
カント哲学にbける主体の能動性の問題
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日J1:11のようにカントの批判官学は，いわゆる lコベルニクス!，!ZJiH長HJによって昨立され

た1)。これまでは， [われわれの認，li11:はすべて，文;J-象に従わねばならない」と考えられてき

たが， カントは逆に， r対象がわれわれの認識に従わねばならないJと想定することによっ

て，形而上学が学問]として確実な道を歩むことができるのではなL、かと考え，それを試み，

成功したと自負している O その際かれが模範にしたのは数学・幾何学と自然科学の方法で，

これらの科学は長L 、模索ののち忠J考法の革命をおこなうことによってJ確実な学，~与になったと

される O

幾何学における忠考法の革命は次のようになされた。われわれが図形のうちに見るもの，

あるいは図形のたんなる概念，を追跡して，それヵ、らIgjJf~の諸性質を学びとるという方法を

やめて，概念にしたがってアプリオリにみずから考え入れ (hineindenken)，(繕j戎によっ

て)現わしたところのものを通じて(対象を〉産出する (hervorbringelかという方法，つ

まり確実になにかをアプリオリに知るためには，われわれはおのれの概念にしたがってみず

から事象のうちへと投げ入れ (hinei nlegen)たものから必然的に生ずるもの以外は何も対象

に付加えないという方法2入一言でいえば， I対象性一般の形式的諸前提から対象を構成し

産出する方法J3)をとることによって幾何学は初めて確実な学問となった。

ゾf ワレイ以来の近代 I~I 然科学も i斗様に，偶然的な観察を寄せ集めるのでなく，あらかじめ

一定の法則にしたがう理性判断の諸原理を一方の手にもち， この原理から案出された突!換を

他方の子にもって i当然、に向い， 自然、を強要してわれわれのA:?]l、に答えさせるという実験的方

法をとったとき，確実な学，~司となった。この背後にはやはり，理性は自分自身が自然、のうち

に投げ入れ (hineinlegen)たものにしたがってのみドi然、から学びうるという思考法の革命

が存している1)。

Hineindenken， Hineinlegen， Hervorbringenという言葉にあらわされているように，

カントは科学的認識をたんに対象の性質や構造を11社々の観察などから帰納するという受動的

な働きとしてではなく，能動的な働きとしてとらえている。かれはこのような科学の方法を

一般化して，われわれ人間のあらゆる認識作用の本質と考え，それをもとに形而上学の可能

性をさぐる o I認識の対象はわれわれ自身によって産出されたものであるがゆえに，またそ

のようなものであるかぎり，われわれによって認識されることができる Ji)とL、う近代哲学

の認識論的原理がここに雌立されたといえよう O

このような認識の能動性の思想は， マルクスが指摘している通り 6)， 人1M]の活動的側i面，

人間の対象的活動，実践の理論的側面を抽象的に展開したものであり， フォイエルノくッハを

も含めた近代唯物論にたし、する観念論の優位を示すものとして評価できる O もちろん観念論

は人間の現実的な感性的活動をそのものとしては知らず，それを抽象的精神的活動に還元し
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てしまう点において逆立ちした人!日j把J払担尖把出にもとす九、ているといわざ-';むをえなし

が，それにしても観念論に合まれているこの主体性， {j在日効性の!よl沿!を.!ulll¥し，その本質を倣

IYJすることは意義のあることと忠われる。

マルクスがアオイエノレノくッハ第一テーゼで唯物論に対位した観念論とは観念、論一般をさし

ているかどうかはそれなりにひとつの問題であるがう少なくともカント治るらへーゲルにい

たる F' イツ !~l' ßl~哲学がマルクスの念頭にあったことは確かであろう O ドイツ !~l・ 1W哲学は主体

の活動性の思想に立脚して主体一客体の弁1~IE法的関係を展Iff:l して L 、ゥたが， カントの iコベ

ルニクス的ill云U!lJはその第一歩をしるしたものである O もちろんノレカーチも指摘すとJとお

り7)， iコベルニクス的転111¥jはカントに由来するものではなく， デカルトをはじめとする

近代哲学の先駆者たちのおこなった転li1Iの帰結をより徹底して引出したものであろう O した

がって近代哲学全体を歴史的にたどり，そのなかにカントを位世づける必要があろうが〉そ

の観点はここではしばらく括孤にし、れておき， プJントのコベルニクス的!I¥云1111なるものが具体

的内容的にどのよう vこかれの若作のなかで展開されているか，まず lf純粋卵性:tlt'、j:IjJlを111心

に検討してみよう O

(ニ〉

数学と !'I 然科学ヵ、ら ~11i出された科学的認、It;'~の lì~Jy)'11 と L ‘う特1:[，よ，人!日jのJlliJ命的認ぷ能力

一一般の本質として普通化され， 悟性の自発性 (Spontaneit註t)，産出的指怨力 (produktive

Einbildungslくraft)などの概念規定として具体化されている O 受容性 (Rezepti v i t誌の，感

受性 (Empfanglichkeit)を特徴とする感性でさえ，その形式である空間， I時間は触発によ

って与えられた感覚の多様を整序する (ordnen)という意味ではやはり能ifMIν=働さを一泊j

においてもつO 感性が受容性であ〈むのはそのTI料の出ーにおいてであっ-c，その形式は広L

i沫では能動的と L、える O

i':I発性としての悩性のi動きは多様なものをあ!ifTす心働き (Verbindung)ないしは総介

(Synthesis)の働きである8)0 N:f1生とは忠、考の能力であり，辺、:考とは判断することであり，

、j:1J断とは主語と述訟との結合作用である O カントはアリストテレス以来の伝統に立って，人

間の認識作用を判断という論理形式をモデルにして規定して L、る O 認 t~肢の fjS動性が結合作

Jll，総合作用の 1;1発性にあるのだとしたら，それは L述の第一批、l':IJJ子文ーて定式化されている

活科学の特質をなす Hineinlegen，Hineindenkenの作J+Jとはや L見なった樹jきであるO

たしかに悟性を「表象そのものを産出する能力Jと規定した(高riJi'もあるが9)， これとて認l識

のLI己的殖を意味しているのではないことはもちろん，対象への投け工入れという意味でーの能

動性を意味しているのでもなく，感性がなんらかの仕方で触発されて表象を受けとる能力で

あるのにたいして，悟性はそのようにして与えられた感性的な多様を総合してひとつの客観

的妥当性をもった認品を構成すると L、う意、味である。総合作j討がとこまでも括性の本質なの

である O

構?41力は i対象が現在していなくても，対象を極観におし、て表象する能力J10)とし、われて

L、るが， これとても J活性の総合作用のひとつのあらわれと考えられる。悟性とちがって直観

的(íntuitiv) な働きである感性でさえ，それが?~I司・ ll~j:rMJ と L ‘う直観形式によって感覚の

多様を位)1;するときに働く結介作HHi，'h~H生の総合作 j討の段下端におけるあらわれと考える
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ことができる11)。

つ
にJ

してみると人間の理論的認識の能動性とは，多操なものをが;介し総介するi/l:nJの自発性の

ことであり，序文にみられた Hineinlegen とし、う一種の対象化の論理一一つまり主体・客

体の縦関係を構造化する論理一一とちがって， 活普-)遍逼的結合の論3主諸型i当型j日!一一主体な Lい、しは 2客き左~{休本のそ

れそぞ、れにつつ.~い、て横の 1柱相:主甘七目i 立引!関菜謁!係を +1社山Il

しカか、しプカJントに主.客の縦!民関長羽H係系をとらえる論1珪理3主!がないわけけ匂で'vは主なL‘O それど二ろか普遍的

結合の論理!こそが， I 斗 Il~j:に主・客の関係をとらえる論理なのだ。カントにとって客観性とは

主観における普通性にほかならない。あるとき在、がこう j長じた(例えば「在、が一つの物体を

手にもってみると，在、は東さの!:L力を感じる J12)というのではなく，いつでも私がそう感じ，

そしてまた私にかぎらず誰もがそう感ずるとき13) すなわち例人の感覚のWil万iJ性を越えて普

遍性が認められるとき(例えば「この物体は重さをもつものである J12)といえるとき 3 その

認識は客観的である O 換言すれば客観的に事態がそうなってL、るということである O このよ

うな感覚の似別性を越えた普遍性， したがってまた主観性を越えた客観性は，諸制人の感覚

したことが相互に合致するとしみ結果としての多数性(一種の認識論上の多数決民主々義〉

によって保託されるのではなく，諸11ol人のなかにあって感覚を越える普遍性すなわち活性の

力によって保Itll:せられる O 二つの感覚を，例えば連想の法r!lJによって， 11品人(経験的主観〉

が結介するのではなく， fl，'，1人のうちにある超{li~1人的能力としての倍性のカテゴリ{にした

がって乙れを結合するとき，その認識は客観的となり，またそれは客観的な事態をあらわし

ている O 先験的主総とはこのような超似人的な結合作用の主体を概念的に表現したものであ

るO こうしてカントの考えでは，主観における普遍的結合は対象における客観的結合であ

るo I客観 (Objekt) とは与えられた直観の多様が一つの概念のうちに結合せられたところ

のものである.J14入したがって l経験一般の可能性の諸条件は同時tに経験の対象の j;IJ‘能性の

諸条件である oJ15)。

『純粋理性批ミドリ』第二版序文にみられた Hineindenken，HineinJegenの忠恕は， こう

して主観における普通的結合がすなわち客観であるという主客向ーの論理によってとらえら

れた。数学，自然、科学にみられる対象への「投げ入れjはひとつの自発的な認識作用であ

り， カントはそれを犠想力，悟性といった人間の認識能力の自発性として一般化している O

しかしこれだけでは認識作用の能動性を規定したにすぎなし、。対象への「投げ入れjによっ

て何故対象の本性が明らカ hになるかを棋拠づける必要があるが，それには対象と主体との区

別を前提しながらも，対象がじつは主体の外化されたものだととらえることで区別のなかに

li司ーをみるという対象化の論理によるか，あるいは箆J妾にlifij者の同ーを主娠する論理による

かであるd カントの論3Wは{走者に屈し，アン・ジッヒに存立するとみえる客観的位界がじっ

は先験的統覚によって統一された世界，先験的に主観的位界であることを証明Jすることによ

って， I投げ入れ jによる認識の真理性を根拠づ、けた。しかしこれは投げ入れたものを再び

認l識しかえすというトートロジーに陥る危険性をはらみ，これを避ける契機として感性の触

発，与えられたものとしての感覚の多様が強調されるが， この契機は現象にた\:、する物 I~I 体

の措定に導く O 物自体は[投げ入れJを一般化する論3!llの外にはみ出してしまうもの，つま

り数学的自然科学的認識の埼外にあるものであり， カントはこの処置に手をやくことにな

るO この間JWはのちにとりあげることにして，主客向ーの論恕による l-i9:げ入れJの根拠づ

けーは，数学的自然科学的認識の能動性をただ狭義の認識論的次元で一般化しただけでなく，
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客観的i止Yilと主観との存在論的関係という大きな出i治のなかでとらえたものであることはt汗

ul1iしてよ L、。経験一般の可能性の諸条内二は同11約二経験の対象の可能性の諸条件なのであり，

現象としての対象は直観から切り I~íí:されてそれ自体客観的に存在するとはL 、われな L 、。活性

その他の認l設作用の l~l 発性はこの主・客の存在論的連関のなかでとらえられている O この )ili

Ix~はやがては認i識の次元だけでな仁実践の次元におけるそれとしてとらえられざるをえな

いであろうから，ここに対象化の論却が生まれるJitJ芽をみることができょう o W純粋Jm11jJt
P1L!lはだからたんに科学の方法を一般化した認識論としてではなし人間と自然の述凶， Wil 

人と社会の述関を官学的概念的に表現しているものとして読むことができる O

常識的にはそれ I~ 体で存立するとみえる客観的世界がじつは主観に根拠をもっ抄t象の世界

だとし、うのは，たしかに高度な認li誌で-ある O われわれのた~-Jlm世界はあるがままの (1 然、の世w

ではなく，人間の対象的活動，実践によって加工され変操され，し、はば人間]化されたi止界で、

ある O そこには人間の肉体的精神的諸力がつぎこまれ，人間の必要，欲;f¥ 目的， 3m廷!が失
fJ~ されている O わjノlわれはみずカミらの人間的本質をこの文J象的!主界に笑現している O 先験的

統覚が現象を統ーしているというカントの忠恕はこのことを不ート分ながら，また倒錯しては

L 、るが，表現している O 人間がi止界の lト1，¥ンに座った。 世界をIltWたらしめてL、るもの， !止w
を統ーして¥.、るもの，それは人!日jである O それ自体客観的に存立しているとみえる日げよは，

その棋拠を主観(人IH1)にもってL、る O 客観が原理的にはじめではなし主観が原理的には

じめである O コベ/レニクス的i伝凶が意味しているのはこのことであろう O もちろんカントは

人間と間四位界との物質的実践的関係をそのものとしては知らな L、。それをただ観念のな

かで顛倒させてとらえているにすぎなL、。しかも!二述のように，カ>A/しには主・客の!反別を時ij

Jitしたとでt材者の!斗ーをとらえる文J象化の論理はなく，主・客IliJーの論理があるのみであ

るO したがって客観を主観へ還元するカントの先験的観念論には，それとまったく対等の資

栴で，主観を客観へ還元する実在論が文;J立されうるのである O カントが主観の ~UJにひきょせ

たもの，すなわち直r&~の形式である空間， I昨日正悟性の諸概念、及び統覚の統ーはすべて客観

それj'J体に!話するものとして客体的言語で表現しても少しも矛盾をきたさなL、。空間1， 11釘iXJ

は客観的に実在する諸事物の存在様式であり，悟性概念(カテコ、リー〉は諸事物の内在的本

質とそれらの関係であり 3 統覚の統一はliげよの物質的統一性で、あるということもできょう O

カントがこれを主観の側に引きょせた大きな埋出は，そうしないと認j識の普遍必然性が根拠

づけられないという乙とだが，この難点は認識を人 1'h~J と I~l 然，主体と対象との物質的災践

的関係のなかに組み込まれたものとしてとらえることで解決されるだろう泊、ら，カント (jZjな

観念論がi唯一の真実な担論とし、うことにはならなL、。カントの観念論は実在論の裂がえしに

すぎなし、。しかし機械論的唯物論としての実在論にたいしては， カントの観念論はある入¥i，で

俊れている O どんなにただの物質とみえるものでも，人間にとっては人間的意味と悩植をも

ってはじめて存在するといえるが， カントの観念論はそのことを合意している O カン 1，~ì fnJ 

J点直観形式やプJテゴリーを主観に出するものとしたか。感覚によってとらえられるような質

的に多様な本物を関連づけるもの，それは諸事物の;量的共通性で、あろう o I車線形式としての

七11'1¥， 1\~j:IM1がまったく内容を治象されて純粋に量的なものとして規定されていることに注;な

したい O しかし量としての空間， 11寺間は諸事物の柑瓦比較から帰納的に抽象されてきたもの

ではなく ，)i立に'E{(iZjに多様なものを外から連関づけるものである O カテゴリーも感性的諸事

物カ，lシMIIJ:11される共通性ではなく，民質な事:物を外ーからj司ーのものたらしめる本質であり，
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異質なものを結びつ(r-J-る関係であるO ところて、質質:1的1半杓〈句jに多様な{似r担尚lij紛4扮ゆ3知別IJ(1平iド〈戸戊j引叫i布のみが尖在すると L、

えるなら弘， それらの普一遍遅的i連目車~I関謁はそれら11

l滋;滋哉するわれわれが知つているのみでで、ある O すなわち普遍的連関は客観的に実在せずして主観

に屈する O これがカントの論理の大筋で、ある o 111~I JjIjを実在としながら普遍を例刀iJに解消する

唯名論をしりぞけて，普遍の独自性を根拠づけようとする努力の帰着点がこれで、ある O しか

し感覚的Wil物のみを実在とせず，実在性の範聞をひろげるなら， カントのように普遍的なも

のを主観に還元させないで実在論を白尾一段して展開できるであろう O 空間) /l寺間もカテコ‘

リーも実在するといえよう O 統覚の統一でさえも尖在的といえる O カント{主 iIch denkeJ 

が私のあらゆる表象にともなっており，これによってすべての表象の統一が， したがってま

た現象としての世界の統ーが可能になっているとしている 16)。しかしこれも逆に実在論1'1りな

容体詰でもって表現することができょう o ~1+象と事象が客観的に連関しており，それを在、が

表象するから私の表象にも統ーがあると O カントはある L、は反論するカ、もしれなL、。事象の

連関をそのま L写した表象の結介は経験的統覚の仕事であって，先験的根源的統覚の働きで

はない，先験的統覚は意、識の統ーを意識する I~ 己意l識であると17)。しかしこれを客体誌でも

って瓦うこともできる O ザIJえば質的に多様な{間物を相互に連関づける共通の本質が存在する

と考える O その本質はW~4めと iロj じレベルでは実在しないが，まったく異質の個物が相互に結

びつけられていると L、う事態が，この本質の({I日物とはちがう次元での〉実在性を笑証して

いる O この本質自体が感覚されるわけではないが， この本質を体現するflei物が相互関係のな

かから析出してくることは可能である O ザIJえば商品の交換関係のなかから析;ちする貨幣の

よう !IこO たしかに統党の統ーを自然そのもののなかにみることはできないかもしれない。し

かしIII然を人間的に変様された自然、ととらえ，客体を主体の対象化されたものととらえるな

ら，客体を相互に連関づけるものは対象化された主体の本質で、あり，その本質がひとつの

「もの iとして具現するという i止界論をたてることができょう O 日clりがあらゆる表象に伴

ない，諸表象を結令し統一するように，主体の本質を具現した具体物が倒的で、ありながら普

通 I'i'- J なものとしてあらゆる事物の同等性をJIl~らし出し連関づけるであろう O 笑在論は物象

化された人間の諸連関を事物の諸連関とみるに対して，観念論は事物の諾連関を物象化され

た人間の話連関とみる O カントの先験的観念論は，物象化されて事物の諸連関として現われ

てL、る人 I~~Jの諸連関をふたたび人間にとり j更したものである O したがって先験的統党とは人

間の由党にほかならなL、。なぜなら，人間は自己のなんたるかを直接に知るのではなく，自

己の本質を外化し対象化したものであるにもカ、かわらずアン・ジッヒに存立するとみえる j止

界を， じつは主観によって構成された佐保，人間的世界ととらえなおすことによって， I~I 己

のなんたるかを9~\Jることになるからである O この意味ーで I~I 党とはへーゲ、ルのいう Reflexion

である O つまり内党とは自己が他者に I~IJ っていって折れまがって I~I 己に反ってくることにほ

かならなL、。カントは主体の対象化のプロセスは知らず，ただ対象的世界を自己にとり反す

という反面のプロセスを先験的統党として表現している O つまり物象化した世界を人間に

とり反しているわけで-あるが，このようにしてとり反された人間は， しかし物象のたんな

る人格化にすぎないのではないだろうかo _1:.述のように， カントは主客同ーの論理によって

このとり戻しをやっており，そのため観念論のことばで語られるのと向ーの事態は，実在論

のことばでも語りうるのであるから，先験的統党あるいはあらゆる表象にともなう fIchJ

は物象の統一性を人格的形態で-表現したものにすぎないのではなL、だろうか。そうだとした
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らカン j、のとらえた人間は真実の人間ではなく，その対象的活動が物象化せざるをえない関

係のなかに生きる人間を人間そのものとしていることになり，先験的統:党はそのような人間

の自己意識である O しかし反面，統党が物象の人格化であるがゆえに，それを実体化するこ

とをしりぞけるというカント哲学の積極的意義も生じたのではないだろうか。へーゲノレは主

体の対象化，疎外とその止揚の弁説法的論理を形成したが，かれにおいては主体が実体化さ

れてしまった。

(三)

カントの fコベノレニクス的転IlJlJの思想的含蓄を以上のよう vこたぐり出してくると，われ

われは次にかれの物自体を問題にせざるをえない。かれがその根拠を主観Vこもっとした客観

的位界は現象としての世界であり，物自体はその彼岸に残る。主客同ーの論理は物自体には

適用しえない。物自体も客観的存在と考えると客観性が二重化する O そこで物自体として存

在するという意、味での客観性をも含めて，ふたたひ、主観・客観の関係を考えてみよう O

直観形式である空間，時間と'陪性のカテゴリーとは主観に属するものでありながら，それ

によって認識が客観的妥当性を獲得する O と同時に客観的に妥当する認識は客観的な事態を

あらわしているから，空間) l時間とカテゴリーは対象(現象であるかぎりでの〉の存在形式

でもある O これにたいして感覚は 1-われわれが対象によって触発されるかぎり，対象が表象

能力に及ぼす結果Jl8)であるが，触発されて感覚をうる主観は経験的主観であるから， その

認識は偶然的であって，普遍必然性をもたなL、。つまり私がそう感党するといえるだけで，

ものがそうあるとはいえなt、という意、味で主観的であって客観的ではなし、。われわれの心を

触発して感覚を与える対象とは何であるか。これにはし、くつかの解釈がありうるが，ここで

はそれは物自体であると解釈する O そうすると感覚に対応するものはそれ自体として存在す

るものであり， これも客観的存在ということができるとすれば，それによって触発されて生

ずる感覚はその意味で客観的とし、えよう O 空間，時間とカテゴ‘リーと感党とはそれぞれの:室、

味において主観的でありかつ客観的である O 物 I~l 体の存在を客観的というなら，それと現象

的存在の客観性は別の次元のものである O ここに二重の客観性があることになり，それに応

じて二重の主観性があることになる O 物自体的意味では感覚に対応するものは客観的であ

り，空間，時間とカテゴリーは主観的である O 現象的意味で、は感、党は主観的であり，空間，

i時間とカテゴリーは客観的である O

人間の心を触発して感覚を生ぜしめるものを物自体と呼ぶなら，物自体は感覚に対応して

質的に多様なものの存在する色彩豊かな世界であろう O この質的に多機なものを実在とする

なら，それを相互に連関づける筈の普遍的形式はたんに主観的，観念的なもので，実在する

といえなし、。したがってまた質的に多様なものは相互の普遍的連関をもたず，ばらばらに笑

在していることになろう O それにたいして現象的意味における世界においては普遍的連関の

ほうが客観的であり，真に実在していると L、えるのであり，質的に多様なものは偶然、的で主

観的である O ところがカントはこの現象的意味で客観的なものが， じつは主観的(ただし先

験的に主観的)なものであるとするから〉この見地からすれば，感覚は物自体の触発によっ

て生じたものとして，逆に客観的である O 主・客の関係におけ“るこのような逆転は何を意味

しているだろうか。それを切ら汐寸こするために， カントの思考の枠組からはや Uよずれる
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がp かれのL、う i主観」をひとつの具体的存在者として t没定してみる方向へ考えを進めてみ

よう O あらかじめ断っておくが，これは一種の思考災験であり，それによってカントの}~，想

をj持造的に切らかにするひとつの手がかりになるにしても，決して歴史に日りした分析ではな

い。しかもカントは「主観」を存在者とすることを独断論としてしりぞけており，そこにカ

ント哲学の積極的意義もあるのであって，以下の論述はあくまでカントの外に出てカントを

とらえなおそうとする試みである O

カントによれば触発されて感覚を生ずる主観は経験的主観であり，感覚をi丘観形式とカテ

ゴーリーによって結合する主観は先験的主観である O 経験的主観を具体的にJI~像化すれば!台Jよ

~.~I吉をもった fll~il人，ある 11寺ある場所に存在する身体をもったíll~1人ということになろう O この

他人はよ述の質的多様の物自体界にばらばらに孤立して存在してし、ることになろう O この1k1jl

人がこの質的に多様な事物をそのときどきに偶然的に先日仕方が!進党である O これにたL、し

て先験的主観はもちろん具象的形態をとってはどこにも実在しえなL、。フヰイエルノくツハ的

な亘い方をすれば寸まばこの他人の内的本質，普通的類的本質という乙とになり，観念的

にしか存在しなし、。これは了j主力ントのいう物自体的意味における客観性と主観性に対J;C;し

ている O この意味で存在する人間から，現象的意味における主観性》客観性を導き出すに

は，対象化の論理を伎わなければならない。身体をもった個人の諸力は，質的に多様な事

物のうちに対象化される O この 111~1人の普遍的類的本質もこの多様なもののうちに対象化され

ているが，それはそれi主体とじては感覚されえなL、。身体的諸力の支出は質的多様物という

j肢をとって凝結しており， したがって感覚されうるが，個人の類的本質が対象化されたもの

は，そのものとしては感覚されなL、。しかし質的に多様なものが相瓦に関連づけられると

き，対象化された普遍的類的本質はその威力を発揮する O 質的に多様なものは，まさしく文

字通り呉質であって，それ自身からは相互に連関をもちえなし、ものであるにもかかわらず，

述関しあうとしたら，関連づけるものは{nJか。それは多様な質よは異なった次元でそのもの

におj象化されている普遍的類的本質で‘あろう O この共通性が多様なものを結びつける O 結び

つかない筈の~異質なものが結びついていると L 、う事態が，この共通の本質の実在性を朗自に

災I;AしているOこのように対象化され物象化された人間の類的本質が支配する世界では，質

的な多犠は逆にこの物象化された本質に従属しp それの実現形態となる O カントのし、う現象

とは感覚の多様が連結されたものであり，混象の次元では空間，時間とカテゴリーによって

普遍的に結合されたものが客観的である O 質的に多様なものはニんどは逆に尖在性をはぎと

られて似人の感覚に帰せられ，主観的なものとされる O 物自体的意味と現象的意味における

主観性と客観性の逆転は，以上のような対象化の論理を法った思考実験によってある程度ー切

らかになる O みずからの身体性， したがって感性が人間の鋲的本質から切り l~ít されて，みず

からの仙!別的属性，能力としてしかそれを働かすことのできない孤立した諸倒人の対象的活

動が，総体として結果的にその類的普遍性を実現するという関係を哲学的に表現するとカン

トのいう物自体的意味と現象的意味における主・客の関係になる O かれが現象的意味におけ

る客観性を再び主観にとり戻すことによって l RefIexionとしてのu覚に速することは前述

した。カント哲学の根本前提として，類的本質から疎外された私的Wil人が存在しており， こ

の個人は対象化された本質を自己にとり反すことで類と似の結合を1111復するが，とり反され

た人 l~ilIY]木質が物象のたんなる人絡化でしかない以上， まだたの人ii;りになったとはL、え

ず〉人間の分裂を表現してL、るだけである O 感性と l'r-i:'1生は災極的なものとして区別され， !I注
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性のなかでも形式と質料が切り離されており，感覚の質的多様性から切り!被された感性形式

とカテコ‘リーとはまったく抽象的なものになってし、る O 悟性のHiJlきはたしかに能動的なもの

とされているが，その働きは抽象的形式的で、ある O 逆に感覚は質的に多様なものをとらえる

だろうが， この多様はわれわれに与えられるのであって産み出されたものではなL、。 感覚的

質的多様を「所与」としてではなく「所産Jとして規定するには，それを産んだ主体，感覚

的主体の白覚がなければならなL、。 I問題は感覚する主体が能動的なものとしてとらえられな

L 、ところにある O 感覚する主体をおおざっぱに身体(肉体)と考えよう O 身体は認識論的に

みれば¥表象を受けとる主体であり，そのかぎりでは受動的であろう O しかし身体は表象を

j宝!土ilする主体でもありうるのではないか。カントは産出の力能を悟性に帰するが， この lì~!fib

性と感性的産観力の結合したものとして嬬想力 (Einbildungskraft)を設定してL、る O たし

かに構想力は感性的主体の能動性をあらわすものとして重要であるが〉カントでは構想i力の

fjE動性は結局は悟性に還元されてL、る O 悟性とは人間の類IYJな能力であり， したがって能動

性は源的な力である O 身体が受動的な主体でし泊、ないのは，それが類から切り離された{!t"jで

あるからであり，類から切り離されない{!，~-I としての身体が存在すれば，この身体を能動的な表

象力をもつものとして規定することが可能になる O 身体はまた有用な諸物をつくりだす労働

の主体でもあり，その意味で能動的な主体である O 感覚される質的に多様なものを f所:与 j

としてではなく)r所産」として・とらえるためには，それら諸物を人間にとって有用なものと

してっくりだした労働の主体として身体をとらえることがなければならなし、。もちろんカン

トは使用価値を産みだす人間の有用労働を， i)iljえば職人労働として，知っていただろう O し

かしカントは労働を肉体的諸力の単なる支出としか見ず，普遍的価値をもつものと考えなか

った。 妓術的・実践的(technisch-praktisch)なものは，理論の適用ないしは系 (Folger-

ung)にすぎぬとされ，道徳的行為のみを本来的に実践的としたうえに，その道徳的行為カ h

らも感性的傾向性をすべて排除したから，結局カントにおいては肉体をもった例人は実践の

主体としてはとらえられなかった。かれにとって哲学におL、て原理的に問辺にされねばなら

ないものは 3 普遍必然性をもったものであるが，感性的実践の主体としての人l'Miは， Wilとし

てのfli'ijであって，類的本質から離れて偶然性の領域にただようものでしかなかった。この偶

然性を救うために，第三批判で目的論が展開されるが，そこでは人間の臼的意識的活動は裏

がえしにしてとりあげられることになる O それについては別の機会に検討したい。第一批判j

では，感性的実践の主体でありながらj司時に普通的本質をもつような主体が，直観的悟性と

して仮設されている O 直線的悟性とは[それが表象することによって同時にこの表象の対象

が存在することになるような悟性J19)のことであり) r I'j己意、織によって向11寺にあらゆる多様

が与えられるような悟性は直観するだろう J20)とL、われて L、る O これはし、はばi止界の創造者ー

としての神の悟性であり，人間のものではなL、。人間の悟性は感性から1i:J]IJされた能力で・あ

り)r表象1;¥体が，その対象を，その存在からして産み出すことはないJ21)のである O 人11号の

能力は本来感性と J活性に分裂していると L‘うのがカントの主張だが，これは人間なるものが

その誕生のはじめから背負った原罪で、はなく，私的W，1人と知的本質に分裂してL、る特定の人

間の特定のあり方を一般化したものであろう O こうしてカントにおいては感覚される質的に

多様なものは「所与jとなり， したがって多様を排除した空間，時間とカテゴリーは抽象的

となった。質的多様は認設の質料または内告とされ，空前1， 1!1j伯]とカテゴリーは形式とさ

れ，ここに認識の内容と形式は分裂せさ、るをえなL、。
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空1m，11剖詰!とカテぜリーが適用される範凶は，人前Hことって合理的に犯出できるものの

範囲である O アン・ジッヒに存立するとみえた世界は，その範囲におL、て主観にとりか:され

た。その範1mでは人間はあらかじめ事象を原理から導出し，三十;畠;し，予測することができ

ふO 物i当休は人間の合理的な現実把握の限界をあらわしており 22))合型化しえな l'~I: {ì JW_な

ものの存在似域である O 質的多様性は合理的にin量し予測しようとする人間を翻弄し偶然

性の谷間につきおとしてしまう O 質的多様性は， したがって[所与一!として受取られるしヵ、

なL、。感性と悟性は内容を i所与」として受取るだけの形式，抽象的合j出生の形式になって

いる O そこにいかほど 1-1"1発性 iがあろうと，それは大きな限界をもってL、るのである O

それでは質的多様を l所与Jとして受取るのではなく，みずから産みだすような主体はな

L 、だろうか。 1--述のようにそれは直観的悟性であるが， これはカントによれば人間のもので

なく神のものである O それは人間の感性と悟性の特質を明らかにするために 3 いはば仮説さ

れたモテ‘ノレである O このモデノレを実在とし現実の主体として，物iヨ体を彼J~~:に残さず uど:y~

の全体をこれvこ還元する体系を構築するなら，カントはみずからが批判し克服してきた筈の

独断的合理主義に逆戻りすることになるだろう 23)0 カントのJS索の歩みは，存在と忠惟の一

致を無反省に前提しあらゆるものをイ?3m化しようとしていたウ、オノレフ流の独断哲学が，経

験的事実を概念から演将するふりをして， じつはそれを無視し切り捨てていたのであり， し

たがって構築された介盟主義的体系も形式論理的な性介性だけを原理に展開されたまったく

無内容な体系になっていることを批判しロック，ヒュームにならって経験的事実を真正面か

らとりあげ，それを合理主義的体系のなかに組みこむことを自らの課題としたのだが》結果

として，これまで論じてきた如く，形式と内容，産出と所与，現象と物自体の分裂を克服し

えなかったといえよう O 独断哲学が完全な合理主義体系を構築する仕方は，世界の諸存在が

究極の実体からなっていることをrilE明しまたその認i識可能性を根拠づけるという方法であ

った。これによって事象の無限の多様性も原理的に導出可能なものとなる筈であった。カン

トの批:j:1jはこのたてまえのかげでおこなわれた経験的事実の無視に向けられると同時に》他

方ではI1tJNの究極の実体が存在しまたそれが人間に認識可能だとする独断哲学の根本前提

へも向けられた。 両方向の批判はもちろんひとつにつながっており，これまでみてきた，感

性的直観と情性概念の結合により経験が成立するとする認識論と，現象は主観から独立には

存在しなL、とする存在論が，独断的な存在論，認識論に対置されることとなった。しかしカ

ントの現象論的存在論と認識論は独断的存在論と認品論をはたして徹底的に批判しつくし，

それを解体せしめたであろう bミo むしろカントは独断苦学と IIIJじ合理主義の流れにあり，そ

れを受けついでいるのではないか。なぜなら，例えばプjントの物自体は感覚を触発するもの

としての質的に多様なものという側出とならんで，現象にたいする究極の失体的I1tYIよという

意味-を潜在iめにもっている O ただしこのi止界の存在を積極的に主長すれば3 カントは再びiu

1折哲学に帰らざるをえないので，それを理性の統1¥1IJI切使用によって到達する理念とするのが

第一一批判j先験的弁ぷ論で、あるが，物 I~l 体のこの側面は第二，第三批判j とも関連するので，そ

の究IJ)Hl次の機会にまわしたい。
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