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マクダウェルのカント解釈のその後  
 

村井忠康（お茶の水女子大学非常勤講師） 

 

1	はじめに	

 

	 基本的には今日の発表は、斎藤先生と荒畑先生の合同演習で『心と世界』を読んでき

た人たちに向けたものです。したがって、前提する事柄の多い話をすることになります。

合同演習に出席されていなかった方には、ひとまずこの点をご理解いただければと思い

ます。 

	 テーマとしては「マクダウェルのカント解釈のその後」という題目が設定されていま

したので、この点で重要だと思われる以下の二つの主題を取り上げたいと思います。 

 

	 	 ・超越論的演繹解釈への直接的取り組み 

	 	 ・直観解釈の変化 

 

構成は以下の通りです。 

 

	 2 『心と世界』における演繹論の位置づけの失敗 

	 3 「手引き」の二つの解釈 

	 4 マクダウェルの B版演繹解釈 

	 5 直観解釈の修正 

	 6 演繹論解釈の（再）再考の展望 

 

なお、以下では多くの箇所で、関連する拙論を再利用しています。 

 

2	『心と世界』における演繹論の位置づけの失敗	

 

・ マクダウェル自身も認めるように、『心と世界』のカント理解にはストローソンの 

  影響がある。 

 

 「以下の講義では、一人称を考察する文脈でカントに訴えるにあたって、ストローソ 

  ンにそのまま従っている（第五講義）。そればかりでなく、経験をどのように捉える   
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  べきかを述べる−−これが本書で私の目指す第一のことである−−にあたって私が  

  カントを用いるその仕方は、精神において、また多くの場合細部においてもストロー 

  ソン的である。」（iii頁） 

 

・ しかし、この自己理解を字義通りに受け取ることはできない。『心と世界』でマク 

  ダウェルが目指す第一のこと、つまり、直観としての経験は感性における概念能力の 

  現実化であるという概念主義の擁護は、そこにストローソンの影響が見られるとして 

  も、マクダウェルが強調するほどにはストローソン的ではない。 

 

・  『心と世界』のカント受容におけるストローソンとマクダウェルのねじれた関係は、 

  後の論稿でマクダウェルが引いているWolfgang Carlの指摘によって言い当てられて 

  いる。 

  

   “ Wolfgang Carl suggested (in conversation) that what I presented in Mind and World was 

what a Strawsonian reading of Kant’s Transcendental Deduction should have looked like, 

whereas what Strawson offers as a reading of the Deduction is a better fit, in aim and 

orientation, to the Refutation of Idealism.” (“Hegel’s Idealism as Radicalization of Kant”, p. 

89, n. 25.) 

 

・ ストローソンは『意味の限界』において超越論的演繹と観念論論駁をともに、デ 

  カルト的懐疑論の論駁の試みとして解釈した。 

 

   “The argument [in the Refutation of Idealism], being expressly anti-Cartesian aim, takes 

empirical self-consciousness as an unquestioned element in any possible experience. It could 

be re-framed on the basis of the perhaps less demanding requirement of self-reflexiveness in 

experience.” (The Bounds of Sense, p. 127, n. 1.) 

  

   “self-reflexiveness”は、ストローソンが、演繹論において「超越論的自己意識」と言 

	  われている（と彼が考えている）ものを特徴づけるために用いた用語である1。 
                                                             
1 ストローソンにとって自己意識とは経験的自己意識（すなわち人称的自己意識 personal 
self-consciousness）のみであるので、彼は自身の議論において「超越論的自己意識」という用語
を引き受けることができなかった。カントの自己意識論についてのストローソンの解釈がマク

ダウェルに与えた影響については、拙論「自己意識への二つのアプローチ−−オックスフォー

ド新カント主義からカントへ−−−」を参照されたい。そこで私は、自己意識論の文脈において
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・ 観念論論駁は、外的世界の知識を疑うデカルト的懐疑論（カントの表現で言えば「蓋

然的観念論」）の論駁を狙うものだが、演繹論もこの文脈で理解することはその趣旨

を捉え損なうことになる。おそらく Carlの目には、『心と世界』における Kant-inspired

な概念主義は『意味の限界』のこの欠陥を補うものと映ったのだと思われる。 

 

・ 『心と世界』において概念主義が心と世界の関係に関する哲学的立場として提示さ

れているとしても、それはデカルト的懐疑論を標的とするものではない。むしろそれ

は、Conantの表現を借りるなら、カント的懐疑論を標的とするものである。 

 

	 【Conantによるデカルト的懐疑論とカント的懐疑論の区別】 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （知覚の哲学へのその適用） 

 

“The Cartesian sceptic asks: how can I know things are as my senses present them as being? 

… The gap the Cartesian seeks to bridge is from his own mind to the outer world. … The 

Kantian sceptic is preoccupied by different questions: how can my experience so much as be 

intelligibly of an external world? … The gap the Kantian seeks to overcome is from sensory 

blindnesss to sensory consciousness—from a form of sensibility upon which things merely 

causally impinge to one upon which things impress themselves as being thus and so.”2  

 

・ デカルト的懐疑論者は感官の「証言」を疑う−−感官の証言を信用できるのか？ カ

ント的懐疑論者は、この懐疑で前提されている感官の「証言」という考えそのものを

疑う−−そもそも感官は証言されるような内容（真であれ偽であれ）をもつことがで

きるのか？ 言い換えれば、デカルト的懐疑では知識が問題になっているのに対して、

カント的懐疑では志向性（内容性）が問題になっている。 

 

・ 概念主義の擁護においてマクダウェルが関心をもつのはカント的懐疑である。もち

ろん、彼はカント的懐疑論者でもなければ、カント的懐疑に答えようとしているわけ

でもない。『心と世界』第三講義のエヴァンズ解釈において際立っているように、い

                                                                                                                                                                                  
もマクダウェルはストローソンとの距離を測り損ねていると論じた。 
2 J. Conant, “The Varieties of Scepticism”, pp. 100-1. Conantのラベリングがあくまでラベリングで
あることに注意。彼はデカルトやカント自身が懐疑論者であると言いたいわけでもないし、ま

た、デカルトやカントが一方の懐疑論にのみ関心をもっていたと言いたわけでもない。たとえ

ば、Conantも指摘するように、カントの場合、演繹論の関心はカント的懐疑論にあるが、観念
論論駁の関心はデカルト的懐疑論にある。 
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かにして、それ自体では盲目な感性的状態が客観的世界についての経験となりうるの

か、という問題に答えようとするのではなく、概念主義によってこの問題を拒否して

いる。しかしそれでもなお、概念主義の擁護の文脈においてマクダウェルが関心を寄

せるのは、この問題、つまりカント的懐疑の含みをもった問題である。 

 

・ Conantによれば、盲目な感性的状態と志向的経験のギャップという問題は、カント

が超越論的演繹において関心をもっている問題である。しかし、『心と世界』におい

てマクダウェルはこの点を強調することができなかった。『心と世界』序文からの先

の引用も示すように、超越論的演繹を取り上げる第五講義において彼は、事実上、一

人称指示の問題との関連においてしか超越論的演繹に触れることができなかった。 

 

 

3	「手引き」の二つの解釈	

 

・ その後マクダウェルは、概念主義の原型を超越論的演繹のうちに直接見出すように

なる3。 

 

・ しかし、彼は『心と世界』以後のカント関連の論稿においてすぐに超越論的演繹の

解釈を主題とし始めたわけではない。演繹論解釈に先立って、彼の Kant-inspiredな概

念主義にとって重要なテキストとなったのは、「すべての純粋悟性概念を発見するた

めの手引き」（いわゆる「形而上学的演繹」）中の次の一文ないし二文（以下「手引

き」と呼ぶ）である。 

 

「ひとつの判断における
．．．．．．．．．．

さまざまな表象に統一を与えるのと同じ機能が、ひとつの
．．．．

直観における
．．．．．．

さまざまな表象の単なる総合にもまた統一を与える。この統一は、一

                                                             
3 マクダウェルが超越論的演繹を再考するきっかけとなったのは、Haugeland, Conantと共同で行

われた第一批判読解であると言ってよい。McDowell (2009), p. 4, pp. 69-70, p. 147を参照。

Haugelandは亡くなる前に、この作業のB版演繹読解パートのノートを残していた。（このノー

トは彼の生前からアングラで出回っていたが、私自身はConant教授からファイルを頂くことがで

きた。）また、Conantは最近、この作業に基づく彼自身のB版演繹解釈を公にしている。J. Conant, 

“Kants Kritik des Schichtenmodells des menschlichen Geistes”を参照。  
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般的に表現すれば純粋悟性概念と呼ばれる。」(A79/B104-5)4 

 

・ 私の知るかぎり、このテキストへのマクダウェルの最初の注目は、Philosophy and 

Phenomenological Research誌上での『心と世界』特集での言及である。 

 

“I think [Kant’s] point is that enjoying intuitions—having objects in view—is to be 

understood in terms of the same logical togetherness in actualizations of conceptual 

capacities that makes sense of the unity of a judgeable content. I wish I had exploited this 

thought in Mind and World. It would have enabled me to acknowledge that the idea of 

having objects in view, as opposed to taking in facts, is transcendentally important, ….”5   

・ マクダウェルは「手引き」のうちにカントの概念主義的解釈の根拠を見出す一方で、

彼は「手引き」自体の解釈を修正してゆくことになる。じつは、その修正の萌芽は、

上の引用における「対象を視界に入れること（having objects in view）と「事実を取り

込むこと（taking in facts）」の対比のうちにすでに現れている。 

 

・ この修正は、“Avoiding the Myth of the Given”において、経験（つまり直観）の概念

的内容の命題説的理解の放棄へと結実する。マクダウェルにとって事実は真なる命題

である（自明の理としての真理の同一説）以上、上の対比をシリアスに受け止めるこ

とが、命題説型の概念主義の放棄に至るのは不自然ではない。（もちろん、その場合、

概念主義と呼びうる立場を維持できるのかという問題が切迫したものとなる。） 

 

・ しかし、この放棄とマクダウェルの超越論的演繹解釈の関係について考えようとす

ると、厄介な問題に直面することになる。 

 

・「手引き」に示されるカントの洞察は、当初は、命題説の放棄を迫るものであるとは

自覚されていなかった。したがって、マクダウェルは、『心と世界』の概念主義の根

本的な修正ではなく、その自然な展開の手がかりを超越論的演繹のうちに見ていた。

「手引き」の解釈が修正された今、彼の超越論的演繹再考はさらに再考されなければ

                                                             
4 ドイツ語原文では一文である。訳文二文目冒頭の「この統一」は welcheの意訳であるが、通
常この箇所は「この機能」と意訳される。ここではマクダウェルの理解に従って訳出した。（し

かし、「この統一」という意訳に同意しているわけではない。） 
5 “Reply to Commentators”, p. 414. ここではもはや「超越論的」という表現が『心と世界』とは
異なり否定的な意味では使われていないことに注意。 
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ならない。しかし、彼はまだその再-再考をおこなっていない。 

 

・ 次の引用には、マクダウェルが「手引き」の解釈として与えた二つの解釈の違いが

はっきりと示されている。 

 

	  【修正前】 

	 	 “[T]he kinds of unity in virtue of which multiple actualizations of representational 

capacities in sensory consciousness cohere into a single intuition, …, are the same as the 

kinds of unity in virtue of which multiple actualizations of representational capacities 

cohere into a single judgment, …. (“Self-Determining Subjectivity and External 

Constraint”, p. 95.) 

 

   【修正後】 

    “The capacity whose exercise in judging accounts for the unity of the content judgment — 

propositional unity — also accounts for a corresponding unity in the content of intuition.” 

(“Avoiding the Myth of the Given”, p. 260.) 

 

    “The two kinds of unity that Kant says are provided by the same function, the unity of 

intuitions and the unity of judgments, are on a level with one another.” (Ibid., p. 265) 

 

    “Kant describes intuitional and judgmental unity as corresponding (but different) products 

of the same function (by which he means the spontaneous understanding).” (“Response to 

Stephen Houlgate”, p. 28.)  

 

・ つまり、「手引き」の「同じ機能」は直観の統一と判断の統一を成り立たせるが、

この二つの統一は、修正前は同じ
．．
種類の統一であるとされ、修正後は「対応する」と

しても異なる
．．．

種類の統一とされる。命題説型の概念主義の放棄の背景には、「手引き」

の解釈のこうした改訂がある。 

 

	 	 【修正前の解釈】  

   	 直観と判断は同じ種類の統一をもつ	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 → 直観は判断と同じく命題的内容をもつ 
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    【修正後の解釈】 

	  	 直観と判断は異なる種類の統一をもつ	  

                        → 直観は判断と違って命題的内容をもたない 

 

・ 修正前の解釈と演繹論の関係については、マクダウェル自身のテキストを見ればよ

い。しかし、修正後の解釈と演繹論の関係については、マクダウェル自身が論じてい

ない以上、自力で探求する必要がある。 

 

 

4	マクダウェルの B 版演繹解釈	

 

・ マクダウェルの演繹解釈として主として参照されるべきは、“Hegel’s Idealism as 

Radicalization of Kant”である6。彼はそこで、B版演繹の二段階構造の問題に取り組ん

でいる。というのも、彼の見るところ、この二段階構造は、超越論的演繹が思考と世

界の「同等性（equipoise）」、すなわち、思考の側の主観的条件が同時に世界の側の

客観的条件でもあるという見方を回復する試みであることを明確にしているからで

ある。 

 

・ この見方は、『心と世界』では真理の同一説として登場していた。真理の同一説は、

直観（経験）の内容、つまり判断可能な内容が真であるとき、この命題的内容は世界

の事実にほかならない、という形で概念主義を支える役割を果たしていた。 

 

・ B 版演繹の二段階構造によって、この見方はどのような仕方で際立つことになるの

か。 

	 【マクダウェルの回答】 

	  形而上学的演繹： 

	     判断の形式（思考の主観的条件）としてカテゴリーが導入される。 

 

                                                             
6 マクダウェルのヘーゲル解釈を知りたい場合には、この論文を参照するだけでは片手落ちであ
る。自ら異端の解釈と標榜する彼のヘーゲル解釈については、“The Apperceptive I and the 
Empirical Self: Towards a Heterodox Reading of Lordship and Bondage” in Hegel’s Phenomenology”も
また参照されるべきである。そこで彼は、主人と奴隷の弁証法を、相互承認論のアレゴリーと

してではなく、統覚的自我と経験的自我の相互依存性、悟性と感性の相互依存性という演繹論

的主題のアレゴリーとして解釈している。 
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	 	  B版演繹前半： 

	       直観はわれわれのものであれ他の有限な知性のものであれ、直観として、この

意味でのカテゴリーによって構造化されていなければならない。 

	       → 判断の統一だけでなく直観の統一もまた統覚の総合的根源的統一の事例で 

           ある。 

 

     しかし、ここで次のような反論が登場しうる。 

 

     「一見したところ、直観が判断と同じく統覚の統一を実現するのだ言えるなら、

カテゴリーは客観的妥当性をもつ、つまり、直観の対象の側の条件でもあると

示すことができたように見える。しかし、直観の対象がカテゴリーに従うのは、

それが思考可能であるかぎりにおいてであって、われわれの感官に与えられる

かぎりにおいてではないのではないか。そうなるとカテゴリーは、感官の対象

から成る空間時間的世界に対して主観的に付与されるものにすぎず、本当の意

味で客観的妥当性をもたないだろう。」7 

 

     B版演繹後半は、この反論を未然に防ぐ役割を与えられている。 

 

     B版演繹 21節における後半の作業の予告： 

 

     「後に（26節）、感性において経験的直観が与えられる仕方から、その統一［感

性において経験的直観が与えられる仕方の統一］が、与えられた直観一般の多

様にカテゴリーが（・・・）指定する統一にほかならないことが示されるだろ

う。」（B144-5）8 

 

     B版演繹後半： 

	 	 	 	 事物がわれわれの感官に現前する仕方である空間と時間の各統一は、直観形式

                                                             
7 拙論「超越論的演繹を投げ捨てることの難しさ」79頁。 
8 「その統一（die Einheit derselben）」に対する補足はマクダウェルに従っている。p. 74, n. 10
を参照。この補足は異例なものである。というのも、通常、この箇所は「経験的直観の統一」

として読まれるからである。私の知るかぎり、マクダウェルの読み方の不自然さを指摘してい

るのは、Sebastian Rödlだけである。Rödl, “Eliminating Externality”, n. 4を参照。Robert Pippinは
演繹論解釈についてマクダウェルと論争を続けていたにもかかわらず、この点には触れていな

い。 
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としての空間と時間もまた直観（純粋直観／形式的直観）である以上、カテゴ

リーによって指定される統一である9。したがって、われわれの感官に現前しう

るかぎりでのあらゆる対象のもつ空間時間的秩序自体もまたカテゴリー的統一

（統覚の総合的根源的統一）を備えている。 

 

	 	 B 版演繹の後半部がこのことを示すことに成功するなら、上の反論は退けられる。

結果として、思考と世界の同等性は回復される。 

 

・ もっとも、マクダウェルはカント自身がこの試みに成功したとは考えていない。 

 

「悟性の諸要件は初め主観的条件として登場する。これは、われわれがそれらを悟

性の要件として考えるときにそれらが見せる外観である。しかし反省ののちに、そ

れらは同じく対象そのものの側の条件であることがわかるとされる。主観的なもの

と客観的なもの、思考とその主題を同等のものとするこの捉え方は、ヘーゲルなら

正真正銘の観念論と認めるものである−−少なくともその希求の点では。」（p. 75） 

 

・ “Hegel’s Idealism as Radicalization of Kant”におけるマクダウェルの狙いは、B版演繹

がどの程度まで成功しているか、言い換えれば、どこで失敗したのかを正確に見極め

ることにある。 

 

	 	 「マクダウェルによれば、空間と時間に関する超越論的観念論、すなわち、われわ

れの感性の形式が空間と時間であることは、他の有限な知性の感性形式が別のあり

方をしていると考えられる以上、われわれに関する偶然的事実であるという学説が

B版演繹を蝕んでいる。いったんこの学説が前景化するなら、統覚の統一性の及ぶ

射程を感性論の領域に拡張するという試みは、「われわれの感性が形式をもってい

るという事実までしか及びえず、その特定の形式であるところの空間性と時間性に

は及ばない」ことが判明する（p. 75）。しかしそうなると、統覚のカテゴリー的統

一性が外部から制約されるという構図が、形式的直観の純粋な質料としての空間と

時間の所与性として演繹論のうちに残り続けることになる。カントは結局のところ

自身の洞察を完全に活かしきることができず、空間と時間についての超越論的観念

                                                             
9 いくつのか留保は必要だが、この解釈は Kant and the Capacity to Judgeでの B. Longuenesseの解
釈と近い。 
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論という形態をとった所与の神話に陥っていると診断されるのである。」10 

 

 

5	直観解釈の修正	

 

・ マクダウェルの直観（厳密には経験的直観）の概念主義的解釈の変遷は三段階とし

て見ることができる。 

 

	 【第一段階】『心と世界』 

	  直観は命題的な概念的内容をもつ。直観（としての経験）は、真なる命題的内容（思

考可能なもの thinkables）である事実を取り込む。 

 

	 【第二段階】“Having the World in view: Kant, Sellars, and Intentionality”11 

   直観は命題的内容をもつと同時に対象についてのものである。 

  	                  ← 事実（真なる命題的内容）と対象の対比への注目の始まり 

 

   ▻ “Visual intuition of objects simply are seeings that . . . , looked at as it were from a   

     different angle.” (Essay 2: “The Logical Form of an Intuition”, p. 34) 

 

	  ▻ 例えば、この赤い立方体の視覚的直観は、ここに赤い立方体があることを見るこ 

     とでもある。（直観は個体を this such (or that such) として概念的に表象する、と 

     いうセラーズのカント解釈の影響12。） 

 

▻ “There [i.e. in Mind and World] I took it that “object”, in the Kantian idea that intuitions   

  are of objects, just mean “objective somewhat”, including, for instance, states of affairs. I  

                                                             
10 拙論「超越論的演繹を投げ捨てることの難しさ」注 18。すでに述べたようにマクダウェルは
「超越論的」という用語を肯定的に使うようにはなったが、「超越論的観念論」という用語を

使用する場合には否定的な意味で使っている。彼は超越論的観念論についての解釈を修正して

いるとはいえ、基本的にはこの用語を、『心と世界』における「超越論的枠組み」や「超越論

的筋書き」の後継として使っている。（彼は二世界説的解釈を放棄したが、かといって二観点

説を採用しているわけでもない。） 
11 John McDowell, Having the World in Viewに最初の 3編の論文として再録。 
12 『心と世界』ではセラーズはデイヴィドソンとともに斉合主義の陣営に位置づけられていた
が、その後マクダウェルはセラーズのカント解釈の吟味を通じて、セラーズの知覚論を可能な

かぎり概念主義に引きつけて解釈するようになる。ただし、マクダウェルのセラーズ解釈はそ

の後も紆余曲折するので、注意が必要である。 
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  now think it means something much closer to what “object” means in the standard  

  translations of Frege.” (Ibid., p. 37, n. 21.)   

 

	  ▻ 前節で見た B版演繹解釈は、この第二段階の解釈に沿っておこなわれていた。 

 

      “Kant explains experience’s possession of objective purport — its comprising what at 

least present themselves as intuitions, sensory states that are immediately of objects — 

in terms of the idea that intuitions are informed by the categories, the pure concepts of 

the understanding. … Kant explains the objective purport of experience in terms of its 

exemplifying logical unities that are characteristic of judging.” (“Hegel’s Idealism as 

Radicalization of Kant”, p. 70)  

 

	 【第三段階】“Avoiding the Myth of the Given” 

   直観は命題的内容をもたない。直観は表象することですらない。しかしそれにもか

かわらず、直観は理性に属する能力の現実化であり、その内容は（以前と異なる意

味においてであるが）概念的である。 

	       ← ・直観はもっぱら対象についてのもの。 

           ・直観的（intuitional）内容と論証的（discursive）内容の区別。 

 

	 	 ▻「経験は物事を事実その通りとして表象する（represent things as so）わけではない

とトラヴィスは主張する。経験が直観であるなら、彼はまったく正しい。物事を

事実その通りとして表象するものはすべて命題的内容をもっている。」（AMG, p. 

267） 	 	 	 ← 経験に表象内容を認めない Charles Travisの反表象主義との一致13。 

 

	 	 ▻ 直観から判断へと主体が移行するとき、「カテゴリーによって統一されているが

未だ分節化されていない内容」（AMG, p. 263）から「分節化された内容」へと移

行する。 

 

▻ “[O]ne needs to carve out that content from the intuition’s unarticulated content before 

one can put it together with other bits content in discursive activity.”(AMG, pp. 263-4)      
                                                             
13 ただし、マクダウェルの証言を信じるなら、この一致はトラヴィスに説得された結果ではな
い。 “In renouncing the conception of experiences as having propositional content, I have arrived at a 
verbal rapproachment with Travis’s insistence that experience does not represent things as so.”(John 
McDowell: Experience, Norm, and Nature, p. 261)  
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・ 3節ですでに触れたように、AMGおいて直観的内容を統一していると言われるカテ

ゴリーは、判断の統一形式に対応するが同じではない14。もし同じだとすれば、直観

的内容は、第一段階、第二段階と同じく命題的内容となってしまうだろう。 

 

	 【判断の統一形式（命題的内容の統一形式）とカテゴリーの区別のポイント】 

「直観的内容から排除されている意味での分節化は、命題的内容の述定成分と単称

成分の示す一般性としての抽象化である。したがって、直観的内容を統一するカテ

ゴリーが、この意味での抽象的な命題的内容の統一形式と誤解されるなら、カテゴ

リー的統一は、直観的内容の前分節化的な性格、つまり具体的にして個別的である

という特性と両立しなくなる。」15 

 

・ 直観内容の前分節化的性格を具体性と個別性で言い換えているのは、私の解釈がか

なり入っている。しかし、マクダウェルの直観解釈の修正を後押していたのが、直観

の独自性（discursive と対比される intuitional）への注視であるなら、この言い換えは

不適切ではないだろう。 

 

・ つまり、（経験的）直観は個別的な具体的対象が主体に現前することであるという

自然な直観理解を維持しつつ、いかにして所与の神話（とマクダウェルが理解するも

の）を避けるか、という問題意識が、AMG に至るまでの「手引き」解釈に通底して

いると考えられる。 

 

 

6	演繹論解釈の（再）再考の展望	

 

・では、AMG の直観解釈の地点から、B 版演繹の解釈はどのように再考されるべきだ

ろうか。最後にその制約と方向性のみ記しておきたい。 

 

「真理の同一説の観点から理解される思考と世界の同等性を「自明の理」として位置付

                                                             
14 直観解釈の第三段階に入ってから、マクダウェルは判断の統一形式とカテゴリーを峻別し、
直観の統一形式だけを「カテゴリー」と呼んでいる。カントの用語法に照らすなら、これは狭

すぎる用法であるように思われる。 
15 拙論「経験における概念のゆくえ」184頁。 
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け、それを回復する試みとして B 版演繹を読むことはもはやできない。この自明の理

に留まるかぎり、分節化された概念的内容の領域における心と実在の同等性、すなわち

真なる命題的内容と事実の同一性しか主題とならないからである。」16 

 

「思考の条件として導入されたカテゴリーがいかにして客観的妥当性をもつのかとい

う演繹論の課題は、真理の同一説に代えて、実在に対する心の「直観的」関わり方の独

自性、すなわち直観的経験においてわれわれは［事実ではなく］個々の具体的な対象と

出会うという常識の回復を演繹論の中心に据えることによって、解消され投げ捨てられ

はしないだろうか。」17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
16 拙論「超越論的演繹を投げ捨てることの難しさ」86頁。 
17 前掲書同頁。 
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