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はしがき
　この書でなされていることは価値と思考とのおもに心理学的な理
論的研究です。そして価値についてはヴィーン学団の価値理論を中
心にして理論的考察がなされ、思考についてはおもに問題の提示が
なされています。そこに含まれる論理学的研究は別として。この理
論的研究はなお観察、実験によって確められていくことが必要であ
り、今のところ、ただ仮設としてたてられたわけです。これについ
てさらに実験的研究をすることは、これからを期したいと思います。
　この書での研究ではゲシタルト理論の立場が参照されています
が、ゲシタルト理論を見るについては、Prof. M. Wertheimer （今、
この書で思考の諸問題の二三の引用文献の示唆について著者は
氏に負うものです）からかつて著者に言われたものに Köhler, W. 

: Psychologische Probleme（これに応じる英語のものに Köhler, W.: 

Gestalt Psychology があり、佐久間鼎博士の日本訳、『ゲシタルト心
理学』があります）があり、また Prof. W. Köhler がその最近の著書、 
The Place of Value in a World of Facts の中で推している Wertheimer, 

M.: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt, Psychol. Forsch. があり
ます。
　なお、思考の諸問題のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳはどれも科学評論（科学
文化協会）に、同じくⅤの本文は心理学研究（日本心理学会）に
1935 年このかた発表したもので、今、この書に入れるに当って手
を加えた部分のあるものです。

1939 年 9 月、軽井沢
著 者
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価値と思考
――心理学的研究――
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Ⅰ．緒 論

　この篇で扱われることは心理学的価値現象の理論的研究だ。そし
て、実証主義に属すると見られているヴィーン学団と呼ばれる現代
の一つの学派の科学的な価値理論を中心として、それから進んで適
切には価値現象はどう示されるだろうかを明らかにしてヴィーン学
団の価値の相対性の理論の適否を見ようということが試みられる。
　こうした意図で価値が見られるに当って、まず眼につくものはヴ
ィーン学団の価値理論を除いてほかのものとしては、フランツ＝ブ
レンターノー【Franz Brentano, 1838-1917】の系統を引きグラーツ学派と
呼ばれるマイノング【Alexius Meinong, 1853-1920】、フォン＝エーレン
フェルス【Christian von Ehrenfels, 1859-1932】、クライビヒ【Josef Klemens 

Kreibig, 1863-1917】等オーストリアの心理学者によってたてられた心
理学的価値理論や、また現今例えばシテリング【Gustav Störring, 1860-

1946】によってなされるという価値意識の実験心理学的研究だろう。
　ところで、価値の心理学的研究は一般に経験的立場から価値現象
を見るので、先験的な価値哲学とは一致するものと見られない。今、
例えば倫理的価値について一例を挙げれば、シテリングは、シェー
レル【Max Scheler, 1874-1928】が絶対的な倫理的価値を前提としている
のには同意するものの、先天的な倫理的認識が本質直観によって得
られるという、その主張に対しては同意しない。シテリングによる
と、価値を確立しようという場合には、具体的な価値体験からして
価値の事実だけでなく価値の妥当性もとり出されるべきだが、この
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妥当する価値が本質直観によって確立されるという保証はなく、そ
れは妄想的確信かも知れないのだ。倫理的に妥当的なものの科学的
研究がされるべきで、それには妥当的な評価を、妥当的でなくただ
妥当的と見なされているだけの評価と区別して、前者の科学的特質
づけをすべきだとされる。そうして氏では、倫理的妥当的価値があ
るとの前提の下にあっても、まず発生的に、妥当的と見なされてい
るものの研究から出発するという帰納的な途を歩き、妥当すると見
なされているものの事実についての科学的研究の後に、はじめて妥
当性の問題がとり出されるべきだというのだ

＊

。なおまた価値の一般
については、経験的価値体験と独立に妥当する先天的な絶対的価値
をたて本質直観の現象学を根柢にもつものをクラフト【Viktor Kraft, 

1880-1975】は価値先天主義と称して、これに対して反対の態度をと
る。それによると、価値概念は可変の項をもつ不変な関係として認
められて経験的対象間の関係として規定されるものだから、価値は
究極のものとしてそれ自体に存立し先天的に直観される根源的性質
ではありえないのだ。ここにクラフトのいう可変の項をもつ不変な
関係というのはこうだ :　例えば「赤い色」は個々の赤い色から抽
象されこれらと独立に存立するものではなくて、それらの個々の色
をもち、そういったような色という一定の範域のことだが、この一
定の範域は、或る場合にはこの赤い色、或る場合にはあの赤い色が
変数に応じるそれぞれの値として、はいり得るわけで、ここに「赤
い色」は可変の項をもつ不変な関係の一つと見られる。そしてこの
関係は氏にあって概念について言えるのであって、概念は可変の項
をもつ関係として、経験的対象の類似関係のことだ。それで氏では
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価値概念を示す不変な関係は財物と価値体験との経験的事実を可変
の項とするので、これと独立に存立し先天的に直観される本質とし
ての価値は認められないのだ。価値理論は従ってクラフトにあって、
観察とその帰納的加工とによって事実を確定する経験科学的研究で
なければならず、そしてまた価値現象の事実としては価値体験が根
本層に関するので主として心理学的研究となる。しかし氏では、価
値現象の研究は価値体験の心理学的分析によって価値概念の徴表を
見出すだけでなく、この心理学的研究が手段となって価値の認識的
研究に進むべきだとされる

＊ ＊

。
＊ Vgl. Störring, G.: Die moderne ethische  Wertphilosophie(1935) S. 44-46

＊ ＊ Vgl. Kraft, V.: Die Grundlagen einer wissenschaftlichen Wertlehre, Schriften 

zur wissenschaftlichen Weltauffassung hrsg. von Frank und Schlick Band 11 (1937) 

I. A. 2

　このように価値の心理学的研究にあたっては、現象学的本質直観
による絶対的価値の存立を認めず、帰納的方法をとって経験的事実
としての価値づけから出発して、それからして妥当的価値の確立に
向おうということが見られる。こうすれば、たとえ価値体験の経験
的事実でなく、妥当的価値をたてるにしても、価値の心理学的研究
は欠くことの出来ないものだろう。
　こうすれば、それだから本質直観の現象学からはそのいう意識が
経験の名残りを清算し切れず、まだ純粋意識でないと見られるフラ
ンツ＝ブレンターノーの経験的立場に立つ心理学の価値理論がかえ
って現象学的価値本質の論よりも採られるべきものをもつとされよ
う。ブレンターノーでは経験的意識としての愛、しかも直観的明証
的に正しい愛の志向するものが絶対的価値として認められるからだ

＊

。
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それだからして、また、本質直観の現象学派と同様にブレンターノ
ーを先達としながら、その師ブレンターノーの所説をもっと経験的
にしたグラーツ学派の心理学的価値理論は、かえってなお一層採ら
れるべき価値の心理学的研究と言えよう。この派の価値理論では経
験的価値づけの作用だけにより、ブレンターノーでの直観的明証的
な愛による絶対的価値を認める傾向ではないからだ。ただこの派の
中マイノングは、フォン＝エーレンフェルスやクライビヒとちがっ
て価値の対象性を説くと言われているので、すこし別に扱われてよ
いだろう。ブレンターノーの直観性を認めない上記の傾向は、それ
で、価値理論にあって現代のヴィーン学団の態度と通じるものをも
つと言える。ヴィーン学団では、ブレンターノーの絶対的価値の根
拠としての直観的明証的なもののもつとされる一般性を認めず、価
値の経験的事実以外はたてないからだ。そしてなおまた価値を経験
的主観によるもの、しかも快の感情や欲求に応じるものとし、そし
て現実としての価値の相対性を主張することは、グラーツ学派のフ
ォン＝エーレンフェルスやクライビヒの価値理論が、またヴィーン
学団のシリック【Moritz Schlick, 1882-1936】やこれに属すると見られる
メンゲル【Karl Menger, 1902-1985】やクラフトの価値理論と等しくも
つ傾向だ

＊ ＊

。この意味で前者のブレンターノー門下の価値理論に、ヴ
ィーン学団の価値理論にとっての先行的価値理論としての意義を認
めることが出来ないだろうか。

＊　本編Ⅱ．1. 参照

＊＊　本篇Ⅱ．2. またⅡ． 3. 参照

　ただしかしながらこの後者の現代の価値理論はそれだからといっ
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て前者の価値理論そのままのものではない。その間には、現象学的
本質直観による価値の絶対性を克服して来ているのと、この克服を
経ていないのとのちがいを認めることが出来る。すなわち、ヴィー
ン学団の価値哩論では、ブレンターノーの価値の直観性だけでなく、
現象学にあっての本質直観による絶対的価値の存立を否定する。そ
してこのことは、形而上学、本質直観の現象学、先験哲学で扱われ
主張されることがらはその真偽を経験的事実に照して験証し得ない
ので肯定も否定も出来ないからそこで扱われ主張されることがらは
すべてえせ問題であり、無意味なものに過ぎないとするヴィーン学
団の実に根本的見解からいって当然のことなのだ

＊

。
＊　 本 篇Ⅲ . 参 照、 ま た ヴ ィ ー ン 学 団 の 見 解 に つ い て は、Schriften 
zur wissenschaftlichen Weltauffassung hrsg. von Frank und Schlick や 
Einfeitswissenschaft hrsg. von Nuerath また Erkenntnis hrsg. von Carnap の叢書、
雑誌の論文参照

　この点にさきの意味での先行の価値理論に対するヴィーン学団の
価値理論のちがいが見られるが、なおヴィーン学団に属すると見ら
れるクラフトによってフォン＝エーレンフェルス達の心理学的価値
理論は方法の上で大きな欠陥をもつことが指摘される。それによる
と、この価値理論の立説の仕方は或る場合は直観的だったり、或る
場合は概念的だったり、そして仮想の例で説明するという風で、そ
の立論には、それで、欠くことの出来ない科学的に確実な事実の根
拠がなく、足許がしっかりしていないとされる。価値づけの心理学
的現象が科学的に研究されるには、その主張の根拠としての事実の
分析が適確に行われて与料の特質がよくとらえられなければならな
いだろう。この点にあっては、なるほど、フォン＝エーレンフェル
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ス達の価値理論が十分と言えるかは疑問だろう。
　価値の心理学的研究は、それでやはり、心理学の他の領域の知覚
や表象などにあってされているように、価値づけの意識について実
験的にされるべきだ。さきのクラフトにあっては、価値体験が発生
的に観察され、さらにその場合に現れる条件がなお実験によってよ
り精密にきめられるべきだとされる。ただし、氏でのこうした方法
は、価値づけの意識がただいきなり実験的に研究されればよいとい
うのではない。で、従来の価値現象の実験的研究の欠点として氏に
よって指摘されていることはこうだ：　反応実験の簡単な形式で価
値づけの事実というような複雑な事実を研究しようとしたのがよく
ないので、「刺戟語」を与えて被験者に価値づけを課しその内省の
報告によって価値づけの本質を得ようとしたのだが、そうは簡単に
いかない。それは被験者の報告はこの場合、複合的条件をもっての
反応で、どれが価値づけの本質かは、そこにはすぐに見出されない
からだ。はっきりした条件の考慮なしにすぐに実験をはじめること
は出来ない。実験は、一義的にそうだ、あるいはそうでないと答え
られるべき一定の設問から出なければならない。どの関係、どの要
因が実験的にしらべられるのかを知らなければならない。それで価
値づけのような複雑な現象にあっては分析的研究が実験にさきだた
なければならない。分析されていない現象を実験すると、結果にあ
って、その現象の本質的なものと偶然的なものとの区別がつかない
からだ。こう欠点を指摘するクラフトにあっては、価値現象は発生
的に観察されている。そして児童にあって何歳頃に価値づけが現れ
るか、どの態度はまだ価値づけと言えないか、どういう仕方で価値
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概念がつくられるかというような価値現象の成立の研究によって、
実験されるべき価値現象の条件がまず明らかにされるべきで、こう
した予備的分析をする発生的研究に基づいてさらに将来、実験的に
精密に価値体験が明らかにされていくべきことが望まれている

＊

。
＊ 

i

　以上 Vgl. Kraft. V.: Die Grundlagen einer wissenschaftlichen Wertlehre I. A. 3.

　確実な事実に基づかない、根拠の欠けたフォン＝エーレンフェル
ス達のような主張でもなく、また条件の分析の足りない実験によっ
て結果を出すことでもない、こうしたクラフトの価値現象の発生的
解明によっての研究は、価値の心理学的研究の方法にとって参考と
なるものをその中にもつと見られよう。
　しかし価値体験について観察されたものがその期するように価値
現象の本質であるのか、――これについては先行の価値理論、とく
にクライビヒが美的価値の内容について示すものの中にかえってヴ
ィーン学団に見られない価値の本質に通じるに近いものを見てとる
ことが出来はしないだろうか

＊

――また価値の相対性はそのまま肯定
することが適切か、こうした点でヴィーン学団の価値理論の吟味が
されるべきだろう、またヴィーン学団に限らず価値の心理学的研究
にあっては経験的立場をとって価値づけの経験的事実から出発する
が、そこに言われる経験は経験の本来の姿ををのままよくさし示し
ているものだろうか。経験の本来の姿を明らかにすれば、経験的立
場の価値体験の研究が心理主義かどうかをもわきまえることが出来
ることになろう。また価値の相対性が主張されるのは価値が価値づ
ける主観によるものと見られるからだが、その際、この主観は客観

i　底本ではこの脚注が書かれた頁に＊はなく、次頁に＊と＊＊二つあるが､ 脚
注は一つと混乱している。ずれたものと見えるので訂正した。



14

と対立させられた意味にとられていると解されるが、こうした主観、
客観のはじめからの対立は価値現象の事実に即した、適切な分析だ
ろうか。なおまた価値が存在と区別されているわけだが、実際、両
者の区別はそのようにされ得るのかこれらの問題が扱われるべきだ。

＊　本篇Ⅱ . 3. 参照。

　これらの諸点、諸問題の吟味、解明にとっては、ゲシタルト心理
学での価値に関する研究が参照されるべき価値をもちはしないか。
　この篇でヴィーン学団の価値理論を中心にしてそれに対して示さ
れる価値の理論は、心理学的価値現象についての単なる理論的研究
に止まるので適切な実験的研究によって験証されなければならず、
それまでは価値現象についての一つの仮設としての意味をもつだけ
だと言えよう。
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Ⅱ . 先行の心理学的価値理論

1. 価値の直観性
　さきに述べられた意味でヴィーン学団の価値理論に先行するもの
としての心理学的価値理論が見られるに当り、それが出て来るもと
のエフ＝ブレンターノーの価値についての所論についてまずしらべ
られる。経験的立場からしてついに絶対的価値の直観による根拠を
たてたこの価値理論は、その研究の方途について、この篇で示され
ようとする心理学的価値理論に共通なものをもつと見られるが、そ
れのこれに対してもつ意義が考えられてよいだろう。
　ブレンターノーでは、愛されるものが価値で、しかも正しく愛さ
れるものがほんとうの価値なのだ。そして、愛するという意識は、
その反対の憎むという意識とともに情意的な意識として、他種の意
識と区別される特質をもつのだ。で、氏での価値は愛の意識が示さ
れると明らかになろう。
　愛の意識をその一種類としてブレンターノーによって解明される
経験的意識という心理的現象のもつ中での一番鮮かな特質は、志向
的内在、すなわち、意識は或るものに向かう関係にあり、そうして
の或るものを内容として含むということだ

＊

。こうした心理現象は表
象、また表象を根柢としてもつ現象とされている。意識は意識を意
識する、すなわち、第一次の対象をもつ意識を第二次の対象として
意識がもつが、この第二次の対象は表象、判断、情意の三様の仕方
の意識で意識される

＊ ＊

。ところで、氏では、その内容に対する関係の
仕方のちがいに応じて意識が表象、判断、情意の三種類に区別され
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る。何かをみれば色が、何かをきけば音が、何かを想像すれば像が
現れるというような関係の仕方が表象、或るものを真として是認す
る、あるいは偽として拒斥する仕方が判断で、この二つの種類に含
まれない心理的現象はどれも情意だ。

＊　Vgl. Brentano, F.: Psychologie empirischen Standpunkt hrsg. von O. Kraus 1. 
Band(1924) 2. Buch 1. Kapitel bes. §9

＊＊  Vgl. A. a. O. 2 u. 3. Kapitel bes. 3. Kap. §7

　この第三の仕方で志向されるものに価値が見られるのだが、この
情意に属するものは快不快、好き嫌い、喜び悲み、愛憎から希望、
期待、決意、企図というような、よいあるいはわるいとして対象を
とる、その関係の仕方だ

＊

、それで、ブレンターノーでは、感情と意
志とが意識のとくにちがった二つの種類とでなしに、統一された、
情意という一つの根本種類と見られているのだ

＊ ＊

。表象はこれら意識
の中一番簡単で他の二種類の意識の根柢であり、この表象だけを根
柢として判断が現れるが、情意（愛憎）はこの判断よりも複雑だ

＊＊＊

。
＊ Vgl. Brentano, F: Psychologie vom empirischen Standpunkt hrgs. von O. Kraus 2. 
Band (1925) 2. Buch 6. Kapitel § 3

＊＊ Vgl. A. a. O. 8. Kapitel § 8
＊＊＊ Vgl. A. a. O. 9. Kapitel

　氏によると、なお心理現象の各根本種類の完全性として、表象は
美の観照を、判断は真理の認識をもつのに対し、愛は善への尊い愛
をもつ、これら心理的現象の各根本種類の完全性に高貴なよろこび
が宿っている。そして理想の理想はすべてこれら美と真と善との統
一にあるとされる

＊

。
＊　Vgl. A. a. O. S. 121 f.

　是認と拒斥との対立をもつ判断にあって是認されたものが真であ
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るように、愛と僧との対立をもつ情意にあっては愛されたものが善
なのだ。すなわち、愛に値するものが善なのだ。
　ところで、それなら、こうして愛されるものはどれもみな、愛に
値し、善なのかというと、そうはいかず、現に愛されても実は愛に
値しない場合があるというので、ブレンターノーは間違った愛とま
ことの愛との二様を認め、この区別を判断の場合の区別に類比させ
て示し出す。判断にあって是認されさえすればどれも真のわけでは
なく、盲目的に是認されたものは偽であり得るが、こうした判断と
区別される明証的判断で正しく是認されたものはまことの真なの
だ。この区別は、盲目的判断が衝動的に下され、その理性的根拠が
欠けているのに対し、明証的判断は直接に明白さをもって下され、
なぜそう判断されるのかを問うことがおかしいのだという点にある
が、愛についてもこれと類比的にいくのだ。愛に値しないものを愛
する盲目的な愛にあっての衝動が本能的なのに対し、まことの愛は
高い愛、正しいと性質づけられた愛といわれるべきものであり、こ
の愛によって愛されたものこそ間違のない愛するに値する善だとさ
れている

＊

。明証的判断に類比的な正しいと性質づけられた愛をたて
ることによって、ブレンターノーではまちがいのない価値が得られ
ることが示されている。

＊　Vgl. Brentano, F.: Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis hrgs. von O. Kraus 2. 
Aufl.(1921) S.17-21 u. 3. Aufl.(1934) S. 19-23.

　なお氏では、この価値の選択される順序があるとされ、ただの善
に対して、よりよい善、さらに最高の善が示される。そして第一の
価値よりは第二の価値の方が、またそれよりも一層最後の価値であ
る最高の善の方が選択されるのだという。そして、こうした選択の
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原理としては、１、よいものまたよいと認められたものを、わるい
ものまたわるいと認められたものよりさきにとる、２、よいと認め
られたものの存在する場合を、その無い場合よりさきに、わるいと
認められたものの無い場合を、その存在する場合よりさきにとる、
3、善をその部分に等しい他の善よりさきにとるということが挙げ
られ、選択は正しい見透しによるとされる。こうした場合、どの善
よりもさきにとられるのが最高の実践的善ということになるが、こ
の最高善の現れる範囲は善の実現され得る限りでの我々の理性の作
用下に属する全区域だ。で、自分自身ばかりでなく、家庭、都市、
国家、現在の世界全体、また遠い将来の時代までもについての最高
の価値なのだ。善をこの広い全体にあって出来るだけ促進するのが、
だから、すべての行為の向くべき正しい生活目的、すべてものの拠
る唯一の最高の命令なのだとされている

＊

。
＊　Vgl. A. a. O. S. 22-28

　以上のようにしてブレンターノーでは経験的立場から価値が明ら
かにされているが、ここに説かれていることがすべてうなづけるだ
ろうか。今、ことに、間違のない価値のよりどころとされている正
しいと性質づけられた愛について見るのに、これは価値の心理学的
事実を果して適切に示しているものだろうか。判断の場合の明証と
いうことも問題になろうが　それに類比的に認められるところの絶
対に間違のない直観的な価値づけは、現実に存在する事実だろうか。
で、ブレンターノーの直観的、明証的な価値づけについては、その
門下のフォン＝エーレンフェルスによって、もう、その絶対性の不
確かなことが指摘されている。それはこうだ：　主観的、相対的、
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特殊的なものを客観的、絶対的、一般的なものと思う傾向は素朴な
人間にとって自然なことだが、物理的なものと同様、心理的なもの、
ことに感情や欲求の作用に関する価値現象でも主観的なものが間違
って客観的として扱われているだろう。ところで、ブレンターノー
にあって絶対的価値概念をもとづけるためにとくにとり出された欲
求の作用は、判断の明証に類比的に見られて自明とされ、そしてそ
の反対な欲求はおかしいとされるわけだが、これには証明の力が足
りない。それは、人は素朴に自分ではすべての人間に等しいと思っ
ている欲求をたて、そして自分と反対に欲求する者があれば、それ
はほんとうの欲求を思いちがいしているのだとするのが普通だから
だ

＊

。こうしてフォン＝エーレンフェルスでは価値づけの絶対性が確
かかがわからないとされるのだ。

＊　Vgl. von Ehrenfels, Ch.: System der Werttheorie I. Band Allgemeine Werttheorie, 
Psychologie des Begehrens(1897) S. 45 ff.

　ブレンターノーにくらべて、より経験的な立場からしては絶対的
な価値づけが認められないことは、現代にあっても変りはなく、正
しいと性質づけられた愛はヴィーン学団からして否定されている。
すなわち、シリックによると、ブレンターノー的なまことの価値に
応じての究極の価値体験が特別な意識の事実だとして主張されてい
る限り、この主張に対してどうだこうだと言うても無意味なのだ。
それは、そうした究極的な価値体験はめいめいい自分だけわかって
いるだけの話だからで、そういう体験を認めようと認めまいと勝手
なのだとされている

＊

。
＊　Vgl. Schlick, M.: Fragen der Ethik, Schriften zur wissenschaftlichen 
Weltauffassung hrgs. von Frank u. Schlick Band 4(1930) S. 77f.
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　ブレンターノーの直観的に正しいという価値体験はなお現象学の
本質直観に導かれるので、こうした情意的明証がクラフトによって
すべて否定される。それによると、愛憎の志向的感情のうちに内容
が直接に与えられてそこに価値の先天的認識が得られるという明証
は十分な妥当根拠をもたないのだ。それは何といっても個人に現れ
る見とおしに過ぎず、明証が超個人的であるためにはその個人的価
値直観がみな一致しなければならないのだが、これが事実上ないの
だというのだ

＊

。
＊　Vgl. Kraft. V.: Die Grundlagen einer Wissenschaftlichen Wertlehre S. 177 ff.

　情意のこうした現象学的本質直観性はメンゲルによってなお徹底
的に否定される。すなわち、善悪の本質は本質直観に現れるとか、
正しい愛で愛されたものは明証的だとか、当為や価値は直観によっ
て認められるだとか、善は対象的なことを意味するのでそれを本来
の意味によって認めるのだとか言うことは、それが個人自身の意識
について最後のよりどころなので、それに対して、はたから何とも
言うわけにいかないが、しかし、それ以上に出た客観的の本質直観、
明証、直観、本来の意味というものを我々はもたないのだとし、そ
ういうことを論じるのを無意味とする。いや無意味だとも無意味で
ないともせず、全然相手にしないというのだ

＊

。
＊　Vgl. Menger, K.: Moral, Wille und Weltgestaltung(1934) S. 27 f.

　ブレンターノー的価値の直観的根拠に対して与えられたこれらの
否定を通じて言われていることは、その明証的だという価値意識が
つまり個人にあってのひとりぎめに外ならなく、一般性をそこから
主張することは出来ないということだ。実際、経験的価値体験をは



21

なれてなら知らないこと、何とか経験に関する限りでは、ブレンタ
ーノー的な絶対的なそして盲目的愛と区別される正しい愛を見出す
ことは出来ないのがほんとうだろう。
　正しいと性質づけられた愛に絶対的価値づけを見ようとすること
は承認されないだろうが、ブレンターノーがよりよい善、ことには
最高の実践的善を選択する原理をたてていることは、大体、より全
体的な価値をきめていこうとするものと解することが出来て、この
点だけを考えて見るなら、適切な価値づけの仕方に近いものをもつ
と見られないだろうか。ことにその最高の実践的善についてそうだ
ろう。この最高善がその実現され得る限りでの我々の理性の作用下
に属する全区域に現れるものとされていることは、我々が出来るだ
け全体的に見ていって価値づけをするものだということと見られよ
うからだ。
　なお、この全体的ということについて注意されるべきことは、ク
ラウスがこれを総和的ととるべきでないと解していることだ。クラ
ウスは、ブレンターノーの最高善を善の総和と解するべきでなく、
我々の達し得る最善を努めるべきことを示すと見るべきで、最善を
努めるということは善の総和をもとめることではないという

＊

。で、
ブレンターノーの最高の実践的善について示される全体的というこ
とがこう解されることは、価値づけについての一つの興味のある事
がらと見られないだろうか。

＊　Vgl. Kraus, O.: Die Werttheorien, Veröffentlichungen der Brentano-Gesellschaft 
II(1937) S. 192 f.

　経験的立場からして価値の心理的現象を見、それから間違うこと
のない直観的な価値づけの意識というものをたてたブレンターノー
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の価値理論は、しかし、ともあれ、その絶対的な価値づけの意識の
点で適切を欠くと見られよう。そうすればとにかくこの点を否定し
てブレンターノーをひきついだフォン＝エーレンフェルスの心理学
的価値理論が見られる順序となろう。

２．欲求による価値
　さきに見られたように、ブレンターノーの価値理論をなお一層経
験的にすることはヴィーン学団の価値理論の方向に向くことになる
が、その意味で、フォン＝エーレンフェルスの価値理論にヴィーン
学団の価値理論にとっての先行的意義を認めることが出来よう。そ
れは今、見られたように、氏では、ブレンターノーで認められた絶
対的価値が認められず、価値づけの作用の個的経験主観的な性質が
説かれているからだ。
　エーレンフェルスによると、我々は事物のうちに価値という神秘
的な捉え得ない本質を認めるからそれで事物を欲求するのではなく
て、我々が事物を欲求するから価値が事物に属させられるのだ。そ
して逆に、或る事物を価値のあるものと認めるからこそ、その事物
を欲求するという場合もあるが、これは価値のあると認められたそ
の事物がそのものとしてでなく、他の事物との関係上、価値がある
とされて来るという間接な場合だ。だから、こうした間接価値はつ
まりそれと関係する直接価値に基づかなければならず、そしてこの
直接価値はやはり我々が欲求するからそれが価値として認められて
いるものなのだとされている。価値の属させられる事物はこうして
氏では、我々が現に欲求する事物か、またそのものの存在の認めら
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れない時には欲求しようという事物なので、事物の価値はその欲求
可能性のことだとされ、存在に向けられた現実の、あるいは可能の
欲求は積極的価値乃至価値のもとになり、非存在に向けられた欲求
は消極的価値乃至不価値のもとになるとして価値の区別が示され
る。こうして氏では、価値は、表象された客観とこの客観に向けら
れた表象との間の関係とか、判断された客観とその判断との間の関
係とかいう関係があるように、一つの関係であり、そしてこうした
関係はそれが踏んで立つ土台として種々の時間に属するところの一
方に客観、他方に表象あるいは判断、価値の場合だったら欲求そし
て感情をもつから、関係は非時間的超時間的な仕方のものとなるだ
ろうとされている。それで氏によれば、価値は主観が客観を現に欲
求することをか、あるいはそれが現に存在することの認められない
時には、欲求しようということを言いあらわすところの客観と主観
との間の関係なのだ

＊

。
＊　 以上 Vgl. v. Ehrenfels, Ch.: System der Werttheorie I. Band S. 2, S. 51 ff.

　価値がエーレンフェルスにあってこのように欲求によるとされる
が、欲求に関係して普通に認められていると氏のするところによる
と、欲求はすべての希望、努力と意志、すなわち一定の目標あるい
は目的に向けられている心理的作用であり、これに対して感情は快
あるいは不快の徴表をもつすべての心理的状態であり、そして価値
づけにあっては事物の存在や非存在に関して起る感情に条件づけら
れて欲求が起るのだが、欲求の中核は感情にあるのでなく、快ある
いは不快のところには、まだ欲求はないのだ

＊

。
＊　Vgl. A. a. O. S. 5 u. S. 23
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　なお氏では、価値づけの作用について欲求が感情と区別されるの
で、この二つの仕方の意識が統一的に見られているブレンターノー
での愛が承認されない。愛憎という共通な徴表が感情と欲求とに通
じて認められるのは内部経験の確信によるのだということ、また感
情と欲求とはその間に多数の中間段階をもつので両者の境界がはっ
きりしないのだこということ、こうしたブレンターノーの二つの主
張がエーレンフェルスによって反駁される。すなわち、第一の主張
に対しては、欲求作用が働かなくても快あるいは不快を感じ得る場
合と、快あるいは不快を感じなくても欲求の作用が働き得る場合と
が指摘されて、欲求と感情とに共通なものの見出されないこと、そ
して感情が欲求の部分現象として現れることもあるが、感情がその
快あるいは不快のほかに欲求と通じる、何か、より深い核をもつと
いうようなことは内部経験によればかえって否定されなければなら
ないことが説かれる。第二の主張に対しては、感情と欲求との間に
多数の中間段階が見られても、この二つの種類の意識の間にはやは
りはっきりした区別のあるのだということが述べられる

＊

。
＊　Vgl. A. a. O. S. 10-22

　感情と区別されるこうした欲求によってエーレンフェルスでは価
値現象が示されていて、ブレンターノーの愛の意識が認められない
が、また同時にエーレンフェルスのこうした価値づけは、つぎに見
られるクライビヒでのように感情によって価値現象が示されるとい
うこととも一致はしないだろう

＊

。これらの関係については、これ以
上触れない。

＊＊　本編Ⅱ . 3. 参照



25

　こうしたエーレンフェルスにあっての欲求作用は、なお、ブレン
ターノーにあっての正しいと性質づけられた愛が直観的明証的であ
るのとちがって、全く個的経験主観的に見られていて絶対的価値を
たてるとはされていないわけだ

＊

。これに対して、ところで、エーレ
ンフェルスと同様ブレンターノー系統に属するクラウスによって反
対が表明されている。それによるとこうだ：　エーレンフェルスが
絶対的価値を実体だとして認めないのならば、これに対して、ブレ
ンターノーの正しいと性質づけられた愛は、判断の明証と同様に、
実体に結びつくに及ばないのだと言えるではないか。また、エーレ
ンフェルスは明証作用を示すものが現実に見出されないとし、ただ
見かけの明証を認めるならば、この認めるということは、つまり、
ことがらについての確信（見かけの明証）の間違っていることにつ
いての確認で、このことがとりもなおさず明証になると言えるでは
ないか。また、エーレンフェルスが明証を見かけのものに過ぎない
というのは真に正しい欲求を認めるに至っていないことだが、ブレ
ンターノーでの明証は欲求についてでなくて、愛について言われる
ので直接正しいと性質づけられた愛を認めているのだというのだ

＊ ＊

。
＊　本編Ⅱ . 1. 参照
＊＊　Vgl. Kraus, O.: Die Werttheorien S. 416 f.

　ところで、クラウスのこうした反対に対しては、またつぎのよう
に言えまいか。それが実体と結びつくに及ばないからといって、ブ
レンターノーの絶対的価値が認められてよいということになるかは
疑問だろう。また、正しいと性質づけられた愛は見かけの明証的な
ものだと確認することはそれが明証ではないかと言われるにして
も、この明証は情意に関するのでなくて、判断に関する明証であり、
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たとえ判断に明証が認められても、情意にもそんなら明証的直観性
が認められてよいとは限らないだろう。また、エーレンフェルスの
承認しない正しい欲求とブレンターノーの正しい愛とは別だと言う
が、エーレンフェルスから言えば、ブレンターノーの考えるような
欲求と感情との統一された愛という意識は、正しいと特質づけられ
たものにしろ、盲目的なものにしろ、そういうものが認められない
のだ。クラウスに対してこう言えまいか。
　なお、エーレンフェルスの価値理論について一つ注目されるべき
ことがある。それは、価値が一方に客観と他方に欲求作用という土
台を踏んで立つ関係と見られていることだ。このことは、価値現象
を明らかにするに当ってグラーツ学派の表象産出説

＊

が現れているも
のと見られ得よう。それぞれの経験内容より高次な関係、それぞれ
の経験内容にもって来て他からつけ加えられた意味での関係と解さ
れるものだと価値を見て、果して価値の即事的な現象が適切に解明
されるであろうか。が、しかしとにかく、客観と欲求作用とのそれ
ぞれの個別的な内容だけでなく、そこにはそれらにまたがる関係と
いう全体的なものを見て来て、それによって価値を説こうとするこ
とは、価値理論にとって参考とされるべき意義がエーレンフェルス
の価値理論に見出されるものと言えるだろう。

＊　この説のことについては佐久間 , K.: ゲシタルト心理学の立場〔Ｋ。佐
久間編ゲシタルトの問題と学説第一輯〕（1933）S.41、また小野島 . U.: 最
近心理学十二講（1930）S. 44 ff. 参照

3．感情による価値
　価値づけの作用の種類として、フォン＝エーレンフェルスにあっ
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ては、ブレンターノーの意味する愛の意識が、もっと分析されて、
欲求の作用が見出されるが、またその場合、欲求と区別されて残さ
れたような感情の作用がクライビヒではかえって価値づけの作用と
して認められる。クライビヒは、ブレンターノーにあって判断の明
証に応じる情意的な根本的価値意識としての正しいと性質づけられ
た愛は、その機能からいって自己確実な、従って完全に発達した良
心と区別されず、多義的で倫理学にとって混乱を起させ得るとし、
もっと一義的な根本的な感情の作用をたてる。そしてまた、フォン
＝エーレンフェルスが事物の価値を事物が欲求され得ることだとす
るのに対し、価値を感情に即しての意義だとして感情を中心にする
わけだ。もっとも、感情と意志との両要素がフォン＝エーレンフェ
ルスでは幸福捉進の表象として融合するから、その欲求中心の考は
感情中心のと根本的に対立するのではないとクライビヒは見る。
　クライビヒの価値理論にあっては、感情の作用が究極的な決定的
な要素で、その質的な根本対立である快、不快に応じて価値領域が
積極的価値と消極的価値とにわかれる。そしてこうした価値は決し
て外界の対象の属性ではなく、ただ主観的のものであり、従って他
のものに関係なくそれ自体としてある絶対的なものではなく、形而
上学的な価値存在が客観的存在のヴェールを着て現れることが拒ま
れる。氏ではこういうようにしてつまり価値はつぎのようなものと
されている。それによると、一般に価値とは、感覚内容、思考内容
がそれと結びつく感情を通して主観に対してもつ意義のことだ。
　ところで、こうした価値が氏にあって三つの領域にわけられる。
当人の主観に起る快と不快との意味での価値と不価値との対立をも
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ち、衛生学を重要な部分とするアウトパーティク（Autopathik）、他
人の主観に起る快と不快との意味での価値と不価値との対立をも
ち、倫理学を重要な部分とするヘテロパーティク（Heteropathik）、
そして当人とか他人とかというような主観に関しないでただ客観に
ひたすらにうちこんでの快、不快の意味での価値、不価値の対立を
もち、美学を重要な部分とするエルゴパーティク（Ergopathik）の
三つにわけられる

＊

。価値のこの三領域の区別は、さきのフォン＝エ
ーレンフェルスで価値が経済的価値と倫理的価値との二つだけにわ
けられるの

＊＊

と差異があるわけだ。
＊　以上　Vgl. Kreibig, J. C.: Psychologische Grundlegung eines systems der Wert-
Theorie(1902) S. 115. S. 4-17

＊＊　Vgl. v. Ehrenfels, Ch.: System der Werttheorie I. Band §86

　価値づける主観に現れる快がよく、不快がわるくあるアウトパー
ティクの根柢をなすものは、自己愛として示され得る積極的な価値
感情だ。ヘテロパーティクでの倫理的価値の理論はクライビヒによ
って三つの価値領域の中で価値理論に一番重要な領域とされてい
る。ここに言われる善とは、他人の快を起し、または他人の不快を
抑えること、悪とは、他人の不快を起し、または他人の快を抑える
ことだ。従って、他人と共通な感情をもったり、反対の感情をもっ
たりすることが、我々の裡に根柢として与えられているのだ。快、
不快が美、醜として現れるエルゴパーティクに属する美学は、ゲシ
タルト性質をもつ内容のそうした対立での価値づけを記述し説明す
る。それで、例えば芸術美学では、人間によって創りだされたすが
たの価値づけに関する。で、美学では、こうしたゲシタルト性質
をもつ内容の客観にひたすらにうちこむ時、そのゲシタルト性質に
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よって起る快、不快に応じて美醜が言われる。こうした価値づけの
根柢をなすものは、この場合、気に入る、気に入らないという感情
だ

＊

。
＊　以上 Vgl. A. a. O. S. 88 f. S. 106 ff u. S. 155 ff.

　以上のように三つの領域的の価値がクライビヒによって示される
が、どれも価値である限り、知覚内容、思考内容が感情を通しても
つ意義である点でちがいはない。ところで、価値を欲求によると見
るよりもこのように感情によると見る方がよいか、また欲求と感情
とをわけない方が価値づけをよく示しているものかということも問
題となるが、今それに触れず、クライビヒの価値理論にあって価値
づけの一般にとってとくに意義のあると思われることがらを指摘す
ることにしよう。それは、氏の美学にあっての価値づけの内容がゲ
シタルト性質をもつということだ。すなわち、ゲシタルト性質をも
つ内容と氏で言われるものは、区別された部分間の内的関係によつ
で直観的「ゲシタルト」が新しい全体徴表としてついて来るところ
の、例えば四辺形、黄金分割の矩形、花束、メロディー、リズムを
もつ踊というような内容のことだ。人間の創りだす芸術像も、もと
より、こうした内容であって、ここでは与えられた内容を本質的に
新しいゲシタルト性質の形の下に再出するのだ。そしてこうした内
容が価値づけられるのだが、どういうのが美学的価値のあるものと
されるかを見ることによってゲシタルト性質がなお明らかにされよ
う。氏によると内容の美学的価値はその全体の様子、すなわち、分
肢の豊富とそのまとまりとによるのだ。すなわち、内容また、その
分肢の眼立つことによるので、例えば一本の枝よりも生いしげった
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樹というように分肢の多い方がきれいと見られると同時に、例えば
風景画やシムフォニーではその全体の分肢のまとまりによってのみ
高い度合の快適が得られ、そしてばらばらに分解された個々の断片
の与える美の量の総和より豊富な全体的効果作用がこうしたまとま
りによって、はじめて得られて来るのだ。すなわち、美的価値には
内容の多様とそのまとまりとの二つの条件が見られるが、このまと
まりはゲシタルト性質によるのだ

＊

。
＊　以上 Vgl. A. a. O. S. 157 u. S. 160 ff.

　こうしたクライビヒのゲシタルト性質をもつ知覚内容、思考内容
が、ところで、価値づけの一般についてどこに意義があるのかとい
うと、それはゲシタルト性質の点にだ。フォン＝エーレンフェルス
が知覚の領域で認めたゲシタルト性質でのようにここにクライビヒ
によって美学的価値の内容について認められたゲシタルト性質で
は、単に分解された内容の断片のよせ集め以上の全体的な関係が現
れていることは意義を認めることが出来よう。知覚内容にしても思
考内容にしてもこう全体的にまとまっている場合を認めているとこ
ろに、クライビヒにあってそれら意識内容が要素心理学や聯合心理
学よりも一歩、より適切に見られているもののあることを、現代の
心理学の実験結果

＊＊

からして見てとることが出来よう。そうして、こ
うした内容について美学的価値づけがされるに当って、上記のよう
な多様な分肢とそのまとまりに価値が見られるということは、また
我々の実際の美学的価値づけの意識について参考を供するものだろ
う。

＊＊　Psychologische Forschung hrsg. von W. Köhler などに発表された研究参照
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　ところで、知覚内容や思考内容はクライビビでは美学的価値づけ
の場合でだけゲシタルト性質をもつものが扱われ、衛生的価値や倫
理的価値のようなその他の価値づけにあってはその際の知覚内容や
思考内容はゲシタルト性質をもつものが扱われていない。そうする
と、これらの場合の内容は、クライビヒにあって、感覚断片のよせ
集めのように見られているのだろうか。知覚内容にしても思考内容
にしても美学的価値づけの場合だけに限らず、その他の場合にも感
覚断片のよせ集め以上の全体的なものであることが、なぜ氏により
て言われていないのだろうか。従って、その内容の価値づけに当っ
ても、価値は多様なもののまとまりに見られると、なぜされていな
いのだろうか。その美学的価値づけの意識が、なぜ一般に他の場合
の価値づけの意識にも同様に認められていないのだろうか。そして、
倫理的価値など他の場合の価値づけにもその内容にゲシタルト性質
が認められれば、さきのブレンターノーの最高の実践的善の選択の
原理に見られる価値づけの仕方と同様に、全体的に見て価値をきめ
るという意義がここにも認められることになろう。ことにゲシタル
ト性質によって多様な分肢のまとまっている知覚内容、思考内容に
ついての価値づけは、ブレンターノーの場合よりもその全体的なこ
とについてもっとはっきり具節性が示されていると言われよう。
　ただ、しかしながら、美学的価値の客観としてクライビヒにあっ
て認められる、ゲシタルト性質をもつ知覚内容、思考内容が、知覚
や思考の事実に実際よく即したものであるかは疑問だ。そこに言わ
れているゲシタルト性質に、もし内容の部分の区分につけ加わる意
味でのまとまりと見られている傾向があるとすれば、その点は現今
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の心理学の実験結果から見て不適切なものをもつとされなければな
るまい

＊

。
＊　 な お こ の 点 に つ い て は Vgl. Wertheime, M.: Untersuchungen zur Lehre 
von der Gestalt I. Prinzipielle Bemerkungen, Psychol. Forsch. 1(1921) S. 53 f. u. 
Derselbe: Über Gestalttheorie, Sonderdrucke des Symposion Heft 1(1925) S. 14

　ともあれ、以上のような意味で、クライビヒで美学的価値づけに
ついて示されている、ゲシタルト性質をもつ知覚内容、思考内容に、
価値づけの一般についての意義を認めることが出来よう。
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Ⅲ . ヴィーン学団の価値理論

1．価値の主観性
　経験的立場からして価値が個的主観的な感情乃至欲求作用による
ものと見られ、そして絶対的価値の認められない上記の心理学的価
値理論に対して向けられ得る、先験的価値哲学の側からされる客観
的価値の絶対性を主張しての反対を克服して、なお経験的立場に立
ち、感情主観的な価値の相対性を説き、その意味で上記の心理学的
価値理論をその先行的なものと解しても差しつかえないと思えるも
のはヴィーン学団の価値理論だ。この学団の代表者の一人のシリッ
クにあっては、客観的価値が否定されて、我々の快の感情による価
値の主観性が説かれている。
　氏は価値の客観性の主張に対して、第一に、快を客観的価値とし
てたてる見解を否定する。すなわち、この見解が快の感情に価値を
認める点はよいが、価値を快の感情にあるのではないとし、快の感
情に見られる以外のものをなお価値に与えて「客観的」価値の存在
を認めようというのならば、そうした考は内容空虚なつけ足しに過
ぎないというのだ。第二に、価値をきめる客観的尺度として人文の
発展を促進するものを挙げる見解は価値のきめ方についてぐるぐる
廻りをしているのだ。それは、価値は人文の発展に資する文化財に
あるとしても、こんどはこの人文の発展ということは、他に価値が
何か、ということが知られていて、それに適うからこそ言えて来る
のだからだ。このぐるぐる廻りの欠陥を逃れるために、もし人文の
発展の意味を任意にきめて見るなら、その意味は各自でちがい得る
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ので、客観的な尺度ではないわけになるというのだ。第三に、客観
的価値の規準を直観的明証的な価値体験に求める見解は、そうした
明証的で疑われ得ないという意識がその意識をもつ人だけにしか本
当はわからず、一般には通用しないから、承認されないというのだ。
このことは、さきにブレンターノーの正しいと性質づけられた愛に
対するシリックの批評として見られたところだ

＊

。第四に、主観的に
下されたものでありながら絶対的妥当性をもつ論理学や数学の命題
のように価値判断を見たならば価値の客観性が得られるだろうとい
う見解に対しては、その意味のないことを指摘する。すなわち、論
理学や数学の命題は何らの内容を言明しているのではなく、ただ形
式的関係を示すだけで、それだから絶対的妥当性をもち得るのだ。
で、もし価値判断もこう見ようとすると、例えば「価値Ａが価値Ｂ
よりも大きいならば、価値Ｂは価値Ａよりも小さい」というような
命題がたてられることにとなり、この命題は絶対的妥当性をもちは
するが、これでは価値というものについて何も言明されていないの
だ。それで、価値内容についてのことを論理学や数学の形式とくら
べても何にもならず、価値の客観性の問題はこれでは解けないのだ。
こう見るのだ。第五に、絶対的当為を客観的価値とする見解では無
条件的命令がたてられるが、命令にあっては命令者がなければなら
ず、また命令の遵奉に対する制裁等何らかの条件がなければならず、
こういう他のものに対する関係が当為にあって本質的なもので、相
対的でない当為を言うのは矛盾だとしてこの見解を否定し、またこ
のことを別にしても、当為は意志に属する価値体験の意識に外なら
ず、普通の意志のほかに絶対的当為というような何か特別な当為意
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識を見出すことは出来ないとする
＊ ＊

。
＊　本篇Ⅱ . 1. 参照
＊＊　以上 Vgl. Schlick, M.: Frangen der Ethik V. 2-6.

　以上のように、シリックは客観的価値をたてようとする種々の見
解を吟味して、そこに言われる絶対的価値判断の認められないこと
を指摘している。それで、氏によると、我々の感情と独立な客観的
絶対的価値は意味がないのだ。すなわち、絶対論者は客観的価値が
人の行為の標準となるべきことを主張するが、なぜそれを標準とす
べきなのか、それにしたがわなければどうなるのかというと、それ
に対しては答が与えられず、その時はただしたがわないだけの話だ
ということになるわけだ。またもし、したがわない時はそれは穏当
な人でないことになるというのならば、穏当な人でありたいという
感情のあることが前提されているわけだ。客観的価値が我々の主観
に対してもつ関係を問題とすることを、絶対論の哲学は価植に関係
のない問題だというだろうが、快不快の感情を我々の裡によびおこ
すような対象だけが我々の意志を動かし得るのだから、絶対的価値
の問題こそ、かえって我々に関係がないのであり、そうした価値は
実は何らの価値でもないのだ、価値は我々の感情による限りでだけ、
すなわち、我々にとって相対的である限りでだけ認められるのだ。
絶対論の哲学者がなおそのほかに価値の客観をたてるなら、それは、
験証し得る価値の事態について何か新しいことを言っているのでは
なく、ただうつろなことばであり、無意味な主張に過ぎないという
のだ

＊

。
＊　Vgl. A. a. O. V. 7.

　このようにしてシリックは、客観的価値の絶対性を否定し、価値
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の感情による相対性を説き、対象の価値ということが意味をもつの
は、この対象が主観に対して快あるいは不快の感情を用意するとい
う価値の相対的の点にあると見る。ところで氏にあって言われる、
こうした価値の主観性は、だからといって価値づけがどの場合にも
勝手になされて不定なものだというのではない。一定の客観が一定
の主観と一定の関係にあって与えられており、主観の瞬間の状態が
確定していれば、どういう感情でその主観が客観の状態に対して反
応するかも確定し、この客観は主観に対して、この瞬間に全く一義
的な価値あるいは不価値をもつのだ。すなわち、客観と主観との一
定の性質とその間の一定の関係とが揃う場合には、一定の価値が見
られ、主観が価値づけに際して体験する快、不快は、その限りで、
絶対的なものであるわけだとされている

＊

。
＊　Vgl. A. a. O. VI. 1.

　価値はこうしてシリックにあって、快、不快によるとされている
が、この快と不快とについてその深い意味でのよろこびとなやみと
について氏の見るところはつぎのようだ。なやみは複雑な体験状態
でその多くの場合にはその中によろこびが潜んでいる。詩人はこう
したなやみのよろこびを感じる。よろこびとなやみとの二つの感情
にはそのちがいの点とならんで、極めて注目すべき共通点が観察さ
れる。すなわち、なやみとよろこびとはともに涙を通して表現され
る。そして、涙をながすよろこびとなやみとに共通な内容は人間の
全本質のはげしい衝動だ。しかも、そのはげしさでなく、むしろ全
的な人間の感動だ。いいかえれば、人間の意志生活にとって根本的
意義をもち、人間の性格を本質的に規定する精神のはたらきだ。人
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間がこのはたらきの能動性を意識する瞬間は高いよろこびの瞬間
だ、そして、このよろこびの深みの感激にあって、人間は高いなや
みを体験する。

涙ながしてパンをたべ、
なげく幾夜をベッドの上に
泣きすごすことのなかった者は、
あゝ、神々を知るよしもない。

神々を知るよしもない者は純粋なよろこびの恍惚にひたることがな
いと言えよう。また精神を大きくゆり動かして高いよろこびをつく
るものは、むしろ多くなやみなので、すぐれた芸術はよろこびから
よりは、はるかにましてなやみから咲きいで咲きにおう。偉大な芸
術家はほとんど皆また強くなやんだのだ。

月桂冠は君にあって
しあわせよりはなやみをしるす。

そして、なやみがだけでなく、よろこびもまた精神を大きくゆり動
かすものとなろう。
　ところで、こうした複雑な体験状態であるなやみも、そこに含ま
れるよろこびの快の感情をもつからこそ、氏にあっては価値がそれ
によらされるので、氏ではこの意味で快がやはり唯一の価値の尺度
だとされている

＊

。
＊　以上 Vgl. A. a. O. VI. 6.

　こうして快の感情によって価値が示されるシリックにあっては、
なお、その快は個人の自己中心的のものでなく、他人のための快、
社会の人々のための幸福をもとにする感情で、友情を抱く人格こそ
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価値のある生活の根本条件だとされている
＊

。
＊　Vgl. A. a. O. VIII. 11. u. 12.

　以上に見られた氏での快の感情による主観的な相対的な価値は、
まったく経験的に心理学的に見られているのだ。氏では、事実だけ
が認められ、それ以外のものとされる規範は認められることが許さ
れず、精神生活については経験科学的法則だけがたてられ、従って
倫理的な価値づけや態度とその動機との間の因果関係の法則の発見
が倫理学ではその中心問題となるが、この問題は、ところで、心理
学の問題だから、倫理学は事実の学として心理学の一部となるわけ
だとされているのだ

＊

。
＊ Vgl. A. a. O. I. 8-12.

　シリックの価値理論はこのように価値の客観的絶対性を否定し
て、価値を快の感情的主観によるものとし、その相対性を説き、根
本的には経験的立場をとって、そして価値体験を心理的に見ている。
ここにフォン＝エーレンフェルスやクライビヒの価値理論を先行さ
せて見ることが出来よう。
　なお、シリックの価値理論について注意されてよいことは、そこ
に示される価値の相対性は、どんな場合にでも価値づけがそれぞれ
皆ちがって、一定の場合は見出されないのだということを意味して
いないということだ。すなわち、対象と主観とまたその間の関係と
が一定ならば、この条件の下にあっては価値づけはまた一定なのだ
とされているのだ。このことからすると、シリックでの価値の相対
性の意味は、同じ対象でもそれの主観に対する関係がちがえば価値
がちがって来るが、しかしその対象の主観に対する関係がちがわな
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ければ、価値もちがわないということだと見られる。ところで、こ
れは、同じ対象が主観に対する関係のちがいによって同じでなく見
られて来、従って価値についてその対象のもつ意味がちがって来る
ということになるとすれば、同じ対象が場合、場合によってちがっ
て来て、実は同じ対象だとは見られないということになり、後に見
られるクラフトによって示されるところの、対象は同じ性質、同じ
関係にあって見られたものでなければ、同じことを言っているので
ないから、それについての価値づけのちがうのはおかしくないとい
うことと同様に、価値づけにあっての対象の多義性を認めるところ
のあるものと見られて、実際の価値づけの現象にとって注目すべき
点を含むものと言えまいか。それは、価値づけの対象が場合、場合
の全体過程に応じて機能的に規定されていくのが事実ではないかと
見られるからだ。しかし上記のでは対象の多義性が場合、場合の全
体過程にあって機能的に現れて来るものとは示されていない。なお、
この対象の多義性の点については、後に、もすこし立ちいって説か
れる。今はただ、シリックの価値の主観性による相対論にあって、
価値の一定性の認められていることに関して、以上のことが指摘さ
れるに止まる。

＊　本編　Ⅲ．3. 参照【底本 49 頁（「ところで、これは、」以下）にあるこの注は対象が不明。】

2.　価値の相対性
　シリックが価値の主観性を説いて客観的価値を認めないのとなら
んで、絶対的価値を認めず、価値の相対性を説くメンゲル

＊

の価値理
論は、シリックと同様の立場に立って相対的な価値の理論を論理的
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形式で精密にととのえたものと見ることが出来よう。メンゲルは、
倫理的価値としてたてられる理想が具体的の実際の場合にあってど
う示されるのかが、はっきり与えられなければ困るとし、例えば、
愛するに値するものが善で、そして愛するに値するものは直観によ
って示されるのだと言っても、これでは一般的で、実際にはどうい
うのが善かはわからないのだとする。そして善を本質直観によって
明証的に明らかだとすることに反対して、そういった本質直観を
我々はもたないのだから、それを主張する論者を相手に問答はしな
いし、そればかりか、そんな問答は無意味だと評することさえしな
いがよいというのだ。そしてそれは、本質直観を主張する者は逃げ
出せない沼にはまっている敵のようなものだが、これを相手にして
無意味だとさえいうことは、自分の途を進まないで短剣を抜いてわ
ざわざその沼に飛びこむようなものだからだというのだ

＊ ＊

。
＊　数学者の Karl Menger で経済学者の Karl Menger 【1810-1921】の子
＊＊　Vgl. Menger, K.: Moral, Wille und Weltgestaltung II. 2. u. 4.

　このように氏は絶対的な倫理的価値の明証的に、そしてなお本質
直観によって得られるということを徹底的に排斥して、倫理的価値
の相対的傾向を示す。そして、氏では、精密科学の思考法を倫理的
価値の問題に適用して、この問題の形式面が扱われる

＊

。
＊　Vgl. A. a. O. S. 35

　その場合、精密に形式的にととのえることについては、氏でまず
幾何学が参考にとられて、さらにしかし現今の幾何学では種々の体
系の中から真のものをよりどることの出来ないことが指摘される。
すなわち、現今では、ただ一つの幾何学があるのでなく、ユークリ
ド幾何学のほかに、その公理と矛盾し、しかもそれ自身では完全な



41

体系をもつ非ユークリド幾何学が出て来ている。幾何学はものの間
に或る関係があるとすれば、その予想された前提からして、そこに
また或る他の関係が導きだされるという風な純粋に形式だけの演繹
理論だから、或る公理から導きだされる一の体系に対して、これと
ちがった他の公理を前提として、これから他のも一つの体系をたて
ることが可能であり、しかもこうして出来た互いに矛盾する 

i

種々の
幾何学体系の間には論理的にどれが優れているという区別は見出さ
れない。で、論理的に言って、ユークリド幾何学と非ユークリド
幾何学との間に優劣はないから、どれをとるべきかは決定され得な
いのだ。こういうわけの幾何学を、だから、倫理的価値の一定の体
系を得ようとするための引きあいに出すことは適当でないことにな
る。こういうのだ。
　なお氏では、倫理的価値については、それで、互に矛盾した種々
の規範体系がある時、そのままに止まっていることは望まれないが、
それならといってそれらの諸体系を調和させるようなものを考えだ
しても、内容のないものが得られるだけだとされている。すなわち、
例えば「人間をくらべるのに他の点でちがいがない時は、血統を考
慮に入れるべきだ」というのと「人間をくらべるのは他の点でちが
いがない時、血統も考慮に入れるべきでない」というのと二つを調
和させたものとして、「等しい血統をもつ人間をくらべるのに他の
点でちがいがない時、血統を考慮に入れるべきでない」という規範
を考えだすとすると、これでは一般的ではあるが、内容が犠牲にさ
れ、具体的にどうしてよいのかちっともわからないことになるとい
うのだ。
i　「互いに矛盾」という表現はキツイ、公理系として異なるだけで矛盾ではない。
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　種々の互に矛盾する規範体系についてそれらすべてに通じる一般
的なものがこのようにして得られないのだが、そしてまた、それら
の諸体系の中どれをとってよいか理論的にはわからないのだが、し
かも、それにもかかわらず、実際には、我々はどれか一定の体系を
採る時、我々人間に一定の規範体系を選ばせるようにさせるものが、
氏にあって、個々の人間の感情表現であり、決断であるとされてい
る。どの体系をとるかについて理論的考究は、こうした最後の決定
を得るための土台に過ぎず、最後の決定を下すものは趣味判断や恣
意なのだとされている

＊

。
＊　以上 Vgl. A. a. O. III. 3-6. なお、理論の限界を出たものとして決断を認め
ることについてはヴィーン学団に属すると見られるドゥビスラーフによって
能動主義として示される見解がある。（Vgl. Dubislav, W.: "Naturphilosophie", 
Philosophische Grundrisse Heft 2(1933) S. 110 ff. なお本書、思考の諸問題 Ⅳ . 
参照）

　こういうのを実際の事情とし、こうした理論をこえた決定要因の
見出される関係についてメンゲルはなおそれを論理的に示すことを
企てる。それはこうだ：　今、ＡとＢとを欲しがる者があるとする
と、この者は A を欲しがりそしてＢを欲しがるということが認め
られ、逆に、A を欲しがりそしてＢを欲しがる者は A とＢとを欲
しがるということが認められるかというと、そうは簡単にいかない。
で、まず第一に見られることは、欲望をあらわす言明が普通の言明
と同様な形式で、すなわち、「そして」「あるいは」「もし‥…ならば、
その時は」や「ない」などによって結合され、そして結合されて出
来た言明の真理は、一般の真理と同様の法則に従って、やはり、結
合要素をなしている言明の真理によるということだ。それで、例え
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ば「私は万年筆が欲しい」と「私は鉛筆が欲しい」との二つの言明
を接続詞「そして」また「あるいは」で結合すると、「私は万年筆
が欲しく、そして私は鉛筆が欲しい」、また「私は万年筆が欲しい
か、あるいは私は鉛筆が欲しい」という、結合による言明が出来、
そして例えば「私は万年筆が欲しい」という言明が真で、「私は鉛
筆が欲しい」という言明が偽なら、結合されて出来た「私は万年筆
が欲しく、そして私は鉛筆が欲しい」という言明は偽であり、また

「私は万年筆が欲しいか、あるいは私は鉛筆が欲しい」という言明
は真であるのだ、そして欲望をあらわす言明は矛盾の原理と第三者
拒斥の原理とに従うのだ。第二に見られることは、欲望の対象が一
般の対象と同様の仕方で、すなわち、「そして」「あるいは」や「な
い」などによって結合され、そしてその結合に当っては一般の対象
の結合の場合と同じ法則があてはまるということだ。それで、例え
ば万年筆が欲望の対象であり、そして鉛筆が欲望の対象であるなら
ば、「万年筆そして鉛筆」、また「万年筆あるいは鉛筆」は結合によ
って出来た欲望の対象であり、また対象「ＡそしてＢ」は対象「Ｂ
そしてＡ」と同じく、対象「ＡあるいはＢ」は対象「ＢあるいはＡ」
と同じなのだ。ところで、つぎに第三に見られることによって、さ
きに指示された関係――ＡとＢとを欲しがる者はＡを欲しがり、そ
してＢを欲しがるということも、またこの逆も認められるとは限ら
ないという――が明らかにされて来るのだ。すなわち、今、上に第
一に見られた、欲望をあらわす言明の結合と第二に見られた、欲望
の対象の結合との間の関係を見ることによってだ。例えば、「私は
対象Ａが欲しく、そして私は対象Ｂが欲しい」ということが真なら
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ば、「私は対象Ａと対象Ｂとが欲しい」ということも必ず真であり、
またその逆に、「私は対象Ａと対象Ｂとが欲しい」ということが真
ならば、「私は対象Ａが欲しく、そして私は対象Ｂが欲しい」とい
うことも必ず真であるのだということは決して自明ではなく、こう
した場合の真偽は経験によってきめるほかはないのだが、その結果
は、「私は対象Ａが欲しく、そして私は対象Ｂが欲しい」というこ
とが真でも、「私は対象Ａと対象Ｂとが欲しい」ということは偽の
場合がもとよりあり、また逆に、「私は対象Ａと対象Ｂとが欲しい」
ということが真でも、「私は対象Ａが欲しく、そして私は対象Ｂが
欲しい」ということは偽で、むしろ「私は対象Ａが欲しくなく、そ
して私は対象Ｂが欲しくない」ということが真である場合のもとよ
りあることが認められるのだ、例へば、「私は今晩友人のＸの家に
音楽によばれたくそして私は今晩友人のＹの家に招待されたい」と
いう時、それならといって、「私は今晩友人のＸの家に音楽によばれ、
かつ同時に友人のＹの家に招待されたい」とは限らない。そうした
く思えば途方に暮れるだけだ。また逆に、例えば考を書きとめて置
くについて、「私は紙と鉛筆とが欲しい」が、それだからと言って
紙だけは欲しくなく、鉛筆だけも欲しくなく、片一方だけならば考
を書きとめる役に立たないから、むしろ「私は紙が欲しくなく、そ
して鉛筆が欲しくない」ということになろう。こうした場合にあっ
ては、欲望の関係について一定の論理的法則をたてることが出来な
いわけだ。なおまた、例えば「私は今晩勉強するために家に居たい」
ということが「私は今晩コンサートをききに行くために家にいたく
ない」ということと両立し得るが、このことは論理学の矛盾の原理
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乃至第三者拒斥の原理で律するわけにいかない。このようにして、
欲望をあらわす言明の結合と欲望の対象の結合との間には一般的に
妥当する論理学的法則がたてられ得ないことが明らかになる。経験
的事実は論理学的に一般的に処理されるほど簡単でないのだ

＊

。
＊　Vgl. Menger, K.: Moral, Wille und Weltgestaltung III. 10.["Morality, decision, and 
social organization"]

　メンゲルでは、以上のようにして、普通の論理学的法則を越える
関係が示されている。ところで、これでは従来の理論以上に出るも
ののあることが論理学的に示されてはいても、積極的に何ら法則は
得られていないではないかということが一応考えられることに対し
て、氏は、当為を示す法則については、ただそれが事実上どうして
説かれるかを真剣に思考してその結果をただそのままはっきり表現
することを企てるだけだとして、互にちがう規範にしたがう互にち
がう意志をもつそれぞれ一群の人々を精密な論理学的形式によって
分類することに意義を認め、それ以上に出て、それらの規範の中の
どれにとくに価値を認めるということはしないというのだ

＊

。
＊　Vgl. A. a. O. S. 55 ff. u. IV. u. V.

　以上のようにして、メンゲルにあっては、立場立場によってちが
ってたてられる倫理的価値の中でどの価値が採られるかを精密な論
理形式によって理論的に見ることが企てられているが、つまりは、
シリックの価値理論にあって示されるような、価値づけの主観的で
あり相対的であるという心理学的事実がメンゲルの価値理論で精密
な論理学的形式によって整理されているものと見ることか出来よ
う。精密科学の思考法を価値の問題に適用した点にメンゲルの価値
理論の意義が認められるが、なお氏の論理で従来の論理学を越える
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もののある点に実際の価値の事実をととのえる形式として意義のあ
るものを認めることが出来よう。氏にあっては、ＡとＢとを欲しが
ることとＡを欲しがりそしてＢを欲しがることとの間には、前者が
成りたてば、いつも後者が成りたち、後者が成りたてばいつも前者
が成りたつという関係が見られると限っていないという論理が見出
されて従来の論理学を越えるものがあると見られている。そしてそ
の際、例えば紙と鉛筆とが欲しいが、紙だけなら、また鉛筆だけな
ら、どちらも欲しくないということは、或る物はまとめてならだが、
別々には欲求されないのだという財の相補性と経済理論で呼ばれる
ものに属すると氏によって見られているが

＊

、このことはＡとＢとの
関係について全体的関係を顧慮しているものと見ることが出来る。
ＡとＢとがまとめられて一つの全体をなしている場合と、ＡとＢと
が別々に孤立している場合とを区別して、まとまった一つの全体に
あってのＡとＢとについて言えることが、一つ一つ切りはなされて
のＡとＢとについては言えるとはならないということを示している
ものと見ることが出来る。氏はまたこの逆に、互に独立な A とＢ
とについてそれぞれ同じに言えることが、一つにまとめられた全体
はあってのＡとＢとについては言えるとは限らないことを示してい
るものと見ることが出来る。ものごとが全体にまとめられた場合と、
ばらばらになっている場合とでは事情が同じと限らないことを示す
ものと見られる、そのこうした氏の論理は普通の論理学よりも実際
の価値の事実に適う形式ではなかろうか

＊＊

という点に意義を認めるこ
とが出来よう。

＊ Vgl. A. a. O. S. 53　　＊＊　本篇Ⅳ . 参照
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3. 価値の一般性とその制限
　シリックによって価値の理論は心理学の一部と見られて価値の主
観的相対的なことが示されているが、やはり同様の経験的立場から
して発生的に心理学的に価値体験を観察して

＊

価値現象を示している
のがクラフトだ。氏の価値理論は個人主観的な価値づけの事実を見
るだけでなく、そこからしてなお超個人的価値判断に示される認識
論的な問題である価値の一般性の要求をも扱おうというのだ。そし
て、相対的価値だけに止まらないことに傾き、しかも絶対的価値を
認めない点は、メンゲルの論理学的な価値理論に通じるものをもつ
と見られ得よう。

＊　本篇Ⅰ．参照

　クラフトにあっては、価値を明らかにすることは価値の論理的概
念をでなく、価値の経験的事実を示すことだとされて

＊

、価値の経験
的内容がつぎのように規定される。対象に対しての価値づける行動
は中立的行動とちがって感情や欲求が現れており、これらの意識に
よる対象に対する主観的反応が態度だが、こうした快、不快による
態度だけに止まらないで、対象がその場合なお讃せられ、あるいは
難じられる時、この点に、すなわち、賞讃と非難、歓迎と排斥とい
う意味での彰

しる

しの点に、価値づけの特質があるのだ。ところで、そ
の際、快、不快は、ひろくそうした彰しの源泉なのだが、彰しの際
に意識に現れるものは対象の特別の性質づけだ。すなわち、対象は
性質がつくというのではなくて、対象の我々との関係について性質
が現れるという意味での対象の性質づけだ。そしてこの性質づけは
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関係に関する意識性だ。感性的内容とちがった独特の性質をもつ認
知ということが現在の体験と過去の体験との関係に関するように、
また独特の現象である、彰しの意識に際しての性質づけは現在のも
のと態度との関係に関する。そして、認知が現在のもののかつてあ
ったものは属することを言うように、彰しの意味することは、現在
の対象が歓迎すべきものか、あるいは排斥すべきものかという実用
的、警報的な信号だ。なお、彰しにあっては、こうした価値と不価
値との対立が見られるが、このことは、対象に対する主観的反応と
しての態度がひろく快、不快による対立をもち、これが彰しに反映
して来るからによるので、従って、上記の対立は価値性質にとって
本質的なことなのだ

＊ ＊

。
＊ Vgl. Kraft, V.: Die Grundlagen einer wissenschaftlichen Wertlehre S. 1-3
＊＊ Vgl. A. a. O. I. B. 2. a)-c)

　クラフトにあっては、以上のようにして、彰しという点に価値づ
けの特質があるとされる。
　そしてなお、氏によると、この彰しの原泉としてひろく価値づけ
のもとになるものは快、不快だが、なお一般には生物的な価値、文
化的な価値、主観的な価値、客観的な価値、どの価値も欲求満足と
いう源泉に帰させられるので、この源泉に一番関係がないかに見え
る真理や善、美さらに有用という価値などもそれ自身何ら根源的な
性質ではなく、こうした欲求満足、不満足という源泉から出て来る
もので、ただその性質が複合的になっているに過ぎないものだとさ
れている

＊

。
＊ Vgl. A. a. O. II. 8.

　さらに氏によってこうした価値からしてつづいてその一般性が扱
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われる。氏はまず、一般性をもつとされる価値判断を、個人的に彰
された価値づけに対して非個人的に彰されるものとして、こうした
個人的主観性を超えた一般的な価値判断が現実の事実としては得ら
れることの出来ないことを指摘する。すなわち、価値づけは同一の
対象についても差異が出て来るというのだ。ただしこの場合、同一
の対象といっても、氏では、ただ同一の対象という意味ではなくて、
同一の性質、同一の関係にあって価値づけられる限りでの同一の対
象という意味なのだ。それは、ただ同一の対象といっても、ちがっ
た性質、ちがった関係にあって価値づけられるなら、同じことにつ
いての価値づけとは見られ得ないからだ。同じでないことについて
のめいめいの価値づけではそれらが一致するかしないかくらべるわ
けにいかず、同一の対象について同一の性質、同一の関係にあって
のめいめいの価値づけで、はじめてそれらの一致するかしないかが
くらべられるわけだからだ。ところが、この限定された意味での同
一の対象についてのめいめいの価値づけを見る時、それらの間に一
致が見出され得ないというのだ。しかも、このことは価値づけの本
質から出て来ることで、価値づけは対象の性質によってだけでなく、
主観の性質によって規定されるものだが、この主観の性質が欲求目
標の変わるに従ってちがうのだ。で、価値づける者の個人的ちがい
によって、同じ対象性質にちがった価値性質がついて、価値づけが
一致しないわけだというのだ。もっともまた、価値づける主観の性
質がどれも人間という等種の体制をもつ個体のものである限り、そ
の欲求目標もまた等種だから、その限りでは、価値づけの間に一致
が見出されるのだが、しかしこの際にも、すべての点に亙っての共
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通ということは見られ得ないというのだ。こうして氏では、価値づ
けが一般性をもつという事実は見出せなく、価値判断には事実とし
て対象の一般的な彰しを言明する意味がつき得ないとされている

＊

。
＊ Vgl. A. a. O. III. 1. bis S. 163

　つぎに、ところで、価値づけの特質である彰しを対象に対する態
度についての実用的、警報的な信号、訓令信号だとする氏によると、
一般的な価値判断は事実を記述する言明ではなくて、一般的な訓令
のわけで、例えば、「欺瞞は恥だ」の意味することは、欺瞞を恥と
する事実ではなくて、欺瞞を恥とすべきだという一般的な指定、命
令、要求、規範だ。すなわち、ここに価値づけの事実性に対して妥
当性が見られるとされている。で、クラフトでは非個人的価値判断
の意味は事実的でなく、このように妥当的として解される。
　ところで、こうした価値判断にあって要求される価値づけの一般
的是認が必然的であるためには超個人的な拠りどころがなければな
らないとして、氏は三方面からしてその拠りどころを見ていく、す
なわち、第一に、論理的導きだしによる証明によって一般的価値判
断の必然性が得られるかというのに、この仕方ではそれが制限的に
出来るだけだというのだ。そしてそのわけはこうだ：　問題の価値
は、他の、もう価値があるときめられている価値に属するものだと
されて、これから導きだされる時に証明され、これによって価値判
断の一般的是認の必然性が得られるわけだが、実はその際、種々の
価値が導さだされる根柢としての根本的価値は、もはや、他から導
きだされ証明されるものではなく、公理のようにただ前提されてい
るに過ぎない。それで、こうした比方で証明された価値判断の一般
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的是認の必然性は根柢としての根本的価値を認める限りでだけ認め
られるという仮設的なものに過ぎない。こういうわけで、価値判断
の一般性は制限的に得られ、絶対的必然性は得られることが出来な
いとされ、従って個人的相対主義になるほかないだろうというのだ。
　第二に、我々の生活上の欲求満足にとって欠くことの出来ないと
いうことによって一般的価値判断の必然性が得られるかというの
に、この仕方でも制限的に出来るだけだというのだ。そしてそのわ
けはこうだ：　我々の生活にとって無条件に必要な一般的な訓令が
与えられる場合に、価値判断の一般的是認の必然性が得られるわけ
なのだが、それというのは、この場合、対象が人間の体制にとって
これを生活させる不可欠の原因をなしているという自然法則がそこ
にあるからだし、それで、個人の差をはなれて一般の人間に共通に
客観性があるからなのだ。ところで、こうした意味での価値の一般
性は、上記の自然法則がすべての場合に支配して、それぞれ欲求満
足が一致するという事実が実際すべての場合に見出されて、はじめ
て言えて来るのだが、厳密にはすべての場合についてその一致する
事実を経験的に知ることが出来ないから、この一般性はただ仮設的
に認められるだけなのだ。かふいうわけで、価値判断の絶対的な一
般性は得ることが出来ないというのだ。
　第三に、共同的な価値づけである社会的是認ということによって
価値判断の一般的是認の必然性が得られるかというのに、この仕方
でも制限的に出来るだけだというのだ。そのわけはこうだ：　人は
個人的生活だけでなく、社会的生活を営むから、個人的価値づけだ
けでなく、共同的価値づけがあり、これによって個人的立場を超え
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た一般的に妥当する価値づけが与えられるわけなのだ。ところで、
共同的な価値づけであるこうした社会的伝統的な価値づけは、一方、
時間的、国家的、信仰的、社会的、文化的区域という限界の範囲内
でだけ通用するとともに、また他方、社会的伝統的価値づけには、
個人の社会的生活にとって欠くことの出来ない条件を価値とすると
いうことが含まれているわけだが、このことは、個人が社会的生活
を維持しようとするということを前提としているわけだ。こうして
来ると、共同的価値づけである社会的是認は無制限に、また無条件
に一般性をもつと言えないことになる。こういうわけで、この仕方
でも、価値判断はその一般性を絶対的にはもつことが出来ないとい
うのだ。
　以上のようにしてクラフトで三方面からして価値判断の一般的是
認の必然性の超個人的な拠りどころが見られるが、これらの場合を
通じて言われることは、価値の一般性が制限つきのもの、そして相
対的なものだということだ。で、氏によると、価値判断の一般性の
拠りどころとして見出される論理学的根本命題と生物学的法則とそ
れから共同的是認とのもつ超個人的妥当性は制限された一般的妥当
性に過ぎない。こうした制約の下にある限り、従って、価値づけの
一般性は絶対的ではあり得ず、相対的に過ぎず、とどのつまりの
根本的価値づけということになると、価値づけの正否はきめられ得
ず、ただめいめいの価値づけが同等に並列するほかなくなるという
のだ。ところで、氏では、だからといって全然、価値づけが一致し
ないとされているのではなく、人間が等しい外的、内的生活条件の
下に立つ限り、その程度では、価値づけも等種になるわけだし、ま
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た民族や時代という区域の範囲内でも価値判断の一致が見出される
わけだとして、それだけのひろさの一般性が認められているのだ

＊

。
＊　以上 Vgl. A. a. O. III. 2.

　クラフトの価値理論にあっては、このようにして、価値体験の心
理学的研究から認識論的研究に向い、価値づけの制限的一般性が認
められている。先験的価値論を排して経験的立場に立って価値の相
対的であることを認める点で、氏の価値理論がシリックやメンゲル
のそれと同傾向に属することが見てとられる。それから、価値体験
の心理学的研究に当って、条件を分析して価値体験の事実を一義的
に明らかにして発生的に研究することを企てていることは、先行の
心理学的価値理論より進んでいるものと言えよう。また、価値づけ
の一般性を認識論的問題として価値の妥当性を扱うことは、一見、
シリックにあって事実以外に規範の認められないのとちがって来

＊

、
かつ、価値先天主義を排するクラフト自身の立場

＊＊

にどう整合するか
疑問のように見えるが、氏の扱う価値の妥当性は、経験的意識の与
える一般的な訓令なのだから、たとえしかじかだという事実でなく、
しかじかであるべきだという命令ではあっても、経験的価値体験に
ほかならないのだから、根本的に決してシリックとちがって来るも
のでなく、また価値先天主義の傾向をもつに及ばないものだと言え
よう。

＊　本篇　Ⅲ . 1. 参照
＊＊　本篇 I. 参照

　なお、クラフトの価値理論にあって注目してよいことは、さきに
シリックの価値理論に際して触れられたことだが

＊

、クラフトで、同
一の対象に対しての価値づけの一致、不一致に関して、ただ同一の
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対象とだけでは実際は必ずしも同一のことでなくて、ちがったこと
に対して価値づけることが出て来るとされていることだ。同一の対
象が同一の性質、同一の関係にあって見られた場合に、はじめて、
実際に同一のことについての価値づけを言うことが出来るのだとし
ていることは、シリックが価値づけに際して客観と主観とそれから
主客の間の関係とがどれも一定ならば、その価値づけは不変だとし
ていることと通じて、価値づけの要因を規定しているものと見られ
得よう。ところで、このことは他面から見れば、価値づけの要因が
場合、場合でちがうことを意味するわけだ。すなわち、同一の対象
と言われるものでも、それが実際に同一なことを示すのは、それが
同一の性質、同一の関係にあって見られる場合で、他の場合、すな
わち、それがちがった性質、ちがった関係にあって見られる種々の
場合には、それらの場合、場合に応じて、それぞれちがったことを
その対象が示すことを意味するわけだ。

＊　本篇 Ⅲ . 1. 参照

　このことは、対象がどんな場合にも全然、同一だというのでなく
て、対象の意味が、その置かれる全体の状況との関係によって機能
的に規定されて変容するということと関係して注目されてよいこと
だろう。
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Ⅳ .　心理学的力系的価値理論
　
　ヴィーン学団の価値理論にあっては、上に見られたように、フォ
ン＝エーレンフェルスやクライビヒの心理学的価値理論と同様な傾
向にあって経験的立場からして価値づけの現象が扱われ、そして価
値の相対性が認められている。ところで、我々が実際にもつ価値体
験の事実を観察するならば、価値の相対性のこうした見解はよく事
実に適うものと言われるだろうか。
　今、とくに倫理的価値づけの対象に関してドゥンケル【Karl 

Duncker, 1903-40】によってなされた分析はこの点について事実をよく
示していると見られないだろうか。そしてそうとすれば、価値の上
述の意味での相対性の適否を知るたよりを与えるものとされよう。
氏によって挙げられた倫理的価値の相対性の例の一つに利息の事実
がある。すなわち、古代から中世を通して利息をとることは不道徳
と考えられたが、資本主義の勃興とともに、それが道徳的非難をう
けないようになって来て、今では商工業の投資のすばらしい増加の
ために、もはや、古い道徳的束縛が許されないとされるまでになっ
ている。そして利息をとるという同一の行為の倫理的価値が時代の
事情に応じてちがって来たこの事実を、氏は心理学的に分析して、
昔と今とでは、その場合、しかし同一の行為が意味されているので
はないことを見る。すなわち、中世は借入金は主として消費のため
につかわれたのに対し、資本主義にあっては借入金はおもに有利な
生産の資本としてつかわれるので、この場合、借り手は貸し手を企
業の仲間としてそれに利益の分けまえを払うことが正しいのだ。こ
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うなると利息はもう昔のように必需品の搾取という意味とはちがっ
た意味をもって来る。これは、時代によってちがう経済事情が、利
息をとるという行為の心理学的本質に関して来て、状況による意味
の型をつくるからによる。倫理的価値は状況による意味の型によ
る。だから、つまり、この場合、利息をとるという同一の行為につ
いて二つのちがった倫理的価値づけがあるのではなくて、利息をと
ることの二つのちがった意味がそれぞれちがった価値づけをうけて
いるのだとする。そして他にもこういった事例の分析の結果、氏の
示すところによると、行為の倫理的本質は具体的な、その状況によ
る意味の型によるので、同じ行為がちがった意味をもち得るし、ま
たその反対に、ちがった行為が同じ意味をもち得るから、倫理的価
値づけを意味をはなれた、そして時間、空間から抽象された行為に
ついてなさせるのは正しくないというのだ。そして倫理的相対主義
はこの正しくない見方をしているというのだ。なお、これに関係し
てドゥンケルの示すことは、行為がちがった意味をもつと、一般に
その受ける倫理的価値づけがちがって来るが、その状況による意味
が同じければ、うけるその価値づけも同じなので、倫理的価値づけ
については状況による意味をその変数とする内的法則、倫理的不変
の原理が見出されるというのだ。そして抽象的行為を見ているに過
ぎない倫理的相対性に対して、この原理は具体的行為を扱うという
のだ

＊

。
＊　以上 Vgl. Duncker, K.: Ethical Relativity ? (An Enquiry into the Psychology of 
Ethics), Mind Vol. XLVIII. No. 189(1939) §2, §3, §4, u. §8

　以上のようにドゥンケルは示すが、ところで、事実は、ドゥンケ
ルによって観察されたように、倫理的価値づけのちがいはその対
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象である行為のちがいによるのだとしても、こうした氏の分析によ
って指摘された普通の倫理的相対論の難点が、さきに見られたクラ
フトの価値の相対論にあっては当らないものがあるかに見える。そ
れは、さきに指摘されたようにクラフトでは価値づけられる対象の
多義性が認められて、対象の意味がその性質、関係について一義的
に規定され、それに対して価値づけが見られているからだ

＊

。こうし
て同一なものの意味のちがいが認められる限り、意味のちがったも
のを同一なものと見るとは難じられないかに見える。ではクラフ
トでは相対論がとられていないのかというと、しかも価値の相対性
が認められていて、同一な意味の対象についてもなお、その価値づ
けは、主観のちがいのために同一であり得ないというのだ。こうい
う価値の相対性はしかし価値現象の事実の観察に適っているだろう
か。同一の意味の対象が価値づけられるのに当って、その対象の意
味は価値づける主観にとっての意味だとすれば、その場合、価値づ
けのちがいが出て来ることはどこから言えて来るのだろうか。そう
すれば従って、例えば一つの行為の意味が自分にとって友情を示す
ものとしてとられる場合には、その限りで、その行為に対する自分
自身の価値づけはどの人の場合でもちがわなくはないだろうか。ク
ラフトにあっては、対象の意味の同一という時、そこに現れる価値
づける主観との関係がよく観察されていないのではなかろうか。な
おこの点では、シリックが価値は主観の感情のちがうに従ってちが
うとしながら、ただしかし主観、客観またその間の関係が一定なら
ば価値づけも一定で、その場合は価値づけが絶対的だとしているこ
とは

＊ ＊

、対象と価値づける主観との関係を見逃していないものと言え
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そうだ。しかしそれならシリックではこの場合、価値現象の事実に
ついて客観と価値づける主観との関係が適切に見られているかとい
うと、それは疑問だ。我々が対象を価値づけるに際しては、そこに
対象と我々との間に互に機能的に規定し合う力系的な相属関係が働
いているのが事実ではなかろうか。そうだとすると、こうした相属
がシリックのいう関係で意味されていたと見られようか。

＊　本篇Ⅲ . 3. 参照。
＊＊　本編Ⅲ . 1. 参照

　価値づけに際しての相属的関係が事実だとすると、価値づけられ
る対象の意味もそうした相属的関係によって規定されるわけだろ
う。こうした対象の意味の規定関係は、ドゥンケルの示すところに
よって明らかにされよう。氏によると、一般に意味は、部分性質す
なわち、事物が或るまとまりの一部からひきだす性質だから、全体
が変わればそれに応じて変わって来て滅びてしまうこともあれば、
また一つのものから他のものへうつっていくこともあり、それで意
味は事物と分離され得るもので、或る事物がいつも同一の意味をも
つのではないのだ。意味は主観的なもので、状況がどう見られある
いは感じられるかによるのだが、それで、主観に根ざしながらもそ
れらを含む全体の状況の部分なのだというのだ

＊

。ドゥンケルによっ
て示されているこうした、意味が全体によって規定される関係は、
なお、論理学的に真理価値についてヴェルトハイメルの示すところ
によって、価値に関する意味の規定のされ方の事理について具体的
に明らかにされよう。

＊ Vgl. Duncker, K.: Ethical Relativity? S. 46f.

　真理についてのヴェルトハイメルの例の一つにこういうのがあ
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る：　新聞に「我々はＸ大臣から何が期待されるかを知っている。
大臣の方針はこうだ！本月二十七日に催された宴会において、大臣
は………に対して反対を表明したのだ」という記事が截ったのに対
して、一方から「事実はＸ大臣は宴会に出席さえもしなかったのだ」
という憤慨した否認がなされた場合に、ここに見られる命題の真理
価値は、命題がただ断片的に客観に合っているというだけでなくて、
全体から見てことがらに適っている場合に、はじめて得られるとい
うのだ

＊

。それで、この例で氏の意味するところは、なお、つぎのよ
うだと解してよいだろう。Ｘ大臣が………に対して反対を表明した
事実がある時、新聞で、Ｘ大臣が宴会で………に対して反対を表明
したと書いたところが、Ｘ大臣が宴会に出席した事実はないので、
一方から、Ｘ大臣は宴会に出席したことはなかったのだと反駁した
わけだ。ところで、この反駁はなるほど事実にはあうが、その前後
の関係と切りはなされた断片の事実にあうに過ぎないので、断片的
には真だが、当該全体の状況の上から言うと偽なのだ。すなわち、
この場合、主張またそれに応じる客観は当該全体の部分として見ら
れなければならない。そうすればＸ大臣が………に対して反対を表
明したということが明らかになるからだ。この例についてヴェルト
ハイメルの意味するところはこのように解し得よう。なお氏による
と、真理価値は、命題とその断片的客観との相応にだけあるのでは
なくて、客観が当該全体の部分としてもつ役割に命題が適うことに
よるのだ。で、一般に真偽どちらにしても全体の状況からしてほん
とうのところがきめられるというのだ

＊ ＊

。真理価値が全体の状況によ
ってきめられることの論理学的事理はこうだと思われる。
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＊　Vgl. Wertheimer, M.: On Truth, Social Recearch Vol. 1. No. 2(1934) bes. S. 138
＊＊　以上 Vgl. A. a. O. S. 137ff.

　心理学的事実としての倫理的価値づけにあっても、その価値づけ
の全体的状況による規定関係は、真偽と善悪とのちがいは別として、
ここに見られたような工合であることが観察されないだろうか。そ
うとすれば、価値づけられる対象の意味を考えてもクラフト等の価
値の相対論にあっては価値のこうした全体の状況による規定関係が
観察されていないと言えよう。
　なお、価値現象を力系的な要求性と見るケーレルは、その観察を、
倫理学にとって適切な根本とすることは出来ていないとし、しかし
その方法の、倫理学にも助けになることを期待して、一方の要求性
と他方の要求性とが互に対立する状況そのことがまた一つの要求性
と見られることを指摘するが

＊

、このことは、倫理的価値現象につい
てその対立の場があり、その場にあって二つの要求が互に反撥して
いる力系が見られるだろうということになろう。この要求性が事実
として認められるとすると、ヴィーン学団などにあって認められて
いる価値の相対性の観察は不十分だと言えるだろう。というのは、
この観察では、互に対立、矛盾する価値がただ並列すると見られて
いるに過ぎず、それらの価値が反撥しあう対立の場の力系的関係が
示されているないからだ。ただ、メンゲルにあって、互に対立、矛
盾する倫理的価値体系の各々を互に調和させるようなものが求めら
れ得るかが試みられたことは

＊ ＊

、対立、矛盾する倫理的価値の並列だ
けに止まるまいとする傾向が見られるが、しかしその場合、各価値
体系がまとめられようとするに当って機能的な関係が認められてい
るだろうか。まとめられる時に、各価値体系が一つにまとめられた
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全体にあってそれぞれとるべき位置がその全体から見て与えられて
来ると見られるのだろうか。

＊ Vgl. Köhler, W.: The Place of Value in a World of Facts(1938) S .101.
＊＊　本篇 Ⅲ . 2. 参照

　なお、さきに見られたように、ドゥンケルにあって、一つの対象
の倫理的価値づけがそれぞれの場合でちがうのは、その場合、場合
で、その全体の状況によって、その対象の意味がちがうからにより、
その意味が同一ならば価値づけも不変なのだとされているが、この
ことは、それぞれの立場の場合での価値づけが、その立場の場合に
なって見れば、他の立場の場合のものからでも変りなく認められな
ければならないことになるわけだ。つまり、一つの対象についてＡ
の立場の場合とＢの立場の場合とでは価値づけがちがうが、ＡがＢ
の場合に立って見ればＢの価値づけを、ＢがＡの場合に立って見れ
ばＡの価値づけを認めなければならないことになるのだ。しかし、
またＡがもとの立場に、Ｂがまたもとの立場にかえって来れば、や
はりまたそれぞれもとの価値づけを認めなければならないのだ。こ
うしたところに価値づけの一定なことが見られるわけだが、なおそ
うした場合、価値づけの相異や対立ということが見られて来ると、
それぞれの場合、ちがう対象に現れる意味でなくて、一つの対象の
ちがう意味が見られるのだから、こうした際になおそれぞれの立場
の場合のどれにとってもその一つの対象に現れるもので同一な意味
がそれぞれの立場の場合での対象の意味のうちにあるという事実が
見られはしないだろうか。いいかえれば、Ａの場合とＢの場合とを
通じて恒常な対象の意味が見られないだろうかということで、Ａの
場合の対象の意味とＢの場合の対象の意味とのそれぞれちがった意
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味と別にでなく、それらのちがいのところに不変に見られ得る意味
が見られないだろうか。そして対象のこの不変な意味が見出された
ら、それは、Ａの場合、Ｂの場合と独立に、それぞれの場合の変化
と没交渉に、固定して同一を保っているというのではなく、場合、
場合の状況によって規定され、その状況の中の他の部分ともちつも
たれつする交渉をもちながらの力系的な恒常なのだいう風にとき示
されないだろうか。
　つぎに価値現象に見られる、全体の状況による価値づけがどうな
っているかについて、もっとたち入って観察されると、どういう事
実が明らかになろうか。これについてはケーレルの価値現象の分析
が参照される。氏は価値を要求性と見て、しかも客観が他の客観に
向ける要求性を一般の価値現象として、主観が客観に向ける要求性
はその特別な場合だと見る。氏の例の中にあって思考についてそこ
に客観から客観への要求性が見られる。すなわち、赤と青と紫との
間の色の類似の関係について「紫の位置は……にあるのだ」という
場合は、このまとまりが要求する補足として「赤と青との間」と
いうことが与えられれば、このことばの意味は文脈に適う。いい
かえれば、このことばは正しいのだ。あるいはまた、「同一のもの
に等しいものは互に等しい」という主張で、その後半、「互に等し
い」はその前半、「同一のものに等しいものは」からいって文脈上
正しいのだ。で、これらにあっては一つの文脈にあって思考された
一つの客観的なものから他の客観的なものへ要求が向けられている
のだ。他の正しく思考された場合もみなこうした関係だ。これらの
思考についての客観的要求性にあっては、それで、ヴェクトルが場



63

の一つの部分から出て、この部分をこえ、うべなう、あるいはいな
む性質をもって他の部分に関係し、そして、この、他の部分がそう
した、よりかかる性質をもって、正しいとか、まちがっているとか
なって来るのだ。そうして氏によるとこうした関係は主観から客観
へ要求が向けられる場合にあっても同様で、事物と主観とを部分と
して含んだ一定の場にあって主観から要求のヴェクトルが事物に向
けられ、この事物にそれによって価値性質が現れるのだ。氏による
とまた、他人という他の事物がその要求をもって自我の主観に向か
う場合もあるが、この場合には客観からヴェクトルが出て、その要
求が主観に向けられるわけだ。そしてまた、さきの例のように、客
観から客観への要求性が見られている氏にあっては、自我が現象的
場でいつも優先的役割をするのではなく、そのヴェクトルが自我か
ら出る主観的要求性は価値現象の特別の場合だということが認めら
れている。なお、ここに言われる客観的要求性に際しては、自我の
要求がその場合、やはり、はいって来るから、つまりは主観的要求
性ではなかろうかという問題に対して、ケーレルは、例えば書物の
中に論理的に全くまちがっている議論を我々が読む時、その議論が
客観的にまちがっているのではあるが、我々の主観がまたこれを不
快に思ってすぐに余白に鉛筆で棒を引いたり書きこみをしたりする
場合について、客観的な議論の要求性の場とこの場のほかに我々の
主観を含む、より大きな要求性の場とは区別されるように、客観的
要求性は主観的要求性に帰させられないとする

＊

。氏ではなお、一般
にこうした要求性は心理的の領域から物理的の領域に亙っても見ら
れ、さらにこうした要求性に客観的な場にあって応じるものとして
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物理的領域だけの場に現れる力の関係が見出されている。価値のこ
のような現象学的

＊＊

観察によってケーレルは、事実の世界には要求性
は見られないとの見解に対して、客観的事実に要求性のヴェクトル
の現れていることを示している

＊＊＊

。
＊　以上 Vgl. Köhler, W. : The place of Value in a World of Facts S. 37 u. Chapter 
III. § III. u. § IV.

＊＊　フツセルル的現象学とはちがう。なお Vgl. A. a. O. S. 68ff.
＊＊＊　以上 Vgl. A. a. O. Chapter IV.-X.

　ケーレルの価値現象の観察にあってなお示されることは、価値は
それが主観的なものだとする主観主義の理論によってでなく、また
客観的価値をたてる客観主義の理論によってというよりは、場にあ
ってのものの間の力系性を示す関係論的理論によってとき示される
わけだということだ

＊

。
＊　Vgl. A. a. O. Chapter III. § II. u. § III.

　こうしたケーレルの観察によって要求性としての価値現象の力系
性が見られているが、価値現象が関係論的なことはなおコフカ【Kurt 

Koffka, 1886-1941】のとき示すところによって明らかにされている。
コフカは知覚が力系的性質を帯び、知覚されたものの「わるい」こ
とがしばしばあって、その時はその状態から出発して「よい」知覚
されたものに落ちつくことを見て、こうした力系的性質に価値と呼
ばれるものを見出し、ここからして価値心理学をも基礎づけ得ると
する。で、氏によると、対象に価値があるということは、主観が、
それ自体、価値と没交渉な対象について価値判断を下すことではな
くて、知覚の状況にあってすきまを閉ざすという一番ひろい意味で
の目標――そしてこの目標に導いていくものは含意的なのだが――
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としての、力系的性質をもつ対象が現れることで、価値は全体過程
にわたる力系的に規定された性質として現象的客観的なものの中へ
はいりこむものだから、価値は存在と無関係でなく、存在の中にあ
り、存在とともに客観的なもので、世界そのものの大きな存在の中
に根ざしているのだ。それでなお氏では、どの過程もそれぞれ意味
をもつが、その過程の全体が包括的であればあるほど、意味は、よ
りよく示され得るので、断片的行動だけで全体としての行動がなさ
れていない、意志のない者の行動は無意味なのは対して、人格であ
ることは意味を発揮して価値を完成することわけだとされる

＊

。
＊　Vgl. Koffka, K.: Psychologie, Die Philosophie in ihren Einzelgebieten hrsg. von 

M. Dessoir (1925) S. 599f.

　ところで、さきの要求性としての価値の分析についてケーレルは、
この観察では価値現象の単純なものが見られたのだとし、これが倫
理学や他の価値の体系論にとって適切な根本とされることは出来て
いないとしているが、そしてもっとひろく価値を心理的物理的、客
観的場について見てもそういったように見ているが

＊

、さきの価値現
象の分析が認められるとするならば、そしてさらに価値についての
その関係論的理論がその原理的な点では倫理学や他の価値の体系論
にあっても言えると仮定するならば、ケーレルやコフカの価値現象
の分析、説示と照しあわせて、さきに見られたヴィーン学団などの
価値の理論に対してつぎのように言うことが出来よう。

＊　Vgl. Köhler, W.: The place of Value in a World of Facts S. 101 u. S. 411

　価値が主観的か客観的かというようなことが問題とされるよりは
まず価値は関係的、力系的だということが根本的事実だということ
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になるのだから、ヴィーン学団や先行の心理学にあっての価値理論
で価値客観と対立した意味での価値主観をたて、そして価値の主観
性を認めていることは、価値現象の事実に即した分析によるもので
はなく、第一、問題の提出の仕方そのものが不適切だと言えよう。
シリックによって価値の客観性が否定されて価値はあくまで主観的
だとされていること、クラフトにあって価値は対象に対する主観
にとっての彰

しる

しとされていること、またクライビヒにあって主観的
価値だけの認められていること、どれも主観と客観とを、はじめか
ら対立したものときめてかかっているわけだろう。このように主観
と客観との対立の上で言われるのなら、価値の主観性であろうと客
観性であろうとどちらをどうといっても価値の事実に適わないだろ
う。で、そうした対立よりもそれらを含む関係が根本に認められる
べきだ。その点では、フォン＝エーレンフェルスにあって価値を欲
求によらせているに当り、主観によって欲求される客観に価値が見
られるとする時、そこに現れる主観・客観の関係に価値が見られて
いることは、価値の関係論的分析に近いと言えよう。しかしながら、
氏で言われている関係についてはさきに指摘された

＊

ような表象産出
説のもつ欠点があって、適切だと言えないだろう。

＊　本篇　Ⅱ . 2. 参照

　つぎにヴィーン学団などの価値理論にあって経験的立場がとられ
るというが、その時言われている経験ということは、個々の感覚的
要素を単位としてそれがよせ集められて構成されるという風にでな
くて、一つの意識の全体過程にあって意識分肢が互に機能的に規定
されていくという風に見られているだろうか。一般に経験が後者の
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ように見られることの適切が認められるとすれば、――実験結果に
よって知覚についてそれの適切が証されているし、思考についても
その傾向が認められる――そうした経験は機能性、力系性が現れて
いるから、経験的事実そのままのところに要求性が現れ、存在の中
に価値が見られるわけだ

＊

。こうだとすると、ヴィーン学団などにあ
っては経験的事実として価値が見られてはいるのだが、そこで経験
的価値事実とされているものにあっては全体過程に現れる力系的要
求性が見られていない――このことは価値現象が関係論的にとき示
されていないことと関係する――から、その意味では価値現象とい
うものが見られていないのだと言えよう。また経験ということも適
切に見られていないのだと言えよう。

＊　ケーレルとコフカとの価値の理論参照

　なお、このことに関係して言われることは、経験ということにこ
うした力系性が見られるとするならば、経験的に価値を説くことが
心理主義として排されたことも今までの意味がなくなって来はしな
いかということだ。そうした反対の目あてである経験の意味がちが
って来るからだ

＊

。
＊　一般的に心理主義への反対に対する見解については Vgl. 
Koffka, K.: Principles of Gestalt Psychology (1935) S. 570f.【鈴木訳『ゲ
シュタルト心理学の原理』福村出版】

　価値現象の力系性が認められるならば、ヴィーン学団などの価値
理論に対して上のように言うことが出来よう。
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思 考 の 諸 問 題
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I. 意義の可塑性

　語が示される場合、その意義が一定に保たれなければならないこ
とは、用語法の整えられる限り欠くことの出来ないことで、これは
また概念の思考されるに当って、論理学の根本原理の一つとされる
同一の原理に則るべきことに応じるだろう。ところで今これに対し
て疑問が起る。すなわち語はどんなことがあってもどんなに周囲の
状態が変わっても、その意義が永久に一定不変であり得るだろうか。
いや事情とともに意義の移りかわることが普通ではないだろうか。
ところでこういうといわゆる厳密をほころうとする「理論」家達は
言うだろう。意義の変わることは経験世界の事実としての出来事で、
理論的形式的には意義は常に同一を保っているべきであると。しか
しながらここで今問題とされるのは理論的に言っても意義が変容す
るものである、いやすべきものであるとすることが適切なのではな
かろうかということだ。
　この疑問に関して、意義が決して固定するものでないという事実
の指摘をエフ＝シ＝エス＝シラー【Ferdinand Canning Scott Schiller,  1864-

1937】の所論の中に見てよいだろう。氏によれば、次のことが見ら
れる。語が完全に固定した意義をもつとすればそれははじめに使用
された状態にたった一度使われるだけで、つぎに使われる場合には
そのはじめの意義を保つ語は過去の使用にかえることになって、今
度の現実の状態に堪えないだろう。もし語の意義が固定だとすると

「ネロ」の意義が或る歴史上のローマの皇帝に結びつく以上、自分
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の犬を「ネロ」と呼ぶことは出来なくなってしまうわけだ。こんな
ことは不便なばかりでなく馬鹿げている。どんな語でも異なった状
態にあって操りかえされる時は異なった意義をもって使用され、決
して全然同じ意義をもたない。「ネロ 1」が暴君であれば「ネロ 2」
はよい犬であり、「ネロ 3」は無害な犬であるということが可能だ。
固有名詞に限らない。今二匹の犬のネロを両方とも「犬」と名付け
ても、その犬に全然同じ意義が考えられない。すべての出来事は独
特で、どんなことでも絶対的に繰りかえされることはなく、その使
用に当って語そのものはその意義を変えまいとしても語の属する言
語がその語を変えていく。それでちょうど、自転車に「乗っ」たり、
オートバイや列車を「はしらせ」たりするような工合に、語の意義
はのびつつ言語の連続がされる。ここに意義の可塑性が見られる。
すなわち語がその意義を変えて種々に変化する要求に応じるように
なっている。そこで語や句がその現実の関聯にあって伝達されるに
当って、いろいろの意義の中のどれを選択するかについては辞書を
引きいろいろ可能な意義を数え立て論議してもはじまらない。辞書
の上の論義でなく、その時の状態に応じて、よい、よりよいと判断
された部分の意義すなわち実際上の意義が採られるのだ。すなわち
氏のいう人性的意義がだ

＊

。
＊　Vgl. Schiller, F.C.S.: Logic for Use (1930) S. 54ff.

　シラーにあって見られるこうした意義の可塑性の事実の外になお
ヴェルトハイメルによって示される言語一般について根本的に重要
な一つの事実を見ることが出来る。それはこういう事実だ：　一人
の女学生が非常に出来、勉強するのだが、おかしなことにラテン文
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の翻訳というととても苦手なのだった。語彙、文法などははっきり
知っているのだ。その生徒を実験した結果わかったのだが、彼女は
各語を一つづつ見、一つの語についてその語義、格などをきめ、そ
こから他の語への関係をつくり上げていくという気がまえが特に著
しく、はじめに全体の命題を見渡し、そこから個々のものを部分と
して見ようとは考えていなかったのだ。それで彼女が断片的な見方
をはなれることが出来て、部分をその全体の部分内容として見るよ
うになったら、うまくいくようになった

＊

。
＊　Wertheimer, M.: Gestaltpsychologische Forschung, einführung in die neuere 
Psychologie hrsg. von E. Saupe 4. u. 5. Aufl. (1931) S. 48 Anmerkung.

　こうした事実に面して考えられることは、意義がその使われる場
合の全体の状態に適応して流動的に規定されることだ。すなわち語
が或る時はａと解され、或る時はｂと、また或る場合にはそれがｃ
としての意義をもつようになることだ。このことは生産的思考にあ
っての概念の中心転換の事理によるものと見られる。ヴェルトハイ
メルの示す推理の過程にあって、はじめの状態では、概念Ｓの結構
が一つの徴表 m1 を当面の意義としてそれを中心として見られるの
に対し、つぎの状態になって概念Ｐとの関係を問題とする事情では、
m1 は当面の意義として中心として見られず、新しい状態に適応す
る結構上、他の徴表 m2 が当面の意義として中心をとって代る

＊

。こ
こに概念の中心転換が見られるが、この場合更にまた従ってドゥン
ケルによって見られた、課題解決にあっての心理学的過程としての、
その時の全体の結構の転換にも原理的に応じるわけだろう

＊ ＊

。その限
り意義を結構にあっての強調の浮彫

＊＊

という風にも見られよう。
＊　Vgl. Wertheimer, M.: Über Schlussprozesse im produktiven Denken, Drei 
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Abhandlungen zur Gestalttheorie (1925) § 15.

＊＊　Duncker, K.: Zur Psychologie des produktiven Denkens(1935) S. 34ff.

　更にさきに見られた意義の事実について、この中心転換に関聯し
て重要なことを見逃すわけにいかない。それは意義の可塑性に中心
転換の事理を見る時、機能としての意義の変容が見られるのだが、
これはいつも変転というだけでなしに、意義が発展し深まっていく
のだということだ＊ 

i

。そしてそこには創造が伴う。意義の創造がだ。
すなわち前の状態にあっては見られなかった新しい機能が見出され
るわけだ。従ってドゥンケルが思考の心理について挙げた例だが、
第一の状態では a ＞ｂ＞ c とだけ示されるのに対し、第二の状態
では a ＞ c という象面が引きだされる

＊

のと同様な事理で、意義の
転換にあっても新しいことが現れると見ることが出来よう。

＊　A. a. O. S. 58.

　ところで以上見て来たのは意義をそれの使われる全体の状態に適
応する機能としてだが、ことに意義が全体の状態にあっての他の語
の意義との脈絡の上で規定されるということにひたすら観察を向け
たのだ。しかし意義という時容易になお他の方向が考えられる。す
なわち例えばフッサールにあってのように、意義は対象を示す

＊

。と
ころでストロングが、意義は非具体的、非感性的な、志向し得るだ
けで見ることの出来ない彼方にあるもので、或るものの意義をもつ
ということは、そのものをその時完全には現れないとして扱うこと
だとするのに対して、シラーは、これは客観に対するしかじかの意
義をもつ場合だけを見ているので、客観の意義が種々の知的目的、

i　この＊は対応する注がない。底本のｐ 99 には＊、＊＊、＊＊、＊の４つの
印が付いているが、脚注は二つで、＊ Wertheimer と＊＊ Duncker の参照しかない。
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人性的意義と相対的であることを見るべきだとする
＊ ＊

。しかし既にシ
ラーのいうような意義の方を見て来た今は、客観との関係にあって
の意義、客観を志向する意義の方向をも、とくにとり出して見るこ
とが出来よう。

＊　Vgl. Husserl, E.: Logische Untersuchungen II. Band 1. Teil(1922) I. Ausdruck 
und Bedeutung u. Ogden, C. K. and Richards, I. A.: The Meaning of Meaning 4th ed. 
(1936) Appendices D. 1.【石橋訳『意味の意味』新泉社】

＊＊　Ogden, C. K. and Richards, I. A.: The Meaning of Meaning S. 162.

　もちろん、客観を志向する意義はしかし、はじめに見られた意義
と本来決して切りはなして見るべきではない。語の意義がそれの使
われる状態に応じてその場合に使われる他の語の意義と機能的に関
聯して規定されていくということは、意義がその時の全体の状態の
各分肢によって機能的に規定されるのだから、従ってその状態に含
まれる客観とも互いに機能的に関係し合わなければならないわけだ
からだ。
　こういう場合の客観を指示する意義にあって、意義とその対象の
関係がどうなっているかは、例えばヘーニヒスヴァルトによって思
考心理学的に一応取り扱われているが

＊

、更にコフカが体験知覚の論
で扱っている所与と観察の関係にあってと同じような事理の課題を
提出するものだろう。すなわちコフカは、体験知覚は心的所与をそ
のあるがままに把捉するという命題に対する、観察は所与を変化さ
せることがある、分析する観察と考えられる体験知覚は所与を変化
させるという命題の意味をば、心理学的に記述される現象は普通に
現れる現象ではなく、記述のためには我々はこの現象を変えてこの
現象を他種の現象で置きかえるということ、そして心理学的記述の
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ためにもとの現象に置きかえた現象は前よりももっとよく態
さま

づくら
れた現象だということに見る

＊ ＊

。で、意義にあってもそれは一方にあ
ってその指示する客観をそのあるがままに指示しなければならない
と同時に、他方にあってはその指示する働きのためにその対象が変
化をうけるわけだが、意義の本質は、意義の指示する客観はそれが
指示されることによって、よりよい現象に置きかえられて、そして
その度にその理想に次第に近いものが意義されることによるとされ
よう。ここにも意義の機能的規定が示される。すなわち意義はそれ
が指示する対象を間違いなく示さなければならないのは当然だが、
その対象はまた指示することによってその適切な姿を示すものと見
られ、意義の変容と対象のあるがままの姿とは互いに匡

ただ

し匡される
関係にあると言えよう。こうして見ると客観を指示する働きによっ
て得られる現象としての意義は、いつも理想的な現象に近づきつつ
発展していくものとして流動的なものであり、その限り決して固定
してしまっているべきでないことが示されよう、そうしてこのこと
は、はじめに見られた意義にあってその転換を通してそれが発展し
深まっていくのに応じるわけになるだろう。

＊　Vgl. Hönigswald, R.: Die Grundlagen der Denkpsychologie 2. Aufl(1925) S. 
163-225.

＊ ＊　Vgl. Koffka, K.: Zur Theorie der Erlebniswahrnehmung. Annalen der 
Philosophie 3(1922) (Sakuma, K.: Gesammelte Aufsätze zur Gestalttheorie(1927) 所

収）

　なおこのように意義が発展していくに当ってその変容のいろいろ
の場合が見られよう。今、グールヴィチが意識の対象を題目と見て
その変容のいろいろの場合を挙げる

＊

のに、意義の場合を通じさせて
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考えることが出来よう。とにかく全体に即して意義についてその一
つの象面から他の象面へと転換し、その意義がひろまり明らかにな
る場合、意義とをの地づらが互いに転換され全体の状態の移り行
きによって意義が地づらに、地づらが意義になっていく場合、一つ
の全体の地づらの中の意義が別の地づらの中の意義と変わる場合な
ど、どれも意義の過程と考えられる。そうして意義がまたその全体
の状態に応じ、その中の他の意義との脈絡関係によって規定されて
いくのも、つまりこの対象を指示する意義のいろいろの変容の過程
と切りはなすことが出来ない現象と見られる。

＊　Vgl. Gurwitsch, A.: Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich. Psychol. 
Forsch. 12, 4.(1929) Kap. III.

　さて上述で意義はどちらの方から見ても、すなわちその時の状態
の中の他の意義との関係からでも、また指示する対象との関係から
でも、その規定が普通、流動的になされ、可塑性をもつことが知ら
れるのだが、その変容はしかし決して任意に流動的であってはなら
ない。それは、変容は全体に即してのことだからで、そこにその場
合は、どうしても、そう変容する外はない事情がひそんでいるわけ
なのだ。すなわち意義はそれぞれの場合、その使用される状態に適
するように、またその指示する対象がよりよくなるように、いいか
えれば意義の含まれる全体にとってその意義が意味のあるように、
動くのだ。意義は含意的に規定されていくということになる。
　以上に述べられた意義の可塑性はまた、意義はその「形式」が「内
容」とわけられ得ないことをも示すものだろう。それは変容するの
は意義の内容が考慮されるからの話だからだ。ところで意義にあっ
て内容や形式といわれているもの相互の関係については、カッシー
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ラーが、命題にあっての語の関係を示す繋辞は現実的存在にかかる
ものだということからして更に言語が感性的で同時に知性的な言表
形式として内容と形式の交互作用的規定の関係の行われるものと見
ていること

＊

は、知性主義に対して人性的意義の存在を知らせようと
するエフ＝シ＝エス＝シラー

＊＊

と並んで、また一つの観点からして、
言語や意義の即事性について参考を与えるものと言えよう。そうし
てまた、このように見て来る時、概念構成についての直観的になさ
れるか概念的になされるかの思考心理学にあっての一つの課題に対
して、ヴィルヴォルがその実験的研究の成果として挙げる関係把捉
のような知性的なものがとくにたてられるのだということも

＊＊＊

今は歴
史的なビュルツブルク学派の意識態などと同様に、そういうものが
直観や感性と明らかに対立するものとして立てられるならば、意識
の事実に基づいてコフカの適切に説くように、知覚ゲシタルトと思
考ゲシタルトの関係が決して分離されるべきでないことと

＊＊＊＊

また今こ
の意義の論理的観察の結果と思い合せて、これを採る前になお一考
を要しないだろうか。

＊　Vgl. Cassirer, E.: Philosophie der symbolischen Formen, I. Teil, Sprache (1923) 
S. 286ff.

＊＊　Vgl. Ogden, C. K. and Richards, I. A.: The Meaning of Meanings. S. 162.
＊＊＊　Vgl. Willwoll, A.: Begriffsbildung(1926)
＊ ＊ ＊ ＊　Vgl. Koffka K.: Psychologie, Die Philosophie in ihren Einzelgebieten 
hrsg. von M. Dessoir(1925) S. 573. なお本篇　Ⅱ . 参照

　以上によって最初の疑問に対して、意義は決していつも同一に保
たれるのでなく、変容がなされるべきを常態とするわけを知ること
が出来よう。
　なお最後に注意されるべきことがある。それは意義のこのような
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流動的規定と論理学の同一の原理との関係がどうなるかということ
だ。意義は変容するのが普通とすれば、同一の原理は一般性をもち
得ないのだろうか。この問題に関聯して、そこでなお意義の恒常の
問題が展開されて来ようが、これは別に

＊

扱いたいと思う。
＊　なお本篇Ⅲ . 参照
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Ⅱ . 知覚と思考との関係

　知覚と思考との関係についてこの二つが根本的には区別がなく、
簡単な表象や感覚の一元に帰させられるか、またはそういうものに
還元の出来ない独特のものとして思考をみるかの二様の見解が、従
来、心理学にあって感覚主義と知性主義との対立をなしており、そ
してイギリスの聯想心理学によって前者を、ビュルツブルク学派 

i

に
よって後者を代表させることの出来る論争が展開されたのだが

＊

、こ
の論争は更に最近に至って別の形で現れたと見ることが出来よう。

＊　Vgl. Fröbes, J.: Lehrbuch der experimentellen Psychologie I. Band 2. u. 3. Aufl.
(1923) S. 417-429.

　それは知覚と思考との関係について、両者はただ我々のものの扱
い方のちがいで、本質的な区別はその間にないとする考えと、思考
を直観と根本的に区別される別の種類の意識とする見解との対立ま
た論争で、前者を代表するゲシタルト理論のコフカは、さしづめ上
記の感覚主義に、後者を代表するビゥーレル一派のヴィルヴォル

【Alexander Willwoll, 1887-1961】は知性主義に応じさせられないだろう
か。もちろん、これはただ知覚と思考を区別するかしないかの点に
ついて押しあてて考えてみたので、第一、感覚を単位と見ないしま
た思考が表象や感覚に帰着させられはしないので、コフカと感覚主
義との間には大きな根本的区別がある。またヴィルヴォルのをその
まま従来の例えばビュルツブルク学派の思考論と同一視することは
出来ないだろう。

i　Oswald Külpe(1862-1915) の弟子筋で K.Marbe, N.Ach, A.Messer, K.Bühler など
の心理学者たちを指す。



79

　知覚ゲシタルトと思考ゲシタルトとの区別をただ扱い方のちがい
に過ぎないとするコフカは両者の即事的な密接な関係を説いて、一
方、多くの人々が思考に際して空間の図式をつかうことによって知
られる思考ゲシタルトと空間のゲシタルトとの同型を、また他方、
多くのゲシタルトにあってはそれが知覚ゲシタルトとして示される
べきか、思考ゲシタルトとして示されるべきか、まよわなければな
らないことを挙げ、そして両者の関係は知覚という意味のない材料
に理性的な思考がつけ加わるという風にでなくて、意味が両方の領
域とも同じ仕方で現れ働いているという風になっているという

＊

。例
えばメツゲル【Wolfgang Metzger, 1899-1979】のように言うと、笠を笠
と見るのは知覚だが、笠を台として見るのは思考によってで、一方
から扱うと笠、他方から扱うと台という風になるわけだろう。

＊　Vgl. Koffka, K.: Psychologie S. 573

　これに対してヴィルヴォルは、知覚と思考との根本的区別を認め
ない、認識の一元性を説くコフカに反対して、体系をまとめること
のために起る無批判無意味の危険を指摘し、全一をなしていること
はもちろん精神的なものの特徴ではあるが、しかしこの際、みなが
みな、だからといって等種ではなく、その際に区別があり、その区
別は全一主観が感性的なもの、直観的形態に関するか、または素材
的でないもの、有限的でないもの、根本的に非現実的なものに関す
るかによるものとする。そして等しい関係項を体験することと、等
しさの関係を把促することとは別なことで、後者のところに複合補
足、形態補足だけでは示されない認識として、関係の見透しと抽象
そのものの把捉とが現れるのだと言う

＊

。
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＊　Vgl. Willwoll, A.: Über das Verhältnis von Anschauung und Denken 
im Begrifferlebnis, Beiträge zur Problemgeschichte der Psychologie der 

Psychologie(1929) S. 166ff.

　このようにヴィルヴォルによれば、直観とは種類のちがい、それ
に帰させられない関係把捉として、思考の特有性が示されるが、こ
の主張は氏自身の試みた概念構成の実験の結果に基づけられる。す
なわち氏は概念をつくる要因を知る目的で沢山の二つの概念対――
例えば、足場――撞

しゅもくづえ

木杖、勇気のある――思慮のない、戦争――決
闘、芸術家――教育家、独特の――根源ののような――の、両者を
含む、より高次の概念を被験者に見出させる実験を試みて、概念を
つくる根本的なものとしてその関係把捉を認めた。実験の結果、氏
によれば概念の世界は直観、表象の世界の中に極めてしっかりと足
場をもっていて、その表象の世界から新しい材料をうけとって概念
の世界がつくられるが、その際現れるものは関係把捉だ。そしてこ
れが、最も密接に直観の中に編みこまれているが、優位をもってそ
の直観の上に立ち、そして直観と共同して働きつつ、概念構成の創
造的形式原理と呼ばれる要因とされる。そして概念構成にあって見
出される特有な要因としての関係把捉は、その特質を概念にだけで
なく、推理や判断などにも見出されるとされる

＊

から、これは一般に
思考の特質として、上述のコフカに対する反対の見解の実験的裏づ
けをなすものと見られよう。

＊　Vgl. Willwoll, A.: Begriffsbildung S. 61ff u. S. 140ff.

　で、ヴィルヴォルの示す関係把捉は上述のように直観の上に立つ
ものとされ、従って認識の二元性を認めるものであり

＊

、そしてヴィ
ルヴォル自身示すようにリントヴォルスキ【Johannes Lindworsky, 1875-
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1939】の高等精神作用としての関係把捉に通じる。ところがこれに
対しコフカは、三点からしてリントヴォルスキの説が心理学で許す
ことの出来ない前提にぶつかるとし、その二元説は、恒常仮定また
それに応じて感覚概念を含むこと、次に事物の世界の範疇を現象に
あてはめて、しかもその適用の正当が示されていないこと、最後に
把捉という不明な概念をつかっているから関係の本質について実は
解答が与えられていないことを指摘する

＊ ＊

。で、関係というようなも
のは知覚の領域にあって現れ得るものだというわけだ。

＊　Vgl. Willwoll, A.: Über das Verhältnis von Anschauung und Denken im 
Begriffserlebnis S. 166.

＊＊＊　Koffka, K.: Psychologie S. 531.

　こうして来るとヴィルヴォルのように等しい関係項を体験するこ
とと等しさの関係を把捉することとを区別して、関係把捉の思考を
直観の上に立て認識の二元性を認めることは問題となるだろう。
　なおこれまで、二元的に解釈されていた現象でその実は一元に帰
させられる場合が沢山見出されて来る。そしてその場合では思考と
考えられていたものが認められなくなって来るのだ。今、その現象
が思考によると解釈されては不適切な場合を見ていく。例えばヴェ
ルトハイメルの実験による運動視

＊

にあって、垂直の一直線ａに、好
適な条件の下に、それと互いに一端で隣接する水平な一直線ｂがと
りかわって眼にうつる際、我々に見えるａからｂへの移行運動に応
じる事物が物理的には何もないから、この運動は知覚されるのでは
なく推量されているのではないか、即ちａとｂとが知覚され、そし
てその間に運動が起っているのだと思考されるのではないかという
解釈をすることが一応可能だ。更にこういう解釈を一般に及ぼせば、
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普通にいわれる判断説となる。判断説についてはメツゲルも論じて
いるが、それによるとこうだ。すなわち光線は網膜に一定に、例え
ば不等四辺形の形に分布されるが、それが実際の不等四辺形から来
るか斜に向いた正方形から来るか、また例えば正方形でもそれが近
くの小さな正方形か遠くの大きなのかについては、光線によっては
何ら知るよすがもないにかかわらず、普通に我々にはすべてそれら
の実際の形や大きさが困難なくよくわかる。このことはすなわち光
線や網膜像には現れない実際のものの我々に現れることを示す。と
ころで網膜像に現れないものは見えるわけがないから、そこに現れ
た実際のものを我々は見るのではなく、思考するのだと解釈するの
が判断説の要旨だ。そして普通、我々はその思考していることを気
づかず、我々の思考の結果、すなわち網膜像の意味についての我々
の知識をそのまま、見られたものと解すると言うのだ

＊ ＊

。
＊　Vgl. Wertheimer, M.: Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung, Z. 
Psychol 61(1912) auch in Drei Abhandlungen zur Gestalttheorie

＊＊　Vgl. Metzger, W.: Gesetze des Sehens(1936) Einleitung S. 9f.

　ところで、こういう解釈を吟味すると、例えばさきの運動視につ
いては、その運動が推量されるのか、見られるのか決定を、メツゲ
ルが言ったように、実験での被験者の信頼すべき報告によらせるな
らば、その結果は、推量でなくて、見られるのだという報告を得る
だろう。その他の場合、例えばさきの不等四辺形や正方形の場合も
同感だろう。また別にメツゲルによれば、判断説の考えは人間の真
中に切断線をひいて、人間を二つの全く本質的にちがった自然に属
する低い領域と精神に属する高い領域とに分割するものだ。ところ
で判断説のより所は、見えるものはそのあらゆる点が網膜像と一致
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しなければならないという前提だが、この基礎が近時ゆるがされて
来、従って判断説も支持されなくなって来るだろう

＊

。また第一、こ
のような場合に人間の意識を二つに分割してしまうことは事実にあ
わないことだろう。

＊　Vgl. A. a. O. Einleitung S. 9 u. S. 15

　判断説が支持されないとなると、ヴィルヴォルのように知覚のほ
かにそれと区別される特有な意識としての思考をたてようとする見
解は問題になる。というのは、知覚の領域によって、思考と考えら
れていたものがとりかえられて、その限りでは知覚の一元になるか
らだ。
　しかしなおよく考えてみると判断説が否定されて、思考の代りは
知覚が来るべきでも、ヴィルヴォルの説はそのまま否定されるわけ
にはいかないだろう。なぜならば、思考と考えられた領域も知覚の
領域に属するのだとすると、思考というものは一般にないものかと
いう疑問が起るが、しかし上に見られたような現象ではそうでも、
思考というものが我々の意識に一般にないのではなく、推理したり
判断したり概念をつくったりすることは我々の日常に見られ、そし
てそれは知覚でかたがつかないからだ。ヴィルヴォルの扱った概念
構成の場合など直観だけではなくて思考がそこに働いているとみら
れるから、ここにまだ、知覚と思考との関係の問題が解消されない
で残るだろう。
　一方コフカのように、知覚と思考との関係について、意味が両方
の領域とも同じ仕方で現れているから知覚も思考も別に異なる所が
ないという時、なお第二義の問題があるだろう。すなわち、そのよ
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うに知覚の場合も思考の場合も同様でも、どこからどこまで知覚と
思考とを同じとは言えないだろう。知覚だけに現れる意味と概念に
現れる意味は同じ仕方で現れ、またその概念に現れる意味とさらに
判断や推理に現れる意味とは、もちろん、同じ仕方で現れる。とこ
ろで、この時なお第二義の状態を考えるならば、知覚の意味と概念
の意味との同じことにあってよりも、概念、判断、推理の間の意味
の同じことにあっての方が、その第二義の状態の差がすくないと見
られないだろうか。そこにやはり何か区別されるべきめじるしが求
められよう。扱い方のちがいとする時、なおどういう風に扱ったの
が知覚で、どういう風に扱ったのが思考という区別が求められるだ
ろう。
　そこでコフカやドゥンケルによって、いうまでもなく思考の働き
が示されており、例えば課題の解決における思考過程にあって、ど
ういう段階をとって解決に達するかの事実が明らかにされている

＊

。
＊　Vgl. Koffka, K.: Principles of Gestalt Psychology (1935). Derselbe: Psychologie 
u. Duncker, K.: Zur Psychologie des produktiven Denkens

　こうして来るとどちらにしても、知覚と思考との間には区別のあ
ることは、疑いない事実だと思える。ただその区別を、意識の特質
としての根本的なちがいとみるようになるか、またはそんな根本的
なちがいではなく第二義の区別に過ぎないとするかに見解の相違が
出て来るわけだ。なおまた第一義にみては知覚も思考も同じく意味
的であって、その限り何ら本質的区別のないことも、事実を適切に
示したことだと思われる。レヴィーン【Kurt Lewin, 1890-1947】も、知
覚と思考との二分法的区別に対して、具体的な認識作用はそれらの
ものの段階のうつり行きの場合を示すと見ている

＊

。こういったこと
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については、なおカッシーラーの考察が相通じるものをもつと言え
よう。すなわち、氏にあっては、形態づけられ、一定の関係に従っ
て分肢されていない意識内容のないという事実によって、知覚の過
程が判断の過程とわけられないことが証されて、根本的な判断作用
によって個々の内容が一定の順列の分肢として把捉され規定される
ので、判断の知覚に対する関係は決して材料に対して偶然に任意に
現れる形式的加工ではないというのだ

＊ ＊

。
＊　Vgl. Lewin, K.: Idee und Aufgabe der vergleichenden Wissenschaftslehre, 
Sonderdrucke des Symposion Heft 2(1926) S. 80

＊＊　Vgl. Cassirer, E.: Substanzbegriff und Funktionsbegriff(1923) S. 453.【山本
義隆訳『実体概念と関数概念』みすず書房】

　なおそれでもしかし特に両者の関係についてこれを明らかにする
ための実験がなされて、さきのヴィルヴォルの概念構成についての
実験の結果にこたえるとよい。この知覚と思考との関係の問題の実
験については、パウリも心理学実験の実習書で、思考過程が意識に
現れるに際しての三つの可能性、1. 非直観的な関係把捉のような
意識現象があるのか、2. そんな現象はないのか、そして 2 の場合
とすると　a、思考過程は無意識に働くのか、ｂ、表象に還元され
るのかということを研究すべきであるとして、思考についての実験
例の中に概念構成の実験の一つとして、ヴィルヴォルの実験の場合
のような語の対の方法による実験の仕方を挙げているほどだ

＊

。
＊　Vgl. Pauli, R.: Psychologisches Praktikum, 4. Aufl. (1939) S. 148f. u. S. 168f.

　上述の知覚と思考との関係の問題は、それとしての心理学的事実
にだけ止まらないで、認識の問題や論理学にとっての資料を提供す
るものとみることが出来よう。それは、認識は知覚と思考の、直観
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と概念の関係に関し、また論理学的概念は直観性現実性について問
題が起るからだ。心理学にあっての知覚と思考との問題の関係は、
これらに参考となる意義をもつわけだ。
　で、知覚と思考、直観と概念の既述の関係の問題を論理学につい
て考える時、ヴィーン学団に属する人達の見解がまず問題になる。
それは、その見解にあっては、論理学的思考が全然現実性から切り
はなされ、論理学は対象をとり扱わず、対象について語られる仕方
だけを問題とするので、論理学的命題は、事実を言明する、そのい
うところの綜合命題でなく、対象についての関係だけを言いあらわ
すトートロギッシュな命題乃至は、どんな場合にも無条件に真とな
る、そのいうところの分折命題だとされているからだ

＊

。ところでヴ
ィーン学団の一人であるシリックは、論理学的思考は分析判断にだ
け関することを説きつつ

＊ ＊

、なお綜合判断的なもの、具体的、現実的
なものを求めて、ついにすべての論理学的命題のとどのつまりのと
ころとなる瞬間的ではあるが絶対性をもつそのいう根柢命題に到達
しているが

＊＊＊

、これは思考の現実性ときりはなされた思考形式だけに
止まらないことを示すものだろう。なおこの根柢命題を論じてホル
ツアプフェルはヴィーン学団の思考形式に対して直観的意味の導入
を説いて、直観性を具えた思考形式をとなえる。氏はヴィーン学団
の形式主義、物理主義、真理の問題について批評を加えるが、ヴィ
ーン学団が、精確に一般にだれにでもあてはまる命題は相互主観的
な形式的言明によってのみ得られるから、科学の命題は形式的での
みあるべきだとするのに対し、意味内容がついていても、それが他
の主観にも理解され、形式主義の場合と同様、相互主観的に妥当す



87

る命題が得られるから、科学の命題に直観的意味規定を入れ、いつ
も直観的意味を出発点とするのがよいと主張する。そうして純粋に
意味的な科学の建設のプランを指示する

＊＊＊＊

。直観と概念との関係を論
理学的に考察してみるのに、思考の論理学的形式は、適切には直観
を具えるべきであり、そしてそこに我々の働かす思考の含意性もあ
るべきだ。

＊　Vgl. Hahn, H.: Logik, Mathematik und Naturerkennen, Einheitswissenschaft 
Hef t  2 (1933)  u .  Carnap ,  R . :  Die  Aufgabe  der  Wissenschaf t s log ik , 
Einheitswissenschaft Heft 3(1934)

＊＊　Vgl. Schlick, M.: Allgemeine Erkenntnislehre 2. Aufl.(1925)
＊ ＊ ＊　Vgl. Schilik, M.: Über das Fundament der Erkenntnis, Moritz Schlick 
Gesammelte Aufsätze 1926-1936(1938)
＊ ＊ ＊ ＊　Vgl. Holzapfel, W.: Bemerkungen zur Wissenschaftslehre des Wiener 
Kreises, Erkenntnis 7.1 (1937) S. 50ff.
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Ⅲ . 思考されるものの恒常
　
　ゲシタルト理論では、所与の部分はそれを含む全体過程によって
機能的に規定され、従って部分の機能はそれを含む全体の如何によ
って変わっていくのを普通とし、それが断片として環境と没交渉に
固定して変らないでいることは例外的に現れるだけなのだとされ
る。
　この時、論理学の領域で一つの問題が起る。それはこうだ。論理
学にあって、概念の意義はその概念の含まれている判断なり、推理
なりの全体の如何によって、場合、場合でちがっていくことになる

＊

。
そうすると、一旦きめられた概念はいつも同一を保つとされる、同
一の原理とあわなくなって来はしないか。また、こうした概念の意
義の変転の一例と見られるつぎの場合はどう扱ったらよいだろう
か。すなわち、三段論法の両前提のどちらにも媒概念が含まれてい
るが、この概念が、大前提では大概念と相属して判断に含まれ、小
前提では小概念と相属して別の判断に含まれているので、媒概念の
意義は二つの前提ではそれぞれ同じくないのが普通だということに
なる。ところが、このことは三段論法の規則の一つである、媒概念
は多義的であってはならないということに触れて、三段論法四個概
念の虚偽をおかすことにならないだろうか。今、この規則が特殊の
場合にだけ、したがわれるべきものだとして、この媒概念の問題を
かたづけることが出来るかも知れない。そして、また、同一の原理
も同様に極限の場合にだけ概念について適用されるものだと解する
ならば、ゲシタルト理論にあっての概念の意義の変容が論理学的原
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理や規則に抵触するという問題の困難を除き得ると言えるかも知れ
ない。しかし、この論理学の原理や規則が特殊の場合にだけ妥当し
て、一般の場合にはあてはまらないということは、おかしな話だと
言われないだろうか。そうすると、とにかく、不変ということが概
念の意義の変容に際してもどうにか考えられて来ることが要求され
よう。このことはゲシタルト理論にあって不変性がどう見られるか
の問題になる。そして、注意されるべきことは、この不変性はもは
や特殊、極限の場合の不変とは意味がちがい、ゲシタルト理論から
いって一般の場合に現れる不変性だということだ。

＊　このことについては本篇Ⅰ．意義の可塑性参照

　今、しばらく、論理学での不変性をはなれて思考心理学的に不変
がゲシタルト理論でどう扱われるかを見ると、ドゥンケルが示して
いる、例えば a ＞ b ＞ c からａ＞ c が出て来るというような場合
に見られる、綜合的見透しの機能の転換に際しての同一根基を見る
ことが出来る。氏では、ものの一定の機能からして、そこに用いら
れなかった新しい機能が、同一に確保された根基にあって、ひき出
されることによって、綜合的見透しが可能だとされていて、この機
能の転換に際して機能の主体はいつも同一を保っているべきなの
だ。すなわち、はじめの機能をもつ態

さま

づくりが根基を組成し、そし
てその根基について新しい機能が綜合的にひき出されるというの
だ。ここに言われる同一は機能の変転とともにあるもので、綜合的
見透しという生産的思考過程にあって確保されている同一だ。そし
て、この同一根基がなおゲシタルト理論にとって重要だと見られる
点は、ドゥンケルがこの場合、両機能の間の内的必然性の関係は、
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この保たれている同一にもとづいていると見ていることだ。綜合的
にひき出される際の、そのひき出され方が偶然的でないためには、
根基が新しい態づくりに、はいり込むに当って前の態づくりによっ
て組成されたものとしていつも現れるようになっていなければなら
ないとされていることだ

＊

。内的必然性が、思考だけでなく、その他
の領域にあっても、ゲシタルト理論にあって、部分が、断片として
機械的に任意によせ集められて総和を構成するのでなく、全部に即
して互に機能的に相属するものだということに関しての重要なこと
がらで、この場合、思考過程の機能間の内的必然性が基づくこの同
一は、ゲシタルト理論にとって極限的特殊的に扱われる同一と同一
視することは出来ないだろう。

＊　Vgl. Duncker, K.: Zur Psychologie des produktiven Denkens S. 57ff.

　弧立的に固定して全体過程と没交渉な同一でない、こうした不変
性は、なお、グールヴィチによって、意味の変容を通して現れる意
味の同一、恒常として示されていると見ることも出来よう。氏はフ
ッサールの現象学的意識をゲシタルト理論的に見直し、フッサール
のノエマを意味乃至題目と見て、このノエマ的なものがそれを含む
全体の場に応じて変容されるとすべきだと論じ、従って意味がその
場、その場に応じて変容することを説くが、その際、1. 意味の場
がひろまったり、はっきりして来たりするにつれて意味が変容する
のは、全然別のものになるのではなく、はじめの意味が発展し次第
にはっきりして来る場合や、2. 意識過程の進行につれてはじめに
たてられた意味がつぎの段階の場になると背景にひき込んで意味で
なくなり、他のものが前景に現れて新しい意味となり、またつぎの
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段階へ進んでいくが、こうした際にも最後の段階にあって、はじめ
の意味は、とおに、背景に引込んでいながらも、このちがった段階
の場にあって、やはり、はじめ意味だったものとしてその恒常の見
られるという場合を挙げている

＊

。
＊　Vgl. Gurwitsch, A.: Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich, Kap. III, 
1 u. II

　こうした、全体過程にあって機能的に規定されての不変性は、ゲ
シタルト理論にあって、思考や認識についてだけでなく、他の領域
にあっても見ることが出来る。例えば、知覚現象である明るさの恒
常は、コフカによって、やはり、全体の場面にあって機能的に規定
されて来ることによって起ることが明らかにされている

＊

。それでま
た網膜像にうつった形とのくいちがいをなすところの見られたもの
の恒常が従来の経験説や判断説では適切に説明し得ないことが、コ
フカやメツゲルによって指摘されている

＊ ＊

。また、点の同一は現象的
には物理的のそれと一致しないで、全体の場面にあってのその位置
によってきめられるということを実験的に明らかにしたテルヌス
の示す現象的同一性にもまた、機能的不変性を見ることが出来まい
か
＊＊＊

。
＊　Vgl. Koffka, K.: A New Theory of Brightness Constancy, Report of a Joint 
Discussion on Vision by the Physical and Optical Societies(1932) [Sakuma, K.: 
Gesammelte Aufsätze zur Gestalttheorie 4. Heft(1935) 所収 ]

＊ ＊　Vgl. Koffka, K.: Psychologie S. 555f., Derselbe: Principles of Gestalt 
Psychology VI und Metsger, W.: Gesetze des Sehens S. X u, S. XV

＊＊＊　Vgl. Ternus: Experimentelle Untersuchungen über phänomenale Identität, 
Psychol. Forsch. 7(1926)

　また、例えば意志の領域にあってコフカによって示される、意志
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的人間の、その周囲に対しての安定性、そして多少の度のちがいは
あれ、この安定性をもつ性格の性質にも、環境によって規定されて
いく、人間の比較的恒常的なものを見ることが出来よう。自我は、
ヴェルトハイメルやグールヴィチによって言われるように、もとよ
り、決して、普通、「対境」に対立して二元的な主客の関係にたつ
主観として見られるべきものではなく、世界の中の自我以外の他の
事物などと同様に、この世界の一つの部分として環境に含まれ、そ
れによってその性質を規定されていくものだ

＊

。従って、人間は行為
の世界にあってもそれと同じ事理で動き、環境の如何に応じて変容
されるわけだ。しかもその際、意志のない人間が、舵のない船の、
波や風によって翻弄されるように、不安定なのに対して、意志的人
間は、しっかり舵をとられている船が一定の目的をみたすように、
安定しているという意味の、全体に規定されての安定性がコフカの
示すものだ

＊ ＊

。また、倫理的相対論に対して倫理的価値づけの不変を
説くドゥンケルの所説でも、行為の意味が状況によってちがって来
ることが明らかにされて、かつその変容する意味に対する関係につ
いて不変な倫理的価値づけが認められている。氏は、倫理的相対論
が同一行為の価値づけの、状況による変化を主張するのに対し、変
化するのは価値づけではなく、その行為のその社会にとってもつ意
味であって、従って、行為の意味がちがって来るから、それに対す
る倫理的価値づけがちがって来るので、行為の意味が変らなければ、
価値づけは不変なのだとする。だから、氏が倫理的不変の原理と呼
ぶものは、与えられた、道徳性の歴史的内容に関するのではなくて、
もっぱら、倫理的価値づけと状況による意味との間の関係に関する
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とされており、従ってまた、意味が発展すれば、それにつれて価値
づけも発展するという道徳の進化が説かれている

＊＊＊

。ここに、断片的
固定でない意味での倫理的不変性が見られよう。

＊　Vgl. Wertheimer, M.: Über Gestalttheorie, Sonderdrucke des Symposion Heft 
1(1925) S. 13f. und Gurwitsch, A.: Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich 
S. 366

＊＊　Vgl. Koffka, K.: Psychologie V, 4, bes. S. 598
＊ ＊ ＊　Vgl. Duncker, K.: Ethical Relativity ? (An Enquiry into Psychology of 
Ethics) Mind Vol. XLVIII No. 189(1939) bes. §8

　以上のように見て来ると、ゲシタルト理論にあっては、全体過程
と切りはなされた絶対的に固定している同一を極限の特殊な場合と
して認めるほかに、全体過程の機能的制約による不変性が扱われる
ことが知られよう。で、心理学的思考過程にあって機能的同一が見
られるが、それと原理的に等しいことが論理学的推理にあっても論
じられないだろうか。
　ここで、はじめに提出された三段論法の媒概念の不変の問題に帰
ることが出来る。媒概念の意義が大前提と小前提とでちがって来て
も、その各判断によって規定されての変容を通して、そこにそうし
た規定を受けての機能的同一が媒概念に見られると解することが出
来れば、媒概念の不変を極限の場合に見られるだけのものと見ない
で、従って、前記の媒概念に関する三段論法の規則をただ特殊の場
合にだけあてはまるものとしないで、この規則とゲシタルト理論に
あっての媒概念の意義の変容との間のくいちがいの問題を解決する
ことが出来よう。で、この規則に言われる不変ということも、普通
には孤立的な固定した同一を意味するのでなく解されることになろ
う。
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　なお、以上に見られたいろいろの領域にあって現れている。それ
ぞれの全体過程によって機能的に規定されるところの不変性を一般
的に言いあらわすことが出来ようか。この不変性は種々ちがった
ものを通しての不変だから、いわゆる抽象によってとり出された
共通なものとして示そうというのなら、それは不適切だ。というの
は、従来の抽象の仕方では、例えば二つのちがったものＡとＢとに
あって、Ａを構成する諸要素とＢを構成する諸要素とをそれぞれ数
えたてて、その中から互いに等しい要素だけをとり出して、これを
Ａ、Ｂ両者に共通な一般的なものと見るだけなのだから、Ａの諸要
素にしろ、Ｂの諸要素にしろ、Ａ全体の場、Ｂ全体の場によって機
能的に規定されるのだといふことが度外視されているので、今、言
いあらわそうとする不変性にそぐわないからだ。そこで、全体性
を考慮に入れての抽象の仕方で、Ａの場によって規定されるその部
分の機能と、Ｂの場によって規定されるその部分の機能との間に等
しいものを、すなわち、全体から見て等しいものを見てとるとい
う意味での抽象に関係があるとはすることが出来よう

＊

。また、マタ
ェイ【Rupprecht Matthaei, 1885-1976】の指示する、フォン＝エーレンフ
ェルスの移調可能性を抽象的概念と見ることが出来るという、その
抽象に当ることになろう

＊ ＊

。部分が別のものになっても、その全体の
調子は不変であり得るというフォン＝エーレンフェルスの移調可能
性で、上述の種々の変容にもかかわらず、そこに全体的に恒常を保
つ事実をいくらか言いあらわすことが出来よう。そしてまた、ジー
＝ダブルユー＝ハルトマン【George Wilfried Hartmann, 1904-55】がゲシ
タルト心理学の視知覚の領域の恒常について、「もの」は、ちょう
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ど、メロディーのように不変あるいは移調可能的だと、すなわちプ
レグナント性【pregnant】が形、大ささ及び表面性質に作用して、そ
のために事物の一番顕著な点は、場の条件がひどく変り過ぎなけれ
ば、保持されるようになっているのだと解するのも、恒常を移調可
能性と見ることの出来よう一つの場合を示すものだろう

＊＊＊

。不変性が
このように移調可能性としていくらか言いあらわされ得ようが、な
お、変容を受けながらの、そして全体によって規定されての、こと
に概念の意義についての不変なものを、論理学の同一の原理にあっ
てヴェルトハイメルの意味する同一として言いあらわすことが出来
よう。氏は、同一というのは多様を同一と見ることだとする。氏の
挙げた例の一つをとれば、それはつぎのような場合を表象したらよ
いというのだ。すなわち、自分が室の中に坐している。その時その
室の窓の外から誰かこちらをのぞき込んでいる者がある。そしてそ
の者は誰でもない自分だというのだ。この表像では、つまり、室内
の自分とこれを外からのぞいている場合とのちがったものを同一と
見るということが氏によって言われるわけなのだろう

＊＊＊＊

。こうした考
で、例えばさきの媒概念が大前提小前提にあってそれぞれちがう意
義でありながらの不変を言いあらわすことが出来よう。

＊　この意味の抽象については Vgl. Wertheimer, M.: On Truth, Social Research 
Vol. 1 No. 2 (1934) S. 41f.

＊＊　Vgl. Matthaei, R.: Das Gestaltproblem(1929) S. 6
＊＊＊　Vgl. Hartmann, G. W.: Gesalt Psychology (1935) Part III Chap. 6
＊＊＊＊　Vgl. M. Wertheimers Vorlesungen über Logik, im Wintersemester 1932-
33, in der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität (Frankfurt am Main)

　こうして見ると、ゲシタルト理論にあって、場面と没交渉に、ど
こに置かれても変容を受けない断片的内容としての同一が特殊な極
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限の場合として認められるほかに、以上に見られたように、場面に
よって規定されて変容する機能的内容としての不変性が見られると
言えるだろう。
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Ⅳ . 自然法則ことに因果法則

　自然法則ことに因果法則について現代の学者によって提出されて
いる問題に対して、そうした法則がどういうものとされるかを見て、
この問題の解決に資させようと思う。
　ドゥビスラーフは帰納法によって、一般的妥当性をもつ法則が確
立され得るかという古くからの問題について、現今見られる二つの
見解を挙げて、一つを蓋然論理学的見解、他の一つを能動論的見解
とする。そして氏自身はこの後の方の見解を代表しようというのだ。
ところで第一の見解というのは、有限順列にあって新しいその要素
を発見するについて法則を主張することの是認、すなわち帰納法の
原理を立てることは、すくなくとも今までのところでは成功してい
ないが、そういう原理は得られるべきだという見解だ。ところがこ
の見解では帰納法の原理が精確に記述されていないというので、こ
れをよいと評価することがさし控えられなければなるまいとして、
氏は第二の見解を採ろうというのだ。それによるといわゆる帰納法
の問題は見かけの問題に過ぎないだろうとされ、これまでいつも真
だとわかっている理論がこれからさき例外なく、あるいは過半数の
事例にあって真であろうということに対する基礎づけは何らなく、
その理論を是認するか否認するかは人間の能動論的な決断実行によ
るのだ。それでその実行に際しては理論的基礎づけの問題は全く無
意味だというのだ

＊

。
＊　Vgl. Dubislav, W.: Naturphilosophie, Philosophische Grundrisse Heft 2(1933) S. 
110ff.

　こうして来ると帰納法による自然法則の妥当の理論的根拠は、も
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しこの見解による外ないならば、現在の所では、どちらにしても得
られないので、ことによるとこういう問題の提出の仕方そのものが
間違っているものではないかとさえ問題が切迫して来る。
　そこでこの問題にこたえるために、なお問題を具体的にして因果
法則の妥当について実際どういう見解が現在とられているかを見て
いこう。そしてそこに現れた問題にこたえることを試みよう。
　現代の物理学で因果性がどうなっているかは物理学的知見として
物理学で一般に知られていることだが

＊

、今、それについてシリック
の所説とそれに対立的関係にあるエム＝ハルトマンの見解とが見ら
れる。そしてこの対立によって上述の帰納法の問題の関係がもっと
複雑になる。まず順序としてシリックの所説を見よう。

＊　物理学その他の領域での因果法則については、Weyl, H.: Philosophie der 
Mathematik und Naturwissenschaft, Handbuch der Philosophie(1927)【菅原・下村・
森訳『数学と自然科学の哲学』岩波書店】, また Schlick, M.: Naturphilosophie, 
Die Philosophie in ihren Einzelgebieten hrsg. von M. Dessoir が参照されてよいだ
ろう。

　氏によると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だ。予見の確立は因果性の唯一の
規準だ。ところで予見の確立は根底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
だ。決定的徴験は原理的には不可能だ。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だ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ない。
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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る。それではいわゆる「帰
納法」問題も無対象になり、ヒュームによって与えられたのと同じ
解答をもつことになる。で、つまり上のことをまとめて言うと、確
定論が近代物理学によって拒まれるということは、自然に対する一
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」として各帰納及び各自然法則への途を示す準則が役に立たない
ことなのだ。ただしその役に立たないということは、ただ一定の限
られた範囲にとってだけ主張されるのだ。物理学が不確定論の意味
で将来は（或る限界内で）不規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式を見出すことが
不可能だということだ。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だ。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る。た
だし普通の時空概念の妥当範囲はマクロ視的に観察され得るものに
限られており、ミクロ視的容積にはこの時空概念は適用され得ない
と言われているのだ

＊

。
＊　Vgl. Schlick, M.: Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik, Moritz Schlick 
Gesammelte Aufsätze 1926-1936, (1938) S. 54-76

　こうした現代の物理学にあっての因果性の不確定性についてシリ
ックは、量子論が因果認識の限界を設定し、またなお原因を求める
ことをあきらめさせることの意味を次のように見る。すなわち存立
する法則性がなおまだ我々に知られないで残っていなければならな
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いというのではなく、法則性が存立得しるのでも定立され得るので
もなくて、実にそういう法則性の問題そのものが無意味なのだと見
るのだ。そうしてなお氏によると、この問題は、例えばヴィーン学
団によって代表される整合的経験論の一つの重要な根本原理である
所の、決してどんなものも原理的に認識出来ないといわれないとい
うことの一つのよい例だ。それで原理的に問題が解けないというの
は、ただその問題が何らの問題でなくて間違って提出された問題で
ある時にだけ言えることなのだ

＊

。
＊　Schlick, M.: Quantentheorie und Erkennbarkeit der Natur, Moritz Schlick 
Gesammelte Aufsätze 1926-1936, S. 387

　こうして来ると、量子論にあっての因果法則については、はじめ
に見られたドゥビスラーフの帰納法の問題についての能動論的見解
と相応じて、その法則の妥当の問題は見かけの問題とされてしまう
わけだ。
　ところがこのシリックの見解は対立して、量子論にあって因果性
の前提されていることを主張するエム＝ハルトマン【Max Hartmann, 

1876-1962】の見解が見られる。氏によると、因果の不確定関係にあ
っては、マクロ物理学では厳密にいってではないが許される仮定が、
ミクロ物理学の領域では当らないという説明は、不確定関係の因果
的説明になって来るのだ。というのは不確定関係ということが言え
るのはそれぞれの科学的経験の先天的前提としての因果性を厳密に
適用するからこそなのだ。ところで正しく理解された先天的意味で
の因果性はそれぞれの自然認識の前提だが、この前提によって得ら
れた物理学的法則性は厳密に確立された性質をもたなければならな
いと限られるのではなく、従って不確定論者の主張と因果法則の一
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般妥当性との間に矛盾が何ら意味されないのだ。ミクロ物理学の統
計的法則性は実験的及び理論的研究にあっての因果命題の最も厳密
な適用によって得られているからだ。ただ個々の出来ごとを厳密に
確立し得ること、また厳密に予見し得ることを、因果命題の先天的
妥当性と同一視すると、不確定性理論と因果性とが両立しないとい
う間違った考が出て来るというのだ。それでなお氏にあっては、も
し実証主義者や経験論者が、統計の根柢に横たわる法則性が今の所
直接な経験（計量）によって確定し得ないわけだから、その統計の
根柢に横たわる法則性の問題を無意味だと考えるなら、それは彼等
がはじめから一定の個々の場合に妥当する法則の定立をあきらめて
いるということによって人間の認識衝動に人工的制限を置くものと
いわれ、そうしたあきらめによって物理学の研究のはばまれる危険
があるというのだ。従ってまたそうした学者が一方あきらめを説い
ても、他方他の物理学者は、新しい独創的な思考実験、新しい思考
構成によって、そういった厳密な法則性が、ミクロ視的な領域にあ
っても、絶対的な直接計量不可能にもかかわらず、定立されて今
日計量し得ない事象が間接にどうにかして計量出来るようになるま
で、法則性の確立の努力を止めないであろうというのだ。

＊ 
i

　Hartmann, M.: Philosophie der Naturwissenschaften (1937) S. 26ff.【徳沢得二
訳『自然科学の哲学』大学書林】

　かようにエム＝ハルトマンでは物理学の研究にあって量子論の場
合でも先天的な因果性の範疇が前提されているので、その意味でシ
リックのような実証主義者、経験論者のとるところの因果法則の問
題を無意味とする立場と対立し、そしてまた一方その限り、因果の

i　底本ｐ 140 では脚注の対象＊が欠けているが、この直前の文章であろう。
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法則が将来確立し得はしないかというドゥビスラーフのいう蓋然論
理学的見解と通じているものだが、なおこの蓋然論理学的見解より
も先天的範疇としての因果性の前提をはっきり主張している点で、
もっと因果の法則の積極性を支持するものと見られよう。
　こうして来ると量子論の因果性の問題について対立した二つの見
解を見るわけだ。ところでこのどちらを採るか、あるいはなお外の
見解がとられるかに問題はかかって来るが、これの解決よりまえに
他の領域にあっての因果の法則を見ることにする。
　因果関係の不確定の示されるミクロ物理学の領域に対して、マク
ロ物理学、生物学、心理学の領域での因果性がどう見られるかの問
題だが、これについてこの領域での因果の法則も帰納法によって得
られるものと見る限りは、はじめに示されたドゥビスラーフの示す
二つの見解、蓋然論理学的見解と能動論的見解が可能のわけだ。そ
れは、これら二つの見解は帰納法一般についてのものとしてマクロ
物理学の因果の法則についても主張され得るからだ。そうするとこ
の領域でも理論的には積極的に因果の法則が認められないことにな
るわけだ。しかしこの消極的な見解に対してまた前と同様に積極的
な見解が実際にある。そしてミクロ物理学にあってさえ因果性の範
疇の前提を認めるエム＝ハルトマンによって、物理学的意味でいう
とマクロ物理学的な法則である理論生物学的因果法則の確定が主張
される。で、氏によれば、この法則は物理学の法則のように厳密に
数学的な性質をもたず、多くは質的に因果的性質のものではあるが、
厳密に確定されているというのだ

＊

。そこで問題は、この領域でもま
た、因果の法則の存立については量子論の場合と同様に見解の対立
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関係をもつことから出て来る。
＊　A. a. O. S. 34f.

　で、この問題を解くためには、こうした領域に属する因果性、因
果法則がなお他にどう見られているかを見ていくことが望まれよ
う。ところで、それを見ると、そこに現れる原因と結果の関聯につ
いて、従来考えられて来ているその関聯と本質的にちがうところが
見出されるのだ。
　レヴィーンは条件発生型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及びこれらの層の相互依存の仕方を示す
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を挙
げて、因果性の認識論的解明は、ａがあればｂがあるという第一の
形式の方にかかわるとする。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前後の盛られるものの本質的な意味と
しては、そのａとｂ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の出来ごとは、必ず一つの統一された出来ごとの非独
立な成分として解されるべきだとする。で、出来ごとの後から後か
らの続きは、根本的には時間的な続き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ごとの相属が示されるのだと
いうのだ

＊

。こうした因果概念が、なお氏によると、心理学的に体系
的と歴史的の二様にわけられる。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）がなぜ出来ごと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＝ f（ＰＥ）〔Ｂは出来ごと、
Ｐは人物、Ｅは環境〕によって答えられる。すなわち出来ごとは現



104

在の場面の力理的性質によるので、出来ごとの「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る、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、個人とその環境の歴史の分析によってしか得られないこ
とだ。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」に対させられる

＊ ＊

。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るが、今体系的因果性の概念
をとって見ても、それがＢ＝ f（ＰＥ）の函数関係によって示され
るように、原因と結果は互いに函数的関係にあり、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る。

＊　Lewin, K.: Gesetz und Experiment in der Psychologie, Sonderdrucke des 
Symposion Heft 5(1927) S. 407

＊＊　Lewin, K.: Principles of Topological Psychology (1936) S. 30

　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だろう。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ヴ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する。すなわち過程は、
ここでは、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、ここには「即事的な」そして「内
的な」力因が扱われていることを指示する。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
るというのだ

＊

。そこで因果性の問題はヴェルトハイメルにあっては
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予見の問題に関して来るわけだ。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
ている落下カーヴのその一小部分の予見の場合に扱われる力因の即
事的であることとか、内的であることとかいうのは、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だが、
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る

＊ ＊

。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
ーム的予見及び伝統的論理学の予見に対立した真に含意的な予見を
プレグナントな仕方で可能にするものであることがいわれるという
のだ

＊＊＊

。
＊　Wertheimer, M.: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt I. Psychol. Forsch. 
1(1922) S. 57 Anmerkung.

＊＊　Vgl. Wertheimer, M.: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II. Psychol. 
Forsch. 4 (1923) §VII u. §VIII.

＊＊＊　A. a. O. S. 330.

　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
性が得られる。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ところのも
のの、及び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
のものの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、一定種の多くの場合から共通な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
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ち因果の関聯が少くとも部分的見透しをもつものであることを示
す。すなわち一般に我々は、一つの出来ごとの「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ごとを認める
のだが、この符合は近接効果の法則による。そしてまたそこに時空
的な簡潔性、プレグナント性が与えられている。ここに現象的因果
性のゲシタルト能因が働くことが見られ、原因と結果は少くとも時
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
は結果の時間と場所に直接に直観的にはいり込んで、互に見透しが
つけられている。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
直接に直観的に入り込んで、原因と結果は互いに見透しがつけられ
る。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
ていない。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」されるというのだ

＊

。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の相属については、原因と結果の布置される
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だ。

＊　Vgl. Duncker, K.: Zur Psychologie des produktiven Denkens S. 76-82.

　こうして来ると因果性について原因と結果の関聯にはゲシタルト
能因の原理の働いていることが認められる。で、原因と結果は、一
つの統一された出来ごとの函数的関係に立つ互いに非独立な成分の
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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
る出来ごと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だ。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、一つの出来ごとにあってその中
に区別される一つ一つの出来ごととしての原因と結果とを時間的系
列にあってただ機械的につぎプラスつぎと継続し任意に結びつき得
るものとすることに反対なので、ヒューム的な経験論的見解を不適
切とするものだ。そうして因果性について経験論をとらないことは、
なお因果の法則が単なる帰納法によって得られるとしないことにな
るだろう。実際、上に見られた因果の相属関係はただ単なる経験的
な帰納法によっては得られない。単なる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
相属関係が得られるわけだ。
　因果性がこう見られるとすると、ここでさきに提出されたところ
の、物理学的な意味ではマクロ物理学に属する領域での因果性の可
能についての問題がどうなるだろうか。経験的に帰納法によって因
果の法則を考えて、それの理論的根拠が認められないとする能動的
見解も蓋然論理学的見解も斥けられなければならなくなるだろう。
そして因果性、因果法則が可能かの問題に対して、積極的な答が与
えられてその存立が認められて来るわけだ。しかしながらそうかと
いってエム＝ハルトマンの因果性が認められるのでは決してない。
含意的な因果性がただ経験論的な帰納的方法によるだけでは得られ
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ないで、ゲシタルト能因の原理によるといっても、それはあくまで
即事的でエム＝ハルトマンの主張するような、カントの意味での先
天的範疇、すなわちあらゆる経験的事実に前提されるところの、事
実から遊離した因果概念ではないわけだ。なおエム＝ハルトマンの
いう因果性にあって果して原因と結果が内的な関係に立つと見られ
ているだろうか。
　ところでこれはマクロ物理学の領域での因果性についての話だが
ミクロ物理学の領域にあっての因果性についてはさきに挙げられた
対立する二つの見解以外に触れることが出来ない

＊

。
＊　しかし、なおこの点について不確定性理論に対するケーレルの見解を見
ることは出来る（Vgl. Köhler, W.: The Place of Value in a World of Facts (1938) 
S. 183f.)

　つぎになお問題は、因果法則だけでなくもっとひろく自然法則に
ついてその妥当が理論的に少くとも現在の所不可能なのでないかと
いうことだが、これの解決に向かうためには、なおひろく自然法則
を見ていく必要があるが、これについては、今ここでは、ただ、上
に見られた含意的な因果法則に示されているところのいわば生産的
帰納法とでもいうべき、ゲシタルト能因の原理による部分的見透し
の仕方が、従来の帰納法、またそれによって起るドゥビスラーフの
見かけの問題としての帰納法の問題などに対して他の注目すべきい
き方であることを指示するに止める。
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Ⅴ . ヴィーン学団の論理学的
函数概念について（抄）

　ヴィーン学団の論理学は数学的論理学として函数、内容空虚、精
確な記号での計算、層の理論などという特質をもつ。このうちで変
数をもつ函数的関係がゲシタルト理論の論理学にとって意義のある
ものだ。
　一つの関係に立つ各項がその値を互に他の項との関係によって規
定されるという函数的関係は、伝統的論理学に見られない仕方、す
なわち、概念が、それを含む関係によって機能的に規定されるとい
う仕方を示すもので、これは、部分概念が、それを含む全体の論理
的関係によって機能的に規定されることを明らかにするゲシタルト
論理学にとって意義をもつものだ。
　そして、この函数の性質は、なお、論理計算学の真理表に見られ
るところの、あるいはイムプリシト定義といわれるものに見られる
ところのトートロギッシュな命題といわれるものに示される性質と
関係して見られる。すなわち、真理表にあって命題関係の価値は、
部分命題の価値が真であろうと、偽であろうと、それには関係なく、
変らないでおり、また、イムプリシト定義にあって公理、すなわち、
その定義の判断は、それに含まれる根本概念がどんな内容をもとう
と、それには関係なく、そのまま変らないでいるのだ。この場合に
見られるような函数的関係はトートロギッシュなのだ。それに含ま
れる項が変わってもその全体は等しいままでいるという。このトー
トロギッシュな函数的関係は、その内容空虚性は除いて、ゲシタル
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ト論理学に意義のある点をもつ。それは、この関係に、フォン＝エ
ーレンフェルスにあってゲシタルトの第二準則とされた移調可能性
に応じる性質を見ることが出来るからだ。移調可能性の例としてメ
ロディーが挙げられるが、これにあってはそれに含まれる個々の音
が別の個々の音に変わっても、その全体としての調子は等しいまま
であり得るものだ。
　また、├ .ｐ∨～ｐ（ｐは真あるいはｐは偽だと読まれる）とい
う論理計算学の式があるが、この式ではｐが真でかつｐは偽であり
得るということがいわれるが、この真と偽とだけを対立的に並列さ
せるに止まらない点ではこれを第四者拒斥の原理といわれるものに
関聯させて見ることも出来よう。それは、伝統的論理学にあっての
類に関する逆説を解決するために第四者拒斥の原理が是認されるこ
とになるのだが、この原理の意味するところは、一定の命題の真及
び偽のほかに第三の価値がある、従って真、偽の二値だけをしか認
めていない第三者拒斥の原理はただ極限の場合としてだけ妥当する
のだということだからだ。そして今、全体的機能関係をあらわすゲ
シタルト論理学にとっての意義を、こうした関係に見ることも出来
よう。
　以上では、ヴィーン学団の数学的論理学がゲシタルト論理学にと
って意義のある点が示された。しかし全面的にそれに意義を認める
わけにはいかない。ヴィーン学団の論理学にあっては一つの関係か
ら他の関係へのうつり行きにその不適切が見出される。そこに見ら
れる関係網での関係の規定され方や命題の導きだされ方に問題があ
るのだ。関係網では、各点はこれらを項として含む関係によって、
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それぞれその位置が規定される。例えば点Ａと点Ｂとはこの二点を
含む直接の関係ａによって、点Ｂと点 C とはこの二点を含む直接
の関係ｂによって、それぞれ規定される。ところがこの場合、ａか
らｂへのうつり行き乃至ｂからａへのうつり行き、いいかえれば、
二つの関係の関係ということになると、さきの点だけの場合とちが
って、ａとｂとを含むこの大きな関係によってａ、ｂまた A、Ｂ、
Ｃがそれぞれきめられていくというのでなく、ａとｂとがただ烏合
的によせ集められて、第二次の関係が下から構成されているに過ぎ
ない。また命題の導きだしの仕方にあっては、一つの命題の範囲の
中では、それに含まれる各項――これらはそれぞれまた小さい単位
の命題だが――が、その大きな命題の全体のなかにあって互いに函
数関係に立っているが、その大きな一つの命題から他の命題を導き
だす、その推論のうつり行きに際しては、その関係が機械的につけ
られていくに過ぎず、もはや、前提となる命題と導きだされる命題
との間にそれらを含む全体関係にあっての函数的関係が見出されな
い。こうしたところにヴィーン学団の論理学の不適切が見出されよ
う。
　論理学的項や関係の値は、一般には、ただそれだけできめられる
のではなく、それと相属する他の論理学的項や関係をも含む全体関
係によって見られ、そこに現れる函数的関係によって互に他の項乃
至関係とのかかり合いできめられるのだ。ただ極限の特殊な場合に
だけ、伝統的論理学にあってのように、ただそれだけで他の項乃至
関係と没交渉に扱われるのだ。この意味で、伝統的論理学に対する
ゲシタルト論理学の関係は、大ざっぱに言って、ユークリド幾何学
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に対する非ユークリド幾何学の関係――ユークリド幾何学は非ユー
クリド幾何学の特殊の場合として妥当する――に応じさせて見るこ
とが出来るといわれるのだ。
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Zum logischen Funktionsbegriffe des Wiener Kreises

Zum logischen Funktionsbegriffe 
des Wiener Kreises*

Der Verfasser ist seinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Max 
Wertheimer zu stetem Dank verpflichtet.

 Diese Arbeit beabsichtigt nicht so sehr eine blosse Vorführung der 
genannten beiden Logiken zu bieten als vielmehr in das Verständnis 
der Gestaltlogik** verglichen mit der Logik des Wiener Kreises*** 
einzuführen. (Unserer Studie könnte vielleicht eine Berücksichtigung 
der phänomenologischen Auffassung Husserls oder der pragmatistischen 
Theorie F. C. S. Schillers von Nutzen sein, allein da diese Theorien unserer 
Logik in ihrem Wesen weniger nahe stehen, sollen sie jetzt nicht in den 
Vordergrund treten.)

* Zuerst erschienen in „The Japanese Journal of Psychology “ Vol. X, No. 1, 1935 
unter den Titel „Logik des  ‚Wiener Kreises‘ und Logik der Gestalttheorie “
** Unter Gestaltlogik verstehe ich diejenige Auffassung der Logik, welche von der 
Gestalttheorie vertreten wird.
*** Unter Wiener Kreis verstehe ich die wissenschaftlich-philosophische Schule, 
welche u. a. vertreten wird von Schlick, Frank, Carnap sowie auch von andern 
hervorragenden Wissenschaftlern unserer Zeit.

Zuerst soll aber klar gemacht werden, was unter der Logik des Wiener 
kreises oder Wiener Logik zu verstehen und wodurch sie gekennzeichnet ist 
im Gegensatz zur traditionellen Logik.

Bekanntlich versteht man unter der Wiener Logik die Logistik; sie 
stammt von Leibniz und zählt unter ihren Vertreten u. a. Carnap. Diese 
Logik ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich dabei um den Kalkül mit 
mathematischen Symbolen handelt, mithin Exaktheit in Sprachgebrauch 
und Gedankengang wesentlich gefördert wird; besonders aber spielt die 
Funktionalität mit variablen und konstanten Zeichen eine höchst wichtige 
Rolle. Diese letzte Eigenschaft ist gerade das, was die Wiener Logik von der 
traditionellen Logik wesentlich unterscheidet.

Einige Hauptpunkte mögen uns die Theorie zum leichten Verständnis 
bringen u.a.: Wahrheitstabelle, inhaltsleere Tautologie, implizite Definition 
und der Satz vom ausgeschlossenen Vierten nebst, dem Relationsnetzwerk.

Was die Wahrheitstabelle anbelangt, sagt Carnap diesbezüglich 
Folgendes : “Diese Funktion hat also die Eigentümlichkeit; dass sie stets 
wahr ist, ganz gleich, welche Aussagewerte den Argumenten zukommen**. 
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Also das funktionelle Verhältnis zwischen den Aussagewerten von p,q 
und p ∨ q und denjenigen von p·)·p ∨ q bleibt immer dasselbe; d.h. die 
Aussagegruppe q·)· p ∨ q hat stets denselben Wert, Während der Wert 
jeder Teilaussage bald wahr bald falsch sein kann. Es handelt sich dabei um 
diejenige Beziehung zwischen Bestandteilen, welche jedem Teilinhalt nit 
gleich-eigenem Recht zukommen kann, etwa wenn bei einem Schluss,der 
Schlusssatz, “S ist P” aus den beiden Prämissen, “M ist P” und “S ist M” 
gefolgert wird. Es kommt hier überhaupt nicht darauf an, welche Bedeutung 
die Symbole S, M und P haben, sondern nur darauf, dass die drei Begriffe 
in den durch die Prämissen angegebenen Beziehungen stehen, welche 
vollkommen unabhängig sind vom Inhalt der Symbole S, M und P, worauf 
Schlick hinweist***.

* p, q bedeuten Variable, deren Werte Aussagen sind, bedeutet das Verhältnis 
von “oder”, ) das Verhältnis von Implikation, W Wahrheit und F Falschheit: z. 
B. die zweite Reihe der Wahrheitstabelle soll heissen: p sei wahr, q sei falsch, 
p ∨ q sei wahr und in diesem Fall ist q·)· p ∨ q wahr. Ueber die Bedeutungen 
dieser Symbole vgl. Carnap, R.: Abriss der Logistik (1929) ; Derselbe: Der 
logische Aufbau der Welt (1928) S. 135f. u. 150ff.; Dubislav, W.: Die Definition 3. 
Auflage (1931) S: 68.ff. Die formalistische oder Spieltheorie und Derselbe : Die 
Philosophie der Mathematik in der Gegenwart (1939) S: 2ff. Hilfsbetrachtungen 
aus der Logistik
** Carnap, R. : Abriss der Logistik S. 8
*** Schlick, M.: Allgemeine Erkenntnislehre 2. Auflage (1925) S. 33

Eine solche Funktion heisst nach Carnap eine “Tautologie.” Und diese 
ist, mach demselben Autor, inhaltsleer und teilt über das Bestehen oder 
Nichtbestehen der hier durch p und q bezeichneten Sachverhalte nichts mit*. 
Also in der Funktion der vorhin angeführten Wahrheitstabelle ist inhaltsleere 
Tautologie zu sehen. Noch allgemeiner, die Wiener Logik handelt, wie Hahn 
hrvorhebt, überhaupt nicht von irgendwelchen Gegenstanden, sondern nur 
von der Art, wie über die Gegenstände gesprochen wird; dies macht es klar 
am Satz vom Widerspruch und vom ausgeschlossenen Dritten, der z. B. auf 
Rotsein oder Nichtrotsein der Gegenstandsfarbe Anwendung findet. Durch 
solche Satze erfährt man von keinem einzigen, welche Farbe der Gegenstand 

p q p ∨ q q ·)· p ∨ q*

W W W W
W F W W
F W W W
F F F W

注：カルナップの "Abriss der Logistik" は『ゲシタルト学説における論理学の諸
問題』に部分収録しており、本論文参照箇所はそこに含まれている。
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hat, ob er rot ist, ob er nicht rot ist, noch auch sonst etwas. Sie besagen 
nur die Art und Weise, wie dem Gegenstande die Bezeichnungen rot und 
nicht-rot beigelegt werden. Solche Sätze, die lediglich eine Abhängigkeit 
in der Zuweisung der Bezeichnungen an den Gegenstand aussagen, sind 
tautologisch zu nennen.** Die logischen Sätze sind inhaltsleer, insofern sie 
im obigen Sinned tautologisch sind.

* Carnap, R.: Abriss der Logistik, S. 8 f.
** Hahn, H.: Logik, Mathematik und Naturerkennen (1933) S. 10ff.

Ein typischer Fall, wo sich diese Tautologie verkörpert, ist die 
sogenannte implizite Definition. Vie Dubislav zeigt, haben wir zwei Arten 
von Definitionen : die Definition im traditionellen Sinne oder die explizite 
Definition und die Gebrauchsdefinition oder die implizite Definition. Die 
letztere ist von der ersten unterschieden und charakterisiert dadurch, dass 
das zu definierende Zeichen von dem schon bekannten Zeichen nicht 
vollständig substituiert zu sein braucht, sondern bei der betreffenden 
Disziplin von den andern auch unbekannten Zeichen unvollständig zu 
bestimmen ist*. Es kommt dabei das betreffende Wissenschaftsgebiet, denn, 
wie Schlick bemerkt, sind bei der impliziten Definition die im gewöhnlichen 
Sinne undefinierbaren Grundbegriffe auf solche Weise einzuführen, dass 
sie den von ihnen handelnden Axiomen genügen, deren Gültigkeit streng 
verbürgt wird. Mit einem Wort, die implizite Definition ist die Definition 
durch Axiome oder Postulate**. Dieselben Axiomen können auf viele Fälle 
Anwendung finden, wo wieder die andern undefinierten Grundbegriffe 
eingeführt werden, welche den Axiomen genügen. Das ist die sogenannte 
Gebrauchsdefinition Es handelt sich hier um eine Funktion, welche bei der 
Wahrheitstabelle erklärt wurde: das betreffende Axiom bleibt dasselbe, 
unabhängig davon, welche verschiedenen Inhalte als Grundbegriffe in 
diese Disziplin eingeführt werden, vorausgesetzt, dass es innerhalb eines 
bestimmten Variabilitätsbereiches vorkommt.

* Vgl. Dubislav, W.: Die Definition S. 39 ff.
** Schlick, M.: Allgelmeine Erkenntnislehre S. 31
Jetzt gehen wir zu einer mit der impliziten Definition verwandten 

andern Definition über, die die nicht-prädikative Definition genannt wird 
und zu einem sehr interessanten Problem führt. Erinnern wir uns an den 
Begriff der Menge, welchen Cantor folgendermassen definiert*: „Eine 
Menge ist eine Zusammenfassung bestimmter wohlunterschiedener Objekte 
unserer Anschauung oder unseres Denkens ---- welche die Elemente der 
Menge genannt werden ----zu einem Ganzen.“ Bei der nicht-prädikativen-
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Definitionsweise sind die Elemente durch die betreffende Menge zu 
definieren, und diese durch jene. Aber diese Definitionsweise führt zu 
einer Paradoxie, insofern als dabei die beiden Termini, die Elemente und 
die Menge gleichstufig behandelt werden**. N sei die Menge aller Nicht-
Menschen. Das besagt 1. Jedes Element von N sei ein Nicht-Mensch. 2. 
Was nicht ein Mensch ist, sei Element von N. Da N selbst nicht ein Mensch 
ist, so kommt N wegen 2 unter den Elementen von N vor. M sei die Menge 
aller Mengen. Das besagt 1. Jedes Element von M sei eine Menge. 2. Jede 
Menge sei Element von M..Da M selbst eine Menge ist, so kommt M wegen 
2 unter den Elementen von M vor. Man muss auf diese Art von Paradoxie 
stossen, wenn man sozusagen nicht-pradikativ die Grundbegriffe definiert, 
obwohl man dabei der Gültigkeit der Disziplin gemäss,i innerhalb derer 
die Grundbegriffe Element und Menge bestehen, diese Definitionsweise 
bestimmt, wie das bei der impliziten Definition der Fall ist.

* Fraenkel, A.: Einleitung in die Mengenlehre 3. Auflage (1928) S. 4
** Vgl. Russell, B.: Einführung in die mathematische Philosophie, Deutsche 

Uebersetzung (1923) §13[Introduction to mathematical philosophy]
Woher stammt diese Schwierigkeit? Sie liegt am Grundprinzip, welches 

auch bei der Disziplin der nicht-prädikativen Definition gilt. Die oben 
genannte Paradoxie führ konsequenterweise zum Problem der Gültigkeit des 
Satxes[Satzes] vom ausgeschlossenen Dritten, dessen Gültigkeit bei dieser 
Definitionsart vorausgesetzt ist.

Es wird klar, dass man in Verlegenheit geraten muss, wenn man das 
Problem der Paradoxie bei Menge und Elementen einen Schritt weiter führt 
und noch immer Konsequenzen ziehen will, wie z.B. Menger andeutet*. 
Nämlich L sei die Menge aller Mengen, die nicht unter ihren eigenen 
Elementen vorkommen. Das besagt 1. Jede Menge, welche Element von L 
sei, komme nicht unter ihren eigenen Elementen vor. 2. Jede Menge, welche 
nicht unter ihren eigenen Elementen vorkomme, sei Element der Menge 
L. Daraus werden folgende zwei Schlüsse gezogen: I. Dass L unter den 
Elementen von L vorkommt, ist unmöglich. II. Dass L unter den Elementen 
von L nicht vorkommt, ist unmöglich. Der Beweis für I: Wenn L unter den 
Elementen von L vorkäme, so enthielte L L als Element, dh. eine Menge 
L, welche Element von L ist, kommt unter ihren eigenen Elementen vor. 
Dies ist mach 1 unmöglich. Der Beweis für II: Wenn L unter den Elementen 
von L nicht vorkäme, so wäre L nicht Element von L: Dies ist aber mach 2 
unmöglich. Unter der Bedingung, dass die Sätze I und II sowie derjenige 
vom ausgeschlossenen Dritten gelten, ist es merkwürdigerweise mit Recht 
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bewiesen, dass der Satz, I, komme unter den Elementen von L vor, weder 
wahr noch falsch ist. Denn dieser Satz ist nach I nicht wahr. Und anderseits 
ist der diesem Satz kontradiktorische Satz, L komme unter den Elementen 
von L nicht vor, nach II nicht wahr, und infolgedessen ist der erste Satz mach 
dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten nicht falsch. Mit einem Wort, der 
Satz, L komme unter den Elementen von L vor, ist weder wahr noch falsch. 
(Das gleiche ist der Fall mit den Satz, L komme unter den Elementen von L 
nicht vor.) Dies verstösst gegen den Satz vom ausgeschlossenen Dritten.

* Menger, K.: Die neue Logik, Krise und Neuaufbau in den exakten Wissenschaften, 
Fünf Wiener Vorträge (1933) S. 106

Die sogenannte nicht-prädikative Denition führt zur diesem Resultat, 
wo man mit sich selbst im Widerspruch steht. Logiker und Mathematiker 
haben sich den Kopf zerbrochen und versucht, sich von dieser Paradoxie zu 
befreign. Wie Russell durch Typentheorie, Hilbert durch Metatheorie und 
der mathematische Intuitionismus durch Entgeltung des formalistischen 
indirekten Beweises, so kommt die neue Logik Mengers zur Auflösung 
der Paradoxie, indem sie eine dritte logische Welt annimmt, in welcher 
ein Satz weder wahr noch falsch zu sein braucht, sodass nicht der 
Satz vom ausgeschlossemen Dritten, sondern sozusagen der Satz vom 
ausgeschlossenen Vierten gelten soll*.

* Vgl. Menger, K.: Die neue Logik.
Die logistische Formel, ├ . p ∨ ~p bei Carnap, welche wie folgt 

gelesen werden soll: „Es ist behauptet, die Aussage p sei wahr, oder auch 
die Aussage p sei falsch.“ dürfte etwa auch für dieses Gebiet eine gewisse 
Geltung haben. Wie Carnap sagt, ist das mit ∨ bezeichnete „oder“ das nicht-
ausschliessende „oder**“, d,h. die. Aussage p kann wahr und falsch sein, 
was in der allgemeineren Form lautet : ein Satz kann sowohl wahr und 
falsch sein. Dies dürfte zum Ausdruck bringen, was etwa dem Sinn des 
oben behandelten Satzes entspricht, welcher lautet : ein Satz ist weder wahr 
noch falsch, was bedeutet: ausser den beiden Welten, die miteinander im 
Widerspruch stehen, ist noch eine dritte logische Welt anzuerkennen.

** Vgl. Carnap, R.: Abriss der Logistik S. 6 u. 12
Ich habe oben versucht, zu schildern, wie man in der Funktionalität die 

für uns wesentliche Eigenschaft der Wiener Logik finden kann. Und diese 
Eigenschaft ist gerade das, worin der wesentliche Unterschied zwischen 
dieser Logik und der traditionellen Logik besteht. Wie man sofort merken 
kann, kommen bei der Wiener Logik diejenigen Momente in Betracht, 
welche bei der traditionellen Logik nicht berührt sind.
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Man könnte durch die implizite Definition niemals zum Schluss 
gelangen, der den betreffenden Begriff adäquat bestimmt. Sie ist unstatthaft, 
weil das Definiendum bei der Definition durch das Definiens vollständig 
bestimmt werden soll*. Weiter wäre es nach der traditionellen Meinung 
ausserordentlich merkwürdig, den Satz vom ansgeschlossenen Vierten 
anerkennen zu wollen, wozu die nichtprädikative Definition geführt 
wird. Indes ist wohl zu bedenken, dass das Wort „oder“ im Satz vom 
ausgeschlossenen Vierten nicht im gewöhnlichen disjunktiven Sinn als 
„entweder oder,“ sondern im nicht ausschliessenden Sinn als „oder auch“  
gefasst wird.

* Ueber das Ungenügende der Substitutionsvorschrift wie bei der expliziten  
Definition vgl. Dubislav, W.: Die Definition S. 34

Der Grund der Schwierigkeit der traditionellen Logik dürfte wohl in den 
Umstand zu finden sein, dass sie wesentlich stückhaft aufgebaut ist derart, 
dass die Begriffe miteinander bloss und-haft, summenmässig verbunden 
sind. So ist in dieser Auffassung der dynamische Zusammenhang, das 
funktionelle Verhältnis, in den jeder Begriff sich findet, eigentlich unerklärt. 
Es ist selbstverständlich, dass das Definiendum durch das unbekannte 
Definiens, welches seinerseits erst bestimmt werden muss, nicht ohne 
weiters bestimmt werden kann, solange man das eine zum andern bloss 
summativ hinzuzuführen versucht, ohne Rücksicht auf die Funktionalität des 
dynamischen Zusammenhanges, worin die beiden stehen.

Damit ist aber natürlich nicht gemeint, dass es sich bei der Wiener Logik 
hauptsächlich um diese Funktion handelt. In vielen andern Fällen geht diese 
Logik nicht über die traditionelle Logik hinaus, bleibt vielmehr dabei, bloss 
von der Summe des einzelnen logischen Gebildes zu handeln. In diesem 
Punkt kann man keinen Unterschied von der traditionellen Logik feststellen. 
In der Tat kann man der Wiener Logik wenigstens stellenweise den Vorwurf 
nicht ersparen, das innere, funktional-dynamische Verhältnis im logischen 
Ganzen nicht genügend zu berücksichtigen.

In betreff der Formalität zwischen der traditionellen und der Wiener 
Logik ist Folgendes zu bemerken : Wie die Inhaltsleere der Tautologie zeigt, 
ist die Wahrheitsform bei der Wiener Logik viel abstrakter als diejenige 
der traditionellen Logik, denn das logische Gebilde im traditionellen Sinne 
ist nicht so gebaut, dass Wahrsein und Falschsein jedes Bestandteilsatzes 
des Gebildes für die Gültigkeit dieses Gebildes nichts ausmacht. Die 
Formalitat der traditionellen Logik ist wohl abstrahiert zwar vom Inhalt, 
aber nicht so unabhängig von der Beschaffenheit des Gebildes wie hier. 
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In diesem Sinne ist die Form der Wiener Logik viel abstrakter. Aber man 
darf nicht ausser Acht lassen, dass diese Form auf der andern Seite doch 
bestimmter ist als diejenige der traditionellen Logik. Die Form der Logik 
des Wiener Kreises ist insofern bestimmt und funktionell, als hier der 
Wertbereich der Variablen in Frage kommt und demzufolge zwischen 
„inhaltsleer“ und „sinnlos“ unterschieden ist*. Ein Beispiel, das uns Carnap 
zeigt, macht diesen Unterschied klar: Bei einer Aussage, „Das Matterhorn 
ist ein Berg in Europa.“ ist ein Wort substituiert worden, das sich bei einer 
Aussagefunktion, „x ist ein Berg in Europa.“ befindet. Der Wertbereich für x 
ist aber hier der Bereich der physischen Körper und deshalb bringen uns alle 
Zeichen ausserhalb diese Bereiches eine sinnlose Aussage : „Mein Hunger 
ist ein Berg in Europa.“ ist also sinnlos, während „Dieser Bleistift ist ein 
Berg in Europa.“ eine falsche Aussage ist**. Weil die traditionelle Logik 
diese Unterscheidung unberücksichtigt lässt, muss sie die beiden Urteile, 
„Mein I Hunger ist ein Berg in Europa.“ und „Dieser Bleistift ist ein Berg 
in Europa.“ gleicherweise behandeld. Die Form der Wiener Logik sticht 
dagegen vorteilhaft ab, weil sie diese Distinktion am richtigen Orte einführt. 
Sie bietet auch noch den weiten Vortell, ihr Zeichen so zu wahlen, dass sein 
Wert das betreffende funktionelle Verhältnis bei der Aussagefunktion derart 
erfüllt, dass es wahr oder falsth sein kann.

* Vgl. Carnap, R.: Abriss der Logistik S. 9
** A. a. O. S. 4

Das oben genannte Kennzeichen, wodurch die Wiener Logik sich von 
der traditionellen Logik unterscheidet, ist zugleich auch zu einem gewissen 
Grade eine wesentliche Eigenschaft der Gestaltlogik. Die Funktionalität, 
welche bei der Tautologie der Wahrheitstabelle oder bei der impliziten 
Definition eine so grosse Rolle spielt, trägt zum Verstehen der Gestaltlogik 
bei. In der Tat, die Teile, seien es die Aussagewerte von p,q und p ∨ q, 
oder seien es die zu definierenden Grundbegriffe, sind derart labil, dass sie 
variieren können, während das Ganze, sei es der Wert von q·)·p ∨ q, oder sei 
es der ganze Definitionssatz bei der Gebrauchsdefinition, immer das gleicher 
bleibt*.

* Vgl. M. Wertheimers Vorlesungen über Logik, im Wintersemester 1932-33, in 
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität (Frankfurt a. m.)

Diese Eigenschaft, dass das Ganze unabhängig von jedem Teilinhalt 
gleich bleibt, erinnert uns an das zweite Kriterium der Gestalt. Denn 
bekanntlich zeigten v. Ehrenfels und Köhler disses zweite Charakteristikum 
der Gestalt, nämlich die Transponierbarkeit z.B. bei der Melodie*, sowie** die 
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andere der Transponierbarkeit ähnliche, Gestalteigenschaft, die sogenannte 
phänomenale Identität, cf. Ternus „Experimentelle Untersuchungen 
über phänomenale Identität.***“ Es handelt sich hier beispielsweise um 
Folgendes: Drei Punkte A, B, C in gleichen Entfernungen seien im derselben 
Reihenfolge wie Buchstaben exponiert. Dann wiederum drei Punkte B, C, 
D unter den gleichen Bedingungen. Versuchspersonen haben den Eindruck, 
die Punktgruppe A, B, C verschiebe sich in die Lage der Punktgruppe B, 
C, D, und zwar so, dass A zu B, B zu C und C zu D werden. Man kann 
hierzu bemerken, die Punktgestalt bleibe in beiden Expositionen die gleiche, 
während sie jedesmal aus andern Bestandteilen besteht.

* Köhler, W.: Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand (1923) 
S. 37

** Betreffs Begiehung[Beziehung] zwischen der impliziten Definition und 
Transponierung vgl. M. Wertheimers Vorlesungen über Logik, im Wintersemester 
1932-33, in  der I.-W.-G.-Universität

*** Ternus, J. Experimentelle Untersuchungen über phänomenale Identität
Die neue Logik Mengers setzt den Satz vom ausgeschlossenen Vierten, 

indem sie eine dritte logische Welt ausbildet, wie oben dargelegt wurde. 
Diese Anerkennung einer dritten Welt ist auf die Hilbertsche Metatheorie 
zurückzuführen ; sonach verhält sich die neue Logik Mengers zur 
traditionellen Logik wie die nichteuklidische zur euklidischen Geometrie. 
In dieser Hinsicht ergänzt die Gestaltlogik die Wiener Logik. Denn grob 
ausgedrückt, verhält sich die nichteuklidische zur euklidischen Geometrie 
wie die Gestaltlogik zur traditionellen Logik*. Im allgemeinen gilt der Sat 
der nichteuklidischen Geometrie und nur im Extremfall behälf der Satz 

der euklidischen Geometric seine Gültigkeit. Ein Beispiel möge uns das 
näher bringen: Wir haben folgende drei Formeln der Trigohometrie**.

* Vgl. Wertheimer, M.: On Truth S. 142 und auch seine Vorlesungen über Logik, 
im Wintersemester 1932-33, in der J.-W.-G.- Universität

** Vgl. Yoneyama, K.: Grundlagen der Mathematik I (1925) S. 82ff. (Japanisch)
sin α         sin β           sin γ
sin(a/k)       sin(b/k)       sin(c/k)

cos(a/k) sin(b/k) = sin(c/k) cos α + sin(a/k) cos(b/k) cos γ

cos(a/k) = cos(b/k) cos(c/k) + sin(b/k) sin(c/k) cos α

1. Wenn in diesen Formeln  1/k2>0 ist, dann haben wir die Formeln der 
Trigonometrie gemäss Riemann :

= =
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sin(a/k)         sin(b/k)         sin(c/k)
sin A             sin B           sin C

cos(a/k) = cos(b/k) cos(c/k) + sin(b/k) sin(c/k) cos A

sin(b/k) cos(a/k) = sin(a/k) cos(b/k) cos C + sin(b/k) cos A 

2. Wenn 1/k2=0 ist, dann ergeben sich folgende Formeln der 
Trigonometrie mach Euklid:

a              b                c
sin A          sin B         sin C

a2 = b2 + c2 - 2bc cos A
b = a cos C + c cos A

(3) Wenn 1/k2<0 ist, dann gelangen wir, Lobatschewskij folgend,zu 
diesen Formeln :

Sh(a/k)       Sh(b/k)         Sh(c/k)
sin A           sin B           sin C

Ch(a/k) = Ch(b/k) Ch(c/k) - Sh(b/k) Sh(c/k) cos A

Sh(b/k) Ch(a/k) = Sh(a/k) Ch(b/k) cos C + Sh(c/k)  cos A

Damit habe ich, ohne auf den Beweis einzugehen, bloss darauf 
hingedeutet, wie die Formeln der Trigonometrie bei diesen drei Arten von 
Geometrie von denselben bestimmten Formeln der Trigonometrie abzuleiten 
sind, je nachdem der Wert für 1/k2, grösser oder kleiner ist als Null, oder 
gleich Null ist, was Letzteres der Grenzfall ist zwischen den ersten beiden 
allgemeinen Fällen. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass die euklidische 
Geometrie nur ein Extremfall der nichteuklidischen Geometrie ist, deren 
Sätze allgemein gelten. Aehnlich ist das Verhältnis der traditionellen Logik 
zur Gestaltlogik, was auf dem Gebiete der Psychologie demjenigen der 
Assoziationspsychologie zur Gestaltpsychologie entspricht. Es handelt sich 
nämlich bei diesem Verhältnisse prinzipiell um dasjenige der stückhaften 
Undsummierung zur funktionellen Gestaltlichkeit. Wertheimer hat in 
einer seiner wichtigem Abhandlungen, „Untersuchungen zur Lehre 
von der Gestalt I. Prinzipielle Bemerkungen“ die Grundauffassung der 
Assoziationspsychologie nämlich die Assoziationsthese durch den Unterbau 
der Mosaik-oder Bündelthese scharf formuliert; demgegenüber bringt er 
dann seine Gestaltthese deutlich zum Ausdruck*. Er hat aber direkt vor 

= =

= =

= =
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dieser Gestaltthese eine zum richtigen Verständnis der Beziehung der 
Gestalttheorie gegenüber der stückhaften Auffassung bedeutungsvolle 
Bemerkung h inzugefügt  :  „Nur  se l ten ,  nur  unter  bes t immten 
charakteristischen Bedingungen, nur in sehr geringen Grenzen und vielleicht 
überhaupt nur in Annäherung liegt Und-Summenhaftigkeit wirklich vor ; es 
erweist sich als nicht adäquat, diesen Grenzfall als typische Grundlage des 
Geschehens aufzufassen.**“

* Wertheimer, M.: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt 1. Prinzipielle 
Bemerkungen, Psychologische Forschung 1 (1922) S. 48ff.

** A. a. O. S. 52
Wie durch diese Bemerkung klar wird, will die Gestalttheorie die 

Existenz undsummenhaftiger Fälle nicht überhaupt leugnen; vielmehr 
erkennt sie an, dass solche Fälle als Grenzfälle von allgeminen, typischen 
Geschehen, wo das Gegebene gestaltet ist; gelten. Ich möchte hier bloss 
darauf hinweisen, wie dem Axiom der Gestalttheorie allgemeine Gültigkeit 
zukommt, weil es den Satz der traditionellen Logik als seinen Extremfall 
in sich umfasst, im Sinne, dass jenes gestaltlich beschaffen ist, während 
dieser stückhaft ist. Man könnte ja mit dem oben genannten Satz vom 
ausgeschlossenen Vierten einen Schritt weiter gehen und annehmen, dass im 
allgemeinen der Satz vom ausgeschlossenen Vierten und nur im Extremfall 
der Satz vom ausgeschlossenen Dritten gilt, weil wir im letzten, Fall nur 
zwei Welten, Wahrheit und Falschheit, in ihrer stückhaften, blinden Und-
Summierung -haben, wobei infolgedessen das Ganze, hier eine dritte Welt, 
durch deren Bestehen der Satz vom ausgeschlossenen Vierten möglich wird, 
nicht zu finden ist.

Es ist also klar gemacht worden, inwiefern die Wiener Logik die 
Gestaltlogik fördert. Immerhin dürfen wir von der Wiener Logik nicht 
erwarten, dass es ihr schon gelungen sei, zu einer vollkommen einheitlich 
folgerichtigen Auffassung zu gelangen. Es ist zu betonen, dass die 
Gestaltlogik ihre Partnerin in manchen Punkten übertrifft. Wir wollen nun 
auf diese Unterschiede aufmerksam machen.

Wir haben schon das Problem der Formalität bei der traditionellen 
und der Wiener Logik berührt und sind zum Ergebnisse gekommen, dass 
die Wahrheitsformel der Wiener Logik im Vergleich mit derjenigen der 
traditionellen Logik einerseits inhaltsleerer, anderseits bestimmter ist. Wie 
steht es nun mit der Formalität bei der Gestaltlogik ? Was den funktionellen 
Wertbereich betrifft, so ist die Gestaltlogik einerseits bestimmter als 
die traditionelle Logik, andrerseits aber weniger inhaltsleer als sie. Die 
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Formalität der Gestaltlogik hat es sehr mit Anschaulichkeit und Wirklichkeit 
zu tun: der Begriff ist nach ihr individuell und konkret. Diese Konkretheit 
hängt mit der Funktionalität des logischen Begriffes zusammen. Ich 
will jetzt nicht auf dieses Thema eingehen, sonden bloss auf Zahlen und 
Zahlengebilde bei Naturvölkern hindeuten, wie dies Wertheimer in seiner 
Abhandlung „Über das Denken der Naturvölker“ erörtert*. Die Zahlen 
und Zahlengebilde bei Naturvölkern sind nicht so formal und vom Inhalt 
abstrahiert, dass sie beliebig auf irgendwelche Gegenstande Anwendung 
finden können, vielmehr ist das betreffende Material für ihre Anwendung 
insofern von Bedeutung, als sie die funktionellen Bestimmungen ihres 
Ursprungs z. T. beibehalten ; hier kommen mehrere Anordnungen in 
Betracht. Sie sind also inhaltsreicher und funktionsbestimmter**. Was die 
ausführliche Erläuterung dieser Frage durch Beispiele anbelangt, so wollen 
wir uns auf die oben genannte Abhandlung von Wertheimer verlassen. 
Indes wird es von Nutzen sein, an dieser Stelle noch einige Bemerkungen 
über die Anschaulichkeit des Begriffes einzuflechten ; wenn wir dies 
tun, so sehen wir ab vom Unterschied zwischen mathematischer Zahl 
und logischem Begriff, da diese Distinktion hier bei unserem Thema von 
geringer Bedeutung ist. Der Begriff ist mach der Gestaltlogik inhaltsreicher 
als bei der traditionellen Logik; Husserl steht nus[nur] hier insofern nahe, als 
er versucht, dem logischen Begriff eine ähnliche Anschaulichkeit wie der 
mathematischen Zahl zuzuschreiben***. Aber diesem Husserlschen Begriff 
fehlt es an allen funktionellen Bestimmuhgen, wohingegen die Gestaltlogik 
sowohl die Anschaulichkeit als auch die abstrakten Funktionalbezüge 
berücksichtigt****.

* Vgl. Wertheimer, M.: Über das Denken der Naturvölker, Zeitschrift für 
Psychologie 60 (1912) auch in Drei Abhandlungen zur Gestalttheorie (1925)

** A. a. O. S. 369
*** Vgl. Husserl, E.: Formale und transzendentale Logik, Jahrbuch für Philosophie 
und phänomenologische Forschung 10 (1929) 1. Abschnitt 2. Kapitel

**** Vgl. M. Wertheimers Vorlesungen über Logik, im Wintersemester 1932-33, 
in der J.-W.-G.-Universität

Wenden wir jetzt unsere Aufmerksamkeit einem andern Problemkreis zu. 
Worauf gründet sich der so merkwürdige Unterschied in den Auffassungen 
des Wiener Kreises einerseits und der Gestaltlogik andrerseits in betreff der 
Funktionalität, welche beim Bestimmen jedes Gliedes sub specie des Ganzen 
eine bestimmende Rolle spielt? Wie schon oben bei der impliziten Definition 
klar wurde, schlägt man bei der Wiener Logik den Weg von oben nach unten 
ein, wenn ein Bestandteil bestimmt werden soll: die Grundbegriffe sind 
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durch sie determinierende Axiome oder Disziplinen (unter der Bedingung, 
dass sie (die Grundbegriffe) diesen unterliegen,) zu definieren, ohne dass 
sie so im traditionellen Sinne schon vollständig bestimmt würden. Diese Art 
und Weise des Vorangehens scheint deshalb die einzig angebrachte zu sein, 
weil so allein die Grundbegriffe als Teile gefasst und durch die Axiome als 
einheitliche Ganzheiten bestimmt werden. Die Wiener Logik operiert indes 
noch einen Schritt weiter gehend mit zwei (oder mehr) Disziplinen oder 
zwei (oder mehr) Gruppen von Grundbegriffen ; hiermit fällt in die Augen, 
dass sie nicht mehr den Weg von oben nach unten einschlägt, sondern 
das grosse Ganze, welches die zwei Disziplinen ausmachen, hier derart 
modifiziert, dass jede einzelne Disziplin mit der bzw. den andern bloss 
bündelweise verbunden ist; infolgedessen ist das ganze Bezugsystem durch 
jede Einzelkenntnis von jeder betreffeden Disziplin für sich von unten her 
ausgebaut*. Es verhält sich z. B. mit zwei Gliedern wie mit 1 + 1; die bloss 
lose zusammenhängenden Einzelelemente und ihre Einzelverbindungen (im 
Gegensatz zur Totalstruktur); dies hat Koffka schon (auf den Gebiete der 
Psychologie der Wahlnehmung) prinzipiell dargelegt, indem er am Beispiel 
von zwei Strichen auf den Untersched zwischen blosser Undverbindung und 
übergreifender einheitlicher Totalgestalt aufmerksam macht**.

* Vgl. dieselben Vorlesungen
** Koffka, K.: Psychologie, Philosophie in ihren Einzelgebieten S. 531 f.

Beim Ableiten von Operationen z. B. beim Aussagenkalkül ist dieser 
Fehler begangen worden: man hat dabei in der Tat den Beweis der Lehrsätze 
durch die bloss ableitende. Anwendung, der Schlussregeln auf die formalen 
Grundsätze bzw. die Definitionssätze erbringen wollen*. Der Fehler ist 
indes nicht da zu suchen, wo es sich um die Relation zwischen Variablen 
innerhalb jedes einzelnen Definitions Grund- oder Lehrsatzes handelt, 
weil Variable sich zueinander so verhalten, dass sie sozusagen implizit 
wie bei der impliziten Definition im funktionellen Verhältnis miteinander 
stehen**. Wohl aber steht es anders mit der Relation zwischen Variablen 
in einem Satz, sagen wir mal, in einem Definitions- oder Grundsatz und 
denjenigen in einem andern, sagen wir mal, in einem Lehrsatz, indem es 
sich um den Uebergang von einem zu einem andern Satz handelt. Variable 
stehen in verschiedenen Einzelsätzen derart miteinander in Verbindung, 
dass jedes Glied stückhaft sich mit dem bzw. den andern verbindet, um 
so das ganze Gebilde von unten her zu konstituieren. Ein Beispiel soll die 
obige Ausführung erläutern. Wir haben einen Lehrsatz, worauf der indirekte 
Beweis beruht, der besagt, impliziere eine Voraussetzung ihr eigenes 
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Gegenteil, so sei sie falsch. Dieser Satz ist mach Carnap geschrieben in 
Form ├ : p)~p ·)·~p.***  Von diesem Lehrsatz wird der Beweis verlangt, der 
folgendermassen erbracht wird:

p)q = Df.~p ∨ q   (Definitionssatz)
├ : ~p ∨ ~p·)·~p   (von einem Grundsatz, wobei~p dem p substituiert 

ist.)
├ : p)~p·)·~p    (dem q im Definitionssatz~p substituiert, mit dem Erfolg, 

dass p)~p = ~p ∨ ~p; hiernach wird dem ~p ∨ ~p im zweiten Satz 
p)~p substituiert.****)

Der letzte Satz ist gerade derjenige Lehrsatz, welcher bewiesen werden, 
sollte.

* Vgl. Carnap, R.: Abriss der Logistik S. 12
** Vgl. a. a. O. S. 6f. u. 10f.
*** A. a. O. S. 12
**** A. a. O.

Wie oben erklärt wurde, gibt es allerdings diesen Zusammenhang 
beim Ableiten zwischen den drei genannten Sätzen, welcher den Beweis 
ermöglicht; indem p,~p, q, p)~p und ~p ∨ ~p einander substituiert werden. 
Aber dieser Zusammenhang ist leider nicht der innere, sondern der äussere, 
d. h. es fehlt bei ihm dasjenige Verhältnis zwischen jedem Satz, worin jede 
Variable funktionell miteinander derart steht, dass meinetwegen q durch ~p 
und wiederum ~p durch q mit Rücksicht auf nicht nur einen ganzen Satz, sei 
es Definitionssatz oder Grundsatz, sondern mit Rücksicht auf eine grössere 
Gestalteinheit der beiden Sätze substituiert wird; so würde der Schlusssatz 
├ :p)~p·)·~p gezogen, ähnlich wie beim Verfahren des Schlussprozesses 
im produktiven Denken; hier wird der Obersatz nicht durch die zufällige 
Uebereinstimmung jedes Mittelbegriffes bündelweise mit dem Untersatz 
verbunden, um den Schlusssatz zu ergeben. Nein, der Mittelbegriff im 
Syllogismus soll in dem Sinne eine Brücke zwischen S und P sein, dass er 
(M) vom Zusammensein zwischen M einerseits, S bzw. P andrerseits (S 
sei P) sinnvoll sachlich gefordert, seine natürlich berechtigte Stelle in der 
Gesamtstruktur einnimmt, so Wertheimer*.

* Vgl. Wertheimer, M.: Ueber Schlussprozesse im produktiven Denken, Drei 
Abhandlungen zur Gestalttheorie

Auch so stückhaft wie beim Uebergang von einem kleinen zu 
einem andern kleinen Ganzen ist das Verfahren beim sogenannten 
Relationsnetzwerksystem der Wiener Logik.

Dieses Netzwerk ist (wie Dubislav in bezug auf den zweiten Schritt zur 
Formalisierung der Logistik schildert) derart strukturiert, dass es sich aus 
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denjenigen Relationen herausbildet, die zwischen gewissen Gegenstanden 
bestehen, welche sich ihrerseits nur mach ihrer Stellung zu den Relationen 
voneinander unterscheiden ohne weitere Eigenmerkmale*. Carnap hat diese 
Metapher durch das Beispiel von Eisenbahnliniensystem illustriert**. Er 
denkt an ein solches Eisenbahnnetzwerk, wo jede Station, abgesehen von 
ihrem Namen nur als ein Punkt angesehen wird. Die Relationen zwischen

den Punkten bestimmen mithin, an welchem charakteristischen Ort im 
ganzen Relationstletwerk die einzelnen Stationen liegen bzw. inwiefern sie 
voneinander abliegen. M. a. W., alle Stationen im Eisenbahlnetzwerk stehen 
im tautologisch-funktionellen Verhältnisse zueinander. Die Verbindungen 
des Systemganzen bestimmen also ganz klar die einzelnen Punktlagen. 
Bringen wir eine Illustration. Die folgende Figur soil ein Eisenbahnnetzwerk 
mit zehn Balmstationen: O, A, B, C, D,､ E, F, G, H, I, dirstellen:

Jede Bahnstation ist nach ihrer Lage 
zu den andern Stationen charakterisiert. 
Also O ist durch 3 Relationen der ersten 
Stufe, 4 Relationen der zweiten Stufe und 2 
Relationen der dritten Stufe festgelegt.

A ist durch 3 Relationen der ersten 
Stufe, 2 Relationen der zweiten Stufe, 2 Relationen der dritten Stufe und 2 
Relationen der vierten Stufe determiniert.

 B ist durch 2 Relationen der ersten Stufe, 2 Relationen der zweiten 
Stufe, 3 Relationen der dritten Stufe und 2 Relationen der vierten Stufe 
eindeutig bestimmt***.
Aehnlich verhält es sich mit den noch übrigen Bahnstationen.

* Dubislav, W.: Die Definition S. 70
** Vgl. Carnap, R.: Der logische Aufbau der Welt S. 17f. und M. Wertheimers 
Kolloquium über Probleme der Logik und Vorlesungen über Logik, im 
Wintersemester 1932-33, in der J.-W.-G.-Universität

*** Vgl. dasselbe Kolloquium und dieselben Vorlesungen.
Hier wird also das Relationsnetzwerk der Teile vom Ganzen her 

bestimmt. Dieselbe Bestimmungsweise der Teile durch das Ganze liegt 
auch beim Verfahren des Beweises eines Lehrsatzes vor. Das haben wir 
schon oben erklärt. Infolgedessen ist auch bei diesem Netzwerk der gleiche 
Fehler begangen worden, wie bei der Ableitung des Beweises für den 
betreffenden Lehrsatz. Der Fehler liegt darin, dass jeder Punkt bloss auf 
seine primäre, unmittelbare Relation bzw. Relationen zu den unmittelbar 
benachbarten Punkten hingebracht wird, ohne dass aber seine volle, 
allseitige Determinierung durch das Strukturganze berücksichtigt wird. 
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Das Funktionsverhältnis der Einzelpunkte zu ihrer Umgebung ist bei der 
gegnerischen Theorie nur stückhalt und summenmässig (1+1+...) relativiert, 
ohne dass die Totaleinheit der Gesamtrelationsgestalt in Betracht gezogen 
worden wäre.

Das Mangelhafte dieser Bestimmungsweise ohne den Gesichtspunkt 
„vom Ganzen her“ wird offenbar, wenn man beispielsweise zwischen den 
Punkten A und A’ in den beiden folgenden Figuren einen Unterschied machen 

will. Nach der obigen Bestimmungsweise wäre A durch 4 Relationen der 
ersten Stufe und 2 Relationen der zweiten Stufe (oder 2 Zwischenrelationen), 
A’ durch 4 Relationen der ersten Stufe und 2 Relationen der zweiten Stufe 
(oder 2 Zwischenrelationen) eindeutig festgelegt*. Solange wir bloss die 
Carnapsche Bestimmungsweise gebrauchen, müssten wir hieraus folgern, A 
und A’ seien identisch. Aber wie bei den beiden Figuren klar ist, darf A nicht 
mit A’ verwechselt werden. Die Verwechselung wird dann vermieden, wenn 
A und A’ nicht nur durch die Einzelrelationen aller Stufen, sondern vor allen 
durch die Totaldeterminierung (welche aus der Strukturganzheit als solcher 
ersichtlich wird) bestimmt werden. Die Totalfestlegung des Strukturganzen 
zieht also nicht nur die Relationsfunktionen der ersten Stufe in Betracht, 
sondern hauptsächlich ihre Verbindungen mit den Relationen der andern 
Stufen, wobei diese Verbindung vom Ganzen her allseitig erschaut wird.**

* Vgl. a. a. O.
** Über das Verhältnis der Relation vgl. Wertheimer, M.: Zu dem Problem der 
Unterscheidung von Einzelinhalt und Teil, Sonderabdruck aus Zeitschrift für 
psychologie 129 (1933) S. 354 und sein Kolloquium über Probleme der Logik 
und seine Vorlesungen über Logik, im Wintersemester 1932-33, in der J.-W.-G.-
Universität

Der Mangel der Bestimmungsweise des Punktes beim Relationsnetzwerk 
oder der Ableitungsweise des Satzes beim Beweis liegt also daran, dass man 
jede Relation oder jeden Satz bloss einzeln für sich summativ betrachtet, 
dagegen den grossen gestaltlichen Zusammenhang beim Uebergang von 
einem Glied zu einem andern ausser Acht lässt.

Diese bloss summenhafte Art und Weise, die einzelnen Elemente zu 
bestimmen, (woraus der oben gerügte Fehler resultiert) erinnert uns an G. 
A. Müllers Komplextheorie, wonach die Teile, wie z. B. die Punktpaare 
AB, CD, FF bei der Figur �　 �　 � , durch den Kohärenzfaktor 
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zusammenzufassen wären*. Der Vergleich dieses Faktors mit dem von 
Wertheimer sogenannten Faktor der Nähe** belehrt uns, (abgesehen davon, 
dass bei diesen Faktoren vom Zusammensein bzw. Getrenntsein der Teile 
im Ganzen auf dem Gebiet der Psychologie der Wahrnehmung die Rede 
ist wie die obige mangelhafte Bestimmungsweise bei der Wiener Logik 
durch unsere adäquatere Bestimmungsweise zu ergänzen ist. Man sieht 
bei der obigen Figur jedes Paar AB, CD, EF zusammengefasst und jedes 
andere Paar (A), BC, DE, (F) getrennt. Dieses Ergebnis wurde mit den 
Kohärenzfaktor erklärt, indem die Eindrücke des Zusammenseins mit 
Leichtigkeit kollektiv aufgefasst werden sollen. Wie man aber gleich merken 
kann, würde so jedes Punktpaar allein für sich zusammengefasst, ohne dass 
das ganze Verhältnis der Figur in Betracht gezogen würde. Tatsächlich aber 
wird nicht bloss jedes Paar für sich isoliert, sondern vor allem als Glied der 
ganzen Punktreihe erschaut; Wertheimers Faktor der Nähe wird also von 
Müller vernachlässigt***.

* Vgl. Koffka K.: Psychologie S. 544ff.
** Vgl. Wertheimer, M.: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt ll., Psychol. 
Forsch. 4 (1923) S. 304ff.

*** Vgl. Koffkas Bemerkung, die lautet: “Die gleichen Tatsachen werden von 
beiden Standpunkten aus verwertet, aber in sehr verschiedener Weise:, Nahe 
beieinander befindliche Objekte drängen sich leichter in Verbindung, miteinander 
der Aufmerksamkeit auf als durch grössere Abstände voneinander getrennte 
‘(G. E. Müller). Die Zusammengefasstheit der einzelnen Glieder einer Gestalt 
resultiert--ceteris paribus--im Sinne des kleinen Abstandes, (Wertheimer) Ferner: 
Die erste Anschauung kann nicht mehr tun, als nacheinander die verschiedenen 
bisher festgestellten, ,Kohärenzfaktoren’ aufzählen, die zweite sieht aber nicht 
eine Summe ganz verschiedenartiger Wirkungen, sondern in jeder einzelnen den 
Ansfluss eines sehr allgemeinen Prinzips. (Koffka, K.: Psychologie S. 545)

Dieser Unterschied zwischen dem Kohärenzfaktor und dem Faktor der 
Nähe dürfte demjenigen zwischen der Bestimmungsweise der Teileinheit der 
Wiener Logik und derjenigen der Gestaltlogik entsprechen. Der Weg von 
oben nach unten sollte bis zum Ende durchgeführt werden*.

* Aber hier sei auf folgendes aufmerksam gemacht: Obwohl die 
Methode von oben mach unten bis zum Ende durchgeführt werden soll, 
ist m. E. damit nicht immer gemeint, dass das grösstmögliche Ganze 
in Betracht gezogen warden soll. Vielmehr ist der Weg von oben nach 
unten nur innerhalb einer bestimmten Grenze, wodurch die betreffende 
Situation eine angemessene Geschlossenheit erhält einzuschlager, 
sodass die noch weitergehende Ganzheit nicht direkt in Frage kommt.
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Da es sich, wie oben erklärt worden ist, um ein logisches Gebilde als 
einen Teil in einem grösseren logischen Gebilde handelt, kommt es vor, 
dass ein Satz verschiedene Sinne hat, je mach dem Ort des Satzes in der 
betreffenden Situation. M. a. W., ein bestimmter Satz in einer bestimmten 
Situation, in eine andere bestimmte Situation eingeführt, also mit einem 
andern bestimmten Satz in Zusammenhang gesetzt, findet seinen eigenen 
primären Sinn bzw. Wert* verändert vor. Ein Beispiel möge uns das näher 
bringen: Ein Kind will ein Stück Schokolade, welches in einiger Entfernung 
vor ihm liegt, ergreifen; allein ein Hindernis, nämlich ein grosser Tisch 
trennt es vom Ziel seiner Wünsche. Es kann also die Schokolade nur auf den 
Umwege um den Tisch herum, erreichen. Würde nur die Situation Kind-
Schokolade berücksichtigt, so wäre man versucht zu urteilen, der Umweg 
des Kindes sei unzweckmassig. Indes ein Ueberblick der Totalsituation des 
Kindes, also das Aufmerksamwerden auf das Hindernis (Tisch) führt uns zu 
dem richtigen Urteil: „Das Kind verhält sich doch zweckmässig.**“ Was ist 
in diesem Fall geschehen? Das erste Urteil behauptet die Unzweckmässigkeit 
des kindlichen Verhaltens wegen seines Umweges; das zweite Urteil dagegen 
über den vollen Sachverhalt bejaht die Zweckmässigkeit seines Verhaltens. 
D. h. ein Satz in einer Situation bekommt einen andern, manchmal sogar 
einen gegensätzlichen Sinn bzw. Wert je nach seinem Zusammenhang mit 
dem Totalbefund***.

* Über dieses Problem der Wahrheit vgl. Wertheimer, M.: On Truth
** Hierfür vgl.  K. Lewins  Vorlesungen über Kinderpsychologie, im 
Wintersemester 1931-32, in der Friedrich-Wilhelms-Universität (Berlin). Für ein 
ähnliches Beispiel von Menschenaffen vgl. Köhler, W.: Intelligenzprüfungen an 
Anthropoiden (1917)
*** Vgl. Wertheimer, M.: On Truth

Man soll bei der Begriffslehre auch von einem gleichen Problem handeln. 
Um auf dieses Problem einzugehen, wollen wir uns dem Schlussprozesse 
bei modus barbara zuwenden und betrachten, wie die Begriffe, Ober-
, Unter- und Mittelbegriff, zueinander in Beziehung stehen. So kann die 
Frage, ob der Unterbegriff S der Oberbegriff P sei, zur Auflösung gebracht 
werden. (cf. Wertheimer*) Es soll sich hier aber hauptsachlich um die Rolle 
des Mittelbegriffes M handeln; M steht mit S oder P oder beiden derart im 
funktionellen Verhältnisse, dass seine Rolle je mach dem Zusammenhang 
mit den andern Begriffen eine verschiedene ist. Damit ist gemeint, dass M 
in M-P eine andere Funktion ha als M in S-M**, oder M in S-M-P. Dies wird 
folgendermassen schematisiert:

M in M-P = tM
M,p  (M als Teil im Ganzen M, P)
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M in S-M = tM
S,P(M als Tell im Ganzen S, M)

M in S-M-P = tM
S,M,p (M als Teil im Ganzen S, M, P)

Also jedes M hat einen andern Sinn je mach der betreffenden 
Ganzheitssituation***. Dies besagt, der Begriff M im Zusammenhang mit 
P in der Situation M-P bekomme eine andere Funktion, wenn er aus dem 
Zusammenhang mit S bzw. mit S, P in eine andere Situation S-M, oder 
S-M-P hineingeführt wird.

* Vgl. Wertheimer, M.: Über Schlussprozesse im produktiven Denken
** Vgl. M. Wertheimers Kolloquium über Probleme der Logik, in Wintersemester 
1932-33, in der J.-W.-G.-Universität

*** M ist aber im grossen Ganzen dasselbe, sei es in M-P, oder sei es in S-M und 
nur als Teile in diesem grossen Ganzen sind beide M verschieden, was sich etwa 
folgendermassen schematisieren lässt:

tM
P,M   tM

S,M

tS,M.P   tS,M,P

Diese Relativität der Rolle des Begriffes führt, wenn man konsequent 
bleibt, zu einer bedeutungksvollen[bedeutungsvollen] Schwierigkeit, die 
überwunden werden muss. Wir verstossen nämlich gegen die bekannte 
Regel des Syllogismus: der Mittelbegriff darf innerhalb eines Syllogismus 
seinem Sinne mach nicht mehrdeutig sein, sondern er soll unabhängig von 
der Umgebung immer derselbe bleiben, sei es im Obersatz, oder sei es im 
Untersatz. Der Mittelbegriff kann aber bei der Gestaltlogik nicht derselbe 
bleiben, insoweit es sich um die Abhängigkeit des M von seiner Situation 
handelt. Obschon hier von der Regel der traditionellen Logik und nicht 
der Gestaltlogik die Rede ist, kann man doch jeden Verstoss degen sie 
vermeiden.

Man kann aber diese Schwierigkelt beseitigen, wenn man erwägt, dass 
sie es mit dem Begriff der Identität zu tun hat, und unsere Auffassung des 
Satzes der Identität ins Auge fasst. Letztern formulieren wir schematisch 
A1 ≡ A2, was bedeutet: Beide, A1 und A2, welche, wie der Buchstabe mit 
Ziffer zeigt, voneinander verschieden sind, bleiben doch dasselbe*. Also 
das eine M ist mach diesem Satz der Identität dasselbe wie das andere von 
diesem M verschiedene M. Auf diese Weise braucht man nicht mehr der 
Mehrdeutigkeit des Begriffes M bezichtet[bezichten] zu werden, von dessen 
vielfachen Funktionen hier die Rede ist.

* Vgl. M. Wertheimers Vorlesungen über Logik, im Wintersemester 1932-33, in 
der J.-W,-G.-Universtät

Es ist somit gezeigt worden, worin die wesentliche Eigenschaft der 
Gestaltlogik liegt, durch die sie sich sowohl von der traditionellen als auch 
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sogar von der Wiener Logik unterscheidet. Während selbst diese Logik sich 
noch nicht vollkommen davon befreit hat, jedes logische Element stückhaft 
für sich zu behandeln und in Bündelsummation miteinander zu verbinden, 
was bei der traditionellen Logik der Fall ist, wird bei der Gestaltlogik jedes 
logische Element als Teil im ganzen logischen Gebilde betrachtet und ins 
funktionellen Verhältnis zueinander gesetzt.

Zum Schluss möchte ich die Leser noch einmal darauf aufmerksam 
machen, dass wir die Gültigkeit der Satze der Wiener Logik, sowie der 
traditionellen Logik, nämlich insofern sie die sogenannte Mosaik-und 
Assoziationsthese als Grundlage voraussetzen, nicht gänzlich ausschliessen, 
sondern sie insofern innehmen, als diese Sätze als Extremfälle der 
gestaltlogischen Sätze, welche allgemein gelten, berechtigt sind. In diesem 
Sinne sind die Sätze der Gestaltlogik prinzipiell so umfassend, dass 
diejenigen alter andern oben genannten Logiken darin eingeschlossen 
sind. Damit ist aber nicht gemeint, dass die Satze der Gestaltlogik in jeder 
Hinsicht allumfassend wären und insofern diejenigen aller andern oben 
genannten Logiken in sich enthielten. In der Tat sind die Behauptungen 
der Gestaltlogik nur in einem gewissen Sinne allumfassend, dies aber 
ist die prinzipielle, wesentliche, entscheidende Hinsicht: wir meinen 
die funktionelle Gestaltlichkeit im Gegensatz zur stückhaften Und-
Summenhaftigkeit. Von allen andern Eigenschaften, welche im Vergleich mit 
unserer genannten Rücksicht von bloss sekundärer Bedeutung sind, wollen 
wir absehen.
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