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参考書 
『数学を哲学する』 スチュワアト・シャフィロ著、金子洋之訳 筑摩書房 

 
以下は、参考書中の第４章から、カントについて紹介します。 
第４章の目次はつぎのとおり。 
    第４章 ほぼ正反対の二人：カントのミル 
     １． 新たな方向づけ 
     ２． カント 
     ３． ミル 

４． 文献案内 

 
１ 新たな方向づけ 

〈17 世紀：科学革命の世紀〉 
17 世紀は、ルネ・デカルト、アイザック・ニュウトン、ゴットフリィト・ヴィルヘルム・ 

ライフニッツのような人々を通して、科学と数学における大きな革命を体験してきた。 

〈18 世紀哲学の役割〉 

カントは、この新しい科学発展に対して哲学的な評価を行う位置にたっていた。 

そして、新たに出現した物理学の諸要求からは、数学における新たな分野の発展と伝統的

な分野の新たな捉え直しが生じてきたのである。 

〈数学の主要な新機軸〉 

主要な新機軸としては、 

・幾何学を代数と算術に結びつける解析の新たな方法（フェルマとデカルト）、 

・そして重力と運動を研究するための微積分学の発展（ニュウトンとライ 

フニッツ） 
とがそこには含まれている。 
後者は、連続性、導関数、極限といった概念を必要とするが、そうした概念の

どれも、それ以前の数学的ハラダイムにはスムウズに適合しなかった（１７世

紀という時代の数学と哲学にかんする明快な論述については、Mancosu 1996 
見よ）。 

 
この時代、哲学には二つの主要な学派があった。 



〈合理主義〉 
ヨオロツハ大陸におけるデカルト、スヒノザそしてライフニッツのような合理

主義者たちは、フラトンにつながる一族の後継者であった。 
彼らは知識を獲得するにあたって、感覚経験に対立するものとして、理性の役

割を強調した。 
〈極端な合理主義〉 

その見解の中で極端な形のものは、すべての知識が理性に基礎づけられている、

ないし理想的にはそうあるべきだ、と主張する。 
〈合理主義の知識獲得のモデル〉 

知識獲得のための合理主義のモデルは、数学‐‐数学的論証‐‐にほかならな

い。 
〈スヒノザの『倫理学』〉 

例えば、スヒノザの『倫理学』は、ユウクリッドの原論と同じ構成になってお

り、「命題」と「証明」を含んでいる。 
〈デカルトの哲学的仕事〉 

デカルトの哲学的仕事の多くは、科学に数学と同じ度合いの確実性を与えよう

という試みでもあった。 
〈哲学的第一原理〉 

科学は、哲学的第一原理の上に基礎づけられると考えられていたのである。 
デカルトは、運動の諸法則を数学的なスタイルで導出しようとしていた。 

 
〈経験主義〉 

合理主義に対する主要な敵、経験主義は、知識もしくは知識を獲得するための

素材を、五感からの経験に基礎づけようと企てだ。 
該当する時代の主要な著者はジョン・ロック、ジョウジ・バアクリ、デヴィッ

ド・ヒュウムおよびトウマス・リイドであり、これらの全員がブリテン島に住

んでいた。 
〈経験主義の主張〉 

経験主義に共通した主張は、世界についてのわれわれの知識はどんなものであ

れ、究極的には中立で私情を差し挟まない観察からやってくる、という主張で

ある。 
世界への接近は、われわれの目、耳などを通して行うしかないの 

〈心のイメイジ〉 
経験主義者は、ときには、心というものを、感覚を介して情報が刻み込まれる

空白の板というイメイジ として提示する。 
われわれは、周囲の世界を理解しようと試みながら、入ってくるデイタをより



分ける受動的な観察者だ、というわけだ。 

 
〈この時代の数学について・・・〉 

この時代には、数学についての実質的で詳細な説明はない。 
もちろん合理主義者は数学を称賛していたし、デカルトとライフニッツは自ら

がその時代の主要な数学者でもあった。 
経験主義者は数学の重要性を軽視する傾向にあったが、それはおそらく彼らの

知識獲得モデルに数学が容易にはフィットしないからであろう。 
バアクリは、無限小計算で前提になっている厳密さに対する息の長い批判に乗

り出した(Josse h 1993 を見よ)。 
しかしながら、科学における数学の役割を考えれば、経験主義者は、数学につ

いて何らかの説明を与えなくてはならなかったのである。 

 
〈両派の間には驚くほどの意見の一致〉 

数学にかんしていろいろなところに散見される哲学的記述から明らかになるの

は、この二つの主要な学派の間には驚くほどの意見の一致が見られるというこ

とだ。 
合理主義者たちと経験主義者たち双方が、数学を、物理的な量ないし延長をも

つ対象にかかわるとみなしている。 
対象には経験的に遭遇する。 

〈両派の対立点〉 
二つの学派が対立するのは、延長された対象の観念への心の接近をめぐってで

あり、そしてこれらの観念についての推論の身分をめぐってである。 
〈例えばデカルトは・・・〉 

例えばデカルトは、物理的対象の基礎にある「純粋な延長」についてわれわれ

は明晰判明な知覚をもつと主張し、さらに、われわれはこの純粋な延長につい

て直接的に推論することができると主張した。 
この見解が立証しているのは、人間の知性が、物理的世界について実質的でア・

フリオリな結論へと‐‐数学的に‐‐推論を進めるための強力な道具だ、とい

う確固たる信念にほかならない。 
〈経験主義者たちは・・・〉 

経験主義者たちは、おそらくアリストテレスに従ってであろうが、数学的諸観

念を経験から導かれるものだとみなした。 
例えば、数６についてのわれわれの観念は、６個の対象からなる集まりをとも

なうわれわれの経験からやってくる。 
「三角形」という観念は、三角の形をした対象を見ることからやってくる。 



経験主義者にとって、知覚された対象の基底にある実質的な「純粋延長」のよ

うなものはまったく存在しない。 
知覚された対象だけが存在する。 
つまり、見たものが、手に入るものなのだ。 

〈経験主義者たちは・・合理主義者に同意〉 
こうしたあれこれの違いにもかかわらず、典型的な経験主義者たちは、次の点

で典型的な合理主義者に同意する。 
すなわち、いったん関連する諸観念が得られたならば、数学的知識の追究は、 
それより後のどんな経験からも独立している。 
数学者は，様々な数学的観念が互いにどのように関係するかを熟考するのであ

る。 
〈例えばヒュウムは・・・〉 

例えば『人性論』において、ヒュウムは、「諸観念の間の関係」として算術と代

数の真理に言及し、われわれが経験から学ぶ「事実と経験」からこれらを区別

している。 
一方、幾何学は経験科学とされるが、このことはたぶん経験からの一般化に関

係しているのであろう。 
10 年後に『人間知性研究』において、ヒュウムは、算術、代数そして幾何学が

いずれも同様に観念間の(単なる)関係にかかわっており、したがって経験的では

ないと主張した。 
〈両派の共通基盤〉 

これらの学派間の共通基盤は、少なくともある意味では数学的真理はア・フリ

オリであるか、もしくは経験から独立だ、ということである。 
〈主要な論争点〉 

主要な論争は、必要な観念を獲得したり把握したりするのに、そしてそれらを

研究したりするのに、どの程度まで感覚経験が必要とされるかをめぐって行わ

れた。 

 
〈数学的真理は、一定の必然性を備えているように〉 

数学的真理は、一定の必然性を備えているように、少なくとも見えはする。 
5＋7 が 12 でないということはいかにしてありうるだろうか。 
素因数分解定理がいかにして偽でありうるだろうか。 

〈合理主義は、大まかにはフラトン的な路線に沿って〉 

合理主義は、大まかにはフラトン的な路線に沿って、これにスムウズな説明を

与えている。 
純粋な外延のように、物理的対象の基底にある数学的な諸観念で、しかも心的



に把握されているもののうちには、いかなる偶然性も存在しない。 
もちろん、数学的な観念を把握するとき、あるいは論証を行なおうとするとき、

誤ることはあるだろう。 
しかし、もしそれらが適切に実行されたならば、数学の方法論は必然的な真理

のみをもたらす。 
〈経験主義者にはこれほど端的な説明はない〉 

当然ながら、こうした考え方は経験主義者には利用できないし、数学が必然に

見えることについてこれほど端的な説明を彼らがもっているわけでもない。 
経験主義者のあるものは、基礎的な数学的命題は定義によって真だと主張する

かもしれないが、これは、合理主義者ならば期待外れだと思うような結論であ

る。 
というのも、これでは数学が実質のないままに取り残されてしまうからだ。 

〈数学的必然性の弱い把握〉 
ヒュウムは、われわれが典型的な数学的定理の否定を創造したり、考えたりで

きないということに注目しているが、これは数学的必然性の弱い把握でしかな

いように思われる。 
われわれがそれ以外の仕方でものを考えることができないのは、偶然の心理学

的限界があるからというだけのことなのだろうか。 

 
〈数学の応用可能性の問題〉 

科学での新たな数学の使用は、物理的世界への数学の応用可能性の問題に新た

な力をもたらした。 
〈経験主義者はよりうまくやってきた〉 

この点では経験主義者はよりうまくやってきた。 
この学派に従えば、 
数学的観念は観察された対象の属性から読み取られるものであり、 
数学者たちが研究するのは、これらの観念間の関係である。 

すなわち、経験主義者たちが主張しているのは、 
数学者は、観察された物理的諸対象の間に成り立つ一定の物理的関係を 
まさに間接的に研究している、ということだ。 

この説明は、合理主義者には利用できない。 
合理主義者の課題は、まわりの世界のうちで 
われわれが知覚する諸対象、科学で研究する諸対象に、 
生得的に把握された永遠の数学的対象が 
いかに関係するのか、 

を示すことだからである。 



経験主義者は、こうして、 
観察された物理的諸対象と 
それらの数学的対応物との間の適合について端的な説明を携えながら、 
アリストテレスに従うのに対し、 

合理主義者は、 
感覚の対象と、 
完全な円や三角形、あるいは巨大な数のような、 
それらの数学的対応物との間の不適合について端的な説明を携えながら、 
フラトンに従う。 

 
２．カント 

 
合理主義と経験主義の衝突は、それぞれのもっとも妥当と思われる特性をうま

く捉まえて両者の総合を試みようとしたカントにとって、中心的な動機を与え

てくれる。 
その結果は、数学の必然性と数学的真理のア・フリオリな本性を説明しよう、

ないし(学説に)取り込もうとする一方で、 
経験科学における数学の位置、特に観察された物理的世界への数学の応用可能

性を説明しよう、ないし取り込もうという、勇敢な企てとなって現れた。 
カントの問題は、数学がア・フリオリに知られうるのに、 
それにもかかわらず容易に否定できない確実さをもって普遍的に‐‐あらゆる

経験に‐‐応用可能であるのはいかにしてか、を示すことであった。 
彼の数学についての見解は、彼の哲学全体から一要素として分離できるもので

はなく、それとは逆に、数学への言及は、彼の著述全体を通して見られる。 
そうであるから、カントを理解する重要な鍵は、数学についての彼の見解を理

解することだ。 

 
ここで読者には次のことに注意してほしい。 
たとえ以下のスケッチが、カントの複雑で微妙な数学に哲学に含まれるいくつ

かのテエマをまさしく示唆しているとしても、 
それはかろうじてその表面を引っ掻いているにすぎない。 
さらに言えば、研究者たちの間には[カント解釈にかかわる]多くの意見の違いが

ある(手始めに、本章の最後で言及されている文献案内を見よ)。 
以下で提案される暫定的な解釈は、彼らの研究のあるものに基づいており、 
主要な意見の不一致については、それらを明記するか、もしくは避けるように

努めている。 



とはいえ、どんな解釈であれ、その一部はこの卓越した学者の考えのある部分

と衝突してしまう、というのは避けられないであろう。 

 
カントの数学の哲学を特徴づけるものの中で，もっとも興味をそそられるとと

もに、問題にもなるのは、 
幾何学、算術そして代数の真理は「総合的ア・フリオリ」であり、「直観」に基

礎づけられているという彼のテエゼだ。 
それゆえ、鍵になる概念は、ア・フリオリな知識、分析‐総合の区別、そして

「直観」という能力である。 

 
カントにとって、普遍命題（「すべてのＳはＦである」という形式の命題）が分

析的であるのは、述語概念Ｓが主語概念Ｆに含まれる場合である。 
さもなければ、その命題は総合的である。 
例えば、「すべての独身者は未婚である」は、もし未婚であるという概念が独身

者という概念に含まれているならば、分析的である。 
「すべての人間は死ぬべきものである」は、もし死ぬべきものという概念が人

間という概念に含まれているならば、分析的である。 
男性であることは大統領であるという概念の一部では（たぶん）ないから、 
「すべての大統領は男性である」は総合的だ。 

 
現在知られているように、すべての命題が主語‐述語形式をもつわけではない

から、現在からみれば、分析性についてのカントの定義は不自然であり、狭苦

しい。 
実際彼は、他の判断形式をはっきり認識しており、分析‐総合の区別を否定的

判断へ適用するのはまったく容易だ（『純粋理性批判』A6|B11）とは言ってい

るものの、他に多くのことを語っているわけではない。 
「もし雨が降っているならば、雨が降っているか、雪が降っているかのいずれ

かである」のような仮言命題についてはどうであろうか。 
だがここは、カントの区別の改良や拡張を提案すべき場所ではなく、むしろ必

要なのはその区別の基礎を分析することであろう。 

 
カント的な分析的真理の形而上学的身分は概念の本性にかかっている。 
カントのテエゼは、概念が（比喩的には）諸部分をもつ、ということを前提に

している。 
というのも、さもなければ、一つの概念が別の概念を「含んでいる」ことにつ

いて語ることができないからであるが、この点に留意することを別にすれば、 



それ以上この問題を深く掘り下げる必要はない。 
ここで重要な課題は、認識にかかわる課題である。 
カントは、概念の各部分が概念分析という心的なフロセスを通して把握される

と信じていた。 
例えば、「すべてのＳはＦである」という形式の命題が提示されたとき、われわ

れは、その述語ＦがＳの諸部分のうちにあるかどうかを知るために、主語概念

Ｓを分析する。 
「独身者」を分析し、それが「未婚」を含むことを学び、 
「すべての独身者が未婚である」ことを知るようになる。 
簡単に言えば、たとえどのような概念であっても、それを把握した者ならば誰

でもその分析を遂行し、その成分を決定できる立場にあるのだ、とカントは主

張した。 
概念分析は、すでに概念のうちに暗黙に含まれているものを暴き出すのである。 
「また前者の[分析的]判断は解明判断‐‐とよぶこともできよう。 
と言うのも、前者の判断は述語によって主語の概念になにも付け加えず、 
ただこの概念を分解してその部分概念に分けるだけで、 
この部分概念は主語概念のうちですでに（混乱した形ではあるが）思考されて

いたものである」（『純粋理性批判』Ｂ11、邦訳、ヘイジ 53）。 
したがって、概念分析は世界について新たな知識を生み出さない。 
ある意味で、それは何も語っていないか、あるいは新しいことを何も語ってい

ないのだ。 

 
分析的真理がア・フリオリに知られうるということは容易に言える。 
Ａを分析的真理としよう。 
Ａにおいて表現される概念を把握していれば、それらの概念の各部分を決定し、

それゆえＡの真理を決定することができる。 
必要な概念を把握するのに要請されるものを別にすれば、 
世界についてのいかなる特定の経験も必要ではない。 

 
カントは、若干の数学的命題が分析的であることに気づいていた。 
例えば 
「すべての三角形は三つの角をもつ」、あるいは 
「すべての三角形は三辺をもつ」や 
「すべての三角形は自己同一である」のようなものを考えてみればよい。 

ところがカントは、ほとんどすべての数学的命題は総合的だと主張した。 

概念分析のみが 7＋５＝12 であることを決定するわけではないし、 



任意の二点間に一本の直線が引かれうること、 
あるいは直線は二点間の最短距離であることを決定するわけでもない。 
「７」、「５」、「12」、加法、同一性、点、線に対応する概念を綿密に調べても、

これらの命題の真理が明らかになることはない。 

 
多くの数学的命題を立証するのに概念分析だけでは十分でないとカントがなぜ

考えたかを見るために、カントの認識論に注意を向けよう。 
総合命題は「直観」を介して初めて知られうると主張しているのだから、われ

われとｌしてはこの概念に眼を向けなければならない。 

 
カント的直観は二つの特性をもっている。 
ただし、そのどちらが相対的に重要かについては研究者たちは一致していない。 
第一に、直観は、個々の対象を表彰するという意味で、単称的 singular である。 
実際、直観は個々の対象にとって不可欠である。 
対照的に、概念分析は単称的ではなく、一般的真理を生み出すにすぎない。 
われわれは、概念分析からすべての独身者が未婚であることを知るが、それに

よって独身者が存在することを学ぶわけではないし、その中の誰かを知るよう

になるわけでもない。 
神の存在論的証明を議論するにあたって、カントは、概念分析によって何かの

存在を知ることはできないと論じている（『純粋理性非難』Ｂ622‐3）。 
この提唱を数学に適合させるために、100 より大きい素数が存在することを誰か

が示したいと思っているとしよう。 
数学の典型的な手法では、100 以上のすべての自然数が合成数だと仮定して、矛

盾を導けばよい。 
その人は、もしかすると、100 以上のすべての数が合成数だとぃうことは事実で

はないという分析的真理を立証したことになるかも知れない。 
しかしわれわれが、手に入れたのは、100 より大きい自然数が存在することを知

っている場合に限って、ある素数が存在するということにすぎない。 
概念分析に終始するかぎり、われわれはなおこの存在過程を拒否するという選

択肢をもつように思われる：３。 
同様に、正方形が存在し、正方形が対角線をもつことを知っているときに初め

て、われわれは、正方形の対角線がその正方形の一辺と通訳不能であることを

知るのである。 
概念分析がこれを証明するわけではない。 



カントに従えば、数（あるいは番号づけられた対象の集まり）と幾何学図形を

表装するために、そしてこれらについて物事を学び取るためにも、われわれは

直観を必要とする。 
ましてや、概念分析は数の（潜在的）無限性や空間の無限性をもたらすことは

できない（Friedman 1985 を見よ）。 

 
＊３ 

この例を (カントならばこう考えたはずだと) はっきりと確定することはむず

かしい。と言うのも、私の知るかぎり、カントは算術における論証について語

ってはいないからである。算術のいくつかの法則が分析的であることをカント

はまさしく認めているけれども、100 より大きいすべての数が合成数であるわけ

ではないことを確定するのにはおそらく直観が必要であろう。ここで言いたい

のは、存在主張を立証するには直観が必要だと彼は主張したであろう、という

ことだ。現代の論理体系では「すべてのｘは F であるということは成り立たな

い」は「非‐F であるようなｘが存在する」を含意する。記号でかけば、 
￢∀x Fx は ∃x￢Fx を含意する。荒っほい時代錯誤受けることにすれば、話

はこうなる。もしカントについて前述の解釈が正しいならば、彼はこの推論を

直観を含むものとみなすであろう。すなわち、問題の推論は、分析的真理から

総合的真理へと導くであろう。カントに帰属するのにふさわしい論理について

の洞察力に満ちた説明にかんしては osy 1984 を見よ。 

 
それゆえ、数学を総合的とみなす一つの理由は、番号づけられたものの集まり

や幾何学的図形、はては空間そのものような個別的対象を数学が扱うからであ

る‐‐カントはこれらが単称的であり、直観によって把握されると考えていた。 
しかしながら、彼の見解はこれよりも深い。 

 
有名な、あるいは悪名高い一節でカントは数の和が総合的だと論じた。 

 
 ひとまずはじめに、7＋5＝12 という命題はたんに分析的な命題で、この命題

は７と 5 の和という概念から矛盾率にしたがって結果する、と考えるかもし

れない。けれども、もとよく考察すると、7 と 5 の和という概念は、、二つの

数を一つの数に結合すること以外のなにも含んでいないし、このことによっ

てこのことによって二つの数を総括するこの一つの数がなんであるかはまっ

たく思考されていない、ということに気づくであろう。私がたんに 7 と 5 の

結合を思いうかべることによって、12 という概念がすでに思考されているの

では決してないし、また私がこのような可能な和についての私の概念をどれ



ほど分解しても、私はその中に 12 を見いだすことはないであろう。 そこで

[5 と 7 という]二つの概念の一方に対応する直観、たとえば自分の五本の指や、

あるいは・・・五つの点の助けを借りて、直観のうちで与えられた 5 の各単

位を 7 という概念に順次付け加えるという仕方で、これらの概念を超え出て

いかなければならない。・・・こうして私は 12 という数が生じるのを知るの

である。私はなるほど 7＋5 という和の概念において、5 が 7 に付け加えられ

るべきであるということは思考していたが、しかしこの和が 12 という数に等

しいということは思考していなかった。算術的命題は、それゆえ、つねに総

合的である。このことは、われわれがいっそう大きな数をとるにつれてます

ます判明になるが、と言うのも、その際われわれの[数の]概念をどれほどひね

くりまわしても、直観の助けを借りずにその概念をただ分解するだけでは決

して和を見いだせないこと明白になるからである。（『純粋理性批判』B15‐6、
邦訳 56 ヘイジ） 

 
カントにとって概念分析は新たな知識を生み出さないということを思い出そう。 
むしろそれは、概念に暗黙に含まれているものをあらわにするだけなのだ。 
ここでカントが主張しているのは、加法がまさに新たな知識を生み出すという

ことであり、それゆえそれは総合的なのである。 

 
カントは、たいていの数学的命題が総合的であるとしても、それらはア・フリ

オリに‐‐感覚経験から独立に‐‐知られうると主張していた。 
いかにしてこのようなことが生じうるのか。 
その動機が数学からくるにしろ、そうでないにしろ、カントの一般哲学の大半

は、ア・フリオリな総合命題がいかにして可能であるかを示すことに捧げられ

ている。 
概念分析に基礎づけられないア・フリオリな真理がいかにして存在しうるのか。 

 
カント的直観の第二の特性は、直観が直接の知識を生み出すということである。 
7＋5 についての先の一節が示しているように、少なくとも人間にとっては、直

観は感覚知覚に結びつけられている。 
典型的な直観は、私の右手に五本の指があるという判断の基底にある知覚であ

ろう。 

 
もちろんこの種の直観は経験的であり、それが生み出す知識は偶然的な知識で

ある。 
われわれは数学をそういう仕方で学ぶわけではない。 



カントは、直観の形式が存在し、それが必然的真理についてのア・フリオリな

知識を生み出すと主張した。 
この「純粋」な直観は、可能な経験的直観の形式をもたらす。 
すなわち、純粋な直観は、日常の感覚経験がもつ時間‐空間形式についての意

識である。 
ここでのアイデアは、純粋直観が、時空上にある対象についての、問題のない

経験的知識の諸前提を明らかにするということだ。 
例えば、ユウクリッド幾何学は、人間が空間と空間的対象を必然的に知覚する、

そのあり方にかかわっている。 
われわれは、三次元において対象を把握したり、直線でもって領域を囲ったり

する。 
また、対象に位置を与え、区別し、それらを数え上げるときに、人間は時間と

空間において知覚しなければならないが、算術はそのやり方にかかわっている。 
算術と幾何学はこうして、知覚の枠組みを記述しているのだ。 
ヤアッコ・ヒンティッカ（Hintikka 1967, section 18）が述べているように、カ

ントにとって 
「われわれが個体一般の存在を知るようになるときにはある過程を介するが、

数学的推論にかかわる個体の存在はその過程に負っている」。 
この過程は感覚知覚だとカントは主張した。 
それゆえ 
「数学的推論の構造は、われわれの知覚装置の構造に負っていることになる」。 

 
デカルトにとって「純粋延長」は物理的対象において直接知覚される(少なくと

も比喩においては）ということを思い出そう。 
対照的に、カントは純粋直観を、人間に可能な知覚の形式にかかわるとみなし

た。 
これらの形式は物理的対象そのもののうちにあるわけではなく、むしろある意

味では、それらは人間の心によって供給されるのである。 
われわれが知覚を一定の仕方で構造化しているのだ。 

 
以下は、ア・フリオリな幾何学的直観の本性と数学の必然性を浮き彫りにする

『純粋理性批判』の一節である。 
明らかにカントは、哲学を概念分析の活動と考え、数学とに対比を行なってい

る。 

 
 数学は、経験の助力を借りずに自ら自己の拡張に成功しつつある純粋理性の



もっとも輝かしい実例を示すものである。・・・哲学的認識は概念からの理性

認識であり、数学的認識は概念の構成による理性認識である。しかし概念を

構成するとは、その概念に対応する直観をア・フリオリに抽出することであ

る。それゆえ概念の構成のためには経験的ではない直観が必要である。舌が

てこの直観は、直観としては一つの個別的な客観であるが、それにもかかわ

らず概念（普遍的表象）の構成としては、その概念のもとに属するすべての

可能的直観に対する普遍的妥当性をその表象において表現するものでなけれ

ばならない。例えば私が三角形を構成するのは、この三角形という概念に対

応する対象を、たんなる構想によって純粋直観において描出するか、あるい

はそうした後に、さらに紙の上に経験的直観として描出するかのいずれかに

よるのであるが、いずれの場合も、その見本となるものをなんらかの経験か

ら取り込むことなく完全にア・フリオリに描出するのである。個々の描かれ

た図形は経験的であるが、しかしそれにもかかわらず概念の普遍性を少しも

損なうことなく、概念を表現するのに役立つ。と言うのは。この経験的直観

においては、大きさとか辺とか角といった多くの規定とまったく無関係な、

概念構成の働きのみがつねに注目されて、したがって三角形という概念を変

化させることはない。これらの差異は捨象されるからである。・・・哲学的認

識は特殊を普遍においてのみ考察するのであり、数学的認識は普遍を特殊に

おいて、否、むしろ個別において考察するが、しかしやはりア・フリオリに

理性を用いて考察するのである。（『純粋理性批判』B741‐2、邦訳、779‐80
ヘイジ） 

 
こうしてわれわれは、数学の哲学の歴史において繰り返し現れるテエマ、 
すわち抽象［捨象］に出会う（3 章の section4 を見よ）。 

 
カントの純粋直観と抽象化のフロセスは、概念が与えられたときに、その概念 
の典型的な、ないし範型となる実例を提示するものだ、と考えられるかもしれ 
ない。 
例えば、三角形の概念から始めると、直観はわれわれにある典型的な三角形を 
（ア・フリオリに）供給してくれる。 
同様に、数の概念から出発して、直観は典型的な数を生み出す、というわけだ。 
この後は、数学者は直観された実例でもって研究を行なえばよい。 
しかしながら、引用の最後の方で指摘されていたように、これはおそらくカン 
トが考えていたことではないであろう。 
典型的な点や線は存在するかもしれないが、単純にいかなる典型的な三角形や 
範型となる三角形も存在しない。 



想像によって、あるいは紙の上に書かれることによって三角形が与えられた 
とき、そういったどの三角形も鋭角（三角形）であるか、直角（三角形）で 
あるか、鈍角三角形でなければならないし、不等辺三角形か、二等辺三角形か、 
正三角形でなければならず、したがって、どんな与えられた三角形もすべて 
の三角形を表象することはできない。 
さらに言えば、フレエゲ（Frege 1884:sec13）が後に指摘したように、この 
荒削りな抽象化は、算術への応用機会をもたない。 
各自然数は、それ自身に固有で、それのみがもつような性質をもっており、 
それゆえいかなる自然数もすべての自然数を表象することはできないからで 
ある。 
「この経験的直観においては、大きさとか辺とか角といったおおくの規定と 
まったく無関係な、概念構成の働きのみがつねに注目されて」 
いるというカントの所見は、演繹的推論でよく使われるある技法との連関を 
示唆している。 
ある幾何学者が、二等辺三角形についてのある幾何学的論証に従事していると

想定しよう。 
その人は、そのような三角形の一つを描き、それでもって推論を行なう。 
それに続くテキストにおいて、この幾何学者は、すべての三角形がもつ性質だ

を引き合いに出し、それ以外の、この描かれた三角形のもつどんな特徴、たと

えば角の正確な大きさとか、底辺が他の二辺より長いか短いかといった特徴を

も使用していない、としよう。 
うまくいけば、そこで引き出された結論はすべての二等辺三角形にあてはまる。 
このテクニックは数学では普通に使われている。 
数論の研究者は、「ｎをある素数としよう」で始め、この「例」ｎを使って推論

を進めるが、そのとき、すべての素数に成立する性質のみを使っているのであ

る。 
もしその人が、ｎが性質 F をもつことを示すならば、すべての素数が性質 F を

もつことを、おそらくはｎが「任意」であることを読者に気づかせながら、そ

の人は結論づける。 

 
このやり方は、現代の論理体系において「汎化」とか「普遍導入」と呼ばれる

推論規則に対応している。 
自然演繹の体系ではこの規則はΦ(c)（すなわち述語Φがある個体ｃについて成

り立つ）という形式の式から、∀xΦ(x)（すなわち、Φがすべての個体について

成立する）を推論することができる。 
ただし、そのときｃは式 ∀xΦ(x) にも、またΦ(c) が依存するどの前提にも表



れてはならない、という規則である。 
規則の使用についての制約〔ただし書き〕が単称名辞ｃが実際に任意であるこ

とを保証している。 
つまりｃはどんな数でもよい。 
しかしながら、この推論規則はカントが知っていた論理の範囲からははずれて

いる。 
悪名高いことに、論理学がアリストテレスの三段論法を越えて大して進歩する

必要はないとカントは主張していた。 
ヒンティッカ（Hintikka 1967）は、カントを解釈する際に、汎化規則のような

「推論」を数学的直観の本質的な成分だとみなしていた。 
すなわち、この規則を本質的に使用するどんな論証も‐‐その前提がどれも分

析的だとしても‐‐総合的な結論をもつ、というわけだ。 
現代の枠組みでは汎化の規則は単称名辞、つまり当のテキストに導入される「任

意」定項を含んでいるのだから、このことはカント的直観が個別的対象を扱う

という特性には、一応合致する。 
この解釈に従えば、もしカントがなにがしかの現代論理学を学んでいたならば、

彼は、数学が総合的だという主要なテエゼを撤回したか、あるいはよりありそ

うなことだが、（われわれの）論理学に照らしても、推論規則の一つは単称名辞

を含んでいるのだから、妥当な推論のあるものは、分析的な諸前提と総合的な

結論とを含むと主張したかのいずれかだろう、ということになる（先の注 3 も

見よ）。 

 
・・・・・ 
・・・・・ 
・・・・・ 

 
カントの数学の哲学が、科学と数学のその後の発展によて頓挫したことは広く

認められている。 
もっともよく知られた例として引き合いに出されるのは、非ユウクリッド幾何

学の勃興と受容、そして物理学への応用である。 
カントは、平行線の公理［第５公準］がア・フリオリな必然的真理だと主張し

た。 
だからこの公理が偽であるわけがない。 
ところが、現代の物理学‐‐経験的な理論の一つ‐‐によれば、時空は非ユウ

クリッド的なものとしてもっともうまく理解される。 
カントが非ユウクリッド幾何学に正当な地位を認めることができたかどうかを



めぐっては研究者の間でも意見が分かれている。 
ある研究者はこう論じている。 
彼はただ一種類の必然性を思い描いていたのであり、したがって彼は純粋幾何

学と応用幾何学との間にいかなる区別も設けることはできなかった、と。 
もしこれらの研究者たちが正しいならば、カントにとって非ユウクリッドはさ

いしょからうまく見込みのない考えだ。 
しかしながら、他の研究者たちは、概念的な可能性と「直観的」可能性とでも

呼ばれうるようなものとの区別をカントに帰している。 
命題、あるいは理論が概念的に可能なのは、そこに登場する諸概念の分析が矛 
盾を露呈しない場合である。 
実際、カントは、ユウクリッド幾何学と衝突する一定の思想がそれでも理路整

然としたものであることをまさしく認めていた。 
というのも、その思想は矛盾を含んでいないからである。 
事実、彼は、二つの直線によって囲まれた平面図形に言及している。 
したがってこの場合、ユウクリッド幾何学は総合的なのだから、非ユウクリッ

ド幾何学は概念的に可能だ、ということになる＊９ 

もちろん、その場合でも非ユウクリッド幾何学は直観的に可能なわけではない。 
なぜなら、ユウクリッド幾何学は必然的に真だからである。 
 

＊９ 

ある解釈者たちは、誰も直観における構成［作図］に訴えることなしには幾何

学の諸概念を表現することはできない‐‐そして構成がユウクリッド的である

‐‐ということをカントが主張した、と受け取っている。 
それゆえ、非ユウクリッド幾何学さえもユウクリッド幾何学の必然性を前提と

している。 

 
非ユウクリッド幾何学についてのこの解釈に基づくならば、、カント主義者は、

概念的に可能な非標準的算術‐‐「非ヘアノ算術」とでも呼べるようなもの‐

‐を認めなければならないであろう。 
カントにとって、7＋5＝12 は総合的なのだから、それゆえ 7＋5＝10 や 
7＋5＝13 も概念的には可能なのである。 
しかし、これらの 1 方（あるいは両方でもよい）が真であるような首尾一貫し

た「純粋」数学がありうるだろうか。 

 
たとえここで問題となっている戦略が、非ユウクリッド幾何学に、おそらく純

粋数学としての何らかの正当な身分を与えるにしても、その戦略が、物理学に



おけるその使用まで提供してくれるというわけではない。 
（ユウクリッド）幾何学は、 
「純粋数学がその・・・形式であるところの経験的直観を通して初めて客観的

妥当性」 
を獲得するとカントは書いた。 
もし直観へのつながりを失うならば、幾何学は、 
「いかなる客観的妥当性をもまったくもたず、たんなる構想力による、ないし

悟性による遊びになってしまう」 
であろう（『純粋理性批』B298）。 
非ユウクリッド幾何学はカントが言う直観との結合をまさしく切断するのだか

ら、実際にたんなる遊びでしかないのである。 
カントの見解からすると、非ユウクリッド幾何学が物理学において応用できな

いということをわれわれがア・フリオリに知っている、ということになる。 

 
たぶん応答としてこれよりましなのは、平行線公理が総合的ア・フリオリだと

いうテエゼをカント主義者が取り下げることであろう。 
この特別な身分は、ユウクリッド幾何学といくつかの非ユウクリッド幾何学に

共通する諸命題（すなわち第 5 公準（平行線公理）を除くユウクリッドの公準

すべて）に対してのみ与えられる。 
おそらく、ユウクリッド幾何学が総合的ア・フリオリだというのは、カント哲

学の強固に守られるべき部分ではないはずだ。 
問題になっているのは、幾何学が総合的ア・フリオリだということであって、

しかもカントの時代には幾何学はユウクリッド的だったのである。 
二度と当惑させられることがないように、われわれのカント主義者は、他の公

準や小売りの一つを否定するような物理学が将来発展することを絶えず用心す

るようになるかもしれない。 
しかしながら、カントの主義者が、物理学のような経験的活動の展開に応じて、

ア・フリオリに知られることについての自らの見解を変えるというのはおかし

なことである。 
第 1 章の 3 節で見たように、自然主義者は、科学や数学の発展に照らして、自

らの哲学的見解を修正する用意があるだろう。 
［この場合］哲学は全体論的な活動だからである。 
しかしカントは自然主義者ではなかった。 
彼は、私が第 1 章の 2 節で「哲学第一」と呼んだ学派の方にひったりである。 
彼は自分自身を、経験の、そして経験科学の諸前提を確定しているものと考え

ていた。 



カント主義者が物理学の発展を手に負えないものととして拒否するつもりでな

いかぎり、物理学がこの〔哲学からの〕制限に一致しないという事実はきわめ

て大きな問題である。 
経験科学に応じてア・フリオリなものについての見解を修正することは、首尾

一貫したことといえるであろうっか。 

 
数学におけるその他の発展もまたカント主義者たちにとって問題だということ

がわかってきた。 
例えば、連続性と微分可能性の間の重要な区別や、一様連続と各点連続の間の

重要な区別は、直観のうちにいかなる基礎ももたないように思われる。 
これらの区別は知覚の諸形式にどのように関係するのか。 
純粋数学と応用数学の他の分野は、直観との結びつきをさらに切断する方向へ

と進んでいる。 
複素解析、高次元幾何学、関数解析そして集合論を、知覚の諸形式にどのよう

に関係づけることができるであろうか。 
これらの分野の多くは、様々な科学のうちに応用を見いだしてきた。 
実際のところ。これらの多くは科学の必要性に応えて発展させられてきたので

ある。 
もちろん、これらの発展の大部分はカントの生涯の後に生じたのだから、この

ことでカントがとがめられる必要はないが、彼は自らの見解を将来のあらゆる

科学に対する限界を与えるものだとみなしていたことは間違いない。 
現代のカント主義者は厳しい状況にある。 
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