
フレーゲ真理論における規範と自然
―「思想」第１段落の解釈をめぐって―

中川　大

副題で示したように、表題の大仰さにもかかわらず、この小論の目的はきわめ

て限定的なものだ。われわれは、フレーゲ（Frege, Gottlob, 1848–1925）の 1918

年の論文「思想」1の冒頭部、それも第１段落をどのように読んだらよいのか、と

いう問題しか考えない。そして、なぜこの問題が問題となるのかといえば、それ

は、この論文の翻訳者の野本和幸がこの部分に付している訳註が、訳者みずから

が示唆しているとおり、はなはだ不満足なものだからである。

フレーゲ研究の第一人者が首をかしげている部分であるから、たしかに分かり

やすいとはいえない。おそらくフレーゲはもうすこし多くを書くべきだったのだ。

そこでわれわれは、フレーゲに代わって多くを書くことにしよう。別の言い方を

すれば、フレーゲの議論を理解するための補助線を引いておくことにしよう。

補助線は２本ある。１本は、現代のメタ倫理学において、道徳実在論にかか

わる論争で持ち出される道具立てである。もう１本は、ハインリヒ・リッカート

（Heinrich Rickert, 1863–1936）の認識論における着想である。リッカートはと

もかく、道徳実在論は唐突ではないかと懸念されるむきもあるかもしれないけれ

ども、それに対しては、とにかく「思想」の問題の部分が読めればなんでもよい

のだ、と答えておこう。

以下では、まず１本目の補助線を引く。そこでは、メタ倫理学での内在主義と

外在主義との対立の両義性という話題が紹介される。続いて、フレーゲのテキス

トを検討する。そこでは、われわれの問題の所在を確認しつつ、１本目の補助線

を使って、どのような理解が可能かが探られる。そのうえで、２本目の補助線を

引く。そこでは、規範学が価値理論によって基礎づけられなければならないとい

う、リッカート認識論のテーゼが紹介される。最後に２本の補助線を使って、フ

レーゲの問題の議論を読み直す。

1Frege, G.,
”
Der Gedanke“, Frege, G., Kleine Schriften; Zweite Auflage, hrsg. von Ange-

lelli, I., 1990, G. Olms, S.342-362. Geach, P. & Stoothoff, R.H.(tr.), “Thoughts”, Frege, G.,

Collected Papers on Mathematics, Logic, and Philosophy, ed. by McGuinness, B., 1984, B.

Blackwell, pp.351-372. 野本和幸訳「思想―論理探究 [I]」、黒田亘・野本和幸編『フレーゲ著作集４
　哲学論集』、1999 年、勁草書房、203-235 頁。
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１

規範的なものと自然的なものとのあいだには空隙がある。というよりも、「規

範（ノモス）」ということばと「自然（ピュシス）」ということばとを、このよ

うに対立的に用いるときには、すでにしてその空隙が前提されている2。「人を殺

してはならない」というのは、ほとんどあらゆる社会において規範であるけれど

も、現実には人間は、つねに人を殺し続けてきた。（以下で「自然的」という語を

使うときには、「規範的」の反対語として使うことになる。たとえば、「自然的な

学」と言ったとすれば、それは「自然学」や「自然科学」を（ふつうは）含むこ

とになろうけれども、それと同じもののことではない。取り扱う対象が社会的な

事象であろうと精神的な事象であろうと、経験的な出来事の普遍的特徴を、事実

に則して明らかにしようと試みるかぎりにおいて、それは自然的な学であろう。）

しかし、この「規範的なものと自然的なものとのあいだの空隙」は、必ずしも

一義的な観念ではない。たとえば、規範的には人を殺してはいけないけれども、

自然的には人は人を殺す、と指摘されるときの「規範的なものと自然的なものと

のあいだの空隙」は、道徳的規範が人間の自然的な行為を完全に規定するもので

はない、という意味あいでの空隙である。しかし、「なぜ人を殺してはいけない

のか」という問いに自然的な根拠を挙げて答えるのは困難だ、と主張するときに

言及されている「規範的なものと自然的なものとのあいだの空隙」は、それとは

別の意味あいでの空隙だ。こちらは、道徳的規範が自然的な根拠によっては基礎

づけられない、という意味あいでの空隙にほかならない。この２つはまったく別

の観念であって、混同することは許されない。

さて、河田健太郎は、メタ倫理学において「内在主義／外在主義」という対概

念によって表現される思想的対立が２種類あると指摘している。ひとつは、いわ

ゆる「動機づけ問題」にかかわる対立だ。そこでは、内在主義とは、倫理的命題

が真であることが道徳的に行為するための動機づけを保証するという考え方で

あり、いっぽう、外在主義とは、倫理的な原理や判断は必然的な動機づけを与え

ないとする立場である。もうひとつの対立は、「行為する理由」にかかわる。こ

2ピュシスに依拠してノモスの権威の自明性に挑戦した、ソフィストたちの議論を念頭に置いてい
る。ある国で尊重され従われている法や慣習も、他の国では一顧だにされない。それらは人間の本
性（自然）に根ざすものではない。ソフィストたちは、こうしたノモスとピュシスとの空隙を指摘
し、ノモスの無根拠性を暴露しようとする。もっとも、古代ギリシャにおいて「ノモス」と「ピュシ
ス」ということばが対義語として使われるようになる来歴が、一筋縄で捕えられるようなものでな
いことは、フェリックス・ハイニマン（Felix Heinimann）の研究を見ただけでも明らかであるけれ
ども（ハイニマン『ノモスとピュシス』、廣川・玉井・矢内訳、1983 年、みすず書房、原著は 1945

年刊行）。
ところで、そうしたソフィストたちの論法は、われわれがこのあとで導入するような意味あいで

「出力の問題」と「入力の問題」ということばを使えば、どのように整理されるだろうか。そこには
おそらく、出力の問題と入力の問題とのすりかえがある。ノモスがピュシスに基づかないということ
（入力の問題にかかわる）は、われわれがノモスに従わなくてよいこと（出力の問題にかかわる）を
必ずしも含意しない。プロタゴラスが、ノモスのさらに尺度となるようなものとしてのピュシスを否
定して、俗流ソフィスト的な議論を破壊しようとするとき、彼ははたしてそれに気づいていたのだろ
うか。
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こでの内在主義は、「状況ｃで ϕ することが正しいならば、ϕ する理由が存在す

る」と考える立場だと定式化される。つまり、内在主義によれば、行為の客観的

な正しさだけによって、その行為をおこなう理由が存在することになる。いっぽ

う、外在主義が主張するのは、客観的な正しさとは無関係に、さらに行為者当人

にかかわる事柄を条件に加えなければ、その行為者の行為する理由にならない、

ということである。河田は、この２つの思想的対立の第１のものが設定する問題

を、「道徳判断から行為への出力」の問題と呼んでいる。内在主義と外在主義と

の対立が、ある人の道徳判断がその人をどう動機づけるかをめぐるものだからで

ある。他方、第２の対立が設定する問題は、「道徳判断への入力の問題」と呼ば

れる。道徳判断が何に基づくかが問題にされているからである3。

われわれは、われわれの２つの空隙を区別するために、河田によるこの２つの

呼称を流用することにしよう（河田自身がこれらの呼称を使っているのと同じ文

脈ではなくなってしまうことに注意しなければならない）。道徳的規範が人間の

自然的な行為を完全に規定するものではない、という意味あいでの空隙について

の問題は、「規範的なものから自然的なものへの出力の問題」である。いっぽう、

道徳的規範が自然的な根拠によっては基礎づけられない、という意味あいでの空

隙にかかわる問題は、「自然的なものから規範的なものへの入力の問題」と呼ぶ

ことができる。この２つの問題は別の問題であり、区別されなければならない。

さて、われわれはここまで主に道徳的な規範を念頭に置いてきた。しかし、わ

れわれの区別は、その他の規範についても妥当であろう。たとえば、論理法則は、

われわれがどのように思考するべきかの指令を与えるというかぎりにおいて、規

範的なものであるから、それについて、「出力の問題」と「入力の問題」を考える

ことができるはずだ。論理学によるならばこのように思考するべきなのに、現実

には多くの人は多くのばあいにそれとは違った思考をなす。それはどうしてなの

か。そういう問題を立てれば、それは「規範的なものから自然的なものへの出力

の問題」となる（たとえば、認知科学における「ウェイソンの４枚カード問題」

にかかわる研究のように）。いっぽう、そのように思考するべきであると指令す

る論理法則じたいは、いったいどのように正当化されるのか、という問題を立て

れば、それは「自然的なものから規範的なものへの入力の問題」となるだろう。

こちらは、論理学の哲学の問題である。

２

それでは、前節で考えたことを補助線として、フレーゲの「思想」論文の冒頭

部について検討していくことにしよう。この箇所は一息に書き貫かれたとでもい

うべき議論であって、区分けをすることには本来なじまないと思われるけれど
3河田健太郎「実践的合理性への懐疑論」、『思想』、961号（2004年５月、岩波書店）、75–88頁。

河田の論文では、第２の対立について検討される。「動機づけ問題」については、田村圭一「道徳的
な実在論と道徳的な動機づけ」、『思想』、961号（2004年５月、岩波書店）、59–74頁を参照のこと。
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も、便宜上、次の４つの部分に分けておくことにする。それぞれの表題は筆者が

暫定的に付したもので、フレーゲのテキストは筆者による試訳である。

[I] 論理学と真理との特殊な関係

「美 (schön)」という語が美学 (Ästhetik) に「善 (gut)」という語が倫理学

(Ethik)に対するのと同様に、「真 (wahr)」などの語が論理学 (Logik)に対して

方向を指し示す。たしかにすべての学問は真理 (Wahrheit)を目標とする。しか

し、論理学はさらにまったく別のしかたで真理に取り組む。論理学と真理との

関係は、たとえば、物理学と重力や熱との関係のようなものだ。真理の発見は

すべての学問の任務である。そして、論理学にふさわしいのは、真であること

(Wahrsein)の法則を知ることにほかならない。

[II] 法則の二重の意味

「法則 (Gesetz)」という語は二重の意味 (Sinn)で用いられる。道徳法則 (Sitten-

gesetz)や国法 (Staatsgesetz)について語るとき、わたしたちが意味 (meinen)し

ているのは従われるべき指令 (Vorschrift)である。そして、それに［現実の］出

来事 (das Geschehen)がつねに一致するわけではない。自然法則 (Naturgesetz)

は自然の出来事の普遍 (das Allgemeine des Naturgeschehens)であり、それに自

然の出来事はつねに合致する。むしろこの意味においてこそ、わたしは真である

ことの法則について語っている。ただし、ここでは出来事ではなく存在［＝であ

ること］(das Sein)が問題となるのだけれども。

[III] 思考法則の両義性

真であることの法則から生じるのが、真と見なすこと (Fürwahrhalten)につい

ての指令、思考や判断や推論についての指令である。そしてたしかにひとは、思

考法則についてもそのように［こうした指令を意味して］語る。けれどもこのと

き、せっかく区別したものを混同する恐れがある。「思考法則」(Denkgesetz)とい

う語は「自然法則」と同様に理解されることもあるかもしれず、そのばあい、思

考の心的出来事の普遍 (das Allgemeine im seelischen Geschehen des Denkens)

が意味される。この意味での思考法則は心理学の法則 (psychologisches Gesetz)

であろう。こうしてひとは、次のような意見に達するかもしれない。論理学が扱

うのは思考の心的過程であり、それに合致して思考が生起する心理学の法則であ

る、と。しかしそれでは、論理学の任務は誤認されたことになろう。なぜなら、

そうだとすると、真理がそれにふさわしい地位を保持しないことになるからだ。

[IV] 論理学のほんとうの任務

誤謬や迷信にも、正しい認識と同様に、その原因がある。偽を真と見なすこと

も真を真と見なすことも、どちらの実現も心理学の法則に合致する。この法則か

らの導出や、真と見なすにいたる心的過程の解明をもってしては、真と見なされ

ているその当のことの証明に代えるわけにはいかない。この心的過程に、論理学
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の法則もまた関与しているということはありえないのか。そうでないとは言わな

いことにしよう。しかし、真理が問題であるときには、可能性で十分というわけ

にはいかない。可能というなら、非論理学的なものが関与していて、［心的過程

を］真理からそらせているということもまた可能である。真であることの法則を

知ってはじめて、それ［心的過程が真理に合致しているのか真理からそれている

のか］を判定できる。しかしながら、そうだとすれば、問題となっているのが、

心的過程の結果として真と見なしているのが正当化されるかどうか判定するこ

とであるときには、心的過程の導出や解明はおそらく欠けていてもかまわない。

あらゆる誤解を回避し、心理学と論理学の境界をあやふやにさせないため、わた

しは論理学に次の任務を与える。それは、真であることの法則を発見する任務で

ある。真と見なすことの法則や思考法則を発見することではない。真であるこ

との法則において、「真」という語の意味 (Bedeutung)が展開される (entwickelt

werden)。

この「思想」冒頭部に、野本和幸は、次の訳註を与えている。

「「法（則）Gesetze」について、個々の実際の出来事が、(a)常にそれに合致する

ような法則・普遍的特徴と、(b)必ずしも常にそれに合致はしないが、それに従

うべきであるような法則・指令という、二重の意味合いが指摘されている。(a)

には自然法則（例えば、個々の自然的出来事が普遍的に合致する重力の法則）、

心理学的法則（例えば、人間の個々の思考が普遍的に合致する思考法則）が含ま

れ、個別の諸科学はいずれも、その領域の諸真理の発見に関わる。(b)には道徳

法則（〈善であること〉の［カント的な］道徳法則？）、論理法則（〈真である

こと〉の法則）が含まれ、前者は倫理学の、後者は論理学の主題を成す。しかも

(b)もまた、たとえ人間の個々の実際の心的出来事がそれに常に合致しないとし

ても、しかし〈真であること〉は、論理法則に（こう言ってよければ〈善である

こと〉も道徳法則に）普遍的に合致するという見地をフレーゲは採っているよう

に思われる。すると、(b)の意味での法則は〈真であること〉に普遍的に妥当す

る法則であり、同時に人間の個々の実際の思考・判断・推論並びに思考法則に対

しては、「指令」として働くことになる。（それは、［カント的な］道徳法則が、

いわば〈善であること〉に普遍的に妥当する法則であり、同時に人間の個々の現

実の欲求・倫理的判断・行為の格率に対しては「指令」・「当為」として働くのと

類比的であるかもしれない。）4」

しかしながら、野本自身が「暫定的解釈」としているこの注釈は、読者をむし

ろ困惑させるものであるように思われる。というのも、フレーゲのテキストの

[II] を見ればわかるように、フレーゲは、真であることの法則を、野本の区分の

(a)に属する法則として考えているのに、野本はそれを、(b)に属する法則として

4前掲翻訳 233–234 頁。
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扱っているからである。そしてまた、野本の解釈において中心的な役割をはたし

ている、真であることの法則とカント的道徳法則とのアナロジーは、真であるこ

との法則と道徳法則とが同類の法則と考えられるという前提を欠いては、かなり

無理のあるものと言わざるをえない。だが、フレーゲは（こちらは野本の指摘す

るとおり）道徳法則を (b)に属する法則としているのであり、フレーゲのテキス

トを素直に読むかぎりは、真であることの法則と道徳法則とは、違った意味あい

で「法則」と呼ばれていると理解しなければならないはずである。（野本も、注

釈の最後の部分では、論理法則は〈真であること〉に普遍的に妥当する法則であ

るとして、それが (a)的な法則であるのを認めているように思われる。しかし、

これでは、「けっきょくのところ、論理法則は (a)の意味での法則なのか (b)の

意味での法則なのか」と反問されたときに答えに窮するだろう。）

野本がこのような注釈を書いたのは、[III] の部分でのフレーゲの論述に依拠

してのことと思われる。ここでフレーゲは、思考法則が（野本の区分で）(a)の

意味での法則と理解されることも (b)の意味での法則と理解されることもあると

したうえで、(a)の意味で理解することは、「真理がそれにふさわしい地位を保

持しないこと」に帰結するとして、これを拒否している。ここだけを見れば、フ

レーゲは、本来的な意味での論理法則を、(b)の意味で捉えられるかぎりでの思

考法則だと考えていることになるはずである。しかしながら、上で見たように、

テキストの [II] の部分は、論理法則（真であることの法則）を (a)の意味での法

則だと明らかに主張している。となると、混乱しているのは野本ではなく、むし

ろフレーゲなのだろうか。

紛糾を収拾する助けとするために、前節で引いた補助線に目をやることにしよ

う。つまり、「規範的なものから自然的なものへの出力の問題」と「自然的なも

のから規範的なものへの入力の問題」との区別を援用して、目下の問題を整理し

てみよう。

さて、われわれの現実の（いわば自然的な）思考は、真であることを真と見な

すかもしれず、偽であることを真と見なすかもしれない。それに対して、われわ

れのなすべき（いわば規範的な）思考は、真であることは真と見なし、偽である

ことは真と見なさない。フレーゲが、「指令」という観念を使って、道徳法則や

国法を特徴づけるのは、つまるところ、自然と規範とのあいだにあるこのような

空隙を指摘することにほかならない。「うそをつくな」という指令は守られると

はかぎらない。現実にはわれわれはうそをつくかもしれない。同様に、真である

ことを真であると見なせという指令に、われわれの自然的な思考は従うとはかぎ

らない。このようにして切り取られる問題は、規範的なものとしての思考法則に

ついての、前節で「規範的なものから自然的なものへの出力の問題」と呼ぶこと

にした問題である。

ところで、われわれが前節で確認したのは、規範的なものと自然的なものとの

空隙にかんしては、これとは別のいまひとつの問題を設定しうるということだっ
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た。「自然的なものから規範的なものへの入力の問題」である。この問題は、規

範的なものが自然的なものによってどのように基礎づけられるのかを問う。規範

的なものとして思考法則を考えているのであれば、この問題は、どうわれわれが

思考するべきかを指令する法則を、どのように基礎づけるか、という問題にほか

ならない。

こうしてわれわれは、テキストの [III] の部分のはじめでフレーゲが述べてい

る、真であることの法則が真と見なすことについての指令を生み出す、という論

点へと導かれる。

真と見なすことについての指令は「真であることを真と見なせ」ということに

ほかならないだろうから、真であることの法則にこの指令が基礎づけられること

になろう。つまり真であることの法則は、規範的な観点で捉えられるかぎりの思

考法則を基礎づけるものである。だから、ここで問われているのは、規範的なも

のが自然的なものによって基礎づけられるのはどのようにしてかという、「入力

の問題」にほかならない。したがって、われわれはここにおいて、これまでは混

乱をもたらすものにしか見えなかったフレーゲのテーゼを、積極的な主張として

捉え返すことができる。真であることの法則は、自然法則が法則と呼ばれるのと

同様の意味あいで法則である。

しかし、われわれは先を急ぎすぎたようである。この結論を整理して述べるた

めには、もうひとつの補助線を引いておく必要がある。

３

「真理値」（「真理価値 (Wahrheitswert)」）という術語がヴィンデルバント

（Windelband, W., 1848–1915）に由来することなど、フレーゲの用語法や発想

法が、新カント派、とりわけ西南学派の哲学に多くを負っていることは、しば

しば指摘されてきた5。「思想」について言えば、この論文が掲載された「ドイツ

観念論哲学への寄与」(Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus)誌そ

のものが、西南学派の流れをくむブルーノ・バウフ（Bruno Bauch, 1877–1942）

が、リベラルな「カント研究」(Kantstudien)誌に対抗して第一次大戦末期に創

刊した雑誌だという6。ここでは、バウフが彼の雑誌への賛同者として期待して

いた哲学者のひとりでもあるリッカート（第一次大戦中に右旋回を果たしたとい

5Cf. e.g. Gabriel, G.,
”
Frege als Neukantianer“, Kantstudien 77(1986), S.84–101. もちろ

ん、フレーゲに対する新カント派の影響を過大視するのを戒める議論もある（次の論文では、フレー
ゲを新カント派と見なすこともプラトニストと見なすことも、ともに退けられている。Carl, W.,

“Frege—A Platonist or a Neo-Kantian?”, Newen, A., Nortmann, U. & Stuhlmann-Laeisz,

R.(eds.), Building on Frege: New Essays on Sense, Content, and Context, 2001, CSLI, pp.

3–18）。この論争にここで立ち入りはしない。ただ、ひとつだけ述べておくならば、フレーゲが新カ
ント派的な道具立てを使って議論しているということは、フレーゲ哲学が新カント派の哲学に還元
しうることの十分条件ではもちろんないし、必要条件であるかどうかも疑わしい。

6See p.77 in Sluga, H., “Frege on the Indefinability of Truth”, Reck, E.R.(ed.), From Frege

to Wittgenstein: Perspectives on Early Analytic Philosophy, 2002, Oxford U.P., pp.75–95.
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う）の認識論の着想を、「思想」冒頭部の解釈に役立つと思われるかぎりで確認

しておこう。素材とするのは、リッカートの 1909年の論文「認識論の二つの方

法」7である。われわれが示したいのは、歴史的な事実として、リッカートの哲学

がフレーゲに影響を与えたということでも、逆にフレーゲの哲学がリッカートに

影響を与えたということでもない。むしろ、新カント派的な枠組みに沿うように

読むならば、「思想」冒頭部の議論をわれわれのようなしかたで理解することは、

自然なこととなるだろう、ということである。

リッカート論文の第１節「認識論の前提」は、まず、認識論 (Erkenntnistheorie)

を、思考 (Denken)が真であるかぎりにおいての思考の学であると定義し、その

意味あいにおいて、認識論は論理学とも真理論 (Wahrheitslehre)とも呼びうると

している。さて、思考が真であるためには、それは単なる心的過程以上のもので

なければならず、それじたいが再び思考であることのないなにものかを含んでい

なければならない。そのなにものかが認識の対象 (Gegenstand der Erkenntnis)

であり、これは、思考から独立しているという意味あいで超越的 (transscendent)

な対象である。リッカートは、そのような対象が存在し、またそのような対象を

認識しうるということは、認識論の前提だと主張する。したがって、認識論の仕

事として残されるのは、認識の対象は何であるのかを研究することと、それがど

のようにしてわれわれの思考に内在的になるのかを研究することとになる。リッ

カートによれば、そのための方法には２種類ある。ひとつは、心的過程としての

現実の認識作用からはじめて、超越的対象へと接近する方法である。これは超越

論的心理学的 (transscendentalpsychologisch)な方法と呼ばれる。もうひとつは、

認識の心的作用は無視して、超越的対象を純粋に論理的にとりあつかう。こちら

は超越論的論理学的 (transscendentallogisch)な方法と称される8。

第２節「認識論の形式問題」は、認識論にとっては形式問題 (Formproblem)

しかないのだと主張する。たとえば、存在 (Sein)は、存在するものの内容には

属さない形式である。またたとえば、「この紙は白い (dies Papier ist weiss)」と

いう認識は、「白く」ある (w e i s s sein)ことのほかに、白く「ある」(weiss-

s e i n)ことを述べている。すなわち、もの (Ding)に特性 (Eigenschaft)が付加

されている。そして、「もの」や「特性」は、「存在」と同じく形式である。リッ

カートによれば、認識論の問いは、「思想 (Gedanke)の形式がなにに従う (wonach

sich richten)ならば、思想は真となり認識となるか」という問いでなければなら

ない。すべての現実認識 (Wirklichkeitserkenntnis)の問題がこの問題を含むから

であり、また、ここで問われている、思想の形式が従うべき対象こそが、認識論

が探究する認識の対象にほかならないからだ9。

7Rickert, H.,
”
Zwei Wege der Erkenntnistheorie“, Kantstudien 14(1909), S.169–228. な

お、この論文の邦訳（抄訳）「認識論の二途」が、次の本の 273–352頁に収められている。リッケル
ト『認識の対象』、山内得立訳、1927 年、岩波文庫。

8Ibid., S.169–174.
9Ibid., S.174–180.
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第３節「認識作用の分析」は、超越論的心理学の方法による研究を試みる。認

識は判断によって可能となり、判断とは、表象 (Vorstellung)に肯定 (Bejahung)

または否定 (Verneinung)が加わったものである。したがって、表象だけでは認

識たりえない。リッカートは、判断についてのこの分析が、形式と内容との区

別に相関的だと指摘する。内容は判断の表象的要素のうちにしかありえず、した

がって、それじたいは認識ではない。いっぽう、肯定は形式と密接に関係する。

たとえば、「なにかがある」という認識は、ある内容に「存在［＝ある］(Sein)」

という形式が肯定的に認定されることによって成立する。つまり、認識形式とは

然り形式 (Jaform)にほかならない。さてこうして、認識の対象は、「然り」とさ

れる当のものなのだから、それは認識主観に対して、ある要求 (Forderung)とし

て切迫してくるものであるはずだ。つまり、認識の対象は当為 (Sollen)の領域に

ある。そして、思考が真であるためには、肯定される要求は必然的 (notwendig)

な要求でなければならず、したがって、認識の対象は、あらゆる存在 (Sein)から

独立した超越的当為でなければならない、というのがリッカートの所見である。

しかし、続く第４節「第一の方法の欠点」では、超越論的心理学の方法は、認識

作用から対象に近づこうとして、じつははじめから超越的当為を前提し、その前

提された対象に助けられて、認識作用になにものかを密輸入しながら研究を進め

ていたにすぎない、と批判される。こうして、超越論的論理学が要請される10。

第５節「超越的意義」は、超越論的論理学的方法での研究をおこなう。リッ

カートはまず、「思想 (Gedanke)」の二義性に注意を促す。たしかに「思想」は

単なる思考作用のことを指すこともある。しかし、文（命題）について思想と

いうことが言われるときには、それは思考作用のことではない。たとえば「重

力法則」はニュートンの思考作用ではない。重力法則という思想は、いつだれ

が思考したとしても同一でなければならない。こうして、超越論的論理学の出

発点は、文 (Satz)に置かれる。リッカートは用語法を整理して、文の論理的意

味を「意義 (Sinn)」と呼び、語の意味 (Bedeutung)と区別する。文の意義は真

理にかかわり、語の意味には真理はない。そして意義は、経験的な意味あいでも

観念的な意味あいでも形而上学的な意味あいでも、およそ存在 (Sein)の領域に

は属しえないとされる。なぜなら、存在は語の意味にあたるものだからである。

リッカートが意義をそこに帰属させる先として用意するのは、価値 (Wert)の領

域だ。存在と価値とを区別する規準は、否定 (Negation)の概念を導入して得ら

れる。存在概念 (Seinsbegriff)と否定の結合は一義的であるけれども、価値概念

(Wertbegriff)と否定の結合は二義的である。たとえば、「人間的 (menschlich)」

ということばを考えてみよう。それが存在概念をあらわすときには、その否定

「人間でない (Nicht-menschlich)」はいかなる内容ももたない概念であり、その

ようなものでしかないけれども、それが価値概念をあらわすときには、その否定

は、いま見たような内容欠如的な概念であることもありうるし、「人間的」に対
10Ibid., S.181–193.
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して「非人間的 (unmenschlich)」といわれるときのように、否定的な価値概念

であることもありうる。そして、「意義」の否定は、内容欠如的な「意味を欠く

もの (das Sinnlose)」でも、否定的価値である「無意味 (Unsinn)」でもありうる

のだから、意義は価値に属するのである。こうして、意義の価値形式をあつか

う学問としての認識論を、リッカートは理論的価値の学 (Wissenschaft von den

theoretischen Werten)と称する11。

第６節「第二の方法の優位」は、こうして認識の対象を理論的価値と特定す

る超越論的論理学的方法が、超越的当為を認識の対象として見出だす超越論的

心理学的方法よりも、一歩先んじていると主張する。当為は価値ほどには主観

から独立でも無制限に妥当するものでもないからである。さてたしかに価値は、

それを認識主観と結びつけるならば当為となり、そのとき価値は主観がそれに

従うべき規則 (Regel)ないし規範 (Norm)として現われる。しかし、規範的訓育

(normative Disziplin)は、思考の技能訓練であっても学問ではなく、純粋に理論

的な基礎がそれを支えるのでなければならない。そして、その理論的基礎こそ価

値である、とリッカートは指摘する。さらに、最後の第７節「超越論的論理学と

超越論的心理学」では、認識論のこの２つの方法が、互いに互いを補完するもの

であることが説かれる。けれども、われわれの目的にとっては、これまでのとこ

ろで十分であろう12。

フレーゲが心理学的な法則と区別し、指令という観点から切り出した、思考法

則の一方の相は、リッカートが当為の水準、規範的訓育というありかたで捉えて

いるところのものに相当する。だから、そのような規範的な学としての思考法

則の研究は、理論的価値の学によって基礎づけられるのでなければならない。フ

レーゲにとって、その価値の学は、真であることの法則の研究にほかならない。

真理は価値である。なぜなら、「真」の否定は「真でないもの」という欠如態で

ありうるだけでなく、「真」と対立する「偽」という否定的価値でもありうるか

らである13。

４

われわれは、「思想」論文冒頭部を理解するために、２つの補助線を引いた。ひ

とつは、規範的なものからの「出力の問題」と規範的なものへの「入力の問題」

11Ibid., S.193–208.
12Ibid., S.208–228.
13もっとも、フレーゲとリッカートの用語法の食い違いも指摘しておくべきであろう。リッカート
にとって、「価値」と「存在」は対立する概念であり、したがって、規範的学を基礎づけるべき価値
の学は、存在の学ではありえない。しかし、フレーゲは、真であること (Wahrsein)の法則について
語り、そこで問題となるのが 「出来事」と対比してこの語を使っているにせよ 存在 (Sein)

であると明言している。
とはいえ、これは裏返しに見れば、フレーゲとリッカートのことば遣いが一致している例ともい

える。なぜなら、リッカートにおいては、語の「意味 (Bedeutung)」と「存在」とが結びつけられ
ているのであり、フレーゲにとって真や偽という対象は、文の「意味」にほかならないからである。
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とを区別することだった。これは、規範的なものと自然的なものとの空隙の両義

性を明らかにする。もうひとつの補助線は、規範的な学（ほんとうの意味での学

問ではありえないとされるが）が価値の理論によって基礎づけられるという新カ

ント派的な着想であった。これが示唆するのは、規範的な学としての論理学が真

理価値の学としての論理学によって基礎づけられるということである。

さて、この２つの補助線を結びつけるために、これ以後われわれは、「自然的」

という用語を使わないことにしよう。われわれが「自然的な学」と呼ぶであろう

ものを、リッカートはおそらく、「理論」と呼ぶのを好むだろうからだ。「理論」

という概念を使ったとき、「出力の問題」と「入力の問題」は、それぞれ「規範

から理論への出力の問題」と「理論から規範への入力の問題」として整理し直さ

れる。そして、規範にあたるものが指令としての思考法則であるとき、前者の

「出力の問題」における理論とは、存在の理論としての心理学ないし認知科学で

あり、後者の「入力の問題」における理論とは、価値の理論としての真であるこ

との法則についての研究である。

こうして、野本の混乱の原因は、出力の問題における規範的なものの位置づけ

と、入力の問題における規範的なものの位置づけとを、区別しそこなったことだ

と推定できる。規範的学としての思考法則の研究は、出力の問題の脈絡において

は、心理学・認知科学的な思考研究に比して、フレーゲが求める本来の論理学の

研究により近いものである。しかし、入力の問題の脈絡においては、それは、価

値理論としての真であることの法則の研究に比して、学問としての正統性が乏し

いものである。ここにはなんら矛盾も混乱もない。しかし読者が、理論的なもの

と規範的なものとの関係を、一義的で一方向的なものと想定してしまうならば、

フレーゲの論述は摩訶不思議なものとなろう。フレーゲは、一方では論理学を規

範的な学と見なすことがその本来の任務を捉えることになると論じながら、他方

では理論的な学（自然法則の研究に類する研究）としての真であることの研究こ

そが本来の論理学の任務であると主張しているのだから。

フレーゲの思考の道筋をたどり直せば、おそらく次のようになろう。「思考法

則」という概念は両義的であり、それは論理学の任務が誤解されることにつな

がっている。思考法則はあるときには、心理学によって理論的に研究されるよう

なものと見なされる。このばあいの思考法則は自然法則と同様の意味で法則であ

る。しかしあるときには、思考法則は道徳法則や国法と同様の意味での法則と考

えられる。このような法則とはつまり規範的なものであり、われわれの思考に指

令を与えるものである。論理学のほんとうの任務と考えられるのは、こちらの意

味での思考法則の研究にほかならない。しかし、規範的な学は、われわれを訓育

するものであっても、真の学問とはいえない。それは価値の理論によって基礎づ

けられなければならず、論理学における価値の理論は、真であることの法則の研

究によって得られる。
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