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toグzco・Doctrinal Study 0/ the Commentaヮon the Metaþhysz'・'cs， 1972)がとの問題を

かなり尖鋭 な形で提起し， あ らた な論争の口火をきっている 。 エルダース神父は，

この場合の存在 (esse)は事物の実在性(reality )， つまり事物の 全体がそこにふくま

れるが， 存在の 現実性をまって成立 しているところの実在性の 意味にとるべきとと

を主張する。 そのことによって， 判断が存在l乙関わることを主張する初期のテキス

トと ， 存在には触れず ， 判断に おいて 知性は実在にたいする自 らの合致を認識する

ことを強調する後期のテキストとを調和させることが可能に なるというのである。

乙こでも前述 した著者の方法論的立場があき らかに認め られる。

結論的にいって， 本書はEBT t乙関するとれまでの研究の批判的概観を提供 して

くれるにとどま らず， EBTをあ らたに研究 しようとする者が 決して無視すること

のでき ない豊富 な資料や有益 な刺激を与えてくれる ， すぐれた研究書であるとい え

ょう。
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水 田 英 実

最近(1970年)， 雑誌、Fran何回'scan Studiesはオッカムのスポジチオ論に関する研

究論文を同時IL二つ掲載 した。 前者はその標題の通りスポジチオ論のうち suppo・

sitio personalis に照準を合わせたものである。 後者もとれを課題の一つにしている。
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ところで とういう 新 しい試みを可能にしたのは発表者自身も認めているように， 一

つは現代の論理学の発達であり， もう一つは 先に同誌上lこ発表されたオッカムの

(ものと目される) 論理学書のテキストである。 EligiusBuytaertが同誌24号 (1964

年) 34-100頁にTractatus Minorの批判版 を， 25号(1965年) 151-276頁と26号

(1966年) 66-173頁にかけてElementarium Logicaeの批判版 を載せている。

Priceは， 現代論理学を基準lこ して強いて分ければオッカムのスポジチオ論は意

味論であるという (この見方に従って， supponere proの訳語の st and forが文中

しばしば捺踏なくdenote と 言い換 えられる)。 しかし 定言的 言明の解釈を通 して

展開されたとの理論は， 実は伝統的 定 言 命題の中に明瞭に現われない 構文に 対しで

も充分に機能を発揮 しうるものであった。ここから乙の論理が現代の量化理論の 先

鞭をつける(つけ えた)とみることが出来る。 こういう見解を裏づけるために四 種

の 定言命題が 次の ように定義され， 表記 しな おされるo

All S is P=(lf (8) (Ep) (S=p) 

Some S is P=df (Es) (Ep) (s=p) 

Sorne S is not P=df (Es) (p) (s*p) 

No S is P=df (s) (p) (s*p) 

かなり複雑であるけれども量記号と同一性またはその 否定を用いて上のように定

議すれば一 定の条件のもとに定 言 命題の真理条件を同一牲の真理条件lと還元するこ

とが出来る。 たと えば 全称 肯定 命題‘All S is P'は ‘[(Sl=pl) v(sl=p2)v...] & [(ぷ

=pl) v (s2=p2)v…1 & ...' が真な らばそのときに限り真である。

Priceはオッカム自身にもこれと同様の 構文法があり えたと想 定する 。 無論オッ

カムの論理学に おいて 構文法は 未発達で ， ラテン語の文法の域を充分に脱 し切れな

かったとも言 えるわけであるけれども， かえってその不備を補うべく徹底 した 意味

論が展開された。 suppositio personalisの理論がまさにそういう局面を打開するた

めの方策であったとみて発表者は suppositio personalisの下位分類について興味深

い考察を展開する。ただ し議論の 対象は 予め二つの 肯 定 命題に限 られる。 そ して 特

l己注目されるのは suppositio communisの三つの下位分類である。 乙の 種のスポジ

チオを持つのは命題中の (共義語も含めた〉普通名辞である。 まず 特称 命題中の名

辞は 次の条件のもとに suppositio determinataを持つo 'Some S' in‘Some S is P' 
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is in determinate supposition if and only if‘Some S is P' is true if and only if some 

sentence of the form ‘X is P' is true where ‘X' is a term inferior to 'S' (‘Some S'?). 

話し手の 意志の問題は端折る ことにして ， 次l乙全称肯定 命題中の名辞が suppositio

confusa distributivaを持つ 。'All S' in‘All S is P' ìs in dìstributive supposition if 

and only if 'All S is P' is true if and only if all sentences of the form ‘X is P' are 

true where ‘X' is a term inferior to 'S'. と 乙ろが こζで特称肯定 命題に おいて問題

に な ら なか った ， 量化された両名辞の 還元の}I買序が問題に なる 。 全称肯定 命題に お

いて‘(s) (Ep) (s=p)'と'(Ep) (8) (s=p)'は等値で なし、からで ある(し、うまでも な

いが ， 'X is P'のかたちに 還元されれば 全称特称いずれの場合も ‘P'はsuppositio

determinataを持つ)。そ こで オッカムは新たに suppositio confusa tantumという 意

味論的範鴎を設けた。 実際的にはこれに よ って 還元の順序が 決定される のたと えば

‘Every man is an animal'は‘Every man is either thís animal or that (and so on for 

cvery animal)'に 還元される 。 オッカム自身はこれ以上 還元 してい ないけれども ，

この中に suppositio distributivaを持つ名辞が含まれているか ら更に 還元すれば ，

‘This man is either this animal or that... and that man is either this animal or that 

一'と なる 。

オッカムが 彼のスポジチオ論に 工夫を凝らして解 決し ようと したと恩われる との

量記号の順序の 違いは現代の量化理論に おいて圧倒的重要性を持つ。 しかし主語一

述語という 構文に おいて差異が ないため当時の 伝統的論理学はこの区別に 気付かな

し、。 ‘(Ep) (s) (s=p)'は考察の 対象と な ら なか ったので ある 。 これに 対し オッカム

は Summa Logz'cae以後ますます スポジチオ 論を重視する 傾向に ある 。 こ こから

Priceは， もしElementarz'umに おける suppositio confusaの理論から構文論をも

発展させえていた な ら ， その後の論理学史はいわゆる 周延則しか 今日に 伝ええなか

ったものとは違 っていたかも知れ ないとも言う。 な お BoehncrやMoodyが出した

問題に 対しては「オッカムは sorted individualsを量化する 。 つまり変項の値域は

単K個体で なく種別化された個体で ある 。 という よりスポジチオに 最も よく 対 応す

る 構文論的装置が ， との型の量化で ある jと答え ， 名辞を最化するという説も 斥け

ている。

と ころで Priceは否定 命題を Summa Logz'('ae K範をと って議論の 対象から 外し
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たとき， 乙の除外が必ずしもElementariumにおけるオッカムの趣旨に添わないこ

とを注記した(134頁)。 この点に関する満足のゆく説明はない。 だからオッカムの

s upp osi ti o p ers ona!is の理論に対して量化理論(同一性論理学も含めて) の立場 で

意味論的観点に立って高い評価を与える乙とに異存はないにしても， 果してそれが

オッカム自身の意凶に適うかどうか領けないところ は残る。

後の方の論文はこの点甚だ慎重である。�1の後半でSumma Logicae K基づいて

オッカムのスポジチオ論全般の概略を示した後， 特lζsupp osi ti o p ers onalis を取り

上げて論じ， 次の表を得る。

ノDISCRETE
PERSONAL / 
SUPPOSITIO守

/
DETERMINATE

"COMMON
" /

PURELY 

"CONFUSED
， /

MOBILE 

"DISTRIBUTIVEL Y 
"-IMMOBILE 

さて会称肯定命題(A・命題) の述語がs upp osi ti oc onf usa tan tu m を持つという考

えは歴史的にいうと シャー ウッドの ウィリアム に倣った もので あり， s upp osi ti o 

si mpl ex を持つとしたベ卜ルス ・ヒスパーヌスとは立場を異にしている。 13 世紀の

先駆的論理学者たちのスポジチオ論との比較は�3で詳論される。 因にそこでは上

の二人に加えて， A.命題の述語がs upp osi ti o det emina ta を持つとしたロジャー ・

ベーコンをあげるけれどもオセールのランベールには一言も触れていない。

前掲のPric e の論文に従えば上IC述べたようにs upp osi ti o confusa ta ntu m はA.

命題の還元の順序を決めるとされ， 第一段階で述語が， 第二段階で主語が分析され

ると考えられた。Swi nia rski は第一段階でとどめるべきだとする。 つまりこのスポ

ジチオの特徴は述語の選立にあり， 命題の選立への還元はs upp osi ti o det er mina ta 

の特徴である。 そして乙乙ILベーコンとの相違 を求めうるという。 二つの論文が強

調の置きど乙ろを異にしているととは明らかである。前者が構文論的装置の導入lζ

苦心するのに対し， 後者I� Tractat前 MzonorとElementarium Logicaeのテキスト

の研究IL相当の頁 を費す(�2 )ことからも分かるように， あくまでオッカムのテキス

トに基づいて理解するととに力点を置く。 乙こからG eac hやKn eal e夫妻への評価

.批判も生まれる(�4)。
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Tractatus Mz'norではオッカムはpu re lyconfused supposi tion を説明するために

述語の選立という考えを用いない。 果してオッカムがこの考えを捨てる積りでいた

かどうか測り兼ねるにしても， この考えを導入するとスポジチオ論そのものに混乱

を招くということに気付いたとは充分に考えられる。 と乙ろ でもし Ele問問tarìum

の方が後で書かれたとすればオッカムは結局述語の選立という考えを捨てなかった

のである。 それどころ か当時多くの論理学者が認めていた他の二つの場 合を.A-命

題の述語だけがこのスポジチオを持っとする自説の方に引き寄せている。 第一は排

他命題の主語であるけれども， オッカムは排他命題とA-命題が論理的に等値であ

るとみて， 排他命題の主語がA噂命題の述諮として現われることを示す(たとえば

‘tan tu m  ho mo c u rri t 'と‘o mne cu rrens est  ho mo')。 もう一つは広義においてこのス

ポジチオを持つといわれる場 合である。 乙れに対しては， たとえば‘1p ro mise you 

a ho rse'は， 仮lζ馬が三頭(A， B， C)だけいるとすると， ‘1p ro mise you A o r  B o r  

C' と等値になるという。 この分析はA-命題の述語に施されるものに極めて近い。

オッカムのsupposi tio confus a の理論に関する現代の批判的研究家として Ge a ch

、(Reference and Generalùy， 1962)が取り上げられるCS4)。 そしてその分析規則の 先

在性をめぐる論議に対して Swini arski は0-命題lζ関する論理的下降が主語から

始めることは出来ても述語から始めるζとは出来ない (i mpu re ly confused supposi

tion なるものは成立たなL、〕というととを示し， 従ってもし分析を主語から始める

という規則が 先在するなら， A-命題の述語l乙固有な supposi tio confus a t an tu m も

無用になる(de te rrr巾ata で足りる)とした。 ここからGe a ch がいわばオッカムに

オッカムの剃刀をあてたことになると評価する。

他の論点について。 Kne ale夫妻(TheD叩eloþment 0/ Logz'c， 1962)がオッカム

のsupposi tio pe rson alis の理論ひいてはスポジチオ論そのものを不当に低く評価し

たのは彼らがオッカムのいう 論 理 的下降を誤解したからである CS4)o Swini arski 

はMood y を引合いに出してCS5)， スポジチオ論が一般名辞と個別名辞の関係につ

いて満足のゆく説明を与えるとし， その乙とを示すために三つのスポジチオ(dis

t ribt血，dete r min at a ， disc re t a)によって命題聞の内合の関係を示す図表をつくってみ

せる。しかし述語と主語の関係を説明する理論としてはムーディも消極的な見方を

とる。 これに対し， signifi catio 論から説き起こしてスポジチオ論を包括的に理解し
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ょうとする(�1)Sw iniar skiは， この理論を完成させようとは誰もしないであろ うけ

れどもそうするζとは不可能ではないとみている。なおこのSw iniars kiの論文はニ

ュー ヨ ー ク州立 大学に 提出された 博士論文( Theort'es 01 Supposz'tion問Medt'eval

Logic: Thez":γOrigi旬開d TheiγD四elop明ent f.抑制Abela，γd to Ockha:舶の一部

である。 雑誌に発表 された分の構成ば次の通りである。

!i1: The Summa Logicae --Oc kham 's t heo ry o f  Signi五cat io n- Oc kham 's ge neral 
t heor y o f  Su ppo sit io n-Oc kham 's t heory o f  Per so nal Su ppo sit io n. !l2: The Trac. 

tatus Minor a n d  t he Elemen!arium Lw!icae. s3: A com pa r iso n o f  Oc kham 's t heory 

w it h  t ho se o f  h is pr e deces sor s. !i4: Some co nt em po rar y cr it ic isms o f  Oc kham 's 

t heory . !i5: Su mmar y a nd co nclu sio n  

FRANZ K. MA YR: Trinität und Fami1ie in 

De Trinitate XII 

Revue des études augustiniennes XVIII 1-2， 1972 s. 51-86 

中 川 純 男

アウグスティヌスの思想がギリシア哲学， とりわけプラト ン， プロティノスの思

想の大きな影響のもとにあることはよく知られている。 しかしアウグスティヌスが

ど乙までもキリスト 教信仰に立つ思想家であるのに対し， プラトン， プロティノス

は彼から見れば異教の哲学者である。 彼らの思想、はギリシアの神話宗教における宗

教体験を背景としている。 したがってアウグスティヌスは彼らの思想、を受け入れる

にあたり，ギリシアの神話宗教，さらにそのヘレニズム化された形態である当時の民

間信仰の宗教体験とも出会い， 対決せざるをえなかった。 乙の論文は『三位一体論』

第12巻l乙論じられている問題を手がかりに， プラト ン， プロティノスを遇して伝え

られた異教世界の宗教体験がアウグスティヌスの思想にいかなる影響を与えたかを，

その積極的側面， 否定的側面から明らかにすることを意図している。

ギリシアの神話宗教の歴史は母系中心の(mat r iar chal )神々が父系中心の神々に

征服され， ついに父なるゼウスの支配する世界へと至る過程であった。 との過程lこ




