
はじめに
無、非存在、あるいは「なにもないこと」をいかに理解するかという問
題は、多くの哲学者たちの関心を惹いてきた。イマヌエル・カントもまた、
きわめて圧縮されたかたちではあるが、自らの体系における無の位置づけ
について論じている。『純粋理性批判』「超越論的論理学」「超越論的分析論」
の末尾に置かれた数ページほどの議論がそれである。そこでカントは、無
を「カテゴリーの順序と指示にしたがって」（A290/B376）四種類に区別し、
それぞれの無について具体例を示しつつ説明を与えている。（1）このテキ
ストを、慣例にしたがい、「無の表」と呼ぶこととしたい。
さて、無という魅力ある主題を扱っているにもかかわらず、「無の表」
はこれまで積極的に評価されてはこなかった。それは、ここでのカントの
説明の多くが不十分であり、また、問題含みのものだからである。「無の表」
はそもそも短く、情報量に乏しい。さらに、そこでのカントの議論や実例
はさまざまな点で不適切であるように思われるのである。（2）かくして、
わずかな例外をのぞいて、「無の表」は無視されるか、言及されたとして
も否定的にしか扱われてこなかった。（3）しかし、本論文は、このような
一般的な理解に抗して、「無の表」を積極的に評価するものである。
本論文の基本的な立場は以下のようなものである。「無の表」の議論は、
その記述こそたしかに誤解を招きやすいものではあるが、カントの認識理
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論にかんする適切な理解にもとづくならば、哲学的に有意義な示唆を与え
てくれる。「無の表」は、経験判断の不成立という逸脱事例から、四綱目
のカテゴリーの機能を具体的に把握することを可能にするのである。
本論に先立って、本論文の構成を確認しておく。本論部分は五つの節か
ら構成される。第一節では、カントの認識理論の基本構成が確認されたの
ち、「無の表」にかんする本論文の解釈の方向性が提示される。第二節か
ら第五節までの四つの節では「無の表」に登場する四種類の無がそれぞれ
検討され、第一節で提示された方向性が妥当なものであることが明らかに
される。

１　カント認識理論の基本構成と無
（１）「無の表」における四つの無
「無の表」において、カントは無を四種類に区別したうえで、それぞれ
の内実について簡潔な表現を与えている。（A292/B348）それが以下のも
のである。

１）思考物ens rationis（対象なしの空虚な概念）
２）欠如無nihil privativum（概念の空虚な対象）
３）空想物ens imaginarium（対象なしの空虚な直観）
４）否定的無nihil negativum（概念なしの空虚な対象）

「無の表」で論じられるのは、これら四つの無である。まず問うべきは、
これらの無はどのような意図のもとにおいて集められたのか、ということ
である。『純粋理性批判』には、「無」というくくりのもとで論じてもおか
しくないであろう要素を、これらの四つにとどまらず、いくつも見出すこ
とができる。なぜ「超越論的分析論」の末尾というこの場所において、な
ぜ上記の四つの無だけが選ばれて論じられねばならないのか。
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議論に先だって、簡単な確認をしておきたい。「無の表」で論じられて
いるのは、判断における否定詞の機能ではない。「でない」という否定詞
を用いたさまざまな判断がある。「このポストは青くない」「日本には大統
領はいない」「私の人生に希望はない」等々。しかし、否定詞「でない」
に類する語の機能にかんしては、「無の表」に先立ち、判断表を手がかり
にした分析がなされている。（A70ff ./B95ff .）その分析は、判断の質におけ
る否定性や制限性、あるいは判断の様相における非存在といった複数の道
具立てにもとづくものであり、それ自体として興味深いものではある。し
かし、「無の表」が「無」として論じようとしているのは、これから示す
ように、異なる問題である。
では、あらためて、四つの無とはなにか、なぜその四つなのか。まずは、
カントの認識理論の基本構成を確認するところから出発したい。

（２）判断と判断の対象
カントによれば、認識は判断において成立する。たとえば、「超越論的
弁証論」の冒頭部分では、「現象」概念と「仮象」概念との区別を説明し
つつ、以下のような説明がなされている。

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、対象が考えられるかぎりで、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）
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認識は、真であったり偽であったりするものである。そうであるならば、
認識には、判断という契機が含まれていなければならない。真偽を問いう
るのは判断についてだけだからである。この意味で、カントにおける判断
することを、主張することと言いかえることもできよう。判断することも
主張することも、真であったり偽であったりする言語行為であるからであ
る。（4）

さて、判断の真偽の基準として導入されるのが、「対象」という概念で
ある。この点については、「超越論的論理学」の序論における以下の一節
を参照すべきであろう。

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〔……〕。（A58/
B82）

すなわち、対象とは、第一義的には認識においてなされた判断を真にす
るような事態を指し、そこから転じて、その事態を構成するような存在者
を指すと思われる。ここでは、後者の理解にしたがって議論を進めよう。（5） 
ある判断の真偽は、その判断の対象を参照することによって決定される。

「東京タワーの高さは333メートルである」という判断の真偽は、東京タワー
のありようによって決定される。この意味で、「東京タワーの高さは333メー
トルである」という判断の対象は東京タワーである。「『純粋理性批判』の
著者はビールを好む」という判断の真偽は、『純粋理性批判』の著者、す
なわちカントのありようによって決定される。この意味で、「『純粋理性批
判』の著者はビールを好む」という判断の対象はカントということになる。
ここで一点、言わずもがなの注意をしておけば、偽なる判断も対象をもつ。
先の引用にあるように、偽なる判断は、対象のありようと合致していない
のであり、合致していないと言えるためには対象をもたねばならない。対

（40）89



象をもつということは、真であったり偽であったりしうる、ということで
ある。また、対象を欠くということは、真であったり偽であったりしえな
い、ということであり、偽であることではない。（6） 
さて、引用中で述べているとおり、これはあくまでも名目的説明
Namenerklärungである。しかし、名目的であることは、この説明が後に
否定されることを意味しはしない。カントの認識理論においては、あくま
で真理の定義は対応説にそくして与えられるのであり、この定義は、名目
的という留保つきではあるが、『純粋理性批判』をつうじて貫徹されるの
である。ただし、人間的認識主体にとっての真偽の実質的な基準は、つづ
く「超越論演繹」などで展開される、カテゴリーの適用にもとづく認識の
成立過程の分析をまってはじめて示されることになる。

（２）判断の対象とカテゴリーの機能
カントの認識理論において、対象とは判断の対象である。しかし、これ
は名目的説明にすぎないとも言われていた。ここで導入すべきは、超越論
的哲学固有の視点である。そのような判断の対象が、人間的な主体のなす
認識実践、それも経験判断をなすことを目指すような認識実践においてい
かにして与えられるのか、この条件を明らかにしなければならない。その
条件を表現しているものこそ、カテゴリーに他ならない。（7）

これはすなわち、問題となっている判断の範囲に限定がくわえられるこ
とでもある。超越論的哲学が関心を寄せるのは、人間的認識主体のなす綜
合判断、とりわけ、経験的認識における経験判断についてである。これは
すなわち、ここで問題となる対象のほうも、経験判断の対象に限定される、
ということを意味しよう。「超越論的分析論」が分析しようと試みている
のは、人間的な認識主体が諸現象について経験をつうじて知識を獲得する
過程であるのだから、判断や対象といった契機にかんしても、この認識過
程における役割にそくした説明がなされねばならないのである。
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さて、「形而上学的演繹」においてカテゴリーが発見されるさいの説明は、
以下のようなものである。

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.）

ある判断が妥当な経験判断として成立するためには、その判断に対応し
たかたちで諸々の直観表象が綜合的に統一されていなければならない。こ
の綜合的統一の機能を表現したものが純粋悟性概念すなわちカテゴリーと
されている。つまり、カテゴリーとは、判断が対象をもつための条件を表
現したものなのである。
同様の発想は、「諸原則の体系」第二節「すべての総合判断の最高原則

について」からも読みとりうる。

かくして、あらゆる綜合判断の最高原理は以下のものである、すなわ
ち、各々の対象は、可能的経験における直観の多様の綜合的統一とい
う必然的な諸条件のもとに服する。（A158/B197）

綜合判断が適切に成立する、ということは、カテゴリーが妥当なしかた
で適用されるということであり、これはすなわち、判断の対象が、「可能
的経験における直観の多様の綜合的統一」にもとづいているということな
のである。
この議論は、先に検討した名目的説明に実質を与えたものとして解釈し
うる。名目的説明は、たんに判断は対象をもつべし、と述べるのみであっ
た。ここでは、経験判断が対象をもつためには、その判断はカテゴリーの
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もとに服さねばならない、という一歩進んだ主張がなされている。そして、
それはすなわち、直観によって与えられる多様な表象について、「綜合的
統一」と呼ばれるような一定の操作がなされうるのでなければならない、
ということである。

（３）学校形而上学の対象理論との対比
ここで「無の表」に立ちもどることとしたい。判断や対象をめぐるここ
までの考察は、「超越論的分析論」の末尾に位置する「無の表」にも当て
はまるはずである。すなわち、ここでも経験判断をなすことを目指すよう
な認識実践が問題となっており、対象とは経験判断の対象のことである。
このことを踏まえたうえで、「無の表」の導入部分を参照してみよう。

そこから超越論的哲学を始めるのが常であるような最高概念は、通例、
可能なものと不可能なものの区分である。しかし、あらゆる区分は、
区分される概念を前提とするのだから、なおより高次の概念が示され
ねばならないのであり、この概念は、対象一般という概念（蓋然的な
ものとされ、なにかあるものなのか無なのかは未決）である。カテゴ
リーは、諸対象一般に関係するような唯一の概念であるのだから、そ
れがなにかあるものなのか無なのかという対象の区別は、カテゴリー
の順序と指示にのっとり進行するであろう。（A290/B346）

ここでカントは、先行する哲学説との対比のもとで自らの無の位置づけ
を特徴づけようと試みている。なにかあるものEtwasと無Nichtsをどのよ
うに理解するか、という「無の表」の問題意識は、カントがヴォルフやバ
ウムガルテンなどといった学校形而上学者と共有するものではある。しか
し、カントによれば、その議論の実質はまったく異なる。
たとえば、バウムガルテンは、その『形而上学』の第一部第一章第一節
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「可能的なものについて」において、可能なものをなにかあるものとして、
不可能なものを無として位置づけるところから自らの体系を出発させてい
る（8）しかし、カントはこの構図を採用しない。カントによれば、対象一
般の概念が、なにかあるものと無の上位概念として先行すべきなのである。
ただし、学校形而上学とカントとの差異は、たんに議論におけるプリミ
ティヴな概念の選択にかかわるだけのものではない。バウムガルテンにお
いては、なにかあるものと無の対立関係は、矛盾律にもとづくものとして
理解されるであろう。しかし、カントにとってはそうではない。さらに、
対象一般が無の上位概念である、というカントの言葉は、バウムガルテン
主義者にたいしては、あたかも対象一般という類になんらかの種差を付け
くわえることで無が定義されると主張しているかのような印象を与えるだ
ろう。しかし、この点にかんしても、カントの議論はそのようなものでは
ない。
学校形而上学とカントの差異は、さらに根本的なところにある。実際の
ところ、カントは対比そのものが失効するほどに異なる主張を無にかんし
て展開していると思われる。

（４）判断における無とはなにか
では、カントはなにを考えているのか。各々の経験判断にたいしてそれ
ぞれ対象が割りあてられる。その対象が判断の述べているとおりであると
きには、その判断は真となり、その対象が判断の述べているとおりでない
ときには、その判断が偽となる。このような対象の機能を指して、カント
は「対象一般」という概念を導入している。
さて、「対象一般がなにかあるものである」という表現で示される事態は、

経験判断におけるこのような対象の機能が問題なく成立していることとし
て解しうる。そうであるならば、「対象が無である」という表現は、この
ような経験判断の成立条件からの逸脱を示すために導入されたものである
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と考えるべきであろう。すなわち、判断において、対象（にあたるもの）
の機能が、なんらかのかたちで典型的な経験判断におけるそれから逸脱し
ている場合に「当該の判断における対象は無である」と言われるのである。
では、その逸脱とはどのようなものなのか。カントは、逸脱のしかたは四
種類に分類しうる、と考えている。それゆえ、「無の表」における無は四
種類なのである。
この四という数はカテゴリーの四綱目に対応している。「無の表」導入

部分の最後の一文を再度引用しておこう。

カテゴリーは、諸対象一般に関係するような唯一の概念であるのだか
ら、それがなにかあるものなのか無なのかという対象の区別は、カテ
ゴリーの順序と指示にのっとり進行するであろう。（A290/B346）

経験判断の綜合的統一の機能を表現するとされるカテゴリーは、量、質、
関係、様相の四綱目に区別される。ここから、どれかのカテゴリーの適用
にさいして条件違反があったさいには、経験判断の対象にかんしても異常
事態が生じるということが示唆される。無が四種類に分類されるのは、四
つのカテゴリーのどれにかんして適用の条件違反が生じるかに応じて、対
象にかんする異常事態の種類も変わるからなのである。
以下では、この解釈がどこまで維持できるものなのかを、四つの無それ
ぞれにかんするカントのテキストを辿りつつ検討することとしたい。

２　「思考物」について
（１）思考物についてのカントの説明
最初にカントが論じる無は、思考物である。これについて、カントは以
下のような説明を与えている。
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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）

ここで、カントは思考物の例としてヌーメノンを挙げたあと、「あるい
はoder」と続けて、「ある種の新しい根本力」を挙げている。ここで問題
となるのは、この根本力がヌーメノンなのかフェノメノンなのか、という
ことである。『純粋理性批判』全体を見渡すならば、「ens rationis」とい
う語は基本的に「ヌーメノン」と等値しうるように使われている。このよ
うな考慮から、ここでの「思考物」をヌーメノンに限定する解釈者もいる。（9）

しかし、本論文は、カントの認識理論を適切に踏まえるならば、少なくと
も「無の表」の文脈では、「思考物」というくくりのうちにフェノメノン
とヌーメノンの両方が含まれうるということを示したい。このとき重要に
なるのは、思考物の決定的な徴表として、直観の欠如ではなく、数える操
作ができないことに注目することである。

（２）ヌーメノンにおける思考物
思考物は「対象なしの空虚な概念」とされている。では、この場合にお
ける対象のなさは、具体的にどのような事態を意味しているのか。結論か
ら述べよう。とにもかくにも経験判断をなすことが試みられ、判断の対象
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がある意味で規定されていたとしよう。しかし、その対象を個別的なもの
として区別し数えるような手つづきが欠けている場合には、当該判断の対
象は思考物としての無であるとされ、経験判断をなす試みは失敗したとさ
れるのである。
まず、ヌーメノンを対象とする判断を考えよう。霊魂がヌーメノンであ
るとして、ある形而上学者が、「霊魂は不滅である」と主張した。この判
断の対象は、霊魂であろう。「霊魂は不滅である」という判断の真偽は、
霊魂のありようによって決定されるからである。霊魂が実際に不滅であれ
ばこの判断は真であるし、実際に不滅ではないのであればこの判断は偽と
なる。ここまではよい。しかし、この判断は直観を欠いている。人間的な
認識主体にとって、霊魂は、思考の対象たりうるが、直観の対象たりえな
い。このとき、問題の判断は、経験判断としては失敗していることになる。
では、この失敗とはどのようなものか。カントが先の引用で、全、多、
一という概念に皆無が対立する、と述べていたことを思いおこそう。全、多、
一は、量のカテゴリーを構成する三項に他ならない。すなわち、ここでは、
判断の対象について量のカテゴリーが適用しえないこと、換言すれば、判
断の対象を数的に同定したり区別したり、あるいは取りまとめてそれがい
くつあるのかを数えたりする操作ができないことが問題視されている。（10） 
なるほど、霊魂はヌーメノンであるから、思考の対象でしかありえない。
すなわち、人間的な認識主体は、霊魂一般について語ることはできても、
個々別々の霊魂について語ることはできない。このとき、個々の霊魂を数
的に同定したり区別したり数えたり、といった操作もまた、不可能である。
人間的な認識主体は、感性的直観を媒介にすることなしには、ものごとを
個別的なものとして同定しえない。数える操作が可能であるのは、感性的
直観の対象であるフェノメノンにたいしてのみなのである。（11）

では、なぜ数える操作が重要なのか。そもそも、経験判断は対象をもた
ねばならず、そして、対象とは、その判断の真偽を確証するために参照す
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べきものであった。さて、量のカテゴリーにもとづく諸々の操作は、なん
らかの確証の過程が成立するために、最低限、認識主体が行うことができ
なければならない手続きである。数えるという操作は、個別的な対象にか
かわるものとしては、きわめて基本的なものであり、それが可能でなけれ
ば、たとえば観察も実験も成分分析もなにひとつ可能ではない。数えられ
ないことは、判断の根拠を獲得する営みが不可能であることの徴表として
機能しているのである。（12）

そして、霊魂にかんしては、こういった操作の可能性が原理的に封じら
れている。ヌーメノンは、直観を欠くがゆえに数えられず、数えられない
がゆえに確証になじまない。かくして、ヌーメノンについて経験判断をな
そうとする試みは、原理的に根拠を欠くことになるがゆえに、失敗を宣告
される。このとき、判断の対象は思考物と呼ばれ、無とされるのである。

（３）新しい根本力はフェノメノンでありうるか
カントはヌーメノンと並置するかたちで「ある種の新しい根本力」を例
として挙げている。これがヌーメノンなのかフェノメノンなのか、確定的
な解釈を与えるのは難しい。たとえば、この根本力を統制的理念の一例と
して解するのであれば、ヌーメノンと同じ扱いをすべきことになろう。（13） 
しかし、別の読みかたもありうる。
先の引用において、カントがある種の新しい根本力にたいして「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」いると述べていることに注目しよう。（14）この実例の欠如
という論点を、原理的なものではなく事実上のものとして解することがで
きる。新しい根本力がフェノメノンに属するものだとしよう。ここで、新
しい根本力についてなんらかの主張がなされているが、その判断主体がそ
の時点で自らの判断を裏づける根拠をなにももっていないとしたら、つま
り、この判断がただの放言としてなされたとしたらどうか。このとき、新
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しい根本力には、原理的に直観が欠けているというよりは、その判断の時
点において事実的に直観が欠けていることになろう。新しい根本力を引き
あいに出すことで、カントがこのような状況に注意を向けようとしていた、
と考えることもできる。
本論文は、新しい根本力がヌーメノンとフェノメノンのどちらに属する
のか、という問題にはこれ以上立ちいらない。以下では、ヌーメノンにつ
いて先に展開した議論が、ほぼ同様のかたちでフェノメノンについても成
立しうる、ということを事象にそくして示すこととしたい。

（４）フェノメノンにおける思考物
経験判断をなすさいには、なんらかの根拠をもち、それに基づかねばな
らない。なぜその判断をなしたのか、と訊ねられたときに、なんらかの理
由を述べることができなければならないのである。ここで問うべきは、そ
のような根拠をもつための最低限の条件である。ヌーメノンが問題となっ
ていたさいに示されたように、その条件が、判断の対象を数えられること
である。
生物学者が「ある種の亀は火を吹く」と主張したとする。この判断は、
亀にたいして、火炎放射というこれまで認められていなかった新しい能力
を帰属させている。このとき、この判断の対象は亀である。珍種の亀をい
ろいろと調べてみて、実際にそれらが火を吹けばこの判断は真となり、吹
かなければこの判断は疑わしいものとなるからである。この場合、徹頭徹
尾フェノメノンが問題になっていることは言うまでもない。亀という実体
も火炎放射という出来事もフェノメノンに属するだろう。
さて、この主張を経験判断としてなすためには、生物学者は、主張をな
す時点で、なんらかの根拠をもっていなければならないのであった。では、
その根拠とはどのようなものでなければならないのか。
まず、亀をこれまでに一切知覚したことのない主体は、このような経験
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判断をなす資格をもたない。（15）亀にかんして概念分析でわかること以上
のなにかを主張するためには、感性的直観をつうじて亀にかんする情報を
なにかしら入手している必要があるだろう。
ついで問うべきは、亀を知覚したことがあればそれでよいのか、という
ことである。そうはならない。亀について経験判断をなすためには、最低
限、そのさいに亀を数えることができたのでなければならない。
その主体に能力が不足していたり、知覚したさいの状況が異常だったり
した場合には、どの亀も同じに見えてしまったり、各々の亀の時空的な位
置を上手く追跡できなかったりすることがあろう。そして、以前に調べた
亀と今調べた亀が同一個体なのか別個体なのか混乱してしまうようなこと
もあろう。このとき、亀をきちんと数えることはできない。言いかえれば、
亀の直観は与えられていたが、亀を数えられるほどに明晰かつ判明ではな
かった、ということになる。
そして、このとき、その主体には、亀についての経験判断をなす資格は
認められないであろう。理由は、先に述べたとおりである。亀を数えられ
ることは、亀についての経験判断にかんする根拠をもつための最低限の条
件である。数えるというきわめて基本的な操作が可能でなかったのであれ
ば、亀にかんする観察も実験も成分分析もなにひとつ適切になされていな
かったはずである。これは、経験判断をなすに足る根拠がそこになかった
ことを意味しよう。このように、たんに対象の直観をもつだけではなく、
対象に量のカテゴリーを適切に適用できたのでなければ、経験判断の試み
は信頼の置けない放言とみなされて失敗とされる。そして、このさいに、
その判断の対象は、ヌーメノンと同じく思考物という無とされる。すなわ
ち、亀もまた文脈によっては思考物たりうるのである。
二点、補足をしておこう。
一点め。もちろん、経験判断をなすさいに、実際に亀を数えていること
までは必要はない。ここで要求されているのは、数えようとすれば数えら
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れた、ということである。数えられれば数えられたほど明晰かつ判明な直
観をもっていること、つまり、量のカテゴリーの適用可能性が確保されて
いることが要点となる。
二点め。失敗とされた経験判断が真となることもありうる。放言がなさ
れたあとで、偶然火を吹く亀が発見された場合である。しかし、このとき、
問題の判断は、真とされはしても、思いつきが偶然当たっただけであると
見なされよう。まぐれ当たりで真になったとしても、経験判断が適切にな
されて成功したことにはならない。やはり放言は放言でしかないのである。
このように「思考物」というくくりのうちには、フェノメノンとヌーメ
ノンの両方が含まれうる。思考物で問題になっているのは、経験判断が試
みられていながら、その判断の対象に量のカテゴリーを適切に適用しえな
い場合、つまり、その対象を数えられない場合である。このとき、なぜ対
象を数えられないのか、ということの理由が、ヌーメノンの場合のように
原理的なものであるのか、フェノメノンの場合のように当該の判断がなさ
れたさいの事情に依存したものであるのかは問われていないのである。

３　「欠如無」について
（１）欠如無についてのカントの説明
「無の表」における欠如無にかんするカントの説明はきわめて短いもの
である。そのため、解釈にさいしては『純粋理性批判』の別の箇所で展開
されている議論を参照する必要がある。（16）そのうえで、本論文は、すで
に確認した『純粋理性批判』の判断を核とした認識理論にそくして、欠如
無の哲学的含意を探ることを試みる。
欠如無について、カントは以下のように述べている。

２　実在性はなにかあるものであり、否定性は無であり、したがって、
対象の欠如についての概念であり、たとえば影や寒さである（欠如無
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nihil privativum）。（A291/B347）

影や寒さといったものごとは、いかなる意味で無とされているのか。本
論文の基本的な立場からすると、欠如無もまた、判断の対象にそくして理
解されねばならない。しかし、この一文は簡潔にすぎる。そこで、「無の表」
の検討に入るに先立って「超越論的弁証論」「純粋理性の理想」「超越論的
理想（超越論的原型）」を参照してみたい。

（２）超越論的な観点からみた実在性と否定性
「超越論的理想（超越論的原型）」において、カントは、汎通的規定の原
理を再解釈し、理念として自らの認識理論のうちに位置づけようと試みて
いる。そのさい、カントは肯定的な述語と否定的な述語の関係について以
下のように主張する。

我々があらゆる可能的な諸述語を、たんに論理的にではなく超越論的
に、すなわち、その述語にそくしてアプリオリに考えられうるその内
容にしたがって考慮するならば、我々は、その述語のうちのあるもの
をつうじては存在が、他のものをつうじてはたんなる非存在が表象さ
れているということに気づく。（A573/B602）

ここでカントは、論理的な肯定と否定の関係を、超越論的な肯定と否定
の関係から区別しようと試みている。言語表現のうえでは、否定詞「でな
い」や「非」という接頭辞を含む述語は否定的なものとされ、そうでない
述語は肯定的なものとされるだろう。しかし、カントは、これとは別に、
超越論的な意味での肯定や否定を論じる余地がある、とする。超越論的な
肯定否定は、たんに言語表現の形式にそくしてではなく、述語による概念
規定の内容にそくして語られるのである。
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それにたいして、超越論的否定は非存在それ自体を意味しており、そ
の非存在には超越論的肯定が対置されるのであるが、超越論的肯定は
なにかあるものであって、その概念はそれ自体ですでに存在を表現し
ており、したがって実在性（事象性）と名づけられうるのである。な
ぜならば、超越論的肯定をつうじてのみ、そして、超越論的肯定が到
達しうるかぎりで、対象はなにかあるもの（物）なのであり、これに
たいして、対立するところの否定はたんなる欠如を意味し、これのみ
が考えられるときには、あらゆる物の廃棄が表象されているのである。
（A574f./B602f.）

超越論的に肯定的な述語は、なにかあるもの、すなわち実在性にたいし
て適用される。その一方で、超越論的に否定的な述語は、実在性の欠如を
意味するとされる。つまり、超越論的に否定的な述語は固有の適用先をも
たない。そこにはただ、超越論的に肯定的な述語がその適用先を欠いてい
るという事態があるのみである。
このカントの洞察を「無の表」に登場する影と寒さに当てはめてみよう。
議論に先立って一点注意を喚起しておけば、ここでの影や寒さは、主観的
な感覚としてではなく、現象的実体のもつ客観的な性質規定として徹頭徹
尾捉えられねばならない。質のカテゴリーはまさにカテゴリーとして、現
象世界の客観的なありようを認識する営みに寄与するものであり、欠如無
はその営みのうちで登場するものだからである。

（３）欠如無としての影と寒さ
本論文は、「無の表」を、経験判断の成立にさいしての逸脱を分類する
ものとして解釈する。そして、その逸脱は、カテゴリーの適用における条
件違反から生じたものであった。ここでも、経験判断がなされる場面から
出発し、カテゴリーの機能のありようを検討すべきであろう。ところで、
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欠如無について述べた先の引用は「否定性は対象の欠如についての概念」
であると述べていた。これはすなわち、「影」は光が欠けていること、「寒
さ」は熱が欠けていることを示す概念である、ということであろう。（17）

ここから、以下のように論じることができる。
「時計台の北側の壁面は影になっている」という判断がなされたとしよ
う。この判断の対象はなにか。ひとまずは、時計台の北側の壁面である、
と言えよう。「時計台の北側の壁面は影になっている」という判断の真偽は、
まさに時計台の北側の壁面のありようによって決定されるからである。こ
の理解は一般的には正しいものである。しかし、欠如無を論じるこの文脈
においてはあまり適切ではない。
「無の表」の四つの無がカテゴリーの四綱目に対応していたことを思い
おこそう。そのさい、欠如無は質のカテゴリーに関係づけられていた。そ
うであるならば、ここでの判断はとくに現象的実体のもつ性質すなわち実
在性を問題にしたものと解すべきである。このとき、先の判断はあらため
て次のように分析されうる。
この場合の「時計台の北側の壁面は影になっている」という判断が、時
計台の北側の壁面にかんして、その明るさの度合いを問題にしたものだと
しよう。「対象」概念を拡張することが許されるならば、判断の対象は、
時計台の北側の壁面というよりは、時計台の北側の壁面の明るさである、
としてもよいかもしれない。当該判断の真偽は、まさに時計台の北側の壁
面の明るさのありようによって決定されるからである。
このとき、「影になっている」という述語が、先ほどの超越論的に否定
的な述語になっていることがわかる。「明るい」という述語は超越論的に
肯定的な述語である。明るさは性質の一種であり、現象的実体のもつ実在
性である。（18）そして、「原則の体系」「知覚の予料」が教えるように、明
るさの度合いは、内包量として数学的に表現されうる。では、「影になっ
ている」はどうか。影になっているという性質が、明るさと区別されて別
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にあるわけではない。「影になっている」とは、明るさが欠如していると
いうことを意味しているのであり、それ以上でも以下でもない。明るさを
調べようとしたが、そもそも明るさが発見できなかったときに、「影になっ
ている」という述語が使われるのである。
寒さについても同様の議論ができる。「温かい」は超越論的に肯定的な
述語である。現象的実体の実在性が、「かくかくの度合いの温かさ」とい
うかたちで表現されるからである。他方、「あのスープは冷たい」という
判断がなされたさいに、「冷たい」という述語は温度の欠如を意味している。
温かさを調べようとしたが、そもそも温かさが発見できなかったときに、
「冷たい」という述語が使われるのである。
整理しよう。「時計台の北側の壁面は影になっている」という判断や「あ
のスープは冷たい」は、言語表現からすると、ある現象的実体が影や寒さ
という実在性を備えている、と主張しているように思われる。しかし、超
越論的な観点からすると、これは誤りである。「影」は光が欠けていること、
「寒さ」は熱が欠けていることを示す概念であるから、この判断は実在性
の欠如を主張するものである。このことを指して、カントは影や寒さとい
う性質規定を欠如無と呼んでいると思われる。
ここで問題になるのは、影が光の欠如であり、寒さが熱の欠如である、
ということの意味である。二つの解釈を提示し検討してみたい。結論から
述べるならば、本論文は二番めの解釈を採用する。

（４）第一の解釈とその問題点
第一の解釈は、影とは一切の光が欠けた状態のみを指し、また、寒さと
は一切の熱が欠けた状態のみを指す、とするものである。この解釈は、先
の説明から自然に導かれるものである。しかし、ここには明らかな難点が
ある。まず、この解釈のもとでは、日常的に「影」や「寒さ」と呼ばれて
いるものは、ほぼすべて欠如無としての資格を失う。時計台の北側の壁面
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が影になるためには、その壁面はあらゆる光を完全に吸収してしまう新素
材でできていなければならない。あのスープが冷たくあるためには、スー
プの温度は絶対零度でなければならない。こうなるからである。しかし、
これは馬鹿げている。さらに、この解釈では、ゼロという度合いの実在性
をもつことと、否定性すなわち実在性の欠如が同一視されている。しかし、
ゼロ度の実在性のみをとりたてて「否定性」と名づけて区別する眼目がど
こにあるのか、はっきりとしない。この解釈はあまり魅力的なものではな
い。
ところで、第一の解釈にかんしては、以下のような別方向からの批判も
ありうる。カントは「知覚の予料」で以下のように述べている。

なぜならば、感性的直観における実在的なものの完全な欠如は、第一
に、そのものとして知覚されえないし、第二に、いかなる現象からも、
そして、その現象の実在性の度の区別からも推論されえない、あるい
は、この実在性の説明のためにけっして想定されてはならないからで
ある。（A172/B214）

この主張を額面どおりに受けとるならば、人間的認識主体は欠如無にか
んする経験判断を原理的になしえないことになりはしないか。この懸念を、
牧野英二は以下のように整理している。

否定性のカテゴリーは、それがカテゴリーたる限り、他のすべてのカ
テゴリーと同様に、直観に与えられた多様を綜合的に統一する機能を
所有しなければならない。ところが否定性のカテゴリーが、上述の如
く「欠如無」を、したがって感覚内容の空虚を意味するとすれば、こ
のカテゴリーは対応すべき感覚内容を欠き、それゆえ概念を適用すべ
き対象をもたず、かくして多様の綜合もまた、不可能になりはしない
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であろうか。（19）

「知覚の予料」は、現象的実体のもつ実在性の度合いと、それが引きお
こす認識主体の感覚の度合いとをいささか素朴にすぎるかたちで対応づけ
ている。（20）それゆえ、実在性の欠如は感覚的情報の欠如を意味し、感覚
的情報の欠如はそもそも認識実践の不成立を意味する、という結論が導か
れてしまうように思われる。このとき、人間的な認識実践においては、欠
如無にかんする判断はおろか、否定的な経験判断が一般的に不可能になっ
てしまうであろう。これは受けいれがたい結論である。

（５）第二の解釈の提示
ここで本論文は、第二の解釈を提示したい。この解釈は、影や寒さといっ
たことがらにかんする日常的な語りに沿うように、カントの議論のいくつ
かの部分を修正することを試みるものである。
「時計台の北側の壁面は影になっている」という判断に立ちもどろう。
問題の壁面が影になっているということを知るためには、その壁面のみを
いくら調べても不可能である。そこがどれほど暗かったとしても、もしも
周囲が同じ暗さであれば、あるいは、もしも周囲がもっと暗かったとすれ
ば、そこをとくに「影」と呼ぶことはないからである。「影」は、一定の
文脈のもとで、期待された明るさが欠如しているときに使用される概念な
のである。
寒さにかんしても似た事情を指摘しうる。あるスープが火傷しそうな温
度であったとしても、「あのスープは冷たい」という判断が適切になる場
合がありうる。（21）周囲の気温がそのスープ以上に高かったとき、あるいは、
その種のスープが通常はさらに高温で提供されるようなものであったとき
などである。「寒さ」もまた、一定の文脈のもとで、期待された熱が欠如
しているときに使用される概念なのである。
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そもそも、「否定性は対象の欠如についての概念」であるとされていた。
先に検討した第一の解釈は、これを以下のように理解した。すなわち、影
はあらゆる光が欠けていることであり、また、寒さはあらゆる熱が欠けて
いることである、と。今や、この理解のどこが間違っているのかは明白で
ある。たしかに否定性は対象の欠如を意味する。しかし、それはあらゆる
対象の欠如ではなく、文脈によって規定された特定の対象の欠如なのであ
る。
明るさはただ明るさを測定すればよい。温かさはただ温かさを測定すれ
ばよい。実在性のカテゴリーは、問題の性質のみを考慮して、それがどれ
くらいの実在性の度合いをもつかを語ることにおいて適用されるからであ
る。しかし、否定性のカテゴリーは、判断がなされた文脈を考慮しなけれ
ば適用しえない。否定はあくまでなにかの否定であるからして、否定性の
カテゴリーの適用は、そこには不在の実在性への言及を要求する。しかし、
そこにないものは無数に考えられる。壁面が100ルクスの明るさであると
きに、そこに欠けているのは101ルクスなのか102ルクスなのか、それとも
1000ルクスなのか、可能な選択肢は無数にある。どれが欠けているものな
のかを決定するためには、100ルクスの明るさの壁面をそれでもなお影と
して捉えるような、判断がなされた文脈を参照するほかない。一般に、そ
こになにが不在なのかは、そこのみをいくら観察してもわからない。冷蔵
庫を開けて眺めてみても、そこに欠けているのがトマトなのかキュウリな
のかタマネギなのかは、料理人がなにをつくろうとしているのか、という
文脈を考慮しなければわからない。それと同じく、影や寒さを含む欠如無
一般は、なにかの欠如態として文脈依存的なものなのである。
また、この第二の解釈は、第一の解釈にたいして提起された、人間的認
識主体が欠如無にかんする経験判断を原理的になしえなくなる、という問
題に悩まされることがない。否定性をあらゆる実在性の欠如として考える
と、そこにはなんらの感覚的情報の受容もなくなり、経験判断を妥当なか
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たちでなすこともできなくなるように思われる。しかし、本論文の理解に
もとづくならば、欠如無にかんしてこのような事態は成立しない。
欠如無を含んだ経験判断の例として、「時計台の北側の壁面は影になっ
ている」「あのスープは冷たい」を挙げておいた。これらの判断がなされ
るさいに欠けていなければならないのは、ある期待された明るさや、ある
期待された温かさのみである。壁面は、一定の明るさをもっていてかまわ
ないし、スープは一定の温かさをもっていてかまわない。一定の度合いの
実在性をもちつつも、期待された度合いまではもっていない、という事態
が欠如無の示すものであると考えれば、ここにはなんらの問題も生じない
のである。
さらに、影や寒さがなんらかの現象的実体のもつ性質であることを強調
しておきたい。問題の影がよしんば明るさの完全な欠如であったとしても、
そこからあらゆる感覚的情報が失われている、ということは導かれえない。
現象的実体は複数の性質をもちうるし、また、他の現象的実体とさまざま
な関係のもとに立ちうるからである。時計台の北側の壁面が完全無欠の影
になっている場合には、人間的な認識主体は当該の壁面からなんらの視覚
的情報をも獲得しえないかもしれない。しかし、それでもその認識主体は、
近くに寄って手で触れてみることによって、あるいは超音波を発してその
反射を受容することによって、そこに壁があることを確認しうるだろう。
また、時計台の別の壁面を知覚することで、影になった壁面がまさにその
時計台の北側にあることを把握しうるだろう。北側の壁面そのものが視覚
的情報をなにひとつ与えてくれなかったとしても、さまざまな別の手段を
用いて、そこに壁があることを認識主体は十分に知りうる。そのうえで、「時
計台の北側の壁面は影になっている」という経験判断をなすことに、なん
らの問題もないであろう。
このようにカントの議論を手なおしすることで、欠如無を、実在性のカ
テゴリーではなく否定性のカテゴリーによって規定された現象的実体の性
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質として、整合的に理解することができるであろう。

４　「空想物」について
（１）空想物についてのカントの説明
「無の表」に登場する第三の無は、空想物と呼ばれている。空想物にか
んするカントの説明は以下のとおりである。

３　実体を欠いた直観のたんなる形式は、それ自体では対象ではなく、
対象（現象としての）のたんに形式的な条件である、それはたとえば
純粋空間および純粋時間であり、これらは、なるほど直観することの
形式としてはなにかあるものであるが、それ自体では直観される対象
ではない（ens imaginarium）。（A291/B347）

「空想物」という言葉はガメラやガンダムなどの虚構的存在者を連想さ
せるものである。しかし、「無の表」の空想物はそれとは異なる。カント
が空想物の例として挙げるのは、純粋空間と純粋時間、すなわち純粋直観
である。（22）では、いかなる意味で空間や時間は無とされているのか。周
知のように「超越論的感性論」において、空間および時間は感性的直観の
形式あるいは純粋直観であるとされ、経験的実在性と超越論的観念性をも
つものとして論じられている。（A19ff ./B33ff .）「無の表」における空想物
という特徴づけは、こういった議論とどのように関係しているのであろう
か。
ここで、「無の表」の解釈における本論文の基本的な立場を確認してお
きたい。本論文は、「無の表」を判断論として解釈するものであった。「無
の表」は、認識実践における経験判断を原型として、そこからの四種類の
逸脱を論じたものである。妥当な経験判断においては四綱目のカテゴリー
がすべて適切に適用されている。しかし、各カテゴリーの適用にかんして
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条件違反が生じる場合があり、それに対応して各々の無が成立する。ここ
から、空想物を考察するさいにも、判断をなす場面から出発すべきであり、
また、そこでの関係のカテゴリーのありように注意を払うべきである、と
いうことが導かれる。

（２）認識実践における空想物の位置づけ
混乱を避けるために、考察を空間に限定して議論を進めることとしたい。
時間については本節の最後に触れることとする。
結論から述べるならば、空想物は数学的判断、とりわけ幾何学的判断に
そくして理解すべきものである。たしかにカントは空想物を説明するにあ
たって、幾何学に明示的には言及してはいない。しかし、ここで、空想物
の例が純粋空間となされていることに注目すべきである。空想物にかんし
ては、形式としての空間ではなく、純粋直観あるいは形式的直観としての
空間が問題になっている。すなわち、経験的認識において形式として機能
する空間ではなく、それ自体直観として取りだされた空間が扱われている
のである。さらに、「無の表」が判断論の文脈にあることを考慮に入れる
ならば、ここで、純粋空間についてなされる判断の典型、幾何学的判断を
念頭に置くべきことが示唆されよう。このとき、空想物は以下のように理
解しうる。
幾何学的判断の例として、「三角形の内角の和は二直角である」を考え
てみる。この判断について、まずは以下のように考えることができる。こ
の判断の対象は、三角形である。「三角形の内角の和は二直角である」と
いう判断の真偽は、三角形のありようによって決定される。三角形につい
て、実際にその内角の和が二直角であればこの判断は真であるし、実際に
その内角の和が二直角ではないのであればこの判断は偽となる。このとき、
三角形は、幾何学的判断の対象と見なされることとなる。しかし、このよ
うな分析は、幾何学的判断と「東京タワーの高さは333メートルである」
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のような一般的な経験判断との差異を上手く表現していないように思われ
る。
「東京タワーの高さは333メートルである」という判断の対象は、東京タ
ワーとされていた。このとき、東京タワーは現象的実体であり、333メー
トルの高さは偶有性である。そして、問題の判断の真偽が東京タワーのあ
りようによって決定される、ということは、東京タワーという実体を感性
的直観能力でもって調べることによって、認識主体がこの判断の真偽を確
証しうる、ということである。
ところが、「三角形の内角の和は二直角である」という判断については、
事情は異なる。
先の引用のとおり、三角形は「それ自体ではいかなる対象でもなく、対
象（現象としての）のたんに形式的な条件である」。このときの形式Form
は、「形態」と解することを許すようなものである。まず、三角形はその
ものとしては、現象的実体ではない。現象的実体として存在するのは、三
角形をしたテーブルの天板、三角形の切り口のロールケーキ等々である。
つまり、三角形は、現象的実体を構成する平面がもちうる形態の一種なの
であって、そのものとしては現象的実体ではない。三角形は、「実体を欠
いた直観のたんなる形式」、つまりは、担い手としての実体を捨象してそ
れのみ思いえがかれたたんなる形態なのである。
さらに、「三角形の内角の和は二直角である」という判断の真偽が三角
形のありようによって決定される、ということは正しいとしても、「三角形」
と呼ばれるようななにかあるものを調べることで、この判断の真偽が確認
されるわけではない。カントの理解では、幾何学的判断を支えているのは、
純粋直観における構想力による構成の手続きである。認識主体は、与えら
れた三角形を調べることによってではなく、三角形を自ら構成することに
よって、三角形についての知識を獲得するのである。
アポステリオリな綜合判断である経験判断、アプリオリな綜合判断とし
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ての幾何学的判断、どちらの判断も、真であったり偽であったりするかぎ
りで判断の対象をもつ。しかし、対象をもつという意味あいは両者で決定
的に異なる。ここで登場するのが「空想物」という概念装置である。カン
トは、経験判断の対象をなにかあるものとする一方で、幾何学的判断の対
象を空想物という種類の無とすることで、二つの判断の差異を表現してい
るのである。

（３）諸論点の補足
このように、幾何学的な対象は、幾何学的な作図能力としての構想力（想
像力つまりは空想力）の産物であるからして、空想物と呼ばれる。
さて、空想物は、関係のカテゴリーと対応づけられていた。この点もま
た今や容易に理解されよう。現象的実体は関係のカテゴリーのもとに服し、
内属、結果、合成の三つの契機をもつ。（A215/B262）すなわち、現象的
実体は、内属する偶有性をもち、他の実体と因果関係のもとに立ち、その
部分をなすより小さな実体によって合成されて存在する。しかし、幾何学
的な対象は、これらのどの契機ももたない。関係のカテゴリーの適用の余
地がないということが、空想物の無たる所以なのである。
最後に、時間について確認しておきたい。本論文は空想物を空間にそく
して幾何学的対象として捉えた。しかし、カントは純粋時間にかんしても
空想物を語っている。では、純粋時間に対応する空想物とはなにか。「超
越論的感性論」の議論を参照するならば、一般運動論の対象が一つの候補
となる。（B49）しかし、この点にかんして幾何学的対象にかんするもの
と平行的な議論がどこまで説得的に成立するかどうか、さらなる精査が必
要となるであろう。本論文では、さしあたり幾何学的対象を空想物の典型
とするところで、ひとまずの結論としておきたい。
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５　「否定的無」について
（１）否定的無についてのカントの説明
「無の表」の最後に位置づけられているのが、否定的無である。否定的
無についてもカントはきわめて短い説明しか与えていない。さらに、その
説明は短いだけではなく、問題含みのものでもある。

４　自己自身と矛盾するような概念の対象は無である、というのも、
この概念は無であり不可能なものであるからであり、それはたとえば
二つの辺からなる直線図形である（否定的無nihil negativum）。（A291/
B348）

この一文は、『純粋理性批判』の別の箇所で述べられていることと明ら
かな食いちがいを見せている。「原則の体系」「経験的思惟一般の公準」に
おいて可能性の原則が説明されるさいに、カントは以下のように主張して
いた。

かくして、二直線で囲まれた図形という概念においてはいかなる矛盾
もない、というのも、二直線およびそれらの接合という概念は、図形
の否定を含んでいないからである。むしろ、不可能性は概念それ自体
に基づくのではなく、空間における概念の構成に、すなわち、空間お
よび空間の規定の諸条件にもとづくのであるが、この諸条件はさらに
またその客観的実在性をもつ、すなわち、それらの条件が経験一般の
形式をアプリオリに自らのうちに含んでいるために、可能的なものに
関わるのである。（A220f./B268）

この説明では、二辺形の概念は矛盾してはおらず、三次元空間において
構成不可能あるいは作図不可能であるだけである。つまり、二辺形にかん
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する無は、矛盾に由来するものではないのである。
このように、カントの説明は不適切である。しかし、だからといって否
定的無という発想そのものを棄却しなければならないわけではない。本論
文は、先のカントの説明を以下のように修正することで、否定的無とはな
にかを明らかにすることを試みる。
「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、というのも、この概念は無であり不可能なものであるからであり、
それはたとえば二つの辺からなる直線図形である」。
否定的無は、矛盾していることと構成不可能であることの両方を含むと
するのである。すでに確認したように、この二つは別のことがらである。
しかし、別のことがらであることは、ある観点からすると同じくくりのう
ちに含まれうることを否定するものではない。思考物がヌーメノンとフェ
ノメノンの両方を含んだのと同様に、否定的無は、適切な解釈のもとでな
らば、矛盾と構成不可能性の両方を含みうるのである。

（２）構成不可能な概念の対象としての否定的無
まず、構成不可能性から考察していきたい。否定的無はもともと「概念
なしの空虚な対象」と規定されていた。そしてまた、「自己自身と矛盾す
るような概念の対象」とも言われていたのであった。ここで注目したいの
は、否定的無があくまで対象のありようの一種として考えられている、と
いうことである。このことは、「無の表」においては、判断の対象がある
ものではなく無になっているような事態が扱われている、とする本論文の
これまでの解釈の方針とも合致する。では、否定的無とはどのような無な
のか。
ここでも、対応する判断を考えることから出発しよう。そのさい、注意
すべきは、幾何学的判断を例に採るべきではない、ということである。説
明のうちに二辺形が登場するとしても、たとえば「二辺形の内角の和は二
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直角である」という判断を考えるべきではない。理由は単純なものである。
幾何学的判断の対象は、すでに、関係のカテゴリーの妥当な適用を欠いた
空想物という無とされている。空想物と否定的無が混線するような例は避
けたほうがよい。否定的無は、基礎となる経験判断から、様相のカテゴリー
の適用にかんしてのみ条件違反があるような状態として捉えられるべきで
ある。
「天板が二辺形のテーブルは四本足である」という判断を例にとってみ
る。真理の名目的説明にもとづく判断の理解にしたがえば、この判断の対
象は天板が二辺形のテーブルである。天板が二辺形のテーブルのありよう
によって、この判断の真偽が決定されるからである。さて、以上のような
説明の難点は明らかであろう。人間的な認識主体にとっては、二辺形が構
成不可能であるがゆえに、二辺形という形態をもつ対象を表象することは
不可能である。この事態を、対象が定立不可能である、と表現することも
できよう。（23）問題の判断の対象が天板が二辺形のテーブルである、とい
うことは、天板が二辺形のテーブルを調べれば判断の真偽がわかる、とい
うことである。しかし、この現象世界のうちで、天板が二辺形のテーブル
に出会うということがいったいどのようなことなのか、誰も理解できない
のである。
さて、判断は真であったり偽であったりするものであり、また、綜合判
断が真偽をもつ要件は、対象をもつことであった。このように判断の対象
が定立不可能である場合には、問題の判断は真でも偽でもないことになろ
う。このとき、判断の対象は否定的無とされる。つまり、対象が否定的無
であるような判断は、正しくは判断ではなく、判断の試みが失敗したもの
なのである。
最後に、カテゴリーとの連関を確認しておこう。「経験的思惟一般の公準」
において提示される可能性の原則は以下のようなものである。
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１　経験の形式的な諸条件（直観および概念にそくして）と一致する
ものは、可能的である。（A218/B266）

これまで論じてきた形態の構成不可能性、そして、その形態をもつとさ
れる存在者の表象不可能性、そして、そこから帰結する判断の対象の定立
不可能性は、まさにこの原則への違反を意味しよう。それゆえ、否定的無
は、様相のカテゴリーに属する無とされるのである。

（３）矛盾する概念の対象としての否定的無
構成不可能性と否定的無を関係づけることはできた。しかし、二辺形と
いう実例を挙げる一方で、カントは明確に否定的無を矛盾と関係づけよう
ともしていた。では、矛盾にかんしてどのように否定的無は成立しうるの
か。
矛盾については、「諸原則の体系」第一節「すべての分析判断の最高原
則について」において、以下のような説明が与えられている。

いかなる物にもそれと矛盾する述語は属さない、という命題は、矛盾
律と呼ばれ、たんに否定的ではあるが、あらゆる真理の普遍的な標尺
である〔……〕（A151/B190）

これをうけて、矛盾律は、「普遍的で完全に十分な、あらゆる分析的認
識の原理」とされる。（A151/B190）ここで注目すべきは、矛盾した判断
が偽であることは、判断と対象との一致という真理の名目的説明を待つこ
となく定められている、ということである。

分析的判断においては、私は、与えられた概念についてなにか決定す
るために、その概念のもとに留まる。その判断が肯定的であるような
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ときには、私はこの概念に、ただ、それにおいてすでに考えられてい
たことを添えるし、その判断が否定的であるようなときには、私はた
だ、その概念の反対を、その概念から排除する。（A154/B193）

この引用では真なる分析判断をなす場合のみが論じられているが、ここ
から、矛盾した判断は、その対象を考慮するまでもなく、判断を構成する
概念を参照するのみで偽とされうる、ということも帰結するであろう。（24）

ところが、構成不可能性にそくしてすでに確認したように、否定的無は判
断の対象を考慮する文脈で登場するものであり、また、否定的無を対象と
してもつ判断は偽というよりは、真でも偽でもない失敗した判断と言うべ
きものであった。矛盾にかんして否定的無が成立するためには、これらの
差異を乗りこえる必要がある。ある意味で矛盾をそのうちに含みつつも、
綜合判断であるかのように理解されうるような判断がありうるのか。「無
の表」のカントはこの点についてなにも語っていないが、本論文のこれま
での解釈の延長線上から、候補となるようなものを想定しうる。それは、
たとえば「赤くかつ赤くないテーブルは四本足である」という経験判断が
試みられる場合である。
「赤いテーブルは赤くない」という文と、「赤くかつ赤くないテーブルは
四本足である」という文を比較してみよう。一見すると、どちらも同様に
矛盾しているように思われる。しかし、経験判断とその対象をめぐるこれ
までの考察を踏まえると、事情は変わる。経験判断が妥当なかたちで成立
するためには、その判断の対象を特定したうえで、その対象のありようを
調べる、という手続きの可能性が確保されねばならない。これは、経験判
断の成立が、二つの段階に区別しうるということを意味する。すなわち、
どの対象を調べるべきかを規定する第一段階と、その対象のなにを調べる
べきかを規定する第二段階、その二つである。
このとき、先の二つの判断を別様に捉える余地ができる。「赤いテーブ

（68）61



ルは赤くない」という判断は、赤いテーブルを見いだしたうえで、それが
赤くないかどうかを調べることを要求している。それにたいして、「赤く
かつ赤くないテーブルは四本足である」という判断は、赤くかつ赤くない
テーブルを見いだしたうえで、それが四本足であるかどうかを調べること
を要求している。ここには、判断の確証の手続きにかんして明白な差異が
ある。結論から述べるならば、矛盾が分析判断の観点から扱われるのは前
者の判断にかんしてであり、矛盾が、綜合判断の観点から否定的無として、
構成不可能性と平行的に扱われるのは後者の判断にかんしてである、と考
えられる。
「赤いテーブルは赤くない」という判断については、その対象を云々す
る必要はない。要求されていることが、赤いなにかについてそれが赤くな
いかどうかを調べることであるかぎり、結論が偽になることは矛盾律から
して明らかである。この判断は分析的に偽である。
しかるに、「赤くかつ赤くないテーブルは四本足である」という判断に
ついては事情が異なる。この判断は、綜合判断としての理解を許すように
思われる。すなわち、この判断の対象は赤くかつ赤くないテーブルである、
赤くかつ赤くないテーブルのありようによって、この判断の真偽が決定さ
れるからである、というように。もちろん、この理解はおかしい。しかし、
ここで重要なのは、そのおかしさの理由を、矛盾律への違反にではなく、
この判断の対象すなわち赤くかつ赤くないテーブルが表象不可能であるこ
とに求めることができる、ということである。判断の対象が赤くかつ赤く
ないテーブルである、ということは、赤くかつ赤くないテーブルを調べれ
ばそれが四本足かどうかわかる、ということである。しかし、この現象世
界のうちで、赤くかつ赤くないテーブルに出会うということがいったいど
のようなことなのか、理解不可能である。つまり、この判断の対象は定立
不可能であり、それゆえに、先の判断は失敗した判断とされるのである。
このような判断の失敗の説明は、先に構成不可能性にそくして展開したも
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のと同型のものである。すなわち、このとき、「赤くかつ赤くないテーブ
ルは四本足である」という判断は、矛盾のゆえに偽であるとされるのでは
なく、矛盾のゆえに、その対象が否定的無になっており、判断として失敗
している、とされるのである。
この整理のもとでは、「赤いテーブルは赤くない」という判断は、分析
判断の基準に照らして偽であるとされる一方で、「赤くかつ赤くないテー
ブルは四本足である」という判断は、綜合判断の基準に照らして、真でも
偽でもないと分析されうる。このとき、後者の判断は、否定的無を対象と
してもつとされるであろう。
まとめよう。否定的無は、経験判断をなす試みにさいして、そもそもそ
の対象が原理的に定立されえない場合に、その定立されえないなにかを指
して使われる概念である。そして、対象が原理的に成立されえない場合は、
構成不可能性によるものと矛盾によるものの二種類がある。そして、この
とき生じた事態は、あくまで経験判断をすることの失敗であって、偽なる
分析判断がなされたことではないのである。
否定的無についてのカントの説明はたしかに混乱を見せており、以上の
議論も、解釈というよりは、一つの提案の域を出るものではない。しかし、
否定的無を「自己自身と矛盾する概念の対象」とすることと、否定的無の
例として二辺形を挙げること、これらを両立させる可能性は、カントの認
識理論のうちにたしかに存するのである。

おわりに
本論文の解釈をまとめておこう。カントの認識理論の基盤は、判断の真
偽にかんする対応説的立場にある。経験的認識において経験判断をなすさ
いには、その対応説的立場にもとづいて、判断の対象のありようにかんす
るいくつかの条件が成立する。それらの条件のもとでのみ、経験判断はそ
の対象を適切なかたちでもちうるのである。そして、それらの条件が満た
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されていない場合には、判断の対象は無とされる。さて、問題の諸条件は、
四項目のカテゴリーに対応する。それゆえ、条件が満たされない場合もま
た、四項目のカテゴリーに対応し、結果として、無は四種類成立すること
になる。それらは以下のものであった。
思考物（対象なしの空虚な概念）は、判断の対象を数えられない場合、
すなわち、量のカテゴリーが適用しえない場合に成立する。このとき、経
験判断は失敗している。
欠如無（概念の空虚な対象）は、判断において、内包量を規定せず、た
だ特定の内包量の欠如を述べているだけの場合、すなわち、質のカテゴリー
のうち、実在性ではなく否定性が適用されている場合に成立する。
空想物（対象なしの空虚な直観）は、経験判断ではなく幾何学的判断が
なされており、関係のカテゴリーが適用されていない場合に成立する。
否定的無（概念なしの空虚な対象）は、判断の対象がさまざまな理由で
表象不可能であるためにそもそも定立されえず、判断することそのものが
失敗している場合に成立する。このとき、判断は様相のカテゴリーにそく
して不可能とされる。
このように、「無の表」は、「超越論的分析論」の経験判断を軸とする認
識理論を、その逸脱事例から輪郭づけていく議論として、生産的に解釈し
うる。今後の課題を一点のみ挙げるならば、本論文で示された諸カテゴリー
の機能が「原則の体系」などでの議論とどう整合するかを考察することと
なるであろう。
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（１） 『純粋理性批判Kritik der reinen Vernunft』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で表記し、その後に

頁を指定する。ただし、亀甲括弧〔〕は、本論文の筆者（滝沢）によ

る補足を示す。それ以外のカントの著作への指示は、アカデミー版全

集の巻数および頁数にて行う。

（２） Kemp Smith 1992, p. 424.

（３） 例外的に詳細な検討を行っているのが牧野1989の第八章であり、参

考になった。

（４） 以下、文脈に応じて「判断する」と「主張する」を使いわけるが、

意味するところは同じである。

（５） 判断の対象は、あくまで判断がそれについてなされているものであ
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り、判断の主語概念が指示しているものとはかぎらないことに注意さ

れたい。

（６） この整理は、Prauss 1971などによって示唆された方向性にのっとっ

たものである。

（７） 判断における客観性要求を確認しただけでは不十分であることにつ

いてはHenrich 1976, pp. 25-7を参照のこと。ただし、この不十分さへ

の対処にかんしては、本論文はヘンリッヒとは別の方向性を探る。

（８） Baumgarten 2004, p. 8.

（９） Kemp Smith 1992, p. 424, 牧野1989, pp. 277-9.

（10） カントの綜合概念は基本的には表象にたいして適用されるものであ

るが、ここでは直観表象ではなく直観表象の対象が数えられている。

（11） 概念によって個別者が指示されうる唯一の例が「最も実在的な存在

者ens realissimum」である。（A576/B604）このときにのみ、経験的

概念を交えずに確定記述が成立する。もちろん、ここから神の現存在

を証明する試みは、カントによれば失効する。

（12） ここでは経験的な場面での数える操作にのみ注目したが、量のカテ

ゴリーは数の概念的理解をも与えるものでなければならない。この論

点についてはLonguenesse 1988, pp. 257-63を参照。

（13） 牧野1989, pp. 277-9はこの解釈を採る。

（14） 実例の欠如は、「経験的思考一般の公準」において不可能性が説明

されるさいにも論点として登場する。（A222f./B269f.）。ちなみに、そ

のさいもカントは根本力に言及しているが、その具体例として挙げら

れているのは未来予知である。しかし、この箇所におけるカントの説

明もまた、解釈を一元化しうるほど明確なものではない。

（15） ここでは伝聞による情報の獲得は考慮に入れないこととする。

（16） カントは前批判期の『負量の概念を世界知に導入する試み』におい

ても欠如無について論じている。（2:165-204）しかし、『負量の概念』

における欠如無は、二つの実体が互いにその因果的な効力を打ち消し
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あう事態などを典型として理解されるものであり、以下で扱うような

「無の表」の欠如無とはかなり異なるものである。『負量の概念』の発

想は、『純粋理性批判』においては「反省概念の多義性」における実

在的対立などに受けつがれていると本論文は考えるが、この論点につ

いては指摘するのみにとどめる。

（17） 「光」と「明るさ」、「熱」と「温かさ」は同義として、語感によって

使いわけることとする。

（18） ここでは、この明るさが自家発光によるものなのか反射によるもの

なのかは問わないこととする。

（19） 牧野1989, p. 285. 牧野はそれゆえにここでのカントの議論には問題

があるとする。

（20） この論点については中島2000, p. 52-4を参照。

（21） ここでの冷たさが主観的な感覚ではなく現象的実体の性質規定であ

ることに注意されたい。

（22） 虚構的存在者をどう考えるのか、カントの考えは明らかではないが、

「無の表」のうちに配置するならば、すでに確認した思考物の一種と

なるだろうか。

（23） 本論文は「定立」を判断の対象の定立として解する。別の方向性の

解釈としては湯浅2003, 第二章などがあるが、この論点にかんする考

察は別の機会に行うこととする。

（24） 上の引用のカントの説明は、主語概念と述語概念の矛盾のみについ

て語っており、一つの主語に矛盾する二つの述語が付けくわわる場合

に触れていない。それゆえ、以下の議論もこれにそくして展開する。
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