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はじめに
冨田恭彦は近年カントにかんする著作を矢継ぎ早に発表し、『純粋理性批判』におけるカントの
理論哲学を厳しく批判している。その議論は、近代哲学全体を視野に入れた射程の長いものであ
1

る 。それゆえ、本論文で冨田の批判に正面から応答することは、紙幅の点からも筆者の能力の
点からも難しい。そこで、本論文は、論点を限定したうえで、冨田の批判が想定しているカント
像についての問題提起を試みる。冨田は、先行する哲学説、とりわけロック哲学との連続性を強
調してカント哲学を解釈する。しかし、ロックとの連続性よりも断絶を際立たせたカント解釈も
また、一定の説得力をもって展開しうるのではないか。

1

冨田カント批判の基本図式

カントは、物自体と現象を区別したうえで、人間的な認識の対象を現象に限定した。問題は、
この主張の具体的な内実である。冨田のカント批判は多岐にわたる論点を含むが、それらの論点
の多くは、「物自体」概念は自然科学において仮説的に想定された理論的対象のことを意味する、
という理解のうえで展開されている。
冨田によれば、カントの「物自体」と「現象」という概念対は、粒子仮説にもとづいて定式化され
たロックの「物そのもの」と「現れ」という概念対から受けつがれたものである。それゆえ、カント
の「物自体」は、ロックと同じく、本来は自然科学における理論的対象のことを意味すべき概念で
ある。
当面の考察をロックとカントに限定するなら、カントの物自体は、この意味でロック的「物
そのもの」の変質の結果であり、それゆえ、それは、ロック的な自然主義的観念説の論理の
2

下敷きなしには、本来意味をなさないものであったと考えられる［……］。

1

近年の冨田の著作は、ロック的な自然主義を軸として一貫した近代哲学史を描くことを試みているようだ。
たとえば、冨田
（2004）
第3章ではバークリ哲学について、冨田
（2019）
第4章ではデカルト哲学について、そ
の主張には自然学的考察が暗黙裡の前提として含まれているという指摘がなされている。

2

冨田（2017a）p.4. 近刊の冨田のカント論は冨田（2017a）
、冨田（2017b）
、冨田（2018a）
の三冊があるが、本
論文ではおもに冨田
（2017a）
に依拠して論を進める。
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ところが、カントは、物自体を不可知なものとみなした。カントのこの発想には、伝統的に、よ
く知られた一つの批判が突きつけられてきた。
なぜカントはわれわれの知ることのできない「物自体」の存在を主張するのか。

3

冨田のカント批判は、端的にまとめるならば、カントはこの問いかけに適切に応答できていない
とするものである。先の引用にあるように、冨田の診断では、
「物自体」概念は「ロック的な自然主
義的観念説」のもとでのみ意味をもつ。この立場のみが、自然科学における仮説形成の営みを適
切に位置づけうるからである。ところが、自然主義的立場を嫌うカントは、このような概念の由
来を忘却してしまい、結果、物自体は不可知であるとの不合理な主張をしてしまった。この点で、
カント哲学は根本的に歪んでいるのである。
このように、冨田のカント批判は、カントをロック由来の観念論の系譜に位置づけたうえで行
われている。そうであるならば、冨田のカント批判で重要な位置を占めている諸概念について、
それらが「ロック的な自然主義的観念説の論理の下敷きなしに」有意味になるような文脈を示すこ
4

とで、冨田の批判をある程度まで無効化することができることになろう 。本論文はこの方針を
採用する。また、そのさい、以下のように議論の範囲を限定したい。まず、冨田の主張は概念史
的な考察に支えられているが、本論文はカント内在的に議論を進めたい。元の由来とは異なるか
たちで概念が有意味に使用される場合もありうると思われるからである。さらに、検討の対象と
する概念を、「物自体」、「現象」、「表象」の三つのみとし、そのうちでもとくに「表象」に注目した
い。というのも、「物自体」と「現象」にかんしては、後述するようにすでに冨田とカント研究者と
のあいだで一定の議論が交わされているからである。「物自体」と「現象」の概念対については論点
の確認のみに留めることになるであろう。
本論文の主張をまとめるならば、次のようになる。問題の諸概念の歴史的な由来はともかくと
して、ロックとカントでは出発点となる哲学的な問題意識が異なり、それゆえまた認識論の基本
構図も異なる。そのため、そこで使用される概念の意味もかなり異なるのである。

2 「物自体」と「現象」の区別について
「物自体」と「現象」という概念対から始めたい。まず、本論文の「物自体」と「現象」の理解を示し
ておこう。カントにおいて、自然科学における理論的対象は、日常的な知覚の対象などとともに
現象に属する。すなわち、「物自体」概念は、理論的対象のことを意味してはいない。この理解は
冨田のものとはかなり異なる。以下では、少なくとも本論文のような理解が可能であること、さ
らに、異なる二つの理解が生じてしまう理由を示したい。
『純粋理性批判』の「物自体」概念には大別すると二つの役割が与えられている。一つめの役割は、
経験的認識における所与性を説明すること。このとき、物自体は、触発の根拠として導入されて

3

冨田（2017a）p.15.

4

ただし、本論文の議論はあらゆるタイプの自然主義をカントから排除するものではない。

56

カントの認識論における判断とその対象

いる。二つめの役割は、人間のなす論弁的認識を特徴づけること。このとき、物自体は、知的直
観のような人間には不可能な種類の認識を想定したさいに、その想定上の認識の対象として導入
されている。
冨田は一つめの役割、すなわち、触発の根拠としての役割を重視する。そして、「触発」概念は、
自然主義的観念説のもとではじめて理解可能となるとされる。
もちろん、物自体が感官を「触発する」という考え自体も、感覚知覚の因果過程に関する日常
的経験、あるいはそれを洗練した自然学的知見がなければ、意味をなしえなかったに違いな
い。カントの超越論的観念論の枠組み自体が、実は日常的経験もしくはそれに基づく自然学
5

的知見に基づいてでなければ、成立しえなかったと考えられるのである 。
「触発」も触発の根拠としての「物自体」も、知覚を因果的な過程として説明するという文脈で導入
された概念である。つまり、両概念ともに、自然主義的な立場のもとでなければ理解しえない。
これが冨田の議論の根本となる発想である。
他方、二つめの役割を重視する立場もありうる。この立場からすれば、現象と物自体との区別
は、第一義的には、人間的な論弁的認識と神的な直観的認識の対比を明確化し、その対比のうえ
で論弁的認識を分析するための概念装置である。もしそうであるならば、「現象」と「物自体」とい
う概念対を「日常的対象」と「理論的対象」という概念対と重ねることは不適切となろう。知覚経験
によってであれ、科学的探究によってであれ、人間的認識の対象であれば現象であるはずだから
である。他方、物自体は、人間的な認識を特徴づけるために導入された、哲学的説明のための概
念装置にすぎない。それが不可知とされることに（誤解を招きやすい表現であるという点を除け
ば）とりたてて哲学的な問題はない。このようなかたちで導入される「物自体」概念や「現象」概念
は、自然主義的観念説を前提せずとも理解可能であると思われる。
もちろん、この立場を採用したときには、一つめの役割をどう理解するかという問題が生じる。
6

プラウスやアリソンの仕事以降、後者の立場を採用する解釈者が多いように思われる 。そうい
った解釈者たちにとっては、触発は、後者の立場を採りつつこれをどう理解するかという、解釈
上の課題として位置づけられることになろう。関西哲学会第70回大会の共同討議「カントをめぐ
って」において、千葉清史が冨田のカント批判に応答を試みているが、千葉の議論も基本的には
7

この方向性に沿ったものであった 。
8

本節冒頭に示した本論文の理解もまた、この方向性に掉さしたものである 。この方向性も、
触発の位置づけなど、解決すべき問題をいまだ抱えてはいる。しかし、少なくとも、「物自体」と
「現象」の概念対が、ロック的な自然主義的観念説を前提しなくとも有意味になるような文脈があ
5

冨田（2017a）p.17.

6

Prauss(1971)、Allison(2004)を参照。古典的なカント解釈では、ハイデッガー（2003）もまたこの方向に属
するものと見なせよう。Langton(2001)はより実在論的な物自体の理解を提示するが、現象主義を拒否す
る点で冨田の立場とは決定的に異なる。

7

千葉（2018）
を参照。

8

ただし、冨田（2018b）は千葉（2018）にたいして再反論を行っているので、ここまでの本論文の議論もまた、
冨田にとっては不十分なものでしかないと思われる。
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るとは言えるのではないか。

3 「自然主義的観念説」における「表象」
ついで、「表象」概念について考えたい。混乱を避けるために、本論文ではとくに断りのないか
ぎり、「表象」ということで感性的直観表象のみを考えることとしよう。まず、冨田は基本的に
「表象」概念と「現象」概念の指示するものを区別しない。冨田にとって、多少の含意の違いがあり
はしても、両概念の指示は基本的に同一である。この点を確認したうえで、冨田が想定するある
べき「表象（＝現象）」の導入を見てみよう。
われわれは日常さまざまなものを直接知覚していると思っている（直接実在論）。ところが、
さまざまな理由から、我々が知覚しているものがそのまま物のあり方を示しているとは考え
づらいと思うようになる。そこ結果、我々が知覚している日常的な「物」のいわば向こうに本
当の物の世界を仮説的に想定することが、古来多くの科学者によって行われてきた。原子論
はその典型である。日常知られている色つきの世界とは非常に異なる世界を、新たに仮説的
に想定するのである。こうして、新たな世界像が仮説的に想定されると、われわれが日常慣
れ親しんでいる「色つきの世界」
（経験的対象からなる世界）は、そうした新たな世界に存在す
るとされるものからわれわれがなんらかの影響を受けた結果知覚されるものとして、読み直
9

されることになる 。
理論的対象の想定とともに、日常的対象が心のうちなるもの、すなわち表象と見なされるように
なる。
「表象」概念の導入の妥当な説明はこれ以外にはないと冨田は考えているようだ。それゆえ、
自然主義的観念説のもとでなければ、
「表象」概念は「物自体」と同様に意味を失うとされるのであ
る。
ここでもまた本論文に求められるのは、自然主義的観念説を前提しない「表象」概念の理解可能
性を示すことである。そのためにはまず、冨田の「表象」概念の特徴とその解釈上の問題点を確認
しておく必要があろう。
冨田のように導入された「表象」は、以下のような諸特徴をもつことになる。表象は心的状態で
ある。表象は直接的認識の対象である。日常的対象それ自体が表象である。日常的対象の認識に
ついては表象という道具立ては不要である。冨田によれば、ロックの「観念」は以上のような特徴
10

をもつ 。そして、カントの「表象」もまたそうであると冨田は考えている。
ところが、カント本人は、認識において主体が直接的に関係しうるのは自らの心的状態のみで
ある、という主張を『純粋理性批判』の随所で拒否している。たとえば、第一版「第四誤謬推理」や
第二版「観念論論駁」は、心的状態についての認識が外的対象についての認識にたいして直接性の
点で優越する、という立場を批判する。第二版「観念論論駁」は蓋然的観念論と呼ばれる立場を攻

9

冨田（2017a）p.58.

10 冨田（2017c）第2章を参照。
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撃するが、その攻撃は、「まず内的な心的状態が認識され、そこからその心的状態を引きおこし
た外的な経験的対象の状態が推論される」という認識論的モデルの問題点を指摘することで行わ
れている。「観念論論駁」の定理は以下のように述べる。
私自身の現実存在の、たんなる、しかし経験的に規定された意識が、私の外の空間における
11

諸対象の現実存在を規定する。（B275）

ここには、経験的対象の認識が心的状態についての認識に先行するという洞察が見てとれる。
この論点は、ストローソンなど懐疑論論駁の文脈からカントの認識論を評価する論者たちによっ
12

て注目され、多くの関心を惹いてきたものである 。
冨田の「表象」の理解は、このようなカントの主張とは相性が悪い。すでに確認したように、冨
田によって導入された「表象」は、心的状態であり、かつ、直接的認識の対象である。直接的認識
の第一義的な対象を心的状態であるとする図式は、カントが批判するタイプの観念論に近いので
ある。
以下では、カントの認識論を、冨田の想定とは異なる問題意識から出発するものとして描くこ
13

とを試みる。それにより、「表象」概念の役割もまた別様に描かれることになるであろう 。

4

判断の真理と対象

カントの認識論は、判断を基礎的な単位に置く。判断においてはじめて真偽が問いうるからで
ある。「超越論的弁証論」の冒頭でカントは以下のように述べる。
なぜならば、真理あるいは仮象は、対象が直観されるかぎりで、その対象において存するの
ではなく、対象が思考されるかぎりで、その対象についての判断において存するからである。
それゆえ、なるほど、感官は誤ることがない、と正当に言うことができるが、しかしそれは、
感官がいつでも正当に判断するからではなく、感官がまったく判断しないからである。それ
ゆえ、真理も誤謬も、したがってまた誤謬に誘惑するものとしての仮象も、ただ判断におい
てのみ、すなわち、ただ対象と我々の悟性との関係においてのみ見いだされうるのである。
（A293/B350）
認識は真理を目指す営みであるが、カントによれば、真偽は判断にそくしてのみ成立しうる。
カントの認識論の出発点となるのは、この判断の真理への問いである。「超越論的論理学」序論
において、カントは「古くからの有名な問い」として「真理とは何であるのか？」という問題を提起
11 カント『純粋理性批判』
からの引用は、慣例にしたがい、1781 年の第一版をA、1787年の第二版をB で示し
たうえで、そのページ数を本文中に記載する。
12 Strawson(1966)以降のおもに英語圏でのカント解釈の流れについては、村井
（2015）
を参照。
13 ただし、大橋
（1990）
が整理しているように、そもそもカントの
「表象」
概念は多義的である。以下の本論文
の議論は、その多義的な意味のうちの一つを強調したものと言える。
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する。（A57f./B82）そこでまずカントが示すのは、真理の名目的な説明、つまりは対応説的な説
明である。しかし、カントはそれでは満足せず、対応説的な説明からもう一歩踏みだそうとする。
ここでは、真理とはすなわち認識とその対象との合致である、という名目的説明が与えられ
ており、また、前提されている。しかし、人は、なにが各々の認識の真理の普遍的かつ確実
な標識であるのかを知ることを欲する。（A58/B82）
では、名目的説明を超えた判断の真理の説明とはどのようなものか。本論文は、プラウスにした
14

がい、カントの目標をそもそも判断が真であったり偽であったりしうるための条件と解する 。
さらに、本論文は、カントが念頭に置くこの条件とは、主体が判断の対象を適切に識別できるこ
とである、と考える。
カントは判断を主語概念と述語概念の繫辞による結合という図式で理解する。この図式にそっ
15

て例を考えよう 。ある主体が「カモノハシは卵生である」という判断を形成したとする。この判
断が真であるのは、現実世界においてカモノハシが卵生であるときであり、かつ、そのときのみ
である。この事情をカントは以下のように説明する。
真理が認識とその対象との合致に存する場合には、このことをつうじて、その対象は他の諸
対象から区別されねばならない、というのも、認識は、それが関連づけられている対象と合
致しないときには、たとえその認識が別の諸対象についてはなるほど妥当しうるようななに
かを含んでいたとしても、偽であるからである。（A58/B83）
この引用での「認識」が判断の述定内容を意味し、
「対象」が判断の対象を意味することは見てとり
やすい。判断の述定内容が、判断がまさにそれについてなされているところの対象によって充足
されることが、判断が真であることである。判断がそれについてなされているところの対象以外
のものを参照することは、端的に無意味である。ペンギンが卵生であることやカエルが卵生であ
るということは、
「カモノハシは卵生である」という判断を真にはしない。問題の判断の対象はあ
くまでカモノハシであり、ペンギンやカエルではないからである。
さて、カントは、そういった対象を主体が識別できなければならないと考えている。先ほどの
対応説的な説明には、主体についての言及はない。命題や文の真偽を問う場合にはそれで十分か
もしれない。しかし、カントは、真偽の担い手を命題や文ではなく判断に置いている。このとき、
以下のような発想が生じる。「カモノハシは卵生である」という判断を主体がしており、かつ、実
際にカモノハシが卵生であるとする。しかし、「このなかからカモノハシを選びなさい」という課
14 Prauss(1969)は、この条件を
「超越論的真理」
と呼ぶ。
15 このようなカントの判断の理解は、現代の言語哲学の観点からすると問題含みのものである。とくに注意
すべきは、この図式のもとでは個別的対象の指示が説明しづらくなることである。カントからこの点にか
んして明確な主張を引きだすことはかなり困難である。この問題の適切な整理と説得的な一つの解釈を示
したものとして、五十嵐
（2017）
を参照。本論文はこの論点を回避し、自然種についての全称文を例に採る
こととした。
16 カントの議論では理想化された単独の認識主体が想定されているため、識別能力をもたない主体が専門家
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題を与えられたとき、その主体がまったくそれに対応できず、カワウソやサンショウウオを選ん
でしまうとすればどうか。そもそもその主体は、自分がなにについて判断しているのか理解して
16

いなかったと、つまりは、そもそも適切に判断をなしえていなかったと見なされるであろう 。
主体が判断の対象を適切に識別しうるという条件は、判断が妥当なかたちで成立するための条件
17

であり、つまりは、判断の真偽を問いうるための前提条件でもあるのである 。

5 「表象」概念の認識論上の役割
前節の議論を『純粋理性批判』のテキストにそくして検討しつつ、「表象」概念の役割を確認して
みたい。
『純粋理性批判』のそもそもの関心は、アプリオリな総合判断、つまりは普遍的かつ一般的な主
張にある。先ほど、個別の主体は自らのなした任意の判断の対象を識別できなければならない、
という条件を確認した。このとき、主体に要求されることは、問題の判断がどのような経験的概
念によって構成されているかに対応して、個々具体的な場面で異なる。カントの関心は、こうい
った個別的な要求の分析にはなく、すべての場合に共通する一般的な形式、すなわち、どのよう
な場面においても判断をなしているかぎりで主体に要求される普遍的かつ一般的な条件にある。
そのような条件こそ、「経験の可能性の条件」そして「経験の対象の可能性の条件」と呼ばれるにふ
さわしい。
では、どのような場面においても判断をなしているかぎりで主体に要求される普遍的かつ一般
的な条件とはなにか。カントが強調するものは言うまでもなく直観形式でありカテゴリーであり、
また、その両契機の協働である。とくに「超越論的分析論」で強調されるのはカテゴリーの役割で
ある。
一つの判断におけるさまざまな諸表象に統一を与えるものと同じ機能が、一つの直観におけ
るさまざまな諸表象のたんなる綜合にもまた統一を与えるのであるが、この機能は、一般的
に表現されるならば、純粋悟性概念と呼ばれる。（A79/B104f.）
判断において諸表象が統一されるとは、判断が一つの確定した対象をもつということである。ま
さにその対象を主体が識別しうるためには、判断にそくしたかたちで直観において諸表象が統一
される必要がある。そして、そのために主体にとって必要不可欠な概念的資源が純粋悟性概念す
なわちカテゴリーなのである。
つづいて、第二版「超越論的演繹」§19「すべての判断の論理的形式は判断のうちに含まれてい
る諸概念の統覚の客観的統一にある」を例にとり、これまでの議論をより具体的に展開していき
たい。

である他者の識別能力に寄生することで自然種名を使用するような場合は考慮から外した。
17 この議論はEvans(1982)の「ラッセルの原理」を一部参考にしている。ただし、ラッセルの原理は基本的に
個別的対象について思想を抱くことにかんして導入されている。
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しかし、私が、各々の判断における与えられた諸認識の連関をより精密に探究し、その関係
を、悟性に属するものとして、再生産的構想力の諸法則にしたがう関係（これは主観的妥当
性しかもたない）から区別するときには、私は、判断は、与えられた諸認識を統覚の客観的
統一へともたらす様式に他ならないということを見いだす。（B141）
「カモノハシは卵生である」という判断はカモノハシの識別能力を、
「カンガルーは胎生である」と
いう判断はカンガルーの識別能力を主体に要求する。どちらの判断にも共通するのは、判断の真
偽がそれに基づくところの客観的対象の識別を要求していることである。客観的統一とは、あら
ゆる客観的対象の識別に共通しその前提となっているような認知的状態のことと解しうる。つま
るところこれは、客観性を志向している状態ということである。そのような認知的状態は、任意
の経験判断について成立していなければならないだろう。
判断における連結語「ある」は、与えられた諸表象の客観的統一を主観的統一から区別するこ
とを目指す。なぜならば、連結語は、諸表象の根源的統覚への関係、そして、それらの諸表
象の必然的統一を表示するものであるからであり、それは、たとえ判断そのものが、たとえ
ば物体は重さをもつというように、経験的であり、したがって偶然的であったとしてもそう
である。（B141f.）
ここでカントが二種類の統一を区別している点に注目しよう。客観性を志向しているさいの主体
の認知的状態は、そうでない場合の認知的状態と区別されねばならない。これまでの議論にそく
して言いかえれば、適切に判断をなしえている主体と、そうでない主体とを、その認知的状態を
18

参照することで区別することができなければならない 。
このことをつうじてのみ、この関係から一つの判断が生じるのであるが、判断とはすなわち、
客観的に妥当するような関係であり、そして、そこにおいてはたんに主観的にしか妥当しな
いような、たとえば連想の諸法則にしたがった、まさに同一の諸表象の関係から十分に区別
されるような関係なのである。連想の諸法則にしたがっては、私はただ、私がある物体をも
つときには、私は重さの圧迫を感じる、と言いうるだけであって、それ、すなわち、その物
体は重いものである、とは言いえない。その物体は重いものである、と言うことは、これら
両方の表象が、客観において、すなわち、主観の状態の区別なしに結合しており、そして、
たんに知覚において（たとえ知覚がどれほど頻繁に繰りかえされようとも）一緒になっている
のではない、と言うのと同じことである。（B142）
§19におけるカントの議論は、客観性を志向する場合と、客観性へのコミットメントから撤退し
ている場合との対比に基づいて進められている。しかし、この議論の主要な論点は、本論文が論

18 こ の 意 味 で、 本 論 文 の 描 く カ ン ト は 指 示 に か ん す る 内 在 主 義 者 で あ る。 カ ン ト の 認 識 論 が、
Putnam(1975)の双子地球の思考実験など、内在主義では処理が難しいとされる諸問題にどのように対応
しうるのかについてはさらなる検討が必要となろう。
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じてきた、客観性を志向して成功する場合と、客観性を志向しつつも失敗する場合との対比にも
当てはまる。どちらの対比においても、前者においては客観的統一という作用が適切に働いてい
るが、後者においてはそうではないのである。
さて、このような認識論において、「表象」概念の役割は以下のようなものとなる。本節冒頭で
確認したように、「超越論的演繹」はカテゴリーの必要性を示す議論である。しかし、カテゴリー
がその役割を果たすためには、主体が感性的直観表象をもつことが不可欠である。主体が判断の
対象を適切に識別しうるかどうかは、その主体のうちに適切な志向的な心的状態を想定しうるか
どうかに依存する。この「適切な志向的な心的状態」を、カントは、カテゴリーによって適切なし
かたで総合的統一された感性的直観表象を所持することとして説明しようとしている。感性的直
観表象なしにはカテゴリーも機能のしようがないのである。
「表象」は、主体と対象のあいだの認識論的な関係を説明するための概念装置である。そして、
この意味での表象は、それ「について」認識が成立するものではなく、それ「によって」認識が成立
するものである。つまり、表象は認識の対象ではない。
先に、冨田の「表象」の諸特徴として以下のようなものを挙げた。表象は心的状態である。表象
は直接的認識の対象である。日常的対象それ自体が表象である。日常的対象の認識については表
象という道具立ては不要である。しかし、本節の「表象」はこの多くを共有しない。たしかに表象
は心的状態である。しかし、表象は直接的認識の対象ではない。表象（感性的直観表象）は、対象
を直接的に認識しているさいの主体の心的状態であり、主体は表象を認識しているわけではな
19

い 。同じ理由で、日常的対象が表象であることもない。また、表象は、およそ妥当な判断一般
の説明に必要な道具立てであるのだから、日常的対象の認識を説明するさいにも必要とされる。
このように、『純粋理性批判』の議論には、自然主義的観念説とは別の論理にもとづく「表象」概念
が、必須の概念装置として組みこまれている。
ここで、「物自体」と「現象」の区別との関係にほぼ同義と思われる「ヌーメノン」と「フェノメン」
の区別にそくして再び触れておきたい。注目すべきは、主体が要求される感性的直観表象を原理
的に所持しえない場合になされた判断の位置づけである。「超越論的分析論」末尾の「無の表」によ
れば、そのような判断は、「思考物 ens rationis」と呼ばれる種類の無を対象としていると見なさ
20

れる 。
1

全、多、一という概念には、すべてを廃棄する概念、つまり、皆無が対置されるのであ

り、それだから、示すべき直観がまったく対応しないような概念の対象は、＝無である、つ
まり、対象を欠いた概念である。それはたとえばヌーメノンであり、これは可能なもののう
ちに数えられはしないが、また、そのことゆえに不可能なものとされてもならないのである
（思考物 ens rationis）。あるいは、それはたとえばある種の新しい根本力であり、これは、
なるほど矛盾なしに考えられてはいるが、しかしまた経験からの実例なしで考えられており、
かくして可能なもののうちに数えられてはならないものである。（A290f./B347）
19 例外は、自己の心的状態にかんする自己認識がなされる場面であるが、議論の混乱を避けるため、本論文
では対象認識のみを扱う。
20 「無の表」
については滝沢
（2016）
で詳しく扱った。ただし、そこではこの論点にかんして識別能力ではなく
個体同定の能力を強調する解釈を提示した。
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主体が感性的直観表象を欠いているということは、対象への直接的な認知的アクセスの不可能性
を意味する。この場合、当然、主体がその対象についての識別能力をもつ余地もない。そのさい
には、問題の判断の対象ははじめから無であったとされるのである。
ここでヌーメノンが思考物の一例として挙げられていることに注目したい。感性的直観表象を
所持することが主体にとって可能である対象、つまり、識別が原理的に不可能ではない対象は、
フェノメノンとされる。それにたいして、ヌーメノンは、感性的直観表象を所持することが主体
にとって不可能であり、つまりは、識別が原理的に不可能なものである。そして、ヌーメノンは
無である、つまり、そのようなものを対象にとる判断の試みは最初から失敗しているのである。
こういった「ヌーメノン」と「フェノメン」の特徴づけの方式は、第２節で確認した、「物自体」と
「現象」を論弁的認識の説明という観点から特徴づける方式と親和的である。言うまでもなく、こ
こでも議論は自然主義的観念説を前提せずに進んでいる。

おわりに
本論文は、冨田のカント批判に応答するため、ロック哲学との差異が際立つようなカント像を
描くことを試みた。その基本的な戦略は、冨田の想定するカント像とは相性が悪く、統一的な解
釈を困難にするような主張を『純粋理性批判』から引きだしてみせるというものであった。しかし、
このような不整合性の指摘が、冨田のカント批判にとって不都合なものにならない可能性もある。
というのも、冨田はまさにこの不整合性の存在自体を、カント哲学に内在する歪みの表れと見な
すかもしれないからである。自然主義的観念説を前提しないカントの理解がありうるのか、ある
とすればそれはどのようなものかは、本論文が取りおとした諸論点―たとえば触発の本性や自
然科学的知識の位置づけなど―を踏まえたうえで、さらなる考察を要求する問いなのである。
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