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Abstract 
Kant's Opus postumum is the manuscripts which he wrote from 1796 to 1803. He dealt with the problems of physics 

and natural philosophy until 1799, because he intended to publish it under the title of "transition from the metaphysical 
foundations of natural science to physics" at first. However, around 1800 (in the VII. and I. fascicles (Konvoluts)), he 
began to refer to metaphysical problems; for example, "the thing in itself", "the self positing" and "the unity of reason". 
It is well known that these problems are controversial issues for his contemporaries, K. L. Reinhold, J. G. Fichte, J. S. 
Beck and others. This paper attempts to examine how they influence Kant and his Opus postumum, focusing on "the 
thing in itself" and "the theory of time and space". 
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１．はじめに 

 
「私が目下取り組んでいる課題は『自然科学の形

而上学的原理から物理学への移行（Übergang von 
den metaphys. Anf. Gr. d. N. W. zur Physik）』に関す

るものです．この課題は〔ぜひとも〕解決したい

ものです．さもなければ，批判哲学の体系の中に

間隙（Lücke）が生じてしまうことになるでしょうか

ら．」（XII 257） 
 
「さしもの大思想家カントも寄る年波に急かされ

て，自らの哲学体系を十分に完成しえなかったこ

とは，私とともに哲学を愛するすべての人々の惜

しむところであり，千載の恨みとなるところであ

りましょう．本当に夢中になって，この不滅の人

は彼の最後の著作（letztes Werk）について私とよく

語り合ったものでした．カントの言葉によれば，

この著作は彼の学問建築全体の要石（Schlussstein）

となるはずであり，彼の哲学が確固たるものであ

って現実に適用できるものであることを十分に立

証してくれるはずのものでしたが，しかし全く完

成されないままに残されました．これは形而上学

の本来の物理学への移行（Uebergang der Metaphysik 
zur eigentlichen Physik）を叙述するはずであり，タ

イトルもそのようにつけられることになっていま

した．」1） 
 
上に引用したのは，カントが1798年9月21日付で

Ch. ガルヴェに宛てた書信の一部とR. B. ヤッハマ

ンによるカントの伝記『イマヌエル・カント－

ある友人への手紙－』の一節である． 
ヤッハマンの叙述では，晩年のカントが「形而

上学の本来の物理学への移行」というタイトルの

もと「最後の著作」を計画しており，しかもこれ

を「学問的建築全体の要石」とみなすほど体系的

に重要なものと考えていたこと，しかしその計画

が最終的には実現するに至らなかったことが描か

れている．また，ガルヴェ宛書簡からはカントが

「自然科学の形而上学的原理から物理学への移行」

を重要な課題とみなし，実際に
．．．

その課題に取り組

んでいることが窺える． 
ところで，上に引用したガルヴェ宛書簡の直前

箇所でカントは自身の当時の境遇とこの課題に関

し，それは「タンタロスの苦しみ（ein Tantalischer 
Schmertz 2））ですが，しかし望みなきものではあり

ません」（XII 257）と述べている．タンタロスは，

巷間も知るごとく，オリンポスの神々の不興を蒙

り，爾来，永劫の飢えと乾きに苛まれる憂き目を

見るわけであるが，カントが自らをタンタロスに

重ね合わせ，「タンタロスの苦しみ」と嗟嘆したの

は，老齢のため体力や思索能力が衰えてゆき，思

い通りに思索を巡らせることができない歯痒さ故

である． 
しかしながら，ヤッハマンの叙述からも判るよ

うに，カントの淡い期待は「タンタロスの苦し

み」のなかで果敢なくも潰える．カント自身が重

要と考えていた最後の著作を完成しえなかったの

は，ほかならぬカントの死によってである．その

結果，アカデミー版カント全集で1200頁を超す膨

大な量の手書きの草稿が残されることになる．『オ

プス・ポストゥムム』（以下『遺稿』）とはこの草

稿の総称である． 
『遺稿』は1796年頃から1803年に執筆されたと考

証される全部で13の束（Konvolut）からなるが3），全

体としては，物理学に関連する自然科学的な叙述

に彩られている．それは，ガルヴェ宛書簡に「自

然科学の形而上学的原理から物理学への移行」と

あったことからも推察されるが，そもそも「自然

科学の形而上学的原理」とは，カントの著作のタ

イトルであり，この著作で開陳された思想から物

理学への移行を試みるのが『遺稿』の当初の主題

であるからである4）．こうした物理学や自然科学に

関連する内容は，1800年頃までに書かれた草稿群

において特に顕著に現れている． 
しかるに，『遺稿』には単に自然科学的な問題や

物理学への移行というテーマの枠内には収まりき

らない問題が含まれている．とりわけ，1800年以

降に書かれた草稿群－具体的には第7束（VII. 
Konvolut）および第1束（I. Konvolut）－では「認識

論」や「形而上学」の問題に関連する叙述が中心

となる． 
このため，アディッケスの『カントのオプス・

ポストゥムム』（1920）や『遺稿』のアカデミー版

カント全集（XXI 1936, XXII 1938）の公刊まで，い

わゆる「二著作説（Zwei-Werke Theorie）」，すなわ

ち『遺稿』の自然科学的な問題を扱った部分は形

而上学的な問題を扱った草稿群とは別の著作の草

稿である，という説が採られたほどであった．現

在では，この説は否定され，認識論や形而上学に

関する叙述はカントがもともと抱いていた「構想



 カント『オプス・ポストゥムム』における同時代の思想家からの影響 3 
 

 - 13 -

の拡大」（vgl. Adickes, 1920, S. 737）とされている．

それにしてもやはり内容としては極めて異なって

いると言わざるをえない．実際，二著作説を否定

するアディッケス自身も『遺稿』全体を「自然科

学的・自然哲学的部門」と「形而上学的・認識論

的部門」の二部門に分けて論じているほどである

（vgl. Adickes, 1920, S. 155, S. 592）． 
それでは，なぜカントは『遺稿』を二著作説と

誤解されるほどの内容として書いた，あるいは書

かなければならなかったのであろうか．おそらく

これには当時の思想状況も
．
少なからず関係してい

ると考えられる．例えば，第7束の中心思想は，

「空間と時間」，「物自体（Ding an sich）」そして「自

己定立（Selbstsetzung）」であるが，そもそも「自己

定立」はフィヒテの根本思想である．また「物自

体」もヤコービがそのアポリアを指摘して以来，

「カントの悪妻（Hauskreuz）」と形容されるほど評

判の悪いものであった（vgl. Adickes, 1924, S. 1）．あ

るいは，『遺稿』の第1束においてカントは「超越論

的哲学の最高の立場（der Transscendentalphilosophie 
höchster Standpunct）」（XXI 23）から「理論理性と実

践理性」を総合的に統一する理念論を展開してい

るが5），「理論哲学と実践哲学」の統一的原理を探

求することはラインホルトやドイツ観念論に通底

する主題のうちの一つである．したがって，第1束
も含め『遺稿』全体が当初の「構想の拡大」であ

るとしても，それだけでは
．．．．

こうした一致は説明が

つかないと言えよう． 
そこで，本稿では1800年以降に書かれた草稿群を

中心に論究しつつ，それとともに当時の思想家から

の影響について，とりわけ，『遺稿』における語法の

変化という観点から究明したい．前記のテーマのう

ち，「自己定立」と「超越論的哲学最高の立場」につ

いては，カント哲学に固有の問題として内在的視点

からではあるが，既に論者は別稿で論じたので6），

本稿では「物自体」と「空間と時間」に関して論考

する．また，採り上げる思想家としては，ラインホ

ルト，フィヒテ，ベック等である7）． 
 
２．物自体と現象に関する二つの観点の強調 

 

2.1  

カントは，いわゆる三批判書をはじめ，『プロレ

ゴーメナ』や『人倫の形而上学の基礎づけ』等々

多くの著作で物自体について言及している．物自

体や現象を論じるにあたって，周知のこととは思

われるが，あくまで確認
．．．．．．

のために，必要最小限の

基本的事項や誰もが認める共通見解を示しておき

たい． 
まず，挙げなければならないのは，〈物自体は認

識不可能であり，我々人間にとって認識可能であ

るのは現象のみである〉という点である．例え

ば，カントは『純粋理性批判』（以下，『第一批

判』）の「超越論的感性論」（以下，「感性論」）の

「空間」について言及している箇所で次のように述

べている． 
「対象自体は我々にとって全く未知であって，

我々が外的対象と呼ぶものは我々の感性の単なる

表象にほかならない．そして感性の形式は空間で

あるが，その真の相関者（wahres Correlatum），すな

わち物自体そのものは空間という形式によっては

決して認識されず，認識されることもできない」

（A 30 / B 45）．この引用で端的に述べられているよ

うに，物自体は未知であって，認識不可能であ

る．そもそもカントに従えば，「人間的認識の二つ

の幹（zwei Stämme der menschlichen Erkenntniß）」（A 
15 / B 29）である「感性と悟性」という二つの認識

能力が共働してはじめて客観的認識が可能となる

が，「物自体」は「感性の形式」によっては規定さ

れない．それゆえ，物自体は認識不可能であり，

我々はその現れである現象しか認識できない． 
しかし，たとえ認識不可能であるとしても，〈物

自体を思惟することは可能である〉．これが第二の

特徴である．実際，『第一批判』（第二版）の「序

文」で次のように述べられている．「しかしなが

ら，このことは十分注意されなければならないこ

とであるが，我々はまさに同一の対象を物自体そ

のものとしてたとえ認識する
．．．．

ことはできないとし

ても，少なくとも思惟する
．．．．

ことができなければな

らないということが，やはりその際，常に保留さ

れている．というのも，さもなければ，そこに現

象している物がなくとも現象があるという辻褄の

合わない命題が，そこから生じてくるだろうか

ら」（B XXVIf.）． 
この引用の前半部分において認識不可能な「物

自体」が「思惟可能である」ことが端的に述べら

れている．そもそも或る事柄が矛盾さえしなけれ

ば，思惟することはできるであろう．一方，この

引用の後半部分では現象と物自体の関係に関し

て，現象があるとすれば，その現れの基となる物
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自体も存在しなければ，不合理なことになるとの

内容が書かれている．この点については，『第一批

判』の「すべての対象一般を現象体（Phaenomena）

と可想体（Noumena）に区別する根拠について」で

も次のように述べられている． 
「現象一般という概念からまた当然のことなが

ら，現象にはそれ自体現象ではない或るものが対

応しなければならないということが帰結する．な

ぜなら，現象はそれ自身では無であり，我々の表

象の仕方以外には何ものでもありえないからであ

る．したがって果てしない循環を生じさせまいと

すれば，現象という語は，既に〔‥中略‥〕感性

から独立した対象でなければならない或るものへ

の関係を暗示（anzeigen）しているからである」（A 
251f.）．特に引用の前半部分において現象には現象

ならざる或るものが対応しなければならないこと

が明確に主張され，その理由として現象というも

のはそれ自身では存在しえず，むしろ現象ならざ

るものとの対応関係から捉えられなければならな

いことが述べられている．こうしたことから，〈物

自体は現象に対応する対概念〉であり，しかも

〈現象が存在するならば物自体も必然的に承認〉さ

れなければならないことも看過しえない第三の特

徴として挙げることができるであろう． 
 

2.2  

以上が基本的な確認事項であるが，『遺稿』にお

いてはどうであろうか．先述の三つの点に関して

カントは何らの変更もしていない．三つの事柄が

同時に述べられている端的な引用を示そう． 
「現象としてのすべての表象は，対象自体

．．
である

ものから区別されるものとして考えられる（可感的

な も の （ das Sensibile ） は 可 想 的 な も の （ das 
Intelligibele）から〔区別される〕）．しかし，後者

〔対象自体，可想的なもの〕＝x は，我々の表象の

外に現実存在する特別な客観ではなく，感性的な

ものを捨象した理念であるが，これは必然的に承

認される．それは可想的なものとして認識可能な

もの（ein cognoscibile）ではなく，現象の形式の外に

あるがゆえに x であるが，やはり思惟されうるも

の（しかも必然的に思惟可能な
．．．．．．．．．

ものとして）（ein 
cogitabile （und zwar als nothwendig denkbar））〔‥中

略‥〕考えられなければならない」（XXII 23）． 
この引用では，まず「対象自体」，すなわち物自

体と現象が区別されるものであることが述べられ

ている．次に「対象自体」あるいは「可想的なも

の」が  x とされている．x〔ないしは大文字で

X〕という語をカントは未知で認識不可能である

ことを表現するために好んで用いるが，この引用

でもそのことを表現するために物自体に対して用

いられている．そして，引用の最後の箇所では，

物自体は認識可能ではないが，思惟可能，しかも

必然的に思惟可能であることが強調されている． 
こうした形で先の三つの点すべてが端的に述べ

られている箇所は極めて稀であるが，物自体が現

象に対応し，しかもそれが必然的に承認されなけ

ればならないということに関しては，例えば，第

10束に次のような叙述がある．「現象における物に

対応する物自体（das einem Dinge in der Erscheinung 
correspondirende Ding an sich）は単なる思考物（ein 
bloßes Gedankending）である．だが，決して無意味

なもの（Unding）などではない」（XXII 415）．これ

らの引用から先に確認した三つの点をカントが

『遺稿』においても堅持していることは明らかであ

ろう． 
ところで，物自体あるいはその対概念である現

象に関しては様々な解釈がある．比較的最近の研

究ではダルボスコの研究がある．ダルボスコは

『物自体と現象』というタイトルの著作を公刊し，

当該著作においてこれまでの「物自体と現象」の

解釈の系譜を「認識論的（epistemologisch）」，「存在

論的」，「超越論的」の三つに分類している

（Dalbosco, 2002, S. 25）． 
ダルボスコが「認識論的」解釈と呼ぶのは，物

自体と現象との区別を「認識論の問題圏」におい

て捉えようとする立場であり，その特徴は「物自

体」を「消極的ヌーメノン」と同一視し，「限界概

念」（vgl. A 255 / B 310f.）とする点にある．勿論

「新カント派」のコーエンがその代表であるが，ダ

ルボスコはカッシーラーも挙げている．一方，「存

在論的」解釈とは「カントが行った物自体と現象の

区別を形而上学的に解釈し」，「物自体の概念を独立

的対象と解する」立場を指す．ダルボスコは，その

代表者として，「二世界説」に基づくヴント，アリ

ストテレスの形而上学の性格を強調するマルティン

の二者を挙げている（Dalbosco, 2002, S. 25f.）． 
これらに対して，「超越論的」解釈とは，現象と

物自体との区別を二つの異なる対象の区別と見る

のではなく，むしろ現象と物自体は同一の対象で

あり，二重の観点から考察されたものとする解釈
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である．そしてこの代表者として，アディッケ

ス，プラウス，アリソンを挙げている（Dalbosco, 
2002, S. 26）．また，この立場は，『第一批判』（第

二版）の「序文」のカントの言葉に依拠し，「超越

論的観念論」の本質を「同一の物を二重の観点か

ら考察」する点にあると考え，「超越論的対象と物

自体とを同一視」する解釈と「明確に争う」立場

でもある（Dalbosco, 2002, S. 84）． 
ここで論者がダルボスコに言及したのは，彼自

身の「物自体と現象」の解釈について論じるため

ではない．また，上のようにダルボスコが三つに

大別した系譜に属するそれぞれのカント研究者が

独自の解釈や議論を展開しており，彼の分け方に

全く問題がないというわけではない．それにもか

かわらず，論者がダルボスコの説に言及した理由

は，彼の言う「超越論的」解釈，すなわち「物自

体と現象」は畢竟「二つの観点」であるというス

タンスをカントが『遺稿』において他のどの著作

よりも強調しようとするからである． 
実際，『遺稿』には執拗とも言えるほど，この点

を強調した文が散見される．例えば，第7束には次

のような叙述がある．「物自体（Ding an sich （ens 
per se））は，〔現象とは〕別の客観ではなく，同一

の 客 観 に 対 す る 表 象 の 別 の 関 係 （ Beziehung 
（respectus））である」（XXII 26, vgl. XXII 43）．この

引用から明らかなように，物自体と現象は同一の

対象であって，我々の表象がどのように対象に関

係するのかという関わり方の違いを意味する．言

い換えれば，物自体と現象の区別は客観自体に由

来するものではない．それゆえ，カントは次のよ

うにも述べている．「物自体の概念と現象における

物の概念との区別は，客観的ではなく，単に主観

的である」（XXII 26）．あるいは，「現象としての

物に対する物自体の表象は，客観の規定ではな

く，思惟する主観の単に消極的規定である．なぜ

なら，私は可想体をＸとして表象するにすぎない

から」（XXII 36, vgl. XXII 42）との叙述も見られ

る．前者の引用では現象と物自体との区別が「客

観的」ではなく，「主観的」とされ，後者の引用で

もほぼ同様に物自体が「客観の規定」ではなく，

あくまで「主観の規定」であることが強調されて

いる．また，その際，後者の引用では物自体が

「消極的規定」とされ，既に確認した物自体の認識

不可能性が強調されている．さらにカントは別の

箇所で，まさに物自体と現象が二つの観点である

ことを「別の視点」という表現を用いつつ，現象

という「物自体に対応するもの」が物自体と「ま

さに同一のもの」であって，両者はあくまで「異

なった視点から考察される （ aus einem anderen 
Gesichtspunct betrachtet）」にすぎないとの説明を与

えている（vgl. XXII 45）． 
これらの引用箇所から物自体と現象は二つの対

象として別々に存在するのではなく，同一の客観

であり，こうした区別が生じるのは，我々が対象

にどのように関わるかという主観の態勢に基づく

ことをカントが如何に強調しようとしているかが

分かるであろう．ダルボスコが「超越論的」解釈

の代表者の一人に挙げているプラウスは，物自体

に関してan sichやan sich selbstは「物」を直接修飾

するのではなく，むしろ「見られる」に係り，「形

容詞的」ではなく「副詞的」な用法である（vgl. 
Prauss, 1977, S. 22f.），つまり，物自体ではなく，

自体的に見られた物であるとの解釈を示したが，

『遺稿』においてまさにこの点が最も先鋭化されて

いることを看取しえるであろう． 
もっとも先に援用したダルボスコが「超越論

的」解釈を特徴づける際に指摘していたように，

物自体と現象が二つの観点であることは，『第一批

判』（第二版）の「序文」でも明示されている．こ

のことは，2. 1 で既に引用した「しかしながら」

で始まるB XXVIf.で「同一の対象」という言葉が

あることからも推察されるが，カントはその「序

文」で次のようにも述べている．「同一の対象が，

一方では
．．．．

経験にとって感官と悟性の対象として，

しかし他方では
．．．．

やはり〔対象ではあるが〕せいぜ

いのところ経験の限界を超出しようとする孤立的

理性にとって単に思惟される対象として考察され

うる，したがって二つの異なった側面から考察さ

れうる」（B XVIIIf. Anm.）．そしてこれに続けて同

一の対象を「先の二重の視点から （ aus jenem 
doppelten Gesichtspunkte）」（B XIX Anm.）見る，と

さらに同一の対象を二つの観点から見ることを強

調している．あるいは，「序文」の別の箇所では

「自然必然性」と「意志の自由」の関連において，

カントの『第一批判』が同じ「客観を」一方では

「現象として」，他方では「物自体そのものとして」，

「二様の意義において
．．．．．．．．．

（in zweierlei Bedeutung）」解す

る旨が述べられている（vgl. B XXVIIf.）．このよう

に，カントは『第一批判』の「序文」で物自体と

現象の両者が同一の対象であり，「二つの観点」で
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あることを強調する． 
ちなみに，前段落において「自然必然性」や

「意志の自由」という言葉があるように，『第一批

判』の本論では，二つの観点による区別が特に際

立つのは自由と必然性のアポリアを解決する第三

アンチノミーにおいてであるが8），『遺稿』には必

ずしもそうした枠組みからなされたものではない

「現象と物自体」の二重性も強調されている． 
例えば，第7束の直前に執筆された第10束には次

のような叙述がある．「感官の客体は，形而上学的

に考察されると現象であるが，物理学にとっては

感官を触発する事象自体そのものである（ Die 
Objecte der Sinne metaphysisch betrachtet sind 
Erscheinungen für die Physik aber sind es die Sachen an 
sich selbst die den Sinn afficiren,[…].）」（XXII 320）．

あるいは，次のようにも言われている．「形而上学

的に考察されると，単に諸現象に数え入れられな

ければならないものが，物理学的な考察において

は事象自体そのもの（現象の現象Erscheinung der 
Erscheinung）であって，〔前者は〕はア・プリオリ

な結合の単なる形式的なものとして認識されう

る」（XXII 329）．さらには「現象は感官の対象が

主体に及ぼした作用〔＝影響〕の主観的な変容

（die subjective Modification）である．かの対象〔＝

感官の対象〕を変容させる主体の力は，（なるほど

形而上学的に見れば，また常に現象であるが，物

理学的に見れば常に同一であり続ける実体として）

事象自身である」（XXII 328）との叙述もある． 
これらの引用から明らかなように，「形而上学」

と「物理学」という二つの観点に基づき，「形而上

学」の観点からは単なる現象とみなされる事象や

物が，「物理学」の観点からは事象自体・物自体と

みなされる．『第一批判』にも典拠は少ないもの

の，「経験的意味における物自体」（A 29f./ B 45）や

「物理学的意味での物自体」（vgl. A 45 / B 63）が語

られているが，『遺稿』ではまさに「自然科学の形

而上学的原理から物理学への移行」というテーマ

に即して「物理学」や「力」というより具体化さ

れた形で，「現象と物自体」の区別が「形而上学」

との対比のもとに語られている．これは，明らか

に『第一批判』の「序文」とは別のレベルの「物

自体と現象」の区別であろう．その意味では極め

て重要であるが，「同一の対象」を「二重の観点」

から見るという論法は同じである．いずれにし

ろ，これまで見てきたように，現象との関係を含

め物自体に関するカントの考えは基本的に批判期

と変わらない． 
 

2.3  

それではなぜカントは物自体について執拗とも

言える説明を『遺稿』でしなければならなかった

のだろうか．留意すべきは当時の思想家たちの物

自体への評価である．周知の通り，ヤコービは

「カント哲学の研究にとって少なからず私の障害と

なった」こととして「あの前提〔＝物自体〕なし
．．

には
．．

，〔カントの〕体系へと入ることはできず，あ

の前提とともには
．．．．．

その体系のうちに留まることは

できない」と告白し（Jacobi,1968, S. 304），物自体

に対する疑問を投げかけたが9），こうしたヤコービ

の疑問あるいは批判が徐々に浸透してゆき，多く

の思想家が物自体やそれに関連する触発に対して

否定的な態度を採っている．よく知られているよ

うに，フィヒテやシェリングをはじめとするドイ

ツ観念論は，物自体をカント哲学から放逐しよう

とした． 
例えば，フィヒテは『知識学への第二序論』

（1797年）において「不愉快な（leidig）物自体」と呼

び（Fichte, I 490），物自体を「理性の完全な歪曲

（Verdrehung），全く不合理な（unvernünftig）概念」

とみなし，自分は知識学において物自体をカント

とは「別の仕方で片づけた（über die Seite gebracht 
haben）」とさえ公言している（vgl. Fichte, I 472）．

また，シェリングも『自然哲学に関する考案

（Idee）』（1797年初版）の或る箇所で「物自体」に関

して「思弁的な幻想（das spekulative Hirngespinnst）」
と述べている（vgl. Schelling, I 670）． 
あるいは，ドイツ観念論だけではなく，カント

を信奉した，いわゆるカント主義者でさえ，物自

体による触発に関しては極めて懐疑的であった．

例えば，『カント教授の推薦による，同教授の批判

書の解説的摘要』（以下，『摘要』）の著者として知

られるベックやそのベックを介してカントと書信

を交わすようになったティーフトルンクは，あく

までカントの意見を訊く（あるいは場合によっては

自分の考えを正してもらう）ために，「物自体」や

「触発」について自らの考えをカントに宛てた書簡

等で開陳している． 
まずベックに関して言えば，彼は1797年6月20付

のカント宛書簡のなかで触発する対象について，

ヤコービの疑問に触れつつ
．．．．．．．．．．．．

，カントに対して次の
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ように述べている．「あなたの『批判』が序論の冒

頭のページで感官を触発する（rühren）対象について

語るとき，そもそも『批判』は何を念頭に置いて

いるのでしょうか．つまり，『批判』はその対象と

いうことで物自体のことを考えているのでしょう

か，それとも現象のことを考えているのでしょう

か．もしこれを私が決めなければならないとすれ

ば，〔‥中略‥〕私を触発する（afficiren）対象は現

象であって物自体ではないと答えるでしょう」

（XII 165）．つまり，ベックは物自体による触発を

否定し，現象や経験的対象による触発こそがカン

ト哲学の正しい理解である，との意見をカントに

対して述べているのである． 
また，ベックは書簡だけではなく，著作におい

ても同様の見解を示している．前記『摘要』の第

三巻は『それに基づき批判哲学が判定されなけれ

ばならない唯一可能な観点』（以下，『観点』）とい

う副題を付した形で1796年に出版されるが，その

『観点』においてベックは次のように述べている．

「私は私の認識を現象の認識と呼び，したがって私

を触発するこの対象は現象であって，物自体では

ない」（Beck, 1968, S. 368）．当該箇所は「感性論」

のコメンタールにあたり，このことからもベック

が物自体による触発に対して極めて懐疑的であっ

たことは明らかであろう． 
ティーフトルンクは，ベックの友人であり，既

に触れたようにベックを介してカントと書簡を交

わすようになるが，ベックとカントの関係が悪化

した『観点』の出版以降，カントはベックよりも

むしろティーフトルンクと頻繁に書信を交わすよ

うになる．彼は思想家としては殆ど無名である

が，それまでにカントが書いた作品の中から選集

を出版することをカントに提案し，その編集を任

された人物であり，カントからの信頼も篤かっ

た．そのティーフトルンクも1797年11月頃に書か

れたとされる，次のような内容の書簡をカントに

宛てている． 
「では何が感性を触発するのでしょうか．〔その

場合の〕客観とは何でしょうか．物自体でしょう

か，それとも〔それ以外のものでしょうか〕．ここ

で人は際限のない問いの中で右往左往し，なかに

は極めて馬鹿げた答えを出す人もいます．これら

すべてのことに私は困惑など全くしていません」

（XII 216f.）．このように確信に満ちた調子でティ

ーフトルンクは，次のように自身の意見をカント

に述べる．「物自体について，私たちはただ消極的

な概念しか持たない〔ので〕，『物自体が触発す

る』と言うことはできません．〔‥中略‥〕『物自

体がみずから表象を心の内にもたらす』と言うこ

ともできません．というのも，物自体という問題

的な概念そのものが，心の表象の一つの関係点，

す な わ ち ， 思 考 物 （ ein Beziehungspunkt der 
Vorstellungen des Gemüths, Gedankending）でしかな

いからです．それゆえ私たちは徹頭徹尾，現象し

か認識しません．しかしこのことを洞察すること

によって，私たちは同時に思考において現象では

ない或るものを定立し，単なる論理的定立（bloße 
logische Position）によって実践的認識のための，言

わば，余地を空けているのです」（XII 217）．この

ようにカントを信奉するカント主義者たちでさ

え，物自体による触発については否定的態度を採

り，むしろ現象による触発，つまり，いわゆる経

験的触発を支持している． 
上に引用したものについて著作等にも意識的に

出版年を記したが，それぞれの年代からも推察さ

れるように，物自体や触発に関する懐疑が噴出す

る状況下でカントは『遺稿』において物自体の説

明を繰り返し行うのである． 
ところで，ティーフトルンクは，物自体による

触発を認めず，しかも「定立」というフィヒテ的

な表現をしているものの，物自体に関して「関係

点」という言葉を用いながら，現象の認識よって

同時に
．．．

現象ではないもの，つまり物自体が（必然的

に）定立されることを説いている．こうした現象と

物自体との必然的な連関は，既に見たように，晩

年までカントが主張し続けた思想と一致する．し

かもまさに物自体と現象が同一の物であることを

『遺稿』で強調している箇所においてカントは「同

一の客観に対する表象の別の関係である」（XXII 
26）と述べていた．現象があるなら物自体が必然的

に承認されるというのは，まさしく両者が二重の

観点から考察された事象であるからにほかならな

い．しかるに，管見によれば，フィヒテやシェリ

ングがこうした点から物自体を読み解こうとする

ことはない．むしろ，物自体と現象を二つの観点

としてではなく，あたかも別の物とみなしてい

る．それゆえにこそ，カントは『遺稿』におい

て再び物自体と現象が同一の物であり，両者が

あくまで二つの観点であることを繰り返し強調

したと考えられる． 
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ちなみに，『第一批判』と同様に『遺稿』におい

ても「物自体が現象に対応する」ということを確

認した際に，カントは第10束において物自体に関

して「単なる思考物（ein bloßes Gedankending）」

（XXII 415）という表現をしていたが，第7束でも

「物自体」がGedankending，あるいは，そのラテン

語の言い換えであるens rationis とされている（vgl. 
XXII 25, 27, 32, 36, 37）．しかしながら，『第一批

判』の「超越論的弁証論」やその他の箇所で「理

念」や「無」に関してGedankendingやens rationisと
いう表現が見られるものの（vgl. A 292 / B 348, A 
337 / B 394, A 447 / B 475, A 669 / B 697），『第一批

判』や『プロレゴーメナ』等の物自体について詳

述される著作においてカントが物自体を直接
．．

Gedankending（ens rationis）と述べている箇所は見当

たらない．無論，物自体が理念とされ，しばしば

思惟可能な可想体と言い換えられていたことに鑑

みれば，物自体がGedankendingであることは，当

然のこととも言える． 
しかるに，既に引用したように，まさに『遺

稿』を執筆中のカントに物自体がGedankendingで
あるとの手紙をティーフトルンクは宛てており，

それは1797年のことであった．『遺稿』の第10束と

第7束が1799年から1800年に書かれたことを勘案す

れば，カントよりむしろティーフトルンクの方が

先に物自体に関して直接この言葉を使ったことに

なる．しかもこの書簡に対してカントは返信して

おり，このことからカントは確実にティーフトル

ンクの書簡に目を通していることになる（vgl. XII 
222ff.）．カントがそれまで物自体をGedankending
という言葉では形容しなかったことと折しもティ

ーフトルンクがカントに手紙を宛てたことなどを

併せて考えると，もともとカントに内在する思想

であるにせよ，物自体に関してGedankendingとい

う表現をカントが使ったのは，ティーフトルンク

に触発された可能性が高いとも言えるであろう． 
 
３．空間論と時間論 

 
3.1  

本節でもカントが『遺稿』において，批判期と

同じ主張をしていることを確認するために，まず

『第一批判』での議論を瞥見しておこう．カントは

『第一批判』の「感性論」において空間と時間を

「形而上学的究明」と「超越論的究明」の二段構え

で説明しているが，これらの主要点の
．．．．

み
．
を述べれ

ば，およそ以下のようになるだろう．「形而上学的

究明」の眼目は，空間と時間が「経験的ではな

く」，「ア・プリオリ」であること，および両者が

「比量的（discursiv）ではなく」，「（純粋）直観」であ

ることを示すことにある（vgl. A 22ff. / B 37ff., A 
46ff. / B 30ff.）．また，「超越論的究明」の眼目は，

空間と時間がそれぞれ「外的直観」と「外的およ

び内的直観」のア・プリオリな形式であって，「主

観 的 〔 ＝ 主 観 に 備 わ る 〕 制 約 （ subjektive 
Bedingung）」であること，それゆえ，我々人間に

とって可能であるのは，主観や意識から独立した

物自体の認識ではなく，現象に関する認識である

点を示すことにある． 
こうした『第一批判』の基本的な考えは，『遺

稿』においてもそのまま踏襲されている．例え

ば，第10束に次のような叙述がある．「空間と時間

は 直 観 の 対 象 （ 覚 知 可 能 な 或 る も の etwas 
Apprehensibeles）ではなく，直観そのものである」

（XXII 410）．あるいは，第7束においても「空間と

時間は，我々自身の意識の外に存在し覚知されう

る或るものとして主観の外において与えられた直

観の対象ではない．そうではなく純粋（経験的では

ない）直観そのものである」（XXII 18）との叙述が

ある．また，「形式」という点についても次のよう

な叙述がある．「空間と時間は，主観の表象の外に

存在する感官の対象ではなく，純粋直観そのもの

の単なる形式である」（XXII 15）． 
これらの引用から明らかなように，空間と時間

は直観の形式であり，直観そのものであること，

また意識や主観の外に存在しているものではない

ことを『遺稿』においてもカントは繰り返し強調

している． 
あるいは，空間と時間が比量的概念ではないこ

とから，それらが無限量であることも『第一批

判』の空間・時間論の基本的主張の一つであるが

（vgl. A 39f. / B 47f.），これに関しても「唯一の空間

と唯一の時間が存在する（Es ist Ein Raum und Eine 
Zeit[.]）．両者は無限である」（XXII 16），あるいは

「空間と時間は限界がない〔＝無限である〕．唯一

の空間と唯一の時間のみが存在する．それらは主

観の外に与えられた物ではなく，直観の形式にす

ぎない」（XXII 17）といった叙述が散見される．こ

こで大文字の不定冠詞を用いて「唯一の空間と

唯一の時間」と言われているが，そこに込めら
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れた意味は，経験的に表象される空間や時間は

部分として捉えることができるが，認識の可能

性の原理・制約としての空間と時間は，そうし

た経験的な空間や時間とは本質的に異なるとい

うことである． 
ちなみに，第10束においては時間と空間だけで

はなく，併せて経験に関しても或る注で次のよう

に述べられている．「注（1） 唯一の空間と唯一の

時間が存在する．複数の空間と時間（Räumen und 
Zeiten）について語られる場合，そのことで人が理

解しているのは，同一の空間の諸部分と同一で全

包括的な（allbefassend）時間の諸部分であるにすぎ

ない．注 （ 2 ）  客観的には唯一の経験 （ Eine 
Erfahrung）があるだけであり，複数の経験について

語るのは間違いである．なぜなら，このことで人

が考えているのは，諸知覚がその結合において体

系を表す限りにおいて，同一の経験に属している

諸知覚にすぎないからである」（XXII 409f.）．この

ように，空間や時間と同様に「唯一の経験」と言

われるが，これは経験が個別的なものの単なる寄

せ集めではなく，絶対的な統一性を持った全体

（vgl. XXII 92）であることを強調したものであり，

唯一の空間と唯一の時間とともに『遺稿』でカン

トが随所で述べている事柄である10）． 
上述のような空間と時間のア・プリオリ性や形

式としての性格，直観的特質等々の叙述が『遺

稿』には散見されるため，アディッケスは『遺

稿』の空間・時間論は批判期のそれと殆ど変わら

ないと解釈している11）．たしかに，アディッケス

の言うように，空間と時間が感性のア・プリオリ

な形式であり，純粋直観であるという基本的な説

は批判期と変わらない． 
 

3.2  

しかし，『遺稿』にはそれだけではなく，「空間

や時間」を「受容性」ではなく，「活動」や「自発

性」に関係させ，空間と時間を表象力の「産物」

とする表現も見られる． 
例えば，カントは次のように述べている．「空間

〔と時間〕12） は，知覚可能な（覚知されうる）対象で

はなく，直観されうるものを思惟されうるものと

して表象する自己活動性（受容性ではなく，自発

性）としての表象能力の産物である（ein Product des 
Vorstellungsvermögens als Selbstthätigkeit 
（Spontaneitas nicht Receptivitas） ）（XXII 42）．ある

いは，「空間と時間は，我々の直観の対象として

我々の表象から区別される物ではなく，直観その

ものである．つまり，感官の客観の経験的直観（知

覚）ではない．〔‥中略‥〕むしろ，空間と時間

は，我々自身の表象力（Vorstellungskraft）の産物で

ある」（XXII 15）．また，「空間と時間は，直観の

客観ではなく，単に直観の主観的な形式である

が，これは表象の外に存在するのではなく，主観

のうちにのみ与えられうる．すなわち，その表象

は，主観そのものの活動（Act）であって，主観の感

官にとって構想力（Einbildungskraft）の産物であ

る」（XXII 76）との叙述も見られる． 
この引用の前半部分は，先に確認した内容の単

なる繰り返しであり，批判期でも見られる考えに

すぎない．しかし，後半部分では，空間と時間の

表象が主観の活動に帰せられ，その産物とされて

いる．こうした叙述を目にするとき，驚きを禁じ

えないのではないだろうか．というのも，感性と

悟性を峻別するカントが『第一批判』において

「自己活動性」や「はたらき」という言葉を使うの

は，もっぱら「自発性」の能力である「悟性」と

その「総合」，あるいは統覚に対してであって（vgl. 
B 130, B 132, B 139, B 422 Anm., usw.），「受容性」

の能力である「感性」に対してではないからであ

る．ここでは「空間と時間」が主観の「自発性」

や「活動性」に言わば，従属・吸収されているか

たちになっている． 
こうした主張を我々はどのように解すればよい

のであろうか．『遺稿』のカント哲学に内在させる

仕方で解釈するとすれば，その鍵は自己定立論に

ある．例えば，次のような叙述がある．「直観にお

ける空間と時間は物ではなく，自己自身を定立す

る表象力の活動であるが，この表象力の活動を通

じて主観自身は自らを客体化する（Raum u. Zeit in 
der Anschauung sind nicht Dinge sondern actus der 
Vorstellungskraft sich selbst zu setzen, wodurch sich das 
Subject selbst zum Object macht.）」（XXII 88）．ここ

でも空間と時間が自己自身を定立する表象力の活

動とされているが，カントにおける自己定立とは

主観が自己自身を客体として対象化する作用の謂

である．そして，『第一批判』から『遺稿』に至る

まで，規定（＝認識）されうる客体としての自己は

常に現象としての感性的自己である．それゆえ，

「自己規定」と「空間と時間」に関する次のような

叙述がある．「空間と時間は〔‥中略‥〕知覚に与
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えられた覚知されうる何らかのもの（感覚されうる

もの）ではなく，主観の自己規定であり，そのうち

で主観が自己自身を客体へと構成する形式である

（die Form in welcher es [=Subjekt] sich selbst zum 
Object constituirt）」（XXII 74, vgl. XXII 47f.）．ここ

で「そのうちで」と言われているように，空間と

時間は，主観が自己自身を対象化・規定する不可

欠な契機とされる．つまり，カントが空間と時間

を「活動」とみなすのは，主観が自己自身を定立

し，対象化する際の不可欠な契機としてであり，

あくまで自己客体化の形式として空間と時間につ

いて言及していると考えられる．このように解釈

すれば，或る程度，批判期の思想との整合性も保

てるであろう． 
 

3.3  

しかし，カントが自己定立や空間と時間を自発

性と関係させる表現をすること自体，同時代の思

想家からの影響があることも否めない．実際，こ

れに類する考えは，例えば，ベックの『観点』の

中にある．「我々はこうした根源的総合において空

間を産出する（erzeugen）」（Beck, 1968, S. 142），あ

るいは同じことであるが，「彼〔＝読者〕は自分に

対して空間を産出する」（Beck, 1968 S. 143）．この

ようにベックは我々人間主体が空間を作り出すこ

とを強調している．そもそもベックがこのように

述べるのは，「根源的表象作用」あるいは「根源的

付与」に基づく彼の「要請」理論による．ベック

によれば，「空間そのものとは根源的に表象するこ

と，すなわち同種的なものの根源的総合である．

この総合に先立って空間は存在しない．むしろこ

の総合において我々は空間を産出するのである．

空間あるいはこうした総合は，純粋直観作用
．．．．

その

もの（das reine Anschauen selbst）である．〔カントの

純粋理性〕批判は空間を純粋直観と呼んでいる．

しかし私がこうしたカテゴリーを直観作用と呼ぶ

場合には，我々の要請の意味の方がより適切な表

現であると思っている」（Beck, 1968, S. 141）と述べ

ている．このようにベックは根源的表象作用や総

合と関連させながら，空間の産出を要請という観

点から説いている．それゆえ，次のような叙述も

ある．「したがってまた，哲学のみならず〔‥中略

‥〕，一切の悟性使用の最高原則は，自分に客観を
．．．

根源的に表象せよ
．．．．．．．．

という要請である」（Beck, 1968, 
S. 124）．この引用で根源的表象作用に基づく理論

を，ベックは根源的悟性使用ということからも説

明しているが，こうしたことは，『第一批判』の

「感性論」の注釈でも強調される． 
『観点』の第四章は「カントの超越論的哲学の注

釈」と題され，内容上は『第一批判』の注釈であ

る．その「感性論」のコメンタールにおいてベッ

クは「根源的悟性使用」や「カテゴリー」に触れ

ながら，カントの空間・時間論を独自の視点から

読み解いている．例えば，「空間は根源的悟性使用

である．つまり空間は，意識の客観的統一の産出

に属する」（Beck, 1968, S. 384），あるいは，「空間

の観念性の本質は，それが根源的悟性使用に属す

る点に存する」（Beck, 1968, S. 387）との叙述もあ

る．また，空間と時間が物自体の規定ではなく，

主観的制約であるというカントの超越論的観念性

についてもベックは「根源的悟性使用の立場から

すると，我々は空間と時間に関する言明を，それ

によってはじめて客観的統一が産出されるところ

の根源的悟性使用とみなす」（Beck, 1968, S. 373）と

独自の解釈を行っている． 
ちなみに，主観に関係する語法の変化という点

で言えば，『遺稿』には「表象する主観」という言

葉が見られる（vgl. XXII 12, 25, 332）．『第一批判』

では「思惟する主観」や「認識する主観」という

表現が使われるケースが殆どであり，批判期の主

要著作でも同様である．むしろ，我々が『遺稿』

以外でこの表現に出会うのは，1792年1月20日付の

ベック宛書簡においてである（vgl. XI 314）．ベック

も「表象する主観」という表現を『観点』におい

て用いているが，これは勿論ラインホルトに負う

ところが大きい． 
周知の通り，ラインホルトは，『哲学者のこれま

での誤解を是正することへの寄与』第一巻（1790）

に お い て ， い わ ゆ る 「 意 識 律 （ Satz des 
Bewußtseins）」，すなわち「表象は

．．．
，意識において

．．．．．．

表象されるものと表象するものから区別され
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，両
．

者に関係づけ
．．．．．．

られる
．．．

（ Die Vorstellung wird im 
Bewußtsein vom Vorgestellten und Vorstellenden 
unterschieden und auf beide bezogen.）」を「哲学の普

遍的に妥当的する原則」（Reinhold, 2003, S. 9）と

して提示し，「表象」「表象するもの」「表象される

もの」の三つのモメントから主観ないしは意識の

構造分析を試みるが，当該著作においてラインホ

ルトはこの「表象するもの」を「表象する主観」

と幾度となく言い換えている．また，ラインホル
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トは，「意識の事実」を「意識律」として定式化す

る『寄与』の一年前に公刊された『人間の表象能

力の新理論の試み』（1789）においても 13），この

「表象するもの」を何度も「表象する主観」と呼ん

でいる．一例のみを挙げれば，実質的には「意識

の事実」の表現である「意識律」を意味している

箇所において，「どの表象にも表象する主観と表象

される客観が属しており，両者は
．．．

表象に属しつ

つ，表象から区別
．．

されなければならない」

（Reinhold, 1963, S. 200）とラインホルトは述べてい

る．そして，前段落に挙げたベック宛書簡の直近

の書簡においてカントとベックの間で話題に登っ

ているのが，まさにその『人間の表象能力の新理

論の試み』である（vgl. XI 304）． 
無論，カントは『第一批判』において認識能力

を区分した際に，受容性の能力である感性や自発

性，あるいは思惟する能力である悟性も「表象能

力」の下位概念に入れており（ vgl. A 320 / B 
376f.），或る意味では（特に，カントの思想内容そ

のものに影響を与えるような類のものではないと

いう意味においては）些事とみなされるかもしれな

い．しかし，それまで殆ど使わなかった言い回し

をカントが『遺稿』において多用していることは

事実であり，少なくとも語法の変化という意味で

は重要であろう． 
 
４．ラインホルト，フィヒテ，ベックへの態度 

 
ここまでの叙述で「物自体」や「空間と時間」

を中心に『遺稿』の思想について論究してきた

が，強調点や表現こそ違うものの，批判期の重要

な思想に関しては，ほぼ堅持していると言ってよ

い．他方，批判期には見られない表現という点に

関して特に留意すべきは，ラインホルトやフィヒ

テ，そしてベックに対するカントの態度である．

カントは彼らに対して最初は好感を抱いていた

が，彼らが独自の説を唱え始めると，急に冷淡に

なったり，手厳しく批判するようになる． 
フィヒテとの関係に関して言えば，よく知られ

ているように，カントはフィヒテの処女作である

『あらゆる啓示批判の試み』の出版に助力してい

る．しかし，フィヒテが『知識学への第二序論』

でカント哲学に批判的な態度を採ると，1799年に

カントは「フィヒテの知識学に関する声明」を公

にした．そのなかでカントは「ここに私は，フィ
．．

ヒテの知識学
．．．．．．

を全く持ちこたえることができない

ものとみなすことを宣言する」と述べるととも

に，カントが「単に超越論的哲学への予備学
．．．

を提

供しようとし，この哲学の体系
．．

そのものを提供し

ようとしたのではない」とフィヒテがみなすのは

謂われ無きことである，とフィヒテに論難を浴び

せた（vgl. XII 370f.）．また，これに先立つ1798年4
月5日付のティーフトルンク宛書簡でも，「体系化

された説はすべて学」であるので，「知識学」とい

う「タイトル」を見ただけでも，そこから殆ど何

も期待できない，とフィヒテの「知識学」を切っ

て捨てている（vgl. XII 241）． 
ラインホルトに対しては14），ラインホルトに初

めて宛てた1787年12月末の書信においてカントは

「あなたの理念は私の理念と正確に一致している」

と述べ，自分の哲学の理念を理解しやすいものに

してくれたラインホルトの「功績に対して感謝」

している（vgl. X 513）．あるいは，1791年9月の段

階でもラインホルト本人には，「私の小さな試みを

あなたが明らかにされ，強化し，そして広げられ

た実績に対しては，もとより私は感謝せねばなり

ません」（XI 287）と宛てている．しかし，同年11
月の書簡ではベックに「ラインホルト氏の『表象

能力の理論』は不明瞭な抽象へとひどく後退して

おり，述べられていることを実例で示すことがで

きなくなっている」という「難点」があり，ライ

ンホルトの理論が「広汎な，あるいは持続的な影

響力を持つことは不可能」であるとの旨を明かし

ている（vgl. XI 304）． 
そのように明かしたベックに対する態度はと言

うと，ベックとの往復書簡によれば，そもそもベ

ックに『摘要』の執筆を打診したのはカントであ

る（vgl. XI 289f.）．しかも，『摘要』第一巻の出版前

には，カント自身がベックの原稿の重要な箇所に

目を通し，それに対するコメント（vgl. XI 376）や

1792年12月の書簡では具体的な訂正箇所をベック

に指示している（vgl. XI 394f.）．また同じ書簡のな

かでカントは，ベックが『摘要』第二巻を執筆す

るに際して，『判断力批判』の「序論」としては長

すぎるため，結果的にカントが採用しなかった，

いわゆる『第一序論』の原稿を参考のためにベッ

クに送ることを約束し（vgl. XI 396），実際にそれを

送ったほどである（vgl. XI 441）． 
しかし，ベックが『観点』において「根源的表

象作用」や「根源的付与」等からカント哲学を解
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釈し始めると，カントはベックに対して厳しい態

度を採るようになる．例えば，ティーフトルンク

に送るために書かれた書簡の草稿では，「ベック氏

が彼の『観点』を私のものではなく，彼自身のも

のと公にするということに私は満足しています」

との文言が見られる（XIII 463）．つまり，カントは

ベックの『観点』がカント哲学の解釈としては極

めて不適切なものであり，カント自身の説とは全

く異なると言いたいのである．実際，ベックに対

して直接公告を出さなかったものの，カントの主

張を「全面的に覆すことができる」との趣旨の挑

戦状をカントに送りつけたシュレットヴァインに

対する「声明」のなかでもベックが好んで用いた

「精神に従って」カントを理解するという姿勢を批

判し，むしろ「字句通りに
．．．．．

」カントの批判哲学を

理解するように警告している（vgl. XII 368）．ま

た，先述の「フィヒテの知識学に関する声明」に

おいては，今度はベックとフィヒテを名指ししつ

つ，自分の批判哲学は〔精神に従ってではなく〕，

「字句通りに」解されねばならないと改めて宣言し

ている（vgl. XII 371）． 
このようにカントはラインホルト，フィヒテ，

ベックに対して厳しい態度を採るようになるわけ

であるが，それとは裏腹に『遺稿』において彼ら

の術語を用いていた．しかも「物自体」が「認識

不可能」であることや「空間と時間」が「直観の

形式」であることなど，批判期の思想の核心に関

しては，それを堅持する形で『遺稿』の叙述を進

めている．こうしたことを併せて考えると，カン

トは広い意味では当時の思想家たちから影響を受

けながらも，むしろ彼らに対抗するために，『遺

稿』において彼らの術語を意識的に用いたと考え

られる． 
本稿の「はじめに」で見たように，『遺稿』を執

筆している最中，カントは書簡でガルヴェに「タ

ンタロスの苦しみ」と洩らしていた．カントから

出発し，当初カントの批判哲学を賞賛していたラ

インホルトやフィヒテ，ベック等の思想家は，

徐々に自分たちの立場から批判哲学を解釈し，カ

ントから（意図的であれ，結果的にそうなったにせ

よ）離れてゆくことになる．カントが理解して欲し

いと思った通りに彼らがカントの哲学を理解しな

かったことは，老齢や思索能力の衰えとまた別の

意味でもカントにとって「タンタロスの苦しみ」

であったと言えるであろう． 

【注記】 

（1）『純粋理性批判』からの引用は慣例に従い，初

版をA，第二版をBとした．それ以外のカント

の著作からの引用はアカデミー版カント全集の

巻号と頁のみを，それぞれローマ数字とアラビ

ア数字で示した． 
（2）『遺稿』には，コンマやピリオドすらないセン

テンスが間々見受けられるだけではなく，文が

途絶したり，主述の関係や代名詞の性数が適切

ではない文章も散見される．これに関しては，

適宜，アカデミー版の欄外注，および抄訳では

あるが，次の英語，フランス語，イタリア語の

翻訳を参照した． 
Opus postumum, edited, with an introduction and 
notes, by E. Förster; translated by E. Förster and M. 
Rosen, Cambridge 1993. 
Opus postumum: Passage des principes métaphysiques 
de la science de la nature à la physique, traduction, 
présentation et notes par F. Marty, Paris 1986. 
Opus postumum, a cura di V. Mathieu, Roma-Bari 
1984（2nd. 2004）. 

 
【注】 

 1）R. B. Jachmann, 1902, S. 13. なお訳出に際しては

『カント その人と生涯』 , 芝烝訳 , 創元社 , 
1970年を適宜参照した． 

 2）ドイツ語等の表記は，現代ドイツ語表記と異な

る場合にも原典に従った． 
 3）『遺稿』の成立史や執筆時期に関しては，アデ

ィッケスの『カントのオプス・ポストゥムム』

（Adickes, 1920, S. 1-35），アカデミー版カント全

集の『遺稿』の「序論」（XXII 751-773）を参

照．また，日本語で読めるものとしては，加藤

泰史（2006年）が最も詳しい．併せて参照された

い． 
 4）この点については，Tuschling, 1971を，また『自

然科学の形而上学的原理』と『遺稿』の関係に

ついては犬竹正幸（1993年）を参照されたい． 
 5）その意味においてC. ラ・ロッカがまさに第1束

を主題にした論文の冒頭で『遺稿』全体の性格

について次のように指摘したことは，たしかに

正鵠を射たものと言えるであろう．カントの

『遺稿』で扱われている問題は，一方ではどち

らかと言うとエーテルや有機体の概念のよう

に，個別的な問題であるが，その一方ですべて
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の問題が概念的な統一の意志や体系の意志（una 
volontà di sistema e di unificazione concettuale）に
結び付けられながら提示されている（cfr. La 
Rocca, 2001, p. 35）． 

 6）拙論『カントの自我論 理論理性と実践理性の

連関』，京都大学学術出版会，2005年の第5章お

よび第6章を参照されたい． 
 7）先行研究としてはアディッケスとフェルスター

が挙げられる．アディッケスは当時の思想家と

の関係を踏まえつつ，特にフィヒテとベックに

ついて言及しているが（vgl. Adickes, 1920, S. 
604ff.），自己定立論に関してはフィヒテから受

け継いだのではなく，『第一批判』の第二版で

展開した自我論からの「必然的帰結」とみなし

ている（vgl. Adickes, 1920, S. 664）．またベック

に関しては，彼の中心概念である「根源的表象

作用」を「根源的定立作用」と呼んでいること

から，フィヒテへの接近を示唆し（vgl. Adickes, 
1920, S. 611），カントがベックの「根源的表象

作用」から影響を受けたことを否定している

（vgl. Adickes, 1920, S. 613）．フェルスターは自

己定立論を中心に，フィヒテからの思想的影響

を否定しているが（cf. Förster, 2000, pp. 76），一

方，ベックについては別の論文でカントに対す

る影響を或る程度，認めている（ cf. Förster, 
2005, p. 166）． 

 8）第三アンチノミーでは自然必然性と自由の対立

が問題となっているため，主体や行為，原因性

といった概念と関係させられることが多いが，

特にA 534 / B 571, A 538 / B 566, IV 344, IV 345等
に二つの観点であることが如実に現れている． 

 9）この批判はカントの「超越論的観念論」が「観

念論」であり，しかも物自体の現れである表象

としての「現象」のみを我々に認識可能である

とする限り，現象の外にある実在としての「物

自体」について我々は何一つ語ることは不可能

なのではないかという批判である． 
10）福谷茂によれば，『遺稿』で強調される「唯一

の空間」「唯一の時間」「唯一の経験」は既に

『第一批判』の叙述からも看取できるとされる

（福谷, 2004, pp. 133）． 
11）アディッケスに従えば，『遺稿』における空間

と時間は，『第一批判』やそれどころか1770年
のいわゆる就職論文に対して何ら目新しいもの

はなく，もし新しい契機があるとするなら，

『第一批判』の二律背反論に反してカントが空

間と時間の無限性を強調することであるが，そ

れとて表現上の問題にすぎず，事柄上の問題で

はない，とされる（vgl. Adickes, 1920, S. 593f.）． 
12）アカデミー版カント全集のドイツ語原典では，

前文の主語は「空間と時間」であり，次文に当

たるこの文の主語は男性単数の代名詞erとなっ

ている．したがって字句通りに解釈すれば，空

間のみを指すものと思われるが，フランス語訳で

もこの繋がりの悪さが指摘されている（Marty, 
1986, p. 329）．そこで，敢えて〔時間〕と挿入し

た．なお，英訳とイタリア語訳では当該箇所を訳

出していないため，残念ながらフェルスターとマ

テューがどのように解釈しているかは不明であ

る． 
13）ボンデリによれば，ラインホルトは何度も「意

識の事実」を彫刻していったとされる（vgl. 
Bondeli, 2006, S. 99）． 

14）ちなみに，ツヴァイクの指摘によれば，カントと

ラインホルトは直接面識がなく，両者の交流は書

簡のみによるとされる（cf. Zweig, 2003, p. 41）． 
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