、理念が「既にそれ自体で確実
であり与えられている」
「普遍者」
（das Allgemeine）
（A 646 / B 674）として、悟性が認識する「特殊
者」（das Besondere）を必然的に規定するということはありえない。言い換えれば、悟性が認識
する諸規則が理念から演繹的に導き出されるということはありえない。理念に関しては、「理性
11

の必当然的使用」
（der apodiktische Gebrauch der Vernunft）
（ebd.）は不可能である。
普遍者としての理念は「単に蓋然的に想定される」
（A 646 / B 674）だけであるから、理念に関し
12

ては「理性の仮説的使用」
（der hypothetische Gebrauch der Vernunft）
（A 647 / B 675）だけが可
能である。この仮説的使用に於いて理性は、悟性が認識する諸現象・諸事象（特殊者）がそこから
導き出されると思惟することができる規則を普遍的なものとして想定し、さらにその規則から導
き出されうる諸事象（これはまだ認識されていない）を推理するのである。この仮説的使用によっ
て理性は、自らが推理した（悟性がまだ認識していない）諸事象を認識することを悟性に対して要
求する。もしそのような諸事象が認識され、確認されれば、理性が想定する規則は普遍性に近づ
く（ebd.）。この要求を通して理性は、悟性的認識をより拡大し、より統一的な体系とすることを
悟性に対して促すのである。
しかしその際にも、この普遍者としての理念が決して構成的に使用されているわけではないこ
とには注意しておく必要がある。理性の仮説的使用に於いて理念は、単に普遍的規則として蓋然
的に想定されているだけで、認識の対象を客観的に規定する法則として認識されているわけでは
ないのである。この蓋然的想定を認識と思い誤る「超越論的すり替え」によって、超越論的仮象が
生じ、弁証論的理性推理が生じることは、既に指摘したとおりである。
11 「理性の必当然的使用」
（der apodiktische Gebrauch der Vernunft）
（A 646 / B 674）
とは、既に確実に与え
られている普遍者から特殊者を導き出し、必然的に規定すること。
12 理性は、「単に蓋然的に想定された」
（A 646 / B 674）
普遍者─理念がまさにそうである─と確実なもの
として認識されている特殊者との間に、規則
（普遍者）
から確実な諸事例
（特殊者）
が帰結するという関係が
あるかどうかを吟味し、そのような関係があると思われる場合に、規則の普遍性を推理する。そして、こ
の規則の普遍性に基づいて、未だ与えられていない諸事例を推理する（vgl. A 646f. / B 674f.）
。このような
理性の働きをカントは「理性の仮説的使用」
（der hypothetische Gebrauch der Vernunft）
（A 647 / B 675）
と
名づけている。
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しかしまた、この理性の仮説的使用に於いて、理念の「発見術的概念」（ein heuristischer Be13

griff）
（A 671 / B 699）という性格が表れる 。つまり、悟性にとって未だ知られていない現象の諸
事象や諸規則（つまりは自然法則）を発見し、我々の認識をより全体的なより完全なものにするよ
うに悟性に努力を要求するものとして、理念は機能するわけである。その意味では、理念もまた、
我々の経験が、そして客観的認識の体系としての学が、決して完結したものではなく、常に未来
に対して開かれており、柔軟に変化していく「可塑性」をもつことを保証する概念である、と考え
ることができるのである。

13 「或るものが私の理性に或る対象そのものとして与えられるか、或いは単に理念に於ける或る対象として
与えられるかというのは、大きな相違である。第一の
〔対象そのものとして与えられる〕
場合には、私の諸
概念は、その対象を規定することに向かう。第二の
〔理念に於ける対象として与えられる〕
場合には、現実
的にはただ或る図式が存するだけであり、その図式には直接的には如何なる対象も、たとえ仮説的にであ
っても決して認められることはなく、むしろその図式は、他の諸対象を、この理念への関連を介して、諸
対象の体系的統一に従って、従って間接的に我々に表すためにのみ役立つにすぎない。…(中略)…そのよ
うな仕方で、理念は元来単に或る発見術的（heuristisch）な、そして明示的でない（nicht ostensiv）概念で
あり、或る対象がどのような性質のものであるかを指示するのではなく、我々がこの概念の導きの下で経
験一般の諸対象の性質と連結とをどのように探求すべきかを指示するのである。
（A 670f. / B 698f.〔〕
」
内筆
者補足。）
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