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はじめに（１）
本発表の⽬的：

19世紀から20世紀初頭にかけての所謂「数学基礎論」論争
を念頭にそこに「新カント学派」が参与し得る可能性を、
諸問題の整理を通じて検討し、通説の拡張を試みる。

「数学基礎論」論争の通説：
ラッセル論理主義／ヒルベルト形式主義／ブラウワー直観主義

(+α フレーゲ、C・S・パース、ポアンカレ、フッサール現象学 …)
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はじめに（２）
• Neo-Kantianismという問題
• Beiser (2014)の「起源」（フリース、ヘルバルト、ベネケ）
• 所謂「カントに還れ！」の60年代（リープマン、ツェラー、ランゲ）
• 「学派」：⻄南、マールブルク、新フリース主義、ベルリン

• フーコーの解釈：「新カント派」(néo-kantien)に対して
「このタームによって指⽰されていること、それは「運動」や哲学的
「学派」以上に、⻄洋思想はカントによって据えられた断絶を乗り越え
ることが不可能だった件である。新カント主義(le néo-kantisme)（この
意味で、我々はみな新カント派であるが）、それはこの断絶の必然性を
再発⾒し、全体の規模を測るために、この断絶を蘇らせようと絶えず繰
り返される命令である。」（Foucault 1966, 574）
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はじめに（３）
「新カント学派」の範囲

→ 本発表では「マールブルク学派」と「⻄南学派」に限定

• マールブルク学派
H・コーヘン ̶ P・ナトルプ ̶ E・カッシーラー

• ⻄南学派（バーデン学派）
W・ヴィンデルバント ̶ H・リッケルト
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本発表の展開
1. マールブルク学派の基本発想

̶̶Wissenschaftの意味の検討
2. マールブルク学派の「論理主義」

1. 記号論理学的「論理主義」との関係
2. 超越論哲学と認識という視座

3. ⻄南学派の数学論
1. リッケルトの数学論
2. ヴィンデルバントの「相等性」

4. まとめ
5. 参考⽂献

Wissenschaftを「科学」に限定
せず、視野をより広く設定する

「論理主義」の意味を通じて、
同時代の数学の基礎づけ

ネットワークに参与させる

マールブルク学派の検討に、
⻄南学派の数学論が関与してくる

ことを⽰す
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1. マールブルク学派の基本発想
̶̶Wissenschaftの意味の検討



1. マールブルク学派の基本発想
̶̶Wissenschaftの意味の検討

【通説的理解】
・⻄南学派 → ⽂化・歴史学の基礎づけ
・マールブルク学派 → 数学・⾃然科学の基礎づけ

実際この学派の中では、「⾃然科学」(Naturwissenschaft)や
「精密科学」(exakte Wissenschaft)といった表現は頻出する。
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「（⾃然）科学的哲学」(scientfic philosophy)と⾔ってよいか？

「数学・⾃然科学に《偏重》した哲学」と⾔ってよいか？



1. マールブルク学派の基本発想
̶̶Wissenschaftの意味の検討

• 19世紀から20世紀初頭にかけての”Wissenschaftlichkeit”
「ここでいう「学問／科学」〔ヴィッセンシャフト〕は、「哲学」とは根
本的に異なる意味で理解されなければならない。なぜなら、当時の⼈々の
確信によれば、この時代の徴表である科学性〔ヴィッセンシャフトリヒカ
イト〕は、ドイツ観念論哲学から離反するプロセスにおいて、ドイツ観念
論哲学が学問性〔ヴィッセンシャフトリヒカイト〕の権利を独占してきた
ことに対抗するなかではじめて勝ち取られねばならなかったものだからで
ある。」（シュネーデルバッハ 2009, 94）

→ Wissenschaftの多義性（学問／科学）

Ø とはいえ、完全に「科学」に限定してよいかは議論の余地がある。
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1. マールブルク学派の基本発想
̶̶Wissenschaftの意味の検討

• ターミノロジーの複義性
「カッシーラーが「連続」(continuous)、「結合」(connection)、「多様
体」(manifold)といった⽤語を、単に厳密な数学的意味においてだけでな
く、メタフォリカルな意味においても⽤いていることを注記しておこう。
そうした哲学的科学的概念の使⽤は、カッシーラーの哲学キャリア全体を
通じた彼の思考の典型であった。」(Mormann & Katz 2013, 242)

ex.「機能／関数」(Funktion)、「秩序／整然／序(数)」(Ordnung)

→ 「学」(科学／学問：Wissenschaft)にも⾔い得るコンテクスト横断性。
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1. マールブルク学派の基本発想
̶̶Wissenschaftの意味の検討

• ライプニッツ「普遍学」としてのWissenschaft
「我々が「科学」と称しているものも実は「サイエンス」「ウィッセンシャ
フト」「シアンス」においては必ずしも同⼀ではない。それぞれの背後にそ
れぞれの「哲学」をもっている。「サイエンス」はベーコン的な⼈間論的＝
実践的性格を、「ウィッセンシャフト」はライプニッツ的な普遍学的性格を、
「シアンス」はデカルト的な知性的性格を、それぞれのニュアンスとして
もっている。」(下村 1988, 155)
「かくして百科学の形成はすべての学問に適⽤し得る普遍的⽅法を予想し、
それの確⽴の後に実現され得る。この全学問の普遍的⽅法たるべきものがラ
イプニッツの「普遍学」(Scientia generalis)である。〔……〕普遍学は本来
数学を模範とし、あるいはむしろ数学的⽅法の⼀般化であり、普遍数学
(Mathesis universalis)である。」(下村 1989, 84)
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1. マールブルク学派の基本発想
̶̶Wissenschaftの意味の検討

• ライプニッツとの共鳴
「しかし、まさにライプニッツも⼤抵はLogikの過⼤評価に苛まれており、
Logikは彼にとってはア・プリオリな理性の典型として、かつまた唯⼀の審
級として⾒なされている。
〔……〕彼はLogikの法則を直接に、かつそれ⾃体として、数学の問題へと
押し拡げるという誤りを犯している。しかしそれでも、それをもって彼は
LogikとWissenschaftの連関を彼の哲学の問題として、そしてあらゆる哲学
の問題として主張し、強調している。」(Cohen 1883, 4)

コーヘンの批判の要点→ 論理法則をそのまま数学に敷衍するのは×
コーヘンが賛同する点→ LogikとWissenschaftの連関というプロジェクト

11/27

単なる「⾃然《科学》」の意味に収まらない「普遍学」



2. マールブルク学派の「論理主義」
1. 記号論理学的「論理主義」との関係
2. 超越論哲学と認識という視座



2. マールブルク学派の「論理主義」
1. 記号論理学的「論理主義」との関係

• ⽥辺 元：⻄南学派以上に「論理主義」(⽥辺 1963, 300)
• 和辻哲郎：コーヘン＝「論理主義の⾸領」(和辻 1963, 551)

↕
• フレーゲ：(Frege 1885, 325)
「ところで私は、もしかすると私の不⼗分な理解が⼗全な評価を妨げているかもしれない
という可能性を、完全に拒絶するつもりはない。それでも私は、私⾒(Meinung)における
書評をあえてする。それは、解明的で著者に歓迎されるかもしれない思想の交換を引き起
こすためであり、そして最も思わしくない場合には、全然明晰なことで際⽴っておらず、
ときどき⾮論理的(unlogisch)とさえ⾔えるほどのコーヘンの書き⽅によって私は許される
と思うからである。」
→論証的という意味では、コーヘンの書き⽅は必ずしも「論理的」ではない。

マールブルク学派はどのような意味で「論理主義」なのか？？
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2. マールブルク学派の「論理主義」
1. 記号論理学的「論理主義」との関係

• 数学基礎論上の「論理主義」 記号論理学(Logistik)
G. フレーゲ → B. ラッセル ／ L. クーチュラー

• 近代ライプニッツ研究「ライプニッツ・ルネサンス」cf.池⽥ 2018, 10

• ラッセル『ライプニッツ哲学の批判的解説』(1900)
(Bertrand Russell, A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz)

• クーチュラー『ライプニッツの論理学』(1901)
(Louis Couturat, La Logique de Leibniz)

• カッシーラー『ライプニッツの体系』(1902)
(Ernst Cassirer, Leibniz' System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen)
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2. マールブルク学派の「論理主義」
1. 記号論理学的「論理主義」との関係

カッシーラー「カントと近代の数学」(1907)

• 記号論理学（ラッセル／クーチュラーへの批判）
「数学の定義が純粋直観に由来するということ、このことはここ
では単に、数学の定義が形式論理の「論証的」概念のように様々
な内容の数多性からその共通徴標として抽象されるのではなく、
むしろ構成という⼀つの完全に規定された固有の作⽤のうちに、
その根源をもつことを意味するにすぎない。」(Cassirer 1907, 
32-33)

→ カント的「純粋直観」は数学の定義に⽤いられる諸概念を
抽象するための《源泉》ではない。
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2. マールブルク学派の「論理主義」
2. 超越論哲学と認識という視座

数学基礎論上の論理主義 超越論哲学の論理主義

数学

論理学⼼理学
経験主義数学

（J・S・ミル）

数学

論理学
・形式論理学

・超越論的論理学

「批判哲学が求めるもの、批判哲学が要求しなければならないもの、
それは対象認識の論理学(eine Logik der gegenständlichen Erkenntnis)
である。」（Cassirer 1907, 44）

記号論理学
（ラッセル、

クーチュラー）
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2. マールブルク学派の「論理主義」
2. 超越論哲学と認識という視座

• マールブルク学派の「論理主義」の⼆重性

１ ⼼理主義・経験主義 ↔ 論理主義
（フッサールが『論理学研究』で取り上げたような意味で）

２ 記号論理学的論理主義 ↔ 批判哲学的論理主義
（命題の論理関係だけでなく、構成を含めた超越論哲学の視野）
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3. ⻄南学派の数学論
1. リッケルトの数学論
2. ヴィンデルバントの「相等性」



3. ⻄南学派の数学論
1. リッケルトの数学論

⻄南学派の意義→ 「⽂化」「歴史」の基礎づけ

【確実なこと】
1. リッケルトが数学の基礎に関する論⽂を書いていること
2. この論⽂での主張をめぐって、マールブルク学派のナトルプ

との間に⼩規模の論争が⽣じたこと
→ マールブルク学派の参与が認められるなら、そこには同時に
リッケルトが想定されなければならない！

「⻄南学派の数学論」なんてものを想定することができるのか？？
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数学の対象 : 数 (Zahl)純粋論理学の対象 : 或るもの(Etwas)

3. ⻄南学派の数学論
1. リッケルトの数学論

• 「⼀者、統⼀及び⼀」(1912)

と
(Und)

⼀者
(das Eine)

他者
(das Andere)

＝
(Gleich)

1
die Eins

1
die Eins

統⼀(die Einheit) ⾜し合わされると２

差異性(Verschiedenheit) 相等性(Gleichheit)
異他性(Andersheit)

論理学と数学は区別しなければならない！
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3. ⻄南学派の数学論
1. リッケルトの数学論

【ナトルプ̶リッケルト論争】
リッケルト「⼀者、統⼀及び⼀」(1912) 初版

ナトルプ「カントとマールブルク学派」(1912)

リッケルト「⼀者、統⼀及び⼀」(1924) 改版

リッケルトと考え⽅の中核
は同じだと思う。ただ我々
はRatioをLogosの翻訳と

⾒る。⾮論理的なものも含
めて「論理」と考える。

(Natorp 1912, 215)
理性的なもの(Rational)を
⼀つの「論理的なもの」の
鍋に⼊れてはならない。

(Rickert 1924, 92)

思惟の「措定」の産物として
の対象を出発点とする考えは

誤り。(Rickert 1912, 55)

※名指しではない
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3. ⻄南学派の数学論
2. ヴィンデルバントの「相等性」

• 「カテゴリーの体系に関して」(1900)
• 「相等性と同⼀性について」(1910)

構成的カテゴリー
(constitutive Kategorien)

反省的カテゴリー
(reflexive Kategorien)

超越論的論理学 形式論理学（＋数学）

対象的妥当 単に表象された妥当

同⼀性 (Identität) 相等性 (Gleichheit)

→ 「相等性」カテゴリーに基づくリッケルトの数学論は、
ヴィンデルバントからある程度引き継いだものとして考え得る！
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4. まとめ
結論と展望̶̶主題の確⽴をめざして



4. まとめ

ヒルベルト

ブラウワー

形式主義

直観主義

数学基礎論のトリアーデ

クーチュラー
ラッセル

論理主義

フレーゲ

リッケルトヴィンデルバント

コーヘン

ナトルプ

カッシーラー

ポアンカレ

フッサール

⻄南学派

マールブルク学派

現象学ベッカー



4. まとめ
・学科としての「数学基礎論」

→⾔わば「数学による数学のための数学の基礎づけ」

・新カント学派的な視座からの「数学の基礎づけ」
→ 「哲学による数学および哲学のための数学の基礎づけ」

◎「数学の基礎づけ」を単に数学のためだけのものではないと
考えてみること。（新カント学派と数学の関係を考察する上で）
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