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はじめに
本発表の⽬標

カント『純粋理性批判』におけるカテゴリーの 
経験的認識への寄与を明らかにするための出発点を作る

この⽬標を達成しようとするにあたって本発表は 
本WSのテーマのひとつである「志向性」に着⽬する

「分析論」を志向性の問いに取り組んだものとして 
読むというアイディアについては岩井（2020）を参考にした
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1. カントにおけるカテゴリー

1. カントにおけるカテゴリー
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『純粋理性批判』におけるカテゴリー
カントは『純粋理性批判』の「超越論的分析論」において 
カテゴリーと呼ばれる特別な種類の概念を導⼊した

カントによればカテゴリーはア・プリオリな概念であり、 
任意の認識にとって、それが可能となるための条件
となるべきものである（A93-4/B125-6）

本発表は、とりわけ経験的認識の成⽴に 
カテゴリーがどのように関わっているのかを問題とする

1. カントにおけるカテゴリー
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⽤語に関する注意
カントにおいてあるものを認識するとは、直観において与えられた 
それについて概念によって判断すること（A67-9/B92-4）

認識の例︓いくつかのテーブルを⾒て（直観）、 
「テーブル」と「丸さ」の概念を結合して 
「いくらかのテーブルは丸い」と判断する

経験的認識︓知覚に基づいて対象を規定する認識（B218）

たとえば上の例はテーブルの知覚に基づいているため 
経験的である

1. カントにおけるカテゴリー
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経験的認識におけるカテゴリーの役割
カテゴリーが経験的認識において 
どのような役割を果たすかについては⾒解の⼀致が無い

とりわけ、直観が主体に対象を与えるために 
概念が必要か否かについては 
概念主義論争と呼ばれる論争がある

以下の整理はShaddock (2018)に基づく

1. カントにおけるカテゴリー
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概念主義論争
概念主義 
直観は主体に対象を与えるという役割を果たすために 
すでに概念のはたらきを必要としている（ex. McDowell 1998）

⾮概念主義 
直観は概念の助け無しに主体に対象を与えることができる 
（ex. Allais 2009）

1. カントにおけるカテゴリー
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本発表の⽬標
この概念主義論争において、 
カテゴリーが認識において直観能⼒に対して 
どのような寄与をなすかということも争われている

→ カテゴリーが経験的認識において 
どのような役割を果たしているのかについて 
意⾒の⼀致が無い

本発表はこうした状況を受けて、 
経験的認識におけるカテゴリーの役割の説明を試みる

1. カントにおけるカテゴリー
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結論の先取り
直観は経験的判断に 
「何かについてのものである」という性質（aboutness）を 
与えるという仕⽅で経験的認識の成⽴に関わるが、 
このaboutnessの実現には対象の与えられ⽅の規則としての 
概念が必要であり、カテゴリーはこうした規則に従う 
情報収集を可能にするような基本的な⾃然法則を指定する

1. カントにおけるカテゴリー
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構成予告（1）
第2節では本発表の議論における⼀般的な枠組みとして 
Dretskeによる表象と志向性の特徴づけを紹介し、 
カントにおける判断をその意味での表象として位置づける

第3節では志向性理論から区別されたものとして 
メタ志向性理論を導⼊し、カントにおける直観の理論を 
判断がaboutnessを得る仕⽅に関するメタ志向性理論として 
解釈する

1. カントにおけるカテゴリー
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構成予告（2）
第4節では思考がaboutnessを得る仕⽅に関する 
メタ志向性理論の例としてRecanatiの⼼的ファイル理論を 
取り上げ、カントの議論を理解するための⽐較項とする

第5節ではカントの「演繹論」の議論を検討し、 
直観がその役割を果たす際に概念にいかに依存しているかを⾒る

第6節では（経験的）概念が直観を⽀えるにあたって 
カテゴリーにいかに依存しているかを確認し、 
経験的認識におけるカテゴリーの役割について結論を述べる

1. カントにおけるカテゴリー
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2. 表象としての判断と 
その志向性

2. 表象としての判断とその志向性
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カントにおける判断
カントにおける判断とは、 
概念と概念を結びつけた結果⽣まれる表象（A67-8/B92-3）

たとえば、「あらゆる物体は延⻑している」 
という判断は「物体」と「延⻑」という概念を 
⼀定の仕⽅で結びつけている

2. 表象としての判断とその志向性
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情報を運ぶものとしての判断
Dretskeに従えば、表象とは情報を運ぶことをその機能とするもの 
（Dretske 1991, 52, 58-9）

カントとドレツキとで「表象」の⽤法は異なるが、
判断は世界がどうあるかという 
（ラフな意味での）情報を運ぶことを 
（ラフな意味での）その機能とする 
という点にはカントは同意するだろう

→ カントの判断はドレツキ的な意味での表象とみなせる

2. 表象としての判断とその志向性
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表象がもつ志向性の3特徴
ドレツキによれば表象は志向性をもつが、 
志向性をもつということは以下の3つの特徴を含む 
（Dretske 1991, 65, 70）

1. aboutness︓表象はある対象についてのものである

2. 内容︓ある対象についての表象は、 
それがどのようにあるかを伝える

3. 誤表象可能性︓表象はその対象について誤った内容を伝達しうる

2. 表象としての判断とその志向性
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判断の志向性とaboutness
たとえば「ソクラテスは哲学者である」という判断は、 
(1) ソクラテスという個⼈についてのものであり、 
(2) ソクラテスが哲学者であるという内容を伝え、 
(3) ソクラテスが哲学者でなかった場合には誤りとなる

本発表はのちに判断のこのaboutnessに着⽬することになる

2. 表象としての判断とその志向性
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3. 志向性理論とメタ志向性理論

3. 志向性理論とメタ志向性理論
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志向性理論とメタ志向性理論
ある表象について、 
それが何についてのものであり、どのような内容をもつのか 
を特定しようとする理論を志向性理論と呼ぶとすれば、 
志向性理論とは区別されたものとして、 
その表象がそのaboutnessや内容をもっているのは 
いかにしてかを問うメタ志向性理論を考えることができる

3. 志向性理論とメタ志向性理論
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意味の理論と指⽰の理論(1)
志向性理論とメタ志向性理論を区別する発想は 
Kripke (1981)に遡る

Kripkeはたとえば記述について、 
それが名前に意味を与えるとする意味の理論と、 
名前に意味は与えないがその指⽰を決定するとする
指⽰の理論を区別した（Kripke 1981, 31-32）

（以下では名前の意味論的値はその指⽰対象であり、 
記述は名前の指⽰を固定するために使われうるとして説明する）

3. 志向性理論とメタ志向性理論
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意味の理論と指⽰の理論(2)
たとえば、「Hesperusは⼣⽅に⾒えないこともありえた」 
という⽂の真理値の決定に関わるのは、 
「Hesperus」の指⽰対象、すなわち⾦星である

他⽅で、「Hesperus」がなぜ⾦星を指⽰するかというと、 
たとえば古⼈が⼣⽅に⾒える星を指してそうと名づけたから

この名づけのプロセスは「Hesperus」の出現する⽂の 
真理値決定には寄与しない 
（たとえば、上の例⽂は真だろう）

3. 志向性理論とメタ志向性理論
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⾔語哲学から⼼の哲学へ
Stalnakerは前述の区別について、 
志向性の問いについてもパラレルな区別が成り⽴つことを 
⽰唆している（Stalnaker 1997, 545-8）

「ある思考がいかなる志向的内容をもつのか」と 
「ある思考にその志向的内容を与えているものは何か」

ここでは「内容」という⾔葉が使われているが、 
志向性の重要な特徴としてのaboutnessに関しても 
この問いの区別を当てはめてよいだろう

3. 志向性理論とメタ志向性理論
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メタ志向性理論としての直観の理論
カントにおける直観は、主体の思考に 
指⽰対象を与えるものと解釈できる cf.Allais (2009, 390-1)

たとえば「タマは猫である」という判断は 
個体タマについてのものだが、 
これはタマに関する直観がこの判断を⽀えているから

→ 直観に関する理論は、 
判断がaboutnessを得る仕⽅を説明するものとして、 
前述の意味でメタ志向性理論とみなせる

3. 志向性理論とメタ志向性理論
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4. ⼼的ファイル理論

4. ⼼的ファイル理論
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メタ志向性理論としての⼼的ファイル理論
現代におけるメタ志向性理論の洗練された形として
Recanatiの⼼的ファイル理論が挙げられる（Recanati 2012）

この理論は個体についての主体の思考が 
いかにしてその個体についてのものになるのかを説明する

本発表ではカントの直観の理論の特⾊を際⽴たせるため 
⽐較項として⼼的ファイル理論を参照する

4. ⼼的ファイル理論
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⼼的ファイル（1）
⼼的ファイルは 
個体の⾮記述的な提⽰様態（modes of presentation）である 
（Recanati 2012, 34-5）

主体が適切な仕⽅で個体に出会うと主体の⼼において 
その個体を指⽰する⼼的ファイルが作られ、 
主体はそのファイルにその個体に関する情報を集めていく

4. ⼼的ファイル理論
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⼼的ファイル（2）
たとえば主体が朝⽅に⾒える⼀際明るい星に注⽬して 
ファイルPHOSPHORUSが作られ、 
PHOSPHORUSには「⽩く光る」「午前4時頃上る」 
などの情報が集められる

他⽅で主体が⼣⽅に⾒える⼀際明るい星に注⽬して
ファイルHESPERUSが作られ、 
HESPERUSには「⽩く光る」「午後6時頃沈む」 
などの情報が集められる

4. ⼼的ファイル理論
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⼼的ファイル（3）
ここでPHOSPHORUSとHESPERUSはともに⾦星を指⽰するが、 
各ファイルにおいて⾦星の主体への提⽰のされ⽅は異なるため、 
両ファイルは区別され、それぞれに異なった情報が集められうる

なお「Phosphorus = Hesperus」という 
同⼀性判断が⾏われると 
両ファイルの間で情報が⾃由に⾏き来できるようになる

4. ⼼的ファイル理論
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⼼的ファイル（4）
⼼的ファイルは個体に関する主体の思考を 
その個体についてのものにする

たとえばPHOSPHORUSに基づいた 
「Phosphorusは⽩く光る」という判断は 
このファイルに基づくことによって 
⾦星についてのものになる

4. ⼼的ファイル理論
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ER関係（1）
では⼼的ファイルに基づく思考は 
なぜ特定の個体についての思考になれるのか

これは⼼的ファイルの存在には 
主体がある個体に関する情報を安定して集められることを保証する 
主体と個体の間のER関係（Epistemically Rewarding relation）が 
対応するから（Recanati 2012, 35-6）

⼼的ファイルは対応するER関係が成⽴する間存在する 
（Recanati 2012, 60-1）

4. ⼼的ファイル理論
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ER関係（2）
たとえばPHOSPHORUSに対応するER関係は 
「主体がしかじかの状況で⾦星を⾒ている」という関係

ここでは⾦星から発した光が主体の⽬に⼊るという 
因果的な影響関係があり、かつ 
主体がその光を情報として利⽤できるような 
視覚システムを有しているということが 
その状況で主体が⾦星に関する情報を集められることを 
保証する

4. ⼼的ファイル理論
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ER関係（3）
もうひとつER関係の例を挙げるなら、 
主体と主体が存在する場所の間に成り⽴つ関係はER関係であり、 
これに対応する⼼的ファイルは「ここ」を指⽰するHEREである

HEREの指⽰対象はそれがトークン化される⽂脈によって 
異なる

→ たとえば、主体が東京にいるときに 
 トークン化されたHEREは東京を指⽰する

4. ⼼的ファイル理論
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⼼的ファイルの指標詞モデル
直前の例から分かるように、⼼的ファイルは 
それが利⽤するER関係の種類によってタイプ化され、 
それがトークン化される⽂脈に応じて異なる対象を指⽰する

→ ⼼的ファイルは指標詞と多くの特徴を共有する

ファイルに対応するER関係のタイプが 
指標詞のcharacterに対応する（Recanati 2012, 59-60）

4. ⼼的ファイル理論
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注意4-1
厳密には、⼼的ファイルの指⽰を決定するのは 
ファイルに対応する主体と対象の間のER関係ではなく、 
そのER関係から派⽣する、 
ファイルトークンと対象の間の関係であるが、 
ここではこの区別は措く（Recanati 2012, 69-70）

4. ⼼的ファイル理論
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知覚ファイルの直⽰的性格
主体が対象を知覚するという関係に 
（少なくとも部分的に）基づくファイルは 
（少なくとも部分的に）直⽰詞のような性格をもっている 
（Recanati 2012, ch. 7）

たとえば主体の⽬の前の（注⽬された）リンゴは主体に「これ」 
として提⽰されており、THISファイルがそのリンゴを指⽰する

THISファイルの指⽰対象はそれがトークン化される 
⽂脈によって異なる

4. ⼼的ファイル理論
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⼼的ファイルと直観
⼼的ファイルをカントの直観の⽐較項とすることは
両者が以下のような共通点をもつがゆえに啓発的である

1. 両者とも、主体の思考や判断が個体に関する 
aboutnessを得る仕⽅の説明において登場する

2. 知覚の⽂脈では、両者とも対象に直⽰的に関係する
（と解釈できる）

4. ⼼的ファイル理論
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直観の直⽰的解釈
直前の2番⽬の点について、 
カントの直観は単称的で直接的なものとされる（A320/B377）

単称的であるというのは、それが個体を対象とするということ

この直接性は概念の媒介を経ずに対象に関係することと理解される

Sellarsは直観が直⽰的な仕⽅で対象に直接関係するとの 
解釈オプションを提⽰している（Sellars 1992, 10-11）

McDowellもこの直⽰性という点には同意する 
（McDowell 1998, 452）

4. ⼼的ファイル理論
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注意4-2
本発表は⼼的ファイルと直観を類⽐的に捉えるが、
この類⽐は直⽰に関わるようなファイルに関してしか 
通⽤しないかもしれない

⾔語における固有名に対応する役割が期待されるような 
ファイルに関しても同様の類⽐が成⽴するかは分からない

→ 本稿で⽐較項とする⼼的ファイル理論は 
 制限された観点からみられたそれである

4. ⼼的ファイル理論
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5. 直観と概念

5. 直観と概念
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直観は概念を必要とするか︖
カントは直観はそれ⾃体で対象を与えうるとする⼀⽅で 
（cf. A90/B122） 
「演繹論」においては直観が（ある意味で）概念に依存している 
と読めるような議論を展開している

直観が（何らかの意味で）概念に依存していると 
カントが考えているかどうかという点は 
カント解釈上の論争的な問題である

→ 概念主義論争

5. 直観と概念
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概念主義論争における本発表の⽴場
本発表はある意味で直観は概念に依存していると主張し、 
この点で⼀種の概念主義にコミットすることになるが、 
本発表の論点の多くはAllaisのような⾮概念主義者にも 
受け容れることができるものと思われる

5. 直観と概念
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テクスト解釈上の注意
本発表は「演繹論」のテクストを主に参照するが、
「演繹論」の包括的解釈を試みるものではない

→ 「演繹論」の証明⾃体を再構成することはしない

「演繹論」の書き換え問題については、 
両版は少なくとも重要な点において、 
両⽴不可能な主張は含んでいないと仮定し、 
どちらのテクストも適宜参照する

5. 直観と概念
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3重の総合
カントが直観の概念への依存性を論じているように
⾒える箇所として、「超越論的演繹」第1版における 
いわゆる3重の総合を論じた箇所がある

この箇所においてカントは直観が把捉の総合 
（die Synthesis der Apprehension）と呼ばれる 
総合を前提しているとし、さらに把捉の総合は 
再⽣産の総合と再認の総合に深く関係していると述べる

5. 直観と概念
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引⽤5-1︓直観における把捉の総合

任意の直観は⾃らの内にある多様なものを含んでいる［...］。ところで、この多様なも
のから直観の統⼀が⽣じるには（たとえば空間の表象におけるように）、まず多様性が
通覧され、その後にそれがまとめ上げられることが必要である。このはたらきを私は把
捉の総合と名づけるが、それはこのはたらきがまっすぐ直観へと向けられており、この
直観はなるほど多様なものを提⽰しはするが、その際に⽣じるある総合が無くては、多
様なものを多様なものとして、さらにはそれをひとつの表象において含まれるものとし
て⽣じさせることは決してできないからである。（A99）

5. 直観と概念
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引⽤5-1の解釈
直観が個体の表象であることはすでに述べた

感性は多様なデータを主体に提供する⼀⽅で、 
直観はひとつの個体を指⽰する

したがって多様なデータがひとつの個体に紐づけられねば 
ならず、こうしたまとめ上げのはたらきが 
（その内実はともあれ）把捉の総合と呼ばれている

5. 直観と概念
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引⽤5-2︓構想における再⽣産の総合（1）

［...］再⽣産のこの［連想の］法則は次のことを前提している。諸現象⾃⾝が実際にそ
のような規則に従っているということ、また、諸現象の表象の多様なものにおいては、
何らかの規則に従った、ある随伴あるいは継起が⽣じるということ。（A100）

それゆえ、それが諸現象の必然的で総合的な統⼀のア・プリオリな根拠であることによ
って、諸現象のこの再⽣産をすら可能ならしめるような何かがなければならない
［...］。（A101）

5. 直観と概念
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引⽤5-2の解釈
⼀般に、⼼的イメージ同⼠が関連のある仕⽅で 
構想⼒によって結びつけられうるためには 
そうしたイメージのもとになっている現象の側にも
それら同⼠を結びつける⼀定の規則がなければならない

注意︓様々な⼼的アイテム同⼠を 
結びつけるはたらき（総合）は構想⼒に帰されている

5. 直観と概念
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引⽤5-3︓構想における再⽣産の総合（2）

ところで、もし、私たちのもっとも純粋なア・プリオリな直観ですら、再⽣産の⼀貫し
た総合を可能ならしめるような、多様なもののそうした結合をそれが含んでいる場合を
除いては、いかなる認識も与えないということを私たちが⽰しうるなら、その際、構想
⼒のこの総合はあらゆる経験にすら先⽴って、ア・プリオリな原理に根拠づけられてお
り、また、構想⼒のある純粋で超越論的な［...］総合が想定されなければならない。
（A101）

5. 直観と概念
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引⽤5-3の解釈
経験には⼀般に直観が必要だが、 
直観が判断に対象を与えるという役割を果たすためには 
前述の諸現象間の総合が必要であると予想されており、 
この総合を成し遂げる役割は構想⼒に期待されている

5. 直観と概念
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引⽤5-4︓構想における再⽣産の総合（3）

［...］私が先⾏する表象（線の最初の部分、時間の先⾏する部分、あるいは順々に表象
された単位）を常に忘れてしまい、続く表象へと進⾏する際にそうした部分を再⽣産し
ないなら、全体的表象も、上述の［思考の中で線を引く、ある⽇の正午から次の⽇の正
午までの時間を考える、何らかの数を表象するといった］いかなる思考も、それどころ
か空間と時間という、最も純粋な第⼀の根本表象ですら決して⽣じえないだろう。
（A102）

それゆえ、把捉の総合と再⽣産の総合は分かちがたく結びつけられている。（A102）

5. 直観と概念
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引⽤5-4の解釈
先ほど、直観においては多様なデータがひとつの対象に 
紐づけられなければならないと述べられたが、 
（特に複数の時点にまたがった）様々なデータを 
関連性のある仕⽅で結びつけるには前述の構想⼒の総合が 
必要だとされている

5. 直観と概念

51



引⽤5-5︓概念における再認の総合

私たちが思考するものが、私たちが⼀瞬前に思考したものとまさに同じものであるとい
う意識がなければ、表象の系列におけるあらゆる再⽣産は無益になるだろう。というの
は、思考されるものはその場合には、それを通じて表象が次々に⽣み出されるはずだっ
た作⽤に決して属さないような、現在の状態におけるある新しい表象であることにな
り、この表象の多様なものは、それにこの意識のみが与えうるところの統⼀を⽋いてい
るがゆえに、どんな場合にもいかなる全体もなさないだろうからである。（A103）

概念という語が既に⾃ずから、私たちをこうした注意へと導くのかもしれない。という
のは、このひとつの意識は、多様な、次々に直観され、その後にまた再⽣産されるもの
を、ひとつの表象へと統合するものだからだ。（A103-104）

5. 直観と概念
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引⽤5-5の解釈
構想⼒が様々なものを取りまとめるはたらきは、 
それが統⼀的な観点から遂⾏されない限り無益なものとなる

多様なデータが統⼀的な観点からまとめられるためには 
それらをまとめる規則としての概念が必要であり、
さらに様々なものが同⼀の規則のもとにまとめられているという 
意識を必要とする

この規則としての概念については後に述べる

5. 直観と概念
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3重の総合の議論からの帰結
3重の総合の議論を踏まえると、カントは直観が対象を与えるには 
多様なデータをひとつにまとめるための規則として
概念が必要であると述べているように思える

3重の総合の詳細な議論は第1版に特有のものだが、 
第2版でも次スライドに引⽤する記述を踏まえれば 
この⽴場はカントの中で⼀貫していると⾒てよいだろう

しかし直観は概念から切り離されたものではなかったか︖

5. 直観と概念
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引⽤5-6︓第2版における把捉の総合・構想⼒・悟性

［...］感性的直観の多様なものを結合するのは構想⼒であるが、この構想⼒はその知性
的総合にの統⼀からみれば悟性に、その把捉の多様性からみれば感性に依存している。
ところで、把捉の総合にあらゆる可能的知覚は依存しており、他⽅でこの把捉の総合
⾝、つまりこの経験的総合は、超越論的総合に、したがって、カテゴリーに依存してい
るから［...］。（B164）

5. 直観と概念
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引⽤5-6の解釈
構想⼒が感性に与えられた多様なデータをまとめるが、 
このまとめ⽅に統⼀性を与えるのは悟性である

把捉の総合は最終的にはカテゴリーに依存する

ここではいきなり「カテゴリー」と述べられており、 
経験的概念の役割への⾔及がないが、 
ともあれ把捉の総合が悟性に依存することが主張されている

5. 直観と概念
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2つの概念︖
Longuenesse (1998)は再認の総合の議論において 
カントにとっては逸脱的な「概念」の⽤法が⾒られると指摘する

近年ではAllisonもこの指摘に同意している 
（Allison 2015, 219-20）

カントにおける通常の概念とは、様々なものを⽐較して 
それらに共通の特徴を引き出して作られ、判断における 
述語づけなどに⽤いられる

例︓「このテーブルは丸い」における丸さの概念

5. 直観と概念
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総合の統⼀の意識としての概念
Longuenesseによれば、第2の意味での概念は、 
多様なものをひとつの全体としてまとめる作⽤が 
統⼀されているという意識である

「ここ［A103］において、概念は［...］総合作⽤の統⼀の 
意識であり、さらに⾔えば、ひとつの全体の総合の 
意識である」（Longuenesse 1998, 46）

5. 直観と概念
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引⽤5-7︓

あらゆる認識は［...］概念を要求する。［...］この概念はその形式からみて常に何か普
遍的なものであり、規則として役⽴つものである。［...］他⽅で、概念が諸直観の規則
でありうるのは、概念が、与えられた諸現象において、それら諸直観の多様なものの必
然的な再⽣産を、それゆえ諸直観の意識における総合的統⼀を表すことによってのみで
ある。（A106）

5. 直観と概念
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引⽤5-7の解釈
構想⼒が多様なデータをまとめる際に、そのまとめ⽅に 
統⼀性を与えるための規則として概念が役⽴つことがある

この規則としての概念は上述の第2の意味の概念

さらに踏み込んで解釈すれば、 
ここでの概念は多種多様なデータのうちのどれを 
その直観のために利⽤するかを指⽰する規則として
機能すると考えられる

概念は直観による対象の与えられ⽅を⽰すものとして解釈できる

5. 直観と概念
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内容と提⽰様態
第1の概念は判断の内容に関わるといえる⼀⽅で、 
第2の概念は判断の対象の提⽰様態（modes of presentation） 
に関わるともいえる

ここでの「内容」はカント⽤語として使われていないので注意

「⼣⽅の空に⾒える」という提⽰様態で与えられたことが 
Hesperus概念の内容を構成するわけではないのとパラレル

たとえば「Hesperusは⼣⽅に⾒えないこともありえた」 
は真だろう

5. 直観と概念
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直観と概念の関係に関する結論
直観は判断に対象を与えるためにたしかに 
対象の与えられ⽅の規則としての概念を必要とするが、 
この場合の概念は判断の構成要素としての概念からは 
区別される

5. 直観と概念
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⼼的ファイル理論とのアナロジー
本発表ではカントの直観を⼼的ファイルに類⽐的なものとして 
解釈する

この際、直観がそれに依存するとされた概念の 
⼼的ファイル理論における対応物は 
ファイルの指⽰を決定するER関係である

5. 直観と概念
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カント的概念とER関係
たとえば「これ」と「あれ」を指⽰するファイル 
THISとTHATを考える

これらのファイルに適切に情報を集めるには、 
環境から与えられる多様な情報を⼀⽅ではTHISに、 
他⽅ではTHATに振り分けるための規則が必要である

ある情報がTHISファイルに⼊るためには 
たとえば主体と情報源の空間的近さが求められるだろう

ER関係はこのような「規則」として概念に類⽐的なものである

5. 直観と概念
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第5節のまとめ
直観は判断にaboutnessを与えるという役割をもつが、 
それは⼼的ファイルに類⽐的なものとして、 
どのように与えられた情報ならばその直観の対象について 
の情報であるとみなしてよのかを指⽰する規則としての 
概念を必要とし、この概念は判断の内容に関わるものではなく 
むしろ⼼的ファイル理論におけるER関係に類⽐的なものである

5. 直観と概念
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6. 思考の形式としての 
カテゴリー

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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本節で⾏うこと
カテゴリーが（カテゴリーでない）概念とどう関わるのかを 
明らかにすることで本発表の問いに答える

本節の主張は以下である︓ 
カテゴリーは概念が規則として役⽴つために成⽴しなければ 
ならない法則を指定し、この限りで直観が判断にaboutnessを 
与えるための条件になっている

最後に、これまで類⽐に⽤いてきた⼼的ファイル理論と 
カントの枠組の差異を確認して議論の修正を⾏う

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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引⽤6-1︓カテゴリーがないとどうなるのか

経験的諸概念に従った総合の統⼀は完全に偶然的であるかもしれず、これら諸概念が統
⼀の超越論的な根拠に基づいていなかったなら、諸現象の雑多が我々の魂を満たしつ
つ、それでもその雑多からいつか経験が⽣じることはありえない、ということになる可
能性があっただろう。（A111）

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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引⽤6-1の解釈
概念は直観が判断に対象を与えるための規則として
機能するとのことだったが、 
経験的概念が表⽰する規則はでたらめなものであるかもしれず、 
そうした概念に従って判断にaboutnessが与えられるという 
保証はない

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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⼼的ファイル理論における世界の秩序
たとえば知覚や空間的隣接関係にもとづいて 
ファイルTHISに対象に関する情報を集めるには 
世界の側に⼀定の秩序が求められるように思われる

⽬の前にあったリンゴが突如消滅したり、 
地球上の様々な場所をランダムに瞬間的に⾏き来する 
ような世界であったなら、ファイルTHISは 
機能しないだろう

→ この秩序が⼼的ファイル理論におけるカテゴリーの類⽐物

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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思考の形式としてのカテゴリー（1）
実際、カントは概念がその機能を果たすためには、
カテゴリーが指⽰する上位の法則に従う必要があると 
述べている

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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引⽤6-2︓思考の形式としてのカテゴリー（2）

［...］私は主張する。ちょうど挙げられた諸カテゴリーは、ひとつの可能的経験におけ
る思考の諸条件にほかならず、これは空間と時間がまさに同じ可能的経験のために直観
の諸条件を含んでいるのと同様であると。（A111）

［...］この［把捉の総合の条件になっているような］総合的統⼀は、与えられた直観⼀
般の多様なものの、ひとつの根源的意識における、カテゴリーに従った、私たちの感性
的直観にのみ適⽤された、結合の統⼀以外のものではありえない。（B161）

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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引⽤6-2の解釈
直観が空間・時間という形式に従うのと同様に、 
思考はカテゴリーという形式に従う

思考のために⽤いられるのが概念だから、 
経験的概念はカテゴリーが指定する秩序に従うと考えてよい

概念によって統⼀性を与えられた構想⼒の総合によって 
直観は判断に対象を与えられるとのことだったが、
この統⼀はカテゴリーに従ってなされる

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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暫定的結論
直観は判断にaboutnessを与えるものだが、
直観がその役割を果たすためには対象の与えられ⽅の規則としての 
概念が必要であり、こうした概念が規則として役⽴つためには 
世界の合法則性を保証するような上位の法則が必要とされ、 
カテゴリーはこのような法則を指定するものとして
判断のaboutnessの獲得に寄与する

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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この解釈のメリット
本発表の解釈では直観に関する理論ならびにそれにおける 
カテゴリーの寄与を⼀貫してメタ志向性理論に属するものとして 
解釈してきたゆえ、判断の構成要素としての概念 
（これは⾮メタな志向性理論に登場する）と直観の種別的差異を 
保持することができる

また直観がそれに依存するとされている概念やカテゴリーは 
判断内容に関わるものではないとすることで、⾮概念主義者にも 
受け容れやすい直観-カテゴリーの依存関係を⽰している

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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ER関係の内在化（1）
これまで⼼的ファイル理論を⽐較項として参照してきたが、 
カントはいくつかの重要な点において⼼的ファイル理論とは 
⽴場を異にする

第1に、⼼的ファイル理論におけるER関係は 
世界の側で成り⽴てば良く、その関係に関する主体の知識は 
必ずしも求められないが、 
ER関係のカントにおける対応物である概念は、 
それが指⽰する規則が主体に把握されうることを要求している

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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引⽤6-3︓ER関係の内在化（2）

［...］たとえそれに際⽴った明晰さが⽋けているにせよ、それでもつねにひとつの意識
が⾒出されなければならず、この意識がなければ概念は、それゆえそれとともに対象の
認識は完全に不可能である。（A103-4）

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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引⽤6-3の解釈
直観が対象を与える際には、多様なデータが 
統⼀的な観点から⼀定の規則に従ってまとめられる必要が 
あるとのことだったが、 
この統⼀性はいかに微弱な仕⽅であれ意識されうるので 
なければならない

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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⾃然法則の内在化（1）
また、「演繹論」の⽬的の⼀つは因果に関する 
ヒューム的懐疑に応えるというものであったため、
カントは⾃然の合法則性を前提できない

「演繹論」とヒューム的懐疑の関係については 
たとえばWait（2018）などを参照

したがって、⼼的ファイル理論における世界の秩序は 
カントにあっては悟性が指定する⾃然法則として内在化される

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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引⽤6-4︓⾃然法則の内在化（2）

［...］悟性はそれ⾃⾝⾃然に対する⽴法である。すなわち、悟性なくしては⾃然は、つ
まり、諸現象の多様なものの規則に従った総合的統⼀はどこにもないであろう。
（A126-7）

カテゴリーは諸現象に、したがって、あらゆる諸現象の総括としての⾃然（質料的にみ
られた⾃然 natura materialiter spectata）にア・プリオリな法則を指定する概念であ
る［...］。（B163）

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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引⽤6-4の解釈
直観が判断に対象を与えるための条件となっているような総合は 
世界の側の合法則性を要求するものであったが、 
そのような合法則性は悟性がカテゴリーを通じて 
諸現象にア・プリオリな法則を指定することによって⽣じる

6. 思考の形式としてのカテゴリー
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結論
カントの直観の理論は判断がaboutnessを得る仕⽅を説明する 
ものとして、メタ志向性理論として解釈できる

直観はそれが経験的判断に対象を与えるために、 
対象の与えられ⽅の規則としての概念を必要とし、
この概念はそれが規則として役⽴つために、 
⾃然法則を指定するものとしてのカテゴリーを必要とする

ここで概念やカテゴリーは悟性が⾃然に指定するものとして 
内在化されている

おわりに
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凡例

『純粋理性批判』への参照にあたっては、慣例に従って第1版をA、第2版をBとして 
それぞれの⾴数を付した。

翻訳の底本にはPhilosophische Bibliothek版（Felix Meiner）を⽤いた。

引⽤における太字は、カントに関しては原⽂ゲシュペルトに対応し、 
その他の⽂献に関しては原⽂イタリックに対応する。 
［...］は省略を、［］内の⾔葉は引⽤者による補いを表す。

以下の⽂献表において、ペーパーバック版を参照した書籍については、ペーパーバック版の出版年
を記す。
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