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無限判断と存在措定	

五十嵐涼介	

	

はじめに 
	 無限判断は述語否定を表すとされるが、その内実については未だ解釈が分かれている。

また無限判断は、超越論的論理学においては判断表の一つの分肢をしめるが、一般論理学

では肯定もしくは否定判断と同一視されるという特徴を持つ。本論の目的は、無限判断の

内実、および論理学の区分との関係についての整合的な解釈を与えることにある。 
	 以下第 1節では、無限判断を巡って石川文康と石川求の間でなされた論争を概観するこ
とによって、無限判断を解釈するにあたっての争点および問題点を明らかにする。次に第

2節では、筆者による存在措定と否定の作用域に着目した解釈を提示する。 後に第 3節
では、この解釈によって明らかになった無限判断の内実が論理学の区分とどのように関係

するのかを見る。 
 
第 1 節	 無限判断を巡る論争とその問題点	

	 無限判断の解釈についての石川文康説と石川求説の差異は、前者が無限判断における否

定的述語を肯定的な意味
、、、、、、

を持つ反対概念
、、、、、、、

であると見なすのに対して、後者は肯定的な含意

を持たない端的な否定
、、、、、

と見なすという点にある。 
	 ここで特に重要となる記述を概観しておこう。まず、論理学の区分と無限判断の関係に

ついて、カントは以下のように述べる1。 
 
（A） ... 一般論理学においては無限判断は肯定判断にかぞえられ、分類上なんら特殊
な分肢を構成しはしないけれども、超越論的論理学においては、無限判断はやはり肯定

判断と区別されねばならない。（中略）超越論的論理学は判断を、このような単に否定

的な述語を用いているだけの論理的肯定の価値あるいは内容の面からも考察し、この論

理的肯定が全体の認識に関していかなる収穫をもたらすかを探究する。(A 72/B 97)2 
 

                                            
1 『純粋理性批判』の参照箇所については慣例に従い、A版とB版の頁数を併記する。そ
の他の著作については、アカデミー版全集の巻数（アラビア数字）とその頁数（アラビア

数字）を記す。なお、『純粋理性批判』『イエッシェ論理学』の訳語に関してはそれぞれ高

峯訳、湯浅訳を参考にし、適宜改変を加えた。 
2 石川文康はここでの「Werte」を「値」と訳しているが、本発表では「価値」と読む一
般的な解釈を採用する。 
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また、多少内容は異なるが、『イエッシェ論理学』においても以下のように述べている。 
 
（B）［一般］論理学は単に判断の形式に関わるのであり、概念とその内容から見て
関わるのではないから、否定判断を無限判断から区別することはこの学問に属する

ことではない。(IX 104) 
 

以上二つの引用箇所からわかるのは、無限判断は一般論理学においては肯定判断または否
、、、、、、、、

定判断から区別されない
、、、、、、、、、、、

ということであり、言い換えれば何らかの意味で肯定的／否定的

な側面を持っているということである。次に、具体例を交えながら説明を与えている箇所

を見る。 
 
（α） 仮に私が魂について「魂は死なない」と言ったとすれば、私は否定判断によっ
て少なくとも一つの誤謬を除去したことになるだろう。ところで「魂は不死である」と

いう命題による場合には、私は魂を不死の実体という無制限の外延中に定置することに

よって、論理の形式面からは事実肯定したことになる。(A 72/B 97)3 
 
（β） ［後者の命題が主張するのは］魂とは、死すものがことごとく除去されてもな
お残るところの、無限に多くのものの一つである、ということに他ならない。（中略）

しかし、この［あらゆる可能なものの］空間はこのように死すものが除去されるにも関

わらず、依然として無限であり、もっと多くの部分が取り去られても、そのために魂の

概念が少しも増大したり肯定的に規定されるということはありえない。(A 72/B 97 ff.) 
 

引用箇所（α）は、無限判断の肯定的側面
、、、、、

を、（β）は否定的側面
、、、、、

を具体例を元に説明して

いる。無限判断を考察するにあたっては、ひとまずこれら四つの引用箇所に整合的な解釈

を与えなければならない。以下では、これらの引用箇所を踏まえた上で、石川文康説およ

び石川求説を検討する。このとき、無限判断の意義もまた両者の争点の一つではあるが、

紙幅の都合上本論では、無限判断そのものの内実、特にその論理的側面に焦点を合わせる。 
 
1.1	 石川文康による解釈	

	 石川文康は、無限判断における否定的述語を反対概念の措定であると見なす4。すなわち、

それ自体積極的意義を持った肯定的概念———例えば善に対する悪、寒さに対する暖かさ———

                                            
3 第 2.2 節で見るように、ここで「魂は不死である」と訳した命題そのものにも文献学的
問題がある。この箇所では、ひとまず一般的な解釈を提示しておいた。 
4 石川文康 『カント 第三の思考：法廷モデルと無限判断』，1996年，名古屋大学出版会。 
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であると考えるのである。このように積極的に反対概念を措定することこそが（α）に

おいて「論理の形式面からは事実肯定した」と見なされる理由である。さらに彼は、『負量

の概念』で導入された「実在的否定」という概念がこのような否定概念を表すと考える。

カントによれば「対立」（Opposition）は、矛盾を意味する「論理的対立」と、矛盾なし
の対立である「実在的対立」に区別される（cf. Ⅱ 171）。実在的対立において対立してい
るのは、二つの肯定的規定である。以上の意味で、無限判断は一見否定判断の様相を呈し

ながら、その実肯定判断であるような「仮象否定
、、、、

」であると解される。 
	 このような立場をとった場合、無限判断と肯定／否定判断の間の差異は明らかであろう5。

また、論理学の区分と無限判断の関係は、「実在的対立」に着目することで理解することが

できる。というのも、「反省概念の二義性について」（A 260/B 316 ff.）で述べられている
通り、「実在的対立」は論理的には成立せず、これが成り立つためには現象における実在的

な物を考慮に入れなければならないからである。このことは、論理的な側面のみに着目す

る一般論理学では無限判断が特別な分肢を持たないことの説明となっている。 
	 石川文康説によれば、引用箇所（B）、(α)に関しては整合的に読むことができる。しか
しながら、（A）、（β）と照らし合わせるとその問題点が直ちに浮き彫りになる。まず、（A）
については、なぜカントが無限判断は（否定判断ではなく）肯定判断から区別されると述

べているのかが、直接には明らかではない。より問題なのは（β）の解釈である。ここで

はカントは、無限判断によっては主語概念は「少しも増大したり肯定的に規定されるとい

うことはありえない」と述べている。しかし、石川文康説によれば無限判断の述語は積極
、、

的意義を持つ肯定概念
、、、、、、、、、、

なのであった。すなわち、この解釈では（β）におけるカントの記

述をまったく整合的に読むことができない6。 
 
1.2	 石川求による解釈	

	 石川求は、石川文康による無限判断の解釈を一連の論文で強く批判した7。石川求によれ

ば、無限判断の否定的概念は反対概念などではなく、消極的な意義しか持たない端的な否

定である。それどころか、実のところカントが無限判断に着目した理由は、否定的述語を

直ちに積極的な肯定概念であると見なすような考えを防ぐことにあるのである。歴史的な

                                            
5 ただし、ある判断が肯定判断であるかそれとも無限判断であるかは単に相対的な問題と
なる。というのも、判断それ自体を見る限りではどちらも肯定判断だからである。 
6 このことに関連して、「無限判断」という名称を巡っての議論がある。本論では紙幅の都
合上割愛するが、詳しくは前掲書および石川求の後掲論文を参照のこと。 
7石川求「「無限判断」と批判哲学」（『思索』，21，1988年，pp. 45-66）、「カントの〈不定
概念 terminus infinitus〉論 : 問題テクストの解読を中心に」（『秋田工業高等専門学校研
究紀要』，26，1991年，pp. 68-78）、「「無限判断」という陥穽」（『人文学報』，286，1997
年，pp. 97-125）。 
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事実として、当時の哲学者および論理学者の間では一般に、無限判断は事実上の肯定判断

であるとされていた8。このような通念に対して批判を加えることが（A）の箇所において、
無限判断は「肯定判断から区別されなければならない」とされている眼目なのである。し

たがって、無限判断は仮象否定などではなく、実際上も否定でしかない
、、、、、、、、、、、

。このような立場

に立つならば、石川文康説はまさにカントが防ごうとしていた誤謬に陥っているというこ

とになる。 
	 論理学の区分と無限判断の関係については、石川求は批判哲学そのものの眼目に訴える。

そもそも『純粋理性批判』においてカントが無限判断に言及しなければならなかった理由

は、「フェノメナとヌーメナ」の箇所において述べられているような、単なる否定に肯定的

な意義を読み込んでしまうことによる仮象を防止するためなのであり、このことが（A）
で述べられている「価値」に相当する。 
	 それでは、このような解釈をとった場合、無限判断と否定判断の区別はどのように説明

されるだろうか。これについて石川求はむしろ、カントが無限判断と否定判断を区別して

いるに違いないと考えることそのものが誤りであると考える。すなわち、無限判断に言及

する意味は、それが何ら積極的意義を持たない端的な否定であるということを確認するこ

とだけで尽きているのであり、カントはことさらに無限判断と否定判断の区別を考えてい

ないということである。 
	 さて、このような解釈についてもいくつか問題点が見いだせる。石川求説によれば、（A）、
(β)の箇所は問題なく読むことができる。しかしながら、（α）および（B）の箇所では、
カントは確かに無限判断を否定判断から区別することを意図しているように見える9。より

深刻な問題として、質の判断における三分法を棄却しなければならない
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

という点がある。

石川求は様々な観点から、カントが質の判断の三分法には拘りがなかったこと、および、

カテゴリーと判断表の間には厳密な対応関係が想定されていないことを論じているが、「す

べての純粋悟性概念を発見する手引き」における記述を見る限りでは承服しがたい10。と

                                            
8 この歴史的経緯の詳細については、石川文康の前掲書（pp. 36-53）を参照のこと。 
9 これらの箇所についてはそれぞれ、『純粋理性批判』の改訂問題、及び伝統論理学の換質
換位の問題に照らした議論がある。石川求の主張はどちらの箇所についても、これらが否

定判断と無限判断の区別を論じたものであるとする標準的な解釈からの、大きな読み替え

を要求するものである。しかしながら、本論ではこの議論は割愛する。その理由は、第一

に紙幅の制約により、第二に、石川求が主張する立場をとったとしても、本論の解釈とは

整合的であるからである。特に、（α）の箇所に関連する議論については前掲論文を参照の

こと。以下では、標準的な解釈に則って論を進める。 
10 石川求は、否定判断と無限判断に関するカントの立場を、両者を区別する伝統的論理学
から、この区別を廃棄する現代の論理学への移行する中間点として捉えている（cf. 「「無
限判断」と批判哲学」，pp. 52-54）。筆者の立場からは、現代の論理学においては否定判断
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いうのも、ここでカントは明らかに、カテゴリーと判断表の対応関係、および、両者の完

全性をくり返し主張しているからである。 
 
第 2 節	 存在措定と否定の作用域に基づく解釈	

	 本論は、否定的述語を端的な否定であると見なす点では石川求説と同一の立場をとる。

しかし同時に、無限判断はやはり肯定的な側面を含み、否定判断とも区別されると考える。

以下では、これまでの論争ではほとんど着目されてこなかった主語の側に目を向けること

で、上述の論争における問題点を解消した解釈を試みる。 
	 まず、カントの論理学はアリストテレスに由来する名辞論理学の一形態である。この種

の論理学においては、各々の定言判断は概念の外延相互の包含関係を表している11。特に

肯定判断は主語概念の外延（もしくは主語自身）が述語概念の外延に含まれることを意味

する。主語概念と述語概念の外延をそれぞれ𝑆、𝑃とおくと、例えば全称肯定判断が表す関
係は述語論理の表記法を用いて以下のように表現できる。 

∃𝑥𝑆𝑥 ∧ ∀𝑥( 𝑆𝑥 → 𝑃𝑥 ) 

このうち、主語概念が外延を持つことを表している部分（∃𝑥𝑆𝑥）は伝統的に主語の存在措
、、、

定
、
と呼ばれてきた12。一般に名辞論理においては、全称判断を含んだすべての肯定判断が

存在措定を含んでいることが知られている。このように表記すると、否定の作用域が二通

り存在することがすぐに見て取れる。すなわち、否定が述語のみに作用する場合と、存在

措定も含んだ包含関係全体にかかる場合である。このような区別に基づいた定言判断の完

全な表は以下の通りである13。 
                                                                                                                                        
と無限判断に相当する区別が廃棄されたと考えられている点で同意しかねる。しかしなが

ら、紙幅の関係上この問題についてはまたの機会に論じることとする。 
11 これに対して、もちろん「外延」（Umfang）ではなく、「内包」（Inhalt）という観点か
ら判断を考察することもできる。しかしながら、このような観点では本論で着目するよう

な存在概念を適切に扱うことができないため、以下では外延に基づいて論を進める。 
12 「すべてのユニコーンは角を持つ」という判断を例にとろう。この場合、ユニコーンに
対応する対象が対象領域に存在しない場合は偽となる。一階述語論理の場合では、全称量

化子それ自体は存在に関する含意を持たないが、対象領域が空でないこと、およびすべて

の単称名辞は対象領域に指示対象を持つことが仮定されている。このような仮定を落とし

た体系は自由論理（Free Logic）と呼ばれる。 
13 ‘∃𝑥 𝑠 = 𝑥 ’は、対象‘𝑠’が存在する、もしくは対象領域に含まれることを表す一階の
述語である。また厳密に考えるならば、無限判断における述語は否定的概念であるのだか

ら、通常の命題否定‘¬’ではなく、述語否定であることを表すために‘𝑃’などと表記す
るほうが正確である。しかしながら、今用いている枠組みでは両者は同値なので特に拘ら

ない。なお、この同値性は、（１）各々の項が指示対象を持ち、（２）それらは肯定もしく

は否定的述語の外延のどちらかに必ず含まれる、という暗黙の前提に基づいている。これ
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 全称 特称 単称 
肯定 ∃𝑥𝑆𝑥 ∧ ∀𝑥( 𝑆𝑥 → 𝑃𝑥) ∃𝑥  𝑆𝑥 ∧ 𝑃𝑥  ∃𝑥 𝑠 = 𝑥 ∧ 𝑃𝑠 
否定 ∀𝑥( 𝑆𝑥 → ¬𝑃𝑥) ¬∃𝑥𝑆𝑥 ∨ ∃𝑥( 𝑆𝑥 ∧¬𝑃𝑥) ¬(∃ 𝑠 = 𝑥 ∧ 𝑃𝑠) 
無限 ∃𝑥𝑆𝑥 ∧ ∀𝑥( 𝑆𝑥 → ¬𝑃𝑥 ) ∃𝑥( 𝑆𝑥 ∧¬𝑃𝑥) ∃𝑥 𝑠 = 𝑥 ∧¬𝑃𝑠 

表 1	 定言判断の主張内容 

 
	 このような解釈をとった場合、（α）で述べられている無限判断の肯定的側面は、「不死」

という述語概念ではなく、主語概念を述語の範囲の元に「定置する
、、、、

」（setzen）こと、すな
わち、主語概念の外延（もしくは主語自身）が述語の外延に含まれることを主張している

ということにある。これは主語概念の外延が述語概念の外延に含まれない
、、、、、

ことを端的に意

味する否定判断とは明確に異なる。 
	 歴史的な観点から見るならば、存在措定に着目した否定の区別は決して珍しいものでは

ない。浅野楢英およびLaurence R. Hornは、否定概念についての歴史的研究の中で、こ
のような区別がアリストテレスにおいてすでに見られることを指摘している14。このこと

を背景として、両者はカントの否定判断と無限判断の区別もまた存在措定の有無に関わる

と予想している。 
	 以上をまとめると、否定判断は外延の包含関係そのものの否定であり、主語の存在措定

を含意しないのに対して、無限判断は主語が否定的な概念の外延に含まれることを表して

いるため、主語の存在措定を含んでいるということである。ここで我々は無限判断の内実

および他の判断との区別についての一つの仮説を得ることができた。残された課題は論理

学の区分との関係、すなわち、なぜ無限判断が超越論的論理学でのみ特別な分肢をなすの

かを明らかにすることである。 
 
第 3 節	 無限判断と論理学の区分の関係について	

3.1	 論理学の区分について	

	 この節ではまず一般論理学と超越論的論理学の差異について概観するが、カントの論理

学の部門全体がどのように整理されるのかはそれ自体一つの問題でもある。本論では、金

                                                                                                                                        
は、第 3.3節の内容を鑑みるならば示唆的であると言える。 
14 浅野楢英「否定詞の論理的解釈にかんする問題」（『東北大学教養部紀要』，49，1988年，
pp. 198-216）。Laurence R. Horn , A Natural History of Negation, University of Chicago 
Press, 1989. 
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正旭の研究に従い、以下のような区分がなされているものと考える15。 
 

論理学一般	
	 一般的悟性使用の論理学	

一般論理学	

	 超越論的論理学
	

	 特殊悟性使用の論理学	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

 
	 このうち、「論理学一般」を「一般的な悟性使用の論理学」と「特殊な悟性使用の論理学」

を分ける分肢は、対象の差異
、、
を捨象するかどうかに関わる。前者は対象の差異をすべて捨

象するのに対して、後者はこれを考慮に入れる。一方、「一般論理学」と「超越論的論理学」

を分ける二つ目の分肢は、対象の内容
、、
をすべて捨象するかに関わる。一般論理学は対象の

内容をすべて捨象するのに対して、超越論的論理学はこれをすべて捨象するわけではない。

以上をまとめると、一般論理学は対象のすべての差異および内容を捨象する。これに対し

て超越論的論理学は、「対象の差異」はすべて捨象するが、内容についてはすべてを捨象す

るわけではないということである。ここでの対象の差異とは、例えば医学や法学の対象な

どの、種類の相違を意味している16。したがって対象の差異を捨象するとは、その種類に

関係なくすべての対象を等しく扱うことを意味する。 
	 無限判断の独立性に関係するのは、超越論的論理学において捨象されない対象の内容で

ある。これはまず第一に「認識の起源、範囲、および客観的妥当性」(A 57/B 81)を意味し
ている。さらに、引用箇所（A）から、我々の認識に対して何をもたらすのかという価値

の側面を含むことがわかる。すなわち、無限判断に関わる対象の内容とはこれらの認識論
、、、

的側面
、、、

に他ならない。これは「超越論的」ということが我々の認識の仕方に関わることを

意味する以上当然のことであると言える。 
 
3.2	 一般論理学において無限判断が特別な分肢を持たない理由について	

	 すでに見たように、定言判断は外延相互の包含関係を表現している。ところで、一般論

理学と超越論的論理学は対象の差異を捨象するのであるから、どちらも対象一般
、、、、

に関わる。

ここで、一般論理学における存在量化子の対象領域を可能な物一般であると考えてみよう。

このとき、論理的に可能な概念には常になんらかの可能なものが対応すると考えられる。

したがって、一般論理学においては以下の存在原理
、、、、

（EP）が常に成り立つ17。 

                                            
15 金正旭 「対象の差異を捨象することと、内容を捨象すること」（『日本カント研究』，12，
2011年，pp. 123-138）。 
16 詳細については、前掲論文（p. 126）を参照のこと。 
17 （EP）は単に、概念が論理的に可能であるならば（すなわち、矛盾律に反さないなら
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（EP）  任意の𝑆について、∃𝑥𝑆𝑥、	 および	 	 ∀𝑥∃𝑦(𝑥 = 𝑦) 

このような想定の下では、存在量化子はなんら積極的な存在概念を表さず、単に外延相互

の包含関係を表すのみとなる18。ここで、表 1 を見てみよう。（EP）が成り立つ限り、す
べての量の判断において無限判断と否定判断の真理値が一致することが容易に確認できる。

すなわち、その真理値
、、、

という観点
、、、、、

から見るならば無限判断は否定判断と同一視されること

になる。 
	 次に、無限判断の述語にあたるところの否定的概念について、カントは以下のように述

べている。 
 
［我々は］肯定的な徴標［概念］によってなんらかのものを理解しようとするのであり、

否定的な徴標（中略）によっては、ただなんらかのものを———たとえそれについて何も

学び識るのではないにしろ———誤って理解することがない、ないし誤ることがないよう

にするだけである。(IX 60) 
 

すなわち、否定的な概念は認識
、、
への寄与という観点
、、、、、、、、、

から見るならば積極的な価値を持たず、

単に誤謬を防ぐという消極的な機能しかもたないということである。これは無限判断にお

いては「概念が少しも増大したり肯定的に規定されることはありえない」という（β）の

記述と一致する。ところで、今我々は一般論理学の場合を考えているのであるから、この

ような認識論的な価値はすべて捨象されている。このとき、単に述語が持つ外延としてみ

るならば、肯定的な徴標と否定的な徴標の外延は集合と補集合の関係に立つのみであり、

この関係を除いては両者の間に本質的な差異は存在しない。この場合肯定判断と無限判断

は論理形式としては等しいものと見なされることになる。またこのことから直ちに、なぜ

超越論的論理学において両者が区別されるのかも明らかになる19。このため、この解釈の

もとでは、石川文康説で問題となっていた（A）、（β）の箇所を整合的に読むことができ
ることがわかる。 
	 以上を要約すると、無限判断と否定判断はその真理値という観点から同一視される。一

方、無限判断と肯定判断は論理形式という観点から見れば同一視される。後者に関しては、

                                                                                                                                        
ば）、それに対応する物を常に想定することができる、ということを主張しているに過ぎな

い。例えば、「馬」と「翼」という二つの概念を結びつけることで「ペガサス」という概念

が生じる。この概念が名指す対象は、例え現実的に存在しないとしても、思考の内に
、、、、、

その

存在を想定することは可能である。同様のことが全ての可能な概念にも言える。 
18 すなわち、単に論理的な意味

、、、、、、
での「措定」（Position）、あるいは「定置」（Setzung）を

意味している（cf. Ⅱ 73）。 
19この点に関しては、石川求もまた同様の説明を与えている。 
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一般論理学が認識に対する価値を捨象することによる。 
 
3.3	 超越論的論理学における無限判断と否定判断の区別	

	 以下では、超越論理学において無限／否定判断の区別が生じる理由を考察する。両者が

同一視される根拠は（EP）にあったのだから、超越論的論理学ではこれが何らかの形で成
立しないことが予想される。実際のところ、これは超越論的論理学が考慮に入れる対象の

内容であるところの「認識の起源、範囲、および客観的妥当性」に着目することで確かめ

られる。 
	 超越論的論理学は、一般論理学と同様に、対象一般に関わる。さらに、これに加えて認

識の起源や範囲を考慮するがゆえに、対象一般の領域のうちに、経験
、、
に
、
おいて
、、、

与えられた
、、、、、

対象
、、
の領域を考えることができる。ここで、存在量化子がこのような物の範囲を対象領域

とすると考えてみよう。この場合、存在量化子は単に概念の外延相互の包含関係を表すの

みではなく、より積極的な含意を持つ。すなわち、概念に現象における物が対応するとい

う意味で、現実的存在
、、、、、

（Dasein）を表すと考えてよい。このような領域は、あらゆる内容
を捨象する一般論理学においては考察され得なかったものである。 
	 さて、このように単に可能なだけではなく、現実的に存在するものの領域は、経験的探

究によって確かめられる発見的な領域である。しかしながら我々は、経験の可能性の条件

についての考察を前提とすることで、このような領域には決して含まれ得ない対象が存在

することをアプリオリに知ることができる。「世界」や「神」のような理念、あるいは「ヌ

ーメノン」などがそれである。これらは、我々の経験の条件に合致しないために、決して

経験の内に与えられることはない。したがって、これらは（EP）の反例となる。例えば、
「∃𝑥 (‘神’= 𝑥)」という命題はこの領域の元では偽となるし、「ヌーメノン」という概念は
外延を持たない20。このため、これらを主語に持つ肯定／無限判断は端的に偽となる。こ

れは、その真理値という観点から見ても、もはや無限判断と否定判断は同一視できないと

いうことを表している。 
	 ここで検討しておく必要があるのは、超越論的論理学においては存在量化子が常に経験

的対象の範囲を対象領域とするか否かである。ここでもし、存在量化子の対象領域を経験

的に与えられた対象の集合とするならば、超越論的論理学においては理念や本質体につい

て真なる判断を一切行えないことになる。というのも、それらは常に主語の存在措定に反

するからである。これはカントにとっては不都合なことであるに違いない。我々は「神」

や「世界」などの理念についても、（客観的妥当性を持ち得ない仕方にせよ）真なることを

語ることができるはずだからである。したがって、我々は超越論的論理学においても可能

                                            
20 したがってこの場合、表 1の各々の論理式は一階述語論理ではなく、自由論理の枠組み
によって考えるべきである。 
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な物の領域を保持したい。ところで、このような二つの対象領域に対応する区別を、実際

にカントの論理学体系の中に見つけることができる。よく知られた分析判断
、、、、

と総合判断
、、、、

の

区別がこれに対応するものである。分析判断は単に主語概念と述語概念の関係を考察する

のみであるから、対象領域は可能な物一般であるはずである。そのため、分析判断におい

ては、我々は理念についても正しい判断を成しうる。一方総合判断においては、さらにア

プリオリな総合判断とアポステリオリな総合判断（すなわち経験判断）に区分できる。こ

こでは、アポステリオリな総合判断を例にとろう21。この場合には常に客観的妥当性が問

題とされるため、対象領域はその現実存在が客観的に妥当する対象の範囲であると考えら

れる。このような特徴付けは、分析判断と総合判断という見慣れた区別の新たな側面を明

らかにするものである。 
	 後に、石川求説で問題になった引用箇所を振り返ると、無限判断と否定判断はやはり

区別されるのであるから、（α）および（B）の箇所についても整合的に読むことができる。
さらに、 大の問題であった質の判断の三分法も確保されることになる。 
 
	 本節では、無限判断が論理学の区分とどのように関係するのかを検討した。超越論的論

理学では、判断の認識的価値
、、、、、、、、

、及び認識の起源および範囲
、、、、、、、、、、

を考慮に入れるのであり、それ

ぞれが無限判断と肯定／否定判断の区別をもたらす。 
 
おわりに 
	 本論では、無限判断を主語の存在措定を伴った否定的判断であると解釈し、さらに超越

論的論理学が考慮に入れる対象の内容に着目することで、無限判断の独立性と論理学の区

分との関係を明らかにした。 
	 さらに、本論における検討によって得られた知見により、超越論的論理学の位置づけに

関して以下のような示唆と展望が得られる。これまで、超越論的論理学は「論理学」と名

付けられているものの、その内実はあくまで認識論および形而上学の一部であるとされて

きた。しかしながら、本論での分析は、超越論的論理学を、独自の論理的意味論を持った、

形式論理学に対するオルタナティブな論理学
、、、、、、、、、、、

として解釈できることを示している。また、

このような解釈をとった場合に重要なのは、無限判断と否定判断の区別をもたらした存在

概念が、それ自体として対象や概念に結びつくのではなく、我々の認識活動と関係するも

                                            
21 アプリオリな総合判断については、より慎重な取り扱いが必要となるが、紙幅の関係上
ここで扱うことはできない。具体的には、カテゴリーや数学的概念を主語／述語として含

んだ判断について別種の考察が必要となる。これはカント理論哲学の根幹に関わる問題で

あるため、またの機会に論じることとしたい。現在の文脈においては、さしあたり経験判

断についての考察で十分である。 
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のとして考えられているという点である。もしこのような特徴がカントの判断論全体に見

いだせるならば、そこには検証主義的な真理概念に基づいた論理学
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

の萌芽を見てとること

ができる22。こうした解釈が妥当であるなら、論理学史におけるカントの位置について新

たな光が当てられることになるだろう。 
	 今回検討した立場に関連した課題は二点残されている。まず、無限判断がカントの哲学

体系全体の中でどのような意味を持っているのか、という意義の側面を検討することであ

る。第二に、超越論的論理学を検証主義的な論理学として解釈した場合に、無限判断の位

置づけがどのようなものとなるかをより詳細に検討することである。これら二つの課題は

相互に強く連関している。このような関心に基づいた研究が進められることで、カント哲

学全体の読解に対して利益をもたらすとともに、その現代性を新たな側面から浮き彫りに

するものと考える。 
 

                                            
22 検証主義的な真理概念とは、我々の認識活動に何らかの形で依存するような真理概念の
ことを言う。このような真理観によれば、命題や判断は我々の認識活動から独立に、それ

自体として真偽を持つわけではない。この種の真理概念は現代の直観主義論理などの論理

と強い関係を持っている。なお、本論で述べられた内容に関してこのような解釈をとる場

合、「世界」や「神」などの理念はそもそも我々の認識を絶対的に越えた検証超越的概念な

のであり、このような概念を主語に持つ総合判断は「真理の反対」（IX 53）という意味で
虚偽
、、
と見なすべきだということになる。 

	 また検証主義的な真理概念は、マイケル・ダメットの定式化による反実在論に密接に関

係している。検証主義的真理概念に基づいた反実在論とカントの超越論的観念論の関係を

包括的に論じたものとしては以下のものがある。Kiyoshi Chiba, Kants Ontologie der 
raumzeitlichen Wirklichkeit: Versuch einer anti-realistischen Interpretation der 
"Kritik der reinen Vernunft", Walter de Gruyter, 2012.  
	 さらに、超越論的観念論を検証主義的な意味理論として解釈した研究としては以下のも

のがある。Carl Posy, “Dancing to the Antinomy: A Proposal for Transcendental 
Idealism”, American Philosophical Quarterly 20, 1983, pp. 81–94.  Robert Hanna, “The 
Trouble with Truth in Kant’s Theory of Meaning”, History of Philosophy Quarterly, 10,  
1993, pp. 1–20.�	  


