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本論文はチョムスキー文法の立場に立って， 中世の論理学および文法学
の評価をおこなおうとするものである。 中世の論理学に関する限り， い ま
までから記号論理学の立場に立った評価がなされてきた。 そしてその代表
者としてボへンスキーやベーナーを挙げることができょう。 実際 ， 記号論
理学は数学的論理学ともいわれるように， 数学とおなじ程度の厳密さと科
学的客観 性・ 非党派性をもっているので， 過去の論理学に対しでも ， きわ
めて公平でしかもほぼ一義的な評価が下せるのである。
中世論理学は確かにそのうちに， 現在の記号論理学からみてきわめてす
ぐれた業績を含んではいる。 しかし中世論理学はその 性格上， けっして記
号論理学の 先駆形態とは考えられない。 というのも中世論理学は聖書を 始
めとする自然言 語的な文書の解釈をその任務とする関係上， 数学的という
よりはむしろ文法的といってい い 性質をもっているからである。 したがっ
て中世論理学は記号論理学の立場からだけでは十 分 に評価しきれないとい
わねばならない。
こうして中世論理学の解釈学的， 文法的性質を評価することが必 要とな
るが， そのためには記号論理学とおなじ程度の科学的客観 性・ 非党派性を
もっ文法学の存在が要求される。 そしてこうした要求は， 1 957年に 出現し
たチョムスキーの文法理論によって 始めて充たされたといえるのである。
と乙ろでこのチョムスキー文法の内容はのちほど詳しく説明するが ， あ
らかじめおおよその 性質を述べるならば， チョムスキー文法はその範を記
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号論理学からとったきわめて科学的なものといえるであろう。 記号論理学
は， 将棋の場合に， 一定のJレールからさまざまの手が編みだされるのと同
じ方法を採 用した。 そして記号論理学の場合， このもちどまに相当するの
は一定の文字記号であり， 一定のJレールに相当するのが形成規 則 (forma
t ion rule)である。

そしてこれら両者から，

多くの論理式(well -forme d

formula)が機械的に導き出されるのである。 ただし こうしてできあがっ
た論理式は， いちおう論理学の文法にかなってはいるが， 必 ずしも恒真な
論理式であるとは限らない。 と乙ろが論理学とは恒真的な論理式を見つけ
だし， そうしたものだけを集めるととを任務とする。 そしてそのためには，
まず若干 個 の公理をもちどまとし， それに推論規 則というルーjレを適 用す
るととにより， さまざまの恒真な論理式つまり論理学上の定理を導き出す
わけである。 そしてこうした手続きとそこから 生みだされた体系が， 論理
学の公理系と呼ばれるものである。 そしてこの場合の手続きもまた， 機械
的なものということができる。
ところでチョムスキー文法の場合， もちどまに当るのは， 自然言語の語
集であり， ルールに当るのはp そうした語柔から文法にかなった文をつく
りあげるための文法規則なのである。 そしてこの規 則は， チョムスキーの
場合， 生 成規 則といわれるのであるが， これは「一定の語柔から文法にか
なった無数の文を 生 成するための規 則」という意味にほかならないのであ
る。 乙うしてチョムスキー文法の場合においても文の生成は機械的な手続
きによってお乙なわれるといえるのである。
以上のことからチョムスキー文法のおおよその 性質が把握できるのであ
り， そうした文法はその方法において記号論理学と共通の面をもっ。 そし
てその意味で， チョムスキー文法は， それまでの文法と違って， きわめて
論理的な色彩をもっ文法だということができるのである。

I

中世論理学の文法学的性格と中世文法学の論理学的性格
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まず中世論理学の文法学的 性 格について述べよう。 中世論理学の代表と
呼ばれるぺトルス・ヒ スパーヌ スの論理学的著作は， 内容的にいって， ア
リ ストテレ スの『オJレガノン」およびポJレフィリオ スの『アリ ストテレ ス
範鴎論入門』 といった古代論理学的な部分と，

r論理学小論集J (Pa rva

Lg
o ci alia )と呼ばれる真の意味での 中世 論 理学的な部分とからなる。
の『論理学小論集』の中には， 例えば「代表J( supp osi tio)の理論，

乙
I関

係詞J (rela tiv a)の理論， I註解を必 要とする命題J(exp on ibilia)の理論，
s yn ca tegore m at a)の理論等が含まれる。
「共義語J(
代表の理論とは， ひとが “homo cu rri t"および “hom o e st p
s e cie s" と
語る 場合， そうした二つの命題における “homo" という名辞はそれぞれ
ちがった対象を代表( supp one re p ro)していると 主 張するものであり， 同
じ意味をもっ語でも， コンテク ストによって違ったふうに解釈しわけなけ
ればならぬと 主 張するものである。 また関係詞論とは， qui とかqual i s と
いった関係代名 調 ， 関係形容詞の論理的 性質を論じるものである。 つぎに
註解を必 要とする命題についての理論は， 例えば “ tan u
t m h om o cu rri t"
を，

“homo cu rri t & n ihil aliu d ab h omine curri t" というふうにし、し、か

え， 註解 (巴xp one re)すべきであると論じるものである。 そして共義語論
は， Iそれ自身ではなにものをも 指 示せず他のものと 一緒になって 始めて
なにものかを指 示しうるもの」つまりいわゆる小辞 (p ar ticula)を扱う。
そしてそこでは， e t ， au t， ve l， si 等の純粋に論理学的な 結合詞だけでなく，
n i si， qui n ， sive といった 結合詞もとり扱われるのである。
以上からみると，

r論理学小論集』は， 自然言語で書かれた文書の論理

学的な釈義のテクニックにほかならないということがよ く理解できるであ
ろう。 ところでこの「論理学小論集』は， 古代論理学には存在せず， また
近世論理学においてはほとんど脱落し忘却し去られているという 乙とから
みて， もっともよく中世論理学的な 性 格を 示す部分といわねばならない。
それゆえ中世論理学の
本質は， まさしくそうした釈義的， 文法的面にある
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と断言して差し支えないのであり，

事 実 中 世論理学はまた

Sp rachl ogi
k

(言語的論理学) と呼ばれているのである。
つぎに中世文法学の論理学的 性 格に 移ろう。 中世の文法学はその初期の
時代においては ラテン語の聖書を読むための p so itive gram mar つまり実
定的で 実際的ないわゆる 実 用文法にすぎなかった。 そしてそれはドナトゥ
スやプリ スキアヌ スの文法書のやり方を踏襲し， 簡易化したものにすぎな
かった。 しかし1 3世紀になると， そうした p so itive gram m ar は G ram
matica S
p e cu
l ativ a つまり文字通りのs pe culative gram mar にとってか
わられる。

s i tive 1こ対立する概念で
との場合， s pe culative はもちろん p o

lをも意味し
あり， それはまた， on tologi ca
l，p hi l osophical そしてl ogica
たのである。
優れて中世的な文法である思弁文法 ( G ram matica Spe culativ a)は， そ
のような意味で 論理学的 であるといえるのであるが，

このことは 中世論

理学の代表であるぺトルス・ヒ スパ ーヌスの 『論理学綱要J (Summu lae
Lg
o icales )と思弁文法の代表であるエルフJレトのトマス (偽ドゥン ス・ ス
コツ ス) の「意味の様態について， あるいは思弁 文法J (De Modis Signijicandi sive

Grammatica Specu lativa )との関連をみればさらに明瞭とな

るであろう。
ヒ スパ ーヌ スでは論理学の基 本的単位は v oxs i gnifi cativ a (意味をもっ
音声) とされる。 そしてとれには 主 語， 述語， 繋辞の三種類が含まれる。
つぎにこうした三つの v oces s ignfii cativ ae から oratiope rfe cta (完成し
た文)がつくられる。 そしてこれは “ S es t P" という形をとる。 そしてさ
らにこうした形をもっ文つまり命題が三 個 集まって， いわゆるsy llogis m u
s
(三段論法)が 構成される。 そしてこの三段論法こそが論理学の最終目標
なのである。
乙れに対し， エJレフルトのトマスにおいてもやはり， 文法学の基 本的単
位は v oxs ignfii cativ a である。 そしてこれは di cti o つまり語と呼ばれる。
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と乙ろで文法学は三段論法とちがってその最終目標は oratiop erf ecta で
よい。 とはいえ ora tiop er fe cta は論理学のように “ S est P" という形を
もったものだけではない。 したがって di ctio も単に主語， 述語， 繋辞とい
ったものだけではない。 そこでこうしたさまざまの種類の o ra tio (文)の
それぞれを構成する諸部分を， まえもって p ar tes oration i s と名 づけるこ
とにする。 すると文法学では di ctio とはそうした p ars oration i s (文の構
成 要素 )にほかならず， それはまたいわゆる p ar t of p
s eechRe
deteil つ
，
まり 品詞だということになる。
乙うして思弁文法 は普通，

大きく Ethimologia (=Etym ol ogia) と

Dyasin th eti ca ( De Syn ta cti ca) に 分 けられる。

近代風に い え ば前者は

Form en l eh r e (語形論) にあたり， 後者は Syn tax (統語法， 文章構成法)
にあたる。 この場合Etymologia は 中 世の 始めに盛んにお乙なわれたいわ
ゆる通俗的語 源論を意味するのではない。 Etym ologia は di ction ary (辞
書) 的な単語つまり di ctio を扱うのではなく，
oration i s を扱うのであり，

I 品詞」つまり p ar tes

むしろそれは 品詞論といわれるべきなのであ

る。
きて ラテン語で 品詞といえばローマ時代から8個ときまっている。 しか
し思弁 文法では乙うした 品詞がきわめて論理的， 存在論的な立場で議論さ
れる。
哲学的品詞論といえば， すでに12世紀の 中 頃に， ペトルス ・ ヘリア スは
プリ スキアヌ スの注釈において， プリ スキアヌ スの 品詞をアリ ストテ レ ス
の範鴎論の立場から説明している。 つまり彼はアリ ストテ レ スの10個 の範
鴎をプリ スキアヌ スの8 個 の 品詞に配当しているのである。
とうした哲学的 品詞論は思弁文法において， より精密， より詳細になっ
ていくが， との点ば現代的観点からみて大して興味をそそるものとはいえ
ない。 むしろ興味深くて有意味に思えるのは， 構文論の方にある。 そこで
は文の部分である 品詞が， いかにして文にまでつくりあげられるかという
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構成の問題が哲学的に論じられている。 そしてそこにおける「構成J (con
stru ctio)の概念は，

まさしくチョムスキー文法の生成 (gene ration) の概

念の 先駆であるとさえいえるのである。

11

チョムスキー文法と中世の論理学および文法学

まえにチョムスキー文法の基 本的な性 格を述べたが， と と でその内容に
まで立ち入って説明し， それを 中世の論理学および文法学と比較してみる
ととにしよう。
チョム スキー文法は実は 2 本の柱から 成り立っている。 その一つは 変形
(trans formation)の思想であり， もう一つは生成 (gene ration)の思想、であ
る。 そして実際， チョムスキー文法は また別名 ，

変形文法 (tran sform

ation al gram m ar)とも生成文法 (gene rative gram mar)とも呼ばれている
のである。
さきにチョムスキー文法の生成の概念 は， 論理学における形成の概念と
おなじだと述べた。 ただ， 文法学と論理学の大きな違いは， 前者の扱う対
象が自然言語であるのに対し， 後者の扱う対 象は人工言語だという点にあ
る。 ところで自然言語の取り扱いに際して， ひとは必 ずといっていいほど
多義性や不規則 性の問題で悩 まされる3 と れに 反し， 人工言語はむしろそ
うした悩み手なくすることを主たる目的としてつくられたものだといえる
のである。
とζろで文法学が扱うのはあくまでも自然言語である。 したがって自然
言 語に伴う多義 性や不規則 性をなんらかの仕方で処理しなければならない。
そしてそのためにもち出されたのが 変形の思想なのである。 変形とは， 自
然言語の表層構造から深層構造へ， また逆lζ深層構造から表層構造への 変
形という意味である。 例えば日 本語で「世話をしているおばあさん」とい
う表現は表層構造であり， 二義性をもつが， と れを二つの探層構造に 変形
させ，

I (�の)世話をしているおばあさん」あるいは I (�が)世話を
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しているおばあさん」とすれば二義 性はなくなるわけである。
チョムスキーの文法は， 文の 機械的生成をその任務とするが， そうした
生成を スムーズにおこなうためには， 二義 性や不規則 性の多い表層 構造に
おいてではなく， 深層 構造においてお乙なった方が便利である。 そしてそ
のためにはまた表層 構造と深層 構造を 機械的に相互 変換させうるようない
くつかの 変形規則が必要とされるのである。 こうしてチョムスキー文法は，
生成規 則だけでなしに 変形規 則をも必 要とするのであり， 乙の点， 深層 構
造と表層 構造の区別を必 要としない記号論理学が， 形成規則しか必要とし
ないのと大いに異るといえるであろう。
さてこうした 変形の思想は 実はすでに中世論理学の exp on i bilia 論のヰI
で見うけられるのである。 つまり exp oni bi lia 論とは， まえに 実例を挙げ
たように， 構造が複雑であって， それゆえ論理的註解を必 要とするような
文をあつかうものである。 そしてそれはまさに表層 構造を深層 構造へと 変
形するテクニック以外のなにものでもないのである。
チョムスキーは彼の著『デカノレト派言語学J 4 4 ペ ージにおいてこうした
変形の思想、の 先駆を『ポ ール・ ロワイアル論理学J ，乙求めている。 チョム
スキーはそこで，

rポ ール・ロワイアル論理学』 の著者 たちが， フ ラン ス

( 語のf ew) を含む命題は表面的には肯定的であるが， 実際は
語の peu 英
否定的であると 主 張している点に注目している。 ところでこうした peu を
含む文は 実は pr op osi tion exclu sive (排他文) と呼ばれるものであるが，
との排他文には， peu を含むもの以外に， seul 英
( 語の only) を含むもの
があり， いずれも， 見かけは肯定的だがその中に否定文を内含しているの
である。 そしてこうした排他文を扱うのが exp oni bilia 論なのであり， ま
えに述べた

t m を含む ラテン語の文などとともに， ヒ スパーヌ スの
tan u

exp oni bi lia 論に出てくるものなのである。
こうしてチョムスキーの深層 構造と表層 構造の区別は， 彼のいうように
単に『ポール・ロワイアル論理学』にさかのぼるだけでなく ， 実は13世紀
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の中世論理学にまでさかのぼるのであり， ポ ール・ロワイアJレの論理学者
たちは実は ， 単lと中世 スコ ラの exp onib ili a 論をそのまま踏襲したものに
すぎないのである。
以上 でチョムスキー文法の2本の柱のうちの 1本である 変形の概念を終
えたので， 次にもうl 本の柱である生成の概念の方に 移ろう。 説明を簡単
にするために実例を使い， しかも日本語を例にしよう。 生成文法の目標は
例えば「災難がソク ラテスにふりかかる」といった文を， 機械的な手続き ，
つまりコンピュータ ーでお乙なわせうるようなやり方で生成することにあ
る。 そしてそのためには以下のような6伺のルールを作ればよい。

(1)文 一→ 主 部述部
(2) 主部一→名詞1が
3
( ) 主ß部一→名詞2 !ζ動詞
(4 ) 名詞1一→災難
(5 ) 名詞2一→ソク ラテス
(6 )

動詞一→ふりかかる

ここで矢印はその矢印の左の語から右の語が生 成(g enera t e)されるとい
うことを意味する。
さて以上6 個 のノレ ーノレを適当なj慣に使 用すると目ざす文が生成されるが，
そのプロセスを図 示すればつぎのとおりになる。 なおこの図は樹木を逆さ
にした形をしているので樹型( tree) といわれる。
/

部 \ヵ
/
号
、A

主 /調 難
，
名 |災

文

、""'-、

述 部
/I�
名詞2
!ζ 動詞
ソク ラテス

ふりかかる

上の樹型で， 第1 段から第2段が生成されるのにjレ ール ( 1)が使われ，
第2段から第3段が生成されるのにノレーJレ ( 2)， (3 )が使われ， 第3段から
第4 段が生成されるのにルーノレ 4( )， (5)， (6 )が使 用された。 そして以上
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によって 生 成のプロセスが終結し3 樹型における 末端の譜;をつなぎあわせ
れば， 求める文ができあがるわけである。
ととろで ここでまずチョムスキー文法における「もちどま」の問題につ
いていえば，

第ーに 注目 しなければならないのは樹形 の末時に出現した

「災難J， IソクラテスJ， IふりかかるJ といった語と， それ以前に出現し
た「名詞Ü I名詞2J， I動詞」といった語との区別である。 後者は文法書
だけで 使 われるいわば文法 用語であり， 前者はど 乙でも 普 通に 使 われる語
葉である。 こうした区別は中世スコラの 用語を 使えば， 実のと ころ，

I第

1 次的命名J(impo siti o p rima)と「第2次的命名J (i mpo sitio se cunda)の
区別にほかならないという 乙とができょう。 乙うしてチョムスキー文法と
は， 一言にしていえば se co nd impo sitio n である「文」から，

五rst impo 

sitio n である「災難がソクラテスにふりかかる」を 機械的に生成する規 則
の集合に外 ならないという ことができょう。
次に注 目しなければならぬことは末端における語が， い まの場合， さら
に「災難J，

IソクラテスJ ，

Iふりかかる」といったクループと「がJ

，

「に」といったクツレープに2分されるという ことである。 そして中世論理
学でいえば 乙の2つのグループの前者は自 義語 ( cate go re mata)にあたり，
後者は共 義語 ( syncate go re mata)にあたるのである。
と ころでさきの樹型の 第3 段，

つまり 「名詞1が名詞2 !ζ動詞」 は，

se co nd i mpo sitio n つまり文法 用語と共 義語とからなる。 そして文という
ものを「名詞1が名詞2 に動詞」といったいわゆる文型 ( se nte nce p atte rn)
において把握したのが， チョムスキ ーの 生 成文法の以前に流行した構造文
法だったのである。 ところで構造文法では確かに， 名詞J， 名詞2， 動詞は，
いわば代数学における 変数， 論理学における 変項のように考えられ， それ
s t i mpo sitio n の語， つまり「災難J，
らの場所に fir

IソクラテスJ，

Iふ

りかかる」等の単語が代入(substit ute )される。 しかしそうした構造文法
あるいは構造言語学の目的は， 現実に存在 するさまざまの文の構造を研究
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し， それらをいくつかの文型に分類することにあった。 したがって構造文
法の立場はスタテ ィックというべきであり， こうした構造言語学の 成果を
十分にとり込みながら ， しかもそれをダイナミックな立場で展開させたの
がチョムスキーの文法なのであるJ このようにチョムスキー文法はそれま
での文法における 静止的な構造(structure )の思想を， プロセス (pro ce ss)
と手続き(pro ce dure )に重点を置くダイナミックな 生 成(ge ne ratio n)の思
想 に置 き換えたという意味で，

まさしく 生 成文法 (ge ne rative gram mar)

と呼ばれるにふさわしいという 乙とができるのである。
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チョムスキ ー文法の本質は 生 成の思想、にあるが，

乙の生成の概念の 先駆

はまえに触 れたように思弁文法における構成 (co nstructio )の思想 にある
といえよう。 そ 乙でつぎに思弁文法における構成の概念の概略をみること
にしよう。
co nstructio とは， チョムスキーにおいて ge ne ratio が文の生 成であった
ように， 文の構成のととである。 例えば m ala accidunt So crati (災難が
ソク ラテスにふりかかる) というラテン語の文が思弁文法ではどのように
して構成されるかを述べよう。
いま便宜上，

文を構成するプロセスを逆に遡ってみよう。

するとまず

o ratio すなわち文は parte s o ratio ni s (文の構成諸要素 ) に分けられる。
いまの例の場合は mala と acci dunt と So crati の3 つである。 ところで
乙うした3 つの parte s o ratio ni s は co nstructio つまり構成によって o ratio
となるから ， また co nstructibilia (構成要素 ) とも呼ばれる。
ととろでとうした parte s o ratio ni s あるいは co nstructibi lia はまた，
mo di sig ni ficandi (意味の様態) をもっともいわれる。 ととろでとうした
mo di sig ni 五 candi とはなんであろうか。 ここでまず sig ni ficare (意味 作用)
というものを考えてみよう。 さて単なる vox (音声) と vox sig ni ficativ a
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(意味作用をもっ音声)つまり dictio (語)とは異なる。 v o xだけである
と， いわゆる 「馬の耳に念仏」であって， 物理学的な存在ではあるが， 意
味をもっ存在ではない。 乙うした区別は， 中 世の論理学では，

r人聞は2

文字からなる」と「人聞は走る」における人間という名詞は前者において
は

suppositio m ate rialis (素材的代表)の作用をもち，

後者においては

supp ositio pe rsona li s 個体的代表)
の作用をもっという形でおとなわれ
(
ている。 そして現在の論理学は， 前者の場合には人間という名辞に引用符
を付けて 、人間グ とすることによって， ただの人間という名辞と区別して
いるu
乙うして文を構成する単位である di ctio は確かにv ox sig ni ficativ a とし
て意味作用をもっ。 しかし dictio つまり辞書に登録されているような形の
語だけを何個か 集めても， それでただちに 文が構成されるとは限らない。
ラテ ン語の場合，

名詞や動詞は活用する必要がある。

dunt， Socrati といった語はすべて活用した形である。

実際，

m a la， acci

こうして p arte s

orationi s あるいは construc ti bi ila はたいていの場合， そうした活用した
形なのである。 したがって， 辞書的な dictio と pars orationi s あるい は
constructibile は必ずしも同じとは限らないのである。
ところで pars orationi s はい まの場合， mala， accidunt ， Socrati である。
だとすると dicti o とは実は， m a l-， accid-， Socrat -のような根根， 語幹，
原形といったものにほかならないということになるであろう。
さて， acci d-を例にとれば， それは acci do となれば動詞となり， acci
de ntia となれば名詞となり ， accide ns となれば動・名詞つまり 分 詞となるc
さらに動詞の場合， acci do なら 1 人称単数現在だが， accidunt となれば
三人称複数形となる。 acci d - はこのようにさまざまの形になるが， accid
そのものはやはりそれ自体で意味をもつのであり， そうした意味でそれは
確かに v ox sig ni ficativ a であり， sig ni ficatio (意味作用) をもっ。 そうだ
とすると accidunt といった pars orationi s は， 単にsig ni ficare (意味)
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するだけではなく，

cons ig n ificare (共意味) するといわねばならない。

と乙ろで乙の場合の con -は単に acc id -の部分だけではなく， それに加え
て -unt の部分もまた意味作用をもっということを意味する。 そしてそう
した事態はまた ， acc id-unt において， acc id- のもつ s ig n ificare の作用が
m odify されたという意味で，

m odus s ig n ificandi (意味の様態) とも呼

ばれるのである。
以上のような construct io のプロセスを生成 文法の樹型になぞらえて図
示するなら以下のとおりとなるであろう。
dict io =v ox s ig n ificat v
ia
( s ig n ificat io)
pars orat ion is =m odus s ig n ificandi
=construct ib li e ( ∞ns ig n ificat io)

m al I
m al -a

acc id-

Socrat -

acc id-unt

Socrat -i

orat io =construct io
p art mm oratl
Oms

こうしてい まの図からもわかるように， 文法学の最終目標である orat io
に達するためには， dict io の段階と pars orat ion is の段階の2 つを経過し
なければならないのである。 そして文のそうした生成のプロセスのもっと
も重要なつなぎの役目をするのが m odus s ig n i五candi の働きであり， こ
のことは，

G ram m at ica Sp eculat v
i a を唱える 文法学者たちがModista e

(様態派) と呼ばれていることからも明らかなのである。
ことで以上のような 思弁 文法をチョムスキーの文法と較べあわせてみる
と， 確かに文というものを単に記述的， 構造的， 静止的に見るのでなく，
文をつぎつぎと段階的に構 成しているという点では生成 文法と似 通ってい
る。 しかしもちろん相違点も数多く見受けられる。 チョムスキー 文法の場
合， 生成といってもそれは g enerat ion つまり作成であり， 人間あるいは
機械が 文を生み 出すわけである。 しかし思弁 文法の場合， 生成はむしろ自
動詞的な g enes is ( 発生) であるといわなければならない。 そこではまず
意味作用はもつが， まだ m odus s ig n ificandi をもたない dict io というも
のが想定される。 したがってそうしたdict io は名詞で もなく ， 動詞でもな
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く， 副詞でもない。 つまりまだいかなる品詞でもない。 それゆえもちろん
性， 数， 格もないし， 時制も法もないのである。 こうしたいわば 混沌未分
という考えはおそらくアヴィセンナの哲学の影響を受けたものと考えられ
るが3

乙のような考えはもちろんチョムスキー の生成文法にはけっ して見

られはしないのである。

IV

思弁文法に対する評価

以上で思弁文法の概略を述べたから， いよいよその評価にとりかかろう。
(1 )思弁文法は， それが
個々の単語の辞書的研究ではなく， もっ ぱら文
章構成の理論 (s yn tax あるいはs yn tact i cs )をめざしたという点に， その
功績が認められる。 実際，

中 世の初めでは， cad ave r (屍) という語は，

実は cad o (倒れる) という語に 起源をもつのに， carod ata ve rmibus

(う

じ虫に与えられた肉) のアンダー ラ インの部分からつくられたといっ た語
源論が帽をきかせていたのである。
思弁文法 がこのように文章構成 をめざしていたという 乙とは，

それが

cons tru ctio (構成) の概念を特に重視していたととからもわかる。 しかし，
実をいえばそうした cons tru ctio とチョムスキーの gene rat ion の聞には違
いがある。 先にも述べたように， チョムスキー文法の出現する以前に確立
された構造文法では， s tru ctu re といっ た概念が重んじられたが，チョムス
キー文法はそれに gen巴 ration という概念が加えられるととによっ て 完成
された。 と 乙ろが思弁文法の cons tru ct ion (構成) の概念 は，確かにs tru c
tu re

(構造) と gene ration

(生成) の2 つの概念を含んではいたが，

な

おそれを十分 に分化しきってはいなかっ たと評することができるであろうc
(2) 思弁文法は Syn tax (文章構成法) を重んじたとはいえ， やはりそ
とにはまだ， F ormenleh re (語形論，

品詞論) 的傾向が残っ ていたといわ

なければならない。 チョムスキー文法の樹型を見ると， その一番上の段に
「文」が位置し， その一番下の段に「災難がソクラテスに降りかかっ たJ
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が位置する。 つまりそ こでは 徹頭徹尾， 文 に注意 が集 中 されている。 と こ
ろが 乙 れ に反し ， 思弁文法 において，

その 出 発点は 混沌未分の dictio だ

っ たの で、あるむ
また思弁文法の 場合，

con str uctio といっ ても ， チョムスキー 文法 にお

けるjレール による機械的な生 成 とは違っ て， 語 形論的， 品詞論的な要素 を
残しているといわねばならない。 実際， 思弁文法では con str uctio は con
str uctio intran sitiv a と con str uctio tran sitiv a の2 つ に分かれる。 例えば ，
Socrate s currit という文は2 つの p arte s orationis からの con str uctio で
あるが，

これは con str uctio intran sitiv a といわれる。 また lego libr um

の場合は con str uctio tran sitiv a といわれる。 さて 動調 を基準l乙置けば ， 前
者の場合 Socrate s という語は currit の 主 語で あるが， 後者の場合 libr um
は lego の 主語以外のものである。 したがっ て intran sitiv a とは， 非移 動
的 ， つ ま り 主 語から移動しないという意味で あり， tran sitiv a とは 移 動的
つまり 主語 から 移 動するという意味であるといえよう。 ま た通常intran
sitiv a の場合 において， currit は Socrate s に dependere ad ( 依存， 従属)
するといわれ， tran sitiv a の場合 においては ， lego は libr um を regere
( 支配) するといわれるのである。
以上 のことを ， まえ に使っ た m ala accidunt Socrati という例 について
いえば文の作 成 はまず混沌未分 の accid- から 出 発し ， m odus signifìcan di
によっ て accid- unt が生じ ，

乙の 動詞はそれ自 らの 性質lとより， 一方 にお

いては con str uctio intran sitiv a として mala に依存し ， 他方 においては，
con str uctio tran sitiv a として Socrati を 支配するのである。
とのよう にして思弁文法は，

構 成 を 結局Tran sitiv ität， Intran sitiv ität

の概念 ， いいかえればRektion ， Depe n denz の概念を 使っ ておとなうの
であるが， 生 成 文法では生 成 をすべて， )レール にもと づいて 起とさせるの
で ある。
(3) チョムスキー 文 法では 意味の問題を 分離しp

意味の 問題はもっぱら
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変形文法の方にまかせるが， 思弁文法では， 意味の問題が未分離のままで
まといついている。
チョムスキー文法が二義 性や多義 性の問題つまり意味の問題を， 変形規
則によって解決したととはまえに述べたとおりで ある。 ところが思弁文法
は， 始めから終りまで意味の問題をかかえこんでいるといわねばならない。
i の段階 から 出 発して，
思弁文法が d ci t o

p arte s orat oin is の段階を経，

orat o
i pe rfe cta にまで至るということはくり返し述べたとおりで ある。 し
かしこれらのうちのどの段階においても意味の問題がまとわりつく。
l ll1S
i は v ox 豆E唖生竺lv a と定義される。 つぎに pars oratO
まず di ct o
i に m odus s gi n堕竺些i が付加されたものと考えられる。
はそうした d ci t o
i に関していえば，
そして最後に orat o

エ jレフルトのトマスはとう述べて

i )の完成したことの証拠は， 聴き手の心に完結し
いる。「構成(con struct o
た意味( sen sus pe rfe ctus)を生成 (gene rare)させることにある。」ζうし
て思弁文法において， 意味の問題は未分離のままなので あり， 結局g n
e e
rat o
i とはあるまとまった意味の 「生成」 のことにほかならなかったので
ある。

結

ぴ

以上で 中世の論理学および文法学に対する， チョムスキー文法の立場か
らの評価を終えた。 記号論理学のかわりにチョムスキー文法を評価の基準
に置くととによって， 記号論理学の基準でみただけでは洩れ落ちていた部
分をカバー することができたといえる。
ととろで 中 世で は， 論理学と文法学はなんのため存在したのだろうか。
それはいうまでもなく残ったもう一つの学科で ある修辞 学 とと も に，
tr ivium (三科) すなわち arte s se rm oc ni a el s (言語的諸学科) を構成した
ので あり， それらは， 神学， 法律学， 医学のための基礎学科 だったので あ
る。
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とζろで中世の 神学， 法律学， 医学はすべて典拠とすべき文書の解釈か
ら出 発したのであり，

特iζ 神学は “ theB ook ofB ook s"

(書 物の中の書

物)
， “B ible=Bibl ion" ( 本そのもの) ， S crip tu ra (書そのもの) といわれ
る聖書をその中心に据えるものである。 したがってそれらの学の予備学で
ある言語 的諸学科が， そうした文書解決に資するためのものであったこと
は明らかである。
ところで法律学や 医学の 依拠する文書は， いちおう論理学や文法学で処
理できょう。 しかし 神学ともなれば事情が全く異る。 もっとも 神学の典拠
となる聖書も また普 通の言語で書かれているからには， 論理学や文法学で
処理できる部分のあるζとはもちろんである。 しかしその板心ともいうべ
きところにおいて 神学的文書は， いわゆる字義的な( l ite ral) 解釈にとど ま
らず，

レトリカルな解釈を要求するのである。 そしてζこで字義的解釈と

は論理的 ，文法的解釈を意味し， レトリカルな解釈とは，

寓意 的(al1egori

cal)， 転釈的 ( tropol ogical)， 天上的(anagogical)， 象徴的 ( sym bolical)，
比喰的( me taph or ic al ， figurative)等々の解釈のζとを意味するのであるひ
ところで確かに三科のうちの論理学と文法学は， 現在 ， 記号論理学とチ
ョムスキー文法という形で科学的理論にまで到りつく乙とができたc とは
いえ修辞学に関する限り， まだ信頼するに足る科学的な理論が 出現してい
ないι 修辞学にしてそうであるから ， 神学的解釈のテ クニッ クとして， 修
辞学よりももっと高尚だとされているアナロジアの理論などはなおさらの
ことである。 いやそもそもそれらに関して非党派的で科学的な理論が成立
しうるものかどうかさえ疑問である。 しかしそれはさておき， 三科のうち
のこ科までは現在 ， 科学的というに足る理論が 成立しているのであり， と
れを基準にして過去の業績を評価できるようになったといいうるのである。

