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凡例
・底本の旧漢字は全て新漢字に改めた。旧仮名遣いは全て新仮名

遣いに改めた。
・一の字点（繰り返し）の内、濁点と組むものはすべてなくした。
・【】で記したもの及び脚注は全て作成者が挿入したものである。
・ページ下部の脚注は、【】で記したものを除き、底本のものであ

る。ページの行数の違いで表示個所が前後し、「同」が若干お
かしくなっているが底本のママにしている。

・参考文献中青字斜体で記したものはネット上に公開されている。
・底本は、内田老鶴圃出版の『ゲシタルトの問題と学説』第４輯「ゲ

シタルト学説における論理学の諸問題第１部」及び同第７輯「ゲ
シタルト学説における論理学の諸問題第２部」である。ともに
国会図書館デジタル化資料で公開されている。
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はしがき
　この書はヴェルトハイメル、ケーレル、コフカ達によって代
表されているゲシタルト学説の立場に立って、論理学について
説述されたものです。所でこの書で試みられたことは、論理学
のまとまった体系を企てることではなくて、論理学のいろいろ
の問題が、従来行われている論理学にくらべて、如何にこの立
場によって適切に扱われているかを示すことです。
　ゲシタルト学説の立場からして論理学を扱ったものは、文献
としてはヴェルトハイメルの小論文など二三を数えるに過ぎな
いのでして、この立場に立っての論理学の研究は現在進行中に
属し、その体系的叙述などは将来にこれを期しなければなりま
せん。ヴェルトハイメルの多年の論理学の研究は、氏自身著者
に対してもらしたように、その論理学についてもっと多くの発
表を期待させます。しかもニューヨークに行ってからの氏の研
究はうまく進んでいる由1

1

ですから、その論理学の著作は期待を
ますますもたれるわけです1

2

。この期待を前にして、今こゝにあ
らわれた書に、さしづめ氏のその著作の出るまでの一つの前段
としての意味でも、もし与えられることが出来れば、と思うも
のです。
　既に発表された文献を参考としながら又一方ヴェルトハイメ
ルのドイツ、フランクフルト・アム・マインにおける最後の論
理学の講義、演習などに基づいて、この書にあって論理学は扱
われます。その際ゲシタルト心理学の根本的知識の予想をもつ
1　Wertheimer, M.:1著者への返簡（1935 年 3月 18 日附ニューヨークから
東京へ）
2　又コフカはその近著「ゲシタルト心理学の原理」の中で、あらわれ
るべきヴェルトハイメルの思考についての著作について伝えています。
（Koffka, K.: Principles of Gestalt Psychology(1935) S.615).
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ことは、それがこの論理学と原理を等しくするので、今この書
の内容を理解するにとって有利だと思われます。なおゲシタル
ト学説の論理学における研究は、決してこの書及び更にあらわ
れるであろうこの第二部に尽きていないのでして、著者がヴェ
ルトハイメルから親しく学んだ限りのものですら、こゝに述べ
られるよりもっと多くのものがあります。併し今その部分はこ
の書の第一部第二部を通じてことさら除かれます。その部分に
関する発表は恐らく後日になされるでしょう。
　なおこゝに 1932 年春スウィス、アスコーナにおけるこのか
た、ドクトル・マクス＝ヴェルトハイメル教授 Herr Prof.1Dr．
Max1Wertheimer が著者に親しく与えられた教示に対して心か
ら感謝するものです。又今この書の出来上るに当って、九州帝
国大学教授佐久間鼎博士から学問的注意と配慮とを頂戴し得た
ことに対して、深く感謝する次第です。

1936 年夏、軽井沢で
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緒論

ゲシタルト学説における論理学の諸問題
第一部

緒 論

ゲシタルト学説と論理学
　1912 年ドイツ、フランクフルトアム・マインの研究所から
の一つの業績、ヴェルトハイメルの「運動視に関する実験的研
究1

1

」はついに単なる知覚心理学の範囲内に於ける学問的意義を
もつだけに止まりませんでした。1917 年のケーレルの「類人
猿の知能検査」1

2

の研究と相伴ってその波紋は大きく種々の学問
の領域に迄及んで、一般的なゲシタルト学説の実に源泉となり
ます。即ち種々の研究について即事的に全体的に機能的に部分
を所謂上より下へのいき方をとって適切に規定していき、これ
によって伝統的な理説の拠って立つ烏合的根本原理の決して一
般的に妥当するものではないことを明らかにして、もっと事実
に適合する、そしてもっと一般的なテーゼを立て、更に種々の
学問についてこれを根本的な原理と見ようとするゲシタルト学
説は実にこの業績を先達としているわけです。
　それで種々の学問にこのゲシタルト学説の根本的原理が妥当
するわけなのです。併しこの学説の一般的な根本テーゼを、た
だそれぞれ個々の学問の領域に応用し当てはめるというのでは
ないのです。ヴェルトハイメルが言っている様に、一体ゲシタ
1　Wertheimer, M. : Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung. Z. 
Psychol. 61 (1912).【和訳：吉備国際大学大学院社会学研究科論叢 2004】
2　Köhler. W. : Intelligenzprüfungen an Anthropoiden. I. Abh. preuss. Akad. 
Wiss. 1917.
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ルト学説は具体的な研究業績の中から生れたもので心理学、民
族心理学、論理学、認識論に関する一定の具体的な問題がその
基礎を与えたもので、それらの研究が次第に根本的主要的な点
に集中して来たわけなのです1

1

。この間の関係について、も少し
言うならば、ヴェルトハイメルの言う様に、ゲシタルト学説は
ただに研究業績の中から生じるばかりでなく、研究業績のため
に在るものなのです。一つの問題が学問に対して持って来られ
るというのではなくて、具体的な学問的業績の中にしかじかの
事が見られるという、いや、しかじかの事が見られるのでなく
て、具体的なその場合に在る内的法則性について在る所のもの
がそこから発掘されるということになるのです。ですからしか
じかの場合を見、それを手際よく体系づけ、それぞれの科目に
区切り、そして世界を概観しようとするのではなくて、他のい
き方の精神で——事物の即事的なものに導かれて——現実にそ
こに横たわっているものゝ中へ突き進んでいくという風にする
のです。これは一般性について云々されるテーゼではなくて実
に本質に突き進もうとの意志であり、動的なもの、学問の課題
なのです1

2

。
　論理学や認識論の研究もこういう意味でなされるわけです。
即ち上に述べられたように、ゲシタルト学説が具体的な研究業
績のために在るものであって、その学問的業績の中に法則的な
ものが発堀されて来るわけですから、論理学というこの一つの
限られた学問の領域の研究によってゲシタルト学説の法則性に
迄或は学問の本質に迄突き進んでいくことの出来る筋合いのも

1　Wertheimer M.: Über Gestalttheorie. [Sonderdruck des Symposion. Heft 
1]1925. S. 3.
2　Wertheimer, M.: Über Gestalttheorie S. 7 f.
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のです。決して手際よく体系づけられた学問の一部門として論
理学とはどういうものかを明らかにするという、謂わばただ整
頓的な意味しかないものではありません。
　所で研究される事象は、例えば心理学その他種々の学問に
あっての場合と区別されますが、そこに働いている根本原理は、
それがどの種の学問の場合であろうとも、その区別に関せず共
通なのです。そしてゲシタルト学説に共通な原理は、ヴェルト
ハイメルがその「ゲシタルト論に関する研究1

1

」でゲシタルト心
理学の根本テーゼとして示した所のものについての本質的なこ
と、即ち即事的力系的機能的に部分及び部分の間の関係が内的
必然性をもって相互に又全体によって規定されるということな
のです。
　更に伝統的論理学とゲシタルト学説の論理学との関係につい
て見ていきましょう。ヴェルトハイメルは事柄を集合論的に見
て三つの世界を区別します。即ちそこに何らの学問も概念的把
捉も事物の内部深くへの突き進みも内的なかかりあいの把捉も
存しない所の世界は、どういう風に見えなければならないかと
いうと、それはただただ異種のばらばらな断片が集合していれ
ばいゝのです。これが第一の世界です。第二に烏合的な学問の
意味に於ける学問が可能なためには、世界はどういう状態にあ
り集合はどう考えられなければならないかというのに、それに
は凡ての場合にいつも見出される無意味な断片的な仕方の結び
つきがあればそれでいいのです。そうすれば伝統的論理学をは
じめ、断片的、烏合的な数学や学問一般を立てるに必要な凡て
のものを予想したことになります。これが第二の世界です。更
1　Wertheimer, M.: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt I. Psychol. Forsch. 
I(1922).
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に第三の種類の集合があります。これは集合論的に極く僅かし
か研究されていないのでして、次の様な集合です。即ちそこ
では、多様なものは附け加えられた断片から組み立てられるの
ではなくて、この集合の中に一つの位置を占めるものは、この
集合の全体的法則によって規定されるものです1

1

。こういう風に
なっている世界が第三の世界です。で、この第三の世界に於て
種々の学問が真に探求されるわけです。
　さて第一の世界にあっては、何らの学問も成り立たないので
すから、これは取りのけて、伝統的論理学は第二の世界に於て
成り立っています。これに対して第三の仕方で世界が成り立
つ時にゲシタルト学説の論理学が可能です。で、第二の世界に
応じる要素心理学の説明が如何にも不充分であり不適切である
ことからして、第三の集合の仕方に於てゲシタルト心理学が生
れ出て来たように、ゲシタルト学説の論理学も亦伝統的論理学
の概念、判断、推理、方法等の烏合的説明の不適切不充分なこ
とを指摘しながら新しいそして適切な含意的な論理学の建設に
向っています。

ゲシタルト心理学と論理学
　論理学がゲシタルト学説の一領域としてその論理学的領域に
於て論理的ゲシタルトの発堀が試みられる時、ゲシタルト学説
がその事実的発展上心理学がもとゝなっているので、ゲシタル
ト学説に於ける心理学と論理学との関係は、普通その学問の性
質上これら二つの学問の関係が問題にされるのに加えて、なお
一層注目されて来ます。併し学問の事実的発展とその理論的体

1　Wertheimer, M.: Über Gestalttheorie S. 23.
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系とは区別され得る事柄であると見られるので、今これら二つ
の学問の関係も、体系的に言えば、ゲシタルト学説にあっては
特別に注目されるべきだということはないでしょう。ですから
ゲシタルト学説にあっても、論理学と心理学との関係は、従来
普通に認められているのと別に変りはないのです。ただゲシタ
ルト学説の論理学は、原理上ゲシタルト心理学と同一であるこ
とが意識されているということからして、普通に考えられる二
者の関係よりも関係が密接な様に思えます。併しそれだからと
言って、決して論理学に心理学的な要素を入れて見るのではあ
りません。決して所謂心理主義に立つものではありません。
　心理学と論理学とが学問全体の中にあってどういう位置を占
め、又それぞれどういう特質をもつか、従ってこの両者はどう
いう関係にあるかについては、従来普通に認められる通り、大
体に於て心理学で取り扱われる個々の具体的現実的事実として
の思考——概念、判断、推理——に対し、それを材料として抽
象的規範的形式としての概念、判断、推理を論じるのが論理学
であるという風に見られ、そしてこの問題については例えば
モークの包括的立場に立ったまとまった所論1

1

があり、そういう
ものによっても明らかだと思われます。それでゲシタルト学説
の論理学という時、決してそれはゲシタルト心理学に基づいた
論理学ではありません。心理主義的な論理学ではありません。
心理学的な概念、判断、推理と論理学的なそれらとを区別して
見ていくのですから、例えばフッセァルがその「論理学的研究」
のはじめでしたような、例えばジクヴァルトの論理学などに対
してもなされている心理主義論理学に対する非難1

2

は当てはまり
1　Moog, W. : Logik, Psychologie und Psychologismus II 2 u. 3 (1919).
2　Husserl, E.: Logische Untersuchungen I. (1922).
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ません。
　所で心理学と論理学とが厳密に区別されるからといって、そ
の中間に位する学問又は両者を包括する学問の認められること
を直ちに否定するのはどうかと思われます。それで対象論や現
象学と同じ様に、ゲシタルト学説そのものは心理学か論理学か
孰れか一方にきめられるものではありません。この意味の対象
論や現象学を否定するモークに賛意を表し兼ねます。今心理学
と論理学とに対するゲシタルト学説そのものゝ地位を示すため
に、これと類似の関係にあると思われる対象論や現象学の心理
学と論理学とに対する地位を明らかにして見ましょう。
　モークに依れば、対象論は論理学であるか或は心理学との関
係を保持していると見られるべきであって、前者とすれば対象
論を別に立てる必要はないし、後者とすれば論理学の構成原理
となることが出来ないといい、そしてこれに特有の位置が認め
られていません1

1

が、併し対象論を主張する側よりしてはこうは
考えられません。クライビヒはマイノングの言う所に基づいて
対象論と論理学との関係を明らかにします。即ち対象論は思考
の対象についての先天的なそして対象の存在或は非存在には顧
慮しない学問であって存在や性質についてではなく——これら
については先天的に判断することが出来ないと思われます——
存在の及び性質の規定の間の関係について先天的に判断するの
です。これだけですと対象論は論理学に包摂されて了うのです
が、これに対しては躊躇されます。それは論理学の性質を根本
的に規定するものは価値思想であるのに対し、対象論には価
値思想がないからです1

2

。又一方心理学とも対象論は一致しませ
1　Moog, W. : Logik, Psychologie und Psychologismus S. 270 f.
2　Kreibig, J. K.: Die intellektuellen Funktionen (1909) S. 308 f.
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ん。クライビヒが論理学と心理学とを区別して、心理学は対象
に関せず論理学はこれに関するということ、又心理学は経験的
帰納的の学問であるのに対し論理学は先天的演繹的の学問であ
ることを差異点の中に数え入れている1

1

ことからすれば、上述の
思考の対象に関する先天的の学問で存在、非存在には顧慮しな
いものとしての対象論はそのまま心理学でもないことが認めら
れます。所でこの論理学でも心理学でもない対象論の取扱う事
柄が研究の対象として否定されない限りはここに特有の学問が
認められるわけです。次に現象学についてもモークにあっては、
フッセァルの現象学的意識を単に心理学的なものと解する方面
から進めば、現象学は心理学となるだけであり、又フッセァル
のいう純粋論理学の方面から言えば論理学となるだけであっ
て、どちらかである外はないとされている1

2

のは、氏でフッセァ
ルの示す純粋意識の本質を見ていない結果だと思われ、もし本
質直観の純粋意識を見るならば、現象学は論理学の本質的根拠
を与えるものであって、直ちに論理学でも又心理学でもないこ
とが認められる筈です。この様に論理学、心理学のどちらにも
属しない領域にかかる学問が認められるのですが、ゲシタルト
学説も亦その領域の点に於てこれと類似の関係にあるものと言
えましょう。即ち例えばグルヴッチに於ける様なフッセァルの
現象学に基づきこれをゲシタルト学説的に補修し、又哲学や認
識論の問題をゲシタルト学説的に見ていくことをもくろむ研究1

3

にあっては、ゲシタルト学説の立場によって認識論的問題が扱

1　同上【Die intellektuellen Funktionen】1S. 311 ff. 
2　Moog. W. : Logik, Psychologie und Psychologismus S. 268 ff.
3　Gurwitsch, A.: Phänomenologie der Thematik und des reinen lch. Psychol. 
Forsch. 12. 4. (1929) Einleitung.
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われます。所が他方心理学の問題がゲシタルト学説に於て取り
扱われることの認められることは当然です。そうするとゲシタ
ルト学説は心理学だけのものでも認識論や論理学だけのもので
もなく、それらに亙る特有の領域にかかるものだと言えましょ
う。
　ここでゲシタルト学説に於ける心理学と論理学との関係が更
に考察されます。所でこの場合ゲシタルト心理学をとっつきと
してその原理的な点からその論理学に導くようにして両者の関
係が考察されます。
　所でその際心理学的なものから論理学的なものを導きしかも
両者を区別すると言って、例えばシテリングやシリックの様に
して両者の関係を見るのではないと思います。即ちシテリング
は心理的判断作用の実験に於て認められた所の判断者のもつそ
の判断の真であるということの意識、確実性の意識にあってそ
の程度の一番高い確実性、もやはそれ以上に昇り得ない確実性
が論理的判断につくことになると見、且つ後者にあっては抽象
的判断が扱われるとして、心理学的研究を論理学的主張にとっ
て発見方法的につかうことが出来るとします1

1

。更に又シリック
は論理学が心理学を基礎づけるのでなくて心理学から論理学を
導き出すべきであるとします。然もその際心理的過程が不正確
な経験的多様であるのに対して論理的構造の正確な観念なもの
であるのを区別しますが、この時前者から後者が導き出される
のは連続的なものから分離的、非連続的なものが導き出される
のと同様だと見ます。即ち一方から言えばどんなに微かく分け
た所で、そのわけられたものとものとの間には、又更に微かい

1　Störring, G.: Logik (1916) S. 48 ff.
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段階があってそれが又わけられるわけです。従って相互の間に
一定の間隔を保つ二つのものということはないわけです。併し
他方から見るとこの連続性に基づきながらそれにも拘らずこう
いう風に分離的に二つのものをとってその相互の間のこまかい
連続を度外視して差支えないのです。そうすると連続の場合に
は相互にはっきりそれぞれの単位として現れ得ない多様なもの
が分離の場合には相互にはっきり区切られて現れます。所でこ
れは経験的多様な心理的過程にあってははっきり区別されるこ
とのなく不正確なのに対して、この事実に基づきながら正確に
はっきり区切られる論理的構造がそれから導き出されて来るの
と全く同じだと言うのです1

1

。所でこの様にシテリングにしろシ
リックにしろ、心理的なものからそれと質的に区別される論理
的なものを導き出して来る事も認められましょうが、今ここで
心理学と論理学とを同様に区別しそしてゲシタルト学説の論理
学をその心理学から導いて説明しようと企てるのは、併しこの
様ないき方、即ち心理的作用から論理的概念を上述の様に導き
出すことを意味する必要はありません。
　ゲシタルト学説にあって心理学をとっつきにして論理学を明
らかにするというのは第一の項でも指摘されたようにその心理
学に於ける根本原理が論理学に際しても同様であるからによる
のです。即ちヴェルトハイメルの示したゲシタルトに関する
テーゼ1

2

の謂う根本的意味が心理学のみならず論理学の領域にも
同様に見出されるのです。ゲシタルト心理学で説かれる力系的
機能的体制は論理学にあってもこれと同様なものが見られると

1　Schlick, M. : Allgemeine Erkenntnislehre 2. AnfL (1925) S. 130 ff. 参照。
2　Wertheimer, M.:Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt I.1参照。又本書、
緒論、ゲシタルト学説の論理学の項参照。
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いうこの関係についてはコフカの示す所によって詳しく明らか
になると思います。
　コフカに依れば、凡ての論理学的存立の関係が心理学的或は
生理学的存在の関係によって説明されるという見解はフッセァ
ル等によって攻撃されたが、その心理主義に対する反対論は心
理的関係といえば単に事実的な外的なものに過ぎないというこ
とを前提とします。この前提に基づいた「心理主義」がフッセァ
ル等によってなされる否定は併しゲシタルト心理学者の心理主
義——もしこう呼ばれるとすれば——には当てはまりません。
ゲシタルト学説では心理的及び生理的或は心理物理的過程は本
質的内的関係に従って体制化されているからです。そこでは心
理学と論理学、存在と存立、又或る度迄は実在と真理は、それ
ぞれ互いに全然ちがった領域世界に属しその間に何らの意味、
関係のないものではもうないのです1

1

。それですから又逆に、思
考についての真偽の区別が単に概念的存立を論じる論理学に於
てばかりでなく、事物的存在を扱う領域に於ても認められ、そ
こには力系的に真偽の思考の区別があるとされます1

2

。即ち論理
学で取扱われる思考の真偽の区別と大体同様な適不適の差別が
心理学の領域にあっても認められるわけです。所で心理学と論
理学との如上の関係は両者の間に全体機能のある事に関聯して
考えられ、そしてこれは更に又学問全体の中の各学問の間に於
ける全体機能によります。
　即ち氏によれば、各学問は一つの大きな全体の学問の中に位
置を占めるべきで、ばらばらになっているべきではありません。
真の知識を穫ればこの世界の客観的関係の相関函数的なことが
1　Koffka, K.: Principles of Gestalt Psychology(1935)S.570f.
2　同上 S.1614．
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わかり、この世界に於ける我々の真の位置を知る事が出来、我々
の周囲の有機的無機的な物に対する関心が与えられます。この
ことは凡ての学問について言えますが、特に心理学に於てこの
全体的関係がよく示されます。それは心理学はこの世界の三つ
の大きな領域、無機的自然、生命及び精神の交錯している点だ
からです。即ち心理学は生物の行動を扱って有機的及び無機的
自然の間の関係の問題にぶつかりますが、心理学者にとって一
番重要なのは行動の一特殊面である心的な方面であり、そして
この意識は我々の中枢神経系に於ける過程と密接に結びついて
いるのでそこで中枢神経系は精神、生命及び無機的自然の輻輳
点になります。即ち神経系の化学的性質のどの成素も無機的自
然の中にあり、この系の機能が生命のあらゆる特徴をもち、更
にその生命機能と意識との間に又同様の関係のあることが見ら
れます。所でこの無機的自然、生命、精神の三者からしてそれ
ぞれ分量、秩序、意味の三者が応じて得られて来ます。心理学
は前の三者と共に後の三者も皆とり入れているものでなければ
なりません。このことは更に従来ドイツ心理学の悩んでいた
ディレムマからゲシタルト学説の起ったことと関聯します。即
ち心理学は一面に於て科学的意味に於ける説明原理をもちます
が、これでは心理学の最も重要な問題を解くことが出来ず、た
めにその重要な問題は残されます。と同時に他面に於てこの問
題を扱うのですが、その時はもはや科学的説明原理ででなし
に理解というようなものをもって来て原理とします。このディ
レムマがヴェルトハイメルの胸の中に既にその学生時代から湧
き出していました。この両面の長所と短所とを知りつつお互い
を一緒にすることの出来なかった氏は、この危機の解決を試み
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なければなりませんでした。この解決に於て二つの原理、科学
の原理及び意味の原理、は犠牲にされることが出来ませんでし
た。然も実にこの二つが全体の困難のもとでした。所で学問の
進歩は屡々学問の根本的概念の再検討によって起ります。そし
てそういう再検討をヴェルトハイメルは企てました。その氏の
結論は簡単な数語によって示されるのですが、それは我々の思
考の習慣の根本的変化、我々の究極的哲学に於ける変化を要求
します。即ち説明することと理解することとは知識に関しての
異なった形式でなしに根本的に同一なものなのだということで
す。その意味は因果の結びつきが、名前と電話番号との間の結
びつきの様に、記憶さるれべき単なる事実的継起ではなくて意
味的なものだというのです1

1

。この様にして、コフカに依れば、
ゲシタルト心理学は従来のドイツ心理学のもったディレムマを
解決し、そして先の三者即ち無機的自然、生命、精神、乃至分量、
秩序、意味をその中にとり入れているものとなっています1

2

。
　このゲシタルト心理学が従って一方厳密に自然科学的である
と同時に単に機械論的でないという点に於て哲学的色彩を帯び
ている点、言い換えれば意味を入れている点から考えて見て、
そこには従来の学問が一面的特殊性に止まり他の領域との間の
全体機能的関係を見逃していたのに対して、はじめて学問の真
の目的に副う様に一面的でない学問が得られたということが出
1　Koffka, K. : Principles of Gestalt Psychology I.  Why Psychology? 参照。
2　なお一般的にゲシタルト心理学乃至ゲシタルト学説がどう意味を
とり入れているかについては1Wertheimer, M.:Über Gestalttheorie,1 同 :1
Gestaltpsychologische Forschung, Einführung in die neuere Psychologie von 
E. Saupe (1931),1 同 :1Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt I.,Köhler, W. : 
Psychologische Probleme (1933)[Gestalt Psychology (1929)-1佐久間 ,1K.1訳 : ゲ
シタルト心理学 ,3 阪 (1934)〕,Koffka, K.1 : Psychologie, Die Philosophie in 
ihren Einzelgebieten von M. Dessoir (1925),1同:1Principles of Gestalt Psychology1
参照。
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来ましょう。そして形式的論理的概念を現実的心理的作用から
区別した上でゲシタルト心理学の根本原理の意味を論理学の領
域にも及ぼすことは心理主義だとの非難を受けることなしに是
認されます。以上によってゲシタルト学説ではその心理学と論
理学との間に密接な関係のあることが明らかだと思います。
　ゲシタルト学説にあって心理学と論理学とがどういう関係に
立っているかが明らかにされたことと思いますが、なおこゝに
一応気の付くことはこの両学問の根本原理は同一であるという
ことについてですが、ゲシタルト学説に於て、元子化傾向の烏
合的要素の束ねに反対なゲシタルト的な意味的なものがその根
本原理として両者に共通だというならば、従ってそれと同様に
して従来の心理学及び論理学に於てもその元子化傾向の断片的
要素の単なる結びつきの根本原理は両者に共通であったと言い
得るだろうということです。そうするとこの点に於て仮にこ
の元子化の心理学的原理の根本的意味を論理学の領域に及ぼし
且つその際論理的なものが心理的なものと区別されているなら
ば、それも矢張り心理主義でないものであり、元子化傾向の徹
底とでも言えましょう。即ち上に見られたゲシタルト学説に於
ける論理学と心理学との関係の場合とただその根本原理がちが
うだけに過ぎないからです。併しこれはたとえ心理主義でない
にしても、勿論ゲシタルト学説の立場から否定されなければな
りません。この点について如何に元子化傾向の烏合的要素の束
ねの見解でなくて全体機能的意味的な見解が論理的なものを扱
うにとって適切であるかは後に触れ、更に具体的に論理的諸形
成態について一々明らかにされます。
　更に次に心理学はゲシタルト学説の立場によってそこに意味
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がとり入れられたのに論理学だけはこのゲシタルトの根本原理
が認められないで伝統的のまゝに元子化傾向によって支配され
ているという場合が考えられます。この場合はかつてのコフカ
に於ける様にゲシタルト心理学と論理学とが一致しない様に見
られているのです。例えば心理学に於て恒常仮定1

1

を排除すると
その帰結は学問の体系的構造と一致しない様に思われ、その帰
結に基づく心理学は常識いや論理学と矛盾することになる様に
一般に思われて来るので、そのために恒常仮定が根強く張って
いたわけだと述べたり1

2

、論理的構成体は完全に正しいにも拘ら
ず無意味であり得ると言ったり1

3

していることはこの消息を示す
ものです。併しけだしこの場合そのいう論理学によって伝統的
論理学が意味されているので決してゲシタルト学説的に言って
論理学というものを凡て断片的な意味のないものだと言うこと
は意味されるべきでありません。或は又ケーレルが知覚野の分
肢を説く所で、例えば数個の音の刺戟に対して或る条件の下に
特定の群別が聞かれるものだが、論理的には結構他の仕方の群
別も可能であるわけだと言う1

4

場合、その意味された論理的とは
矢張りこれも伝統的論理学のものを指すのだと解されるわけで
す。併しゲシタルト学説の論理学が問題とされる限りこういう
ことは言えません。心理学と論理学とを区別しなければならな
いからといって心理学では意味のある心的現象の扱いをし、論
理学では断片的な要素形式による構成を説くということは片手

1　恒常仮定については1Köhler, W.: Über unbemerkte Empfindungen und  
Urteilstäuschungen. Z. Psychol. 66, (1913) S. 52, Koffka, K. : Psychologie S.  528 f. 
佐久間 ,1E.1: ゲシタルト心理学の立場 (1933)1S.1531ff･ 参照。
2　Koffka, K.1: Psychologie S. 530.
3　同上1S.1582
4　Köhler, W.: Psychologische Probleme S. 104.
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落ちです。論理学にもゲシタルトの根本原理が認められなけれ
ばなりません。

ゲシタルト学説の論理学
　論理学とは何かという問題については古来数多くの論理学の
定義が試みられています。それを今ここで一々あげつらういと
まはありませんが、兎に角論理学は一言で正しい思考の論であ
ると言うことが出来ましょうし、又論理学は推理及び証明の論
であるとし、更に進んで広く知識の論であるとすることも出来
ましょう1

1

。知識の論とすることは先ずとしても、何故特に推理
及び証明の論と論理学がされるかは一寸説明を必要としましょ
う。それは論理学が思考の真偽に関するものであり、真偽を主
張するものが判断であるので1

2

従来、論理学は判断論だとしてい
るものがある1

3

わけだからです。併し後に示される様に論理学は
そこで何がなされるかが問題となる学問であるとされるので、
その限り推理論が論理学の核心をなすことになって来ます1

4

。そ
れからしてこの場合論理学は推理及び証明の論だと言うことが
出来ます。
　所で今論理学をこういう風に見て来る時に、この論理学が伝
統的論理学に対してそれよりもっと大きな深い所に根ざしてい
るものであることを見なければなりません。従来合理主義的に
論理学を建てるのに対して非合理主義の側から見直す傾きに

1　Wertheimer, M.: Logik,1ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ大学（フラン
クフルト・アム・マイン）1932−33 年冬学期講義参照。
2　このことについてはアリストテレースのΠ EPI1EPMHNEIA Σなど参
照。【『命題論』】
3　例えばヴィンデルバント等。
4　Wertheimer, M.: Logik1講義参照。
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なって来てその合理主義的論理学に反対がされるのは伝統的論
理学者が論理学に於ける理性を極めて浅薄にしていたからだと
考えられます。それで新しい論理学の意義乃至課題はこの伝統
的論理学に於ける理性をより深くして正しい思考に認められる
べき意味を把えることにあると言えましょう1

1

。
　この点については真の認識とはどういうものかを示すことを
試みたスピノーザの見解は参考になります。スピノーザはその
未完成の小論文デェメンダトィオーネの1

2

中で我々の求める真の
認識がどういうものか又それがどういう方法で得られるかを説
いていますが、それについて知識が次の四種に分けられるこ
とを示します。1）聞いたり又は何でも記号を通して得られる
知識、2）不正確な経験を通して即ち理性によって正当づけら
れなかった経験を通して得られる知識、3）一つの事柄の本質
が他の事柄から推論されるが適切にでないという知識、4）事
柄がその本質からして或はその直接の原因の認識を通して理解
されるという知識。所で第一も第二も真の認識を与えず又第三
種の知識は或る点迄はよいが完全なものではなく、第四のも
のが誤りなく事柄の適切な本質をもち真の認識を与えるとしま
す。所で伝統的論理学で扱われる知識はこのスピノーザの意味
での第三種のものに当りはしないでしょうか。このことは第三
の知識を、も少し見ると明らかでしょう。この種の知識は、所
で結果から原因へ推論していく場合か、或は既に或る性質を伴
う一般的なことからして導き出して推論をする場合です。例え

1　Wertheimer, M.: Logik1講義参照。
2　Spinoza : Tractatus de intellectus emendatione, et de via, qua optime in veram 
rerun cognitionem dirigitur.(C.Gebhardt と J.Stern との各独訳があります。【英
訳が公開されている。和訳『知性改善論』】)
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ば我々が自身の肉体は感知するが他人のは感知しないという一
つの事柄からして精神が肉体と合一していることが推論されま
す。即ちこの両者の合一という原因が如上の感知という結果か
らして推論されたのです。併しながらこの時に感知及び合一が
どういう本質のものであるかはこれからは認識されません。或
は又我々が視るということの性質を知り、又遠方にある事物は
近くにあるのよりも小さく見えるということを知って、この一
般的なことからして太陽はその外観よりも実は大きいのだとい
うことを推論する場合も、この種の知識に属します。又数学の
例で言えば、三個の数が与えられ、第二の数が第一の数に対す
る様に第三の数に対する第四の数を求める場合、数学者はエウ
クリデース【ユークリッド】の第七書、命題一九の証明によって
どれどれの数が相互に比例を保つかを知ります。即ち第一数と
第四数との積は第二数と第三数との積に等しいということに存
する比例の特質からして知ります。【これがユークリッド第７巻第

１９命題。】所がこうして知る人は、何ら与えられた数の適切な
比例の本質を見て取るものでありません。若し適切な比例の本
質を見るのならば、それはかのエウクリデースの命題によって
でなくあんな手続をつかわずに、直観的に見られなければなり
ません。第三種の知識については、そこでこの知識によって事
柄の本質が得られ、又誤りの危険なく推論されるということを
或る点に於て言えますが、併しこの種の知識はそれ自身に於て
は完全に至る手段でないでしょう。それで真の適切な知識につ
いて言うと、或るものを認識することからして、或るものを認
識することは何であるかを知るという時に、或は又精神の本質
を知ることからして、精神の肉体と合一していることを知ると
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いう時に、事柄がその事柄の本質からして理解されるというわ
けです。この種の認識によって二と三とが五であること、或は
第三の線に平行な二つの線は互に又平行であることを知るので
す。この様にして第四種の知識のみが、誤りの危険なしに事柄
の適切な本質をもつものです1

1

。
　スピノーザに於て真の認識とされるこの第四種の知識は大体
本質直観的な見透しによるものでしょう。第三種の知識が不完
全なのは一言で言えばこの本質直観を欠くからだと言えましょ
う。実際第三種の仕方によって或は結果から原因へ、或は一般
的なことから特定のことへ推論していく場合に、そこには直観
的見透しが欠けそこに現れている事柄の本質が認識されていな
いことは上例によってわかりましょう。そしてこの種の推理の
仕方は伝統的論理学に於ける知識によるものと考えられます。
この意味に於て知識を今、伝統的論理学に於けるよりも更に深
め正しく淳化してその真に適切な理性による新しい論理学が企
てられるに当ってはこの第四種の知識は参考になります。
　更に次に論理学の思考が適切にはどうあるものかを説いてい
きましょう。
　論理学においては思考を含意的にすることが必要であり、そ
の思考は創造的生産的に働かなくてはなりません1

2

。それで論理
学は単に何であるかに止まらず何をするかが問題となります1

3

。
その限り真理の問題は単なる理智の問題に止まらず、意志や感
1　Spinoza, B.: Abhandlung über die Läuterung des Verstandes und  über den 
Weg, auf welchem er am besten zur wahren Erkenntnis der Dinge geführt wird. 
Übersetzt von J. Stern.  S. 20 ff.
2　Wertheimer, M.: Über Schlussprozesse im produktiven Denken. Drei 
Abhandlungen zur Gestalttheorie (1925) や 又 原 理 的 に 見 て1Koffka, K.1 :1
Psychologie1S.5771ff･ 参照。
3　Wertheimer, M.:1:1Logik.1講義参照。
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情がたずさわるものとなって来るべきなのです。それ故にヴェ
ルトハイメルは更に真理について従来の考えはその意味を人工
的に制限する様に見えると言い、真偽が命題の性質であると従
来言われていても、真理の問題は誰れかが言明するという問題
だけではないとします。更に氏にあっては真偽又実に理性は、
必ずしも感情や態度を離れた純粋に知的なものではありませ
ん。一番重大なのは言明ではなくて、全体の心構え、物それ自
身に対する人間の態度です。人間の言明の中によりも寧ろその
全体の行為の中にこそ真偽は生きるのです。寧ろ人間のするこ
との中に、他人や事物に対するその実際の反動の中に、それら
を公正に扱い、それらと共に生きようというその意志の中に生
きるのです。こゝに真理と正義との間の内的結合があります。
行動や態度の領域に於て断片と部分との間のちがいについて問
題が出て来るのです1

1

。この様にヴェルトハイメルによれば真理
虚偽の問題には単にせまい理性ばかりでなしに人間の感情や態
度が関与することになります。そこで氏は学問は真理への意志
に根ざしていると言い、そして意志的又人間的な知識論を示し
ます。即ち明らかに学問は、単に事実にただただ忠実であるこ
とをばかり要求するのでなしに——これは不可欠ではあります
が——これ以上のものを要求します。そしてたとえこういう要
求に基づく真理の決定が非常に困難であっても、或は現在の所
或る場合には不可能であっても、そのためにこの真理の要求が
弱まることはありません。実に学者の責任はその困難と共に高
まります。常に真理を探っていくこと、事物そのものを公正に
扱い、真理を希望や命令によって不純にしないで置こうとする

1　Wertheimer, M.: On Truth, Social Research I. 2. (1934) S. 145 f.
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それら事物に対する関係を明らかにすることが要求されます。
学問の自由討論の要求の実際の根源はそうなのです。一体観念
は意志や希望によって容易に影響され過ぎます。研究の対象の
代りに偶像即ちそれ自身の目的にじきになり過ぎます。そうし
て学問は生命の用に立って働くべきだと考えてさえも、道具が
それ自身を誤らせはしないかと警戒しなければなりません。真
理の探求である道具の純粋な保存が少からず重要です。眼目は
道具でありません。それは人間自身です1

1

。それで要するに氏に
よれば学問は真埋に対する意志に根ざします。真理に対する意
志と学問はその興亡の運命を共にします。標準を一寸でも低く
すると学問は心底から病みついて来ます。学問ばかりであり
ません。人間がです。真理に対する意志——純粋で汚れていな
い——が人間の存在の本質的な条件の中にあります1

2

。そうして
このことは後に判断の真理性の所で述べられることによって具
体的に明らかになると思います1

3

。この点からして論理学の領域
に於て伝統的なアリストテレースやカントの論理学を後に残し
て論理学の諸問題を根本的に立て直していくべきなのです1

4

。
　如上の意味に於て、ゲシタルト学説の論理学が推理証明の論
又知識の論であるとしてその場合の思考や知識が決して従来の
論理学で考えられいた様な狭い合理主義的なものに限られるも
のでなく、従来合理的なものと言われるものゝ外に不当にもは
み出されていたものを即ち意味を思考や知識にとり入れて従来
の思考や知識を更に深めてその本来の姿に於て論理学の諸問題

1　Wertheimer, M.:On Truth S. 146.
2　同上1S.1135.
3　本書、判断の機能参照｡
4　Wertheimer, M.1:1Logik 講義参照。
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を取り扱うことを企てるものだと言うことが出来ます。
　論理学をこの様にそれの思考を含意的にして深めるというこ
とについて伝統的論理学とゲシタルト学説の論理学との関係が
あらわされるのは、烏合的総和と含意的全体、断片と部分とい
う点に於てであると見られます。即ち単なる断片の結びつきと
いう以上にエーレンフェルスの挙げたゲシタルトの二つの準度1

1

に応じる全体性を更に発展させた含意的な全体性をこの論理学
の思考に認めて来たと見られる点に於てだと思われます。この
点については、ですから要素心理学とゲシタルト心理学との関
係と変る所がありません。それで伝統的論理学とゲシタルト学
説の論理学との場合についてもヴェルトハイメルによってとゝ
のえられた心理学についてのテーゼが根本原理的に当てはまる
わけだと考えられます1

2

。そのテーゼの中で要素心理学及び聯合
心理学的見地を氏はまとめて次の様に示します。

Ⅰ .1モザイクまたはたばテーゼ
一切の『複合体』には先ず最初に根底として並列的に与

えられた要素的内容・成素（感覚など）の総和が存立する。
これはその根本において異種の成素の総和的多様性（ひと
「たば」）を有するわけだ。それ以上は、すべて要素のよせ
集めの土台の上に何とか建設される。
Ⅱ .1聯合テーゼ
一つの内容 aが他の内容 bとしばしば共存するとき（「時

空的接近において」）、aの発現が bの出現を伴う傾向が成

1　これについては又この準度がどんな点でまだ十分でないかについては1
Köhler, W.: Die physischen Gestaten in Ruhe und im stationären Zustand(1924) 
S.35 ff.1又佐久間、E ∴ゲシタルト心理学の立場 S・77 以下参照。
2　この点については本書、緒論、ゲシタルト心理学と論理学の項参照。
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立する。
　それと之に対して第二に、ゲシタルトについての適切なテー
ゼとしては、次のものが示されます。

所与は本来いろいろの程度で「さまづくって」成態されて）
いる。大いにまたは僅かに結構を具えた大いにまたは僅か
に確定した全体および全体過程が所与として提起される。
それは多くはすこぶる具体的な全体特性をもち、内的法則
性を含み、特性的全体傾向を有し、その部分に対して全体
制約を示す。「断片」は具体的にはほとんど悉く、全体過程
における「部分として」解すべきものだ1

1

。
　今この二種のテーゼの根本的意味を汲むと伝統的論理学の原
理は第一種の二つのテーゼに当り、ゲシタルト学説の論理学の
原理は第二種のゲシタルトのテーゼに当ります。何故ならば後
で本論で具体的に述べられる様に、伝統的論理学ではあらゆる
論理的構成体を論理的要素乃至要素間の関係のたばだと見てそ
の要素乃至要素間の関係の結合と又結合された複合体の分析と
を事とすると要約されるからです1

2

。これに対して論理的成素乃
至成素の関係を一般に断片としてでなく全体過程に於ける部分
として見ようとするのがゲシタルト学説の論理学です。ですか
らこの論理学にあっては、後に本論に述べられる様な推理にし
ろ概念にしろ判断にしろ、その論理的現象にあっては、一般に
それがさまづくられた全体として論ぜられ、論理的概念的成素
はその全体によって制約される全体の部分として機能的に扱わ
1　以上 Wertheimer, M.:Untersuchungen zur Lehre von Gestalt I. S.48ff. これら
の上記諸種のテーゼの日本文は孰れも佐久間、K.：ゲシタルト心理学の立
場の文です。
2　この点についてはその具体的な一つの場合として推理が伝統的論理学
では如何に断片的に説かれて来たかを本論で見ることが出来ましょう。
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れます。一般的に言って論理的全体はもはや論理的要素の単な
る結合によって構成されるのではなく、又論理的形成態は単に
分析されることによってその本来の姿が究められるのでもない
のです。この点については本論の推理、概念、判断などの問題
についてそれぞれはっきりすることと思います。
　そこで今ゲシタルト学説の論理学を伝統的論理学に対して見
る時、前者には単なる要素の烏合的総和をこえた全体としての
論理的現象が一般に認められるのに対して、後者は単なる論理
的要素断片の総和として論理的概念の構成を説き、ゲシタルト
学説の論理学で見られる様な含意的な全体が見逃がされていま
す。それで断片に対して全体に於ける部分という考えが論理学
にとって重要な問題として現れるわけです。この全体と部分と
の関係について、全体に於ける部分とそうでない断片とを区別
する点に於てフッセァルの全体と部分の論1

1

は或る程度まで意義
あるものと見られましょう。

　氏は全体と部分の論を認識論的並びに形式論的に見ます。それ
によれば先ず対象は分肢されない簡単な対象と分肢された複合的
な対象とにわけられ、更に対象（内容）は非独立対象（内容）と
独立な対象（内容）とに区別されます。即ち対象の中に於て区別
されるもの或はその中にあるものを普通に広い意味で部分と言わ
れますが、この部分が実は更に二つに区別されなければなりませ
ん。独立な部分と非独立な部分とにです。大体こうです。即ち独
立な内容は内容複合の要素がその性質上分離的に表象されること
の出来る場合に存するものであり、非独立な内容はそうでない場
合に存するものです。更に前者の内容にあってはその内容がこの

1　Husserl1の Logische Untersuchungen1【『論理学研究』】に於ける全体と部
分の研究は1Wertheimer1のドイツにおける嘗てのその演習で扱われたそう
です。
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内容と一緒にある凡ての内容を恣意的に変化したり失くしたりし
ても、これには無神経に依然として同一にあるのに対して、後者
の内容にあってはその内容と一緒に与えられている内容の一つで
も変化したり失くしたりすると、その内容自身が変化したり失く
なったりしなければならないのです。前者の場合はその内容以外
に何もなくても即ちその内容と結びついて一つの全体になるもの
が何もなくとも現れることが可能なのですが、後者の場合の内容
は包括する全体の部分としてのみ考え得るのです。所で直観的対
象の非分離の場合における直観的内容の統一要素は、第一次的要
素の上に組み立てられてそれらの要素を感覚的直観的全体に結合
させる所の結合要素でエーレンフェルスの形態質、フッセァル自
身の形像的要素又マイノングの踏んで立つ内容として示される内
容に外ならず、ただこれに現象学的統一要素と客観的統一要素と
の区別が補われる必要があるものです。
　独立、非独立の内容の区別は客観的に規定されます。分離の場
合に於てはその内容の存在がその本質に関する限り他の内容の存
在によっては少しも条件づけられないということ、即ち内容が先
天的にその本質上その内容以外に何もなくとも或はその内容のま
わりの凡てのものが勝手に無法則な状態で変化しても存在し得る
ということが同時に明らかに含まれているのです。即ちその内容
はその本質上他の内容と無依存の関係にあるのです。これに対し
て又一方非独立の内容の依存の場合では、その内容がその本質上
他の内容に結びつき、その内容はそれと一緒に同時に他の内容が
なければあり得ないのです。即ち上述の区別は内容でなく対象に
ついての客観的区別なのです。
　所で種々の非独立性にそれぞれ特有の法則が当る、即ち一定の
必然性の関係乃至内容的に一定した純粋法則が存するわけです
が、これは凡ての観念的に可能な個々の存在の本質であって客観
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的概念の応じるものです。所でこれに対して凡ての客観的内容を
離れた単に形式的概念が区別されます。これには形式論理学的及
び形式本体論的範疇が属するものでして、内容的本体論に属する
内容的概念とは根本的に区別されます。従って法則に二種が区別
されて来ます。即ち非独立性に関して内容的な綜合的先天的法則
と形式的な分析的先天的法則とです。従って非独立性についての
関係でもこれに応じて勿論同一に見ることの出来ない二種の関係
が見られるのです。例えば事物の変化の非独立性を規定する因果
律の様な法則とか、性質、強度、延長、限界、関係形式などの非
独立性を規定する法則とかは内容的な非独立性に関するもので、
他の例えば全体は部分なしには存在し得ないという純粋分析的一
般性とか、王、主人、父は臣、下僕、子がなくてはあり得ないと
いう様な分析的必然性とかいう形式的な非独立性に関するものと
は同一に扱われません。後者はただ形式上関係概念として互いに
要求しあうことを言うに過ぎないのに対し、前者にあっては形式
上の相関的な関係は少しも示されないものなのです。
　上述に於て内容の独立、非独立を見て来たのですが今迄のはこ
の区別を絶対として見て来ました。即ち独立は凡ての一緒に結
ばっている内容に依存しないこととしてそれが絶対的に考えら
れ、又非独立は少くとも一つの内容に依存するとして、前者と矛
盾の関係に立つものと考えられました。併しこの独立、非独立の
概念を亦相対的に規定して両者の絶対的な区別は相対的な区別の
極限の場合とすることが重要と考えられます。全体の中に於て又
それに対して相対的に非独立であると、その全体の部分としての
み存在し得る各その部分内容は言われ、このことの当てはまらな
い各部分内容は全体の中に於て又それに対して相対的に独立であ
るのです。又こういう独立、非独立に関する関係規定は更に一般
的には、単に部分内容と全体との関係規定のみでなく、一つの内
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容と他の内容との関係規定をいうことになって来ます。
　以上の区別は純粋に形式論的に見られるに当り演繹的に扱われ
て以下の様に整えられます。先ず次の様に定義が述べられます。
即ちαそのものがそれをμと結びつける包括的統一の中に於ての
み存在し得るという場合に、αそのものはμを通しての踏んで立
つ関係を必要とするとか或は又αそのものはμによって補われる
必要があるとか言われるのです。そして或るものが補われる必要
がある、それが或る要素を踏んで立つということが即ち或るもの
が非独立であるということなのです。
　所でこゝに重要な部分間の関係が考察されます。即ち同一全体
の部分の間の又全体と部分との間の先天的な関係の差別が認めら
れます。どの部分も全体に於て同様に含まれていると限りません。
どの部分も全体の統一に於て同様な仕方で他の孰れもの部分と織
り合わされているとは限りません。
　更に踏んで立つ関係は細かく規定されて二つの部分の間に踏ん
で立つ関係の在る場合と無い場合とにわけられ、前者に於ける踏
んで立つ関係は更にこの関係が換位し得るか得ないかに従ってそ
れぞれ対立的と一面的とにわけられます。更に二つの部分の結び
つきが直接か間接かに従って踏んで立つ関係はそれぞれ直接（近
い部分）又は間接（遠い部分）となります。
　以上の規定された概念に基づいて他の重要な概念が精確に規定
されていきます。第一に部分という概念について根本的な区別が
されて、断片と成素とにわけられます。即ち全体Gに対して独
立な部分はどれも断片と名付けられ、それに対して非独立な部分
はこの全体Gの成素と呼ばれます。更に抽象的なもの及び具体
的なものという概念もこれに応じて規定されます。自身がそれの
非独立な部分である所の全体を常にもつ対象は抽象的なものその
ものです。対象は自身が抽象的成素であるという点に於て相対的
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に具体的なものであり、全然抽象的でない具体的なものは絶対的
に具体的なものと呼ばれます。そうするとこゝで断片は具体的な
部分と謂うことが出来、全体の成素の抽象的な部分であるのに対
するわけです。
　今迄の所では全体という概念は定義されずに予想されているの
です。所でこの全体の概念は内容のまとまりということで代理さ
れて、例えばαがその本質上βなしでは存立する事が出来ないと
いう場合に、α種の内容はβ種の内容を踏んで立つという風に定
義され得ます。これを一般的にして全体の含蓄ある概念を踏んで
立つという概念によって定義すれば、全体とは統一的な踏んで立
つことによって然も他の内容の助けなしに包括される内容の総括
を謂うということになります。そういう総括の内容を部分と呼び
ます。なお踏んで立つことの統一ということは、各内容が直接で
あれ間接であれ踏んで立つことによって各内容と一緒にまとまる
ということです。所でこのことの起る仕方は凡てのこれら内容が
他の助けなしに直接又は間接に相互の中に踏んで立っているか或
は又反対に凡てが一緒になって新しい内容をして然もやはり他の
助けなしに踏んで立たせるという風です。それから又αがβと一
緒になって新しい内容をして踏んで立たせ、βは又更にγと一緒
に、γは又δと一緒という風に連鎖の仕方で踏んで立つ統一の現
れる場合もあります。所でこの区別は全体の本質的区別を規定す
るのです。即ち内容が相互の中に踏んで立っているという第一の
場合に於ては部分がよく互いに融け合っているのに対して他の場
合にあっては部分はばらばらでそれが結びつけられるに過ぎない
のです。即ち融合と結合との二つに全体は区別されるわけです。
　融合の全体にあってはそこに取り立てゝ別に統一形式を必要と
しません。部分の相互の内的に踏んで立つことによる融合そのも
のゝ所に感性的統一が現れているのです。これに対してばらばら
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の結びつきの全体の場合にはそれら部分の外に統一形式が現れて
来なければなりますまい。併しこの場合にも感性的部分とはなれ
たものでなく、内容をはなれた抽象的形式的な統一形式ではない
わけです。
　内容と区別された純粋に形式的な範疇的統一は、所で全体と部
分との純粋に形式的な類型論を扱うに当って問題とされるもの
です。この範疇的統一は氏にあってはグラーツ学派【Meinong ー

Ehrenfels 派】の形態質、高次内容の様に解されます1
1

。
　以上によって全体と部分との論がフッセァルにあってどう扱
われているかが極く大体見られたと思いますが、今こういう風
に見られた全体と部分との論を吟味して見ましょう。この論に
おいて氏が企てたことは全体と部分との関係を見るに当って部
分と見なされるものを本質的に二種に区別したことです。即
ちそのいう所の全体から分離し得る独立な内容と全体と不分離
な非独立な内容とを区別し、具体的部分と考えられる前者を特
に断片と、全体の抽象的部分と考えられる後者を特に成素と呼
んで区別し、更に踏んで立つ関係によって全体というものを規
定し、こうして全体と部分との本質的関係を見ていっているの
です。氏がシトゥンプの区別に基づいて1

2

部分として断片の外に
全体の抽象的部分たる成素に注目したことや部分の内的融合に
よる全体を認めたことは、部分といえば断片のみを、又部分の
結合といえばたば的な結びつきしか考えない代表的な烏合的な
論理学的見解に対して、確かにもっと意義のある全体観を与え
ているものと言って差し支えないでしょう。即ち部分を単に断
片として他の部分と切りはなし没交渉な結合関係に立たせない
1　 以 上1Husserl, E.: Logische Untersuchungen II. I. III. Zur Lehre von den 
Ganzen und Teilen (1922) S. 225-2931参照。
2　Husserl, E.: Logische Untersuchungen II. I. S.2251参照。
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で、それと相互に依存的な全体的関係に立たせ一つの部分の変
化が他の部分の変化を導くことを、又全体にあってはその各部
分が相互に内的に融合していることを認めるからです。
　こういう部分の非独立性、その相互の依存性、又融合的な全
体は踏んで立つ関係によるのですが、この関係が非独立な部分
の融合の際に見られる限りに於ては、それが部分の相互依存性
による統一的全体を与えるものと見られる限り、断片の単なる
結びつきによる烏合的総和のみしか考えない見解に対して確か
にそこに極めて重要な事柄を見出したものだということが出来
ましょう。けだしこの踏んで立つ関係によって確かに単なる断
片の総和というのに対して、適切に全体性を示すことが出来る
と思われるからです。
　氏のこの全体と部分の論は併しながらまだ積極的なものを示
し出していないと言われましょう1

1

。大体私に考えて見ても不満
足な点が気付かれます。それは上述の氏の所説を見ると明らか
な様に、一方に於て氏は非独立な部分を認め他方これと区別さ
れる独立な部分を認め、然も一般に対象についてこの両者をそ
れぞれ対等に取り扱っていると思われます。氏では対象が本質
上非独立であるものもあり、又独立であるものもあるので、決
して、対象が本来非独立であることを一般的な状態とするので
あって、独立であるのは普通ではないということを主張してい
るのではないのだと思われます。更に又踏んで立つ関係につ
いてもグラーツ学派の踏んで立つ関係を認める所がある点に於
て、純粋に適切ではないと考えられます。即ち氏にあっては、
経験的内容に対する範疇的形式として見られる統一要素は、明

1　Wertheimer, M.: Logik 講義参照。
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白にエーレンフェルスの形態質などと同様のものとされていま
す。それでグラーツ学派の表象産出説的に踏んで立つ関係を部
分相互を結びつける第三者として部分の外に添加的に考えるこ
とになります。所でこれは種々の実験の結果によって基づけら
れない所説の根本的原理を採るものとなります1

1

。ヴェルトハイ
メルの言う様に、総和につけ加わった内容、はじめに与えられ
た断片の上に主観的に築かれた偶然的な主観的にのみ条件づけ
られた恣意的な構成体、単に内容に附け加わったもの、単なる
形式という様なものは取り扱われるべきでありません。これは
根本的にいえば要素と同じ様に断片的に考えられているわけで
す1

2

。この様に純粋形式的な範疇的形式としての統一要素は、部
分以外の第三者としてそれに附け加えられるならば、支持され
るべきものではありません。但し前述の、内容が相互の中にお
いて踏んで立っているという部分の融合による全体にあっては
別で、こゝではその融合そのものゝ所に感性的統一が現れるの
で、取り立てゝ別に統一形式を要しないとされているので、範
疇的形式としての統一要素に於ける様な外的添加的な要素が置
かれていないと思われます。そこで踏んで立つ関係については
上述の二様が認められますが、その形式的領域に関する場合と
内容的領域に於ける場合との区別に論なく、常に後者の場合の
踏んで立つ仕方を以て一般的に適切なものとすべきだと思われ
ます。
　そこで論理学に於ける部分と全体との論については、上述の

1　Metzger, W.: Experimenteller Kursus der Gestaltpsyohologie.1ヨハン・ヴォ
ルフガング・ゲーテ大学（フランクフルト・アム・マイン）1932−33 年
冬学期講義参照。
2　Wertheimer, M.: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt I．
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フッセァルの論に満足せず、もっと発展した論が望まるべきで
す。そして真に適切な全体と部分が説かれるべきです。こゝに
想い出されるのは先に掲げられたヴェルトハイメルの適切なゲ
シタルト心理学のテーゼに示されている全体と部分の根本原理
的な意味です。論理学に於ても全体と部分の姿は適切にはそこ
で見られる根本的なものに外なりません。全体と部分が鮮かに
含意的にさまづくられているのです。
　所でこゝに論理学に於ける全体と部分との関係について一つ
注意されるべきことがあります。それは上述の様に論理的形成
態にあっては全体によって機能的に制約される部分という風に
考えられるのが最も適切なことは明らかですが、どんな場合に
もそうだというのではないので、特殊の場合には、伝統的論理
学で考えられていた様に論理的概念が下から上への途をとって
構成されて要素概念の烏合として築き上げられる場合のあるこ
とを認めるのです。ですからこゝにもゲシタルト心理学の原理
的考察に於てヴェルトハイメルが言っている、も一つのテーゼ
の根本的意味が同様に当てはまるわけです。そのテーゼはこう
です。

　ただ稀にただ一定の特殊条件の下に、ただすこぶる限ら
れた範囲だけで、またおそらく一般にただ近似的にのみ、
烏合性が現実に存在する。この極限の場合を出来事の典型
的な基礎と見るのは、適切でないことを証明される1

1

。
　今、このテーゼで言われていることの根本的な意味を論理的
に汲めばこうでしょう。即ち論理的形成態は一般には上述の様
に、即ち先に掲げられたヴェルトハイメルの適切なテーゼの根
1　Wertheimer, M.: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt I. S.52 テーゼの
日本文は佐久間、E．：ゲシタルト心理学の立場の文です。
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本原理的意味の示す様に、その各論理的成分は、その全体の形
成態によって機能的に制約されているのですが、ただ特殊な場
合には論理的要素が加算的に寄せ集められて前よりも一段抽象
的な類概念が構成されることも見られるのです。それで伝統的
論理学に於ける加算的、概念構成的な考え方は特殊な場合にの
み妥当性をもつので、それを一般的に妥当するかの様に見るの
は僣越な主張だということになります。それで一般的にはゲシ
タルト学説の論理学が当てはまるわけです。
　所がこゝにこの問題に関係したことで断片の総和と全体との
二つの仕方を上の様に前者が後者の極限の場合という風に見な
いで両者を対等に見るべきであるとする説があります。それは
全体性の概念の定義ということからして導かれて出て来る説で
シリックが一九三四年のプラークの学会で述べたものです。氏
によれば全体とか断片の総和とかいっても先ず第一にそこに予
想されている概念である全体性とは何か、断片の総和とはどう
いうことかを定義してかゝるべきであり、そしてこれを定義す
るに当ってはこれは目的に従って任意に規定することだとされ
得るので、従って全体的とか総和的とかいう語は事柄のそれぞ
れちがった客観的の性質を示すものでなしに記述方法を示すも
のであり、従って決して一方が正しく他方が偽であるというこ
とはなくいつも両方が可能なのです。直接、現実の認識を与え
ず事実そのものを示すものでなくして、どの仕方で事実を示す
かを明らかにしようとすることを本質とする所の哲学的分析に
属するものであり、言い換えれば科学の様に事実の問題でなく
して意味の問題に関するものであるとされます1

1

。
1　Schlick, M: Über den Begriff der Ganzheit, Einheit der Wissenschaft, 
Sonderdruck aus Erkenntnis V. Band (1934/5) S. 52-55.
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　そこで問題は先に見たゲシタルト的全体のあり方が一般的で
烏合的のあり方はその特殊の場合に過ぎないという主張に於て
は、シリックの意味での問題のみに関する記述方法について言
われているのであって事実についてのことではないのか、それ
から又氏の言う様にこの両方の仕方は、一般と特殊とではなく
両者が同様に対等に可能なのであるのかということです。所が
更に問題になるのはこの氏の見解です。即ち意味の問題と事実
の問題とを果して別々に切りはなして考えることが適切かとい
うことです。既に先にゲシタルト心理学と論理学の項でコフカ
に従って述べた様に心理学にあっては無機的自然、生命、精神、
乃至分量、秩序、意味があわせて扱われるべきなのですから、
そこでは事実の問題と意味の問題とが融合していると見られる
のです。更に理学【論理学】について考えると、こゝでは時間
的具体的事実は直接扱われませんが、原理上は心理学とちがう
所がなく意味の問題が重要に扱われ、然も単に抽象形式のみを
扱うのでなく直観性がそこに含まれます。それで論理学にあっ
ても事実内容と切りはなされた意味のみにかゝわる氏の哲学的
分析は当らないと思われます。さて事実の問題と意味の問題と
がわけられるべきでないとした場合に、論理学に於てゲシタル
ト的全体のあり方が総和的なあり方と同様に可能であって、前
者が一般的で後者が特殊的ではないのかはやはり問題となりま
す。所でこれについては全体的と総和的とが同等に可能だとす
るシリックに於ても、両者の中の一方が正しく他方が偽である
ということはないが、ただ多くの場合に於て一方が、他方とく
らべて非常に目的に合い又は実用的であり、従って経験的に納
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得させられるということだけはあるとされている1
1

のですから、
氏に於てすら全体的の見方と総和的の見方とがどこからいって
も同等に可能のことはないわけになって来ましょう。そこでこ
の点から見ると、全体的と総和的との見方にあってそういった
意味の差等がつけられることになりましょう。併し今ゲシタル
ト学説の論理学に於て全体的と烏合的とがそれぞれ一般的と特
殊的との関係にあるというのはこの氏の挙げた観点に関するの
ではなくて、即事的に適切に論理現象を見た上に於ての話なの
です。この意味に於て見られて、全体的が一般的であり、烏合
的はその極限の場合と考えられるのが適切であることが主張さ
れるわけで、このことは更に本論で見られる推理、概念判断な
どの現象によって明らかにされていると思います。

ゲシタルト学説の論理学と近代幾何学
　今、上に見た様に全体と部分との関係について伝統的論理学
の考え方は、極限の場合の特殊の妥当性をもつに止まり、ゲシ
タルト学説の考え方は一般妥当性をもつということは、ゲシタ
ルト学説の論理学が伝統的論理学をその中に包含する一般性を
もつことを示し、この点についてエウクリデース幾何学のみに
止まらない非エウクリデース幾何学による一般幾何学の妥当性
の一般性を想わせるものがあります。エウクリデース幾何学は
この一般的幾何学の特殊な極限の場合として妥当するからです1

2

。
　こういう特殊性に対する一般性の関係に於て伝統的論理学に
対して新しい論理学を考えるものとしては、ゲシタルト学説の
論理学の外にメンゲルの言う新しい論理学があります。氏に依
1　Schlick, M. : Über den Begriff der Ganzheit S. 55.
2　Wertheimer, M.: On Truth, S. 1421参照。
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れば、伝統的論理学の包摂的関係のみを扱うことによっては凡
ての関係を尽くしていない点などからして論理計算学の必要が
生じ、これによって種々の古典論理学に欠けている点が補われ
ました。古典論理学では、数学の純粋に論理的な構造の要求す
る数学的前提の登記の完全と、数学的命題を公理から導き出す
に当って用いられる推論の原理の精確との点に於て不十分なの
で、主として数学者によって論理学の新しい構造である論理計
算学が企てられました。所でこの論理計算学は今、この様にア
リストテレース的論理学以上に出ているのですが、それでも古
い論理学に数えられることになり得るのでして、新しい論理学
本来の問題はこの論理計算学の終る所に始まることになるとさ
れます1

1

。
　そこでこの新しい論理学が古い論理学に対してどういう風に
一般と特殊との関係に立つかを明らかにすべきですが、それに
は先ず古い論理学の終極の問題である論理計算学の矛盾とそれ
の新しい論理学による解決とを見る必要があります。それは、
こゝに実に特殊と一般との関係が現れて来るからです。今、メ
ンゲルの述べる所に従って氏の新しい論理学が如何に問題の矛
盾を克服するかを見ましょう。この矛盾は論理計算学に於て類
の類を考える時陥る所の、一つの類の類Ｌが Lの要素に入っ
て来ることも、ＬがＬの要素に入って来ないことも共に不可能
だという逆説です。

　即ち今もしMが凡ての人間の類を示すとすると、a）Ｍの各要
素は人間であり、b）各人間はMの要素です。類Mそのものは
人間でなく人間の類で、そこで a）の故にMの要素の中に入っ

1　Menger, K.: Die neue Logik, Krise und Neuaufbau in den exakten 
Wissenschaften (1933) S. 95.
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て来ません。これに対してNを以て凡ての人間でないものゝ類
を示すと、a）Nの各要素は人間でないもので、又、b）人間で
ないものはNの要素です。N自身は人間でなく、人間でないものゝ
類であり、Nは b）の故にNの要素の中に入って来ます。同様
に凡ての類の類を Kで表すと、a）Ｋの各要素は一つの類です。
又、b）各類はKの要素です。Ｋそのものは一つの類であり、即
ち凡ての類の類であり、そこでＫは b）の故にＫの要素に入って
来ます。今Ｌをその本来の要素に入って来ない凡ての類の類とし
ますと【「本来の要素に入って来ない」とは自分自身を要素にしない

という意であろう】、a）Ｌの要素である各類はその本来の要素に
入って来ません。b）その本来の要素に入って来ない各類はＬ類
の要素です。所でこのＬ類がその要素に入って来るかどうかを見
るのに、第一にＬがＬの要素に入って来ることは不可能です。そ
れはもしＬがＬ類の要素だとするとＬは要素として一つの類即ち
Ｌを含みこれはその要素に入って来るものです。然るにa）に従っ
てＬの要素である各類はその要素には、入って来ません。ＬがＬ
の要素に入って来ることは従って不可能です。第二にＬがＬの要
素に入って来ないことは不可能です。それはＬがＬの要素でない
とするとＬはその要素に入って来ないで、然もＬの要素でない類
となります。然るに b）に従ってその要素に含まれない各類はＬ
の要素です。ＬがＬの要素に入って来ないことは従って不可能で
す。即ちＬがＬの要素に入って来ることも又ＬがＬの要素に入っ
て来ないことも共に不可能であることが証明されるわけです。【以

上は疑問点が無くはない説明であるが、「類」を「集合」と読み替えて、
通常「ラッセルのパラドックス」と呼ばれる素朴集合論の矛盾の説明
と言うべきでしょう。】

　即ち拒中の原理【排中律】に従えば各命題は真であるか偽で
あるかどちらかであるのに、「ＬがＬの要素に入って来る。」と
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いう命題についてそれが真でも偽でもあり得ないことが証明さ
れるのです1

1

。
　この論理計算学の矛盾の解決が新しい論理学によって試みら
れます。即ち各類の層次を考えて低次な類と高次な類との沢山
の層次の区別によって如上の類の混合をふせぐことによって
か1

2

、これ迄の論理学そのものを扱う理論の立場によって所謂多
値論理学1

3

を立てゝ矛盾する両項の外に領域を認めることによっ
てか1

4

、或は間接証明の行き方を否定して直観的なものを立てる
ことによってか1

5

して、上述の論理的矛眉の解決が企てられてい
ます。
　所で上述の新しい論理学によって逆説に陥る危機を免れるの
ですが、こういった新しい論理学の構造は、種々に選び得る言
明から種々に選び得る方法によって他の言明を導き出し、そし
てその導き出しの一般的規則を形式的に整え、その展開の第一
段階を企てることです。そして新しい論理学者はこの簡単な事
実をただ定立すればよいので、どの言明を出発点として選びど
の方法を選んでそれから他の言明を導き出すか、所謂現実と明
証体験とに対しどういう態度をとるかなどの問題は別の学問に
属すると言えましょう。この新しい論理学によって古い論理学
の矛盾が解決されるわけなのです。所でこゝに注意すべきは、
この新しい論理学によって矛盾が克服されると保証は出来ない

1　以上1Menger, K.: Die neue Logik S.105f.
2　Russell1の Typentheorie.【ラッセルのタイプ理論】
3　拒中の原理即ち第三者拒斥の原理でなしに第四者拒斥の原理乃至第 n
者拒斥の原理を立てるもの、第三者拒斥の場合には真と偽との二値ある論
理学が構えられますが、第四者拒斥の場合には三値の論理学、更に一般に
（nー 1）値の論理学が立てられるわけです。
4　Hilbert1の1Metatheorie.
5　Kronecker1や1Brouwer1の Intuitionismus.【直観主義】1
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事です。併しそれだからといって新しい構造を設けるのを止め
はしません。例えば家を建てる場合、家によって楽しみを得る
ばかりでなく、穴居者の得られない種々のことが可能ですが、
一朝地震が来て家がつぶされないとは断言出来ません。その場
合には耐震的と思われる新しい家を建てゝ住心地よい家という
ものを建てるのを止めることはない様なものです。不便な穴居
生活によっても地震から絶対に防がれていることはないからな
おさらです1

1

。
　所でメンゲルの新しい論理学は、古い論理学の矛盾を克服す
る点に於て後者よりも一般的な高い立場にあることが認められ
ましょう。その点に於て氏の新しい論理学と非エウクリデース
幾何学による一般的幾何学との間に、ある関係の存することが
気付かれます。即ちエウクリデース幾何学の公理を唯一のもの
と見ないで他に幾何学的公理をなお認め、共にこれらを公理と
してその中で或る群の公理を選んでそれから推理の方法で命題
を導き出すものが一般的幾何学です。エウクリデース幾何学の
平行線の公理と矛盾する所の「与えられた直線外の一点を通っ
て与えられた直線に交らない直線は無数に多く引くことが出来
る」という公理を立てるボリアイ及びロバチェフスキの双曲線
幾何学と「一直線外の一点を通ってこの直線に平行な直線は一
本も引くことが出来ない」という公理を立てるリーマン及びク
ラインの楕円幾何学との二種の非エウクリデース幾何学が、そ
れぞれ各自の公理から諸命題を導き出して、それぞれの幾何
学の体系を構え、そして更に一般的には先きのエウクリデース
幾何学（抛物線幾何学）の平行線の公理もがそれらの極限の場

1　以上1Menger, K.: Die neue Logik S.106ff.
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合として認められる状態は1
1

、古い論理学の矛盾を高い立場から
つゝんでいくメンゲルの新しい論理学の構造に相応すると言え
ましょう。こゝにメンゲルの新しい論理学が古い論理学に対し
て丁度非エウクリデース幾何学による一般的幾何学がエウクリ
デース幾何学に対するのと同じ様な関係に於て一般的と特殊的
との関係に立つことが認められます。
　所でゲシタルト学説の論理学が、既に言われた様にその命題
の一般的に妥当するの故にエウクリデース幾何学を唯一のもの
としない一般的幾何学に応じるものがあるというのは、やはり
上に述べたメンゲルの新しい論理学と全然同じ意味で言われる
のかというと、何もそうではありません。ゲシタルト学説の論
理学の意味する所の、伝統的論理学の特殊に対する一般性は
こゝでは別な大まかな意味でエウクリデース幾何学に対する一
般的幾何学の関係を想わせる1

2

ものがあるというに過ぎません。
即ちただ論理的成素がその全体の形式態に機能的に制約されて
規定される一般的な場合とその極限としての論理的要素が加算
的に寄せ集められて構成体を築き上げる場合との関係に於ける
一般性と特殊性との意味に於てです。ヴェルトハイメルに依れ
ば、一般的論理学も古典的論理学と同じ厳密な精確さを要求
しますが、古典的論理学は幾何学におけるエウクリデースの特
殊的場合の様に特殊の場合を表します。大体それは内的機能的
内容が零に近い諸場合に於て適切1

3

です。こういう意味合いにお
いて今、新しい論理学であるゲシタルト学説の論理学が、エウ
クリデース幾何学に対する一般的幾何学（ヒルベルトの超幾何

1　米山 ,1K.:1数学之基礎、三版（1928）参照。
2　Wertheimer, M.: Logik1講義参照。
3　Wertheimer, M.: On Truth S. 142.
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学の様な）と通じる所が見受けられるのです。従って又メンゲ
ルの新しい論理学ともこうして相通じる所があると言えましょ
う。

【以上の説明だけであると、ラッセルのパラドックスが伝統的論理学
に於けるもので、メンゲルの新しい論理学はそれを解消するものと
して出た、かの如き印象が残る。良く知られているように、そのパ
ラドックスは数学的論理学が構築されていく過程で見つかったもの
である。『論理学・科学方法論』では誤解を生まないように解説され
ている。】

三様の論理的形成態
　前に述べられた様にゲシタルト学説は心理学や論理学やなど
の具体的な研究業績のために在るものであって、その学問的業
績の中に内的法則性について在る所のものが発堀されるので、
その限られた領域の研究によってそこに一般的なゲシタルト学
説の法則に迄突き進むものなのですから、今論理学の領域に於
ける各領域即ち概念の領域、判断の領域や推理の領域の問題に
ついても勿論事柄は同様です。そこで以下本論において概念、
判断、推理の各領域の問題を扱うに当っても、そこに少くも論
理学一般の内的法則性を発堀する仕方でそれがされていきま
す。
　そしてこれらの各形成態については既に言われた様に、適切
にはそれらの論理的「複合体」は論理的部分がその全体過程に
よって機能的に制約されて、さまづくっているものです。
　所でこういう論理的形成態の問題を扱うに当って、以下本論
に於てその過程、成立、機能などということばが使われます。
これは一見各種の論理的形成態を心理的に考案して単にその作
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用的方面をばかり論じるかに見えるかも知れませんが、事実は
決してそうでありません。こゝで使われているこれらの一見心
理的作用を想わせる表現は適切な論理的形成態である所の各論
理的ゲシタルトの動的力系的な本質を示すもので、論理的意味
に於ての過程、成立機能という様なものを意味するからです1

1

。

1　本論で扱われる論理的形成態の順序が、普通とちがって推理、概念、
判断の順で見られているのですが、これは別に大した意味はありません。
ただゲシタルト学説の論理学では、推理論が論理学の核心をなすと見られ
るので、先にもって来たわけです。それから従って推理の論で先行の伝統
的論理学や論理計算学の所論からゲシタルト学説の論理学のそれへの発展
を見たわけです。即ちこれによって大体、推理の領域を通して先行論理学
とゲシタルト学説の論理学との関係を見透すことが出来ると思われるので
す。最初にこの関係が示されたので、後の概念や判断などの論では先行論
理学との関係を特別に取り出す事は略しました。
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推 理 の 過 程

三概念間の烏合的関係
　既にゲシタルト学説の論理学について一般的に見た時述べら
れた様に論理学の核心は推理論にあると思われますが、それで
は論理学に於ける推理論特に三段論法はどういう仕組みをもつ
と考えられているのでしょうか。その組み立てや規則は既に周
知の事ですから省いて、こゝでは特に三概念（大・小・媒概念）
又二前提乃至三判断（大・小前提・結論）の間の関係がどうい
う工合につくものとして説かれるかを見ましょう。
　伝統的論理学の推理論の代表的なものはアリストテレースが
そのオルガノンのアナリティカ【分析論】の中で説いているも
のでしょう1

1

。アナリティカ第二部の証明論の所は今先ず措くと
1　アリストテレースの推理論を形式論理的とばかりきめて了う事は出
来ないでしょう。何故ならばアナリティカ第二部で証明について説く所
はロルフェスの言う様に実質的の事柄に関するのですから。（Rolfes, E.: 
Aristoteles Organon1独訳（1920−22）【英訳も公開されている】第一及び
第二アナリティカの1Rolfes1の緒論参照）。なおアリストテレースの推理論
は普通の伝統的の推理論と同一視することの出来ない様な点もありましょ
う。それは伝統的の推理論とちがって推理の媒概念を実在的に見ていると
されるからです。（Ueberweg, F.: Sytem der Logik und Geschichte der logisehen 
Lehren（1868）§101 参照）。更にアリストテレースの推理論が伝統的論
理学のそれとちがう点についてはヴァイダウェルも次のことを指摘しま
す。即ちアリストテレースの推理の対象は学的に価値ある証明であり、前
提の真理は推理の対象にとって本質的なのです。アリストテレースの推理
は証明の形式の論です。所が伝統的推理はその対象としてアリストテレー
スと同様にその中に推理の行われる言語的論理的統一をもつのですが、併
し証明としてでなく単に導き出しの関係としてだけで、その関係の証明の
性質を捨てゝいます。で、前提の真理も亦伝統的推理の対象にとって本質
的ではありません。伝統的推理は導き出しだけの形式についての論です。
更に氏はアリストテレースにあっては推理の前提が概念間の内包乃至外延
関係の意識であるという考えではなく、推理は生きた現実の思考の事実だ
としています。（Weidauer, F.: Zur Syllogistik, Neue psychologische Studien III. 
4. Grenzfragen der Philosophie(1928)S.449,S. 627ff.)
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しても第一部の推理論の中にも所謂直接推理と間接推理とにつ
いて説かれていますが、引きくるめて推理とは氏に於て一つの
次の様な論弁だとされます。即ち或ることが定立された時、こ
の定立されたこととちがう或ることが、この定立されたことが
あるということによって必然にそれから導き出されるのです。
この定立されたことがあるということによってという言い表し
で、アリストテレースは結論がそれによって現れることを意味
し、又結論がそれによって現れるということによってはそれは
結論が必然として生じるために他の何らの外部から得られる概
念を必要としないことを意味します。更に次の様に規定されて
間接推理が説明されます。即ち三つの概念相互の関係が、小概
念が全体としての媒概念の中にあり、媒概念が全体としての
大概念の中にあるか又はないかという工合になっている場合に
必然に大小概念について完全な推理が生じます。そして一つの
ものが全体としての他のものゝ中にあるというのは或るものが
他の各々のものについて言明されるというのと同じ意味なので
す。所で立てられる主概念に属する凡ての個々のものについて
その如何なるものにも他のものが当てはまらない様なことのな
い場合に、各々のものについて或るものが言明されるといわれ
るのです。如何なるものについても言明されないという場合
も同様にして理解されます。そこで大概念Aが各 Bについて、
Bが各 Cについて言明されるならば、Aは各 Cについて言明
されなければなりませんし、同様にAが如何なる Bについて
も言明されず、Bは各 Cについて言明されるならばAは如何
なる Cにも附加されません1

1

。格や式による種々の区別につい
1　Aristoreles: Organon, Analytica I. Rolfes, E.: 独訳（1922）S. 2ff. Zell, K.: 独
訳、Griechische Prosaiker in neuen Übersetzungen 155 (1836) S. 129ff.【Organon 
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ては措き、間接推理にあってどういう過程によって演繹が行わ
れるかについてアリストテレースの説く所の主要な点はこれに
よって明らかでしょう。
　このアリストテレースの推理に於ける関係はなおプラントゥ
ルによって次の様に説明されます。即ち推理の本来の本質的な
関係並びに根本的課題は推理が認識の対象の領域に属する二つ
の判断を——その対象の一つは賓概念的一般的なものゝ中に、
他の一つは個的な主概念の中に働いているのですが——一つの
概念的統一によって一つにまとめることであり、そうして二つ
の判断の媒介をするこの概念は第一の判断にあっては主概念で
あると同時に次の判断にあっては賓概念であるのです1

1

。これは
勿論第一格の説明ですが、アリストテレースにあって凡ての推
理は第一格に帰させられるわけですから、第一格の説明は即ち
推理の最も本質的なものについての説明と見ることが出来ま
しょう。更に媒概念を求める場合の一般的規定についてアリス
トテレースをプラントゥルはこう説明します。即ち推理によっ
て賓概念と主概念とが結びつけられ、又結びつけられないこと
が証示される時には、必ずなお他の判断が附け加えられなけれ
ばなりません。上の二つの概念、主概念及び賓概念に対して、
それらの一般的範疇規定によって関係する判断がです。それで
主賓二概念の共通な結びとして働く何らか中間にあるものが得
られなければなりません1

2

。この説明はアリストテレースの推理
論に於ける概念乃至判断間の関係を示します1

3

。
oder Schriften zur Logik】
1　Prantl, C.: Geschichte der Logik im Abendlande I.(1927) S. 271.
2　Prantl, C.: Geschichte der Logik im Abendlande S. 294.
3　アナリティカ　I．に述べられている形式論理学的三段論法の論がも
とゝなって、アナリテイカⅠ II. にあってはそれに基づいて内容的な学問
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　所でこのアリストテレースの推理に於ける関係についての考
えはギリシャの昔から現代に至る迄論理学の推理論にずっと取
り入れられているものです。勿論論理学の発展の過程にあって
アリストテレース的論理学以外の論理学、例えばカントの先験
論理学の様なものやベーコンの帰納論理学などがあります。併
し形式論理学の範囲に於てはカントがその純粋理性批判第二版
序文の中で、「論理学が今日迄進歩するわけにいかず、どうし
てもまとまり完成した様に見える」とか、「論理学はアリスト
テレース以来振り返って改めるに及ばない1

1

」と言っていること
が大体に於て現代にもそのまゝ当てはまりましょう。そうして
推理論についてはアリストテレースの所説が代表的だと思われ
ます。そこで上に述べた所を今これから吟味していこうと思う
のですが、この吟味は即ち一般に論理学に於ける推理論に対す
る吟味となるわけです。
　アリストテレースの示す推理一般の性質として考えられてい
る様な一つの定立したことから他のことが必然に、前のことが
定立されるということによって導き出されるという場合、この
定立された二つの判断の関係はどういう風につけられているで
しょうか。それは言われている通り他の何らの外部からの概念
を必要としないで必然的関係によって結びつけられているわけ
なのでしょう。間接推理の場合にあっては小概念の各々につい
て媒概念が言明され、又媒概念の各々について大概念が言明さ
れるか、又はその如何なるものについても言明されないかとい
的証明の論が展開されますが、こゝで諸概念の間の関係について述べられ
ている事柄はその根本的な点に於ては別段前の三段論法の場合とちがう所
はありません。
1　Kant, I.: Kritik der reinen Vernunft, Vorrede zur zweiten Auflage vom Jahre 
1787 S. VIII.
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う関係の仕方で、必然に大概念と小概念との間の関係がつけら
れます。所でこの場合小概念が媒概念を経て大概念と必然に結
びつくと言われる時、そのみちすじに果して必ず結論に向う内
的必然性が具わっているでしょうか。大小媒の三概念を引きく
るめて見ている全体観が与えられているでしょうか。勿論プラ
ントゥルの説明する様に推理は二つの判断を一つの概念的統一
によって一つにまとめるわけですから全体の統一は考えられて
いるのでしょうが、問題はこの統一がどういう機構をもつ統一
であるかにあるのです。三概念の関係による二つの判断の結び
つき工合の如何にあるのです。推理の場合三概念が単に偶然的
に結びついた二つの判断の媒概念による機械的な結合でもその
いう統一はつきましょう。所で統一を与えて推理を可能にする
ものは媒概念ですが、この媒概念はプラントゥルの言う様に一
般的範疇規定によって小概念及び大概念と関係する判断をつく
るものであるわけです。即ち範疇的関係によって一方小概念と
他方大概念と結びつく一つのものです。この媒概念が小概念と
結びつく時そこに既に大概念に向っていく方向が全体的に含ま
れているでしょうか、或は小概念に結びつく時はその時だけの
話、大概念に結びつく時は又その時だけの話で、ただ偶然に起
る機械的な統一でないと言えるでしょうか。もっと内的必然性
をもった統一だと言えるでしょうか。少くともアリストテレー
スにあっては機械的でない内的必然性をもった三概念間の全体
的見地よりしての統一が意識的に示し出されているでしょう
か。
　こうしたアリストテレースの推理に於ける三概念間の関係に
ついて数学的論理学の側からされる解釈に見るべきものがあり
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ます。今数学的論理学の見方を入れて論理学史を書いている
ショルツ1

1

はアリストテレースのアナリティカ第二に於ける証明
の論に見出される推論の規則を以て今日論理学の規則として示
されるべきものと解します。即ちアナリティカ第二にあっては
命題がその真なることの証明を要しない根本命題又は公理とこ
の公理から導き出される普通の命題とにわけられますが、この
ことは推論の規則を正しくつかって公理に基づいて諸命題の真
であることを証明することを意味するわけなのです。そしてこ
の推論の規則は論理計算学的な規則と見られ、今日論理学の規
則とされるものです。そうして勿論アリストテレース自身はこ
の解釈の様には述べていないのですが、アナリティカ第一に於
ける形式化を見るとこういう様に解されるというのです。又ア
リストテレースの推理の規則にあっては、Ｆ 1、Ｆ 2、Ｆ 3 の三
つの形式に於て、Ｆ 1 とＦ 2 とが真である場合はいつもＦ 3 も
亦真であって、Ｆ 1 とＦ 2 との真からＦ 3 の真が必然性をもっ
て得られて来ますが、こういうＦ 1 とＦ 2 との真の場合、Ｆ 3

の真が主張されるという推理の規則の現れを形式を取り扱う意
味でアリストテレースの論理学は形式論理学であり、然もその
推理の規則がただ単に挙げられるに止まらず、論理学の一種の
公理化がされていると解するのです1

2

。更に以上の様に解釈され
るアリストテレースの推理は或る定立によってこの定立された
こととはちがう或ることが、定立されたことを根拠として必然
的に得られる論弁であるというよりは、一定の状態を予想にも
ち一定の部分行為から成り立つ一つの計算過程という行為であ
ります。所で予想される状態とは相互に異なる三つの言明 p、
1　Scholz, H.: Geschichte der Logik (1931).【山下正男訳『西洋論理学史』】
2　Scholz, H.: Geschichte der Logik S. 2 ff.
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ｑ、ｒがあり、そしてこの三者が一定の条件を充すべき共通な
概念をもつという状態です。そして l）p とｑとの真であるこ
との確認と、2）ｒを実現された言明に計入することとの二つ
の部分行為から一つの計算過程が成り立つのです。アリストテ
レース推理についてこういう記述はショルツ自身も言う様に今
日の普通の記述と本質的にちがうのです。こう解釈されたアリ
ストテレースの三段論法の推理が所でボルツァーノーに於ける
様に判断の一種と考えられてはいかがなものであろうかとされ
ています1

1

。この最後のことの意味は、所で三つの言明を三段論
法の形式に於ける様にそれぞれ独立にわかれたものとして扱わ
ないで、全体を一つの統一した判断の形のものと見て、三言明
がその大きな判断の中のそれぞれの部分をなしているという風
に見たらいかがなものであろうかというのだと解釈出来ないで
しょうか1

2

。
　今アリストテレースの推理の過程をこういう様に解釈する
と、先に見られた推理の三概念の関係が機械的につけられて、
その間に内的必然性をもつ全体的見透しが果してあるであろう
かという懸念から先ず免れることが出来ましょう。それは上述
の推理の規則による公理化、形式的にはＦ 1、Ｆ 2、Ｆ 3 の真理
の必然的関係をとるものにあっては、公理と、規則によってそ
れから導き出される命題との間の関係が機械的結合から免れる
に至っていませんが、推理の予想状態としての、一定の共通な
概念をもつ p、ｑ、ｒの三者の関係が一つの統一的判断の形で
現れるとした場合、この三言明が相互に函数的依存関係に立つ

1　同上【Geschichte der Logik】,1S.129f.
2　これについては1Carnap, R.: Abriss der Logistik mit besonderer Berücksich-
tigung der Relationstheorie und ihrer Anwendungen(1929) S. 11.
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ことが認めれらるからです1
1

。

二前提間の烏合的関係
　アリストテレースの推理論を解釈したショルツの見解には上
述の様に推理に於ける概念間の機械的結合に止まっていない限
り聴くべきものがあります。所でこの長所をもつ様に解釈され
た推理論は、伝統的論理学の推理論よりは数学的論理学の推理
の論に当るものです。そこで推理の過程における概念の関係が
機械的な烏合性を免れて互いに函数的関係に立つことを明らか
にするために、数学的論理学に於ける推理乃至証明の場合の各
概念乃至判断の間の関係を見ましょう。
　数学的論理学とは歴史的にはライプニツ（Leibniz）の創め
る所と言われます。ショルツの説く所によって言うと、氏の論
理学は新しい数学が計算を、その計算に現れる記号の内容的意
味を考えることと別離して了う様に、推理を推理過程の中に現
れる命題の内容的意味を考えることと独立させてその結果、内
容的意味を考えるために起る不必要な欠点を除こうとします。
そして推理一般の規則を計算の規則に代え言明をその計算に使
われる人工的な言語即ちライプニツの記号によって代表させま
す。この計算の規則がその応用される言明の内容的意味からは
なされて、ただその本質的の機能が見られた点は氏の最も大き
な発見の一つ、人類の最も素晴らしい発見の一つと考えられま
す。このライプニツの論理学が更にラッセル（Russell）によっ
て継承され、そして所謂論理計算学 Logistik という名で今日に
及んでいますが、この論理計算学という名は、ジュネーヴに
1　Wertheimer, M.: On Truth S.1381論理計算学に関する所論参照。なお、本書、
推理の過程、二前提間の烏合的関係の項参照。
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おける国際哲学者会議でのクーチュラー（Couturat）、ラランド
（Lalande）及びイテルゾーン（Itelsohn）の共同提議によって
1904 年以来一般に呼ばれて来ているものです1

1

。

　こうした数学的論理学の特質とされるべきことはショルツの
枚挙によっても知られる様に種々ありますが1

2

、今こゝではこの
数学的論理学についてその大体の構造を特に推理乃至証明に於
ける関係がどうつけられているかを問題として見ていきましょ
う。しかもこうした数学的論理学に於ては、又氏の指摘する様
に推理の規則が中心問題をつくって、概念や判断はただ推理論
の理解と構成とに必要な限りにおいてのみ扱われる1

3

のですか
ら、推論を見ることは数学的論理学の核心に触れることになる
わけです。
　数学的論理学に於ける推論の導き出しの仕方は、一般的には
ドゥビスラーフの示す所に依ると、三つの段階にわかれます。
即ち第一段として全理論構成の中の若干の命題を公理として一
番先にすえ、それからして単に論理的変形によってこの命題に
関聯する他の凡ての命題を導き出し、そしてこの体系を真埋の
体系乃至少くとも相互に一致し合う命題の体系とします。第二
段として第一段の体系に於ける関係の中で非関係論的な性質は
これを度外視して、以上の体系を対象間の関係から成る網を示
す体系として見ます。そしてこの場合の対象は、ただその関係
に於ける位置、系列によってのみ特質づけられ区別されて、そ
れ以外の性質は何ら賦与されないのです。出発点となってい

1　Scholz, H.: Geschichte der Logik S. 50ff.
2　同上、S.157-691参照。
3　同上、S.158。
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る関係と並んでこの最初の関係から組み立てられる他の関係
が、又は少くとも他の見方から見られた出発点となっている関
係が、こういう対象——まだよく規定されてはいないが学問の
目的のためには十分の程度に規定されている——の間に存する
ということが上述の体系に於ける推理の姿となります。最後に
第三段としてこの関係に対する位置によってのみ区別される対
象の間の関係の網を計算の方法によって表します。その際根本
的命題の体系に対しては出発点としての計算の公式の体系が応
じ、根本的命題に於ける対象には計算の公式の中の不定なもの
が当り、更に根本的命題によって新しい命題を推理的に基礎づ
けることに応じることは出発点となる公式から計算の規則に
よって新しい公式を得て来ることです1

1

。この第三の段階は論
理計算学を指し、そしてクーチュラーによって一つの論理的方
法と見なされるものです。氏によれば、これは証明によって命
題を命題に帰元させる方法で、一つの命題の証明とはそれを或
る他の真と認められた或は与えられた命題から論理的根本的命
題だけの助けによって或は形式的な論理的計算の規則による変
形によって導き出すことです。その際同一の形式的演繹的理論
が内容的に異なる種々の場合に応用され、凡ての不定な符号が
種々に解釈—当該解釈によってまだ証明されない他の凡ての命
題迄も満足させ得る様に—されるものです1

2

。
　所でこの論理計算に区別があって、言明計算、類計算乃至賓
概念計算及び函数計算の種類にわけられますが、今先ず言明計
算に於ける導き出しを見ます。

1　Dubislav, W.: Die Definition 3. Aufl. (1931),Beihefte der "Erkenntnis",S. 69 ff.
2　Couturat, L.: Die philosophischen Prinzipien der Mathematik(deutsch von 
Siegel)S. 37ff.
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　言明計算一般についてはドゥビスラーフは次の様に説明しま
す。先ず四つの論理的根本結合1

p ∨ q,1p ⊃ q,1〜 p,1p�q1
が与えられ、次に根本公式として1

(p ∨ p) ⊃ p,1
p ⊃ (p ∨ q),1
(p ∨ q) ⊃ (q ∨ p),1
(p ⊃ q) ⊃ {(r ∨ p) ⊃ (r ∨ q)}1

が示され、更にこの上に二つの根本規則として代入の規則と
modus ponens 規則1

1

とが附加され、そしてこの二つの規則だけを
用いて上の四つの公式から更に種々の重要な式を導き出しま
す1

2

。これが言明計算というものゝ極く大体の姿です。それで例
えばカルナプの言明計算にあっては、先ず次の五つ乃至六つの
定義、1
〜 p.=1Df.1p￨p,1
p ∨ q.=Df.(p￨p)￨(q￨q),1
＠ p.q.=Df.(p￨)(p￨q),1
p ⊃ q.=Df.p￨(q￨q)1
又は1p ⊃ q.=Df. 〜 p ∨ q,1
p ≡ q.=Df.p ⊃ q�q ⊃ p1
が与えられ、次に根本命題として
� :1q. ⊃ .p ∨ q
� :1p ∨ p. ⊃ .p
� :1p ∨ q. ⊃ .q ∨ p
� :1.q ⊃ r. ⊃ :p ∨ q. ⊃ .p ∨ r
1　【「(p → q) 且 pならば、q」の推論規則こと】
2　Dubislav, W.: Die Philosophie der Mathematik in der Gegenwart(1932) S. 5f.
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が示され、これに推理規則、即ち
� .p ⊃ q
� .1p
� .1q
の形で示される巻きこみの規則と、
� .1(x,1y,1z).1xz�yz1=1(xy)z1→1� .1(x,1y,1u,1v).xu+v�yu+v1=1(xy)u+v

の形で表される第一の代入の規則と
� .1(x,1y,1z).1xz�yz1=1(xy)z1→1� .1(x,1y).x2�y21=1(xy)2

の形で表される第二の代入の規則とを応用して種々の命題の証
明がされるのです。一例を挙げれば、
� :p ⊃〜 p. ⊃ . 〜 p
（この命題は伝統的論理学でいわれる間接証明の基礎を表しま
す。）という命題は次の様にして証明されます。

p ⊃ q.1=1Df� 〜 p ∨ q11………………(1)
[1� :p ∨ p. ⊃ .p,11〜 p/p]1� : 〜 p ∨〜 p. ⊃ . 〜 p
(1) � :p ⊃〜 p. ⊃ . 〜 p…( ＊ 1

1

)
　次にヒルベルト及びアケルマンの言明計算にあっては先ず形
式的公理として a）XvY→ X,1b）X→ XvY,1c）XvY→ YvX,1d）
(X → Y) →〔ZvX → ZvY〕の四つの根本公式が与えられこれ
にα）挿入規則（カルナプの代入の規則に当る）β）推理図式
（同、巻きこみの規則に当る）の規則が根本規則（UvU→ U1等）
と共に応用されて種々の公式が導き出されます。一例を挙げれ
ば1X

_ _

vX1という公式の証明は次の様にされます。
X→ XvX（四つの形式的公理の中の bに於けるYの代りに
Ｘを挿入することによって）

1　Carnap, R.: Abriss der Logistik S7−12 参照。
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XvX→ X1（形式的公理 aによって）
X→X1（根本規則V(U→B1及び1B→C1より1U→C1）によって）

　然るにこの最後の関係は1XvX1の簡単化された記し方です1
1

。
　この外なおベーマンの言明論理学も挙げられましょう1

2

。
　言明計算に於ける推論の導き出しの関係は、上に示された仕
方でつけられるものです。
　この言明計算を補うものとして更に他の種の論理計算が行わ
れます。今三段論法の問題に即してこのことを見て行きます。
ショルツの言う様に、アリストテレースの論理学は言明計算以
外のもので、賓概念計算乃至類計算に属するものとされます。
それはアリストテレースの論理学にあっては、「凡ての Sは P
である」という様な形のみが現れ、これが Sの一般概念は P
の一般概念をもたらす、或は S類は P類の中に含まれている
という形で言い表されるからです1

3

。更に又ヒルベルト及びアケ
ルマンの言う様に言明計算では言明即ち判断を一つの単位と見
てそれの部分である概念は問題にしていないので、言明を全体
として扱わず主概念と賓概念との間の関係によって示される言
明の内部的の論理的構造が本質をなしている伝統的論理学に於
1　Hilbert, D. und Ackermann, W.: Grundzüge der theoretischen Logik(1928) I. 
Kaptel §101u.1§11,1所で上に用いた根本規則Ｖの証明は次の様です。公式
（１）として（X→ Y1）→ [(Z → X) → (Z → Y)]1を我々はもっているので
すが、このXYZにそれぞれBCU1を挿入して1(B→C→[(U→B)→ (U→C)]1
を得ます。所で今1B→ C1があるとすれば、先に挙げた推理図式を応用す
ることによって1(U→ B) → (U→ C)1が得られます。更に今又1U→ B1が
あるとすれば又推理図式によって1U→ C1が得られます。即ち根本規則V
は証明されたわけです。所で更に今用いられた公式（1）の証明は次の
様です。形式的公理 d）(X → Y) → [ZvX → ZvY]1の Z に Z

＿＿

を挿入する1
(X → Y) → [Z

＿＿

vX → Z
＿＿

vY},1然るに一般に1X→ Y1は1X
＿＿

vY1によって置き代え
られますから1(X→Y)→[(Z→X)→(Z→Y)]1(1Hilbert, D. und Ackermaann, W.: 
Grundzüge der theoretischen Logik.1Ⅰ Kapitel§11）。【『記号論理学の基礎』】
2　Behmann, H.: Mathematik und Logik (1927).
3　Scholz, H.: Geschichte der Logik S. 31.
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ける推理、例えば「凡ての人間は死ぬ。カーユスは人間であ
る。従ってカーユスは死ぬ。」の様な形をそのまゝ表すことが
出来ないのです。それでこの意味に於てヒルベルト及びアケル
マンは、賓概念計算乃至類計算を説くに至るのです。賓概念計
算にあっては例えば「凡ての人間は死ぬ」という判断は「凡て
の対象は人間でないか或は死ぬ」という風に言い表され、そし
て今「人間である」をＸ、「死ぬ」をＹで表せばＸ

＿＿

v Ｙと形式
化されます。更に類計算では「凡ての人間は死ぬ」は「人間で
ないものと死ぬものとの類から成る合一類は凡ての対象を包含
する」とされます。形式化は賓概念計算の場合と同様です。こ
ういう風にして伝統的論理学の三段論法の種々の形のものを賓
概念計算乃至類計算に於ける形に変形することが出来て、例え
ば1modus barbara【後からも登場するが三段論法の基本形】は1

X
＿

vY
Y
＿

vZ
——
X
＿

vZ
形をとります（この場合前提の系列順序は主要でないとされて
います1

1

）。
　所でこの賓概念計算乃至類計算は、ヒルベルト及びアケルマ
ンに依れば、函数計算の準備に過ぎず函数計算をとるようにな
れば余分なものとなるのです。函数計算の必要な理由は、所謂
関係判断を表すには伝統的の判断形式よりも他の形式を用いた
方が適切であるからです1

2

。それで例えばＢはＡとＣとの間にあ
るという判断はＺ ( Ａ , Ｂ , Ｃ ) によって表されます。Ｚ () は
1　Hilbert, D. und Ackermann, W.: Grundzüge der theoretischen Logik S. 34, II, 
Kapitel1§11u.1§3
2　本書、判断の機能、関係判断の項参照、又1Weyl, H.: Philosophie der 
Mathematik und Naturwissenschaft S.141参照。【『数学と自然科学の哲学』】



64

論理学の諸問題第一部

函数記号です。Ｚは間にあるという関係を示すものです1
1

。そし
て計算に際して個々の形式こそちがへ、若干の根本公式に基づ
き若干の規則の応用によって新しい式を導き出すという原理に
ついては言明計算と同様です1

2

。これを伝統的論理学の三段論法
の modus barbara1の一例である「凡ての人間は死ぬ。カーユス
は人間である。従ってカーユスは死ぬ。」に応じさせると次の
様になります。人間及び死ぬはそれぞれＭ s(x) とＳ t(x) とで
示され、両前提は

(x)M(s(x) → St(x))
Ms(Cajus)

の形をとります。これを公式1(x)F(x) → F(y)1に代入して
x(Ms(x) → St(x) → (Ms(y) → St(y))

更に1(x)(Ms(x) → St(x)) → (Ms(Cajus) → St(Cajus))
規則βにより1Ms(Cajus) → St(Cajus)
規則βにより1St(Cajus)1

3

　これで「カーエスは死ぬ」という結論が出て来たわけです。
同じ内容の三段論法がヴァイルによっては

Π x(M(x) → S(x))
公理1 Π x(a(x) → a(c))1 と結びついて1 Π x(M(x) → S(x))1
→ (M(c) → S(c))
推理規則により1M(c) → S(c)

M(c) とこの判断とから再び推理規則により S(c)1
4

という形に
1　Hilbert, D. und Ackermann, W.: Grundzüge der theoretischen Logik S. 42, S. 
44f.
2　函数計算の大体については Dubislav, W.: Die Philosophie der Mathematik 
in der Gegenwalt S. 6-81参照。
3　Hilbert, D. und Ackermann, W. :Grundzüge der theoreitischen Logik S. 69,1な
お函数計算一般については同上1III.1Kapitel など参照。
4　Weyl, H.: Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft(1927) S. 15.
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書かれますが大同小異です。
　以上で言明計算はじめ賓概念計算乃至類計算から函数計算を
推論殊に三段論法に於ける概念乃至判断間の関係の問題に即し
て見たのですが、こゝに推論に於ける概念間の関係について先
に見た伝統的論理学の三段論法とくらべて、既に指摘した様な
一段進んだと思われる点が認められます。即ちこの論理計算学
にあっては推論の際諸概念間の関係が統一されたものとなり、
又概念が互いに函数的関係に立つ点に於てアリストテレース的
三段論法に於ける概念間の機械的な関係を補うからです1

1

。言明
計算にあっては、単位は一つの言明即ち判断であって、概念で
はありません。概念は更に大きな単位、言明の中に統一されて
扱われます。この事は推論に於ける概念がそれぞれ独立させら
れないで全体の中に置かれてあることになります。更に種々の
言明群が一つの命題をなしますが、この時各言明はその全体た
る命題に応じる様な値をとります。そうしてその値のとり方は
相互依存的です。このことは概念の統一たる言明が更に全体の
命題によって規定されることとなります。次に函数計算にあっ
ては、判断に於ける関係を表すに適当な形式を単位として、そ
こでは判断を函数的関係で規定される様に形式化することは既
に見られた通りです。このことは判断に於ける概念間の関係を
第一義的のものと見て、その概念が互いに函数的関係に立たせ
られていることになります。即ち判断は下から上へ概念を寄せ
集めて構成されたものでなく、逆に上から下へ全体的関係に
よって規定される概念をその部分的項としてもつものとなりま
す。そしてこの函数関係を示す単位形式群が一つの大きな判断

1　Wertheimer, M.: Logik1講義の所論参照及び同：On Truth S. 138 参照。
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をなす様に形式化されます。
　この様にして言明計算や函数計算にあっては、推理における
諸概念間の関係がどういう工合に統一的であり、概念が互いに
函数的関係に立つかが指示されます。そしてこの点に於て数学
的論理学乃至論理計算学が、先に見た伝統的推理論の概念間の
関係の機械的な欠点を補うと言えます。
　所で以上の様に推理に於ける概念間の関係を適切に見た論理
計算学も、その概念間の関係の適切さを整合的に推し進めて、
更に判断即ち前提間の関係に迄も及ぼしているかに至っては疑
問です。一般に論理計算の仕方である根本公式から、他の命題
を規則に拠って導き出す場合、根本公式の命題と規則の命題と
の関係更に従って結論である、導き出される命題との関係は、
果して機械的でなくて含意的全体的につけられているでしょう
か1

1

。言明計算について例えば先に挙げた間接証明の基礎になる
命題の証明

p ⊃ q.=Df� 〜 p ∨ q1……………………………………(1)
[ � :1p ∨ p. ⊃ .p,1〜 p/p]1� :1〜 p ∨〜 p. ⊃ . 〜 p1……1(2)
� :1p ⊃〜 p. ⊃ . 〜 p1……………………………………(3)

にあって、命題 (1)、(2) 及び (3) の間の関係、言い換えれば結
論 (3) を前提 (1) 及び (2) の関係から導き出す仕方を見るとそ
の関係づけが機械的たることを免れているか疑問です。即ち(1)
のｑに〜ｐを代入して1p ⊃〜 p＝〜 p ∨〜 p1……(1)′ という命
題を得、この命題と命題 (2) との関係からして1p ⊃〜 p. ⊃ . 〜
p1即ち命題 (3) を導き出しますが、この時に当って媒概念的機
能をもつ1〜 p ∨〜 p1による (1)′ と (2) との結びつきは偶然的機

1　Wertheimer, M.:1Logik1講義参照。
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械的では決してないと言えるでしょうか。尤もこれに対してこ
う反駁することが出来るでしょう。即ち1〜 p ∨〜 p1を通じて
命題 (1)′ を命題 (2) と関係づけるに当っては、結論たる命題 (3)
を得ようという全体的観点に立ってされるのであって、決して
その時々の偶然的な機械的な関係づけではないと。成程それは
そうですが、併しそう結論への方向を見ながらも、命題 (1)′ の1
〜 p ∨〜 p1と命題 (2) の1〜 p ∨〜 p1との代入関係によって両命
題間の関係をつける時、この代入の関係づけそのものに至ると
機械的ではないでしょうか。従って両命題の関係づけそのもの
は機械的ではないでしょうか1

1

。更に前に見たヒルベルト及びア
ケルマンの賓概念計算乃至類計算に於て、伝統的論理学に於け
る modus barbara に於ける形としての

X
＿

vY
Y
＿

vZ
——
X
＿

vZ
にあっても、この三命題の互いの関聯に於てＸがＹを通して
Ｚと結び合う時、X

＿

vY に於ける Yと Y
＿

vZ に於けるＹとの関
係、従ってX

＿

vY と Y
＿

vZ との関係づけもどう見ても機械的では
ないでしょうか。又両氏の函数計算に於ける modus barbara1の
例にあって、(x)(Ms(x) → St(x))1なる大前提と1Ms(Cajus)1なる
小前提とから結論の1St(Cajus)1を導き出すに当って、命題1(x)
(Ms(x) → St(x))1 に対して公式 (x)F(x) → F(y)1を適用して、遂
に11(x)(Ms(x) → St(x)) → (Ms(Cajus) → St(Cajus))1 なる命題を
得て来る際、第一の命題と公式との関係づけ、又それからし
て上の最後の命題を導き出す時の必然的の関係づけも機械的
1　なお1Nakamura, K.: Logik des "Wiener Kreises" und Logik der Gestaltheorie 
S．21ff．心理学研究第十巻第一輯（1935）参照。
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にされているのではないでしょうか。これらの諸命題の間が
果して内的必然性をもって関聯づけられているでしょうか。
更に上の最後の命題に対して、推理図式の規則を適用して1
Ms(Cajus) → St(Cajus)1を次にこの命題に対して更に同じ規則
を適用して1St(Cajus)1を導き出す際も諸命題間の関係づけには
同様に果してその結びつきの内的必然性があるでしょうか。尤
もこの場合にも言明計算の例の場合の様に、結論は前提からし
て単に盲目的に機械的に導き出されるのでなくて、結論を得る
様に公式や規則を適用しそれとの関係づけによって導き出され
るのだということは出来ますが、併しこの場合も例えば命題
(x)(Ms(x) → St(x))1乃至1Ms(Cajus) → St(Cajus)1に対して適用す
べき公式乃至規則を他の種々の公式や規則の間から選び出して
は来るものゝ、選び出された公式や規則の命題と最初の命題と
の間に内的必然性をもつ関係があることが認められるでしょう
か。
　そこで今数学的論理学乃至論理計算学に対してその推論の導
き出しの仕方について言われるべきことは、一般的に言って推
論に於ける概念が判断という単位の中に於て互いに函数的関係
に立つという関係をどうして、もう一歩進んで前提命題の間の
関係に迄はっきり推し及ぼさないのかということです。

推理意識の統一
　そこで問題は推理に於ける全体的統一ということになって来
ます。推理に於ける導き出しに当っては、決してただ単に個々
の要素の間の及びその間の関係の間の関係1

1

を機械的につけるの

1　【「の間の関係」がダブっているが底本のママ】
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でなく、推理の全過程のすじみちを考慮に入れて、その推理全
体を支配している統一によって個々の要素及びその間の関係を
規定していく様にしなければなりません。これを意識について
見ると、推理にあって前提から結論まで進んでいくに当って、
如何に意識の統一が重要であるかということになります。それ
でシリックは、推理するに当って前提に於ける意識が結論の意
識と同じ意識、前後一貫した意識でない場合には、推論は正し
くされたという保証を得ることが出来ないではないかという疑
惑を一応起して、この疑惑を払う事実として意識の統一がある
ことを指摘します。即ち氏に依れば、意識は統一的全体に合一
された内容の集まりであって、集まって現れている又続いて現
れている表象や感情や作用やを集められたものとして共に共に1

1

一つの全体、「自分」をつくりますが、この自分この意識はた
だ単に個々の表象の総和、単なる束、知覚の寄せ集めではあり
ません。それらのものが寄せ集められているとてそれらの各々
はまだ一つの意識の成素にはなれません。それにはそこに意識
の統一というものが附け加わって来なければなりません。この
附加わったものを詳しく記述することは不可能なのでして、そ
ういうものが存在するということはただただ事実なのです。今
例えば一人が一定の時に感情なり感覚なりをもち、又誰れか他
の人が同時に同様に感情なり感覚なりをもつとしますと、この
二つの間には勿論心的材料の寄せ集め、総和があります。併し
この際には先に言った意識の統一が欠けています。即ちこの際
の心的現象は一つのでなくて、別々の意識に属すると言われま
す。又更に例えば暫時の間孤立した感覚が現れ、そして又何ら

1　【「共に」がダブっているが底本のママ】
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の痕跡も残さない様に消えます。それから又新しい感覚が成り
立ちます。こういう風にして感覚が続いていきますが、新しい
要素が現れる時には、以前の要素は全然存しなかった如くに後
からつづくのです。この際このただ後からつづく関係にある要
素が一つの意識に属するということは意味がありましょうか。
各要素は何ら相互に共通なものを含まないので、それらの間の
関聯、中心点が欠けています。この様な状態ではむしろ要素の
数だけ意識があることになって、一つの新しい要素の現れる毎
に一つの新しい意識がはじまり、この意識は前のものとも後の
ものとも何らの関係がないことになりましょう。即ちこれらの
要素にあっては意識の統一をなす事実が欠けているのです。そ
れで意識の統一の欠ける所には意識そのものゝ事実が欠けて
いるのであり、意識のある所には意識の統一があるのです。そ
して意識の統一のある所には、その個々の要素は孤立していな
いで、相互に対してあり、その隣りのものから独立には考察さ
れないのです。各要素はそれらの関聯から切りはなされてはも
はやそれらのものではあり得ないので、この関聯がそれらのも
のゝ本質に属します。この特有の統一関聯を認識しよう、即ち
この関聯の中に既に知られた関聯を見つけようと試みてもそれ
は出来ません。この記述することの出来ない関聯——これが重
要なのですが——は、その中に記憶として示されるものを含ん
でいます。何故ならば、それぞれ個々の意識内容から他の意識
内容へ移っていき、そしてそこに統一がつけられるということ
は、直接の記憶として、記憶の作用をつくる所の保持に等しい
のですからです。記憶が一つの個人の互いに離れている体験を
結びつけ、それらの体験が同一の継続した意識に属し、人格の
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統一をなすものであるということは、わかりきったことです。
表象の種々雑多な変化にも拘らず、いつも新しい内容の尽きる
ことのない流動にも拘らず、意識はそのある限りは変化しない
或るものをもっています。即ちその統一です。そして更に氏は、
カントが「純粋な根源的な変化しない意識」を説き、これを「先
験統覚」と名づけて、究極の認識問題にとって又その全体の深
さにおいて、意識の統一のもつ特有の意義を認めたことを指摘
し、この事実がカントに於て「統覚の根源的綜合的統一」とし
て示され、そしてあらゆる直観の多様はこの統一の条件の下に
立つという命題が「悟性使用の最高の原則」であって、その認
識論の最も重要な点を基礎づけるに役立ったと言います1

1

。かよ
うにしてシリックは推理に於ける意識の統一が意識には欠くこ
との出来ないものであり、又どういうものかを説いています。
それが心理的な記憶の様なものであれ、又は論理的なカントの
いう先験統覚の様なものであれ、兎に角前提から結論までいき
つく間の種々の意識の変化を通してそこに何とも記述すること
の出来ない変化しない統一意識が働いて、その推理の全体の過
程をきれぎれに奔逸させないでいるという事実乃至原理は、全
くシリックの言う通り認められなければならないでしょう。そ
うでなければ推理の結論はたよりないものとなって了いましょ
う。推理の導き出しのたよりのある限りこの事実は認められな
ければなりますまい。

結論における新しいもの
　この意識の統一を考慮に入れ、そして更に数学的論理学乃至

1　Schlick, M.: Allgemeine Erkenntnislehre. 2. Aufl.(1926) S. 113-118.
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論理計算学的推理の過程に於ける二つの前提の間の烏合的結合
を是正する時、現れて来る考えは、この両前提の間の結びつき
が単に二前提の束的寄せ集めでなしに、そこにそれ以上の統一
的綜合が具わるべきだということです。所でこの綜合が両前提
の間に認められてこの綜合的統一によって結論が導き出されて
来るとなると、結論は二つの前提の単なる寄せ集め以上のもの
によって得られることになり、従って結論には二前提に含まれ
ない新しいものが得られて来ることになるわけでしょう。そこ
で推理の過程における関聯の問題は、結論において前提以上に
出る新しいものゝ獲得という問題を附随させて来ます。
　尤もシリックにあっては、推理に於ける統一意識が考えられ
ているのですが、推理を以て分析判断的の思考過程と見て、結
論に新しいものゝ得られることを否定しています1

1

。併し推理を
むしろ綜合判断的の思考過程と見るのが適切ではないでしょう
か1

2

。従って結論には前提に含まれない新しいものが得られるわ
けではないでしょうか。
　以上の意味で推理過程の全体的統一を明らかにすることと関
聯して、結論に於ける新しいものゝ問題を見ます。即ち新しい
ものは前提の総和以上に出るものゝ意味であり、総和以上に出
るとは前提間の関係が綜合的統一の全体性を具えることを謂う
ことになるからです。
　この点に於て推理の結論に於ける新しいものゝ論がゴムペル
ツによって説かれていることは、この推理の全体的関聯の問題
について今迄見て来た数学的論理学乃至論理計算学の推理論を

1　Schlick, M.: Allgemeine Erkenntnislehre S. 99ff.1参照。
2　本書、推理の過程、推理の過程における相属の項及び判断の機能、綜
合判断の項参照。
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更に一歩進めたものと見ることが出来ましょう。それは演繹的
方法、殊に推理について屡々論議される所の、その結論は前提
にない新しい知識をもたらすかという問題を取り挙げて、二前
提の統一によって出来上る一つの構成物のあることよりして新
しいものゝ得られることを主張するからです。氏によれば、三
段論法にあっては一見その結論に於て言われることは、既に
大前提の中に含まれているから、何らそこに新しいものが出て
来ない様に見えるのですが、実は結論に於て言われる所は大前
提だけでは尽していません。そのわけはこうです。即ち三段論
法を一般的な図式で示すとMを以て示されている凡ての対象
は亦 Pを以ても示される。Sを以て示されている凡ての対象は
亦Mを以ても示される。従って Sを以て示されている凡ての
対象は亦 Pを以ても示されるとなりますが、この場合Mを以
て示されている凡ての対象は亦 Pを以ても示されましょうが、
若し Sを以て示されている凡ての対象が亦Ｍを以ても示され
ることがない場合には、Sを以て示されている凡ての対象が亦
Pを以ても示されると迄はいかないでしょうからです。それで
三段論法の結論はその前提のどれにも含まれているのでなく
て、二前提がまとめられたものに含まれます。精確に言えば、
結論の妥当は二前提の孰れの妥当からも導き出されす、この二
者のまとまりの妥当から矛盾律に従って導き出されます。今凡
ての Sが Pではないということは「凡てのMは Pである」と
いう大前提にも又「凡てのSはＭである」という小前提にも各々
がそれぞれ独立にきりはなして考察される限りは矛盾しない
でいられますがただこの二前提の論理的積たる「凡てのMは
Pであり、そして凡ての SはＭである」という命題に矛盾する
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のです。この意味で推理が新しい成果を得て来ます。即ち結論
に於ける新しいものは、諸前提を一つの全体に合一される所に、
即ち大前提と小前提とに於て言明されている二つの事柄を一つ
の全体的事柄に合一される所に存します。この全体的事柄から
結論はそのまゝ導き出されるのです。

凡てのMは Pである
凡ての SはMである
従って凡ての Sは Pである

この場合新しいものを創り出す創造的要素は、この大前提にも
小前提にも又その個々のものよりの導き出しにも存しないで、
こゝに｛でもって示された所の二つの事柄を一つの全体的事柄
にまとめて見るということに存します。そしてこのまとめて見
るということは、創造する綜合的な力をもっています。心理的
には緊張の感情の伴うものに応じる論理的なものです。そこで
心理的事実に応じるこの論理的事実は次の様に説明されます。
即ち論理的積に矛盾するが、その個々の因子だけにならば矛盾
しない命題があるという事実があります。例えば「言明 pか
或は言明ｑかが偽である」という命題は「言明 pは真であり
そして言明ｑは真である」という論理的積に矛盾しますが併し
「言明 pは真である」という命題にも（ｑは偽であることがあ
りますから）又「言明ｑは真である」という命題にも（pは偽
であることがありますから）矛盾しません。これが即ち求める
論理的事実です。従って今言明ｑ、ｐ 1、ｐ 2、ｐ 3……のある
場合ｑには矛盾するがｐ 1、ｐ 2 或はｐ 3……には矛盾しない言
明 zがあるという条件が充たされる時、言明ｑは言明ｐ 1、ｐ

｛
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2、ｐ 3……に対して「論理的に新しい」言明といわれます1
1

。氏
はこの様にして推理の結論に於ける新しいものゝ二前提の全体
的まとまりによって得られることを認めます。
　この結論に於ける新しいものが二前提の全体的まとまりに存
するとされていることは、二つの前提が機械的に寄木細工式に
寄せ集められたのでなしに二前提にまたがる全体的関係を考え
て、大前提小前提という二部分の総和の外に「論理的に新しい」
ものゝ生産されることを意味するのですから、推理論に於ける
概念間の烏合的関係や一歩進んで前提、判断の範囲においてだ
け函数的関係をもつ所の前提間の烏合的関係に対して更に一歩
を進めたものと言えます。
　併し更によく考えていきますと、この氏の推理の前提のまと
まりというものも、まだそれだけでは不十分であると思われま
す。それは二前提の間の関係づけに際して二前提の総和以上の
ものが認められますが、その場合の両前提相互の働きかけの
関係がはっきりしないからです。即ち二つの前提を全体的にま
とめる論理的事実について、氏にあってはその場合二つの前提
が、努めてまとめられるのか、或はこの二つがこの場合の全体
の機構上その領域に属する二つの分肢として互いに機能的関係
に立って必然的にまとまるのかがはっきりしません。もし前者
とすれば、勢い、二つの前提をまとめる特殊の因子を認めてグ
＝エ＝ミュレル【Georg Elias Nathanael Müller,1850-1934 実験心理学者】
の凝集因子に応じる様な論理的要素を予想することにならない
でしょうか1

2

。従って心理的現象についてミュレルの複合説のも

1　Gomperz, H. : Kann die Deduktion zu „neuen“ Ergebnissen führen? 
Kantstudien 35, 4(1930) S. 475ff.
2　Wertheimer, M.: Kolloquium über Probleme der Logik,1ヨハン・ヴォルフガ
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つ欠点1
1

と原理的には共通な欠点を論理的関係論についてゴムペ
ルツの推理論はもつことにならないでしょうか。即ち総和以上
に出る全体的まとまりを考えながらも要素の加算的見解を免れ
ていないのではないでしょうか。これに反してもし後者とすれ
ば、欠点がないわけです。併し氏の所説に止まる限りは関係づ
けが前者の様にではなくて、後者の様にされるのだとは保証さ
れません。その限りに於ては推理の結論に新しいものを生産さ
せる前提間の全体的まとまりを考える点に於ては、数学的論理
学乃至論理計算学の推理論より更に一歩を進めながらもやはり
前提間の関係づけについて要素的見解を清算しきっていると保
証出来るか疑問です。従ってそういうまとまりに基づく結論に
於ける新しいものも、直ちに肯定することは躊躇されることに
なるでしょう。
　そこで推理の過程に於て二前提に対して第三者的に加えられ
る因子を予定するという要素観的傾向の名残りから脱却して推
理の過程の全体的統一を考え、その部分たる概念乃至前提が互
いに機能的関係に立っておのずから一つの推理がまとまるとい
う様に考えて来れば、ゴムペルツの場合の疑問は晴れて来ない
でしょうか。そしてこういう見方からして、結論に於ける新し
いものが説かれゝば、氏の場合に対する躊躇もなくなりはしな
いでしょうか。
　そこで考察に上るのは、プラグマティズムの立場からして試
行錯誤法的に推理の過程の一歩一歩を運ばせるエフ＝シ＝エス

ング・ゲーテ大学、1932-33 年冬学期演習参照。
1　この欠点については佐久間 ,K.：ゲシタルト心理学の立場1S.1109 及び
その注、小野島 ,1U.:1最近心理学十二講（1930）第六講参照。
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＝シラーの所論です。何故ならば推理は仮設1
1

として扱われる前
提の真偽を確めるためのためしの過程であり、その仮設から前
進していく過程と又それにつれて得られる新しい知識との方が
推論にとっては結論の固定的確証よりも遙かに重要であるとさ
れる1

2

氏の謂う実用の論理学では、その推理の過程の各部分例え
ば各概念は、互いにその真偽の関係について制約し合う一つの
まとまった全体の整合的体系と考えられているからです。即ち
例えばＣの真であることはＡとＢとの真であることから、Ｂは
ＡとＣとから、ＡはＢとＣとからそれぞれ導き出されて、Ａ、
Ｂ、Ｃがそれぞれ互いに独立でなく相互の整合関聯によって証
明されることになるのです。従って逆にＣが認められないとな
るとＡとＢとも認められなくなり、ＢならＡとＣとが、Aなら
ＢとＣとがとなる場合の様にです。所でこの推理の整合的体系
は、これが凡てを包括する大きな体系でない限りそして一つの
体系が小規模であれば他のその体系外のもの例えばＤが加わる
ことによって前の部分A、Ｂ、Ｃの真偽がひっくりかえること
があり得るわけですから、実際にはこういう仕方で各々の証明
をするのはまだ決して完全とは言えないが、理想として認めら
れるであろうとされます1

3

が、兎に角上述の点に於て推理の過程
にあっては全体とはなれずに部分が相互に依存関係に立つこと
が示されていると見られるでしょう。
　以上の様に推理の部分が互いに制約し合って規定されて前提
から結論へ進み行く過程に於ては、試行錯誤法的に前提を仮設
としてためししらべていくのですから、その間に間違いの訂正

1　【以下「仮設」は底本のママ、「仮説」の意で使われている】
2　Schiller, F. C. S.: Logic for Use(1930) S. 322.
3　Schiller, F. C. S.: Logic for Use. S. 300ff.
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又は新しい知識の獲得があるわけです。そこで出て来ること
は、シラーに於ては三段論法の結論には前提に含まれない何か
新しいものが得られるということです。その一つの例として氏
によって引用されているのはこうです。AがＢに向って「あそ
このあの婦人はまるでお化けだね」、Ｂが答えて「君、あの婦
人は、僕の妻だよ」、そこで「僕の（彼の）妻はまるでお化けだ」
となります。こゝでA1Ｂの両者は新しい事を学びます。その
婦人の外貌は客観的には変化なしなのですが、Ｂの方は恐らく
自分の妻が美人でないことは知っていても、他人にそれ程まで
の印象を与えるとは知らなかったのです。そしてAにとって
も新しいことが知られたのです1

1

。
　そこでこの結論に於ける新しいものゝ得られる筋合いを考え
ると、仮設である前提の真偽をしらべる実験的な意味に於て予
め定立された或る概念が、まとまった全体の整合的体系に於て
見直されて他の概念に対して相関的にその意味を変化訂正する
ことによって、新しい知識が学ばれて来るのです。従って結論
の新しいものについては、ゴムペルツの場合と氏の場合とは同
じ筋合いで得られるのではありません。新しいものが推理の全
体的まとまりに基づく点では似ていますが、前者がそのまとま
りをつける外的因子による疑惑があるのに対し、後者では推理
過程の部分間の機能的関係そのものによるのです。この点前者
の様な新しいものに対してこれを認めるべきかの躊躇はされる
に及ばないわけです。但しこの新しい知識の得られる推理の例
として前に挙げられたお化けの様な婦人が妻であったことの場
合にあっては、推理に与る者が二人居るので、その新しい知識
1　Schiller, F. C. S.: Logik for Use, S.284、氏によればこの例は G. F. Stout1が1
Jones1の1A New Law of Thought1の序文の所で挙げたのだそうです。
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はそれぞれ他人によって指摘されることによるのです。そこで
一人だけで推理してもやはり新しい知識が得られるかが問題と
なりますが、その場合も本質的には同様の結果になります。前
の例で言えば、問題の婦人を単に婦人として見てまるでお化け
だとしたのが、更にその婦人を自分の妻だと認める場合、自分
の妻はまるでお化けだということが新しく知られます。どちら
にしても新しいものゝ得られるわけは、問題の婦人がその一面
に於ては妻であることが他の知識と機能的に関聯して推理の全
過程に於て現れるからです。
　この様に見て来ますとシラーの推理論に於ける全過程の機能
的関聯、そして又そこに得られる結論の新しい知識は、これま
でに見られた他の推理論のもつ欠点を免れ、適切な推理過程の
論にとって参考となるに値いすると思われます。
　更に適切な推理過程の論に参考となる見解としてヴァイダ
ウェルを挙げることが出来ましょう。こゝにあっては推理の過
程の関聯に於て、単にその諸要素である概念乃至判断の単なる
寄せ集め的な結合に止まらないで、それらの結合による総和以
上に出るものを推理に於ける欠くことの出来ないものと見て、
全体性をそこに考え、そして結論に於ける新しいものを認める
のです。然もその全体性に於て感情をも含み推理の過程に於け
る緊張を認める点はゴムペルツに似ていながら、その全体性に
あって部分と全体との相即性、部分間の依存性の認められる点
はそれ以上に出ると見られるシラーに近いと言うことが出来ま
しょう。しかもシラーの推理の過程はプラグマティズムの立場
に基づくのに対してヴァイダウエルのは大体感情が推理の過程
に溶け込んでいるという色彩をもつと思われます。
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　氏の推理論は、クリューゲル一派の所謂ライプツィヒ学派の
全体性心理学の立場に立って説かれているのです。それでその
推理は思考心理学的に扱われているのですが、又同時に論理学
的にも扱われているとされるのです。即ち一般に心理的思考作
用の形式の特質はそれが意味をもつ作用である限り心理的思考
内容の形式の特質によって以外には与えられないのですから1

1

、
従って推理思考の作用はその内容に関しますが、この内容的な
ものについて更に論理的なものが考えられます。即ち論理的な
もの（思考されたもの）というのは純粋な抽象的なものですが
自己に対して独立なものではありませんから、思考心理学の対
象のわけです。で、氏にあっては思考心理学は科学論理学なの
です。そしてこの思考心理学である科学論理学の上に、規範を
論じる論理学が樹てられることになるのです1

2

。こうして見て来
ますと、全体性心理学の立場をとって思考心理学に属するもの
として扱われる氏の推理論は、又同時に科学論理学に於ける推
理論と通じて来るわけです。
　ヴァイダウエルはアリストテレース及び後アリストテレース
の論理学の推理に於ける推理の原理が十分でないのを是正して
見透しということをこれに補って来ます。氏に依れば、アリス
トテレース的推理の二前提だけではそれから結論の導き出され
ることに対して見透しによる基礎づけを与えることが出来ませ
ん。それには二前提の外になお一つの思考されたものが属しま
す。即ちアリストテレースに於てはっきりされていない所の見
透しの認識が必要です1

3

。更に昔からの推理の定義にあっては孰

1　Weidauer, F.: Zur Syllogistik, S. 632f.
2　同上、S. 642ff.
3　同上、【Zur Syllogistik】S. 630ff.
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れも推理思考の全体性を認めてはいるがただ漠然とそう認めて
いたに止まり、推理思考にとって本質必然的に、単なる思考さ
れたもの以外のもの、又純粋に現象的なもの以上のもの（推理
思考の条件としての素質的心的なもの）の属すること、更に推
理思考は社会的及び発生的に条件づけられていることがはっき
り認められていないのです。そしてこういう欠陥を救うものは
全体性心理学だとされます。そこで氏のクリューゲルの立場に
立って説かれる是正された推理はこうです。推理思考の純粋に
論理的なもの（思考されたもの）が推理思考の核心ですが、推
理思考（全体として）は本質必然的にそれに属するものとして
なお認識しようとの意志と緊張の感情と及び——目的の達せら
れた際の——解決、弛緩の感情、「出来た」という或は済んだ
という或は最後の整頓という感情を含みます。そこで次に推理
思考全体がどういう全体であるかを見ますのに、クリューゲル
の示す次の一般的な全体性徴表が氏に於て推理思考を規定しま
す。即ち各種の体験全体の一般的徴表と考えられるものは相対
的な囲まれです。各体験全体はそれぞれ一つにまとまり・かこ
みをつけられています。即ち他のものに対して多少ともはっき
りと区切られています。又複合性の徴表が認められます。体験
と体験とを比較した時そこに極めて種々の仕方及び度合の分肢
性が認められます。そして同時に一つの体験全体の分肢は凡て
多少ともこの全体の中に植えつけられています。所で心的なも
のゝ分肢は決して相互に独立して体験全体性なしに現れる様な
「部分」から成る寄せ集めを意味しません。一つの体験にあっ
て質的に区別されるものは決して並列しているものではありま
せん。更に又継時的全体というものが同時的全体と同様にある
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ものなのです。そこで推理思考の全体性を示しますと、１）推
理思考は相対的な囲まれをもちます。それ自身にまとまり、か
こみをつけられています。この推理思考のまとまりは前提——
精密に言えば推理根拠をなす思考されたもの——の間の関聯と
推理根拠から結論が正しく導き出されて来ることとによって、
即ち意味の連続によって示されます。２）推理思考には複合性
の徴表が属します。即ち推理思考の思考内容は前提、一定の見
透し及び結論から成っており、この外に更に推理思考の中には
その本質必然的な分肢として意志と感情とがあります。ついで
推理思考は強く分肢されており、この分肢は推理根拠と推理帰
結との区別を以て認められます。そうして推理思考の内容の分
肢、前提、一定の見透し及び結論は相互に独立には現れること
が出来ません。従ってこれらのものを内容とする思考体験もそ
うです。尤も前提及び結論たる思考されたものは、それぞれ独
立に思考され、それぞれ相互に独立に現れることが出来はしま
すが（それに応じる思考体験も亦）、併しその場合にはそれら
は単に判断に過ぎず、もはや前提でも結論でもないのです。前
提と結論とは互いによりかゝり合っていて、結論がなければそ
れに応じる前提はなく、前提がなくてはそれに応じる結論がな
いのです。所でそれは思考的なものゝ中での分肢ですが、も一
つの分肢、思考的なもの、意志及び感情については思考的なも
のは核心として、意志は方向を規定するものとして感情は意志
に依存するものとして現れます。更に推理思考に於ける思考さ
れたものと個々の思考体験とは相対的な全体即ち総体全体であ
る所の推理思考に対する部分全体です。この総体全体がそれに
特有の性質即ち複合性質「推理思考」をもっているわけです。３）
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推理思考及びその部分複合の分肢はそれに応じる全体の中に植
えつけられています。どの分肢もそれ自身では存立せずそれに
応じる全体なしには何ものもないのです。４）推理思考は一つ
の継時的全体です。推理根拠としての思考されたものを含む体
験に時間的に従って結論を含む体験が起るからです1

1

。
　この様な推理思考の全体性に於て氏によって特に認められる
一定の見透し——前提から結論へ導くに当って必要なもの——
という推理思考の一つの思考内容に基づいて真理の確信という
ことによって結論に於ける新しいものが得られます。即ち氏に
依れば、推理の結論は二前提とはちがった全く新しいものとさ
れます。それは例えばＣは一つのＢである（小前提）、Ｂはａ
である（大前提）、Ｃはａである（結論）という形にあって普
通に結論は大前提の中に含まれていると言われるのですが、こ
れは推理の条件としては単に二前提を真だととるだけのことを
認めているのであって、結論を得るには前提の真理について確
信されなければならないことを忘れているのです。もし命題「Ｂ
はａである」をただ真ととるだけなら、命題「Ｃ（Ｂ x）はａ
である」を予想しこれを真だととるに及ばず、従って大前提「Ｂ
はａである」は命題「Ｃはａである」を予想する必要がありま
せん。そこで結論「Ｃはａである」は二つの前提とはちがった
全く新しい命題であることがわかります1

2

。即ち氏にあって結論
が新しい命題として考えられるということは、大前提を単に真
として認めている限りまだそこに小前提乃至小概念との関聯が
ついていず、従って小概念を含む結論の命題は含まれいないか
らであり、大前提を小前提と関聯させて前提の真理について更
1　Weidauer, F.: Zur Syllogistik、S. 472ff.1なお又 S. 632 参照。
2　同上、S. 455f.
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に確信を得る所に結論命題は基づきこゝに新しいものが得られ
るのです。そしてこの確信は一定の見透しに基づくわけです。
　以上の様にして推理過程の全体性が見られる時、その過程の
分肢が全体の過程の中に植えつけられそして分肢相互に独立で
あり得ず、前提命題や結論命題はそれぞれ孤立的に判断として
でなく結論に対する限り前提に応じる限りある推理特有のもの
としてはじめて認められるのだということは、如何に推理に
於ける概念や前提が全過程によって規定されるかを示すわけで
す。そして推理思考の意志や緊張の感情を独立たり得ないその
分肢として本質必然的に含むということは、如何に全体性に
あって意志更に感情を必須なものとするかを示します。そして
推理に際して氏のいう一定の見透しは、推理の過程を特に単な
る判断の烏合的並列から救うものです。そしてこの一定の見透
しに基づいてそのいう確信によって結論の新しいものが得られ
るとすることも肯かれます。
　ただ全体過程に規定される分肢の相互の依存関係が、確信に
よって得られる結論の新しいものについてもう少し具体的に説
かれてよいと思われます1

1

。即ち単に確信によって大前提と小前
提乃至小概念がまとまって大前提に含まれないものが得られる
というだけに止まらないで、そういう風にまとまりと同時に現
れる概念の機能的転換が説かれたならと思われます。なおこの
外、直観の媒介なしに推理が行われるべきであることを主張す
る点や1

2

、推理に於ける論理的なものを思考心理学の対象として

1　なお全体性心理学に対する一般的な批評については佐久間、E.：ゲシ
タルト心理学の立場1S.141ff.1又小野島、U.:1『最近心理学十二講』第七講
参照。
2　Weidauer, F.: Zur Syllogisitik, S. 456, S. 641 u. a.
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思考心理学は即ち科学的論理学であると見る点など、はっきり
しない点があると思われますが、兎に角大体に於てヴァイダウ
エルの推理の過程についての論は適切な推理の過程を期するも
のにとって極めて参考になる点の多いものと言うことが出来ま
しょう。
　推理の過程に於ける関聯の問題を尋ねてそこに推理過程の全
能性、推理部分のその全体に対する相即の関係、推理部分相互
の函数的機能的関係のあることを大体に於て見出して来、且つ
このことと関聯して推理の結論に前提に含まれない新しい知識
の得られることを見て来たのですが、今これらの参考となる所
説を傍らに置いて、結論に於ける新しいものゝ問題との関聯に
於て更に推理の過程の全体的機能的関聯の問題がどう適切に扱
われるかを見ましょう。

推理の過程における相属 
1

　推理は勿論媒概念を通して前提から結論へ導く演繹ですが、
この際こゝでさっきから一つの問題にしている結論に於ける新
しい知識云々ということについてヴェルトハイメルは肯定的な
答を与えており、その新しいものゝ得られるについて推理の部
分であるそれぞれの概念間の関係乃至小概念から大概念に至る
際の橋渡しがどうつけられているかを明らかにして、従って推
理の論理的過程の真の意味を適切に示します。但し氏はその際
この問題を扱うに当って思考心理学並びに論理学にとって重要

1　要素観から完全に清算された全体における各部分の含意的機能的関係
を示すために特に相属の語が採られます。なお佐久間、K.:1ゲシタルト心
理学の立場1S.331注参照。
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な事柄を見ているのです1
1

が、今その論理学的な方面についてそ
れを見ましょう。
　思考がどう働くか、思考が進められる際に何が起るか、この
過程に於て何が重要なことであるかの問題を三段論法の先決問
題要求の問題について扱い、真の意味に於て思考が進められる
にはどういう形式条件を推理形式が充たさなければならないか
をヴェルトハイメルは考えていきます。そしてその際次の様に
根本形式たる第一格を見ていきます。
　結論に新しいものゝ得られるための条件としては、三段論法
の前提の判断をもちながら結論の判断はまだもたずそれを後で
得るということが挙げられます。S、M、Pについて見ますと、
はじめには Sが Pであるかはわからないことが挙げられます。
今　S＝カーユス、M＝人間、P＝死ぬ、としますと兎に角凡
ての人間が死ぬこと又カーユスが人間であることはわかってい
ても、カーユスが果して死ぬかどうかははじめにはわからない
ことが挙げられます。S−ＭもＭ−Ｐも一つ一つそれだけでは S
−P の知識を与えることが出来ないことが条件です。又一つの
前提からの単純な推理によって S−P　が導き出されないこと、
更に又 S−P（カーエスが死ぬこと）に基づいて　S−M（カーユ

スが人間であること）もM−P（凡ての人間が死ぬこと）も知られ
てはならないことも条件です。そこでａなる性質をもつそれぞ
れの場合にあっては、bなる性質が「妥当」すべきであること
を言う大前提の「措定」には、カーユスの性質云々については
何も知っていなくてかまわず、カーユスを問題にしていないと
いう風にはじめから必ずしも S−P が確定されずに大前提が漠
1　氏の著者への返翰（1932 年 7 月 9 日附スウィスからドイツへの）及
び1Wertheimer, M.:1Kolloquium über Problem der Logik,1演習参照。
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然と一般的にもたれる様になっていなければならないわけです
が、あらゆる個々の場合の確定の基礎なしに一体どうして一般
的の認識が出来るかが問題になります。
　そこで、これについて先ず小前提について、結論に新しいも
のが得られるための要求が充たされるかが見られます。所でこ
の要求のためには SａMは Sａ Pを含むべきでありません。
従って SもＭも Pなる性質を既に共に含んでいてはならない
のです。更に言えば Sに於て任意の徴表が定められ小前提に
於て任意の徴表が立てられながら、ただ大前提の賓辞に現れる
徴表だけは含まれていてならないとなります。即ち一定の徴表
をもつものとして考えられて来る Sはｍ 1によって規定され、
そしてこの様に又この様にのみ規定されている Sm1に更に徴
表ｍ 2がつけ加わって小前提の内容的な意味をなしますが、
この時ｍ 1もｍ 2も Pの徴表ｍ 3を含んではならないのです。
　次に問題の大前提について考えられます。大前提の言うこと
はｍ 2をもつ個々の凡てのものは又ｍ 3をもつ、ですが、こ
の時個々の凡てのものという時、既に Sも入っているではな
いかというさっきからの問題にぶつかります。実際包摂論理的
見解では Sは問題の概念に属し、そこには当該の凡てのもの
未知未説の部分も必ず含まれるとされます。従って意味深い意
味での「新しい」認識に進むことは出来ない相談となります。
こういう純粋にただ妥当の関係という点にのみ向けられた論理
学にとっては、どの徴表の妥当も一様に見なされるべきなので
すから、それは当然のことと言えましょう。併し実際に進歩す
る認識にとってはこういった見解は一寸ずれているのです。こ
の見解に対して他の論理的発生的な見解が考えられます。この
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見解を考えると問題の条件の充たされることになります。即
ちこの場合には、対象としての Sは必ずｍ 2を含んでいると
して扱われる時、この取り扱いに当ってそれが Sm1として持
たれ認められ定立されているのだという必然性はありません。
Sm1ａ Pという判断が大前提の根柢に横たわっているものだ
という必然性はありません。そして新しくいや思いもかけず、
ｍ 3について考えられていた個々のものゝ一群の一分肢とし
てSm1が現れて来る点に過程に於ける本来の進歩が存します。
　そこで 1）ｍ 2で特徴づけられた個々のものにあってそれら
に又ｍ 3もつけられること、2）ｍ 2で特徴づけられた群の一
分肢として Sm1が示されること、の二つが立てられ、この 1）
がｍ 1に迄もっていかれることのない、或は出来ない場合に
起ること及び 2）にあってｍ 3が考察に上ることのない、或は
出来ないという条件の充たされた場合にはじめに望んだ通りの
純粋な場合が得られます。
　今こういう条件を充して結論に新しいものゝ得られる例とし
て氏の挙げるものを見ます。今カーユスが税を納めたかどうか
に関する場合とします。その際事柄は立てられた規則にでなし
に、確認されるということに関するとします。そして既に税を
納めたかどうかの登録は名前でなしにカードの番号によってさ
れているとします。この場合「1から 1000 迄の番号は税を納
めたとして登録ずみである」という確認は「43 番に丁度カー
ユスが当っている」という確認と関係がありません。そして又
この確認は「登録が皆既に行われたか」ということとは関係が
ありません。即ちこれをも少し推理の形式によらせて見ますと
「カーユスが 43番だ」、「1から 1000 迄の番号のものはもう納
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税ずみだ」の二つの確認にあって第一の判断には納税ずみだと
いうことが、又第二の判断にはカーユスがこの中に入っている
ということが含まれないということになります。そこでこの場
合求められている要求が充たされ、その結果結論でカーユスは
もう納税ずみだという時に、あゝそうなのかということにな
ります。氏のも一つ別の例を見ます。瓦斯の発生と上昇との関
係に関して今一定数の瓦斯を験べて次の様な結果を得たとしま
す。

ｇ 1………ａ 1　ｂ 1　ｃ 1　ｄ 1
ｇ 2………ａ 1　ｂ 1　ｃ 1　ｄ 2
ｇ 3………ａ 2　ｂ 1　ｃ 1　ｄ 3
ｇ 4………ａ 2　ｂ 2　ｃ 2　ｄ 4

（ｇは瓦斯、ａｂｃｄ1はその徴表、この中ａは最初に発生する性

質、ｂは黄色をもつ性質、ｃは最後に上昇する性質です。）
所でａとｃとの関係についてａを験べている時にはｃを、ｃを
験べている時にはａを確認することが出来ません。図示すれば
　Ⅰ .1ａ 1　ｂ 1　−　−　　　　Ⅱ .1—　ｂ 1　ｃ 1　—
　　ａ 1　ｂ 1　−　−　　　　　—　ｂ 1　ｃ 1　—
　　ａ 2　ｂ 1　−　−　　　　　—　ｂ 1　ｃ 1　—
　　ａ 2　ｂ 2　−　−　　　　　—　ｂ 2　ｃ 2　—
こゝでⅠは小前提にⅡは大前提に当りますが、Ⅰでは Pに当
るｃが、Ⅱでは Sに当るａが現れないわけですから、こゝで
も問題の条件が充たされて実験の対象の瓦斯について、はじめ
に発生する瓦斯は一番終りに上昇するものだということが発見
されるのです1

1

。
1　以上1Wertheimer, M.: Über Schlussprozesse im produktiven Den-
ken, Drei Abhandlungen zur Gestalttheorie(1925) S. 164−173.
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　それで今この間の関係を氏に於て形式的に簡単に示すと
Sm111?11P
————
Sm11ist1Sm2
Sm211a11P
————
Sm11a1P1!

となりますが1
1

、今は氏はこういう三段論法の伝統的推理論風の
形式に満足していない様です1

2

。一方ドゥンケルは三段論法の場
合に見られる「応用公式」として「1f(a)1と1a=b1とから1f(b)1が
導かれる」という形を示しています1

3

。f(a)1は大前提に1a=b1は
小前提にそして1 f(b)1は結論に当って来るわけでしょう。この
形式は機能を表すことが出来る限り、伝統的の三段論法の形式
よりも適切だと思われます。形式の問題は今はこの程度にしま
しょう。要するに結論の Sは大前提の S(M)1以外のものが来る
わけでして、これによって一つの概念が推理の過程に於て多く
されるのみならず、変えられ改められ深められるわけです1

4

。
　なおこの Sについて新しいものゝ得られると言うことにつ
いて心理学的にではありますが、ドゥンケルの気付いた点が一
応顧慮されてよいでしょう。それは即ち SからMへの転換に
よって（上述で言えば Sm1 から Sm2 への）新しいものが得
られるとされているけれども、これは実は Sにない新しいも
のが現れて来たのではないのであるまいか、新しいということ
は SとＭとが全然別個のものである時に言えることなのでは
なかろうか、今の場合で言えばMが Sの中に潜在的にすら含

1　同上、S.1174.
2　Wertheimer, M.: Kolloquiu über Problem der Logik,1演習参照。
3　Duncker, K.: Zur Psychologie des produktiven Denkens(1935) S. 70 参照。
4　Wertheimer, M.: Über Schlussprozesse im produktiven Denken S. 175.
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まれていない時に言えるのではなかろうかと言うのです。もし
そうだとすると、そこで Sに属しない様なMをとって来なけ
れば新しいということが言えないわけになりましょう。それで
氏によって特にこの条件にかなう様なMをもつものが例示さ
れます。例えば弾力性金属球を他のかたい金属面にはずました
時に前者がひらたくなるその大きさを計れという問題に際し
て、例えばそのかたい金属面の上に跡を印しやすい物質で出来
たうすい敷きものを置くという解決が得られた場合です。そし
てこの場合 Sは金属球でありMはそれがかたい金属面に残し
た跡であるので、Ｍは Sの外にあると言うことが出来るから
こういう場合には新しいものが得られると言ってよいわけだと
されています。こうならばよいわけですが、所で氏自身も言う
様に SとMとが互いに属しない関係にあるとしても、その時
もしMと Pとが互いに属している関係にある限りは別に、新
しいものが現れていないわけになりましょう。併し上述の場合
新しいものゝ現れることは氏の真に意味する所に基づけば、新
しいものはＳとＭとが及びＭとＰとが全然互いに属し合わない
ことに基づくのではありません。いやむしろそれらが互いに孤
立し合っていてはならないのでして、互いに相属的であること
が必要なのです1

1

。それでＳとＭとが又はＭとＰとがそれぞれ固
定的に同一のものであっては勿論新しいものは得られないので
すが、たとえ SとＭとが又はＭとＰとが互いに属していても
その一つのものから他のものへの転換が機能的転換として概念
間の力系的な相属による限りはその機能性の所に新しいものが
見られることになるのです。従ってこの意味に於て SとＭと
1　Duncker, K.: A qualitative Study of productive Thinking, The pedagogical 
Semimary and Journal of genetic Psychology V. XXXIII, (1926) S. 649ff.1参照。
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が又はＭと Pとが互いに属しているからとて新しいものが否
認されることはないわけです。上述のことは勿論思考心理学の
領域においてのことですが、相属の問題について原理上は論理
学的領域にあっても同様と思われます。その限り一応顧慮され
る価値があると思われます。
　所でこゝに重要な問題が起ります。即ち今、上に述べられた
ことは果して論理学的と言えるであろうか、むしろ思考心理学
的に扱う限りにのみ上述の様に結論に新しいものが得られるこ
とになるのではないか。厳密に論理学的に見たらば、やはり大
前提の中に結論に言われるものは既に含まれているのではない
かという疑問です。ヴェルトハイメルにあっては、さきに指示
した様に心理学的並びに論理学的に推理の過程が取り扱われる
のですから、勿論思考心理学に属する点はあります。併し思考
心理学的にのみ止まってはいないのです。包摂論理学的には大
前提に Sの含まれないことが認められないことは氏も認めま
す。【言い換えると、「大前提が結論を含むこと」を氏も認める。】それ
で氏は他に論理的発生的に考えるのです。この論理的発生的見
解に於て概念（SなりＭなり Pなりの）の形成の心理的過程を
見る時、包摂的には本来その概念に属すべき徴表のあるもの
がその時の状態によって考察に入って来ないことが認められま
す。そこで例えばさきの例の場合の様に 1から 1000 迄の番号
のものは皆既に納税ずみだという時、43 番のカーユスはどう
かですが、前提の判断を客観的に立てられた納税記録として見
れば、カーユスは勿論その中に入っているわけです。併しその
判断を記録の主観的な確認として見る限り、1から 1000 番迄
のものという概念の一つの部分としてカーユスがいわば気付か
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れないでいます。この概念の徴表としてカーユスが入っている
と見られないでいます1

1

。
　所がこれでは形成された概念は決して形式的に厳密な意味を
もたず、形成する主観によることになり、心理学に属するもの
で論理的客観的概念に関することではないのではないかと反問
され得て、さきの疑問はまだ解け切らないでしょう。
　成程こう見てもなお思考心理学に通じる点がありましょう
が、実は氏の論理学が普通の論理学と少しちがうので、心理学
的であるかの様に思われがちなのです。するとどういう意味で
上述の結論の新しいものが「論理的に見られた」新しいものな
のかを明らかにしましょう。
　そこで他にこゝでいう「論理的」に近い意味を示すと思われ
る説を求めると、推理に於て思考と存在とを区別して思考に於
ける限りは結論に新しいものの得られることを認めるシテリン
グがあります。氏によればジェ＝エス＝ミル【J. S. Mill】等包摂
推理的の先決問題要求1

2

を主張するものは、思考と存在とを混合
させているのです。勿論「凡ての人間は死ぬ」という時に示さ
れる全体の状態の中には、この今生きている人間の死ぬという
個々の事実が含まれていますが、併しながら自己の思考に於て
は、この今生きている人間の死ぬということを予想しないで、
「凡ての人間は死ぬ」と言えるのです。即ち一定の範囲の人間
が常に死んでいるという事実と、因果律のその出来事に妥当す
るということとに基づいて、この大前提を主張するに至るので
すが、併しその際結論の命題を用いることはありません。それ
ですから包摂推理には先決問題要求は存しません。即ち氏に
1　Wertheimer, M.: Über Schlussprozesse im produktiven Denken S. 170f. 参照。
2　【その三段論法は大前提が結論を含んでおり、論点先取だ！とMill。】



94

論理学の諸問題第一部

よって推理が存在と区別された思考の側から扱われます。いわ
ば意義論理学的に見られるわけでしょう。又氏にあっては推理
が包摂論理的にのみ見られることは不十分とされて、関係を主
とした見方で見られるのですから、いわば関係論理的に見られ
るわけでしょう1

1

。
　伝統的包摂論理学の推理論に対する上述の関係論に伴う意義
論的な推理の扱い方にヴェルトハイメルの意味する「論理的」
は一味通じるものがあると思われます。即ち氏にあっては論理
学者に論ぜられている「意義」というものを考えて、それによっ
て上の様な概念形成の論理的なことを示そうというのです。即
ちそれは一つの概念を形成するに当って概念の対象の客観に普
遍的主観の態度が加えられて一つの「意義」が得られるとする
と、純粋な客観的事物の普遍的主観的態度に応じる側が問題と
なるわけで、従って或る一部の徴表がその概念の中に含まれて
いないことも当然考えられて来るからです。しかもその際こう
した概念の形成は「意義」が普遍的主観によって把えられてい
る限り、決して心理的作用ではないと言おうというのです1

2

。例
えば前に挙げた自然科学的例で見ても化学者が研究によって得
た瓦斯の化学についての一つの観念的形成態「最後に上昇する
黄色な瓦斯」の意義として「最初に発生する」という徴表の含
まれないことがあるでしょうし、又「最初に発生する黄色な瓦
斯」の概念をもつ時そこには「最後に上昇する」という性質は
考えられていないでよいでしょう1

3

。

1　Störring, G.: Logik S. 188 u. S. 190ff.
2　Wertheimer, M.: Über Schlussprozesse im produktiven Denken1§7 又特に註、
§81及び §13 又特に註参照。
3　なお意義については本書、概念の成立、意義の項及び第二部参照。
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　更に又氏のこの論理的な推理の場合にあっては、その過程に
於て時間的間隔が前提、結論間に失われて了っていることは、
その演習においても言われたことです1

1

。この点心理的でないこ
とが示されます1

2

。
　こういう様に意義というものを考えて来る氏にあっては、結
論に前提に含まれない新しいものゝ得られるための条件として
の大前提に Sm1の含まれていないということが論理的に——
包摂論理的にでなく——言われて来るのです。尤もこの Sm1
が大前提M−Pの中に含まれていないで、結論に於てはじめて
Sm1が Pと関係づけられるということについては、氏はその
場合の推理の過程に於ける部分たる概念の間の関係が如何にそ
の全体の状態によって規定されながら機能的につけられていく
ものかという根本的なことを見ていっているのですが、それに
ついては順を追って述べられるので、今こゝではただ氏の見た
様に概念の徴表の関係を論理的発生的に考えてもそれは真に論
理学的に取り扱われたことと見られるということを解明するに
止めて置きます。それで氏の論理的見解はいわば静的な包摂的
論理学の欠陥を免れた真の意味で論理的ないわば動的な論理学
といわれるべきものであって、論理的に却って伝統的論理を発
展させたと見るべきものなのです。
　論理的な意味に於て結論に新しいものが得られるからと言っ
て、カントの綜合判断に於ける場合と同様のつけ加えられ方で
概念に新しい徴表が加えられるのではありません。それはカン
トの綜合判断では Pが Sに帰属させられることによって Sに

1　Wertheimer, M.: Kolloquium über Probleme der Logik,1演習参照。
2　以上の点についてはなお本書、緒論、ゲシタルト心理学と論理学の項
参照。
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新しい徴表のつけ加えられるその結びつき方が必然的であると
言われながら機械的加算的であるに過ぎないのに対し、ヴェル
トハイメルにあっては新しい徴表が概念について見出されるに
際してそれらの徴表間の関係が機能的相属をなすからです1

1

。な
おカントの綜合判断の問題に関聯してドゥンケルがやはり新し
いものゝ得られる綜合的な引き出しの過程を見ます。この場合
に於ても根拠から結論への移り行きが決してカントの意味での
単なる機械的必然性による結合によるのでなくして、内的必然
性をもってなされることが説かれます。尤もそれは心理学的に
見られ説かれているのですが、推論の全過程の部分としての根
拠と結論との相属については論理的推論の場合と原理的には変
る所がないわけです1

2

。
　なおこの論理的形成態の相属関係について以上の様に新し
いものゝ得られることは、大前提に Sm1の現れないことによ
るわけですが、これは Sm1 の Sm2 への転回によると言えま
す。即ち Sm1からはじまって Pへ至るみちすじに於て——三
段論法の論理的形式をはなれてその論理的内容の過程を見てい
くと、modus barbara1において必ずしも大前提が先きで小前提
が後に立って思考されるとは限りません。小前提が先きに立っ
て小概念の Sが推理過程の出発点になることがあります——
Sm1の Sm2への転回が行われることによって新しいものをも
つ結論に達するわけです1

3

。これは Sm1について考え廻らして
いって結論に達することだと見られます。それで結論に於ける
1　Wertheimer, M.: Kolloquium über Probleme der Logik、演習参照、なおこ
の点については本書、概念の成立や判断の機能参照。
2　Duncker, K.: Zur Psychologie des produktiven Denkens II. Teil, Kapitel1IV1及
び本書、判断の機能、統合判断の項参照。
3　Wertheimer, M.: Über Schlussprozesse im produktiven Denken1参照。
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新しいものは一つには考え廻らす点から見られることが出来ま
す1

1

。考え廻らしに当っては Sの一分肢 Sm1を中心にしてこれ
を全体的機能的関係に於て Pと関聯させるためにその橋渡し
のＭを Sに即して見出そうと努める結果、Sm1 なる一分肢と
並んで Pの方に向いている他の一分肢 Sm2が得られて来るの
です。この Sm1 の Sm2 への転回によって結論に新しいもの
が得られるわけです。この考え廻らしに際して推理過程に於け
る各項の間の移り行きが如何に全体的機能的にされるかについ
ては、更に次第に明らかにされていきます。なお注意されるべ
きは、推理に於て考え廻らすのは何もSm1を中心とすると限っ
たわけでは勿論なく、PからなりMからなりはじまってそれ
ぞれそのものを中心としてそれについて考え廻らす場合がある
わけです1

2

。
　この考え廻らすということは、例えば Sについてならば小前
提が個別判断の場合、言い換えれば Sが個別概念である時に
その事情が特にはっきり示されて来ます。それは Sが一般的
に措定されていないで、唯だ一つのものとして現れているので、
考え廻らされる中心として適切だからです。それでヴェルトハ
イメルの「能生的思考に於ける推理の過程について」において
挙げられた例にあって唯だ一つ上述の瓦斯の例を除く外は、凡
てその小前提が個別判断の形をとるものであることは、この考
え廻らしの説明にとって意味のあることなのです1

3

。
　この考え廻らしに関聯して中心転換ということが現れます。

1　同 :1Kolloquium über Probleme der Logik、演習参照。
2　Wertheimer, M.: Kolloquium über Probleme der Logik、演習参照。
3　これは氏の演習に於ける著者の質問に対して氏によって答えられたこ
とです。



98

論理学の諸問題第一部

これは例えば上掲の場合で言えば Sm1 が Sm2 に移っていく
に当って、同じ Sそのものについてその中心が第一の場合と
第二の場合とではちがって来ることを意味するのです。それで
中心転換にあっては、この場合、過程における S概念の内容
の内的結構に考慮が払われて、はじめには Sの徴表について
単にｍ 1が中心であったものが、その過程の前後の関係から
して他の徴表ｍ 2が中心に変って来るのです。この際 Sの内
容結構についての深い見透しをもってその結構を取り扱うこと
に根本はあるのです。それで、そこには偶然とは別な一定の法
則に従う形式的成素が働きます。この Sm1 から Sm2 への中
心転換には種々の場合が分けられます。例えば多くの場合は全
体の過程の結構に於て Sm2を前景にとり出して来る場合です
が、要素のあらゆる可能な結合の場合の中から、目的にあった
結合の仕方を Sm2として採用する場合もあり、或は或る部分
を中心としてそれによって他の部分を解させていく場合もあり
ます1

1

。所で Sm1 から Sm2 への転換は全体の結構に於けるそ
の一つの部分のかわり行きでありますが、結構全体についても
同様のかわり行きが見られることはドゥンケルの示す所によっ
て明らかです。例えば「凡てのMは Pである」と「凡ての S
はMである」とから「凡ての Sは Pである」が出て来るに当っ
て、この結論は諸概念の前提におけるのとは別なまとまり方に
よって成り立つと解するのです。前提にあってMと Pとのま
とまりと、SとMとのまとまりとは考えられているが、Sと P
とのまとまりは綜合的見透しによってはじめて結論に現れると
見るのです。即ちこれは同一根柢に基づく内的必然性をもって

1　Wertheimer, M.: Über Schlussprozesse im produktiven Denken§15,§16 参照
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なされる結構全体についてのその象面の転換であるわけです1
1

。
尤もこの関係はドゥンケルにあって心理学的に論ぜられている
のですから、そのまゝ論理的推理論に於ける中心転換と見るわ
けにいきませんが、その根本原理は論理学的に見ても同様なわ
けです1

2

。
　この様に例えば Sm1 から Sm2 への中心転換の行われるに
際し、その根本において原理的に働いている事柄は、ヴェルト
ハイメルの示す様に、推理過程の全体に亙っている課題である
Sと Pとの橋渡し即ち S？ Pに於て Sがどうして Pに至るか
を考慮に入れて、この課題に意味が合う様に他の概念とのかゝ
り合いに於て概念の意義を機能的にあらわしていくことなので
す。こゝに相属が行われます。この相属の場合には、ですから
氏によれば各々の徴表の互いの結びつきは即ちこの場合 Sm1
と Sm2との、従って更には SとＭとの、更に Pとの、即ち各々
の概念の間の結びつきは、又従って各々の判断の、或は両前提
の間の関聯は、一般的には決して任意につけられるのではなく、
又互いに分立して並びたてられるのでなく、又偶然に隣り合わ
さるのでもなく、Sは Pとどういう関係がつくかを見る目的の
下にそれらの結びつきは、推理全体の結構の内的関係からいっ
てどうしてもこうでなければならないという風に要求されて相
互につけられていくのです。例えばよく挙げるカーユスは人間
である、人間は死ぬ、それ故にカーユスは死ぬという例をとっ
てそのカーユスという一つの概念について考えて見ますに、
カーユスについて一応はどうにでもその性質を出して来ること
が出来ます。例えば綺麗に理髪しているという点を挙げて来る
1　Duncker, K.: Zur Psychologie des produktiven Denkens S. 62ff　参照。
2　本書、判断の機能、綜合判断の項及び第二部参照。
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ことも、ほくろのくっついているということを挙げて来ること
も出来ましょうが、それは今の場合カーユスと死ぬこととの間
の関聯が問題となっている限り無意味な挙げ方なのです。今課
せられたこの問題に関する限りでは、一定のきまった仕方でし
かカーユスの性質を挙げる途はないのです。このことはカーユ
スという Sについてばかりでなく、他の P、Ｍについても同様
なのです。更に大前提と小前提との場合にあっても同様です。
　この相属は又媒概念Ｍを中心にして氏によって明らかにされ
ます。つまり推理過程にあって Sから Pにいく仲介をする乃
至は結論 S−Pを立てる根拠であるMによって Sから Pへの推
論の全体の橋渡しが可能になるからです。Mに基づきMを媒
介としての推理過程に於ける橋渡しを氏は極く大きく対照的に
二様に分けます。即ち一つの場合は Sと PとがＭを仲介とし
て単に同時に存在する二つの関係によって結ばれる場合で、こ
の時にはこの二つの関係はただ単に何か知ら合う点があるとい
うに止まるのです。例えば、"aj"1をその名の中にもつものと死
ぬとの間の関係がただつけられるからといってこの1"aj"1を媒
介としてカーユス（Cajus）と死ぬとの関係を更につけて来て
結論を出す場合が考えられますがこういう工合の橋渡しは真に
意味のある所の相属ではなく、単に機械的な偶然な任意な行き
当りばったり式の盲目な概念間乃至前提間の並べ立てに過ぎな
いのです。これに対して第二の仕方のＭによる橋渡しは次の様
に含意的にされます。即ちＭを通しての橋は S？Ｐなる課題
から要求された、そしてその解決にとって意味のある橋です。
即ちＭを通して Sと Pとに向って、関係が、推理全体の過程、
全体の状態を考慮に入れその全体の中にそれにそぐう一定の位
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置をとる様にそれぞれつけられるわけです。こういう第二の仕
方での概念更に前提間の機能的な橋渡しに推理過程の真に適切
な意味深い相属が見られます1

1

。
　推理過程における上述の相属によって従来見逃がされた全推
理過程によって規定されるその概念、更に前提間の機能的な含
意的な関係づけが明らかにされ、推理の過程に於ける導き出し
の移り行きが適切に示されたと言うことが出来ます。

1　Wertheimer, M.: Über Schlussprozesse im produktiven Denken1§17-§221参
照。
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概念の成立

判断及び推理における概念
　概念について先ず考えられることは、従来概念の組み合わせ
によって判断、そして更に推理という風に下から上への構成が
普通に認められており、概念はその限り論理的構造の一つの要
素としてそれだけ独立に見られました。概念と判断との関係に
ついては概念を要素としてその結合によって判断が成立すると
の見解と並んで、逆に判断からしてその中の構成分子たる概念
が後に得られて来るのだとの見解があり、普通、心理的成立過
程の点から又認識論的妥当1

1

、言語的中心1
2

などの点からも主張さ
れますが、形式論理的にはやはり概念が要素として先ず予想さ
れているのが、従来一般の論理的概念についての見方です。所
で実際適切には論理的に見ても従来と逆になって来ます。何故
ならば、一般には概念そのものゝ性質はただそれだけ切りはな
されてでなしに、その場合その中にその概念の働く一つのまと
まった全体の状態によってその中の他の概念との相属に於ては
じめて適切に規定されるからです。従って概念は判断——もし
その判断が推理の中にある時は更に推理も——におけるその部
分としての位置、働きの関係をとって、はじめてその真の性質
が規定されるわけです。
　このことは数学的論理学者によっても既に見られている所で
す。ドゥビスラーフは概念の性質について他の経験論的見解や

1　Windelband, W. : Logik, Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten 
Jahrhunderts1(1907)1S.11881参照。
2　Prantl: Reformgedanken zur Logik1(1875)1参照。
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観念論的見解に対して形式的見解と称する自己の見解によって
論理計算による概念規定の仕方を説きます。それは一つの概念
を規定するに当ってはその概念を含む一つの命題機能を単位と
し、この命題に当てはまる値をその概念の意味として規定する
というのです。そしてこれはヴェルトハイメルの指摘する数学
的論理学者の所謂能含定義1 Implizite Definition1【暗黙の定義】に
おいて定義されるべき概念を規定する原理に従うものです1

1

。同
様にヴァイルは自然科学に於ける概念の構成の仕方のアリスト
テレース式の概念構成の仕方と異なることが認められて、前者
的には一つの概念の規定に当っては一定の公式乃至命題に於け
る一つの不定の項に一定範囲における値を挿入することによっ
て規定するのだとします。氏によれば、アリストテレースにあっ
ては、対象について抽象的要素の一致によって多くの対象が共
に同じ概念同じ類に入れられ、そしてその際記載植物学や動物
学に於けるようにはじめからただ現実に存在する対象のみが考
察されますが、これに対して数学的物理学的な函数的概念構成
にあっては抽象されるのでなくて、段階の連続の可能な要素が
不定に与えられるのですから、概念は現実のにでなくそう現れ
ることの可能な対象に関し、それで函数的概念に属する個々の
対象を生産しなければならないのでして、目前に示されたがそ
の概念に属するかを問うべきではないのです1

2

。この様にドゥビ
スラーフにあれヴァイルにあれ、示される数学的論理学的な函

1　Dubislav, W.: Die Definion S. 113ff．なお能含定義については1Nakamura, 
K.: Logik des „Wiener Kreises“ und Logik der Gestalttheorie S. 12f．本書、判
断の機能、関係判断の項及び第二部参照、能含定義の指摘については1
Wertheimer, M.:On Truth1参照。
2　Weyl, H.: Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft S. 106ff.1特に1
S.110f.
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数的概念構成としての概念の規定の仕方は、概念が命題の函数
的部分として規定される限り伝統的論理学に於ける下から上へ
の概念構成に比して適切な仕方と言えます。ただし氏等にあっ
て概念が一つのみの判断でなく、判断群の中にある推理の場合
にも適切に、一般的には概念がその直接属する判断によってだ
けでなしにその全判断群即ち推理を一つの単位として相属的に
規定されると説かれているかは疑問でしょう1

1

。
　そこで概念は判断を単位として規定されるばかりでなく、場
合によっては推理を単位として規定されます——更に場合に
よってはもっと大きな論理的体系を単位として——。そこでそ
の単位がどういう時には判断に止まり、どういう時には推理に
なるか——更にどういう時にはもっと大きな論理的体系になる
か——その区切りについてはやはりその際の状態から全体を見
透して最も適切だと判定される個所に区切りをつけるわけで、
その区切りの仕方は判断の真理の論の場合の大きな真偽と小さ
な真偽との問題についてその時の全体真理というものをどこま
でもっていくか、どこで区切りをつけるかを決定する際の決定
の仕方と原理的に同じことです1

2

。
　ヴェルトハイメルに基づいて言えば一般に概念はその先端に
主辞と賓辞とをもつ一つの類の中に立ち1

3

又そうした上で推理の
前提の中に立つと言えましょう。即ち概念はそれに属する種々
の可能な性質をもつのですが、その際の判断に又推理の場合に
は推理に於ける判断に応じて概念の結構が処置され、種々の性
質の中から中心となる性質が定められてその概念の意義が定ま

1　なお本書、推理の過程、二前提間の烏合的関係の項参照。
2　本書、判断の機能、判断の真理の項参照。
3　Wertheimer, M.:11Logik 講義参照。
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るわけだと言えましょう。それで正しい概念——それは単に
並列的な種々の徴表を寄せ集めて組み立てられ指定されている
のではないのです——の理想は内的結構により若干の中心をも
とゝして他の凡ての徴表が規定されて来ることだとされていま
す。所でこう言うと概念をつくるについて理性論的であると見
られるかも知れませんが、併し決してそうではなく、概念の結
構は経験に根ざししかも事実から要求される様な概念、その結
構、その中心を得るのが本質だとされています1

1

。

意 義
　上述のことと切りはなして考えることの出来ないものは意義
です。概念はつまり意義に外ならないとされてよいでしょう。
それは概念が一般的に適切にはそれ自身独立して他と切りはな
されて見られずに、他のものとの相属に於て見られるべきであ
るということから必然に来ることです。判断なり推理なりの全
体に於ける他の概念との相属によって前景に出て中心となる様
に規定された徴表が概念の意義となります。
　従って意義は固定的でなく動的機能的に規定されることにな
ります。この点に於て意義の人性論的な規定を主張するエフ＝
シー＝エス＝シラーと相通じるものがあると言えましょう。け
だしシラーにあっては、従来の論理学が真実の意義を取り逃し
てその代りに固定的な語義を取り入れているが故に、その真実
の意義を取るべきことが主張されるからです。氏によれば意義
は勿論一方に於て固定性を保たなければならないが、又それと
同様に可塑性をもつことが重要なのです。この可塑性があれば

1　Wertheimer, M.: Über Schlussprozesse S. 180ff.
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こそ新しい状態に適応して理解され又有效なものとなります。
我々は意義を伝えるに当って最も適当と思われる語を取り出し
て来ますが、その際伝えようと欲する人性論的な意義を伝える
のです。それで普通にいわれる固定的な語義としての意義は、
この可塑的な人世論的意義のための材料と見られることになり
ます。即ち語義の意義は潜在的で、人性的に現実化されること
になります。即ち語の位置する文脈とその語を使用する人の意
図とによるわけです。意義はこの様に伝えるに値いする部分が
選ばれての表現ですから、どの場合にも普遍的に劃一に保持さ
れるのではなく、その場合の状況に応じて特殊に取られるので
す。例えばスミスとかジオンスとか言われる場合には単に普遍
的に人間だとされることの外に、その時々の状態に応じてその
二個の人間の間の特殊的差異が重要な問題となって来ます——
しかも普遍的に人間だとされる場合にあってもそれはその場合
の状況の要求に応じて特殊的区別でなく普遍的同一が求められ
ているのにやはりよるのです——。
　こういう人性論的に規定される意義は心理的なもののみに止
まらず——客観的事物ではありませんが——思考されるものに
即した主観的でない一種特有のものであって、これが見逃され
ることは根本的欠陥として論理学の土台を切り崩すことにな
り、この意義を捨象した形式主義に止まる限り論理学は無意義
な遊戯に過ぎず論理学の死であるのです1

1

。
　如上のシラーの主張に於て意義の動的な規定について相通じ
る所のあるのを見たのですが、概念の意義が如何に適切に機能
的に規定されるかは、更に図形に於ける線の機能によって直観

1　Schiller, F. C. S.: Logic for Use, Chapter1IV1参照。
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的によく端的に示されます。即ち例えば次の図形に於ては十字
型の列と横のＨの字の列
とが交互に現れています
が、この両者の境界線は

独立に見れば一方十字型に面していると同時に他方横のＨ字に
面する二象面をもちます。併しこの図形に於て十字型が図がら、
横のＨ字をも出している平面が地づら1

1

——こう見えるのがこの
場合は普通のようです——として見える時の全体の一部として
の境界線は十字型の方に向う一象面だけをもつ線です。こゝに
境界線の機能が示されます。即ちこの境界線のこの図形に於け
る機能は十字型を囲む役をすることであるのです1

2

。又もしどう
かして上の図形に於て横のＨの字が図がら、十字型をも出して
いる平面が地づらと見られる時の境界線の機能は変ってＨを囲
むものとしてＨの方を向く象面のみの線となります。
　この線の機能と概念の意義とはその原理を等しくするもので
すが、更に類人猿の知能の問題に於て、例えば手のとゞかない
高い所にあるバナナを取るために樹の枝を折ってそれでバナナ
を叩き落す場合、枝の機能がステッキとしての機能に変ること1

3

や、又人間の思考の課題として例えば木の枠のついたボール紙
1　Rubin,  E . :  Visuell  wahrgenommene Figuren(1921),1 同1 :  Über 
Gestaltwahrnehmung, Symposia, Intern. Psych. Kongress(1926), Ehrenstein, W.: 
Einführung in die Ganzheitspsychologie(1934) IV., Köhler, W.: Gestaltprobleme 
und Anfänge einer Gestalttheorie(1922) [Sakuma, K. : Gesammelte Aufsätze zur 
Gestalttheorie (1927)1所収 S, 75ff.], Köhler, W. : Psychologische Probleme S. 117 
f. S. 125, S. 138f. [Gestalt Psychology——佐久間,1K..1訳：ゲシタルト心理学 ], 
Koffka, K. : Psychologie S. 556f., 同 : Principles of Gestalt Psychology, Chapfer V., 
Metzger, W. : Experimenteller Kursus der Gestaltpsychologie1講義等参照。
2　Wertheimer, M.: Kolloquium über Probleme der Logik,1演習参照。
3　Köhler, W.: Intelligenzprüfungen an Anthropoiden1参照、又1Koffka, K.: Die 
Grundlagen der psychischen  Entwicklung(1925)1IV.1Kap.161以下の紹介解説参
照。
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をドアの板枠の間に支えるために瓶のコルク栓を於いてそれを
挟みつける物にしてボール紙をとめる場合、コルク栓のもつ瓶
の栓という機能が挟みつける物という機能に変ること1

1

において
見られる所の全体の状態の結構によって規定される同一物の機
能の変改の事実は、概念の意義の動的規定に原理的に共通なも
のをもちます。概念の意義もそれを含む当該論理的形成態に
よって相属的に規定される機能であるからです。但し上に挙げ
られた諸例の心理的機能と、こゝで問題としている概念の意義
の論理的機能との区別は、明らかにされる必要があります。又
心理的概念の場合には意義は心理的機能を示しますから、なお
さら混同がさけられる必要があります1

2

。数学的論理学における
函数の機能は現に心理的ではありません。この点に注意された
上で、上の諸例をして、求める意義の機能を明らかにする手引
きとさせようというのです。
　それでこの意義の一つの場合は、既述の推理の過程に於ける
S概念の転回にその例を見ることが出来ます。即ち S概念の小
前提に於ける意義 Sm1は進んで P概念との相属に於ては中心
転換が行われて Sm2を意義とするに至ります。こゝに一概念
の意義がどこにあっても固定的に同一を保つものではなく、そ
の場合の全論理的過程に於けるそれぞれの状態に応じて他の概
念の意義との相属的関係に於て、内的必然性をもって機能的に
規定される所の転換性をもつことが示されています1

3

。

1　Duncker, K.: Zur Psychologie des produktiven Denkens S.1107 参照。
2　両者の区別については本書、推理の過程、結論に於ける新しいものゝ
項及び緒論、ゲシタル卜心理学と論理学の項参照。
3　なお意義については本書、：判断の機能、綜合判断の項及び第二部参照。
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抽 象
　既述の様に概念は一般的に適切にはそれ自身独立して切りは
なされてその性質が規定されるべきでなく、その結構は他の概
念との相属的関係に於てさまづくられるのです。そこでかうい
う概念というものがどういう風にして成立するかを見ていきま
す。概念についてその内包と外延とが区別される時、その前者
即ち概念の内容は対象の徴表の全体と考えられますが、徴表と
はそれによって一つの対象が他の対象と区別されそしてそれ自
身に共通なものをもつ所のものだと言うことが出来ましょう1

1

。
こういう徴表によって概念が成立するわけですが、それならど
ういう風にしてかというと、従来考えられていた所によれば若
干の任意の徴表を除くことによって一般的なものが得られま
す。例えば一つの概念がその徴表としてｍ 1、ｍ 2、ｍ 3、ｍ
4をもつ時その中ｍ 3とｍ 4とを除くことによってｍ 1とm2
とをもつ概念になると、この概念は前よりも一般的になります。
又この逆に徴表の附け加えによって概念は特殊に限定されま
す。徴表の加減は任意です。要するに概念の一般化は抽象によ
り、限定はその反対によります。併しこういう従来の抽象の仕
方は、一般には適切でないのです。それなら適切な概念の形成
はどういう風にされるかというと、それはヴェルトハイメルに
よって示された様に次のようです。概念に於ける適切な抽象関
係を明らかにするために、先ず徴表間の関係から見ていきます。
今、徴表を a、b、cで示す時、∫ a ∫1

2

（それだけ切りはなされた a）
と∫a1abc1（ａ、b、ｃ全体に於ける部分としてのａ）との間の即事的
な内容関係はどうかというと、もしちがった全体における同じ
1　Wertheimer, M.: Logik1講義参照。
2　この記号は底本では縦棒の上下が少し曲がっているだけ、積分記号ではない。
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断片の再来に際して部分の内容が不変だと考えられるなら問題
にならない程やさしいのですが、二者の関係は役割りの、機能
の、力系的なものゝ、或は内容そのものゝ差異関係として極め
て具体的な形式問題を示すものなのです。それでもし∫ a ∫と
∫ b ∫とが全体の部分として即事的に関係づけられる場合には、
この二つは関係づけられる以前の様にそれぞれ別々に二つであ
るに止まらないで、必然にそれらの変化の問題が考えられて来
ます。即ち図式で示せば大体∫ a ∫ + ∫ b ∫→∫a1ab＋∫b1ab、即ち右項
の形に変って来ることが必然に考えられます。従って抽象につ
いても同じことが言われることがわかります。即ち図式的に示
されて〔∫a1ab＋∫b1ab〕ー∫b1abという抽象の場合に盲目的な場合の結
果は∫ a ∫であるに対し即事的な場合では∫a1a1です。ちがった全体
の場合例えば∫a1abcと∫a1amnとの関係の場合も問題は同じです1

1

。以
上の様ですから概念をつくるに当って一般に適切には徴表の加
減の場合にそれらの徴表が各自孤立して断片として処置される
のでなく、その徴表の全体が見られその中に位置するそれぞれ
の徴表が考えられて概念の一般化及び限定がされるべきなので
す。
　この概念の徴表についての適切な意味での抽象は、カント的
の分析判断の主概念についても従来の考え方に対して訂正を要
求して来ます。今例えばその主概念のもつ徴表を a、b、c、d
としますと、これらの徴表はそれぞれ切りはなされては a、b、
c、dですが、それがどんな状態に置かれても一定不変に∫ a ∫
は∫ a ∫、∫ b ∫は∫ b ∫とはなって来ません1

2

。で今主概念を Sとし

1　Wertheimer, M.: On Truth S. 141f.
2　Wertheimer, M.:Kolloquium über Probleme der Logik,1演習参照、なお本書、
判断の機能、綜合判断の項参照。
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ますと、S（a、b、c、d）は aであるという分析判断にあって
賓概念における aは主概念の徴表の一つである限り独立した
∫ a ∫でなくて∫a1abcdが意味されるべきでしょう。
　更に概念の内包と外延との相互関係も従来定められていたの
とはちがって来ます。従来は内包と外延とは相反する関係に置
かれているのですが、今よく考えて見ると必ずしもこうはなら
ないのです。所でやはり同様に従来の関係に反する関係を立て
るものとしては、既によく引用される所のボルツァーノーの
論があります。即ち丸い球の様な余計な徴表が加わって概念の
内包が多くなっても外延は減じないという例や、青い植物汁液
から出来上り得る色の概念が青いという概念よりも内容の規定
が豊富になるにも拘わらず広い外延をもつ事、何故なら青い植
物汁液からは青以外の色も出来て来るからという例と並んで、
「ヨーロッパ語の凡てを理解する人」という概念に「生きた」
という附加をして「生きたヨーロッパ語の凡てを理解する人」
という新しい概念を得る時、後者は内包外延共に前者より大き
いという例によって、概念の内包と外延との従来認められた相
反する関係の誤っていることが示され、その誤りは概念（表象）
と対象とを同一にして扱うことから来ると論じられるのです1

1

。
又この最後のよく引かれる例を引き合いに出すドゥビスラーフ
によっても論理計算学的にこの問題を扱うホンスブロッホ1

2

の所
論が挙げられ、従来の考えに対する反証が企てられます。それ
によればホンスブロッホによって数えられる五つの重要な内包
の変化の場合は、

1　Bolzano, B.: Wissenschaftslehre I. Neudruck(1929) S. 569f.
2　Fr. Hoensbroch, Über Bezishungen zwischen Umfang und Inhalt von 
Begriffen, Erkenninis I. (1930/31) （ドゥビスラーフより引用）。
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1. 論理計算的に表して fx
︿

から fx
︿

�gx
︿

へ或は fx
︿

から fx
︿

1v1gx
︿

へと概念内包の増加の場合、換言すれば概念の接合的又は選言
的な附加の場合

2.1〜 fx
︿

から〜{fx
︿

�gx
︿

}へ又は〜 fx
︿

から〜{fx
︿

1v1gx
︿

^}1への場合、
即ち概念の接合的又は選言的な挿入の場合

3.1fx
︿

から〜 fx
︿

への場合、即ち否定の加えられた場合
4.1x

︿

Ry
︿

1から x
︿

Ra1への場合、換言すれば概念の不定項に一定
項の代入された場合

5.1fx
︿

から {fa1v1gy
︿

}1への場合、即ち概念不定項の交換の場合
以上の孰れも概念の内包の増す場合の中で第一の場合を措き他
の四つの場合にあっては、孰れもそれに応じてその外延の狭ま
ることが起りません。即ち概念の内包外延関係は相反的である
とは言えないことが示されます。そしてこの従来の内包外延関
係の誤りの原因がやはりボルツァーノーの場合と同様に対象に
属するものをその概念の内容だとして了った所にあるとされま
す1

1

。
　概念の内包と外延との関係が相反的になると定められるので
ないことのより所として概念のもつ性質と対象の性質とを混同
しないことが正当であるという結論は今兎に角として、内包外
延の関係を従来の様に相反的とすることは出来ないことは確か
です。そして又この事実が先きに見られた一般的に適切な概念
の抽象の仕方と関聯していることが認められましょう。何故な
らば今例えば一つの概念 Sのもつ徴表を a、bとする時これに
徴表 cを入れた関係を図示すると前者の内包は∫a1ab、∫b1ab、後者
のは∫a1abc、∫b1abc、∫c1abcとなりますがこの二つが互いに決してそう

1　Dubislav, W.: Die Derfinition S. 121f.
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簡単に直接にどちらが多いか比較出来ないと思われるからで
す。（こゝでもう一度ボルツァーノーのヨーロッパ語を理解す
る人の例を考えて来ると、明らかになりましょう。）

本 質
　以上の意味に於ける抽象の仕方で得られる概念は、従ってい
わゆる一般性がでなしに本質が問題とされるべきなのです1

1

。こ
の関係を理解するためにはレヴィーンのいう型を明らかにする
と好都合だと思われます。氏に依れば例えば黄金という型は、
この世界に現れる黄金の集りと同一ではありません。型と分肢
の集合とは同一視されません。経験的型と雖もこの歴史的地理
的世界に於けるその型を代表するものゝ総体と同一視されるべ
きでありません。しかもこの型はある現象の全体を代表するも
のなのです。で一つの型を学問的に記述する根柢としては、原
理的には一つの例で十分なわけであり、又同一の型のも一つの
代表者がやはり同一の性質をもつということは、無意味な言い
方だということになります。型は普通の意味に於ける類として
の一般性とちがった意味で一般的なわけだというのです1

2

。レ
ヴィーンの型は従って普通の意味とちがった一般化であるフッ
セァルのいう種には特に似ていることが認められます。フッ
セァルの種は一般的でありながら、伝統的論理学的抽象による
内容を全然はなれた所の一般化によるのではないからです1

3

。こ
れが更にバリブスの示す様な互いに同等だという比較をさえも

1　Wertheimer, M.: Logik1講義参照。
2　Lewin, K.: Gesetz und Experiment in der Psychologie(1927) S. 389 ff.
3　Husserl, E.: Logische Untersuchungen II. 1. S. 106ff.
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許さない全然個的な種1
1

となると、フッセァルの種より更に形式
的一般性のないものになって来ますが、兎に角レヴィーンの示
す型はフッセァル的の非形式的一般性による概念的なものに共
通点をもつものだと見ることが出来ましょう。レヴィーン自身
この型の概念がフッセァル的の現象学的論理学の意味に於ける
「本質」と似ていることを認め、型が「在るもの」によってで
なく「在りよう」によって特質づけられるので、経験的科学に
於て個々の例から型に上ることは、在るものを括孤に入れる意
味で現象学的判断中止と同じ風なことだと言います。併しなが
らこゝで注意しなければならないことは、レヴィーンのこの型
は氏も言う様に心理学的に考えられているものであって、論理
学的概念的なものとその点においては比較することの出来ない
ものです1

2

。所でこの原理的意味においては心理的な型も論理的
な型と軌を同じくすると見られると思います。そこで論理的概
念にあっては伝統的論理学の意味に於ける数え立ての一般性で
ない本質が取り扱われるべきで、そこにはエイドス1ei\doV1が問
題とされるのでしょう1

3

。所でこの本質がどういうものかについ
ての詳論は、むしろ形而上学の問題となるので著者はこれに触
れません。ただレヴィーンの型がその原理的意味に於て論理的
概念の本質と通じることを指示するに止めて置きます。
　概念の本質がこの様に考えられる時、その形式も亦従来の意
味の一般性をもった、即ちどれにも無差別に一様にあてはまる
形式ではなくなります。このことは、なお一つには、概念が近

1　Lipps, H.: Untersuchungen zur Phänomenologie der Erkenntnis I. Teil S. 9f.
2　Lewin, K.: Gesetz und Experiment in der Psychologie S. 389.
3　Wertheimer, M.: Logik1講義参照。
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くしばしば論理学者や数学者によって指摘される様に1
1

、直観的
現実的であるべきことにも関係をもつことだと言えましょう。
そこで概念の本質に適応する形式はどういうものかというと、
それはヴェルトハイメルによって示された自然民族に於ける数
概念について言われる事柄と原理の点に於て相通じるものをも
つと言えましょう。即ち氏にあっては自然民族に於ける数概念
の抽象的形式は抽象されて一般性をもつとはいえ、普通にヨー
ロッパ人の数概念の一般性の様にどの個々のものにも無差別に
当てはまるのではなくて、その適用は特定の範囲におのずから
定まるのです。数概念はその実質的適用領域が内容的に或は機
能的に規定されていて、その適用にとってはその材料、系列、
計算の意味が相関的に関係をもって来る所の内容に富んだ機能
的に規定される性質のものです。そしてこのことは範疇的概念
についても同様に言えることなのだとされます1

2

。自然民族に於
ける数概念のこういう特定的一般性をもつ形式に通じるもの
が、数学的論理学に於て論理的部分の「内容空虚」から区別さ
れる「無意味」という考えに見出されます。即ちそこでは値の
不定なものに一定の値が挿入されるに当っては、任意のものが
入れられてよいのではなく、その不定なものゝ坐す或全体範囲

1　例えばフッセァルは論理的形式は伝統的論理学に於ける様に決して空
虚な抽象的形式であってはならず、内容的具体的なもので数形式の様であ
るべきだと書いていますが、外に現にエヌ＝ハルトマンは伝統的論理学
に於ける抽象的論理概念はなお直観的に手を入れられなければならない
と、又デーンも数学は決して空虚な抽象的学問でなく常に現実と関係して
いなければならないと言う様です。（Husserl, E.: Formale und transzendentale 
Logik; Hartmann, N.: Logik、フリートリヒ・ヴィルヘルムス大学（ベルリー
ン）1931−32 年冬学期講義、及び1Dehn, M.: Höhere Analysis I．ヨハン・ヴォ
ルフガング・ゲーテ大学、1932 年夏学期講義参照）
2　Wertheimer, M.:Über das Denken der Naturvölker, Z. Psychol.1601 ,(1912)1
S.340,1S.1369f1u.1a.1参照。
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に適し、その全体の意味と没交渉でない限りの値が挿入される
のです。この範囲外のものは、この場合の全体形式にとって「無
意味」なのです。これに反して入れられる値がこの場合の全体
形式の範囲内にあり得るなら、その値の内容は何であろうとか
まわないのです、即ち「内容空虚」でよいのです1

1

。所で数学的
論理学に於ける不定な項のこういう規定の仕方は、概念形式の
相属的性質を示す点に於て重要ですが、その扱う形式には適切
な論理的概念としては直観性が欠けていることが既に指摘され
ていると思われます1

2

。この点は先の近時論理学者、数学者が概
念形式の内容的であるべきを説くのを参考にすべきでしょう。
それで以上に基づけば論理的概念の形式乃至一般性は、一方に
於て直観的現実的であると同時にその形式を適用し得る領域が
その概念の坐すその際の全体形式状態により、そこの相属に於
て機能的に限定を受けるわけです。つまり論理的概念も亦ヴェ
ルトハイメルの意味での内容豊富でかつ機能的に規定されるも
のなのです1

3

。

1　Carnap, R.: Abdriss der Logistik S. 4, S. 8f.1なお1Nakamura, K. :Logik des 
"Wiener Kreises" und Logik der Gestalttheorie S. 16f1参照。
2　Wertheimer, M.: Logik,1講義参照。
3　Wertheimer, M.: Über das Denken der Naturvölker S. 369f. u. a.1参照。
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関 係 判 断
　概念の場合と同様に、一般には判断もそれの坐す全体形成
態——この場合には推理——によって、そこにおける他の判断
との相属に於て機能的に規定されるわけです。
　次に逆に判断の部分については、従来概念が結びついて判断
を構成するという風に説かれますが、併し一般には先きに見た
様に概念をそれの坐す全体たる判断が相属的に規定するもので
す1

1

。そこで今この点を見ていきますと、判断が概念から成るこ
とについて、それがヴントの言う様に全体表象の主賓への分析
と見るか1

2

、ジクヴァルトの様に主賓の綜合と見るか1
3

、乃至はイ
エルーザレムの様に分析でかつ綜合の過程をとるものと見る
か1

4

、どれにしてもその要素として概念を扱うに当っては、構成
的な考えによってなされていると思われます。即ち主賓の二概
念をそれぞれ断片と考えて、その総和を判断としていると言え
ませう。勿論主賓の二つを第三者たる繋辞によって結合し、そ
こに妥当性の意識が伴うのだと言えましょうが、この第三者が
やはり断片として、他の二つの断片に単につけ加わるに過ぎな
いと言えましょう。又全体の分析による場合は、一見上の様に
構成的でないと見えるかも知れませんが、併し主賓の二肢に分
析された時その主賓の二つはどうして綜合されることが出来ま
1　Wertheimer, M.: Über Schlussprozesse im produktiven Denken1参照。
2　Wundt, W.: Logik I. 4. Aufl. (1919)1S.1147ff.
3　Sigwart, Ch. : Logik I. 4. Aufl. (1921)1S.129.
4　Jerusalem, W.: Die Urtheilsfunction(1895)1S.1821 及 び 同1:1Der kritische 
Idealismus und die reine Logik(1905) S.1149.



118

論理学の諸問題第一部

しょうか、又分析される前の全体の本質の中にそれを綜合する
力があるとしても、その時主賓は互いにどういう関係に立って
いるのでしょうか。果してその間の相互の機能的関係が鮮かに
されているでしょうか。それで今他のこれらの欠点、即ち綜合
だけでははじめから主賓の二つに分れている根拠がわからない
し、分析だけでは分析され放しでは主賓の関係がつかないとい
う難点を除いて二者の調和1

1

を考えても、なおこゝに重要な欠点
が見出されるわけです。
　判断にあっては、加算的に主辞及び賓辞又繋辞の要素からの
構成を考えるのでなしに、判断全体に亙るそれらの間の関係が
主賓等の要素よりも重要になって来ます。この意味において伝
統的論理学にあって、関係判断といわれるものゝ意義が、これ
迄よりももっと重要視しされるべきことになります。何故なら
この判断にあっては、その中に於ける少くとも二つの項の間の
関係そのものが判断の主要なものとなって、各々の項はその関
係を考える限りに於てのみ意味をもつと見られるからです。こ
の点に於て関係判断を判断一般の本来の形式と見るシテリング
の見解は、主賓二肢についての包摂、属性、又単なる綜合及び
分析などに判断の本来の形式を見ようとする伝統的論理学に対
して、確かに一歩進んだものと言うことが出来ましょう。即ち
氏は、AはＢと並んで立つ、AはＢに等しい、事象 Aは事象
Ｂと同時である、の様な判断からいって普通の論理的主賓の区
別をなくさなければならないとし、判断の成素はそれとは一
寸ちがう二つの思考の対象と、その間に定立された一つの関
係——論理的繋辞はこの関係をいうことになるのです——とだ
1　Jerusalem, W.: Der kritische Idealismus und die reine Logik1【"reime1Logik"
と誤記されて公開中】及び同：Die Urtheilsfunction1参照。
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と見て、関係を主とし1
1

ます。併しながらこの場合に於てもこの
関係は結局それぞれ個々の各項を先ず予想してそれを結びつけ
る第三者と見られる可能性がないでしょうか。
　所で更に数学的論理学に於ける判断には、判断の部分たる概
念を上から見て、判断を概念の予想の上に構成されるものと見
ないで、判断全体を支配している関係によってその関係の項で
ある判断の部分を規定する仕方が示されることは、その点判断
の機能を適切に示すものと言うことが出来ましょう1

2

。即ちそこ
にヴェルトハイメルによって指示される様に1

3

、数学的論理学者
のいう能含定義が見られます。これはシリックやドゥビスラー
フによって説かれる様に、一つの定義命題にあって定義される
べき概念とそれを定義すべき概念とが共に不定である時、この
二つの不定な概念が孰れも或る一つのその際の一定の公理の値
を満足させる条件を充して、その全体の公理の中にそれぞれ定
置されゝばそれによってその定義されるべき概念はその全体の
公理にかないつゝ、その中のいわば同僚1

4

としての定義する概念
との機能的関係に於て規定され、又後者は同様にして前者との
関係に於て規定されるとされるのです1

5

。
　それから又判断を函数計算に於て F（x）の様な函数の形で
示すことも——この場合 xは個々の不定なもの、Ｆ（）は不定
函数即ち賓辞「Ｆである」を示しＦ（x）は従って「ｘはＦで

1　Störring, G.: Logik S. 65f.
2　なおこの点については本書、推理の過程、二前提間の烏合的関係の項
参照。
3　Wertheimer, M.: On Truth S.1138.
4　Koffka, K.: Psychologie S.15721参照。
5　Schlick, M.: Allgemeine Erkenntnislehre S. 31., Dubislav, W.: Definition S.39ff. 
Nakamura, K. : Logik des "Wiener Kreises" und Logik der GestalttheorieS.1152f.1
なお本書、第二部参照。
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ある」を示すとされます1
1

——判断に於ける主賓間の関係を函数
的に見るものとして能含定義の判断と同様に判断に於てその概
念を機能的に関係を主として規定させるものと見ることが出来
ます。
　但し一般に数学的論理学の命題には、直観的な点綜合的な点
が欠けていると見られます。ドゥンケルはこの点について次の
様な見解を示します。氏によれば数学的論理学でいう例えば a
と bとの関係を表す命題は、bが aの中に構成的に共に含まれ
措定されるという形に、即ち分析的な引き出しに帰せられ、綜
合的見透しがありません。所で論理的性能から言ったら命題に
於けるそういう分析的な定立も又綜合的な見透しをもった導き
出しも同じですから、この仕方には別に反対すべき点もなく数
学者や論理学者はそういう仕方で差支えないのですが、ａと b
との関係はそういう定立として扱われる外に、たとえ数学の純
粋論理学的構造にとっては重要ではないとしても、綜合的見透
しという第二の性質を伴います。数学的論理学の命題では綜合
的見透しによる必要がないとしても、この綜合的見透しはある
のです。又極度に形式主義の数学でも例えば要素、関係、演繹
の原理の様な或るもはや除去することの出来ない根本直観を含
みます。で、数学、論理学及び現実問題研究のどれの場合に於
ても、綜合的見透しなしでは能生的思考は心理学的に不可能で
す。即ち綜合的見透しの坐す直観の層は、能生的思考一般の（公
理主義的思考のも）心理学的条件だとされます1

2

。所で実際氏の
この見解の様に数学的論理学に於ける命題は分析的に尽きるの

1　Hilbert, D. und Ackermann, W. : Grundztüge der theoretischen Logik 3. Kap.1
§2,1§41参照。
2　Duncker, K.: Zur Psychologie des produktiven Denkens S. 60ff.
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でして、ヴィーン学団の論理学者の一人カルナプは命題を分析
的、矛盾的及び綜合的の三つにわけ、明らかに論理学及び数学
の命題は分析的であるとしますが、その分析的命題は純粋に抽
象的な形式的なもの、数学的論理学にいわゆるタウトローギシ
tautologisch なもの、即ちその中に属すべきものがどんな値で
あっても無条件に真である命題であり、矛盾的命題は普通の論
理学的のものであり、最後に綜合的命題はこの二者のどれでも
ないもので現実についての主張で事実学の命題のすべてがそれ
に属する所のものであるとします1

1

。そこでドゥンケルが論理的
命題に直観的な綜合的見透しの必要なことを主張するのは尤も
だと思われます。何故ならば論理的命題がたとえ形式的抽象的
であることをその特質とするとしても、直観的要素がそこに加
わるべきが適切だからです。
　所で氏が上述の様に綜合的見透しの論理学の命題にとって必
要なことを説くのは、心理学的条件としてでして、論理学的に
も直観的綜合的見透しの必要が言われてはいませんが、更に見
るならば、能生的思考に対しては直観的綜合的見透しは、論理
学的にも必要なのであり、綜合的見透しの坐す直観層は能生的
思考一般の論理学的条件でもあると考えられます。数学的論理
学の命題に対して適切には直観が補わるべきだと思われます1

2

。

綜 合 判 断
　判断に於けるこの直観的綜合的見透しは、所でいわゆる綜合
判断の問題に関聯します。
　先に推理の過程に於て新しいものの得られる仕方はカントの
1　Carnap, R.: Die Anfgabe der Wissenschaftslogik(1934) S. 10.
2　Wertheimer, M.: Logik1講義参照。



122

論理学の諸問題第一部

綜合判断に於ける様な単につけ加えられる仕方での新しい知識
の得られるのとはちがう点を指摘しましたが1

1

、この点から見て
当然、判断する場合にあっても——それが所謂綜合的の場合ば
かりでなく分析的の場合にあっても——一つの概念が他の概念
に関係する仕方はやはりカント的の機械的につけ加わったり或
は引き出されたりする仕方とはちがうのです1

2

。
　この二種の判断の区別は所でドゥンケルによって一般に引き
出しの思考過程の二様の場合として示される区別に応じます。
氏によれば一つのものａから他のものｂが引き出される場合に
於て、ｂがａの中に共に含まれている関係が二つにわけられま
す。即ち一つは或るものが全体を組成しているものとしてその
中から引き出される場合、従って全体からではあるが爾余の部
分からは引き出されない場合で例えば「黒馬は黒い」や「一直
線は二点によって規定される」の様に賓概念が該判断によって
定義される主概念の中に組成的に共に含まれ措定されていると
か、又は「あそこのあの家は灰色の屋根をもっている」や「行
為の本質に属するのは目的と手段についての知識である」の様
に賓概念がそこに与えられたまゝの具体的な状態の中に組成的
に共に含まれ与えられているとかいうのはこれに属します。他
の一つは或るものが全体の爾余の部分からの帰結として共に含
まれている場合で、例えば1a ＞ b ＞ c から a＞ c を引き出す
に当っては、この引き出された事柄はこの引き出しの根柢を組
成するために使われる必要のないものなのですから——a＞ b
＞ c を組成する成素としては a＞ bと b＞ c とで足りるので

1　本書、推理の過程、推理の過程に於ける相属の項参照。
2　Duncker, K.: Zur Psychologie des produktiven Denkens S. 67f.1なお本書、推
理の過程、推理の過程に於ける相属の項参照。
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a＞ cはそれに必要ないのです——帰結がはじめの全体の中に
組成的に共に含まれることなしに引き出されたわけです。この
含まれ方は組成的でない含まれと呼ばれて、第一の場合の組成
的な含まれに対立します。そして組成的でなく共に含まれてい
る成素の引き出しが綜合的引き出しと組成的に共に含まれた成
素の引き出しが分析的と呼ばれ、前者にあってははじめに組成
されていること柄に対して新しい象面が定立されます。但しこ
の「綜合的」と「分析的」とは直裁【「直截」？】の意味内容か
ら言えば絶対的な対立ではなくて一定の一つの関係の二つの象
面で、共に含まれるという関係については綜合的引き出しも最
も一般的な意味に於て分析的なわけです。ただ特に組成的に即
するか組成的でないことに即するかの差だとされます1

1

。
　いわゆる分析判断はこの分析的引き出しに応じて来るわけで
すが、その際の主賓の関係は一般的に適切には決して機械的な
分析ではありません。例えば今Sが徴表a、b、cをもつとする時、
単に、だから Sは aをもつと言うのは適切でありません。a、b、
cの中における一つの部分としての aと、aだけ断片としての
aとは一般的には等しくないからです。それでこの場合には S
は a、b、c における aをもつとされるべきでしょう1

2

。又綜合
的引き出しに応じるいわゆる綜合判断にあっても同様です。
　この綜合的引き出しがドゥンケルによって更に進んで解明さ
れます。即ち分析的の場合とちがって新しい象面の出て来る綜
合的引き出しの綜合的見透しに於てその引き出しに応じて新し
い象面の出されることは、はじめの全体に於ける或るものゝも

1　Duncker, K.: Zur Psychologie des produktiven Dentkens S. 57ff.
2　Wertheimer, M.: Kolloquium über Probleme der Logik,1演習参照、なお本書、
概念の成立、抽象の項参照。
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つ機能が帰結に於て、転換された別の新しい機能をもつ様にな
ることですが、しかもその際その機能の主体は常に同一を保っ
ていなければならないのです。言い換えれば第一の態

さま

づくりが
根基を組成します。そしてこの根基について新しい象面、新し
い機能が綜合的に引き出されます。この場合機能をもつ両象面
の部分間の内的必然性の関係は、この保たれている同一性に基
づいているわけです。そしてこの同一性の故に偶然的に「引き
出さ」れるに過ぎないものを本質的だと思う様な危険がなくな
ります。例えば a＞ b、b＞ cからしてこゝに現れていない象
面乃至機能として a＞ c が出て来るのは、前の象面・機能と
後の新しい象面・機能とが同一なものゝ転換であるといふこと
による内的必然性によってであって、この同一性の保持がなけ
れば、例えばこの大きさの比較の場合に於て aが忽ちちゞみ又
は赤い色になり出したとした場合、ａ＜ｃだとか或はａはｃよ
り赤い色をしているとかと引き出す様なことになるかも知れな
いわけです。こういう見透しの欠けた判断が下されないために
は、根基が新しい態

さま

づくりに入り込むに当って、前の態
さま

づくり
によって組成されたものとして常に現れる様になっていなけれ
ばなりません。要約して言えば綜合的見透しは次の様にして可
能なのです。即ち一定の態

さま

づくりに於て与えられ、一定の機能
（象面）により特質づけられた一つの事柄から、新しい即ちそ
の特質づけに用いられなかった機能（象面）が同一に確保され
た根基にあって新しい態

さま

づくり（考察の仕方）によって引き出
され得る様にして可能なのです。所でこの解明によって、氏は
カントの先天綜合判断は如何にして可能であるか」の問題を解
くものと見ます。但しこの場合その綜合というのを組成的でな
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くて共に含まれることによる導き出しの意味に、分析というの
を組成的に共に含まれることによる導き出しの意味に、先天的
というのを見透しの意味に解しての限りに於てだとされます。
　例えばカントの数学的先天綜合判断の例 7＋ 5＝ 12 の場合
において、この式の右の項即ち 12 であるという答えは 7＋ 5
においてこれを組成している部分には見られない新しいもの
で、左項の全体に於ける爾余の部分から——根基は同一に保持
されて——導き出されたものです。即ちドゥンケルによれば、
7＋ 5なる前提は 7成素の集合と 5成素の集合とから成るＸ
成素から成る合一集合を組成します。それは幾

いくばく

何か（Ｘはどう
いう数か）なる問いが一定の計算、即ちこの合一集合について
各成素を精確に一つ一つ呼んでずっと数え立てゝ最後の成素に
当る数を名付けることを要求します。か様にずっと数え立てら
れた合一集合について、更に精確にはこの数え立ての最後の成
素について 12という名が引き出されるとされます1

1

。
　なお氏によればこの綜合的引き出しに際して、その引き出し
が一般的に妥当するためには、機能の根基のどういう徴表が本
質的であり、どういうのがそうでないかが区別されなければな
らず、又この綜合判断と見られるべきものゝ意識については、
先天的綜合はカントと異なって悟性の客観性に帰させられず、
フッセァルの現象学と一致して対象自身の固有の本質の中に根
ざさせられ、そしてカント的な悟性がでなくて、フッセァル的
の直観がその綜合判断の本質的な意識をなすとされます1

2

。

1　この例の過程をドゥンケルはただ一つの引き出しでなく、引き出しの
全体的鎖りをなす推理の引き出しと見ますが、又一つの引き出しが行われ
る判断としても見られましょう。
2　以上1Duncker, K.: Zur Psychologie des produktiven Denkens S.160−69.
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　所で上に見られた綜合的引き出しの問題は心理学的判断作用
について取り扱われたもので論理学的のものではありません。
併しこの引き出しの過程の原理的な点、即ち一定の態

さま

づくりに
於て与えられ、一定の機能により特質づけられた一つの事柄か
ら、新しい即ちその特質づけに用いられなかった機能が、同一
に確保された根基にあって、新しい態

さま

づくりによって引き出
され得るという点は、論理的綜合判断の過程に於ても同様に見
られると思われます。それは意義論的乃至論理的発生的見解に
あって、はじめに組成された意義の外に新しい意義の現れるこ
と、意義の変改、深化は新しい機能（象面）の現れることに外
ならないと思われるからです。それで上述の綜合的引き出しの
論は、原理に関する限り論理的綜合判断にも当てはまるわけで
す。
　更に上述の様に綜合的引き出しに於て一般妥当性——これは
少くとも心理学的意識についてのそれを含んでいると思われま
すが——や、又フッセァル的の対象の本質に根ざす直観的な先
天綜合判断の意識が説かれることは、ドゥンケルにおける綜合
的判断が論理学的に適用されることの可能を示すものと言えま
しょう。
　上の意味に綜合判断を解すると、カントの示す綜合判断と根
本的に異なる点として、主概念にないものが賓概念として「つ
け加えられる」際のその「つけ加えられ」方が見出されます。
即ちカントの綜合判断にあっては、Sを構成する凡ての徴表
にない新しいものが Sに対して附加されるのですが、今これ
を図式で示して S＝m1+m2+m3+……＋mn1……（α）→ S=1
m1+m2+m3+……＋mn1＋ P……（b）という風にすることが
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出来ますがこの場合（ａ）から（ｂ）が引き出されるに当って
の内的必然性、即ちこゝに Pが結びつくことの内的必然性が
見出されず、Pはただ外的機械的に（勿論論理的矛盾なく）Ｓ
に対してつけ加えられるに過ぎません。これに対して一般的に
適切には綜合判断は（ａ）と（ｂ）とにおける根基の同一性を
もって（ａ）に於ける機能・象面の転換として Pの現れるこ
とですから、Pの結びつきには内的必然性が伴うわけです。

判断の真理
　綜合的見透しの直観を具えた関係判断の機能に於て見られた
論理的判断に於て更に問題となるのは判断の真理です。
　判断の真理の問題は論理学、いや学問の重要な問題で、従っ
て真理を説明するに当って客観性を説くもの、主観性に基づか
しめるもの、絶対的に見るもの、相対的に考えるものなど、古
来種々の観点からして研究の対象となっていますが、今ヴェル
トハイメルによって他の一つの観点からしてこの判断の真理の
問題が扱われていることは、興味のあり、又真理の問題にとっ
て重要な一つの根本的な点を明らかにするものと言うことが出
来ます。
　氏はその観点によって扱われる普通に人が自明と感じている
問題を日常生活からの引例によって理論づけていきます。即ち
先ず従来の定義に従って、真及び偽であるものを命題とし、そ
の対象に相応する命題を真、相応しないのを偽として命題の一
般的な性質たる真理を命題と対象との関係の問題と見ます。尤
もこの定義については例えば相応とはどういうことを意味する
のかという様な点がはっきりせず、種々に批評されてこの定義
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を改める必要があるのですが、この古い定義の要求するものは、
方に、命題が事実に相応するかしないかの意味に於ての事実に
対する忠実さであるのです。この様にごく普通の意味で氏は判
断の真理の意味を解しますが、真理は併し氏に於てこれで尽き
ていず、この普通の意味で認められる点の外に更にそれ以上が
要求され、そしてこの点に於ける従来の定義の不十分なことは、
実際に生きている思考や事物における真理の機能を考えるとわ
かるとされます。これは氏によって簡単な例を通して説明され、
更に適切な命題の真理が解明されます。即ち一人の男が他の一
人を使

し そ う

嗾して机から物品を盗ませましたが、裁判官の訊問に対
して前者の男は否と答えて不在証明を与えました。所でこの際
の前者の男の命題「私は机から物品をとらない。」は従来の定
義に従うと真ですが、事実は偽なのです。こゝに従来の定義の
不十分が現れましょう。尤もこれで直ちに従来の真理の定義の
無力を主張することは出来ません。いわゆる多問の虚偽に上述
の答えは基づくと解されるからです。即ち裁判官は「机から物
品をとったか。」でなしに「物品を盗むについて関係があるか。」
と問うべきなのでしょう。更に又「とる」と言う語の意味の曖
昧にも帰せられるからでして、これをとるという物理的事実の
みに限らず、その原因までも含ませて解するとすれば問題は一
応明らかになるでしょう。併しこう解釈をしても問題は残るで
しょう。そして従来の定義の不十分が認められるでしょう。そ
れで当面の事柄にむしろ直接にぶつかるべきです。それで裁判
官、前者の男及び盗まれた物品が一定の有機的全体の状態の部
分として見られて、この場合の問いと答えとが考えられなけれ
ばなりません。即ち前者の男が物品を机からとらないという場
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合に、その事物がそれを含む全体の状態と重要な関聯をもって
いるか、或はそれだけ引きはなされてその全体の他の部分とは
何らの関係がなく起った事柄であるかを見究めるべきです。そ
こで「私は物品を机からとらない。」との命題は対象に相応は
するのですが、併しそれは前後の関聯から切りはなされた断片
の対象にであって、その際の全体における部分としての関係は
考えられていないのです。又前者の男に関係するが、この犯罪
とは関係ない様な他の全体に於ける部分としても考えられてい
ないのです。実際の真理はその命題・それに相応する対象を、
その際の全体の部分として考慮に入れなければなりません。断
片的意味に於ては真であっても、全体における部分としては偽
であることがあるのです。更に今当該の命題を a判断とし他の
判断を　b、c、又この場合の状態と別な状態において aと関
係ある他の判断をm、nとしますと、断片としての場合は∫ a ∫
は当事件における部分としては1∫a1abc1、他の事件にあっては∫a1amn1
と図示出来ましょう。今の場合は1∫a1abc1として判断を見るべき
なのです。一つの判断はその際の全体に於てそれが部分として
如何なる機能をなしているかに関心をもちつゝ対象に相応した
場合に真なのです。更に偽の場合はなお単にその際のもっと多
くの事実を知らなかったがために起るのみならず、焦点の置き
所に手加減をすることによって起ります。この場合にもそれだ
け見れば真であるが全体の部分として見た時に即ち適切に見ら
れた時には偽の判断が立てられているのであり、伝統的論理学
でいう論点変更の虚偽はこれにまあ当るわけだというのです。
　所で従来の真理の定義では尽すことが出来ない上述の氏の判
断真理論が、更に伝統的論理学の虚偽論にも残りなく帰させら
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れ得ない点はどこにあるか、即ち上述の判断真理論のもつ特別
な意義、前者との間の重要なちがいがどこにあるかというと、
それは成程伝統的論理学の虚偽論の立て前からして扱われた判
断を偽だとするのは、その場合、判断や概念の意味がはっきり
規定されていないからであり、このことは又判断を下すに当っ
て知識の欠けていることに帰着し、これは更に又もっと広い全
体まで見ないからだとされましょうが、併しそこでは判断が全
体の中の部分であって、その部分はその全体に即して機能を転
換するということは考えられていないと思われるので、これを
先の図示によって説明すると∫a1abc1の場合の∫a1amn1の場合の aと
が伝統的論理学の場合では同一なのですが、上に述べた意味に
おいては即ち適切に見ていくならば一般には同一でなくちがっ
て来るのでして、実にこの点に両者の重要なちがいがあり、上
述の氏の真理論の特別な意義が認められるのです。
　更に氏によれば断片としては真であるが、全体に於ける部分
として見れば偽である判断の場合は、全体に於ける部分の機能
ということを考慮に入れて判断の真理価値の変る（乃至は変ら
ない）場合の中の一つの場合に過ぎず、それで今断片として
の真偽をそれぞれ t、f、全体に於ける真偽をそれぞれ T、Fで
示すと、上記の場合は tF で示され、この外に数えられる tT、
fF、fT の場合と凡てで四つの関係が出て来るとされます。こ
の点に即ち伝統的論理学に於ける場合とのちがいが示されるわ
けで、もし個々の判断に応じる事実がそれぞれどの場合にも孤
立しそして元子化的にそれら孤立した事実の束ねられた総和が
扱われるならば、t 及び f だけとして真理を定めることは適切
ですが、併し事実が上記の様に全体に於ける機能によって規定
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されるとすれば、そうきめることは間違いだとされています1
1

。
それから全体と部分との真偽は何もこの様に二項づゝに限った
わけではなく例えば tF の又もっと大きな全体が見られていわ
ば tFF'1乃至1tFT'1の三項の場合更により多項の場合が可能のわ
けです。併しこの場合も部分と全体との機能的関係に於ける真
偽という点では二項の場合でその間の関係は尽されて示されて
いるわけです。なお又二項以上と言っても、その時の領域に関
係影響を与える程度までの項が問題となるので、それ以外の項
は勘定に入れず切りすてゝ了うべきですから、むやみにだゞあ
るだけの項を皆取り入れるべきではないのです。兎もあれ項の
数はいくつでも原理的には上の二項づゝの場合で尽されます。
　それからなおこゝに考慮されるべきことが残っています。第
一は例えば tFT'F''1と項が盲目的には四つ兎に角算えられる時
に、当該の領域にはT′F' は関係影響なく tFまでを考慮に入れゝ
ばそれでよいとした堤合 tF と T'F'' との間に領域を限る区劃線
が引かれるわけですが、この線はその際の全体の状態から見て
当訪問題に必要なかゝり合いをもつ項までの限界に引かれるの
であって、任意にどの項の間にも引かれて差し支えないのでは
ありません。又上記四項の時、F'' のみが当該領域に関係影響
なく tFT′ までを考慮に入れるべきで、従って F'' と tFT′ との
間に区劃線の引かれる場合も同様です。こゝにヴェルトハイメ
ルの演習で論じられた様に、大きな全体と小さな全体乃至部分
と部分の部分に応じて区劃線を引くについての根拠が考察され
るわけです1

2

。それから又同じく全体に於ける部分としての判断
といっても氏の示す様に一つの判断についてそれぞれ種類のち
1　以上氏の所論は凡て1Wertheimer, M.: On Truth S.1135-9.
2　Wertheimer, M.: Kolloquium über Probleme der Logik、演習参照。
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がった二つ乃至それ以上多数の全体の状態があり得ます（1∫a1abc1
、∫a1amn1参照1

1

）。そうするとtは非常に複雑になって来るわけです。
このことに関聯して次に考察されるべきは氏によって指示され
る次のことです。既述の判断真理の原理を採って判断 aの a
だけある場合の真理価値と外になお bがあって ab 全体に於け
る aの真埋価値とがちがい得るとすると、更に abc における a
の真理価値又 abcd における aの真理価値がその aとちがい得
ることが考えられるべきであり、従って判断の真理価値につい
ての不確定をもたらします。即ち事柄を皆尽して了うまでは a
判断 t（T）が tF に変る永久の危険があるわけです。事柄を皆
尽すことは勿論不可能です。所でこの問題を解決するには領域1

2

というものを考えるとよいのです。これは上記の tFT'F''1の場
合の区劃線の問題に関聯があるわけですが、凡ての事柄が一般
には同じ様に互いに内的に結合しているのではなく、そこには
相対的に独立して囲まれた問題の野——領域——があります。
即ち例えば或る判断を新しい事実によって段々ひろげていく場
合に、或る所まで来るとそれ以上新しい事実をもって来てもも
はや真理価値の実際に変化を及ぼさないことが見られますが、
これについてはその特別の内的根拠があり、ゲシタルト又型が
自己を限定するからです——一般には部分の変容は同時に他の
部分の変容を要求しますが、もし変容がかこいの外側、ゲシタ
ルトの野の外側で起る場合にはそうはならないのです。そして
ゲシタルトのかこいは任意に選択されて設けられるのではな
く、ただしいかただしくないか論理的か非論理的かの区別に基
づく吟味によって設けられるのです。こう考えて来ますと、判
1　同【Wertheimer, M】：On Truth S.1140．
2　領域についてはなお1Köhler, W.: Psychologische Probleme VI.1など参照。



133

判断の機能

断の真理価値の変る永久の危険はゲシタルトの野——領域——
がきまっている場合に於ける限りはなくなり、その判断真理は
正当に確定されるわけです。更に次に考察されるべきことがあ
ります。即ちやはり氏の示す様に、個々の事実をあるだけ皆知っ
ても、それが単に総和として与えられていて、それぞれの事実
がその総和の単位たる個々の断片である場合には、それにも拘
らずその事実についての判断の真偽はわからないのです。又そ
れら個々の事実の間の個々の断片としての関係が総和として与
えられている場合でもやはり判断の真偽はわかりません。でこ
ういう場合は t（？）で表すことが出来ます。この場合それで
はこの疑問符を除き全体としての真偽価値を決定するには、や
はり個々の事実及びその間の個々の関係を部分としている全体
を考慮に入れて、全体の内的結合、内的決定原理を知らなけれ
ばなりませんが、こゝに、わからないものからわかるものへの
移り行きの問題が見られるわけです。
　以上の様に判断の真理に関しては、判断が一般には常にその
際の全体状態の部分として見られるべきであって、その限りに
於て少くとも二つの真理価値が一つの判断について考えられる
となるわけですが、乃至は一つの判断について価値の転換が起
るわけですが、一つの判断の真偽は一度定立された以上は一定
不変であるとの立て前の論理学的見地に立って見る時、上述の
判断の真理の論は果して論理的な判断の真理を汲っていると見
ることが出来るかどうかとの疑問が起ります。これについて氏
は普通の意味での論理的な判断真理とは異なるが、やはり論理
的な問題を取り扱っていると言うことが出来ようと言って、こ
の問題を単に心理的事実の問題ではなくて、ただしい、ただし
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くない、適切だ、真だ、偽だ、論理的だ、非論理的だというこ
とばで扱われるべき問題と見ています1

1

。実際伝統的論理学の意
味での一定不変な真偽は、機能的全面性の点に於て欠けるもの
があると言えましょう。もし上に扱われた様な問題を論理的な
問題ではないとして論理学の範囲から除くならば論理学はかつ
てのコフカによって言われた様に1

2

、完全に正しいにも拘らず無
意味であり得るという非難に甘んじなければならないことにな
りましょう。論理的事柄はしかも決して烏合的に無意味に取り
扱われるべきものではないのです。
　ヴェルトハイメルにあってはこの真偽が命題乃至言明の性質
と考えられてその意味が人工的に制限された様になることに反
対で、真偽乃至理解は必ずしも感情や態度からはなれた何か純
粋に知的なものだとは限らないのです。で上述の例において最
も重要なことは、供述でなく、全体の位地、事物そのものに対
する人の態度です。即ち真偽が生きるのはその供述に於てより
も人の全体の行為に於てであり、他の人及び事物に対するその
実際の反動に於てであり、それらを正当に扱いそれらと共に生
きようとのその意志に於てであるのです。従って真理と正義と
の間には内的関聯があり、行為の領域に於て断片に対する部分
の問題が現れます1

3

。氏の様にこうして単なる知的認識に限らず、
意志、感情乃至態度を中心とし、人間そのものに根拠を置くこ
とによって真理を適切に具体的に理解することが出来、一つの
判断の真理価値の全体の状態による機能的規定も明らかになる
ことと思います。

1　以上氏の所論は凡て1Wertheimer, M.: On Truth S.1140-145.
2　Koffka, K.: Psychologie S. 582.
3　Wertheimer, M.: On Truth S. 145f.
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　以上の判断の真理の問題は更に意味の問題、認識の問題に1
1

導
くことになりますが、こゝではしばらく上述だけに止めます。

底本：論理学の諸問題第１部（「ゲシタルトの問題と学説」第四輯）
1937.2.25　内田老鶴圃発行
定価１円５０銭

1　これらの問題については1Gurwitsch A.: Phänomenologie der Thematik 
und des reinen Ich. Psychol. Forsch. 12,4.(1929), Koffka, K. : Zur Theorie 
der ErlebnisWahrnehmung(1922) [Sakuma, K. : Gesammelte Aufsäze zur 
Gestalttheorie 1 (1931) 所収 ],1又叙述として1Scheerer, M. : Die Lehre von der 
Gestalt(1931) など参照。
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は し が き

　この書はさきに出た「ゲシタルト学説における論理学の諸問
題」第一部のつづきとして、その第二部をなすものです。従っ
て、こゝで扱われていることがらについては、第一部のはしが
きで示されたことゝ同じことが言われるわけです。で、それら
のことをこゝで繰返すことは省かれます。
　ただその他でこゝに言われることは、ゲシタルト心理学など
に示される理論を論理学に導入して新しい論理学をたてること
が、最近見出されることです。それは、現在アメリカをおもに
して "United Science" を標榜する国際的な、科学者の一団に属
すると見られるグレリング、ヘムペル及オペンハイムによっ
て、ゲシタルト概念や類型概念がその論理学的概念としてたて
られて来ていることです1

1

。しかし、この新しい論理学で示され
るゲシタルト概念にはヴェルトハイメル達のゲシタルト学説に
よる論理学で考えられていることゝ同じくないところが見られ
ます。ただ、ゲシタルト学説の論理学に近いものが最近現れて
来ていることは注目されてよいでしょう。
「ゲシタルト学説における論理学の諸問題」はこの第二部で一
段落とされます。なお、このほかに著者が 1933 年の春から夏
にかけてマリーエンバート（ズデーテン地方）でヴェルトハイ
メルからの口授を筆記した部分は、今、ニューヨークの氏の手

1　Grelling, K. und Oppenheim, P. : Der Gestaltbegriff im Lichte der 
neuen Logik, Erkenntnis 7, 3 (1938), Die wissenschaftliche Sprache, Vierter 
Internationaler Kongress für Einheit der Wissenschaft Cambridge 19381 及1
Hempel, C. G. und Oppenheim, P. : Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik, 
Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zur Konstitutionsforschung und 
Psychologie(1936)1参照。
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許にあるわけですが、その部分はむしろ氏の発表に待ってよい
わけです。そして、その部分の一部は既に 1934 年に発表され
た氏の論文1

1

の中に見出されます。
　なお、こゝに第一部でなされたのと同じ感謝がドクトル・マ
クス＝ヴェルトハイメル教授 HerrProf. Dr. Max Wertheimer1に対
してなされるものです。また、この書の出来上るについて、や
はり第一部でと同様の感謝が九州帝国大学教授佐久間鼎博士に
対してなされる次第です。
　附記　この第二部の或る部分には、かって著者によって「科
学評論」（科学文化協会）で発表されたものがあります。

1940 年 6月、東京で
著 者

1　Wertheimer, M.:On Truth, Social Research Vol. 1, No. 2 (1934)
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認 識 の 課 題  
1

意 味 内 容
　認識について認識の起源、認識の妥当、認識の限界の問題が
扱われる際、内容と形式の関係とならんで対象の認識、認識の
対象、意味の問題が認識主観・認識客観の関係に即して現れて
来ていることは、今さら言うまでもないことですが、今、次に
扱われることはその場合に意味がどう規定されていくかという
ことです。ところでそれは普通にされているような、互いに切
りはなされて対立している主観と客観とが結びつけられてそこ
に対象が得られるといういき方でありません。おおまかに言う
とそれは認識の機能の現れる全体の場にあっての部分の中で、
或る部分がとくに主観、客観として相属的関係にたって共軛的
に規定され、そこに前景として浮んで来る意味内容は、全体の
場の状況に応じて他の部分との機能的関係からして得られてい
くわけです。根本的に言ってこうしたいき方が意味内容の姿を
示し出すのだと思われます。
　こうおおまかに指示された意味内容の規定のされ方を、もっ
と詳しく見ていきましょう。そのためには認識の結構が明らか
にされるべきですが、この主観、客観の相属を含む結構がどう
なっているかを、まず手ぢかな心理学の知覚の場合の所与の観
察、記述を手がかりとして、見ていきましょう。それはこの
現象が認識の結構に応じるわけであり、そして原理的にはこの
場合の知覚の結構は認識の結構とちがう所がないわけだからで

1　ここに述べられることについてはなお本書第一部、概念の成立、意義
の項参照。
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す。
　この心理学の知覚の領域での結構は、コフカによって、体験
知覚について所与の観察、記述について明らかにされているも
のです。氏はまず体験知覚の心理学的観察について次の種々の
命題を挙げます。一方、体験知覚は心理的所与をそれが現にあ
る通りに把捉するのだという命題Ⅰに対し、他方、観察は所与
を変化し得る、いや分析する考察である体験知覚は所与を変化
させるのだという命題Ⅱをたてます。それからまた、この二つ
の対立した命題に関聯して、命題Ⅱの反対である観察すること
は観察されたものを変えないという命題ⅡN、それに、個々
の断片が影響し合っては命題ⅡNが妥当し得ないので意識経
過は互いに依存しない断片要素の系列に分解されるという要求
の示される命題Ⅲを示します。そして氏によると、命題Ⅰと命
題ⅡNとは科学の必然的前提のように見えるが、実験的研究
に基づく事実としては、どう注目がされるかによって現象の変
化をうける場合が十分知られ心理学的観察にあって新しい興味
と目標とをもって事象にせまる時、現象はこの新しい観察の仕
方で影響されその記述は普通の生活の見方にあっての現象に対
して新しい現象、変化させられている現象を見出すので、経験
的研究からしては命題Ⅱに導かれます。
　ついで氏は、この命題Ⅱ1の根柢の上に体験知覚の理論をき
づくに当り、これがさきの命題Ⅰを含むか乃至どう含むかを明
らかにするために、まず命題Ⅱ aをたてますこのⅡ aの示す
ことは心理学的記述は普通に現れる現象を別様の現象で置きか
えるのだということです。そしてその際、普通に現れる現象が
置きかえられる現象は心理学的概念に導くような実りのある
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現象なので、つまり、はじめの事実を科学にとって実りのある
他の事実で置きかえるのだとしています。ところで、コフカに
あっては、体験知覚の理論は認識論の根本問題である記述一般
の問題と密接に関聯して来るので、記述がこうした置きかえに
よるだけでなく、現象が他の「よりよい」現象で置きかえられ
ることによって来るのです。この場合、「よりよい」というの
は、氏にあって、対象に、より適切だということで、従って或
る事物に対してそれ自身、よりよい現象とそれ自身、よりわる
い現象の価値の区別があります。氏では、よい現象はどこにも
混沌がなく、またどこにも断片が烏合的に並列していない、十
分に態

さま

づくられた現象で、事物の把捉とはこの意味でのよい現
象をもつことです。このことは、氏にあって、外部事物の記述
にとってばかりでなく、現象そのものにとっても見られていく
ので、外部事物との関係には関係なく、現象そのものについて
の記述に、より混沌とし、またより烏合的であるのと、より強
く態づくられているのゝ区別が認められて、こゝでも、よりす
くなく態づくられた現象が、より多く態づくられた現象で置き
かえられることが把捉だとされています。それで、現象のうけ
る変化は現象にとって本質的に関係がないのではなく、より多
く態づくられることは現象の中に芽ざしていた性質に花を咲か
せることで、その現象の自然にそむくことをしないことだとさ
れています。こうして氏は、さきの命題Ⅱ aを補って、心理学
的記述をするためにもとの現象に置きかえられる現象は、より
よく態づくられた現象だという命題Ⅱ bをたてます。
　こうしたことをコフカはさきの命題Ⅰと次のようにして関係
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づけます。体験は現象をそのあるがままに把捉するという命題
Ⅰは、事物の世界については至当ですが、現象にとってはあて
はまらないので、一般的な真理を含んではいますが、ちがって
解されなければならないのです。又一方、体験知覚は現象を変
化させるという命題Ⅱ aとⅡ bとの示す変化は、勝手気儘な
変化ではなくて、現象の本質にその根拠をもつ変化で、現象が
その本来の理想に近づく変化です。もとの現象は大抵の場合は
十分な態づくりからまだずれているので、心理学者によって態
づくりなおされその理想の現象からの差が示されて規定されて
いきます。命題Ⅱ aとⅡ bとについてのこうした理想の現象
に近づくということは命題Ⅰの要求と触れあって来るわけで
す。命題Ⅰで言われる現象のありのまゝということは、それを
その本来の理想の姿に向って変えるということに通じて来るか
らです。
　このようにしてコフカは、実験的研究の経験的事実に基づく
命題Ⅱの上にきづかれた体験知覚の理論が命題Ⅰを含むことを
示します。そしてなお認識論に導く非常に困難な問題をこれに
ついて指示しますが、それはこうです。さきに見られた、より
よい現象とよりわるい現象とを記述的に区別する規準は、さき
の実りのあるということで、この吟味手段によれば現象につい
ての変化を不自然なものにしないですむのです。ところで、ど
ういう風にして実りのあることが主観的にだけでなく、新しく
発見された事実によって客観的に証明されるかが問題になりま
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すが、これは体験知覚にとってだけでなく、認識論の根本問題
に属する問題です。こう氏はこの問題を指示します1

1

。
　以上の氏のこうした体験知覚の論からして、現象という意味
内容が十分な態づくりによる記述の主観の働きによってどう把
捉されていくかという認識の結構の問題の示唆を汲みとること
が出来るでしょう。なおこうした、認識の結構の手がゝりとな
ることがらは、他の心理学者達の知覚の結構に関する研究にも
示されているので、これらによって原理的には認識論の場合と
通じると思われる知覚認識の場合の客観や主観の相属的関係を
含む結構を見ることが出来るでしょう1

2

。
　それで、コフカの十分な態づくりによって現象をその本来の
理想的状態に近づけていくという意味での内容の把捉に客観性
の与えられたものが、認識論にあっての意味内容の把捉される
場合の認識の結構を示すものと見られましょう。こうした十分
な態づくりにあって、それでは、意味内容としての認識された
対象はその態づくりの中でどういう工合に他の部分と区別され
ているか、またそう把捉された意味内容と把捉する主観の働き
はどう関係づけられているかという、認識の結構の具体的分節
が問題となるわけでしょう。そこで、進んで、意味内容そのも
のや、そういう認識の対象と主観の関係づけを明らかにしてい
くべきです。ところで、この認識の対象と主観の関係の問題に
ついては、今、指摘されたように、その相属的関係が心理学者

1　以上1Koffka, K.: Zur Theorie der Erlebniswahrnehmung 参照。
2　Köhler, W: Ein altes Scheinproblem, Naturwissenschaften 17 (1929)1( この論
文はまた1Sakuma, K.: Gesammelte Aufsätze zur Gestalttheorie 4. Heft1(1935)に
収録してあります )1又 ,von Hornlostel, E. M.: Wahrnehmung und Empfindung. 
Gegenständlichkeit (1916) [Sakuma, K. : , Gesammelte Aufsätze zur Gestalttheorie 
3. Heft1(1930)1所収 ]1参照。
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達によって知覚認識の領域で見られているのですが、認識論そ
のものゝとしては、その領域で客観と主観との機能的関係を示
すカシーレルの所説に、或る通じるものが見られると思われま
す。で、まづ、それを一瞥して、それから認識の客観——主観
の相属的関係づけ、つづいて意味内容がどう示されるのかを明
らかにしましょう。
　カシーレルで注意すべきは、認識の客観——主観の関係が全
体的に働く思考にあって動的に規定されて、発展段階的に客観
化が示されていることです。氏によると、客観は主観によって
客観として表示されるので、そこに主観の客観化が見られます
が、この変化は発展的な形をとるもので、そうした主観的意識
がなお自らを越えて発展して自らを主観的だと反省すると、そ
こにそれだけ意識が客観的になって来たわけで、なおこの意識
がまたそれからさきへ発展して次第に高い段階に客観化されて
いくわけです。また、主観による客観としての表示と客観とは
同一の領域に属し、対立的でない関係にあるものです。氏では、
経験が全体に向って進んでいくところに思考が示されるのです
が、客観化はこうして思考が働くときに現れます。なお、とこ
ろで、すべての意識はどういう仕方かの結合をのぞみ、そして
どの結合の形式も個的なものゝ包括的全体への関係を、個的な
内容のどれかの全体関聯への組みいれを予想するので、客観は
経験についてその全体的関係にあっての部分として思考されま
す。なお、この場合、この客観の意味ですが、これが現象と区
別される物理的なものでも、意識の彼方にあって不明なもので
はなく、経験認識の能因によって客観として規定され、法則、
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判断、又関係の範疇によってつくられるものとされています1
1

。
また、なお、このように思索が系列の順序をなして次第に主観
的なものから客観的なものをつくっていって、或る限界に来る
と、発展による変化をもう伴わない恒常なものに達します。こ
れが、同一を保つとして見られる客観ですが、この思考の働き
の変化を、もう伴わない恒常も、変化の段階として規定された
ものですから、つまりは、変化と交互規定の関係にたっている
とされています1

2

。
　カシーレルのこの所説は、認識の結構の具

マ マ

節的な客観——主
観の部分の問題と、どこかかゝりあう所があると見ることが出
来ましょう。それは、氏では、経験が全体に向っていって思考
の働くとき、その全体にあっての部分として客観が得られ、し
かも、この客観はその際の主観的意識の発展に伴うその主観の、
客観としての表示ですから、客観は主観の発展とともに、より
客観性をもった理想に近いものになおされていくわけだからで
す。こうしたことは、さきのコフカにあっての現象の、よりよ
い態づくりによる記述の結構に汲みとられる、その一般的な原
理に応じて、認識論の領域で、そこに客観——主観の関係の問
題を示すものと通じるものをもつと見られましょう。また、カ
シーレルの客観の恒常性が、主観的意識の発展の限界での主観
の所為として、変化との関係で規定されていることは、今これ
から見られるグールヴィチでの題目としての意味の恒常性が、
態づくりの変容をもとにして規定されていくのを想わせる方向

1　Cassirer, E. : Substaznbegriff und Funktiosnbegriff, Untersuchungen über die 
Grundfragen der Erkenntniskritik (1923) II. Teil 6. Kapitel1参照。【邦訳『実体
概念と関数概念』第二部第六章】
2　同上1II.1Teil 7. Kapitel1参照。【『実体概念と関数概念』第二部第七章】
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をとるものと言えましょう。
　カシーレルのこうした客観化の仕方が或る通じるものをもつ
と見られる所の、そうしてコフカの現象の十分な態づくりの一
般的原理に応じる所の、認識論的客観——主観の関係、また意
味内容のことがグールヴィチによって扱われます。氏はフッ
セァルの現象学をゲシタルト理論に基づく考えによって、ノエ
マ的な意味内容を図がら的な題目として扱って、意識の対象の
所与性を明らかにします。氏の意味する題目は、ところで、具
体的なノエマとしてでなく、それから抽象されて各内容の一般
的な「何だ」ということに関するもの、いいかえれば、ノエマ
の一般的内容乃至ノエマ的意味として示されるものです。
　今、事物知覚の例での氏の説明によると、自分に向けられた
或る事物の背面——これは見られないが、知られ、そして、や
はり、ノエマ的意味に属しますが——と前面の関係のつけられ
方は、集合として総和的に見られては不十分です。それは、こ
の見方では、ノエマ的意味は断片から寄せあつめられた総和を
示すものとして、その一片一片は平等の部署に置かれ、ただ烏
合的に結びつけられるので、事物の「前面」と「背面」との区
別は、はっきりしているかいないかや、変換のされ方によって
つくとされるわけだからです。ところで、はっきりしないもの
についても、そこに、その前面と背面が区別されるし、また、
ノエマ的意味のどの側面も他の側面に変換される可能性を皆、
同様にもつことになるので、「前面」と「背面」との区別がな
くなって来るからです。それで、なお、事物知覚の領域に限ら
ず、一般にノエマ的意味にあっての側面の区別はグールヴィチ
によって内的結構の問題として扱われます。
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　それによると、意味内容——ノエマ的意味（このノエマ的意
味の全体は、これはこれでまた、題目として、もっと大きな結
構にあってその内的要求によって中心として現れることは、後
に示される通りです）——にあっては、結構づけられ態づくら
れた全体が意識され、そこにあって各成分、従ってその結構で
の重点も、全体の結構の要求によって規定されます。それで、
ノエマ的意味にあってこうして重さをもった部分が前面に現れ
て来、そして、それを中心にして他の部分はボヤケて現れます。
認識論にあっての認識の対象もこうしたノエマ的意味です。認
識の対象に関してはグールヴィチは、まず、感官の所与に現れ
ているものはその要素が一つ一つ個々の客観刺戟に厳密に一義
的に帰属するものとする恒常仮定を廃棄して、その不適切な理
論によらないで、意識の所与をその本来ありのまゝの姿でとる
ことを必要とし、そして対象を超絶の意味での対象でなくて、
体験されたもの、ノエマ的なものだとして、それをただ与えら
れたまゝに扱うのだというのです。そこで、認識論にあっての
対象としては、氏にあっては、フッセァルの現象学でいう自然
的見方での超絶的なものがすべてすてられて、その後に残る現
れているまゝのノエマの世界が認められます。それから客観性
の構成について、いろいろちがった内容の体験にわたって対象
が同一の対象として現れる際に、その種々な体験は互いにどう
関聯するのか、また、そう構成された対象がどういう風にして
「ただの無の仮象」と区別されて、「真に存在」するとして現れ
るのかという問題が扱われます。この問題は、氏では、カント
で、排列や意味を欠いたヒュームの示す「混沌とした感覚材料」
に基づいて「多様なものの綜合的統一」が、そして、実際に存
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在する対象に関する客観的認識の可能が企てられたのとちがっ
て、直接所与の排列、結構、意味をもつ多様なものゝ内的な態
づくりに従って規定される対象という風に扱われています。
　こうして認識の対象はノエマ的意味として見られますが、こ
の意味内容、題目は、グールヴィチで、その現れる場の結構、
題目と題目の場との相属的関係を明らかにすることによって、
はっきり規定されていきます。氏によると、例えば、知覚事物
の意識の場合で、机の上のインキ壷を見る場合、そのまわりに
は鉛筆、紙、書物などがともに与えられていて、インキ壷の「対
象的背景」をなします。また、窓ごしに見える隣家の一部も「対
象的背景」です。ところで、この場合、普通、インキ壷の周囲
として鉛筆や紙は、はいって来ますが、隣家の一部は、はいっ
て来ません。それで、「対象的背景」は皆、区別なく一様に背
景に属するものとして志向されるのでなく、その間に自然的限
界が引かれるのです。この限界は空間的距離によるわけでなく、
現象的質に関するので、インキ壷の背景はこうして、その「周囲」
が「それよりそと」のあるものにわけられます。そこで、題目
のインキ壷はこの意味の周囲である鉛筆や紙の場の中にその分
肢として植えこまれているので、この題目はあざやかなものと
して取りだされるにしても、周囲と絶縁してそれだけ切きはな
して取りだされることは出来ず、互いに一方の変化はそれなり
他方に影響して来るのです。題目の場に属するものと題目とは、
烏合的に結びつけられるのでなく、即事的な所与の性質に基づ
いて相属的関係に立つのです。題目は、この場合、図がらとし
て現れ、これを中心に題目の場が地づらとして配置されるので
す。それで、ボンヤリ意識されているところへ、その状態の中
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心となり、その方向づけをするものが、はっきり意識されて現
れるわけですが、この配置は、ただ機械的に明暗を区切る光線
の配分のような仕方でなく、その場合の題目の場全体について
の意識の態づくりによってきまるのです。
　こういうようにして、題目は、題目の場にあってそれ自身閉
じかこまれ、外界に対して境界づけられた統一をなし、従って
題目の場からこの意味では取りはなされ得るのです。そうです
から、題目の置かれる領域が変り、視界が新たになると、そう
した領域や視界はこの題目を変容させて、題目はちがって現れ
て来るのにもかゝわらず、それは厳密に同一な題目でありつづ
け、題目の場に対して高度な独立を保ち得ます。この独立を保
つ題目というのは、意識に現れる限りの現象学的視えによる題
目についての話です。この反対に題目の場の独立を言うことは
出来ません。しかし、この題目の独立はいうまでもなく、絶対
的なものではありません。題目に本質法則的に場が属し、題目
の場なしには題目はあり得ないからですが、題目の独立の制限
はこれだけでなしに、題目はどの任意の場にでも入れられるの
でなく、或る限界をもっての任意の場にだけ入れられるのだと
いうことによります。この「或る限界をもっての」ということ
は、題目の場が題目に対してその即事的な視界をなしている限
りという意味です。
　志向的意識が区分されて、第一に注意されるもの、附随して
与えられるもの、又その外にともに与えられるものという風な
ちがいが現れますが、このちがいは題目、題目の場、又その外
にあるものへの志向のちがいとして作用の本来的なわかれ方で
す。こうして題目、題目の場、又その外にあるものにわけられ
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るノエマ的分析に応じる分析が、ノエシス的なものゝ中で現れ
ているのです。それで、この志向的意識にあっての注意の作用
は、探照燈のように、ただ自我から対象に対して投げられ、任
意にあちこちと照明されるようなものではありません。そして、
自我も志向的意識の部分として見られるべきで、それと区別さ
れる特別な位置をもつものではありません。このように、探照
燈式にでなく、注意が向けられるそれぞれの場所に応じてそれ
ぞれ対象が見られていくことは、題目が題目の場の変るにつれ
て変容する仕方を明らかにすることによって同時に明らかにさ
れるのです。そしてこれによって意味内容の機能的な規定のさ
れ方が知られます。
　この題目の変容はグールヴィチによって三様にわけられてい
ます。その第一に属するものは、題目に属するものゝ範囲が大
きくなって、前に意識されていなかったものが新しく現れて来
るが、その間、題目の不変である場合です。しかし、この場合
でも、この変容によって題目のそれの場にあっての定位はち
がって来、場もその様子を変えているわけです。この第一の場
合の変容の特質は、題目がその変容を通じてしかも不変な点に
ありますが、この不変はその変化の内的類同を基づけて、題目
のノエマ的意味に関します。そして、変容より前にたてられた
題目のそれの場にあっての固定は、この変容を通じての不変の、
より深い現象学的本質根拠であり、また、この不変の裡に題目
の場の題目の固有性が現れています。題目の変容の第二の場合
として氏によって示されるものは、題目がそれを中心に体制化
された場の中心でなくなり、そして他の何か別なものが中心と
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なる体制に、はいって来るという、古い題目がその中心の地位
を失って題目の場の成分が題目質を得て新しい中心に関した体
制が現れるという場合です。その際、この変容の結果だけでな
く、題目の変化の示される変容の過程の現象が体験されるので
す。この場合、さきの題目は恒常なのです。さきの題目は題目
としてのあざやかさを失い、地づらの成分となりますが、それ
にもかゝわらず、その即事的内容の上では触れられる所があり
ません。この変容の特質は、場の成分は変容過程を通して内容
上別に変りがないが、場の態づくりが変り、その中心がちがっ
て来る点にあります。第三の変容の場合としてグールヴィチの
挙げるものは、一つの題目が他の題目にとってかわられ、内容
上別のものになり、それが前にあったものではなくなる場合で
す。どの程度に前にあったものではなくなるかは、両方の問題
とされる態づくりの内的親和性にかゝっているのです。どの方
向に題目の変化が起るかは、その時に問題になっている態づく
りの性質によるし、そして、その態づくりがその本質上許す変
容の方向によります。一つの所与が他の所与の中へ運ばれる可
能性は法則的に規定されているのです。
　以上、三様に示された題目の変容は、ところで、さきに示さ
れたように、注意の変容に関しています。グールヴィチによる
と、注意の変容は題目の変容にとって本質的関係をもち、一つ
の題目から他の題目への移り行きに根本的影響を与えます。こ
の影響を与える注意の変容は、照明の変転、光の円錐の変換と
くらべられず、その影響をうける題目の変容は、同一のノエマ
的即事的核が或る時はこう、或る時はあゝと一面、一面、ポッン、
ポツンと把捉される所与の現れ方と趣を異にします。注意の変
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容はずっと続きをもった大きな意識の分肢としての作用の即事
的な変容です。また、注意の変容にあっては「作用の純粋主観」
は与っていず、そういう純粋自我や「純粋自我から放射して対
象的なものゝ所で終結する「注意する光線」があって、それが
変転すると見られるのではありません1

1

。
　以上のように、グールヴィイチにあって、題目の場にあって
の題目が示されていますが、これによって意味内容がどういう
ものかが明らかになって来ます。それは、即事的な志向的注意
の意識と本質的な関係をもって意識の結構の場によってノエマ
的意味として規定されるわけです。ところで、なお、意味内容
であるこの題目について注意されるべきことに、題目の同一、
恒常の問題があります。それは、氏によって指摘されているよ
うに、ノエマ的意味としての題目がいつも題目ときまっている
のでなく、ちがった結構にあっては題目でなくなるのですから、
ノエマ的意味が一定不変に固定しているのではないのか、ある
いはノエマ的意味は抽象的な内容だから、それは一番奥にいつ
も同一を保っていて、題目が結構に応じて変容するのはその同
一なノエマ的意味の種々の把捉面に過ぎないのかという問題で
す。そして、この問題は氏によってまた解答を得て来ます。上
述の題目の変容の第一の場合、又第二の場合では、題目は変容
を一方からは受けるにもかゝわらず、他方には依然としてその
題目であることに変りがなく、同一乃至恒常を保っていくので
す。ただし、この場合、場と没交渉に切りはなされた固定的な
同一が意味されるのではありません。同一であっても題目の範
囲が大きくなるにつれて題目の定位が変って来、恒常であって
1　以上1Gurwitsch, A.: Philonomenologie der Thematik und des reinen Ich Kap. 
II, Kap.1III(--§14)1参照。
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も題目が次の段階では他のものにその位置を代らせて、自らは
当面の題目ではなくなっていくので、そうした題目の場との
かゝり合いにあっての上でのことです。また、題目の変容の第
三の場合にあっては、その変容の可能の方向が法則的に規定さ
れてはいますが、題目の場の変容によって別の題目が現れ、第
一、第二の場合のように、題目の同一、恒常は与えられませ
ん1

1

。こうして来ると、グールヴィチの意味内容にあっては、同
一が言われないのではないが、一番奥に固定してそれぞれのち
がう場合、場合に際してその一面、一面が角度、角度から把捉
されるのではなく、意味内容が題目の場によって規定されると
いう根本的事実がまずたてられ、その規定の範囲内での同一、
恒常が認められるわけです1

2

。
　それから、意味内容又その同一、恒常が、このように場との
関係にあって示されるのと同時に、その際の主観としての自我
にしても、その場から抜けはなれた孤立的なものがあるとされ
るのでなく、志向的意識の部分として見られるべきものとして
グールヴィチに指摘されていますが、こうした場面の一部とし
ての自我の関係は、ヴェルトハメルが知覚について示している
ことの原理を汲むことによって、明らかになります。氏は、自
我を場の部分と見て、自我の本来、他のものに対した自我でな
くて、他のものゝ場合と同様に全体法則性によって支配される
1　同上1Kap.1III.1I,1II,1III1参照。【Gurwitsch, A.】
2　思考心理学の領域でドゥンケルが綜合的見透しの可能を説明して、一
定の態づくりで与えられ一定の機能（象面）により特質づけられた一つの
事がらから、新しい、すなわちその特質づけに用いられなかった機能（象
面）が、同一に確保された根基にあって、新しい態づくり（考察の仕方）
によって、引きだされ得るからだという（Duncker, K.: Zur Psychologie des 
produktiven Denkens S.165　又本書第一部判断の機能 . 統合判断の項参照）
場合の根基の同一ということも、原理的には上記の題目の同一と同様に解
されましょう。
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事物であることを示しているのです1
1

。
　意味内容がとくに認識の対象としての意味内容について考え
られても、その意味内容の規定の仕方に根本的に変る所はもち
ろんありません。認識の対象は、根本的に同様な仕方によっ
て、しかも直接所与の結構をもつ多様なものゝ内的な態づくり
によって規定されるわけです。なお、思考と認識についてのゲ
シタルト問題と意味問題とをとくに見ているシェーレルによっ
て、ゲシタルト理論にあっては意味という対象的側面に関する
ものがどういう風にして示されるかが問題として論じられてい
ますが、今1

2

、この題目、意味内容としての認識の対象を示すこ
とによって、その問題は解明されるでしょう。
　ところで、この認識の対象としての意味内容は、与料的内容
と範疇的形式との関係を見ることによって、なお明らかにされ
るので、意味内容についての内容と形式とがどういうものと見
られるかを見ましょう。

内容と形式
　認識についての内容と形式とは、本来、上に見られた意味内
容と切りはなされて扱われるすじあいのものではありません。
で、意味内容は、与料と形式とが明らかにされると、なお明ら
かになるでしょうし、また、与料と形式との関係は、同時に意
味内容の解明によってよくわかって来ましょう。
　ゲシタルト心理学に達する一歩前の段階に属するものとして
のフォン＝エーレンフェルスとによって気づかれた「ゲシタル
ト性質」は、認識の問題、ことにその与料と形式とについても、
1　Wertheimer, M.: Über Gestalttheorie S. 13 f.
2　Scheerer, M. : Die Lehre von der Gestalt S. 236-254.
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音の知覚など知覚心理学の領域にあってと同様な意義の問題を
もち来たします。それは、「ゲシタルト性質」が認識論にあっ
ての例えばカントの範疇としての形式に通じるものをもつから
です。個々の表象の総和の上に高次なものとしてたてられる「ゲ
シタルト性質」が経験される多様なものに統一を与える先天的
な「範疇」を想わせるものがあるのを認めることは不自然では
ないでしょう。カシーレルはその観念論の立場から「ゲシタル
ト性質」の認識論にとっての重要な関係を説いていますが1

1

、ま
た、グールヴィチもノエマの構造のゲシタルト理論的見解に
よって「ゲシタルト性質」の問題の重要なことを示します1

2

。
　こうして「ゲシタルト性質」が認識の統一形式にとって意義
をもって来ると、これとわけられない関係にある、その形式に
よって統一されるとされている認識の経験的与料が当然、考察
されることになって来ます。この際、知覚心理学の領域で廃棄
されている恒常仮定が、この認識の直観的内容についてどうい
う関係にたつかが問題とされましょう。それは、認識の与料と
されるものは外界の事物に対応した感覚内容の多様なものとさ
れているからです。知覚認識についてですが、グリゥンフート
はカントの空間の直観形式によって統一される感覚が物理的世
界に対応しないことを指摘して、物理的世界の原因に一々対応
的に現れていて空間に定位をもつ感覚を認めていると見られま
す1

3

。このことは、氏が、この認識の経験内容について恒常仮定
1　Cassirer, E. : Substanzbegriff und Funktionsbegriff S. 440ff.1参照。
2　Gurwitsch, A.: Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich S. 351ff 参
照。
3　Grünhut, L. : Über Gestaltpsychologie und Gestalttheorie, Jaenseh, E. 
und Günhut, L.: Über Gestaltpsychologie und Gestalttheorie [Friedrichmann's 
Pädagogisches Magazin, Abhandlungen vom Gebiete der Padagogik und ihrer 
Hilfswissenschaften Heft 1262] (1929) S. 108-1291参照。
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的な見方をしていると解することが出来ましょう。ところが、
この場合の感覚も、つまり、知覚心理学に属する感覚概念のわ
けですから、やはり恒常仮定的見方は廃棄されなければなりま
せん。そして、グールヴィチが認識を解明するに当って、まず
恒常仮定を廃棄して、先入見なしに所与をありのまゝにとろう
と唱える1

1

ことも、これに一致して来るわけです。そうかといっ
て直観的内容についてはカントの示す経験の多様が採られるべ
きではありません。カントの感性的与料はグールヴィチの言う
通り、排列や意味を欠いた混沌とした雑多なもの1

2

だからです。
実際、認識に当って扱われる知覚的所与は、知覚心理学の領域
にあっての実験的研究の結果が示すように、一般には感覚を単
位としたその寄せあつめでなくて、秩序づけられ、意味を含ん
だ知覚の結構として現れるのです1

3

。
　感性的与料についてはこうですが、しかし、カントの認識の
見解に他の点では参考になるものが見られます。ヴェルトハイ
メルが既に、カントでは無意味の総和の偏見がその認識論にあ
るのだが、自分達の問題と著しく積極的に関係する幾多のこと
が見られると言っているの1

4

ですが、メツゲルが認識の形式の点
でカントの思想に関係するものを認めています。メツゲルによ
ると、カントの思想はどの事物の根本性質も外界から我々の中
に「印象づけ」られ得ないということにあり、知覚に際して——
「直観形式あるいは時間空間のひろまりの可能、または個々の
事物の内的関係や存続、事物の形式や態様、事物のすべての関
1　Gurwitsch, A.: Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich S. 295 ff. 参
照。
2　同上、S．297 参照。
3　ゲシタルト心理学の知覚領域での種々の実験的研究の結果参照。
4　Wertheimer, M.: Über Gestalttheorie S. 21.
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係、原因と結果との関係これらも含めて——すべてのものは例
外なく、予めその可能性を具えている我々の中に新しく成りた
つのだということになるのだが、このように一般的可能性だけ
を人間の中に求めて、個々の場合の決定はこれを外的条件によ
らせることをしないで、個々の場合の決定に関しても、人間の
中にまずは法則を求めなければならないとされています。従っ
てメツゲルは、カントの思想で扱われた知覚の一番簡単な根本
問題、すべての統一すべての関聯の根源の問題に、フォン＝エー
レンフェルスのゲシタルト性質による感覚理論の転回がつづま
るところ落ちつくのだと見ています1

1

。
　このように、カントの認識の形式が「ゲシタルト性質」と関
係させられて意義をもつと見られて来ます。こゝに「ゲシタル
ト性質」が認識の問題にとってもつ重要な意義が示され得るの
ですが、その属する知覚心理学の領域でまだ適切でないことの
明らかにされている1

2

、この、個々の「感覚」の総和の上にきづ
かれているとされた「事実」は、この種のものと認識論が関係
をもつことを見るカシーレルによっても、同様に難じられてい
ます。氏の下す批評、そしてまた、それから進んで氏の内容と
形式との所説を見ることは、そこにこの問題の扱い方にとって
の参考を得ることになりましょう。
　氏によって「ゲシタルト性質」と同類のマイノングの「踏ん
でたつ内容」が吟味されますが、それはこうです。踏んでたゝ
れる感覚的要素内容の変化に際しても意味が変らずにあり得
1　Metzger, W.: Gesetze des Sehens (1936) S.1IX1又1S.1XVI.
2　Metzger, W.: Experimenteller Kursis der Gestaltpsychologie1 講 義 や1
Wertheimer, M.: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt1I1参照（この論文は1
Sakuma,K. : Gesammelte Aufsätze zur Gestalttheorie1(1927) に収録してありま
す）。
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る、その関係としての「高次の対象」をたてるマイノングの理
論は、心理学の従来の問題領域をこえることをつとめているが、
まだ伝統的な概念構成の影響をうけています。それは、感覚的
要素内容は自立しているもので関係を必要としないが、関係で
ある「高次の対象」は要素の支持を必要とし、それを踏んでた
ち、その上に後からついて来た結果のようにして組みたてられ
ているからです。本当は、この感覚的要素内容が自立している
という見かけが除かれなければならなく、関係が要素を顧慮す
る必要があるように、要素はまた同様に関係の形式を顧慮する
必要があり、この関係の中にあって、はじめて、要素は確立し
た意義を得るのです。意識の存在は内容、関係の両成分が互い
に帰属しているところに根ざすので、感性的現象と「高次の対
象」である関係とを互いに切りはなして考えるならば、意識が
意識でないことになります。で、内容と形式とのどちらのもの
も、「第一のもの」とか、根源的なものとかして、他のものに
さきだてられるものでないのです。こう、カシーレルは見てい
ます1

1

。氏でのこうした内容と形式とについての関係は、この心
理学の領域のほかになお言語にあっても示されます。氏は、繋
辞に示される一般的関係表現——こゝにすべての言語形成に通
じる根本方向が認められるのですが——を現実的存在にかゝる
ものと見て、言語にあって知性的な形式と感性的な内容とが交
互規定の関係にあることを説きます。そして、もし知性的表現
が感性的表現の中に含まれていず、感性的指標が意味の根本作
用をその中にもたないとすると、知性的表現は感性的表現とと
もに、乃至これから、展開し得なくなり、言語の操作にあわな

1　Cassirer, E.: Substanzbegriff und Funktionsbegriff S. 449ff.
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いというわけです1
1

。ところで、認識の内容と形式との場合もこ
うした内容と形式との関係と根本的にちがうところがないこと
が、なお、氏によって示されます1

2

。認識にあっては、氏によると、
不断に変っていく知覚内容に手を加えて概念的表現を与えてい
くので、概念と対象との関係は、そこで、現実性を措定すると
いう純粋条件に帰しますが、この関係が命題、函数1

3

を考えるこ
とによって明らかになるというのです。そこで、�（x）の形
であらわされる命題函数について氏で考えられている所はこう
です。それは、この場合、関係�が規定される変数値 xを示し
だすことによって、その内容をもつことになるのです。そして
函数�と変数値とはちがったもので互いに還元はされ得ません
が分離されはしません。函数は何ら個々の値で「あるのでない」
からこそ、個々の値に妥当します。そして他方では、個々の値
はそれが互いに函数で表現された結びつきの関係に立つ限りで
だけ「ある」のです1

4

。
　カシーレルによって認識の内容と形式との関係を示すために
とられた、その変数値と分離されない命題函数の考えは、現実
的存在にかゝる言語的表現と同様に、要素と関係とを切りはな
して見るべきでないという氏のマイノングの「感覚的要素内容」
と「高次の対象」との分離に対する心理学の領域での見解と通
じていると見ることが出来ましょう。それにカシーレルは、知
1　Cassirer, E.: Philosophie der symbolischen Formen I. Tell, Die Sprache S. 
286ff.1参照。
2　同上、1III.1Teil,Phänomenologie der Erkenntnis, S. 10 ff 参照
3　命題函数については1Carnap, R.: Abriss der Logistik S. 3f.1又1Russell, B.: 
Einführung in die mathematische Philosophie(deutsch von Gumbel und Gordon) 
(1930) Kap. 15. Tarski, A.: Einführung in die mathematische Logik(1937)1§2.1
§28.1なお、また、本書、形式の成態、イムプリント定義についての項参照。
4　以上 Casseirer,E.: Philosophie der symbolischen Formen III Teil Phänomeno-
logie der Erkenntnis 3. Teil Kap.1II1とくに S.378f. 参照。
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覚の中に思考の生産的作用を見るようにして心理学から論理学
に向うようにすべきことや、心理学は論理学の問題のもとをな
すということ1

1

を説いているのを見ると、心理学の領域での「高
次の対象」に対する氏の見解の、その認識論にとっての出発点
としての関係がうなづけるように思われます。そして、マイノ
ングの「高次の対象」に対する氏の見解には、フォン＝エーレ
ンフェルスの「ゲシタルト性質」に対するゲシタルト心理学の
立場1

2

と通じる点があると思われるので、カシーレルの認識の内
容と形式との所論は、ゲシタルト理論の認識論について見る所
に類したものと見られましょう。
　カシーレルの認識に関しての命題函数の所論が「ゲシタルト
性質」的なマイノングの「高次の対象」から出ているように、「ゲ
シタルト性質」的傾向の見られるフッセァルの所論1

3

の不十分な
ことを指摘して内容と形式とが相属的関係にあるべきことが、
グールヴィチによって主張されます。ベヌシの感覚的表象と感
覚以外的表象との区別に、フッセァルの「感性的ヒゥレー」と「志
向的モルフェー」との区別が対応するとグールヴィチは見ま
す。フッセァルでは、すべての感性的なものゝ属する資料の上
に「意味を与える層」が横たわり、この属によって志向性の特
質が示されるので、ヒゥレーそのものは、ただ内容の積みかさ
ねで「形式のない資料」に過ぎず、志向的な働きによって、は

1　Cassierer, E.: Substanzbegriff und funktionsbegriff S.14591参照。
2　これについては佐久間、K.:1ゲシタルト心理学の立場1S.141．又小野島 ,1
U.:1『最近心理学十二講』　S.128f1参照。
3　Husserl, E.: Logische Untersuchungen II. I. III. Zur Lehre von den Ganzen 
und Teilen 2. Kap.1 とくに §23．又1S.1234.1 本書第一部 S.29f.1 又 S.1251
Brunswik, E.: Prinzipienfragen der Gestaltthorie, Beiträge zur Problemgeschichte 
der Psychologie(1929) S. 1011 又1Gurwitsch, A.: Phänomenologie der Thematik 
und des reinen Ich Kap.1III1§15 参照。
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じめて、それに意味と秩序とが与えられるとされているとして、
グールヴィチはこうした内容と形式との関係づけが事実を解明
するのに因ることを指摘します。それはこうです。ものを理解
する場合に、理解される符号は一定の外見をもち、「物理的客
観」として一定の仕方で態くづられているのです。今、支那の
文字が示されるとすると、支那語をわきまえている者とそうで
ない者との間には、その文字がわかるのとそうでないのとの外
に、その文字が前者にとってと後者にとってとではちがって見
えるという区別があります。各人に直接に与えられているもの、
各人が知覚するものはちがった対象です。紙上に書かれた物理
的現象としての文字は、意味を与える働きによってその「感性
的外貌」を変えているわけです。で、氏によると、与料は「高
次の層」に対して独立なものではなく、その時々の結構と態づ
くりによって、はじめてそこにあることになるので、高次の機
能によって態づくられる感性的与料などというものは見当りま
せん。従って現象学的意識は、与料の層と意味の層との二つの
層に分解されるのでなく、いつも「意味の与えられた与料」が
与えられているのです。ゲシタルト性質についてであれ、与料
についてであれ、二層説は支持され得ないとされています1

1

。こ
うして来ると、つまり、認識の内容と形式との関係は、ここに
内容がただゴタゴタに集積している所へもってきて、形式がそ
れを統一して何らかまとめ意味を与えるという二層にわかれた
関係ではなくて、内容はいつも形式を具えており、内容が与え
られていることは、もうその場合、態づくられて意味が与えら
れているので、与えられた内容と区別される形式の層は見当ら
1　 以 上1Gurwitsch, A.: Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich S.1
358-3561参照。
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ないのだと言えましょう。
　認識の内容と形式との関係は相属的に見られましょう。それ
で、従来の認識論にあってとは様子がちがって来るわけです。
コフカは、感性的なものというものをはじめに断片的に受容す
る器具の像というように考えなくなれば、認識の問題は全く面
目を変えるのだとし、そして受容そのものが既に全体的関係に
よって条件づけられるとなれば、心理物理的有機体が内的必然
性をとらえるのに極めて従【「役」？】立って、器具のようなも
のとして見られて来るのだと言っています1

1

。それで、つまり従
来の認識論の不適切な事情が、ヴェルトハイメルによって明ら
かに示されています。氏によると、認識論は数世紀を通じてそ
の論の根抵に、世界は集合断片、束から成りたっているという
独断的偏見を抱いて来ているので、例えばヒュームだとかカン
トだとかでのように、無意味な集合をたてるという独断が働い
ているのであり1

2

、また、カントが表象の統一を言うに際しては、
経験の与料が断片的、盲目的だときめてかかっており1

3

、また、
その意味する直観も、例えば空間の場合のように、函

はこ

式に見ら
れていて具体的でないのです1

4

。こうした従来の認識論にあって
の独断は、ヴェルトハイメルの言いあらわしで言うと、認識を
「知られているものに帰させること」として、あるいは「慣れ
ていないものが説明を要すること」として見て1

5

来ていることゝ
関係しましょう。それは、感性的内容を断片的与料のただ束ね

1　Koffka, K.: Psychologie S. 575.
2　Wertheimer, M.: Über Gestalttheorie S. 21.
3　Wertheimer, M.: Logik1講義参照。
4　Wertheimer, M.: Kolloquium über Probleme der Logik,1演習参照。
5　Wertheimer, M.: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt I. Prinzipielle 
Bemerkungen S. 511参照。
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られたものと見るからこそ、既知の概念で関係づけ、まとめる
ことが必要になって来るからです。認識の内容は、実はそんな
ものではなく、そこにそれなりで、もう一定の結構をもってい
るもので、その形式が後から附けくわえられて、はじめて結構
を得るものではなく、内容と形式とは相属しているものと見る
べきでしょう。
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形式の成態

　こゝでは数学的論理学に属する事項で、適切に形式の態づく
りを示すのに参考となるものなどが見られます。

関係網について
　関係網とは数学的論理学にあっての推論の導きだしの三段階
の仕方1

1

の中で第二段のものに関した関係的形式です。この第二
の段階の仕事は、体系を真理、根本概念、又根本関係の体系と
してでなく、そこに現れる関係だけを示す網の表現として見て
いくことで、そこに示される形象は、この関係網にあっての位
置によってのみ特質づけられ、区別されるようになっているの
です1

2

。関係網とは、こうした網の表現として示される所の内容
の捨象された、純粋に関係形式的な体系のことです。
　関係網は、なお、カルナプの示す構成論の根本概念としての
構造の概念に現れる関係論によって明らかにされます。この関
係論はカルナプによって次のように示されます。氏によると、
対象の記述に関して対象の性質を示す性質記述と区別される所
の、対象間の関係を示す関係記述の特殊のものとしての構造記
述にあっては、一般の関係記述のように、分肢の性質が名づけ
られないばかりでなく、これら分肢の関係そのものも名づけら
れず、関係の形式的性質だけが示されるのですが、この性質が、
関係論の扱うものです。こゝに形式化の最高の段階が示されま

1　これについでは1Dubislav, W.: Die Definition1§41,1同 :1Die Philosophie der 
Mathematik in der Oegenwart, Der metamathematische Problemkreis I1又本書第
一部1S.153f.1参照。
2　Dubislav, W.: Die Philosophie der Matthematik in der Gegenwart S. 13.
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す。関係論にあって対象はしるしづけられます。しるしづけら
れるとは、その対象の属する領域からして一義的にその対象が
規定され得るに足りるだけの、めじるしが示されることです。
その時、その対象領域がせますぎ、関係の構造も十分に多様で
なくて、しるしづけが一義的に可能でない場合には、その領域
がひろめられ、関係が補助されて、その対象が規定されます。
科学的に許されるあらゆる関係がもって来られても、まだ、一
つの対象が他の対象と区別がつけられなければ、この二つの対
象は、主観的には差異があると見られるにしても、科学的にいっ
て等しいのです1

1

。
　こうしたカルナプの構造記述の関係論によって関係網が明ら
かにされるのですが、それは、なお、氏が関係論のしるしづけ
の例として挙げる、とくに鉄道線路網の関係的規定によってで
す1

2

。氏の例はこうです。例えばヨーロッパ——アジア間の線路
網の鉄道地図だとします。この地図は精確にかゝれてあるので
なく、旅行案内にあるように、かなりゆがんでいるとします。
地図は線路網の距離という長さに関した性質でなく、その関聯
関係という位相幾何学的な性質をあらわします。なお、すべて
の停車場は点によってしるしをつけられ、名前ははいらず、ま
た、線路の線以外の記入を、もたないとします。この時、実際
の線路網を見て、今、この我々の地図の点の名前」

ママ

をきめよう
というのです。実際の線路網は見にくいから、その代りに、すっ
かり名前のついた、も一つの地図を使うことにします。ところ

1　 以 上1Carnap, R.: Der logische Aufbau der Welt(1928) II Vorbereiteade 
Erörterungen A.1参照。
2　 こ の カ ル ナ プ の 鉄 道 線 路 網 の 例 は1Wertheimer, M.: 
Kolloquium über Problemeder Logik,1演習で扱われました。
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で、我々の地図は旅行案内の地図よりもゆがんでいてよいため
に、例えばシベリア線の長いというような形の特徴を探しても
何にもならないので、別の仕方できめていくのです。まず、一
番多く線の集まる結び目の点を探し、かりに八つの線の集まる、
こういう点が二十あるとします。次に、各点について各八線上
の次の結び目の点までの停車場の数を数えると、二十の点のう
ち二つとして一致するものが殆どないでしょう。もしそれでも
なお、二つまたはさらに二十の点が一致しているというのなら、
八つの隣の結び目の点相互の結びつきを見ればよいのです。そ
れらの点が互いにじかに結びついているかいないか、また、ど
れだけの停車場がその間にあるか、どれだけの線路が各々の隣
りあっている結び目の点から出ているかなどを見るのです。こ
うすると、すっかり区別されて来るでしょう。もしそれでも区
別され得なければ、隣の結び目の点からさらにその隣の結び目
の点へ、また、そのさきへといって最初の点をきめる特徴が見
出されるまで進みます。こうして網全部を残らず調べても、ま
だ、二つの結び目の点が区別され得ない場合には、二つの点は
等しくしるしづけられる（homotop）点なので、しるしづけの
関係以外の関係が補助にもって来られなければなりません。こ
の関係として、まず、線路関係に似た道路の結びつき、電話の
結びつきなどのような隣接関係が図式的に示されて考察されま
す。これらの第二次の結びつきの関係によって、点が区別され
るわけですが、これでもまだ足りないと、もし、するならば、
これらの空間的関係に、なお、住民数の関係（住民数そのもの
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ではない）、経済状況、気候関係などのような、他の地理的関
係が補われて見られます。こうしてもまだ、区別点が見出され
得ないならば、さらに歴史的関係のような別の種類の関係が考
察されます。こうしてすべての科学的関係が尽されても、なお、
二つの点の間に何らの区別も見出され得ないならば、この二つ
は科学上区別のないものです1

1

。こうしてカルナプは、鉄道線路
網の例によって、対象の関係論的にしるしづけられる仕方を示
します。
　この仕方の特質は、この例でいえば、停車場を規定するのに
その名前を示さずに、鉄道線路などの網の全体の関係によって
区別していく所にあると言えましょう。点は次の点と連なる線、
又次の点相互の結びつきの関係——直接か間接かの、——又そ
の点から出る線などによって規定されるのは、点が点の関係に

よって規定されることであり、
また、こういう線路という関係
だけでかたのつかない場合、道
路や電話の結びつき、住民比例、
経済情況、気候のちがいなどに
よって規定されるのも、点が点
のそういった関係によって規定
されることです。こうした規定
の仕方は、従来の、まず個的対

象がきめられ、それからその間の関係がつくられていく行き方
と反対の方向をとって、まず関係があり、それからこの関係に
よって個的対象がきめられていく行き方です。このような例に

1　Carnap, R.: Der logische Aufbau der Welt S. 17 f.
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よってカルナプの示す関係論によって、関係網の形式的な性質、
関係的な性質が明らかでしょう1

1

。
　なお関係網は、氏によって関係の構造を直観的にするために
各関係について示されるものとされている矢じるしにも関係が
ありましょう。矢じるしでは、すべての関係項は点で示され、
点から矢が他の点に出ます。この時の矢じるしは前者が後者と
一定の関係に立っていることを示すのです。二重矢は両方向に

関係の妥当する項の一対を、返り矢はそれ自身が同時にまた一
定の関係の項であることを示します。二つの関係が同じ矢じる
しをもてば、その二つは「等しい構造のもの」、あるいは「イ
ソモルフィク1

2

」です。二つのイソモルフィクな関係の矢じるし
は、もちろん、相似であることを要しません。その中の一方の
矢じるしがゆがめられて（全体の関係はそこなわれずに）、他
方の矢じるしに移され得る（位相幾何学的な等価）時でも、二
つの矢じるしは等しいと言われます1

3

。カルナプの矢じるしには、
このように項が名づけられないものゝ外に、なお、項が名をも
1　カルナプのこの例による関係網は1Wertheimer, M.: Kolloquium Über 
Probleme der Logik,1演習で扱われました。
2　イソモルフィクなことについては本書、形式の成態、イソモルフィズ
ムについての項参照。
3　Carnap, R.: Der logische Aufbau der Welt S.13f.
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つものが示されていますが、上記の関係網には前者のように項

の名づけられない方がよく合うでしょう
＊

。
＊1後者の矢じるしは、例えば関係を Kとすると、その各項が点で示され、
aKbが妥当すれば、一つの矢が点 aから点 bへ行き、aKb・bKaが妥当
すれば、aと bとの間に二重矢が示され、aKa1が妥当すれば、点 aは返
り矢をもつという風になるので、例えばある関係 Hの矢じるしだと図の
ように示されます。（Carnap, R.: Abriss der Logistik s. 26ff.)

　氏で示されるこの矢じるしによって関係の構造が直観的にさ
れるのですが、その場合、関係が中心となって関係項である個々
の点は名づけられていないこと、ことに矢じるしが互いに位相
幾何学的な等価をもつ場合、互いに相似でなくてよいことは、
矢じるしにあって如何に関係が個々の項にさきだって考えられ
ているかを示すものでしょう。このようにして関係網に関係の
あることが見られましょう。
　今、上述の数学的論理学に属する関係網の構造は、ヴェルト
ハイメルの次の指示によって端的に示されます。それは、次の
二つの図【図１のⅠとⅡ】にあって点ａと点ａ ′ との規定され方
を見ると、ａは b、c、ｆ、ｇとそれらへのそれぞれ一つの関
係とにより、かつなお、d、eとそれらへのそれぞれ二つの関
係とによって、また、ａ ′ はｂ '、ｃ '、ｆ '、ｇ '1とそれらへの
それぞれ一つの関係とにより、かつなお、ｄ ′、ｅ ′ とそれら
へのそれぞれ二つの関係とによってきめられます。いいかえれ
ば、他の点とそれへの関係を中心としてきめられるわけです。
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で、なお、こういう仕方で規定される限り、ａとａ ′ との間に
は区別がありま1

1

せん。こう端的に示されているのを見て明らか
なように、点は下から上への途と反対に上から下への途をとっ
て規定されるわけで、この点に関係網の長所が見出されるわけ
です。ところで、これについて疑問が出て来ます。それは、こ
ういう仕方では点がきめられ得ない場合が出て来るからです。
それは、今、【図２】で図示される所の、関係ａ bの項としてＡ、
Ａ ′、Ａ ″ 等々の点のある場合にあって、Ａはａ、bとこれら
へのそれぞれ一つの関係とにより、Ａ ′ はａ、ｂとこれらへの
それぞれ一つの関係とによって、Ａ ″はａｂとこれらへのそれ
ぞれ一つの関係とによって、また、関係ａｂの項としてのその
他等々の点はａ、bとこれらへのそれぞれ一つの関係とによっ
て規定されるわけです。ところが、どの点も等しい仕方で規定
されるので、その間に区別がつけられ得ません。いいかえれば、
ａｂ線は均等で、そのどの点も区別がありません。こういう場
合には、それで、点がこの仕方ではきめられ得なくなってしま
います。このことはどうしたものかという疑問がそこで出て来
るわけです。これに対しては、しかしながら、カルナプの構造
的しるしづけの立場からすれば、次のように答えることが出来
ましょう。それは、こういう場合には、関係の項としてのどの
点も互いに区別されないでよいのだということです。実際、こ
ういう均等な関係にあっては、それで差しつかえもないでしょ
う1

2

。それで、これはこれでまずよいとしても、なお、問題があ
ります。それは、ヴェルトハイメルに従って言うとこうです。

1　Wertheimer, M.: Logik 講義参照。
2　これらのことについては1Wertheimer, M: Kolloquium über Probleme der 
Logik,1演習参照。
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さきの図 1にあって点ａと点ａ ′ とはカルナプの構造的しるし
づけによっては区別がないのですが、しかし、実際は、見られ
る通り、ａは一つの図形の中心にあるのに、ａ ' はそういう中
心にはありません。構造論では関係が極めて抽象的に考えら
れているので、むしろそうした直観的の区別をしようとしない
わけです。——そしてこのことは均等な関係ａ bにあって各
点の区別されないのと原理的に同一です。——けれども、図 1
で見られるａとａ ′ とのこうした全体関係から見ての位置の区
別が示されないことは、構造的しるしづけの仕方の不十分を示
すと言えましょう。つまり、構造的しるしづけが関係中心で点
をきめていくのはよいのですが、ただ関係を一段階ごとに単位
としてで、全関係を一まとめにした観点からしてでない所に不
十分があるわけです1

1

。これが問題になります。
　この点について、一つの具体的な知覚図形の場合ですが、ア
ルンハイムの表情の研究が原
理的にこの問題に関係して来
ましょう。それは、こゝで、全体の線と部分的な線との関係に
ついて顔面のどの部分的線もその全体の表情によって規定され
ることが、実験的に認められているからです。氏が顔の側面の
影絵のもつ各部分の線を変化させ、それらの場合を互いに比較
して得た結果はこうです。全体を変化させ、しかもその中の或
る部分だけはもとのまゝにしておく場合に、この変化させられ
ない部分が変化させられるまえの全体のと同一なものだという
ことに気づかれないこと、次に、量でなく質が問題であって、
全体の部分をすこし変化させるだけでその全体の与える印象が
1　Wertheimer, M.: Logik1講義又1Nakamura, K: Logik des Wiener Kreises und 
Logik der Gestalttheorie1参照。
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すっかり変ってしまい得ること、また次に、部分はどの全体に
もって来られても同一であるということに反し、その場合には
変るのが普通だということです1

1

。ところで、氏によって示され
たこれらのことがらは、全体の多くの段階の線が一つ一つに区
切られてでなく、みな一つにまとまって——例えば額の線だけ
が切りはなされて見られるのでなく、それにつづく鼻の線、又
その次に来る口の端の線などと一緒に全体の顔の線として——
全体の印象の一部分としてその機能が規定されるのだというこ
とを意味するわけです。この研究の原理的意味を汲みとるなら
ば、上記の関係網の不十分な点がうなづける所がありましょう。
　なお、ヴェルトハイメルが知覚図形について、ただ点が関係
中心的にきめられるだけでなく、——これだけなら関係網の場
合と変りありませんが——関係までも関係中心的にきめられて
いくのだということを示していますが、そこに見られる原理的
意味によって、関係網の関係論的な点のきめ方をもっと全体関
係的に徹底させていくという関係が明らかにされましょう。今、
ヴェルトハイメルの示す所を見るとこうです。まず、その挙げ
た例の一つとして、はじめに黒板に点の群1Ⅰを示し、すこし
たってから点 c1と e1とを消す（Ⅱ）と、点についてはまえと
同じでありながら、見え方が大変ちがって来ます。例えばｂは1
Ⅰ1で左にあり、それに対して右に dがあったのが、Ⅱ1では b
は「まん中」で aが左にあり、それに対して右に dがありま
す。これを関係網——そこでは個的内容が網にあってのその位
置によって能含的にきめられるのです——の表現で言えば、b1

1　Arnheim, R.: Experimentell-psychologische Untersuchungen, zum 
Ausdrucksproblem, Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt IV, herausgegeben 
von M. Wertheimer, Psychol. Forsch. 11(1928) 参照。
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と d1 とは——左右の別を度外視すれば——同じ能含内容をも
ち、等しくしるしづけられる（homotop）のに対し、bⅡはまん
中で（まえの c1 のように）、dⅡは bⅡとでなく、aⅡと等しく
しるしづけられ（homotop）ます。今、「等しくしるしづけられる」
（homotop）を〜で、「等しくしるしづけられる「（homotop）の
でないのを�で示すと、Ⅰでは b〜 d,1d � a、Ⅱでは b� d、
d〜 aになります。こうしてⅠとⅡとはちがった内容のもので

す。このヴェルトハイメルの例で見られるように、点の内容の
ちがいは、点がそれの坐す関係によって規定されるからによる
わけです。で、氏によれば、ゲシタルト的なものは以上の能含
的考察で完全に示されるわけでなく、まだいろいろ不十分な所
があるが、以上の限りでなら、これでよく示されているとされ
ています。で、今、氏の指摘にあるように、関係網のきめ方で
は完全にゲシタルト的なものが示され得ないのです。それは、
点が一つの関係によって規定される場合は、それでよいとして
も、多くの関係が現れて来た場合には、関係の寄せあつめがな
されるのは適切でないからです。それで、氏にあってはなお、
関係も点の場合と同様にして、次のようにして規定されていき
ます。1Ⅱでは、a

＿＿

b と b
＿＿

d との等しさは二つの距離の等しさだ
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けでなく、対称です。対称は距離の等しさだけを意味するので
なく、本質的に全体関係に関します。Ⅰの距離 a

＿＿

b と b
＿＿

d との

客観的等しさはⅡとはちがって見え、Ⅰを見た場合に全然その
等しさを見ないことが度々あります。また、a

＿＿

b と b
＿＿

d との等
しさは、Ⅱでは、Ⅰとちがった感じやすさをもち、例えばⅠで
aがすこし左へひきよせられ（そして対称をくづさないために
eが右へよせられ）ても、本質的にはちっとも変らないで見え
ることが度々なのに、Ⅱでは、その場合、著しい「不対称」が
現れます。（他の変化——強さ、高さなどにあっても似た関係
があります。）で、関係にとっても、全体にあってのその位置
と役割とが重要なことが明らかだと氏は言います。
　なお、関係としての線と線とが、上に示されなように全体関
係に関するばかりでなく、関係としての角と角とが、全体関係
に関することが、氏によって例示されます。それはこうです。
ⅠのＣが両方にひきのばされてⅡとなります。ⅠではＡとＣと
が対、Ｂが左右相称であるのに対し、ⅡではＡＢの角が斜線Ｃ
の上に立って、ＡとＢとが対で、ＡＢの角がまあ左右相称です。
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（ⅠではＡ＝Ｃ、Ａ�Ｂ、ⅡではＡ〜Ｂ）。ⅠはＡ：Ｃの等しさ
の変化に感じやすく、Ｂの変化にはそうでないのに対し、Ⅱは
Ａ : Ｂの等しさの変化に感じやすく、Ｂ＝ＡはこゝでさきにＣ
＝Ａがもった役割を演じるのだとされています。
　それぞれ点、線、角に関すると思われる以上の三つの場合よ
りすこし複合的な氏の例は、図形的に手頃な関係網を想わせる
ものがあって、関係の全体関係的規定の仕方をなお明らかにす
るに資する所がありましょう。で、今、次の氏の例が見られます。
ＡＢＣにＤをつけると、このＤという線は「無意味な添加」と
して現れることが度々です。その場合、存在、長さ、角の位置
について「偶然的」、「恣意的」です。（Ｄ＝Ａであること、Ａ
とＤとがＢの上に立つその角が等しいということは、Ⅱ1では
見てとられないことがしばしばです。）それがⅢになるとちがっ
て来て、ＤはＡと同様、斜の不等四辺形の斜辺をなします。Ⅰ
はＢ〜Ｃ、ⅢはＢ�Ｃ、ⅡはＡ�Ｄ、ⅢはＡ〜Ｄです。Ⅰでは
ＢとＣとが等辺三角形の両辺で、ＢとＣとの等しいこと、Ａで
の角の等しいことに重心があるのに対し、ⅢではＢが底辺、Ｃ
が対角線で、対角線の等しいこと、Ｂでの角の等しいことに重
心があるのだとされています1

1

。
　こうしたヴェルトハイメルの知覚図形について、関係がまた
全体関係的にきめられていくことの原理的意味を見れば、関係
網での能含的考察の仕方を徹底させた仕方を知ることが出来ま
しょう。
　こうして来ると、さきに示された端的に関係網が示される場

1　以上1Wertheimer, M.: Zu den Problem der Unterscheidung von Einzelinhalt 
und Teil, Zeitschrift für Psychologie 129 Friedrich Shumann-Festschrift(1933) S. 
353-3561参照。
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合のａとａ ′（図 1）との全体関係から見ての位置の区別のつ
けられる仕方が要求されるでしょう。そしてこれは、ヴェルト
ハイメルによって次のように示されます。数学的論理学のよう
にしてきめれば、ａは、ｂ、ｃ、ｆ、ｇへの関係である第一段
階の関係を四つ、又 e、dへの関係である第二段階の関係を二
つもち、ａ ′ も、同様に、第一段階の関係を四つ、第二段階の
関係を二つもちます。これらの数を標示して 4Ⅰ2Ⅱとすると、
ａ、ａ ′ 両者とも等しい標示になります。これを採らないで、
まあ一段一段の関係だけでなく、中間空間をも考慮に入れた標
示をつかってａを 4Ⅰ（二つの中間空間附）2Ⅱ（二つの中間空
間附）、ａ ′ を 4Ⅰ（二つの中間空間附）2Ⅱ（一つの中間空間附）
として示せば（4Ⅰと・2Ⅱとについてはまえと同様）、ａとａ ′
との区別が、直観的に現れているように、書きわけられて来る
のです1

1

。この氏のおおよその標示の仕方は、数学的論理学の仕
方とくらべて全体関係的になって中間空間も考慮に入れて来て
いるので、数学的論理学のにくらべてａ、ａ ′ の位置を直観の
場面に適って示し得ているわけでしょう。関係網に関係をもつ
さきの矢じるしについても、同様のことが見てとられましょう。
　こういうように見て来ると、関係網の構造的しるしづけの行
き方には、一つの関係をもとにしてその中の部分としての点を
きめていく所に優れた点があるが、その関係が全体関係の相の
下に規定されるまでに、そこではまだ、上から下への行き方が
徹底されていないことがわかります。それぞれの関係になって
来ると、ただそれらを寄せあつめていくに過ぎないという不十
分な点が認められましょう。こういった不十分な点は、関係網
1　Wertheimer, M.: Logik1講義、又1Nakamura, K.: Logik des ”Wiener Kreises” 
und Logik der Gestalttheorie S.23f.1参照。
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ばかりにでなく、前に見られた1
1

論理計算学の計算の仕方、又後
に見られる1

2

イムプリシト定義についても認められます。ヴェル
トハイメルがこの点を指摘します。それによると、論理計算学、
イムプリシト定義の研究と並んで関係網の研究は、内容をその
全体の部分として見る可能性、いや実に必然性を示しますが、
限られた意味でであって、内容が関係網にあってのその位置に
よって規定されますが、しかし関係網は総和的にきづきあげら
れているとされています1

3

。で、一般には、適切な処置は、点の
関係的なきめ方を関係網のすべてに行きわたらせて、全体関係

の相の下に諸関係や関係項をきめていくようにすることです。

イソモルフィズム 
4
について

　イソモルフィズムとは結構の等しいことをいうので、例えば
今、xとｙ、ｕとｖの二項をもつ二つの関係をそれぞれＲとＳ

1　本書第一部、推理の過程、前提間の烏合的関係の項参照。
2　本書、形式の成態、イムプリシト定義についての項参照。
3　Wertheimer, M.: On Truth S .138.
4　Isomorphism.1なお、ゲシタルト心理学で生理学的仮定に関して言われ
る場合のイソモルフィズムは、今こゝで扱われる数学的論理学でのそれ
と区別されるわけです（そのイソモルフィズムについては1Köhler, W.: The 
Place of Value in a World of Facts(1938) Chap.1VI,1ことに S．217−232　又1
Koffka, K.: Principle of Gestalt Psychology S.156-671参照）。
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とし、——すなわち、ｘＲｙ、とｕＳｖ——Ｒのあてはまる構
造態がＳのあてはまる構造態に一一1

1

方的に帰属し、そしてｘと
yとがそのまゝｕとｖとに応じ、また、その逆にｕとｖとがそ
のまゝｘと yとに応じる時に、関係ＲとＳとの間にはイソモ
ルフィズム、あるいは結構の等しさが成りたつと言われます1

2

。
さらにまた、項としての関係をとっても同様で、例えば幾何
学の点、線、平面での一つの体系Σ 1 とその根本関係Ｒ、Ｒ ′
………があり、これに対し第二の体系Σ 2 にあって、第一の関
係Ｒ、Ｒ ′………に帰属させられる関係があり、かつ、Σ 1 にあっ
ての項にΣ 2 にあっての項がいつも応じるように、Σ 1 の項を
Σ 2 の項に帰属させることが可能ならば、この両領域はイソモ
ルフィクであり、イソモルフィクな領域は等しい結構をもつと
言われます1

3

。この関係は、カルナプの論理計算学にあって、
Smor1=1Df1P

∧
Q
∧

{ ∃ !Ps
________

morQ}
と定義されています。この式は、氏にあって、次のようにし
て出て来るのです。次の図（イソモルフィズムを示す図）で
Ｓ；ＱはＱのＳ像です。ＱのＳ像とはＱの一対のＳ相関、�の
�との間の関係のことです。いいかえれば、�Ｑ �、�Ｓ �、�

Ｓ �であるような�と�とがある時、
ある所の、�と � との間の関係のこ
とです。そして

1　一多方的（関係 Rにあって各後項に対してただ一つの前項がある
時、Rは一多方的と呼ばれます）で、かつまた、多一方的（関係 Rに
あって各前項に対してただ一つの後項がある時、Rは多一方的と呼ばれ
ます）である場合には、関係 Rは一一方的と呼ばれます（Dubislav, W.: 
Naturphilosophie, Philosophische Grundrisse 2 (1933)1S.115）
2　同上 III.111参照。
3　Weyl, H.: Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft, Erster Teil,1I.141
参照。
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Sε 1→ 1. ⊂ ‘Q1= ᗡ‘S
が認められます。この記号の意味は、Sという関係は一一方的
関係の類の一つであって、そしてＱという関係の場がＳ関係の
後範域（後項の類）だということです。この場合、Ｑという関
係が �かと �との間にあると、Ｓ；Ｑという関係がＳ ‘� Ｓ ‘�
の間、いいかえれば、�に対して関係Ｓをもつものと �に対し
て関係Ｓをもつものとの間にあります。Ｓはこの場合、Ｓ；Ｑ
とＱとの間のコレラートル1

1

と呼ばれ、ＰとＱとの間のコレラー
トルの類は1Ps

________

morQ1で示されます。そして、そのようなコレ
ラートルがあると、ＰとＱとは互いにイソモルフィクと呼ばれ
て1PSmorQ1であらわされます。で、次の定義が成りたちます。

Ps
________

morQ = Df S
∧

{S ε 1 → 1. ⊂ ‘Q1= ᗡ‘S.1P=1S;Q1}
この式の意味は、1Ps

________

morQ1とは、Ｓ関係は一一方的関係の類の
一つ、そしてＱ関係の場はＳ関係の後範域、そしてＰ関係はＱ
関係のＳ関係像だという場合の、Ｓ関係の類のことだというこ
とです。このことからして、さきに出されたイソモルフィズム
についての次の定義が理解されます。

Smor1=1Df1P
∧

Q
∧

{ ∃ !Ps
________

morQ}
この式の意味は、イソモルフィクだとは、1Ps

________

morQ1にとってす
くなくとも一つの要素が属する場合のＰ関係とＱ関係との間の
関係だということです1

2

。
　なお、カントール以来、称されて来ているといわれる等数、
あるいは等勢が次のように示されます。すなわち二つの類、Ａ
とＢとが一一方的に互いに写しあう場合には、この二つの類は

1　Korrelator【Correlator：「相関子」】
2　以上1Carnap, R.: Abriss der Logistik S. 52f. u. a.1 参照。なおこの書は
Wertheimer, M.: Kolloquium über der Logik,1演習で使用されました。
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等数、あるいは等勢と呼ばれています。こう言うメンゲルの例
によれば、次の十字の類と点の類とは等勢です。それは、例え
ば各十字に対し垂直にその下にある点が帰属することによっ
て、十字の類は点の類に一一方的に写されるからです。これに
対し、点の類と星の類とは等勢でありません。例えば点の各々
に一つの星を帰属させても、一つ以上の点が帰属させられる一
つの星があるからです。こゝに等数の概念が示されます。更に
氏によっての事実的直観的な例として、児童や未開人にあって
の、数えられるべき数の項を手の指の数に一一方的に帰属させ
る行き方が挙げられます。そして等数の概念は数の概念や計算
を予想しないことが注意されます。例えば、どれだけの聴衆、
または座席が講堂にあるかを数えたてないで、その講堂には等
しい数の聴衆と座席とがあることを確定することが出来ます
が、これは、各座席は一人の聴き手で占められ、各聴き手は一
つの座席をもち、それによってすべての聴衆の類とすべての座
席の類との間に等数のための一一方的写しの関係がつくられる
のによるのです。そして、むしろ逆に、数の概念はこの等数の
概念によると説かれています1

1

。
　イソモルフィズムは概念と対象との間の関係を規定するもの
です。すなわち記号の客観事物への帰属を考える時、この二者
の間にイソモルフィクな関係があるとされ、こゝにドゥビス
ラーフの結構論が現れます1

2

。この場合には、イソモルフィズム
の関係項の一方が概念でなくて、客観ですから、ヴァイルによ
れば、このイソモルフィズムの考え方は現象の背後の物自体の
世界についての形而上学的仮設を解明する価値をもつもので
1　Menger, K.: Die neue Logik S. 101f.1参照。
2　Dubislav, W.: Die Definition II. 1 . III. A　参照。
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す。それは、そういう仮説では現象世界が絶対世界にイソモル
フィクでなければならないということが明らかだからであり、
我々は、たとえ、物自体を認識し得なくても、それについては
現象についてとちょうど等しいだけ多く知り得るのだとされま
す1

1

。
　イソモルフィズムは大体にあって以上に示された所のもので
すが、これは関係概念であるわけです。ところで、注目に値す
ることは、その際、関係といっても、従来考えられた関係のあ
り方とは自らちがう所のある、あり方である関係だということ
です。なぜならば、二つのイソモルフィクなものゝ中の各分肢
が一一方的に帰属するという時、その各分肢が一々数えたてら
れて、それからはじめて帰属させられる必要のないことが示さ
れる所があるからです。例えば、さきの講堂の座席と聴衆とに
ついて、等数性が数の概念を予想しないであり得るという場合
に、部分に対する全体の優性が現れていると見ることが出来ま
す。また、児童や未開人にあっての、手の指に一一方的に帰属
させるやり方は、その点に関する限り、ヴェルトハイメルの自
然民族の数概念の研究1

2

に一致するものがあると言えましょう。
そこで言えることは、ヴェルトハイメルの自然民族の数表象の
研究に基づいて課題となって来る所のこと、すなわち西ヨー
ロッパ人の思考、しかもまた、それに応じる論理学的範疇にあっ
ても、自然民族に見られる、即事的な全体に即して機能的に部
分の規定されていく思考の仕方が採られた方が適切であるとい

1　Weyl, H.: Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft Erster Teil I. 41
参照。
2　Wertheimer, M.: Über das Denken der Naturvölker.
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うことに1
1

とって或る程度までの解決が、これによって与えられ
るということです。
　ところで、機能的関係はどうなっていましょうか。イソモル
フィズムでは分肢に対する全体の優位は認められるとしても、
その際の一一方的帰属の関係にあって果して機能的具節性が
はっきり示されているでしょうか。ところで、等数の説明を見
ると、そこに分肢の全体に即して機能的に規定されることが推
論されます。なぜならば、上述の等数の概念は函数計算のひろ
められたものとして一般に関係に関するものとされているから
です1

2

。従って、等数関係にあっては相互の項の分肢の間に函数
的関係が認められ、各項の分肢は全体の等数性に即して機能的
に規定されるわけだということが導きだされて来ましょう。函
数計算の根本的符号を使えば、f(x, y)——f はこゝで等しい関係、
x と y とはその各項分肢——によってあらわされるものとなる
わけです。なお、イソモルフィズムの機能性について、もすこ
し考えていくと、次のようになります。機能的関係は計算的に
は函数計算の符号によって示されますが、なお、他に、図形的
にも示されます。すなわち論理計算学のための第二段階とされ
ている関係網に1

3

関するカルナプの例によってです。すなわち関
係網についての項で見られたように、鉄道の各駅を知るのにそ
の名を挙げずに、その各駅をその鉄道線路網にあっての点とし
て示し、そして各点をそれと隣接する各点との線関係によって

1　このようなことについては11Wertheimer, M. und Metzger, W. : Psychologi-
sche Übungen,1ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ大学（フランクフルト・アム・
マヰイン）1932-33 冬学期演習の中で1Wertheimer, M.:Über das Denken der 
Naurvölker1が扱われた際、問題となりました。
2　Menger, K.: Die neue Logik S. 100f.1参照。
3　本書、形式の成態、関係網についての項参照。
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規定していこうというのです。多くの線の交叉点である一つの
点は、こうして規定されるわけです1

1

。で、点という分肢が線と
いう関係によって規定されるわけです。こゝに、f(x, y) に応じ
る図形としての機能的関係が示されていると見ることが出来ま
す。なぜなら、今、鉄道線路にあって隣りあった二つの駅をそ
れぞれＡとＢとすると、Ａ点は線ＡＢや、その他の隣接する諸
点への線によって規定されます。すると、とにかく、ＡはＢに
より、ＢはＡによって規定される所があり、そこにＡとＢとが
関係ＡＢにあって互いにもちつもたれつして規定される関係が
示されるわけだからです1

2

。ところで、今、こういう分肢間の全
体に即しての機能的関係を、イソモルフィズムの場合にあって
の一一方的帰属に際しての各項の分肢間に見ることが許される
ならば、よいわけです。
　しかし、なおよく検討すると、イソモルフィズムによっては
まだ十分に満足を与えられないことに気づかれます。それは、
まず第一に、イソモルフィズムには全体の優性が示されている
と見られるとしても、果してその全体性が完全に元子化傾向を
清算しているかということです。イソモルフィズムについて二
つの結構の等しい時のその分肢の一一方的帰属には、恒常仮定
的な傾向が含まれていると思われます。一一方的帰属は一多方
的で、かつ多一方的ではありますが、その場合、二つの結構の
各分肢が互いに帰属しあう時、そこには、どうしてもその二つ
の項の各分肢の機械的一対一的関係が含まれているからです。
1　Carnap, R.: Der logische Aufbau der Welt S. 17f. 又本書、形式の成態、関
係網についての項参照。
2　こうした機能的な函数的関係については本書第一部、推理の過程、二
前提間の烏合的関係の項や本書、形式の成態、関係網についての項など参
照。
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こゝにモザイク的傾向が見えないでしょうか。
　この点で、こういう一一方的関係だけによるようなフレーゲ
の等数性に対して等数性の概念をもっとひろくとり、不定数に
よる行き方を認めるヴァイスマンの等数性は、以上のイソモル
フィズムの行き方をなお進めたものと見られましょう。ヴァイ
スマンは普通の数系列に代って不定数系列の適する場合を次の
ように認めます。星空を一瞬見た場合に光の点の数は確定され
得はしませんが、しかし少数の星——まあ五つまで——だけは、
はっきり数えられ、それ以上の星の数がボヤケ出すので、この
場合、その肢が「1、2、3、4、5、沢山の」となる一つの新し
い数系列——実際には原始民族が使う系列——が使用されて来
ます。この数系列は不変のものが何もなく、すべてが落ちる滴
のように流れ動いてあるような世界に適します。事物が数えら
れている間に、しじゅう、消えたり現れたりしていく場合には、
「すこし」、「多くの」、「非常に多くの」というような不定数詞
が——もっとこまかい段階にわけられて——普通のはっきりし
た数詞系列の代りに使用されて来るだろうというのです1

1

。ヴァ
イスマンのこうした場合に適する不定数系列では、一つ一つの
数がはっきり数えられなくてよいわけです。流動的な状態を示
すについては、一つ一つの数に基づく等数性でない、こうした
等数性の概念が出て来ます。この等数性は恒常仮定的な一一方
性だけによるイソモルフィズムの等数性の不足を、たしかに補
うものと見られましょう。
　なおまた、一一方的な等数性に止まる限り、イソモルフィズ
ムでは全体の機能的関係もはっきりしません。機械的一対一的
1　Waismann, F.: Einführung in das mathematische Denken, Die Begriffsbildung 
de modernen Mathematik(1936) S. 89f.1参照。
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関係を含むことを清算する時、全体に即して機能的に部分が
相属することが完全に示されて来ましょう。適切な全体性の優
位にあっては、一般には、その分肢の数は第二義的問題とな
り、結構が等しくて、しかも機械的に一対一であるに及ばない
ことが見られます。等しい結構であって、しかもその中の分肢
の数が互いに等しくないことが許されることが見られます。そ
れは、例えば一組というような考え方をする場合で、ヴェルト
ハイメルの示した自然民族の数の考え方にそういった場合が詳
しく説示されているのは、こゝに重要な参考になると思われ
ます1

1

。今、これに基づいて次のように言うことが出来ましょ
う。例えば十進法的な系列の一組と十二進法的な系列の一組と
を見ると、前者のは 1…………10 で、後者のは 1…………12
で、それぞれ一段階の一組をなし、前者の 1…………10 と後
者の 1…………12 とが互いに対応しますが、今、後者をもし
前者にあっての分肢の数と等しく、1…………10までしかとら
ないと、それは、その一組になるには足りないで、前者の一組
と対応することが出来ません。こうして見ると、対応するもの
は一対一的関係に立たず、一対一的関係に立つ時、かえって対
応しません。この場合には、モザイークテーゼに支配される傾
向から清算されて純粋に上から下への途がとられていると言え
ましょう。こういった場合の二つの結構を、適切な意味で互い
に等しいと言うべきでないでしょうか。なお、分肢が機械的に
一対一的帰属をしないで、両結構が互いに等しいということは、
ヴェルトハイメルが真理についてなした断片としての真偽と全
体としての真偽との区別の一つの場合としての fT、すなわち

1　Wertheimer, M.: Ueber das Denken der Naturvölker 参照。
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全体を考に入れないで個々としては偽であるが、全体から見る
時は真である判断の場合1

1

に見られると思われます。すなわちこ
の場合は、判断が事態に対応するが、その部分は一々一致して
いないからです。その例としてヴェルトハイメルの挙げるもの
に優れたカリカチューアがありますが、これは実際のその人物
とくらべられた時、その個々の部分的な諸点では随分ちがって
いるのですが、その画の全体から与える印象は写された人物に
大変によく似ているものです1

2

。この場合、実際の人物と画との

両者は、その中の各分肢が決して一対一的に帰属させられない
にかゝわらず、等しいと言えましょう。二つの結構の等しいと
いうことは、適切には、このように、その全体が主で、中の分

肢の機械的一対一的帰属は顧慮されるに及ばないと言えましょ
う。
　こゝに数学的論理学のイソモルフィズムのさらに発展した、

真に適切な意味での結構の等しさが示されるわけでしょう。

　ただ注意されるべきことは、一対一的帰属が絶対にあっては
ならないというのではないことです。それは、例えばヴェル
1　Wertheimer, M.: On Truth1参照。
2　同上1S.1139 参照。【On Truth】
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トハイメルの真理の論にあっての tT、すなわち部分としても、
全体としても、互いに一致する場合に応じる場合が1

1

、もちろん
認められるからです。しかし、その時でも、その場合が基本的
なものではないわけです。

イムプリシト定義 
2
について

　イムプリシト定義、乃至公理による定義に、それによって従
来の定義の難点が除き得られるとされるものです。従来、幾何
学の根本概念——点、線、面——の規定は直観に帰させられた
り、または伝統的形式論理学的の定義によりましたが、しかし
このような、例えば図形の示す所によって明らかだというよう
なことは、曖昧であり、厳密さが欠けましょうし1

3

、また、その
概念の類概念と種差とによる置きかえによっての定義では、そ
の置きかえる概念そのものが明らかでなければならず、これを
明らかにするにはさらに置きかえが必要となり、無限となるわ
けでしょう。なはまた、この置きかえという考え方は思わぬ欠
陥をもつものです。例えばごく大体に言って、今、
という等しさに際して、置きかえの規則によって未知の？を、
とにかく、規定しようという場合、かりに a＝ 2、b＝ 5、c＝ 7、
d＝ 11 とすると、
を得ます。次に、正しい公式にあって、等しいものを等しいも

1　Wertheimer, M.: On Truth 参照。
2　implicit definition,1この定義については1Wertheimer, M.: Logik1講義で触れ
られました。
3　Schlick, M.: Allgemeine Erkenntnislehre S. 30f.1又米山、K.:1『数学之基礎』、
上、第二篇第三章参照。
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のに置きかえてよいのですから、
2/51=14/101とすると、
を得ます。ところで、？の定義によって
を得ます。ところが、11/21 と 9/16 とは等しくなく、矛盾が
起ります。すなわち
という置きかえの規則は、とにかく大体に言って、正しい公式
にあって等しいものを等しいものによって置きかえても差しつ
かえないという規則をこわすものです1

1

。従って、置きかえはど
んな場合にも当てはまるとは言えなくなり、定義に置きかえの
考え方をもつことは危険でしょう。
　従来の定義に見られる、このような難点に対するイムプリシ
ト定義は次のように見られます。この定義では、数学に直観的
なものは無関係として、概念はそれが直観的に何を示すかに
かゝわることなく、公理が妥当するあるものを意味すればよく、
概念は互いに公理の一定の関係の中に立つことによってのみ規
定されるのです1

2

。ヒルベルトはその幾何学で、点、直線、面は
それぞれがただ互いに異なること以上の性質を、はじめて公理
によって得られるとしており1

3

、それら概念の本質は、公理体系
によって確立された関係の担い手であることにあるので、公理
による定義、乃至イムプリシト定義にあっては、点、線、面、間、
外などの根本概念は、まさにそれらが諸公理を満足させること

1　Dubislav, W.: Die Definition S. 33 f.
2　Schlick, M.: Allgemeine Erkenntnislehre S. 32.
3　Hilbert, D.: Elemente der Euklidischen Geometrie.1 ゲティンゲン冬学期
1898-99、ヨハン・ヴォルウガング・ゲーテ大学数学研究室所蔵。
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によって定義されることになります。そして、その場合、概念
の表象的内容を与えず、また、その間に存する関係の直観的意
味を抜いてしまうのですから、点、線、面などは、もちろん、
普通に経験的世界で我々が考えているものとちがったものでよ

いのです。いや、どんなものでも公理を満足させる
限りなら、差しつかえないのです。極端に言えば、

その限りは、点、線などの代りに感情でもよければ、音でもよ
いわけだとされます。このように、この定義では直観をさける

から、そこに厳密な精確さが可能だとされます1
1

。さらに、こう
いう仕方の定義では、従来は、定義されるべき概念に置きかえ
られる概念がはっきりしている——これはエクスプリシト定義1

2

と呼ばれます——のに対して、定義される概念が既知の概念に
よって完全に置きかえられるに及ばず、一定の命題の下にあっ
て他の未知の概念によって、不完全に規定される行き方が認め
られます1

3

。つまり、公理なり、命題なりを満足させることによっ
ての概念の規定のわけです。
　こうしたイムプリシト定義によって、さきに見られた従来の
定義の難点が除かれます。すなわち第一に、イムプリシト定義
では純粋に形式的抽象的であって、直観的なものは、これを全
く除いていますから、点、線、面などの究極の規定を直観にもっ

1　以上1Schlick, M.: Allgemeine Erkenntnislehre S. 31f.1参照。
2　explicit definition.
3　Dubislav, W.: Die Definition S. 39ff.1参照。
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ていくことがないので、従って、いわゆる自明的と称する曖味
さがありません。第二に、根本的諸概念は互いに公理の一定の
関係の中に立つことによってのみ規定されるのですから、定義
されるべき概念を定義する概念がはっきりしないために起る、
無限に遡ると考えられる難点も、なしにすみます。第三に、置
きかえについての欠陥も出て来なくなると考えられます。それ
は、さきの場合、
にあって12/51に14/101を置きかえる時、もしイムプリシト定
義の行き方でなら、この置きかえは許されないと見られるから
です。というのは、イムプリシト定義にあっては、その中の概
念は公理を満足させることによって定義されるのですが、今、1
2/51は、とにかく、そこの命題
を満足させますが、4/10 はこれを満足させないで14/101をこ
の場合とり入れて　2/51に置きかえることは許されないからで
す。従って、11/211と19/161とについての矛盾も起らず、
が、正しい公式にあって等しいものを等しいものによって置き
かえ得るとの規則をこわさずにすむでしょう。このように、欠
陥を免れることは、つまり、
を単なる置きかえの規則と見るのでなしに、イムプリシト定義
的なものと見ることによってだと言えましょう。
　こうしたイムプリシト定義が論理計算学で扱われていること
は、ヴェルトハイメルによって示されているように1

1

、重要な意
味をもちます。で、イムプリシト定義のもつ意義については、
まず第一に気づかれることは、この定義の仕方では、定義関係
の諸概念を考えるに当って、それらを含む全体性が与えられて

1　Wertheimer, M.: Logik1講義参照。
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いることです。これは定義が必ず公理によってされるからです。
諸概念は公理という全体にそぐう限りにあって規定されるので
すから、こゝに部分が全体によって規定される一般的関係が見
られます。しかも、第二に、この仕方の定義では、その場合、
諸概念が相互に機能的な函数関係に立っていると見ることが出
来るでしょう。それは、諸概念が互いに一定の命題の関係の下
に立つことによる限りは、ドゥビスラーフのいう意味で、不完
全のまゝに規定されることが認められるからです。すなわちこ
れから推して、公理乃至命題の中にあって、一つの概念は、他
の概念との公理、乃至命題にあっての相互の関係にあって規定
される、すなわち定義命題の中の諸概念は互いに機能的な函数
的関係に立っていると言えましょう。
　以上の二点については、数学的論理学で命題と区別されてい
る命題函数の性質が、この定義にも見られるわけです。それは、
命題函数にあってはそれに含まれているものゝ価値範囲は極め
て可変的なのですが、しかし、一方、或る程度に定まっていて、
例えば一つの命題にあってその中の概念が未知の場合、その値
はその命題全体にあって、その概念が他の概念となす、その特
定の関係によってきめられるからです。これをカルナプの例を
助けとして明らかにすると、今、「ｘはヨーロッパの山だ」と
いう命題のある時、この xの値は種々に可能ですが、しかし機
能的な函数的関係によって一定範囲内の値をもつので、「空腹
はヨーロッパの山だ」とはならず、例えば「マテルホルンはヨー
ロッパの山だ」とはなるのです1

1

。そこで、諸概念がその座す公
理にあっての互いの機能的な函数的関係によって規定されるイ

1　Carnap, R.: Abriss der Logistik S. 4 参照。
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ムプリシト定義は、この命題函数の性質を具えるわけです。こ
うした意味で、この仕方の定義が、従来のただモザイク式な置
きかえによる仕方の固定的なものとちがって、機能性の与えら
れているものだと言えます。
　なお、イムプリシト定義のもつ意義として、第三に考えられ
ることは、ヴェルトハイメルによって示されるように、ゲシタ
ルトの規準の一つとしてフォン＝エーレンフェルスの挙げた移
調可能性に、このイムプリシト定義のあり方が似ていることで
す1

1

。それは、ヒルベルトにあっての、公理による定義では、さ
きに見られたように、定義されるべき点、線、面のような幾何
学の根本概念は、諸公理を満足させ、それにあてはまりさえす
ればよく、直観的現実的内容をはなれているので、経験的に考
えられる点、線、面などであるに及ばないからです。林檎であ
ろうと、コーヒーであろうと、もしそれがその幾何学の公理を
満足させるものであれば、定義され得るのです。つまり、公理
は一定であるのに対し、そこに現れる諸概念は公理によって規
定される限りの範囲にあって可変的です。このことはすなわ
ち、例えば或る一つのメロディーにあって、その場合の個々の
音を変えても、メロディーは前と同様に保たれることが可能だ
という、移調の性質に通じるものと見られます。個々の部分は
変ってもその全体の調子が前と同様に保たれる点で通じるわけ
です。今、従来の固定して動かない概念の定義の仕方にくらべ
て、どんなにこの定義では定義の仕方に融通性があるかが知ら
れましょう。
　以上のように見て来ると、イムプリシト定義には、従来見ら

1　Wertheimer, M.: Logik 講義参照。
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れていない長所を見出すことが出来ます。しかしそれなら、こ
の定義の仕方が完全に適切な仕方かというと、それには疑問が
あります。なるほど、以上に見られた点で意義をもつのですが、
この定義が純粋に抽象的形式的で直観性を除去していること
は、果して事実に適する仕方と言えましょうか。ドゥンケルは
こうした直観なしになされる数学的又論理学的な考え方は、そ
れとして非難されるべきこともないが、どんなに「形式化」さ
れた数学でも或るどうしても除去し得ない根本直観、例えば「要
素」「関係」「推論」の概念、並びに演繹の原理のようなものを
含むわけだとして、総合的見透しのもとづく直観の層が生産的
思考一般、又公理主義的思考の心理学的条件であることを示し
ますが1

1

、これは、もちろん、生産的に考えるについて心理学的
に直観の不可欠を示したので、論理学的に言っているのではな
いわけでしょうが、しかし論理学的にも適切な考え方であるた
めには、やはり、心理学的な場合と同様、直観を必要としない
でしょうか。事実に即して考えていくべき限りはどうしても直
観性を除くことは不適切でしょう。そしてヴェルトハイメルに
よって、イムプリシト定義にあっては現実性が欠けていると言
われている1

2

意味を考えるべきでしょう1
3

。
　ところが、このことについては一応問題が起るでしょう。と

1　Duncker, K.: Zur Psychologie des produktiven Denkens S. 60 ff.
2　Wertheimer, M.: Logik1講義参照。
3　なお、この点については、カルナプの構造的しるしづけの仕方の方が、
まだ、現実性に近いと言えましょう。それは、氏によると、イムプリシト
定義によって定義されるものは精確に言うと一定の対象（概念）ではなく
で、そういうものゝ類、あるいは「不定な対象」なのに対し、構造的しる
しづけによっては論理以外的な領域の経験的な一つだけの対象がきめられ
るので、矛盾のないばかりでなく、その対象がそこにすくなくとも一つは
あり、そして一つ以上はないという経験的事態が要求されるものだとされ
ているからです。（Carnap, R.: Der logische Aufbau der Welt S. 19f)



196

論理学の諸問題第二部

いうのは、イムプリシト定義をたてる公理主義は純粋に抽象的
形式的に幾何学を建設するというたてまえに立って、点、線、
面などの根本概念を直観に帰させない所にこそ、この定義の意
義を認めるのでしょう。そして、今もし、直観を入れるとなると、
直観の除去によって得られる根本概念の精確な規定はどうなる
のでしょうか。ことがらは、また、後もどりになってしまうの
ではないでしょうか。また、論理計算学にあってイムプリシト
定義をたてる時も、その直観に関しての関係はこうした幾何学
の場合と同様でしょう。論理計算学は直観内容にはすこしも触
れず、そして思考の運行について精確をほこるのです。なるほ
ど、こう見て来ると直観をイムプリシト定義に入れるべきかは、
にわかにきめられないでしょう。しかし、精確な思考というこ
とは果して直観があっては出来ないことでしょうか。またもし、
直観性を除いてのみ精確な思考があるというのなら、そのよう
な抽象にはしり過ぎた思考は、たとえ精確と称されても、果し
て重要な意味があるでしょうか。いや、本当に精確ということ
に直観性をも具えるべきではないでしょうか。こういう意味で
直観性現実性の必要を説くことが出来ましょう。
　上述の意味で直観性、現実性を補われたイムプリシト定義の
仕方に、一般には適切な仕方が見られるわけです。そうして、
この仕方はただ一つの定義の場合だけでなしに、もっとひろく
論理学のすべてに行きわたって及ぼされるべきです。この点に
ついてはイムプリシト定義は、ヴェルトハイメルの示すよう
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に1
1

、なお不十分で、一つの定義の領域にあっては機能的ですが、
他の命題との関聯に当っては加算的な仕方で結びつけていくに
傾いてしまいます。この点をもよくされて、この定義の仕方が
一般には適切なものとされて来ましょう。

記号の使用
　形式の精確の点で従来の形式論理学が不十分なのに対して、
記号とそれを使っての計算による精確な形式性は論理計算学の
特色の一部1

2

ですが、こうした論理計算学的記号によって総和、
非総和の概念を公理的に体系的に示すことを試みたものにラウ
シの研究があります1

3

。これは、ゲシタルト理論の根本にある非
総和ということゝこれに対する総和ということゝを論理計算学
的精確さをもって扱い、概念的に規定していくものと言えます。
氏は実験的科学の一般的補助手段である変化法の特殊の場合と
して見られる所の、研究対象をくづし、その個々の部分を分離
させ、そして部分に変化が起るかどうかを観祭する仕方が、と
くに実験心理学中でも知覚論にあって対比現象や、いわゆる幾
何光学的錯誤などの取りあつかいに当って重要な役割を演じる
ので、こうした部分の不変化をもつ総和体とその変化をもつ非、
乃至超総和体との概念を今こゝにはじめて形式的にはっきり規
定するこの研究が、形式論理学への寄与をするとともに、個々
の科学的、とくに実験心理学的研究にも役立つとします。

1　Wertheimer, M.: On Truth S.1381参照。
2　なお論理計算学に認められる種々の特色についてはカルナプやショル
ツの枚挙を参照 (1Carnap, R.: Abriss der Logistik S. 1f. Scholz, H.: Geschichte 
der Logik S. 57-691参照）。
3　Rausch, Edwin: Über Summativität und Nichtsummativität, Psychol. Forsch. 
21, 3 und 4(1937).  [Bd. 21 S.209-289]
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　ところで、ラウシのこの形式的規定を見る前に論理計算学で
つかわれる符号や、式の中で、今、ラウシを理解するのた役立
つ記号について、まず説明されるとよいでしょう。
　まず、変数、常数、函数などについてカルナプの規定する所
はこうです。符号は規定のものか、不定のものかを示すのです
が、それをそれぞれ「常数」、「変数」として区別します。複合
符号にあって部分符号の取りだされて空位になった場所に種々
の符号を挿入すると、種々の新しい複合符号が出来ますが、こ
の空所のために特に置かれる符号を変数と言います。変数はそ
れ自身何も意味しません。空位をもつ複合表現は「函数」を示
します。空位を知らせる変数を函数の「項」と、そして変数の
場所に「挿入」される常数を項の「価値」と言います。常数の
挿入された複合符号は「その項の価値に対する函数の価値」で
す。「許される項の価値」とはその価値の挿入に際して複合表
現が意味を得るもの、従ってそれに対して函数が価値をもつも
のです。許される項の価値以外の符号が挿入された全体は無意
味な表現です。許される価値の範囲をその「価値範囲」と言い
ます。「言明」とは真か偽かであるものゝことですが、価値が
言明である函数は「言明函数」であり、言明函数は概念の論理
計算学的表示です。変数言明函数は�、χ、ψで、常数言明函
数は f, g で示されます。それから、例えば言明函数1fx1又1fxy1
が項のどの価値についても真であることを示すために、言明函
数の前に1(x)1又1(x, y )1をかきます。これが二種の演算子の一つ、
総体演算子です。で、(x).fx 又1(x, y).fxy1は言明函数の「一般化」
された「総体言明」です。次に言明函数1fx1又1fxy1が妥当する、
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すくなくも一つの x1が存在することを示すために、( ∃ x).fx1又1
( ∃ x, y).fxy とかきます。これがも一つの演算子、存在演算子
です。で、これは言明函数のも一つの「一般化」されたもので
ある「存在言明」です1

1

。
　論理計算学のこうした記号にもとづいて、ラウシは総和・非
総和の概念を明らかに規定します。そしてその際、どの部分も
変化せずに、「部分」あるいは「断片」の一つ一つからして合
成がつくられ得る場合にのみ、これは「部分」あるいは「断片」
の純粋な「総和」であり、逆に言えば、「部分」あるいは「断
片」をとりはなしても、その部分も、残った部分も、変化しな
い場合に、合成は純粋な総和だという、ケーレルの総和の定義
を根柢として補足、拡張、変更をめざすのです。ラウシによっ
て、まず、次の根本概念が規定されます。空間的延長をもつ有
限な静止した「存在」の合成がＺ、Zが有限の数 �だけに幾何
学的に区分された部分が1tμ (Z)（μ＝ 1,12,13,1...,1�）、この区
分がＥ、区分された合成がZE、そして区分による部分がtμ（ZE）
でそれぞれ示されます。また、部分の減法が�、その減法に対
して不変化なことが1 inv,1変化することが1var1でそれぞれ示さ
れます。この場合、tμの減法とは tμが Zから分離されて相対
的に遠くはなれた場所に運ばれることですが、それは図がらと
地づらとの関係にある合成と周囲の性質や外部からの作用とに
よります。不変化、変化は概念的だけでなく、対象的なそれで
す。そして、それは減法の結果として言われるのでなく、減法
そのものについて言われるものです。これらの根本概念によっ

1　Carnap, R.: Abriss der Logistik S. 3f., S.9, S.161参照。なおカルナプのほ
かにもこゝに関係のある符号については1Hilbert, 1D.: und Ackermann, W.: 
Grundzüge der theoretischen Logik1参照。
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て概念体系が、次のようにして、順次、きづかれていきます。
Ⅰ .1完全な合成から任意の部分が分離されても変化のない

場合の 1）各減数がその減法に対して不変化の場合、
( μ ){t μ (ZE)1inv � (tμ )}
（tμ (ZE)1は1� (tμ )——tμの減法——に対して不変化だというこ

とが、すべてのμにとって言えると読まれます1
1

。）
　この要求をみたす合成＝ s f 11

1I 部分の s f 11
1I 合成

2）各残余がその減法に対して不変化の場合、
(1μ ){(ZE-1t μ )1inv �1(tμ )}

　この要求をみたす合成=s f 11
2I 部分の s f 11

2I 合成
3）ａ .1残余の各部分が減法に対して不変化の場合

(μ,ν){tν(ZE-1tμ)1inv�(tμ)}1または (μ,ν){tν(rμ)inv�(tμ)}1
（1Z-tμの中の tνは� (tμ ) に対して不変化だということが、すべ

てのμとνとにとって言えると読まれます。）
　この要求をみたす合成=s f 11

3I1部分の s f 11
3I1合成

ｂ .1残余のすくなくとも一つの部分が減法に対して不変化の場
合、
(μ){(∃ν)[1tν(ZE-1tμ)1inv1�(tμ)]}または(μ){(∃ν)[tν(rμ)inv�(tμ)]}
　この要求をみたす合成=s f 11

3I2部分の s f 11
3I2合成

　以上のⅠによって s f 11
I 概念が規定されます。

Ⅱ .1Ⅰ1の場合の「不変化」が「変化」によって置きかえられて、
1）各減数がその減法に対して変化する場合、

(1μ ){t μ (ZE1)1var � (tμ )}
(1t μ (ZE1)1は� (tμ ) に対して変化するということが、全てのμに

とって言えると読まれます。）
1　記号の読み方はさきの記号の説明と上の根本概念の説明とによってこ
のようにして出来ます。以下の読み方もこれにならひます。

｝....s f 11
1I から

｝...11s f 11
2I から

｝...11s f 11
3I1から
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　この要求をみたす合成＝ u f 11
1I 部分の u f 11

1I 合成
　こうして sf 111Iから u f 11

1I が導きだされます。同様にして　2）
u f 11

2I 、3）a.1u f 11
3I1　b.1u f 11

3I2
1が得られます。

　このⅡ1によって1s f 11
I 概念と反対対立関係に立つ u f 11

I 概念が規
定されます。

Ⅲ .1( ∃μ ){t μvar � (tμ )}1に応じる〜 s f 11
1I などの〜 s f 11

I 概念は
sf 11I 概念と矛盾対立関係に立つその否定として、また、( ∃μ )
{t μ inv � (tμ )} に応じる〜 u f 11

1I などの　〜 u f 11
I 概念は u f 11

I 概念の
同様な否定として得られます。

Ⅳ .1s f 21
I 概念と u f 21

I 概念とはそれぞれ s f 11
I 概念と u f 11

I 概念とか
らして ( μ ) を ( ∃μ ) によって置きかえることによって得られ
ます。

Ⅴ .1以上の概念にあっての減法、乃至分離の仕方を変数 ( � )
とすることによって、s f 11

1I 、u f 11
1I 、s f 21

1I などの概念が得られます。
( μ ,1� ){t μ (ZE)inv � (tμ )}1=1s f 11

1II1

( μ ){( ∃� )[1t μ inv1� (tμ )]}=s f 11
1II21　

同様に　1s f 11
2II1

1s f 11
2II2

　　

( μ ,1ν ,1� ){t ν (rμ )inv � (tμ )}1
( μ ,1ν ){( ∃� )[t ν (rμ )inv � (tμ )]}1
( μ ){( ∃� )<( ν )[1t ν [t ν (rμ )inv1� (tμ )]>}1
同様に、三つの他の s f 11

3I1概念……s f 11
3I2から

u f 11
1I 、s f 21

1 などは s f 11
1I から得られます。

Ⅵ.1ｓ Iに関する概念にあっての合成の部分の性質を変数(e)
とすることによって、　s f 11

III に関する概念が得られます。
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( μ ,1e){e(t μ )inv � (tμ )}1=s f 11
1III1

( μ ){( ∃ e)[e(t μ )inv � (tμ )]}1=1s f 11
1III2

( μ ,1e){e(rμ )inv � (tμ )}1=11s f 11
2III1など

Ⅶ .1sI1に関する概念にあって�もｅもともに変数とするこ
とによって、s f 11

IV に関する概念が得られます。
( μ ,1� ,1e){e(t μ )inv � (tμ )}1=1s f 11

1IV1

( μ ,1� ){( ∃ e)[e(t μ )inv � (tμ )]}1=1s f 11
1IV2

( μ ,1e){( ∃� )[e(t μ )inv � (tμ )}1=1s f 11
1IV3

( μ ){( ∃� )<(e)[e(t μ )inv � (tμ )]>}1=1s f 11
1IV4などなど

Ⅷ .1sI1に関する概念にあって、なお進んで合成の区分を変
数 ( Ｅ ) とすることによって、　s概念が得られます。例えば

(E)[( μ ){t μ (ZE)inv � (tμ )}]1=s (1)11
1I (Z)1

一般的には
(E)[sf 11

p α(ZE)]1=1 s (1)11
p α (Z)1 (p α ( αは自然数）は s� 1 一概念の

指標数群の省略）
　又例えば

(E)[( ∃μ ){t μ (ZE)inv � (tμ )}]1=1s (2)11
1I (Z)

そして同様に、一般的には
s1p α (2)1(Z)

その他
(E)[u f 11

p α (ZE)]1=1u (1)11
p α など

Ⅸ .1以上の各種の概念が区分のことについて拡張された場
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合に、そのそれぞれに応じて1S,1U,1~S,1~U,1S,1Uの概念が得ら
れます1

1

。
【——以上に記されている記号は出来るだけ底本に忠実に写しているが、記
号の意味が不明で、印刷の不鮮明な個所については、確定しがたい事を寛恕
願いたい。】

1　以上のようにして、ラウシでは、区分された合成のどの部
分を分離させても、これに対してその部分は不変化だという総
和性の概念の記号化を手始として、それから非総和性の概念な
ど、他の多くの可能な概念の形式が導きだされ、公理的に体系
がきづかれています。
　これによって知覚論、その他一般に意識、その他種々の領域
にあって重要さをもつ超総和性の概念が、総和性の概念と関係
して論理計算学的記号によって精密に規定されているわけで
す。
　なおこのほか、そのまま数学的論理学に属する事項ではない
のですが、心理学的現象を数学的概念をかりて図式的に示すこ
とによってその現象の理解を明らかにするのに役立つものとし
ての、レゲィーンのトポロギー1

2

や、ホドロギーも1
3

、適切な論理
学的形式の態づくりにとって重要な関係をもつわけです。

1　以上1Rausch, E.: Ueber Summativität und Nichtsummativität 参照。
2　氏の Topologie1については1Lewin, K.: Principles of Topological Psychology 
(1936)1 又同：Kinderpsychologie,1 フリートリッヒ・ヴィルヘルム大学
1931-32 年冬学期講義参照。
3　 氏 の1Hodologie1 に つ い て は1Lewin, K.: Der Richtungsbegriff in der 
Psychologie. Der spezielle und allgemeine Hodologische Raum, Psychol. Forsch. 
19,(1934) 参照。
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科 学 の 方 法

実験的研究法
　帰納法によって個々の事実を観察実験してそこに法則、こと
に因果関係の法則を科学的に精密に見出そうという研究法の代
表的なものとして、従来、見られて来ているものは、ジェー＝
エス＝ミルの実験的研究法なので、今氏のその方法を見ていき
ながら、それが適切かどうかをしらべましょう。
　氏では、一般に知られているように、四種の実験的研玩法に
ついて五種の規則が次のように挙げられます。
　或る現象があってその中の或る事象を除いても、その現象に
変化が来ない場合に、そうした事象を皆除いて後に残ったもの
を、その場合の原因、乃至結果として認める所の一致法の規則
は、二つ以上の現象の事例が一つの事象を共通にもつ場合は、
その共通な一致する事象がその場合の原因、乃至結果だという
ことです。この関係をミルの使った字母で表示すれば、

ABC1�1abc
ADE1�1ade
——————
A1�1a

となるわけです。（こゝで大字母は原因、小字母は結果です。
以下もこれにならひます。）この方法の根拠は、除くことの出
来るものは現象と法則的に結びつかないということにありま
す。
　それを除くと現象がどうしても変化するという前件肢は、そ
の場合の原因であり、それを除くと特定の前件肢だけが欠けて
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来るという後件肢は、その特定肢の結果だとする差異法の規則
は、現象の起る一つの事例とその起らない一つの事例とが、前
者の事例にだけ起る一つの事象を除いて、すべての他の事象を
も共通にもつ場合には、その共通でない事象は現象の原因、乃
至結果だということです。字母であらわせば、

ABC1�1abc
BC1�1bc

——————
A1� a

となるわけです。この方法の根拠は、除くことの出来ないもの
は現象と法則的に結びつくということにあります。
　前件肢を互いに切りはなし得ない場合には、そこでの一定の
肢の起らない他の場合を見出すことによって、その肢を他の前
件肢から切りはなして、そこで共通な事象を求めてそれをその
場合の原因、乃至結果と認める間接差異法、あるいは一致差異
結合法の規則は、二つ以上の現象がただ一つの事象だけを共通
にもち、また他方、二つ以上の他の現象がさきの事象のないこ
とだけや共通点とする場合には、この事象はその場合の原因、
乃至結果だということです。字母で表示すると、

ABC1�1abc
ADE1�1ade
FG1�11fg
HI1�11hi

——————
A1�1a

となるわけです。この方法は一致法と差異法とが併用されたも
のです。
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　予めなされた帰納によつて知られた所の原因に帰させられ得
るすべての部分を、与えられた現象からさしひいた後に残る部
分を、はっきりしなかった前件の結果と認める残余法の規則は、
予めなされた帰納によって前件の結果として知られている部分
を現象からさしひいた後の残余は、残っている前件の結果だと
いうことです。字母であらわすと、

ABC1�11abc
A1�11a
B1�11b

——————
C1�11c

となるわけです。この方法は差異法の変形されたものと見るこ
とが出来ます。
　或る一定の前件肢が変化するとそれにつれて必ず或る一定の
後件肢が変化し、しかもその際、他の後件肢は変化しない場合、
また或る一定の後件肢の変化が、或る一定の前件肢だけが変
化し、他の前件肢は変化しない状態につれて起る場合には、そ
れはＡと因果関係によって結びついているとする共変法の規則
は、或る仕方で変化する他の現象につれて或る仕方で必ず変化
する現象は、まえの現象と因果関係によって結びついているの
だということです。これを、字母であらわすと、

ABC1�11abc
A'BC1�11a'bc
——————

A'1�11a'
　となるわけです。この方法では差異法の補助によって因果関
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係が確定されるのです。それは変化の共伴そのことをそれらの
現象以外の他の現象と切りはなして見ないと、共変する二つの
ものが他の現象を共通な原因とする二つの結果であるかも知れ
ないからです1

1

。
　ミルによって挙げられた以上の種々の実験的研究法は、とこ
ろで、因果関係の単純な場合に間に合うだけで、その複雑な
場合は使用に堪えないことが、なお、ミル自身によって、次
のように指摘されます。例えば原因ＡＢＣＤＥに対して結果
abcdeがある時、Ａが aの原因とは限らないので、Ｂが aの
原因の場合もあるし、ＡＢ両者がともに aの原因であること
もあるので、一致法の不完全が知られます。それは、この方法
では原因ＡＢＣに対して結果 abc、また、原因ＡＤＥに対して
結果 adeとある時、今、見られたようにすると、Ａが aの原
因とは限らないわけだからです。もっとも、差異法や間接差異
法によってこうした場合の不完全は救われ得ます。それは原因
ＡＢＣに対し結果 abcの場合、Ｂは bの、Ｃは cの、それぞ
れ原因であることがわかって来るので、aの原因はＢでもＣで
もないと見られるからです。が、しかし、このように分析的に
それぞれの因果関係をきめることの出来ない場合には、原因の
多義性の困難を除くことが出来ません。ことに、またなお、例
えばH2 と 0とから水が出来るという化学変化にあってのよう
に、各々の原因に対してそれぞれ別個の結果が出て来るのでな
くて、そうしたものとは全くちがった現象が起る場合や、また、
例えば、+a,1-a,11/2b,1-b12b1などとなって出て来た結果の各肢

1　 以 上1Mill, J. S.: A System of Logic ratiocinative and inductive, being a 
connected view of the principles of evidence and the methods of scientific 
inestigation Vol. I. 9. ed. (1875) Book III, chap. VIII, §1,1§,1§4,1§5,1§61参照。
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が互いに消去しあい、後のものが加算されるというように、そ
れぞれの原因に対して、それぞれの結果が出て来るが、これら
がまとめられて一つの全体になってしまう場合には、原因と結
界との間に一定の関係を見出すに当って、越えることの出来な
い困難があります。こうした因果関係決定の困難な場合には、
観察的方法や実験的方法という後天的な帰納的な方法ではその
関係の複雑さを克服するのに不完全なので、先天的に演繹的方
法によることになります。それで、上に見られた一致、差異、
残余、共変の四種の実験的研究法は、ただこの演繹的方法の前
提と徴験とを与える程度のものに過ぎないのです。つまり、ま
ず、観察や実験にもとづいて帰納的に大体、原因を定め、これ
を前提として一般的な因果の法則を設定し、こんどは逆に特殊
の場合をこの一般的なものから推論していくのです。で、一般
的法則に達する前提を与えるために、上記の種々の実験的研究
法が役立つわけです。それからこうした演繹的推論がどこまで
正当かは、直接の観察を通して帰納的に得られた因果の経験的
法則に、さきの演繹的推理が適合すればよいとなるわけなので、
演繹的方法のこうした徴験をなすために、また実験的研究法が
役立つわけです1

1

。
　このように、ミルにあって、その四種の実験的研究法が示さ
れますが、これらの方法が、因果関係の複雑なものを規定する
には不完全で、その場合に採られる演繹法の補助方法として役
立つに過ぎないとされます。実験的研究法のこうした不完全は、
ところで、原因のにしろ、結果のにしろ、そこの肢が実際はな
かなか、ミルでのように、どれも互いに孤立的で没交渉である

1　以上同上 Vol I. Book III, Chap. X1と1Chap. XI.1参照。
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ものでないのによるわけで、そして、ヴェルトハイメルの指摘
によると、同じと思われる、例えばＡならＡという原因肢でも、
原因の他の肢がちがえば、それとの機能関係に応じて、同一な
Ａでなくなるのによるわけです。なお、ヴェルトハイメルによ
ると、例えば一致法について見ると、その際、 ＡＢＣ——abc

ＡＤＥ——adeの字母
で示される場合、普通はＡＢＣ各肢の間に現れる機能関係と、
ＡＤＥ各肢の間に現れる機能関係とはちがい、また abcの各
肢の間に現れる機能関係と、ade1各肢の間に現れる機能関係
とはちがって来るのだとされています1

1

。それで、一般には、Ａ
ＢＣに現れるＡはＡＤＥに現れるＡとちがい、abcに現れる a

は ade1に現れる aとちがうわけです1
2

。そこで、原因ＡＢＣか
ら結果 abc1が現れるのは、全体として一つにまとまった（Ａ
ＢＣ）を原因として全体として一つにまとまった（abc）がそ
の結果として現れるのであり、原因ＡＤＥと結果 adeとにつ
いても、同様に、全体として一つにまとまった（ＡＤＥ）を原
因として全体として一つにまとまった（ade）がその結果とし
て現れるのです。ですから、今、（ＡＢＣ）を原因としてその
結果として（abc）の現れる場合には、普通はＡが結果 aの、
Ｂが結果 bの、Ｃが結果 cの原因という風に、それぞれ対応
して因果関係が簡単に一義的に規定されることはないわけで
す。ＡＤＥを原因としてその結果として adeの現れる場合も、
同様です。それから、なお言えば、普通には（ＡＢＣ）と（abc）
同志が互いに機能関係に立って、大きな全体として一つにまと
まった過程であるわけです。（ＡＤＥ）と（ade）とについて

1　Wertheimer, M.: Logik 講義参照。
2　なおこういう関係については1Wertheimer, M.: On Truth S. 141f.1又本書第
一部、概念の成立、抽象の項参照。
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も同様です。それで、原因の各肢と結果の各肢とのかゝり工合
は、なおこの大きな全体としての因果の過程によって規定され
るわけです1

1

。こうして来ると、一致法についてばかりでなく、
ミルの実験的研究法のどれもに通じて、原因肢と結果肢との
かゝり工合について、因果関係の機能的な全体関係の見られて
いないことが見てとられましょう。
　ところで、ミルの四種の実験的方法はまるきり妥当しないの
ではなく、原因肢と結果肢とがそれぞれ簡単に一義的に対応し
て規定され得るという特殊の場合になら、あてはまるわけです。
しかし、その実験的研究法は、一般的な場合である所の、因果
関係の複雑な、そして原因肢と結果肢との多義的なかゝりあい
を形にまとめたものではなく、ただ特殊な場合を形にまとめた
ので、上記の不完全が難じられるわけです。それで、むしろ、
因果関係の多義的である一般的な場合に適用され得るような方
法を形にまとめることが、残された課題でしょう。ところで、
この複雑な場合の因果関係を規定する方法として、ミルの言う
ような先天的な演繹法が採られるべきでしょうか。こうした因
果関係は帰納的な方法だけではとらえられないでしょうか。
　こうしたことは、なお一方、因果関係というものが一種どう
いうものと見られるかということゝ、他方、因果法則をも含ん
で一般に法則は一体どういう方法で定立されるのかということ
が明らかにされると、わかって来ましょう。で、これらことが
次に見られます。

1　なおこうした多義的の関係については本書、形式の成態、イソモルフィ
ズムについての項参照、又因果関係の一般的なかゝり工合については同上、
科学の方法、因果性の項参照。
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因 果 性
　因果性については、近時、物理学ことに量子論で問題とされ、
その不確定性が言われていますが1

1

、それは、今、シリックの所
説によるとこうです。因果関係の真の特質は予見に見られ、新
しい観察資料を古い資料から算出することが出来れば、事象の
法則性を見ぬいたわけで、予見が因果性の十分な徴表です。予
見の確立は因果性の唯一の規準です。ところで、予見の確立は、
根柢に因果性のあることを決して証明するのでなくて、いつも
ただそれのあることを蓋然的にするだけです。決定的徴験は原
理的には不可能です。法則をあとからの経験にもとづいて修正
するようになっているのですから、法則の絶対的な徴験は、本
来、言えないわけで、いいかえれば、自然法則は、主張の論理
的性質をもたずに、むしろ、主張を形成するための指示をあら
わすに過ぎません。量子論では、粒子の位置と速度とを同時に
精確にきめることが不可能なので、予見は不可能となり、それ
で、物理学にあっては因果の法則があきらめられなければなら
ないことになります。それで、つまり、確定論が近代物理学に
よって拒まれるということは、自然に関する一定の言明が偽で
あることでも空虚であることでもなくて、「因果原理」として
各帰納各自然法則への途を示す準則が役に立たないことなので
す。ただし、その役に立たないというのは、ただ一定の限られ
た範囲にとってだけ主張されるのです。物理学が不確定論の意
味で、将来は（或る限界内で）不確定だと、今日、言うならば、
その意味は、すなわちそれによって将来を現在から算出し得る

1　これについては1Weyl,H.: Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft 
又1Schlick, M.: Naturphilosophie, Philosophie in ihren Einzelgebieten hrsg. von M. 
Dessoir1が参照されてよいでしょう。
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式を見出すことが不可能だということです。あるいは、そうし
た式を求めるのが不可能で、それを見出すべき何らの指示がな
く、式はただ純粋な偶然によって推測され得るぐらいなもので
す。全く同じ意味で、過去についてもまた、それが或る点で不
確定だと言わなければならないことになります1

1

。
　こう、氏によって説示される因果関係の不確定性は、ところ
で、ミクロ物理学の領域にあっての因果性について言われてい
るのです1

2

。今、この領域でのことはしばらくおいて、マクロ物
理学に属すると見られ得る普通の領域での因果性について見て
いくことにしましょう。ところで、すぐ気づかれることは上述
のミクロ物理学の領域だけでなく、因果性の積極的確定は、普
通の領域にあっても認められないものゝあることです。いや、
ヒュームのこれに関しての見解は、量子論の不確定論よりも、
もっと因果性の是認について積極性のすくないものでしょう。
しかしまた、この領域では他方にカントでのような肯定的見解
も見られます。そこで、今、この領域の因果性についてどう見
られるかを見ていこうというのですが、この意味の因果性につ
いては、そこに現れる原因と結果との関係が、ヒュームの見解
に対して、カントともちがった意味で、認められています。こゝ
では、従来考えられて来ているその関聯と本質的にちがう所が
見出されるのです。
　で、今、このことを明らかにするについてまず見られるべき
ことは、ヒューム式な見解の支持され得ないことが、ケーレル

1　Schlick, M.: Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik, Moritz Schlick 
Gesammelte Aufsätze 1926-1936 (1938) S.154-761参照。
2　不確定性理論に対する見解については1Köhler, W. :The Place of Value in a 
World of Facts S. 183 f.1参照。
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によって指摘されていることです。氏の指摘する所はこうです。
例えば自分が自分のからだを動かそうと思ってからそれが動く
時、どうして現にそう動くのかは自分自身にはちっともわから
ないから、意志作用とからだの運動との関聯を説明することが
出来ず、こうした場合は、ただその間の時間的前後関係を扱う
だけだというヒュームの因果否定の見解は、その中に整合を欠
くものをもつのです。それは、ヒュームの言う「からだ」とは、
実は、直観的な身体のことであるべきで、それが動くというの
は物理的対象の物理的空間での運動のことであるべきではない
からです。で、意志作用とからだの運動との関聯と言われるも
のは、一定のくわだて、あるいは努力と一定の直観的な運動に
かゝわるものです。ところで、この間の関聯が、他の関聯、例
えばこの一定のくわだて、あるいは努力と雲の色や鳥の声との
間に見られるばらばらな無関係の場合と同様に扱われて、よい
のでしょうか。
　なお否定的見解にあっては、一般に「による」「から出て来
る」「にもとづく」などというような意識は決して必然の連絡
を証示するものでないとされており、例えば二十年前にはトゥ
リスタンとイゾルデの序曲をきいた結果、自分が感動したのに
対し、今では飽きてこの音楽をきく結果として自分はいや気を
もよおすというわけで、この前奏曲とその結果との結合が一定
したものでないことが示されます。なるほど、同一人が或る一
つの音楽をきいた結果は時によってちがい、今日は興趣をおこ
しながら、数日後には、いらだゝしくさせ、また千回以上も繰
りかえされると、平俗になってしまってうつろにひゞくように
なり、そこで数年きかないでいてからきくと、はじめの場合の
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ような喜が出て来ることがあるでしょう。
　しかし、このように結果が変るのは音楽についての現象的状
態が変っているから起ったことで、この場合の音楽と印象との
関係は、因果についての否定的見解でのように、一定の刺戟複
合と内的效果との間の恒常な結合としてでなくて、現象の場の
一定の出来事に応じて即事的自然的につくられる内的効果とい
う風に見られるべきです。結果としての印象がこのように変る
のは、なおまた、自分自身の状態が変ったことによるので、こ
の場合、音楽と印象との依存関係は直接に体験自身のうちにあ
り、従って統計的に設定された不変な相関々係が意味されるべ
きでなく、具体的な力系的な関係として見られるべきです。音
楽の效果が、かつてと今日とでは、自分にとって対立的になっ
て来たのは、自分の変化によることがあるわけです。ところで、
この場合、音楽の效果として現れる内的常態のかつてのものが、
それと全くちがう今日のものに変って来た経過は、自分自身に
体験され、気づかれません。従ってこの場合、自分自身の体験
の場の外にある、何らかの内的条件が変ったにちがいないので
す。そして、この音楽という同じ客観的所与に対する自分の現
実の態度の変化は、自分自身の体験の場の外にある、自身に直
接にはわからない、この内的変化によって規定されるにちがい
ないのです。この意味で、どういうわけだかは知らないで、「だ
から」という関係を簡単に扱っているしろうとの仕方は、原理
的に認められます。それで、全体の場の結構に含まれ、与えら
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れている力系的体験のうちに、我々の行動が対象にもとづき、
また逆に、対象が行動に影響される相属が見られるのです。
　現象的世界が無数の互いに没交渉な要素から出来ていると見
えなければならないということが、ヒュームにあって、はじめ
から暗黙のうちに前提されており、しかも、たいがいの場合、
どういう風にして一つのものが他のものから起るかは実際認め
られませんから、ヒュームにはその確信にあう例を見つけるこ
とがむずかしくなかったわけです。とらえられない現象学的観
察の立場から見ると非現実的である、こうした要素の没交渉な
並立や継起の「関係」だけのヒュームの世界では、それで、一
定の出来事の即事的に自然的な共存や継起についての法則は完
全に不可能なのです1

1

。
　以上のように、ケーレルによって、ヒューム式の否定的見解
が理解の相属の事実に合ったものでないことが、指摘されてい
ます。この現象間の相属の事実からして因果関係の是認に導か
れることになりましょう。ところで、この因果関係は、なお、
次に示されることによって、なお明らかになるように、従来の
そこに示される結合とは本質的にちがうものがあるのです。
　こうした因果関係について見られることは、それで、次のよ
うです。レヴィーンは、条件発生型1

2

の二つの可能な場合として、
1. 後から後からとつづく層の一系列とこれらの層の相互依存
の仕方とを示す型と、2. 出来ごとの種々の本質的性質の相属
の仕方を示す型とを挙げて、因果性の認識論的解明は、ａがあ
1　以上1Köhler, W.: Psychologische Probleme S.288-2361参照。なおこれに応
じる英文の1Köhler, W.: Gestalt Psychology1又日本訳、佐久間、K.:1ゲシタル
ト心理学参照。
2　これについては1Lewin, K.: Gesetz und Experiment in der Psychologie1VII,1
IX1又本書、科学の方法、帰能法と法則の項参照。
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ればｂがあるという、この第一の形式の方にかゝわるとします。
ところで、なおその際、このａがあればｂがあるという形式に
時間的見られるものゝ本質的な意味としては、そのａとｂとが
それぞれ何か別々のものと解されるべきでなく、ａとｂとの出
来事は必ず一つの統一された出来事の非独立な成分として解さ
るべき前後のだとします。で、出来事の後から後からの続は、
根本的には、時間的な続としては決して見られるべきでなく、
従って因果性にあっては出来事の相属が示されるのだというの
です1

1

。こうした因果概念が、なお、氏によると、心理学的に体
系的と歴史的との二様にわけられます。すなわち 1. 与えられ
た場面Ｓ（すなわち特定の環境Ｅにあっての特定の人物Ｐ）が、
なぜ出来事Ｂを結果としてもち、他のものをそうとしてもた
ないかは、問題の場面の力理的結構に妥当する一般的法則Ｂ＝
�（ＰＥ）（Ｂは出来事Ｐは人物Ｅは環境）によって答えられま
す。すなわち出来事は現在の場面の力理的性質によるので、出
来事の「原因」は現在の生活空間、あるいはその函数的部分の
性質に求められます。2. そういう場面がなぜ現れるのか、す
なわちなぜ特定の場合の生活空間がこういう特定の性質をもつ
かは、歴史的発展、原因のつながりに関することで、個人とそ
の環境との歴史の分析によってしか得られないことです。こう、
氏にあっては、1の場合の「因果性の体系的概念」が 2の場合
の「因果性の歴史的概念」に対させられます1

2

。そして、この両
者は、氏にあって、密接に関係するとされていますが、今、体
系的因果性の概念をよって見ても、それがＢ＝ �（ＰＥ）の函
数関係によって示されるように、原因と結果とは互いに函数的
1　Lewin, K.: Gesetz und Experimenr in der Psychplogie S. 407.
2　Lewin, K.: Priciples of Topological Psychology (1936) S. 30.
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関係にあり、全体の場面が考慮されての相属が因果性について
見られます。
　因果性が以上のように解されて来ると、因果の関係を否定す
るヒュームの見解が、ヴェルトハイメルによって、或る一つの
型に過ぎないと言われているのがよくわかって来るでしょう。
ヴェルトハイメルはヒュームの示す物体の落下の予見の場合に
対して、一小部分のほかは与えられている落下カープの、その
一小部分の予見の場合を、大体、対立させて、この過程の姿を
明らかにします。すなわち過程は、こゝでは、ただ簡単に何ら
かの、そして互いに内容的に任意な内容の習慣的連続にもとづ
くのではなく、こゝには「即事的」な、そして「内的な」動因
が扱われていることを指示します。そしてなお、このことは心
理学的関係にあってだけではなく、自然的なものもまた問題に
なるというのです。そこ1

1

で、因果性の問題は、ヴェルトハイメ
ルにあっては、予見の問題に関して来るわけです。それならば
予見ということが適切にはどういうものと見られるか、例えば
一小部分のほかは与えられている落下カーブの、その一小部分
の予見の場合に扱われる動因の即事的であることゝか、内的で
あることゝかいうのはどういうことかというと、これについて
は、氏によって、その原理が一部的にですが、経験論に反対に、
よいカーヴ、あるいはよいゲシタルトの能因、かこまれの能因
として知覚心理学の領域で考察されています1

2

。この、そこに扱
われた原理の認識論的原理的帰結として、その原理が、ヒュー
1　Wertheimer, M.: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt I. Prinzipielle 
Bemerkungen S. 57 Anmerkung.
2　Wertheimer, M.: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II. Psychol. Forsch. 
4 (1923) §1VII1und1§1VIII1参照（この論文はまた1Sakuma, K.: Gesammelte 
Aufsätze zur Gestalttheorie 2. Heft(1928)1に収録してあります )。
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ム的予見や伝統的論理学の予見に対立した、真に含意的な予見
をプレグナントな1

1

仕方で可能にするものであることが言われる
というのです1

2

。
　なお、因果性について、このヴェルトハイメルのゲシタルト
能因が原理的に思考心理学の領域で扱われて、ドゥンケルのい
う現象的因果性が得られます。ドゥンケルは、まず因果の関係
について、結果ｂの本質的原因は、すべてのｂ場面が他と共通
にもっている所のものゝ、また、比較されるすべての非ｂ場面
が他と共通に欠いている所のものゝ抽象によってとらえられ得
るという「抽象帰納法」を、心理学的には、一定種の多くの場
面から共通ら

ママ

象面の体制がつくり出されて来る過程と解して、
しかも、その場合、当該原因によって他の可能な結果にくらべ
て当該結果に優先が与えられるわけを、すなわち因果の関係が
すくなくとも部分的見透しをもつものであることを示します。
すなわち一般に我々は、一つの出来事の「原因」として空間的、
また、ことに時間的にそれと符合する他の一つの出来事を認め
るのですが、この符合は近接效果の法則によります。そしてま
た、そこに、時空的な簡潔性、プレグナント性1

3

が与えられてい
ます。こゝに、現象的因果性のゲシタルト能因が働くことが見
られ、原因と結果とは、すくなくとも時空にあっての各自の位
置に関して任意ではなく、原因の時間と場所とは結果の時間と
場所とに直接に直観的に、はいりこんで、互いに見透しがつけ
1　Prägnat.
2　Wertheimer, M.: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II, S. 330.
3　プレグナント性や簡潔性については1Wertheimer, M.: Untersuchungen zur 
Lehre von der Gestalt II, §1V, Köhler, W.: Die physischen Gestalten in Ruhe und 
im stationären Zustand, IV, 5. Kap., Matthaei,R.: Das Gestaltproblem (1929) §1101
又11Brunswik, E.: Experimentelle Psychologie in Demonstrationen (1935)1II1§141
参照
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られています。なお、時空的状態についてばかりでなく、内容
についてもそうで、形、性質、方向、材料などの性質が原因か
ら結果へ直接に直観的に、はいりこんで、原因と結果とは互い
に見透しがつけられます。ところで、現象的因果性に見られる
こうした部分的見透しは、全面的見透しの場合の見透しとはそ
の由る所を異にするので、現象的因果性にあっては、必然性は
簡潔性、プレグナント性ほど具えられていません。しかし、こ
うした部分的見透しの程度でもヒュームの因果性否定の命題に
対立し得るので、結果は原因からしてすくなくとも「想像」さ
れるというのです1

1

。すなわちドゥンケルの現象的因果性に示さ
れる原因と結果との相属については、原因と結果との布置され
る結構が与えられ、完全に、はっきり見透されないまでも、決
して盲目的にではなく、原因結果が予見されるわけです。
　こうして来ると、因果性について原因と結果との関係にはゲ
シタルト能因の原理の働いていることが認められます。で、原
因と結果とは、一つの統一された出来事の概

ママ

能的関係に立つ、
互いに非独立な成分の時間的系列関係にあるもの、なお、一小
部分のほかは与えられている出来事の、その一小部分をゲシタ
ルト能因の原理によってプレグナントな仕方で可能にする、含
意的な予見の原理が時間的関係にあらわれた場合、簡潔性、プ
レグナント性に従って一つの結構に布置され、互いに見透され
るものです。このように因果性にゲシタルト能因の原理が働
いているということは、一つの出来事にあってその中に区別さ
れる一つ一つの出来事としての原因と結果とが、時間的系列に
あってただ機械的に次プラス次と継続し任意に結びつき得るの

1　Duncker, K.: Zur Psychologie des produktiven Denkens S.176-821参照。
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だとすることに反対なので、ヒューム式な経験論的見解を不適
切だとするものです。そうして因果性について経験論をとらな
いことは、なお因果の法則が帰納法によって得られるとしない
ことになりましょう。実際、上に見られた因果の相属関係は、
ただ経験的な帰納法によっては得られません。帰納法によるだ
けなのではなく、簡潔性、プレグナント性の能因による見透し
によって因果の相属関係が適切に得られるわけです。
　因果関係が現象的事実の現実に即して上記のように見られま
すが、このことが明らかにされるのと並んで、因果法則をも含
めて法則が一般にどういう方法で定立されるかが、次に扱われ
ることになって来ます。

帰 納 法 と 法 則
　法則を定立する方法として一般にとられて来ている帰納法
が、そうして定立された法則の蓋然性を与え得るだけで、一般
的に妥当することの原理を理論的に示し得ないことが、シリッ
クやドゥビスラーフによって指摘され、従って一般的に妥当す
る法則の成立ということについて理論的には否定的な結論に導
かれています1

1

。
　ところで、こうした帰納法を独立な方法と見ないで、演繹法
をも含む両方法の統一された一つの科学的研究方法をたてゝ行
き、そしてそれによって法則の成立を認めようとする実用的な
仕方が、エフ＝シ＝エス＝シラーによって示されます。どうい
う風にして法則が定立されるかが、今、見られるに当って、帰
納法と法則との問題については、この実用的な仕方が参考を供
1　Schlick, M.: Allgemeine Erkenntnislehre S. 353-367, Dubislav, W.: 
Naturphilosophie S. 110-1141参照。
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しましょう。科学の原理の真理はその原理が与える效用と成果
とにより、科学の方法はそれで、事実について実験的に徴験し
ていくということになりますが、ところで、事実は人間のもつ
理論により、そしてその理論は、また、事実によるという関係
にあるので、科学の方法にあっては事実と仮設【仮説】とは互
いに影響しあって新しい知識を得つゝ前進していくのだ、こう
シラーはするのです。そしてなお、こうして理論をたてゝいく
については、実用的確実さがもとになるのですが、この確実さ
は絶対的なものであり得ないので、絶対的な徴験ということは
なく、ただそれが一歩一歩と重ねられて真理に近よっていくわ
けであり、この意味で、徴験の度重ねに反対な形式論理学は研
究の邪魔になるとされています。科学の方法としてこうした行
き方をとる氏は、それで、帰納法も演繹法もどちらも経験的事
実の徴験によるべきで、つまりは両者の統一されたただ一つの
方法があるだけだと見ます1

1

。従って、氏にあって、法則は先天
的原理ではなく、どれも仮設の形をとり、その效果によって実
験的に次第にたしかめられて行き、それに対しての終局的な徴
験はあり得ないもので、かつまた。本来、特殊な場合を離れな
いものと見られています1

2

。
　なお、こうした帰納法と演繹法との一つになった、そして徴
験によっていく方法は、シラーのほかに、それと類似した形で、
ポペルによって現代の自然科学に関する方法として示される消
極的徴験法にも見ることが出来ます。ポペルの方法は経験によ
る一種の演繹的方法で、まず経験にもとづいて理論をたて、こ
んどはその理論から演繹的にいろいろ導き出して来、そしてこ
1　Schiller, F. C. S.: Logic for Use S. 353-4021参照。
2　同上1S.1408-4151参照。
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れら導きだされたそれぞれのことが徴験に堪えれば、さきの理
論を正当と証されたとするのです。ところで、この場合の徴験
は、演繹的に導きだされたことが偽であることを証するという
意味で、氏によって、消極的徴験と言われるものです。それで、
こうして偽と証されたものが捨てられていくことによって、こ
れに堪えて残るものが正当な理論を得ていくというのです1

1

。こ
の、氏の方法もまた、それで帰納法に演繹法を入れ、そして吟
味していく仕方をとるものでしょう。
　シラーのにしても、ポペルのにしても、帰納法だけでなく演
繹法をも入れて、両方法を一つにした方法がとられていること
は、帰納法だけによっては法則の一般的妥当性を理論的に定立
し得ないというシリックやドゥビスラーフによって指摘される
難点に対して、何らか頼む所のあるものでしょう。
　ところで、こうした方法と同様に、単に従来の帰納的方法だ
けに止まらない仕方で法則の定立されることを明らかにする、
なお他の行き方がレヴィーンによって示されます。レヴィーン
は法則と、それがどういう風にして定立されるかとを明らかと
にしているのですが、その法則の定立される仕方の根柢をなす
ものとしては、氏で、アリストテレース式思考法と区別され、
この思考法からすると矛盾をもつように見えるとされている所
の、ガリレイ式思考法を認めることが出来ます。それはこうで
す。この思考法では、アリストテレース式で得られるよりも、
もっと具体的な現実性をとらえるとしながら、時間的場所的に
一回、一回と起る事実を偶然的だとするし、また、一般性を求

1　Popper, K.: Logik der Forschung, Zur Erkenntnistheorie der modernen 
Naturwissenschaft [Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung 9] (1935) 
Einführung1参照。
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めながら、アリストテレース式な統計的事実を無視して、まれ
にしか起らない「例外」にもとづく方法をとります。しかし、
この一見しての矛盾は、アリストテレース式とガリレイ式との
二つの思考法の区別を見て、法則性が後者の思考法でどう見ら
れるかを明らかにすると、解消しましょう。

アリストテレース ガリレイ
1. 規則的なことや度
重なって起ること
個的なこと

法則的
偶然的

法則的
法則的

2. 法則性の規準 規則的に又度重なっ
て起ること

不要

3. 歴史的地理的に与
えられた事例に共通
なもの

ことがらの本質の表
現

歴史的に条件づけ
られての偶然

で、ガリレイ式思考法では、法則性は、規則的に又度重なって
起る事例に限られるのでなく、出来事の特質のことである以上、
頻数という規準に基づき多くの事例からの平均の計測によって
証されるに及びません。そして歴史的にまれに起るということ
は法則性の反証ではなく、「一つだけの事例」もそのまゝ法則
性をもちます1

1

。この場合、ことがらの過程に現れる力理が見て
とられるべきですが、これは、アリストテレース式に、ことが
らを抽象してすべての偶然的なことを除くことによって理解さ
れるのではなく、ガリレー式に、一定の結構の構成態が一定の
環境にあってもつ位置からしてのみ理解されるのです。それで、
1　Lewin, K.: A Dynamic Theory of Personality I. The Conflict between 
Aristotelian and Galileian Modes of Thought in Contemporary Psychology(1935)
S. 25 f 又これに応じる独文の同：Der Übergamg von der aristotelischen zur 
galileischen Denkweise in Biologie und Psychologie, Erkenntnis I. 6(1930-1931)1
参照。
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そこに現れるヴェクトルは個々の要素にでなしに、具体的な全
体の結構の相属関係に帰させられるのです。こうして現象の力
理は、具体的な個体の具体的な環境への関係によっているもの
です。
　以上のようにして、つまり、法則の一般妥当性と個的な事例
の具体性とは対立しはしないことゝ、また、出来るだけ多く繰
りかえされるのを眼目とせずに、具体的な全体の状態を見てと
るようにしなければならないことが、理解されて来るべきで
す。それで、こうした思考の仕方は、アリストテレース式な抽
象的な分類的な仕方からガリレイ式な結構的な系列的な仕方へ
うつって行くことになります1

1

。
　それで、こういう結構的なガリレイ式思考法の特質が、心理
学について、なおレヴィーンでの表で示されると、次のように
なります。
目 的 法則を発見する、個々の事例を予見する、
概念形成の
一般特質

非心理学的概念をとりさる、
心理学的現象が体系——そこでは法則がすべて
同じである——の支配する一つの場として扱わ
れる、
理論的傾向（経験的型）

歴史的又体
系的問題

歴史的出来事の問題と質の問題とが区別される、
歴史的起源と原因とが区別される、

体 系 の 型 結構的体系が一群の相関的概念にもとづく、対
立するものゝ間に系列的うつり行きを認める概
念、

従って

1　同上、なおことに S.40-52(The conflict) S. 464-466(Der Uebergang.) 参照。
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法則性の性
質

法則≠規則、ただ一度だけ起るものもひきくるめ
て、すべての出来事は法則的だ、
一つの出来事が法則的だという経験的証明は必
要でない、

特殊法則の証
し方

個的な「純粋な事例」を求める、種々の事例
を体系的に変化させて見てくらべる、個々の
特質を捨象しない、証明の適切は事例の純粋
さによるので、その頻数によるのではない、
実験＝純粋な事例を慎重につくりだすこと

概念形成の論
理的性質

結構による概念形成（分類によるのとちがっ
て）、発生的定義、函数的条件発生的概念、

力理論 原因は方向能因だ、いくらかの事実に現れる
関係だけで原因とされ得る、発生するどの出
来事も現在の状態の全体による

＊

、
＊1Lewin, K.: Principles of Topological Psychology S. 9 f.

　レヴィーンにあってこう示されるガリレイ式思考法による法
則、また、それの定立される仕方は、なお氏によって明らかに
されます。それはこうです。個々の出来事がそれの現れる全体
に応じてそれぞれちがって来ると、法則の定立される見込がな
いのではないかと考えられるが、法則の本質を明らかにすれば、
このことは解けて来るのです。「法則」を「規則」と見て、出
来るだけ多数の等しい事例を示すことだとするのは、帰納の古
い間違った理論にもとづき、法則のもつ一般妥当性と必然性と
を「多数の事例からすべての事例へ」の推論に帰させるもので
す。それで、出来るだけ多数の等しい事例を出すことが、でな
くて、体系的に変化させて見ること、いいかえれば、種々の事



226

論理学の諸問題第二部

例の全状態を実現させて見て、その条件を分析することが、眼
目なのです。実験の繰りかえしがされるのは、研究される個々
の出来事から等種の出来事への一般化を問題とするからなので
はなくて、法則のたてられるに際しての条件が現に具体的な場
合に現れているかをはっきりさせるためです1

1

。例えば、14 番
のバスが一方から来ると、必ずそれから一定の時間を経ていつ
も 12番のバスが他方からやって来ることに気づかれると、そ
こに二つの事実間の関係について規則性がたてられて来ます
が、この規則的関係は、両方のバスが同一会社の系統に属して
いての場合にも起るのですが、また、それぞれ別の会社に属
して二つの事実の間に何ら因果的なつながりのない場合にもま
た、起ることなのです。この例に示されるように、事実の依存
関係はいろいろのことを意味し得るので、こうした依存関係に
ついての規則性は数学でいうと「集合」の「肢」として示され
るものに当ります。こうした規則性は観察された経験をこえて
の一般化を含むのではありますが、一般化は一定の「集合」の
いくらかの「肢」から、この「集合」のすべての「肢」への推
論によるわけです。法則の本質は、しかし、これに対して全く
別の性質を帯び、一定範囲のすべての肢からなる全部として
の一定の集合について言明されることにではなく、ありように
よって特質づけられる一定の型について言明されることにある
のです。個々の場合の経験から一般性をもつ法則への上昇は、
「例」から「型」への、時空関係に対して不変な一つの型への
上昇ということになります。それで、この上昇は、ここに今あ
るこの場合から、そういったようなことがらへ進んでいくこと
1　なお実験については1Lewin, K.: Gesetz und Experiment in der Psychologie S. 
416 ff1参照。
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なのです。一つの具体的な事例から等種のすべての事例への推
理が、こうして可能なのです1

1

。なお、この際の型は、事実の現
象的な性質に対して、条件発生的な性質を示す方の型1

2

に属し、
法則は、事実に関しての一定の条件発生的型の記事に3

3
外ならな

く、「一定の法則のもとにたつ」ということは、「事実に関して
の一定の条件発生的型に属する」ということに外なりません1

4

。
　このように、レヴィーンにあって、法則、又それの定立され
る仕方が示されますが、その場合の法則とは実験心理学の領域
にあってのものです。しかし、この法則性の原理は、そう、心
理学についてだけのものに止まらないでしょう。すくなくとも、
心理的法則は自然法則と根本を一つにするということだけは、
メッゲルが前提としてたてる所です。それによると、精神と自
然とを異種と見る前提と同じ権利をもって、それに対立した前
提から出発することが出来るので、我々の精神も一つの自然な
のです。ただ自然の事物は、光波や音波により、身体の表面の
刺戟の受け手に伝わり、神経軌道を通って長い入りくんだ経路
を経て我々に現れ、そしてその間に多くのものは失われ、ゆが
められ得るのに対し、精神は、我々に全く直接に与えられてい
るただ一つの自然です。しかし、また、これだからこそ、事物
を写したり、めじるしをつけたりすることで満足しなければな
らない、他の科学よりも、精神を扱う心理学のものゝ方が、存

1　以上1Lewin, K.: Gesetz und Experimentin der Psychologie S. 383-3881参照。
2　レヴィーンのたてるこの両方の型の規定については1Lewin, K.: Gesetz 
und Expeiment in der Psychologie VII, IX の現象型と発生型参照。
3　記述についてはなお1Lewin, K.: Idee und Aufgabe der vergleichenden 
Wissenschaftslehre, Sonderdrucke des Symposion Heft 2 (1926) Methode1 又1
Koffka, K.: Zur Theorie der Erlebniswahrnehmung1参照。
4　Lewin, K.: Gesetz und Experiment in der Psychologie S. 406.
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在の本質について信頼の出来るしらせをもつわけになります1
1

。
こうして、メッゲルにあっては、精神を扱う心理的法則と自然
事物を扱う自然法則とを異種のものと見ない前提がたてられま
す。そして、そのいう心理学によるしらせのもつ信頼性を考え
るならば、さきのレヴィーンの心理学の領域での法則性につい
て示されることは、心理学だけに止まらず、また他の自然科学
の法則性にも導かれて行き得ることになりましょう。
　法則は事実に関しての一定の条件発生的型の記述だとする、
上に見られたレヴィーンの法則性では、一般には、こゝに今あ
るこの場合から、そういったようなことがらへ進んでいくとい
う仕方で、一つの具体的な事例から等種のすべての事例への推
理が可能なのですから、法則を定立する方法としては、多くの
事例から共通な一般性に向う従来の帰納法がそのまゝはとられ
ないことになります。
　こうした方法にあっては、さきに、因果法則を発見するにつ
いて、ミルの実験的研究法に見られたような、従来の帰納法に
見出される不完全の難じられるものがありません。それで、ミ
ルでのような演繹法の補助を必要とせず、こうしたいわば生産
的帰納法ともいうべき方法だけで十分なことは、なお、前項に
見られた適切な意味での因果性に示されている原因と結果との
相属的関係、また、今、見られた条件発生的型の記述としての
法則の意味とあわせ考えることによって明らかでしょう。
　つけたり——こうした型の記述としての法則に論理的形式を
与えるについては、伝統的な論理的形式と異なって、型の概念
をたて、トポロギー的な、関係論的な行き方をしているヘムペ

1　1Metzger, W.: Gesetze des Sehens S. 171f1参照。
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ルとオペンハイムとの論理学的研究が、とにかく、一つ、の参
考にならないでしょうか1

1

。

1　Hempel, C. G. und Oppenheim, P. : Der Typusbegriff im Lichte der neuen 
Logik, Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zur Konstitutionsfohrschung 
und Psychologie(1936) 参照。
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System der Logistik

1. Die Aufgabe der Logistik

  Die Logistik oder symbolische Logik ist ein in den letzten Jahr-
zehnten entwickeltes System der Logik, das sich vor allem durch 
folgende Züge von der alten Logik (der klassischen, aristotelisch-
scholastischen) unterscheidet; (1) betrifft das äußere Gewand der neu-
en Logik, (2) und (3) ihre Überlegenheit gegenüber der alten Logik, (4) 
und (5) die positiven Früchte der neuen Methode.

  1. Die Logistik drückt ihre Begriffe und Aussagen nicht durch 
Worte aus, sondern durch Zeichen und Formeln, die anfangs im An-
schluß an die mathematischen Zeichen entwickelt wurden („Algebra 
der Logik“), dann aber eigene Form annahmen. Dieses äußerliche 
Merkmal ist nicht unwesentlich; die Logik gewinnt durch die Sym-
bolik erheblich an Genauigkeit der Begriffe und an Exaktheit der Be-
weisführung. 

1

 2. Gegenüber der inhaltlichen Dürftigkeit und praktischen Nutz-
losigkeit der alten Logik, durch die sie fast alles wissenschaftliche 
Interesse mit Recht eingebüßt hat, finden wir in der Logistik ein Sys-
tem mit großem inhaltlichen Reichtum (vgl. 4) und mit vielseitiger 
praktischer Anwendbarkeit (vgl. 5).

 3. Die so an Blutarmut dahinsiechende al te  Logik bekam ihren 
Todesstoß, als sich zeigte, daß in ihr Widersprüche auftreten, die 
mit ihren Mitteln nicht zu überwinden sind. Diese Widersprüche fand 
man zunächst bei der Untersuchung gewisser grundlegender Begriffe 
der Mathematik („die Paradoxien der Mengenlehre“). sie erwiesen 
sich aber als allgemein-logische Widersprache („die logischen An-
tinomien“), die erst die Logistik .zu überwinden imstande war (und 
zwar durch die Typentheorie, s. 9c).

 4. Wenn wir eine gewisse Auffassung über die Logik voraussetzen 

1 Vgl. PM (s. Literaturverzeichnis, 46. S. 106) I. 2f
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(es ist die, die der folgenden Darstellung zugrundeliegt), so zeigt sich, 
daß aus den Grundbegriffen, auf denen sich die Logik aufbaut, auch 
alle mathematischen Begriffe abgeleitet werden können. Die ganze 
Mathematik wird dann ein Zweig der  Logis t ik .

 5. Die Logistik, und besonders ihr wichtigster Teil, die Rela t i -
ons theor ie  ( oder Ordnungslehre) erweisen sich als geeignet zur 
Darstellung von Begriffssystemen und Theorien ( insbesondere axio-
matisch aufgebauten) der verschiedensten Gebiete : Geometrie, Phy-
sik, Erkenntnistheorie, Verwandtschaftslehre, Sprachanalyse u. a, (vgl. 
Teil II). Dadurch erhalten die Definitionen und Deduktionen in diesen 
Gebieten eine sonst kaum erreichbare Strenge, und zwar verbunden 
mit einer Konzentration der Darstellung, die das praktische Arbeiten ( 
das Aufsuchen neuer Wege) in diesen Gebieten nicht erschwert, son-
dern erleichtert.

 Literatur. Die folgende Darstellung der Logistik beruht im wesentlichen 

auf: Whitehead and Russell, Principia Mathematica (hier immer mit PM 
bezeichnet, vgl. Literaturverzeichnis, 46, S. 106). Über Abweichungen von 
diesem System und über sonstige Literatur vgl. die Hinweise 47, S.107.

 Von den beiden Richtungen (4) und (5), in denen die Logistik für die 
Wissenschaft positiv fruchtbar wird, ist die erste, die Ableitung der Mathe-
matik, in andern Schriften schon hinreichend zur Darstellung gekommen. 
Außer dem Hauptwerk der Logistik, den PM, sind vor allem Russell [Einf.] 
( ohne Symbolik) und Behmann [Math.] (im Anschluß an die PM, aber mit 
eigener Symbolik) zu nennen; ferner Couturat [Pr.]. Über neuere Arbeiten 
vgl. die Hinweise bei Fraenkel [Grundl,] 54. -- Das zweite Moment, die 
vielseitige Anwendbarkeit der Logistik auf außerlogischen Gebieten, ist 
bisher noch nicht zur Darstellung gekommen.

 Den Ausdruck  „Logis t ik“ , der ursprünglich Rechenkunst bedeu-
tet, haben nach Ziehen( Lehrbuch der Logik, 173, Anm. 1) und Meinong 
(Stellung der Gegenstandstheorie, 115) im Jahre 1904 Couturat, Itelson und 
Lalande unabhängig voneinander vorgeschlagen und er setzt sich immer 
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weiter durch. Gegenüber den Ausdrücken „algebraische“ oder „symbo-
lische Logik“ hat er den Vorzug der größeren Einfachheit, besonders in 
der Ableitung „logistisch“. Lewis ([Survey] 3 u. 340ff.) schlägt vor, die 
Bezeichnung „Logistik“ einzuschränken auf die Methode der Anwendung 
der symbolisch-logischen Hilfsmittel auf außerlogischen Gebieten. (Eine 
philosophische Richtung mit starker oder etwa übermäßiger Betonung des 
logischen Gesichtspunktes nenne man nicht „logistisch“, sondern besser, 
wie zuweilen schon üblich, „logizistisch“, „Logizismus“.)

2. Funktionen
2a.  Zeichen bezeichnen entweder etwas Bestimmtes oder etwas Un-
bestimmtes; wir unterscheiden dementsprechend „Konstanten“ und 
„variable“.

 Wird in einem zusammengesetzten Zeichen ein (oder mehrere) 
Teilzeichen herausgenommen, so entstehen durch Einsetzung ver-
schiedener Zeichen an die freigewordene Stelle verschiedene neue 
zusammengesetzte Zeichen. Um die freigewordene Stelle als solche 
kenntlich zu machen, könnten wir sie leer lassen; wir wollen aber in 
der Regel besondere Zeichen, die nur zu diesem Zwecke dienen, an 
die Leerstelle setzen, die Variabeln; diese bedeuten also selbst nichts, 
sondern halten nur den Platz für die Einsetzung anderer Zeichen frei.  
Von dem zusammengesetzten Ausdruck mit der Leerstelle sagt man, 
er bezeichne eine „Funkt ion“; die die Leerstelle kenntlich machen-
de Variable heißt das „Argument“ der Funktion; werden an die Stelle 
der Variabeln nacheinander verschiedene Konstanten „eingesetz t“ 
(oder „substituiert“), so heißen diese Konstanten „Werte“ des Argu-
ments, und die Bedeutung des ganzen zusammengesetzten Zeichens 
nach der Einsetzung heißt „der Wert  der  Funkt ion für den betref-
fenden Argumentwert“.

 „Zuläss ige  Argumentwerte“ sind solche, bei deren Einsetzung 
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der zusammengesetzte Ausdruck eine Bedeutung bekommt, für die 
also die Funktion einen Wert hat; werden andere Zeichen als die zu-
lässigen Argumentwerte eingesetzt, so wird das ganze ein sinnloser 
Ausdruck. (Die genauere Abgrenzung der zulässigen Argumentwerte 
für eine Funktion ergibt sich durch die Typentheorie, 9). Der Bereich 
der zulässigen Werte einer Variabeln heißt ihr „Wertbereich“.
2b.   Unter einer „Aussage“ verstehen wir in der Logik etwas, was 
entweder wahr oder falsch ist. („Wahr“ und „falsch“ sind undefinier-
bare Grundbegriffe.) (Mit „Aussage“ ist nicht der historische Akt 
des Sprechens, Denkens, Vorstellens gemeint, sondern der zeitlose 
Inhalt.) Als Variable, deren Werte Aussagen sind, verwenden wir p, q. 
r, .. .
2c.  Jedes Zeichen, das eine bestimmte Bedeutung hat, bezeichnet 
entweder eine Aussage oder einen „Gegenstand“. Die Funktionen 
sind daher, je nachdem ihre Werte Aussagen oder Gegenstände sind, 
einzuteilen in „Aussagefunkt ionen“ und „Gegens tandsfunk-
t ionen“. Eine Aussagefunktion ist die logistische Darstellung eines 
Begriffes(als etwas, das von einem Gegenstand ausgesagt werden 
kann). Und zwar stellen Aussagefunktionen mit éinem Argument Ei-
genschaften dar, Aussagefunktionen mit zwei oder mehr Argumenten 
zwei- bzw.  mehrstellige Beziehungen. Variable Aussagefunktionen 
bezeichnen wir mit f, c, y ( z. B. f x; y x y); konstante mit f, g.

 Beisp ie le . 1. „Das Matterhorn ist ein Berg in Europa“ ist eine 
Aussage, also „ist ein Berg in Europa“ oder „x ist ein Berg in Euro-
pa“ eine Aussagefunktion mit éinem Argument, eine Eigenschaft. Der 
Wertbereich für x ist hiebei der Bereich der physischen Körper: „die-
ser Bleistift ist ein Berg in Europa“ ist eine falsche Aussage; sie ist 
der Funktionswert für „dieser Bleistift“ als Argument; „mein Hunger 
ist ein Berg in Europa“ ist weder wahr noch falsch, sondern sinnlos.

 2. „Ich verachte den, der mich beschimpft“ ist eine Aussage, also 
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„verachtet den, der beschimpft“ eine Aussagefunktion. Soll kenntlich 
gemacht werden, daß die beiden Leerstellen stets übereinstimmend 
besetzt werden sollen, so können wir das nicht durch einfaches Frei-
lassen, sondern nur durch Verwendung von Variabeln ausdrücken: 
„x verachtet den, der den x beschimpft“ ist eine Aussagefunktion 
mit éinem Argument, eine Eigenschaft. Ist diese Beschränkung nicht 
gemeint, so erhalten wir eine Funktion mit zwei Argumenten: „x ver-
achtet den, der y beschimpft“; dies ist eine Beziehung. Die ursprüng-
liche Aussage ist ein Funktionswert beider Funktionen.

 3. „3+5“ bezeichnet einen Gegenstand, also „x+5“ eine Gegen-
standsfunktion mit éinem Argument, „x+y“ eine Gegenstandsfunktion 
mit zwei Argumenten. Der Wert der ersten Funktion für den Argu-
mentwert 2 ist „2+5“, der Wert der zweiten für das (Argument-) Wer-
tepaar 3,4 ist „3+4“.

3. Wahrheitsfunktionen
3a.  Ist eine Aussage wahr bzw. falsch, so sagen wir auch, ihr „Aus-
sagewert“ sei „Wahrheit“ bzw. sei „Falschheit“.

 Die Werte einer Aussagefunktion sind, wie gesagt, Aussagen. Die 
Argumentwerte einer Aussagefunktion können aber sowohl Gegen-
stände als Aussagen sein(aber für eine bestimmte Argumentstelle 
einer bestimmten Funktion nur eines von beiden). Wenn eine Aussa-
gefunktion der letzteren Art, also eine solche, deren Argumentwerte 
Aussagen sind, so beschaffen ist, daß die Wahrheit ihrer Werte nur 
von der Wahrheit(und nicht vom Inhalt) der einzusetzenden Aussagen 
abhängt (genauer: wenn der Aussagewert der Funktionswerte nur vom 
Aussagewert der Argumentwerte abhangt), so heißt sie eine „Wahr-
hei tsfunkt ion“.

 Die Frage, ob alle in der Logik oder gar alle in der Wissenschaft 
vorkommenden Funktionen von Aussagen Wahrheitsfunktionen sind, 
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ist noch umstritten; „Extensionalitätsthese“ (9e). Vgl. PM I2, App. C., 
659ff.

 Beispiel . Wir betrachten die Assagefunktion „die beiden Aussa-
gen p und q sind nicht beide wallr“ mit den beiden Variabeln p und 
q. Der Aussagewert des Funktionswertes ist Falschheit, wenn wir für 
p und q zwei wahre Aussagen einsetzen; er ist Wahrheit, wenn wir 
für p und q eine wahre und eine falsche Aussage einsetzen, oder eine 
falsche und eine wahre Aussage, oder zwei falsche Aussagen. Der 
Aussagewert der Werte dieser Funktion ist also nur von den Aussage-
werten der Argumentwerte abhängig, auf den Inhalt der einzusetzen-
den Aussagen kommt es nicht an. Es ist also eine Wahrheitsfunktion.

 Eine Wahrheitsfunktion f( p, q, r, . . .) kann dadurch bestimmt 
werden, daß für jede Verteilung der Aussagewerte W(Wahrheit) und 
F(Falschheit) auf die Argumente der Aussagewert des Funktionswer-
tes festgelegt wird. Das kann etwa durch folgendes Schema gesche-
hen; jede der (willkürlichen) Verteilungen von W und F in der letzten 
Kolonne bestimmt eine Funktion. (Für n Argumente gibt es 2n Zeien 
des Schemas, also 22n mögliche Wertevertenungen für die letzte Ko-
lonne; dies ist daher die Anzahl der möglichen Wahrheitsfunktionen 
mit n Argumenten.)

p, q, r, . . . f( p, q, r, . . .)
W W W W F
W W W F W
W W F W W
W W F F F
............ ...
F F F F ...

 Literatur. Die Schemata der Wahrheitsfunktionen stammen von 
Wittgenstein [Abh.] Satz 4·442; vgl. Weyl [Handb.] 13f., Ramsey 
[Found.] 342.
3c.  Wir wollen jetzt einige gebräuchl iche  Wahrhe i t s funkt i -
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onen  festlegen, indem wir die Verteilung der Aussagewerte in der 
Funktionskolonne angeben.

 Die Negat ion ist eine Funktion mit Aéinem Argument. Das Ne-
gat  von p wird bezeichnet mit ~ p (gelesen „non p“); es hat stets den 
entgegengesetzten Aussagewert von p:

 p ~ p
W F
F W

 Bei Funktionen zweier Argumente nehmen wir die Ordnung der 
Zeilen immer so an:

 p q  f ( p, q )
W W
W F
F W
F F

Wir brauchen dann nur die jeweilige Verteilung in der Funktions-
kolonne anzugeben. Ist diese WFFF, so bezeichnen wir die Funktion 
als „logisches Produkt“ oder „Kon junk t i on“; in Zeichen: p . q 
(gelesen „p und q“; an Stelle des éinen Punktes tritt zuweilen ein hö-
heres Punktzeichen: :, :., usw., vgl. 4c). Da hiernach p . q dann und 
nur dann wahr ist, wenn die erste Zeile gilt, d.h. wenn p wahr ist und 
q wahr ist, so entspricht die Konjunktion der Und-Verbindung in der 
Sprache. Die „logische Summe“ oder „Disjunkt ion“(p ˅ q, gelesen 
„p oder q“) ist gekennzeichnet durch WWWF. Demnach ist p ˅ q 
wahr, wenn mindestens eine der beiden Aussagen p, q wahr ist; das 
entspricht dem nicht-ausschließenden „oder“ („p oder q oder beide“).

 Die „Implikat ion“ (p ⊃ q, „p impliziert q“; p heißt „Implikans“, 
q „Implikat“ ) ist gekennzeichnet durch WFWW; p ⊃ q ist also nur 
dann falsch, wenn p wahr und q falsch ist, sonst immer wahr. Wenn 
p ⊃ q wahr ist und p wahr ist, so gilt die erste Zeile, also ist dann auch 
q wahr, Deshalb liest man häufig p ⊃ q „wenn p, so q“; dabei muß 
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man aber beachten, daß der Sinn von p ⊃ q nicht genau dem Wenn-
Satz der gewöhnlichen Sprache entspricht; auch der Ausdruck „aus p 
folgt q“ gibt den Sinn nicht richtig wieder. Denn p und q brauchen ja 
keinerlei inhaltlichen Zusammenhang zu haben, damit p ⊃ q gilt; aus 
dem Schema ist ersichtlich, daß p ⊃ q immer wahr ist, wenn p falsch 
ist, und ebenso auch immer wenn q wahr ist. (Man sagt deshalb: „ein 
falscher Satz impliziert alles“ und „ein wahrer Satz wird von jedem 
impliziert“).

 Beispiele. Es gelten demnach die Implikationen: 1. „(2 + 2 = 5)  
⊃ (Buxtehude liegt an der Ostsee)“ ganz gleich, ob die zweite Assa-
ge wahr oder falsch ist; 2. „( ππ ist transzendent) ⊃ (Berlin ist eine 
Stadt)“ ganz gleich, ob die erste Aussage wahr oder falsch ist.

 Die „Äquivalenz“ (p ≡ q, „p äquivalent q“) ist gekennzeichnet 
durch WFFW; p ≡ q ist also dann wahr, wenn entweder beide Aussa-
gen wahr oder beide falsch sind, kurz: wenn beide denselben Aussa-
gewert haben.

 Die „Unverträgl ichkei t“ (p | q, „p Strich q“) ist gekennzeichnet 
durch FWWW; p | q ist also nur dann falsch, wenn beide Aussagen 
wahr sind; p | q besagt also: mindestens eine der beiden Aussagen ist 
falsch.
3d.  Nehmen wir die U n v e r t r ä g l i c h k e i t  als u n d e f i n i e r t e n 
Grundbegr i ff , so können wir die anderen genannten Wahrheits-
funktionen sämtlich daraus ableiten, explizit definieren. Eine expl i -
z i te  Def in i t ion  besteht darin, daß ein neues Zeichen („Definien-
dum“) für gleichbedeutend erklärt wird mit einem aus alten Zeichen 
zusammengesetzten Ausdruck („Definions“); dabei wird zwischen 
die beiden Zeichen das Definitionszeichen =Df gesetzt. (=Df ist kein 
Grundbegriff des Systems; Definitionen dienen nur zur Abkürzung, 
sind prinzipiell nicht notwendig.) (Die Punkte ersetzen Klammern, s. 
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4 c.)
D 3·1.  ~ p. =Df. p | p
D 3·2.  p ˅ q . =Df. (p | p ) | ( q | q )
D 3·3.  p . q . =Df. (p | q ) | ( p | q )
D 3·41. p ⊃ q .=Df. p | ( q | q )
oder
D 3·42. p ⊃ q .=Df. ~ p .˅. q
Es empfiehlt sich häufig, hiernach eine Implikation p ⊃ q durch 

~p ˅ q zu ersetzen (besonders,um nicht der falschen Deutung „aus p 
folgt q“ zu erliegen).

D 3·5.  p ≡ q .=Df. p⊃q . q⊃p

4. Die Grundsätze
4a.   Aus den angegebenen Schemata für ~, ˅, ., ⊃, ≡ läßt sich leicht 
das Schema für jede aus diesen Funktionen zusammengesetzte Funk-
tion ableiten, indem man die Funktionskolonne für Teilausdrücke 
bildet und dann schrittweise weitergeht bis zur ganzen Funktion. Z. B. 
für ~p ˅ q:

p   q ~p ~p ˅ q
W W F W
W F F F
F W W W
F F W W

Da diese Kolonne mit der für p ⊃ q f rüher angegebengn 
übereinstimmt,so können wir die Definition D 3·42 aufstellen.
4b.   Für  q .⊃. p ˅ q erhalten wir:

p   q p ˅ q q .⊃. p ˅ q
W W W W
W F F W
F W W W
F F W W
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Diese Funktion hat also die Eigentümlichkeit, daß sie stets wahr 
ist, ganz gleich, welche Aussagewerte den Argumenten zukommen. 
Eine solche Funktion heißt eine „Tautologie“. Sind in einer Tautolo-
gie p und q bestimmte Aussagen,  so ist die Geltung der Tautologie 
unabhängig davon, ob p oder q wahr sind. Die Tautologie teilt daher 
über das Bestehen oder Nichtbestehen der durch p und q bezeichneten 
Sachverhalte nichts mit; sie ist inhaltsleer (aber nicht sinnlos).

 Um auszudrücken,daß eine Aussagefunktion f x oder f x y mit dem 
Argument x bzw. den Argumenten x, y für jeden Wert der Argumente 
den Aussagewert Wahrheit hat, schreiben wir vor die Aussagefunkti-
on (die dann „Operand“ genannt wird) den „Operator“ (und zwar 
hier „Alloperator“): (x)bzw. (x, y). Damit erhalten wir aus der Aussa-
gefunktion durch „Generalisation“ die „Allaussage“ (x). f x bzw. (x, 
y). f x, y.

 Soll eine Aussage (die zunächst neutral gemeint ist, weder behaup-
tet noch bestritten wird) als wahr hingestellt werden, so setzen wir 
vor ihren Ausdruck das Behauptungszeichen ⊦ , z, B. ⊦ . l + 1=2. 
(Dieses Zeichen ist kein Grundzeichen der Logik, sondern dient nur 
dem Praktischen Zweck der Mitteilung.)

 Da wir gefunden haben, daß die Funktion q .⊃. p ˅ q eine Tau-
tologie ist, d. h. für alle Argumentwerte den Aussagewert Wahrheit 
hat, so können wir folgende Behauptung aufstenen, die den ersten 
formalen Grundsatz bildet : ⊦ : (p, q): q .⊃. p ˅ q. Zur Vereinfachung 
der Schreibweise setzen wir fest: hinter einem Behauptungszeichen 
darf der Alloperator weggelassen werden. (Da nur eine Aussage, nicht 
eine Funktion, behauptet werden kann, so entsteht hierdurch keine 
Zweideutigkeit.) Wir schreiben also als ersten formalen Grundsatz:

G 4·1. ⊦ : q .⊃. p ˅ q
4c.   Die  Punktregeln.

  Die Punktzeichen(. : :. :: usw.) ersetzen das Einklammern von 
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Aussagen. Die Punktzeichen gehören drei verschiedenen Stufen an, je 
nachdem sie stehen

  1. zwischen zwei Aussagen einer Konjunktion (3c),
  2. nach einem Operator (x), (∃x), [(

i

 x) (jx)] (4b, 6a, 7b).

  3. nach ⊦ ,vor und nach den Zeichen: ⊃, ≡, ˅, |, =Df (4b, 3c, 3d).
  Punktregel zum Lesen: Der Bereich eines Punktzeichens (bei 1 

nach links und rechts, bei 2 nach rechts, bei 3 nach links bzw. rechts) 
erstreckt sich entweder bis zum Ende des Satzes oder bis zu einem 
Punktzeichen mit mehr Punkten oder bis zu einem Zeichen derselben 
oder einer höheren Stufe mit gleichviel Punkten.

 Punkt regel  zum Schre iben: Soll ein Punktzeichen über ein 
anderes hinausreichen, so muß es, wenn es von höherer Stufe ist als 
das andere, mindestens gleichviel Punkte haben, sonst mehr Punkte.

  Beispiele:
p ˅. q . r  bedeutet p ˅ (q. r)

⊦ :  (p, q): p ˅ q .⊃. q ˅ p   „ ⊦ {(p, q).[( p ˅ q )⊃(q ˅ p)]}
 p :˅: q .⊃. q ˅ p   „  p ˅ [q ⊃ ( q ˅ p ) ]
 (x) . jx .⊃. p ˅ q  „   [(x) . jx ] ⊃ ( p ˅ q )

 (x) : jx .⊃. p ˅ q  „   (x) . [jx  ⊃ ( p ˅ q )]

 (x) : jx ⊃ p . ˅ q  „   (x) . [( jx  ⊃  p) ˅ q ]

 (x) : jx ⊃ p : ˅ q  „   [(x) . (jx  ⊃  p )] ˅ q

4d.  In gleicher Weise wie G 4·1 kann man die folgenden Tautologien 
durch das Schema nachprüfen und als logische Grundsätze  auf-
stellen, (Wir nennen sie nicht „Axiome“, weil sie wahre Sätze sind, 
während die Axiome eines Axiomensystems (z. B. der Geometrie) 
Ansetzungen über unbestimmte Gegenstände sind, also Aussagefunk-
tionen; s. 30). Der wesentliche Charakter der logischen Sätze, im Un-
terschied zu den empirischen, liegt nicht darin, daß sie Allaussagen 
sind, sondern darin, daß sie Tautologien sind: auf Grund ihrer bloßen 
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Form sind sie notwendig wahr, aber auch inhaltsleer.
  G 4·2. ⊦ : p ˅ p .⊃. p
  G 4·3. ⊦ : p˅q .⊃. q˅p (Die Disjunktion ist kommutativ.)
  G 4·4. ⊦ :. q⊃r. ⊃: p ˅ q .⊃. p ˅ r
  Diese vier fo rmalen  Grundsä tze  ( Tautologien) bilden die 

Grundlage der Theorie der Deduktion. Sie können auch aus einem 
einzigen Grundsatz abgeleitet werden:

⊦ :: p |. q | r :|:. t |. t | t :|: s .| q .|. ~(p|s)
  L i te ra tu r. Zur Herleitung aus éinem Grundsatz: Nicod, Proc. 

Cambr. Phil. Soc. XIX, 1917; vgl. Russell [Einf.] 154.
4e.   Zu den formalen Grunds&tzen kommen noch zwei - mate,riale 
Grundsätze, die nicht symbolisch ausdrückbar sind, sondern inhaltlich 
verstanden werden müssen, weil sie Anleitung zum Handeln geben, 
nämlich zum Neuaufstellen,von Behauptungen auf Grund schon vor-
liegender Behauptungen. Diese Schlußregeln lauten:

  G 4·5. S c h l u ß r e g e l  d e r  I m p l i k a t i o n . Haben wir zwei 
Behauptungen,von denen die eine eine Implikation und die andere 
deren Implikans ist, so dürfen wir ihr Implikat als Behauptung auf-
stellen.

  D. h. : aus zwei Behauptungen von der Form ⊦ . p ⊃ q („Obersatz“) 
und ⊦ . p („Untersatz“) erschließen wir die dritte: ⊦ . q („Schlußsatz“). 
Die Berechtigung dieses Schlusses folgt aus dem früher (3c) über 
den Sinn der Implikation Gesagten. (Dieser Schluß ist der „modus 
ponens“ der klassischen Logik) Die Tautologie ⊦ :. p ⊃ q . p :⊃. q 
entspricht dieser Schlußregel, kann sie aber nicht ersetzen. Denn nur 
die in Worten ausgedrückte Schlußregel, nicht aber diese Tautologie, 
setzt uns in den Stand, die Aussage q herauszunehmen und für sich zu 
behaupten: ⊦ . q.

  G 4·61. Sohlußregel  der  Subst i tut ion. Haben wir eine be-
hauptete Allaussage, so dürfen wir eine Umformung von ihr behaup-
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ten, die dadurch entsteht, daß entweder
  a) an Stelle einer der Variabeln (an jeder Stelle,an der sie im 

Operanden vorkommt) der Ausdruck einer bestimmten Funktion ein-
gesetzt wird, deren Werte zum Wertbereich der Variabeln gehören, 
und an Stelle dieser Variabeln im Alloperator das Argument bzw. die 
Argumente dieser Funktion gesetzt werden,

 G 4·62. oder b) an Stelle einer der Variabeln (an jeder Stelle an der 
sie im Operanden vorkommt), das Zeichen einer Konstanten, die zum 
Wertbereich der Variabeln gehört, eingesetzt und die Variable im All-
operator gestrichen wird.

  Bei der Anwendung ist zu beachten, daß gemäß der Festsetzung 
von 4b der Alloperator hinter dem Behauptungszeichen meist nicht 
hingeschrieben wird.

  Beispiele . Aus ⊦ . (x, y, z). xz·yz = (x y)z  schließen wir nach G 4·61: 

⊦ .(x, y, u, v).xu+v · yu+v = (xy)u+v. ( In beiden Fällen könnte der Alloperator 

auch weggelassen werden.) Aus derselben Allaussage schließen wir nach 

G 4·62 : ⊦ . (x, y). x2·y2 = (x y)2; oder auch (nach Streichung aller Variabeln 

des Operators fällt der ganze Operator fort): ⊦ . 62 · 72= (6·7)2.

 5. Lehrsätze der Aussagentheorie
5a.   Einige Lehrsätze, die aus den genannten Grundsätzen abgeleitet 
oder durch das Schema als Tautologien bestätigt werden können:

L 5·11. ⊦ : p ⊃ q .⊃.  ~q ⊃ ~p  Hiernach bleibt eine Implikation 
gültig, wenn beide Teile negiert und vertauscht werden („We n -
dung“).

L 5·12. ⊦ : p ⊃ q . q ⊃ r .⊃. p ⊃ r   Die Implikation ist transitiv.
L 5·13. ⊦ : p ⊃ ~p .⊃. ~p  Hierauf beruht der indirekte Beweis; im-

pliziert eine Voraussetzung ihr eigenes Gegenteil, so ist sie falsch.
 Drei Grundsätze  der alten Logik, die hier als abgeleitete Lehr-

sätze auftreten:
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L 5·14. ⊦ . p ˅ ~p (Satz vom ausgeschlossenen Dritten.)
L 5·15. ⊦ . ~(p . ~p) (Satz vom Widerspruch.)
L 5·16. ⊦ . ~(~p) ≡ p (Satz von der doppelten Negation.)

5b. Der Beweis  dieser und weiterer Lehrsätze der Logik,und zwar 
hier der Aussagentheorie, geschieht durch Anwendung der Schlußre-
geln G 4·5, 61, 62 auf die vier formalen Grundsätze G 4·1,2,3,4. Da 
diese Grundsätze alle die Form von Implikationen haben, so können 
sie bei Anwendung der Schlußregel G 4·5 in zwei verschiedenen 
Weisen benutzt werden: entweder als Obersatz oder als Untersatz. Bei 
Anwendung der Schlußregel G 4·61, 62 in einem Beweise schreiben 
wir die vorzunehmende Substitution in Bruchform (Variable unten) 
hinter die Bezeichnung des Satzes, in dem substituiert wild.

Beispiel :  Beweis  von L 5·13.
D 3·42.   p ⊃ q .=Df. ~p˅q.  (1)

[G 4·2   
~ p 
---- 
p

]  ⊦ : ~p ˅ ~p .⊃.~p
(1)   ⊦ : p ⊃ ~p .⊃. ~p  (L 5·13) 
Jeder Lehrsatz der Aussagentheotie (d. h. jede rein logische All-

aussage mit nur Aussagevariabeln) kann auch in anderer Weise be-
wahrheitet werden als durch Beweis aus den Grundsätzen; man kann 
ihn durch das Schema als Tautologie erweisen, wie oben für G 4·1 
gezeigt wurde (4b).
5c.   Äquivalenzen zum Auflösen  e ines  negier ten  Klam-
merausdrucks:

L 5·21. ⊦ :  ~(p . q) .≡. ~p ˅ ~q.
 „Es ist nicht wahr, daß p und q beide gelten“ hat dieselbe Bedeu-

tung wie „p ist falsch oder q ist falsch“.
L 5·22. ⊦ : ~(p˅q) .≡. ~p . ~q
 „Es ist nicht wahr, daß p oder q gilt“ ist gleichbedeutend mit „bei-

de Aussagen sind falsch“. Die Lehrsätze L 5·21, 22 heißen zusammen 
„Regel von De Morgan“.
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L 5·23. ⊦ : ~(p ⊃ q) .≡. p . ~q
  Besteht nicht die Implikation zwischen p und q, so ist p wahr und 

q falsch (denn in jedem anderen Falle bestände die Implikation, vgl. 3 
c).

  6. Allaussagen und Existenzaussagen
6a.   Haben wir eine bestimmte Aussagefunktion f x, so können wir 
von ihr aus auf zwei verschiedenen Wegen zu einer Aussage gelan-
gen: entweder durch Einsetzung einer Konstanten nach G 4·62(z. B.  
f a)oder durch Generalisation. Hierbei sind zwei Arten zu unterschei-
den: die Generalisation durch einen Alloperator zu einer Allaussage 
((x). f x) haben wir schon kennen gelernt (4b); die Generalisation 
durch einen „Exis tenzopera tor“ zu einer „Exis tenzaussage“ 
von der Form (∃x).f x kann mit Hilfe der ersteren definiert werden:

  D 6·01. (∃x).jx .=Df. ~[(x).~jx]

Entsprechend bei mehreren Argumenten: (∃x, y). j x y usf.

  (∃x). j x  bedeutet demnach: nicht für alle x ist j x falsch;

also: j x ist manchmal wahr, oder: es  g ib t  (mindestens) ein x, für 

das jx gilt.

6b.   Aus G 4·62 folgt, daß, wenn (x). f x gilt und a ein bestimmter, 
zulässiger Argumentwert für f x ist, f a gilt. Das ist auch der Fall, 
wenn für f und a eine beliebige andere Funktion bzw. ein beliebiger 
Argumentwert genommen wird:

 L 6·1. ⊦ :  (x). j x .⊃. j u

(„Was von jedem gilt, gilt von irgend einem.“)
 Haben wir einen bestimmten Gegenstand a derart, daß f a wahr ist, 

so folgt daraus, daß es etwas gibt, für das die Funktion f x gilt, also: 
(∃x).f x. Dies kann allgemein in folgender Weise bewiesen werden. 

Aus L 6·1 folgt: ⊦ :(x). ~j x .⊃. j u. Hieraus durch Wendung  (nach  
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L 5·11): ⊦ : j u .⊃. ~[(x).~j x], und nach D 6·01:

  L 6·2. ⊦ : j u .⊃. (∃x). j x

 Dies ist der Hauptsatz zur Aufstellung von Existenzaussagen. Für 
eine bestimmte Funktion f und einen bestimmten Gegestand a folgt 
hieraus nach der Substitutionsregel (G 4·62): ⊦ : f a .⊃. (∃x). f x.

6c.  (x). jx ⊃ yx heißt eine „generel le  Implikat ion“ zum Unter-

schied von der „Einzelimplikation“ zwischen zwei bestimmten Aus-
sagen. Entsprechend: „generelle Äquivalenz“, „Einzeläquivalenz“. 
Die generellen Implikationen können sprachlich durch Bedingungs-
sätze wiedergegeben werden („wenn φ gilt, so gilt y“); sie haben in 

allen Wissenschaftsgebieten eine große Bedeutung („Gesetze“).
 Anstatt (x). jx ⊃ yx wird zuweilen auch geschrieben: jx ⊃x yx; 

und entsprechend mit  ⊃x.y , ≡x      usw.
6d.  Ist der Wertbereich der Variabeln x der Funktion f x endlich, so 
können (x).f x und (∃x).f x als Konjunktion bzw. als Disjunktion ge-

schrieben werden. Hat etwa x nur die Werte a, b, c, so gilt:
(x). f x .≡. f a . f b . f c
 (∃x). f x .≡. f a ˅ f b ˅ f c

 Ob diese Auffassung der All- und der Existenzaussagen auch bei 
unendlichem Wertbereich der Variabeln zulässig ist, ist strittig.

  Li teratur. Gegen die Zulässigkeit: Hilbert, Über das Unendnche, 
Math. Ann. 95, 1926; Weyl [Hadb.] 13; dafür: Ramsey [Found.].
6e.   Da (x). f x und (∃x). f x nicht Funktionen, sondern Aussagen 

bezeichnen und daher für die Variable nichts mehr eingesetzt werden 
kann, so heißt hier x eine „scheinbare“ oder „gebundene Variable“, 
zum Unterschied von der „wirklichen“ oder „freien Variabeln“ im 
Ausdruck einer Funktion. Später lernen wir noch andere Formen 
gebundener Variabeln kennen (z. B. x

∧
(f x), 8a; ferner 11a, 7b). Im 

Ausdruck einer Aussage können keine freien, sondern nur gebundene 
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Variable vorkommen.
  In der Mathematik kommen gebundene Variable z. B. beim 

bes t immten  In tegra l  vor; in ∫b
afx dx ist x gebunden, der ganze 

Ausdruck ist eine Konstante, es kann nicht für x hier etwas eingesetzt 
werden.

7. Kennzeichnungen
7a. = benutzen wir als Zeichen der Ident i tä t  (im strengen Sinne; a  
= b heißt: a und b sind Namen desselben Gegenstandes). Wir definie-
ren:

  D 7·01.  x=y .=Df.(x). jx ⊃ jy

 Die Definition besagt: x = y soll dann und nur dann gelten, wenn 
jede Funktion für x und y denselben Aussagewert hat, d. h. wenn x 
und y überall für einander eingesetzt werden können. In anderer Aus-
drucksweise: wenn x und y in allen Eigenschaften übereinstimmen. 
Die Verschiedenhei t  (Nichtidentität) wird mit ≠ bezeichnet.

  L i te ra tur. Die Definition beruht auf der Leibnizschen Auffas-
sung von der „identitas indiscernibilium“, der Identität des Nicht-
unterscheidbaren. Die obenstehende Definition wird vertreten von 
Russell PM I 146f, und von Hilbert [Logik]83; eine verwandte, aber 
abweidende Formulierung gibt Ramsey [Found.]. Wird die genannte 
Auffassung nicht anerkannt, so kann die Identität als undefinierter 
Grundbegriff aufgestellt werden; so z. B. Behmann [Math.] 19. Abge-
lehnt wird die Identität als logischer Begriff von Wittgenstein[Abh.] 
6.2322; bei dieser Auffassung können die Kardinalzahlen (21) und die 
weiteren mathematischen Begriffe nicht aus den logischen abgeleitet 
werden.
7b.  Ist j x eine Aussagefunktion, die nur für éinen Wert des Argu-

mentes eine wahre  Aussage ergibt, so bezeichnen wir diesen Wert 
mit (

i

 x) (j x) „dasjenige x, für das j x gilt“ . Da der Ausdruck (

i

 x) 
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(j x) den bestimmten Gegenstand nicht mit Namen nennt, ihn aber 

doch eindeutig umschreibt oder kennzeichnet, so nennen wir ihn eine 
„Kennzeichnung“ (PM: „description“, zur Terminologie s. Sachre-
gister 49, S.109).

  „(

i

 x)(j x) “ kann nicht selbst explizit definiert werden. Wir kön-

nen nur eine „Gebrauchsdef in i t ion“ dafür angeben, d, h. eine 
Festsetzung darüber, welche Bedeutung die Sätze haben sollen, in 
denen dieses Zeichen vorkommt. Kommt es nämlich als Argument-
wert etwa für die Aussagefunktion y z vor, so soll das bedenten: es 
gibt mindestens ein und auch nur ein u, das j befriedigt, und dieses 

befriedigt auch y ; y (

i

 x) (j x)  soll also bedeuten:

         (∃u): j x .≡x . x = u : y u.

7c.   D 702.  E!  (

i

 x) (j x) .=Df: (∃u): j x .≡x . x = u

  E!(

i

 x) (j x) bedeutet hiernach: es gibt genau éin x, das j x befrie-

digt; wir können diesen Ausdruck daher so lesen: „dasjenige x, das 
j befriedigt, exis t ier t .“ Diese Aussage ist dann und nur dann wahr, 

wenn j von genau éinem Argunentwert befriedigt wird. Das Defini-

endum stellt die Existenz; nicht als Aussagefunktion dar; Exis tenz 
i s t  n i ch t  e ine  E igenscha f t  eines Gegenstandes (kein „Prädi-
kat“). Das ist zuweilen in philosophischen Argumentationen nicht 
beachtet worden, z. B. im ontologischen Gottesbeweis, der von Kant 
aus diesem Grunde abgelehnt wurde. Wenn die Existenz von etwas 
behauptet, verneint oder in Frage gestellt wird, so kann es sich nur 
um eine Kennzeichnung handeln, nicht um einen gegebenen Gegen-
stand. In unserer Symbolik kommt dies dadurch zum Ausdruck, daß E! 
a unter allen Umstanden sinnlos ist.

 Eine Kennzeichnung kann meist, aber nicht immer, symbolisch 
wie ein Gegenstandsname verwendet werden; zulässig ist dies immer, 
wenn das Gekennzeichnete existiert. Es gilt z. B. für den Namen a:  
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(z). y z .⊃. y a, aber nicht allgemein: (z). y z .⊃. y (

i

 x) (j x), son-

dern nur:
 L 7·1. ⊦ :. E!(

i

 x) (j x) .⊃: (z). y z .⊃. y (

i

 x) (j x)

 Hat das Gekennzeichnete irgend eine Eigenschaft, so existiert es:
 L 7·2. ⊦ :y (

i

 x) (j x) .⊃. E!(

i

 x) (j x)

8. Klassen
8a.    z

∧
 (j  z) soll heißen: „diejenigen Werte von z, die j  befriedi-

gen“; ein solcher Ausdruck bezeichnet eine „Klas se“, in diesem 
Falle „die durch die Aussagefunktion j z bestimmte Klasse“. Klas-

senzeichen werden, ebenso wie Kennzeichnungen, nicht explizit 
definiert, sondern durch eine Gebrauchsdefinition (7b) ; d. h. es wird 
festgesetzt, was die Sätze bedeuten sollen, in denen diese Zeichen 
vorkommen. Die einzige ursprüngliche Art des Auftretens eines Klas-
senzeichens ist das Auftreten in „∈-Sätzen“, d. h. in Sätzen von der 
Form „x ∈ z

∧
(jz)“. Die Definition des Klassenzeichens besteht darin, 

daß festgesetzt wird, daß ein Satz von dieser Form die Bedeutung 
j x haben soll. (Wir können „x ∈ z

∧
 (j z)“ etwa interpretieren: „x ist 

eins von denjenigen, für die j gilt“ oder „x ist ein Element der durch 

j bestimmten Klasse“, und dies bedeutet nichts anderes als „j x“, 

nämlich: x befriedigt die Aussagefunktion j). Alle anderen Anten des 

Auftretens eines Klassenzeichens werden durch die weiteren Definiti-
onen zurückgeführt auf dies primäre Auftreten im ∈-Satz.

D 8·01. x ∈ z
∧

 (j z)  .=Df. j x

8b.   Konstante Klassen, bei denen die bestimmende Aussagefunktion 
nicht mehr genannt zu werden braucht, bezeichnen wir mit kleinen 
lateinischen Buchstaben oder mit Buchstabengruppen mit kleinen 
Anfangsbuchstaben; Variable, deren Werte Klassen sind, mit kleinen 
griechischen Buchstaben vom Anfang des Alphabets (mit Ausnahme 
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der Konstanten ∈, η, θ, i).
 Zwei Definitionen zur Abkürzung:
D 8·021. x, y ∈ a .=Df. x ∈ a . y ∈ a
D 8·022. x ~∈ a .=Df. ~(x ∈ a)
 Auch Klassenzeichen können als gebundene Variable vorkommen; 

die Bedeutung der Ausdrücke (a).ja, (∃a).ya, (

i

a) (ja), a
∧

(ya) ergibt 

sich aus Analogie zu den früheren: (x).jx usw.

  a
∧

(ya) ist eine Klasse, deren Elemente wiederum Klassen sind, 
eine „Klasse zweiter Stufe“. Die „Klassen dritter Stufe“ haben als 
Elemente Klassen zweiter Stufe, usf. Variable, deren Werte Klassen 
zweiter oder höherer Stufe sind, bezeichnen wir zuweilen mit c, l, m, 
n, x, „a ∈ cls“ soll heißen „a ist eine Klasse“.
8c.   Sind j und y generell äquivalent (j x .≡x . y x), so werden sie 

von denselben Gegenständen befriedigt; wir sagen deshalb von ihnen: 
sie haben denselben Umfang. In diesem Falle haben y ∈ z

∧
(jz) und y 

∈ z
∧
(yz) für jedes y denselben Aussagewert. Alle weiteren Sätze, in 

denen die beiden genannten Klassenzeichen vorkommen, gehen auf 
solche ∈-Sätze zurück; daher kann in jedem Satze das eine Klassen-
zeichen für das andere eingesetzt werden, ohne den Aussagewert zu 
ändern. Nach der Definition der Identität (D 7·01) sind somit die bei-
den Klassen identisch:

 L 8·1. ⊦ : jx ≡x y x .≡. z
∧
(jz) = z

∧
(yz)

 Das Klassenzeichen bezeichnet also gewissermaßen dasjenige, was 
bei zwei generell äquivalenten oder umfangsgleichen. Aus- ...

...der Rest wurde weggelassen.
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11. Relationen
11a.   Die Bildung des Begriffes der Relation steht in genaner Analo-
gie zu der des Begriffes der Klasse. Die folgenden Definitionen und 
Lehrsätze stehen in genauer Analogie zu den entsprechen von 8. Wir 
können uns daher hier kurz fassen. Eine zweistellige Relation (über 
mehrstellige s. 18) ist die Extension einer Aussagefunktion j x y mit 

zwei Argumenten, in Zeichen: x
∧

 y
∧

 (j x y), die „Relation zwischen x 

und y, so daß j x y“. Ein Relationszeichen wird zwischen die Zeichen 

der Argumente gesetzt: „u x
∧

 y
∧
(j x y) v“ ; ein solcher Satz soll bedeu-

ten: j u v, darin besteht die Gebrauchsdefinition des Relationszei-

chens:
D 11·01.  u x

∧
 y
∧
(j x y) v .=Df. j u v

 Alle weiteren Verwendungsarten von Relationszeichen gehen auf 
diese Satzform zurück.
11b.   Konstante Relationen, bei denen die Nennung der bestimmen-
den Aussagefunktion nicht mehr erforderlich ist, bezeichnen wir mit 
großen lateinischen Buchstaben oder Buchstabengruppen mit großem 
Anfangsbuchstaben (z. B. ⊂, Smor); Variable, deren Werte Relationen 
sind, mit großen lateinischen Buchstaben vom Ende des Alphabets 
(mit Ausnahme der Konstanten V): P, Q, . . .Z. Ein Relationssatz hat 
also die Form x P y; x ist hier „Vordergl ied“, y „Hintergl ied“. 
Auch Relationen kommen als gebundene Variable vor: (R) j R, (∃R) 

j R. usw.

R
∧

(jR) ist eine Klasse von Relationen, α
∧

 β
∧

(c α β) ist eine Relation 

zwischen Klassen, P
∧

Q
∧

 (y P Q) ist eine Relation zwischen Relatio-
nen.

 „R ∈ rel“ soll heißen: R ist eine Relation.
11c. Relationen generell äquivalenter Beziehungen sind identisch;

L 11·1. ⊦ :. j u v .≡u,v. y u v :≡. x
∧

 y
∧
(j x y) = x

∧
 y
∧
(y x y)
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11d.  Die Relationen sind Extensionen und daher, wie die Klassen, 
nicht Gegenstände im eigentlichen Sinne (sondern „Quasigegenstän-
de“).
11e.  Unter den früheren Zeichen können wir die folgenden jetzt als 
Relationen erkennen: =, ≠, ∈, ⊂, Fr.

Für = und ≠ verwenden wir fortan auch I und J.
11f.  Eine Beziehung ist gegeben, wenn die definierende Aussage-
funktion angegeben ist. Eine Relation ist gegeben, wenn entweder die 
entsprechende Beziehung gegeben ist oder der „Bestand“ der Relati-
on, d. h. eine Angabe darüber, in welchen Paaren die Relation besteht. 
Diese Bestandsangabe kann verschiedene Formen haben, unter denen 
(bei endlicher Gliederzahl) drei besonders brauchbar sind: Paarliste, 
Pfeilfigur und Matrix.

  Die „Paarl is te“ der Relation besteht in der Aufzählung der Rela-
tionspaare, wobei jedes Glied mit Namen genannt ist.

  Die „Pfei l f igur“ der Relation K stellt jedes K-Glied durch einen 
(mit Namen versehenen) Punkt dar. Gilt a K b, so führt ein Pfeil vom 
Punkte a zum Punkte b; gilt a K b . b K a, so wird zwischen a und b 
ein Doppelpfeil gezeichnet; gilt a K a, so hat der Punkt a einen Rück-
kehrpfeil.

  Die „Matr ix“ der Relation K besteht in einem ZeilenKolonnen-
schema (s. Abb. 4), in dem jedem K-Glied eine Zeile und eine Kolon-
ne entspricht (dabei gehören die oberste Zeile und die erste Kolonne 
links zusammen, usw.); an die Kreuzungsstelle der Zeile a mit der 
Kolonne b wird entweder „u“ (oder auch nur „.“; „unverknüpft“) oder 
„v“ („verknüpft“) gesetzt, je nachdem a K b oder ~(a K b) gilt. Die 
mit v besetzten Stellen heißen kurzweg „besetzt“, die anderen „unbe-
setzt“. Die Diagonale von oben links nach unten rechts heißt „Haupt-
diagonale“; sie enthält die Stellen aa, bb, usw., also die identischen 
Paare. Stellen, die zur Hauptdiagonale symmetrisch liegen (z. B, bd 
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und d b), heißen „konjugiert“ zueinander.
 Beispiel  1. Die Relation G stelle die Abstammungsverhältnisse in einer 
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bestimmten Klasse k von Personen dar. Die Namen der Personen k seien 
abgekürzt bezeichnet durch a, b,.... l. Die Relation G ist dann vollständig 
beschrieben, wenn eine der drei folgenden Angaben gemacht wird:

a) die Paarliste von G : ab, ac, ad, ae, bf, eg, eh, gi, gk, gl.
b) die Pfeilfigur von G,  s. Abb. 3:
c) die Matrix von G, s. Abb. 4.

Beispiel 2. (Mit Doppel- und Rückkehrpfeilen.) Relation H.

a) Paarliste: aa, ab, ba, bc, dc, eb.
b) Pfeilfigur. s. Abb. 5, b) Matrix, s. Abb. 6.

12. Verknüpfungen von Relationen
12a.   Die folgenden Definitionen und Lehrsätze sind analog denen 
über die Klassenverknüpfungen (10).

  Subsumtion(„R sub S“); jedes R-Paar ist auch ein S-Paar; R 
„ist enthalten in“ S, R ist „Teilrelation“ von S:

  D 12·01. R

⊍

 S .=Df: x R y .⊃x, y. x S y
Durchschnit t  („R mal S“); die gemeinsamen Paare von R und S:
  D 12·021. R ∩•  S =Df.  x

∧
 y
∧

 (x R y . x S y)
Vereinigung(„R plus S„); die Paare,  für die R oder S oder beide 

Abb. 5. Pfeilfigur der Relation H
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gelten:
  D 12·022.  R ⊍ S =Df  x

∧
 y
∧

 (x R y .˅. x S y)  
Negat  („non-R“); die Paare x y, für die x R y eine sinnvolle, aber 

falsche Aussage ist:
  D12·023.   ∸ R =Df  x

∧
 y
∧
({~(x R y)}

Die R-Paare, die nicht S-Paare sind („R  non S“):
 D 12·024.   R ∸ S  =Df  R ∩•  ∸ S

Darstellung durch Paar l is ten. R
⊍

 S gilt, wenn alle Paare der 
R-Liste auch in der S-Liste vorkommen. Die Liste von R ⊍ S enthält 
die Paare, die in jeder der beiden Listen vorkommen. Die Liste von R  
S besteht aus der Zusammenfügung beider Listen (unter Streichung 
der Doppelvorkommen). Die Liste von -- R enthält alle nicht in der 
R-Liste vorkommenden Paare von Elementen des Typus. Die Liste 
von  R ∸ S entsteht aus der R-Liste durch Streichung der Paare der 
S-Liste (soweit sie in der R-Liste überhaupt vorkommen).
12b.   Für die folgenden Lehrsätze vgl. die Bemerkungen zu den ent-
sprechenden über Klassen (10b).

L 12·l.    ⊦ : R

⊍

 S . S

⊍

R .≡. R=S 
L 12·21. ⊦ .  R ∩•  S  =  S ∩•  R
L 12·22. ⊦ . (R ∩•  S) ∩• T  =  R ∩•  (S  ∩• T)  
L 12·23. ⊦ . (R ∩•  S) ⊍ (R ∩•  T)  =  R ∩•  (S  ⊍ T)
L 12·31. ⊦ : R

⊍

 S . S

⊍

T .⊃. R

⊍

 T
L 12·32. ⊦ : R

⊍

 S . x R y .⊃. x S y
12c.   Die Allrelat ion ∨•  gilt für jedes Paar (eines Typus), die leere  
Relat ion �•  für kein Paar;  ∃

•
!R  heißt: R ist n icht  leer.

D 12·033.  ∃
•
!R .=Df.(∃x, y) . x R y

L 12·43.  ∃
•
!R .≡.  R ≠�•

12d.   Ist λ eine Klasse von Relationen P, Q, R, ...., so heißt der 
Durchschnitt P ∩•  Q ∩• R ∩•  ... aller ihrer Elementrelationen kurz 
„Durchschni t t“ von λ, bezeichnet mit P

�1 ,

λ. Die Relation P
�1 ,

λ gilt 
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dann in einem Paar, wenn in ihm jede der Relationen P, Q, .... gilt. 
Die Vereinigung P ⊍ Q ⊍ R ⊍ .... aller Elementrelationen von λ heißt 
kurz „Vereinigung“ von λ, bezeichnet mit S

� ,

λ. Die Relation S
� ,

λ 
gilt dann in einem Paar, wenn in ihm (mindestens) eine der Relatio-
nen P, Q, ... gilt.

   Die Klasse der Teilrelationen von P wird bezeichnet mit Rl

,

P); 
die der nichtleeren Teilrelationen mit Rl ex

,

P.
12e.  Um hier und später Beispiele bilden zu können, mögen be-
stimmte Zeichen für einige nichtlogische Klassen und Relationen 
festgesetzt werden. Es soll bezeichnen; ml die Klasse der männlichen 
Menschen (kurz „die männlichen Menschen“; eine Klasse ..

...der Rest wurde weggelassen.
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21. Die Kardinalzahlen
21a.  Werden durch die Relation R die Elemente von a und die Ele-
mente von b einander eineindeutig zugeordnet, so nennen wir R einen 
„Korrelator“ zwischen a und b; in Zeichen: R ∈ a s

____
m b.

D 21·01.  a s
____
m b =Df 1 → 1 ∩ D

←,

a ∩ 

D←,

 b
 Haben zwei Klassen einen Korrelator, so ist die Anzahl ihrer Ele-

mente gleich; wir nennen die Klassen dann „g le ichmächt ig“, in 
Zeichen: a Sm b (von similis; der Ausdruck „ähnlich“ wird aber bes-
ser vermieden).

D 21·02.  Sm =Df α
∧

 β
∧

( ∃!a s
____
m b)

 L 21·11.  ⊦ . Sm ∈ aeq   Sm ist eine Gleichheit; dadurch wird die 
Anwendung des Abstraktionsprinzips ermöglicht. Sm ist überdies to-
talreflexiv, also eine Totalgleichheit:

L 21·12.  ⊦ . Sm ∈ reflex . Sm ∈ aeqt
L 21·13.  ⊦ . a Sm g . b Sm d . g C b . d C a .⊃. a Sm b

(Kürzer: ⊦ . Sm | C ∩•  C
⏝

 | Sm

⊍

Sm )
Der Schröder-Bernsteinsche Satz: ist a mit einer Teilklasse von b 

gleichmächtig, und b mit einer Teilklasse von a, so auch a mit b.
21b.   Unter der „Kardinalzahl“ oder „Anzahl“ (in der Mengen-
lehre: „Mächtigkeit“) einer Klasse a, bezeichnet mit Nc

,

 a, verstehen 
wir die KLasse der mit a gleichmächtigen Klassen:

D 21·03.  Nc

,

 a =Df S
→

m ,

 a
 Hat die Klasse a die Kardinalzahl μ, so gilt also a ε μ. Die Vorzüge 

dieser Definition sind: von den so definierten Kardinalzahlen lassen 
sich die in der Arithmetik verlangten formalen Eigenschaften bewei-
sen; würden wir sie nicht so (oder ähnlich) definieren, so müßten wir 
den Begriff der Kardinalzahl einer Klasse als undefinierten Grundbe-
griff einführen, und würden neue Axiome über seine Eigenschaften 
benötigen.



Die Kardinalzahlen 263

 Die Klasse der Kardinalzahlen, also m
∧

{(∃a). m = Nc

,

 a} oder D

,

Nc  

bezeichnen wir mit nc:
  D 21·04. nc =Df D

,

Nc
Hiernach sind die Kardinalzahlen die Abstraktionsklassen in bezug 

auf die Gleichmächtigkeit:
L 21·21.  ⊦ . nc = Aeq

,Sm
L 21·22.  ⊦ . a ∈ Nc

,

a
L 21·23.  ⊦ : a ∈ Nc

,

b .≡. b ∈ Nc

,

a .≡. a Sm b
L 21·24.  ⊦ : a Sm b .⊃. Nc

,

a = Nc

,

b
L 21·25.  ⊦ : m ∈ nc .≡. (∃a).m = Nc

,

a

Beispiele . Ist k eine Klasse von Personen, Mu die Relation Mut-
ter, so gilt: ⊦ . Va“k Sm Mu“k oder ⊦ . Nc

,

Va“k = Nc

,

Mu“k
 Li teratur. Die genannte Defini t ion der Kardinalzahlen stammt, 

von Frege [Grundl.] 79ff., [Grundg.] I 57; sie ist unabhängig davon 
von Russell neu aufgestellt worden [Pr.] 114, PM I, [Einf.] 11. Vgl. 
Weyl [Handb.] 11, Behmann [Math.] 50f. Bedenken gegen diese 
Definition: Hausdorff [Grundz.] 46. Gegen diese Bedenken: Carnap 
[Aufbau]  §40; vgl. Fraenkel [Einl.] 58.

 Die früher definierten Klassen 0, 1, 2 (19b) ergeben sich jetzt als 
Kardinalzahlen, da alle leeren Klassen identisch sind, alle Einerklas-
sen untereinander gleichmächtig und alle Paarklassen untereinander 
gleichmächtig sind. Darin liegt die nachträgliche Rechtfertigung für 
die Wahl dieser drei Zeichen.

L 21·31.  ⊦ . 0 = Nc

,∧
L 21·32.  ⊦ . ∃!0
L 21·33.  ⊦ : Nc

,

g = 0 .≡. g = ∧
L 21·34.  ⊦ . 1 = Nc

,

[x]
L 21·35.  ⊦ :  x ≠ y  .⊃. 2 = Nc

,

[x, y]
L 21·36.  ⊦ . 0, 1, 2 ∈ nc

21c.  Die Addition von Kardinalzahlen kann definiert werden mit Hil-
fe der Vereinigung fremder Klassen:
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D 2·105.  m + n =Df  z
∧

{(∃g, d). g ∈ m . d ∈ n . g Fr d . z = g ∪d}

Die Relation „unmittelbarer Vorgänger in der Reihe der Kardinal-
zahlen“ (N) ist dann die Relation zwischen x und x + 1, also nach D 
17·02 die Relation +

⏝

1 :
 D 21·06. N =Df  +

⏝

1
Alle weiteren arithmetischen Begriffe lassen sich hieraus ableiten; z. 

B. >, <, Subtraktion, Multiplikation, Division usw. (Darauf kann hier 
nicht eingegangen werden.) So entsteht die Ari thmetik als  Zweig 
der  Logis t ik . Es ist aber zu beachten, daß die Ableitung gewisser 
Lehrsätze, insbesondere über das Unendliche, zwei weitere Axiome 
erfordert: das Auswahl-,und das Unendlichkeitsaxiom (24b, e).

 L i te ra tur. Die Arithmetik als Zweig der Logik: Russell [Einf.] 
196ff., Behmann [Math.].

22. Isomorphie. Die Relationszahlen
22a.  Unter dem „S-Bild von Q“ (S ; Q) verstehen wir die Relation, 
die zwischen den S-Korrelaten eines Q-Paares besteht, d. h. die Rela-
tion, die zwischen u und v dann besteht, wenn es x und y depart gibt, 
das x Q y, u S x und v S y:

D 22·01.   S ; Q =Df S | Q |
⏝

S

D 22·02.   S † Q =Df S ; Q
Die Relation S wird auch als die „Transformation“ zwischen Q und 

dem S-Bild von Q bezeichnet.
  Die erste Scheibweise ( S ; Q) fassen wir als kennzeichnende 

Funktion des Argumentes Q auf, die zweite (S † Q) als kennzeich-
nende Funktion der beiden Argumente S und Q, also als Verknüp-
fung, die nach D 17·01 Anlaß gibt zur Bildung der Operation S †. ( 
S ; Q steht in Analogie zu S“b; S † 

,

Q zu S∈

,

b). (Der Mathematiker 
sei hingewiesen auf die Analogie zwischen D 22·07 und der Definiti-
on des konjugierten Elementes in der Gruppentheorie : U ,

=T--1U T ).
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22b.   Besondes wichtig ist der Fall einer eineindeutigen Transfor-
mation des ganzen Feldes von Q: S∈1 → 1 . C ,

Q = 

D,

S. Hierbei 
besteht die Relation S ; Q, wenn x Q y, zwischen S

,

x und S

,

y (Abb. 7).

S heißt in diesem Falle ein „Korrelator“ zwischen S ; Q und Q 
(zum Unterschied von dem Klassenkorrelator (21a) auch „Relations-“ 
oder „Isomorphiekorrelator“). Die Klasse der Korrelatoren zwischen 
P und Q wird bezeichnet mit P s

______
mor Q. Gibt es einen solchen Kor-

relator, so heißen P und Q „isomorph“ (oder „ähnlich“) zu einander: 
P Smor Q (von similis ordine). Die Definitionen von P s

______
mor Q und 

Smor sind analog demen von a s
____
m b und Sm (D21·01 und ·02).

D 22·03. P s
______
mor Q =Df S

∧

 { S∈1 → 1 . C ,

Q = 

D,

S . P= S ; Q}
D 22·04. Smor =Df P

∧

 
∧

Q
∧

 { ∃! P s
______
mor Q}

  Die Isomorphie ist (wie die Gleichmächtigkeit) totalreflexiv, sym-
metrisch und transitiv, also eine Totalgleichheit :

L 22·11. ⊦ . Smor ∈ aeqt
Beziehungen zwischen Klassen- und Relationskorrelation :
L 22·12.  ⊦ . P Smor Q .⊃. C

,

 P Sm C

,

 Q 
L 22·13.  ⊦ : S∈ P s

______
mor Q .≡. S ∈(C

,

 P) s
____
m (C

,

 Q). P = S ; Q
22c.  Analog der Definition der Kardindzahlen auf Grund des Abs-
traktionsprinzips aus Sm (D 21·03 und .04) definieren wir hier die 
„Relat ionszahl“ oder „Struktur“ einer Relation (Nr

,

P) als Klasse 
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der zu ihr isomorphen Relationen; die Relationszahlen) (nr) sind die, 
Abstraktionsklassen in bezug auf Smor:

D 22·05. Nr

,

P =Df S
→
mor ,

P

D 22·06. nr =Df D

,

Nr
L 22·21.  ⊦ .  nr = Aeq

,Smor
Die Relationszahlen der Reihen (27 b) heißen „Reihenzahlen“, 

die der wohlgeordneten Reihen „Ordina lzahlen“ (no, 29 a). (Im 
Anschluß an den Cantorschen Terminus „Ordnungstyp“ mag man 
auch sagen: „Relationstyp“, „Ordnungstyp“, „Wohlordnungstyp“ ).

 Die Sätze über Nr und nr sind analog denen über Nc und nc (L21·21 
ff)

L 22·22.  ⊦ .  P ∈ Nr

,

P

L 22·23.  ⊦ :  P ∈ Nr

,

Q .≡. Q ∈ Nr

,

P .≡. P Smor Q
L 22·24.  ⊦ :  P Smor Q .≡. Nr

,

P = Nr

,

Q

L 22·25.  ⊦ :  l ∈ nr  .≡. (∃ P). l = Nr

,

P

22d.  Eine Relation wird durch ihre Struktur vollständig charakteri-
siert in bezug auf ihre formalen Eigenschaften, wenn wir hierunter 
diejenigen ihrer Eigenschaften verstehen, die sich bei bloßer Berück-
sichtigung der Identität und Verschiedenheit unter den Relationsglie-
dern ergeben, unter Nichtbeachtung der sonstigen Beschaffenheit 
der Glieder. An Stelle des hiermit erläuterten, aber nicht scharf abge-
grenzten Begriffs der „formalen Eigenschaften“ verwenden wir des-
halb lieber den auf das Gleiche zielenden, aber scharf definierbaren 
Begriff der „s t ruk tu re l l en  E igenscha f t en“ einer Relation P. 
Eine Eigenschaft wird dadurch als strukturelle Eigenschaft charakte-
risiert, daß sie, wenn sie irgend einer Relation R zukommt, auch allen 
Relationen derselben Struktur zukommt, also allen zu R isomorphen 
Relationen. Oder ausgedrückt für Klassen: a stellt eine strukturelle 
Eigenschaft dar, wenn jede zu einer Relation von a isomorphe Relati-
on auch zu a gehärt:
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D 22·07. struct =Df a
∧

 
∧

(Smor“a C a)
L 22·31.  ⊦ :. a ∈struct .≡: (P, Q ): P ∈a . P Smor Q .⊃. Q ∈ a
Manche der bisher erörterten Eigenschaften von Relationen sind 

strukturell:
L 22·32.   ⊦ . trans, intr, refl, reflex, irr, sym, as, 1 → cls, cls → 1, 

1 → 1 ∈struct
 Die folgenden, später einzuführenden Eigenschaften sind ebenfalls 

strukturell: prog (26a), connex (27a), ser (27b), bord, W (29a), ded 
(29b), dicht, dedek (29c), η (29d), q (29e).

  Li teratur. Die Begriffe der Struktur und der strukturellen Eigen-
schaften haben eine große Bedeutung in logischer, erkenntnistheoreti-
scher und allgemein-wissenschaftlicher Hinsicht; vgl. Russell [Einf.] 
53ff., 61ff., Carnap [Aufbau] S 11ff.
22e.   Eine S t ruk tu r  ist vollständig beschrieben, wenn entweder 
eine ihrer Relationen angegeben wird, oder aber:

entweder 1. eine Paar l is te , in der die Glieder nicht mit Eigenna-
men bezeichnet sind, sondern mit Variabeln; bei größerer Glie-
derzahl werden zweckmäßig Nummern verwendet, wobei eine 
beliebige Umnummerierung gestattet ist;

oder 2. eine Pfei l f igur  mit unbenannten Punkten (oder mit num-
merierten Punkten, wobei beliebige Umnummerierung gestattet 
ist);

oder 3. eine Matr ix  mit unbenannten Zeilen und Kolonnen;hier ist 
eine beliebige Vertauschung zweier Zeilen bei gleichzeitiger Ver-
tauschung der entsprechenden Kolonnen gestattet.

  Die Aufgabe, eine „Strukturcharakter is t ik“ aufzustellen, ist 
noch nicht in befriedigender Weise gelöst. Diese Aufgabe verlangt, 
ein Verfahren anzugeben, mit Hilfe dessen man jeder (durch Paarliste, 
Pfeilfigur oder Matrix) vorgelegten Relation einen bestimmten (etwa 
aus Zahlen bestehenden) Formelausdruck zuschreiben kann depart, 
daß zwei Relationen dann und nur dann die gleiche „Charakteristik“ 
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erhalten, wenn sie isomorph sind.
  Ein die Forderungen erfüllendes, aber wenig elegantes Verfahren 

ist z. B. das folgende. Jede Matrix kann, wenn an Stelle von u und v 
0 und 1 gesetzt und dann die Zeilen aneinandergereiht werden, als 
dyadische Zahl gelesen werden. Unter den Matrices einer bestimmten 
Relation (die sich durch verschiedene Reihenfolge der Glieder un-
terscheiden), gibt es eine, deren dyadische Zahl größer ist als die der 
andern. Man kann Regeln, angeben, um eine vorgegebene Matrix in 
diese ausgezeichnete umzuformen. Diese maximale dyadische Zahl 
kann als Strukturcharakteristik genommen werden.

  Beispiele . Siehe die Beispiele in 11f. Wenn eine andere Relati-
on als G auch durch die Pfeilfigur 3 dargestellt werden kann, nur mit 
anderer Benennung der Glieder, so ist sie isomorph zu G. Beide Re-
lationen haben dieselbe Struktur; diese kann durch die Abb. 3, unter 
Weglassung der Namen, dargestellt werden. Die ....

...der Rest wurde weggelassen.
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