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「神学大全」第1部Q. 14，

13 �こ於る

a.

若干の問題点について
岩

熊

幸

男

『神 学大全JJ I. Q. 14 ， a.13は ， ‘神 は futur a con tin gen ti a を認識するか'という
問題を扱っている。
我々はこ こ で， この ar ti culus に於る text 解釈上 の2つの疑問点lこ対 し，

若干

の 考察 を加えた い。 その疑問点の第一は ， ad II にみえる‘materia ver bi'及び‘ pars
prin ci palis pr oposi ti onis'という語句 の解釈を廻る問題である。 第二点 は， ad III I乙
於る， 様相 概念の de r e， de di cto の2 通りの解 し 方と関連 して述べら れた ， ‘di visa'
及び‘composi ta'という語句 の解釈についてである 。
第一点 について ;
ad II Iこ見える次の文
(Qui a cu m di ci tur， Deus sci vi t esse fu turu m hoc con tin gen s ， ) con tin gen s n on
poni tur i bi ni si u t m ateri a ver bi ， et n on si cu t prin ci palis par s pr oposi ti onis.
- … ・(命題I )
は，

一見次の様 な訳を 与えて 充分に 恩われる。 í(……。 ) 上 の命 題中 に 於 て ，

‘con tin gens'という語が置かれ ている poni tur が， それ は言葉 の 素材と してであ っ
て ， 文の 主 要部分(i .e. 主語又は述語)と してではない。」
(1)

主 要な 近代語 訳 も ， ほぽ同様に解 しているら し い。
[D] ..….so ist der Ausdru ck: das un gewi sse， nur als Wor t zu fassen， ni chi t als
hau pttei l desSatzes;..

[E]. .....the wor d‘con tin gen t' is mer el y par t of the matter of the pr oposi ti on
an d n ot a prin ci pal par t: ....
F]...…la
[
con tin gen ce qui s'in tr odui t dan s la pr oposi ti on n 'en for me qu e la
matiをr e， n on la ten eur prin ci pale et for melle; .
[S]..….10 de con tin gen te se pon e aqui como materia del ver bo y n o como par te
prin ci pal de l a pr oposi ci6n ， .
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(但し ， 上の諸訳に於て ， ‘materia verbi'， 'principalis pars propositionis 'に当てら
れた 訳 語が何を指しているのかは， 注もなく， やや暖昧である。 )
とζろ で， 次の命題について考えてみよう。
contingens est possibile. …...・H・-……H・H・-………・……・・H・H・....(命題n)
この命 題 に 於 て は ‘ contingens ' とど三重が， j>竺竺旦空空坐坐�g:> 1-::>)塑主主習
に置かれ ていながら， しかも contingens な命題とは考えられ ない。 この事から 2
つの問題 点 が浮び上る。
i) 命題Iの‘ contingens ' は， ‘“contingens " という語 'と解すべきではないの
ではないか。
ii) ‘pars principalis ' は‘主語又は述語 'を意味してはいないのではないか 。
第 i点、に関して: Marietti版， Leonina 版等，主要な edition K於て， 'contingens '
はイタリックlとなっており， 直前の文
Deus scivit esse futurum hoc contingens. ……… . . .・H・......・ H・..… ・・(命題皿)
の中の‘“contingens 'という語 'と解するように示唆している如くである。 しかし，
上述の問題 点 からして， この解釈 は採 り得ない様に思われる。 そ こ で我々は， この
‘ contingens'を'id quod est contingens'と解した い。
ところ で， 命題Eに於る‘contingens ' も ， ‘hoc'を伴 っていることから明らかな
如く， ‘hoc quod est contingens 'を指している。 それ では， 命題Iの‘ contingens '
も ， この hoc を指しているのであろうか。
我々はと こ で Summa 本文 にたち戻 って考えてみよう。

第 2異論は次の様 な趣

旨であ った。 一一真なる条件 文 に於て， 前提が必然的 なら結論も 必然的 である。 し
かるに次の命題
s iDeus scivit hoc futurum esse， hoc erit.

…. . .・H・.....・H・......・H・....(命題lV)

は真なる条件 文 で且前提(i. e.命題m)は必然的 である。 従って結論も 必然的 であ
る。 従って神の知 は必然的 なるものにしか及ばない。 一一
この異論に対し，

ad n では 4 つの異論回答が与えられ ，

最初の3つ は全て

Thomas によ って否 定され て いる。 我々の問題としている命題I は ， その2番目の
回答へのThomas の反論の内にある。
最初の回答は， 次の様 な趣旨であった。 一一ー命題Wの前提 (i. e.命題m)は必然
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Thomas はこれに対し

一一 命題E は確かに未来の事lこ関わってはいるが， そ れ が Deus scivit...... という
過去の事実 を述べているの である限り， 必然的 である一一ーと反論する。
以上を 受 けて， 次の 第 2の回答が提出され て い るのであるが， これ はい わば 第 1
の回答の修正案になっ て いる。
Alii vero dicunt hoc antecedens(i. e.命題皿) esse contingens， quia est compositum ex necessario et contingenti， sicut istud dictum est contingens， Socratem
esse hominem album.
さて， い かなる意味 で次の命題
Socrates est homo albus. .，…...… ・'"・H・.....・H・.....・H・ ...…… ・ (命題 V)
は， compositum ex necessario et contingenti なのであるか。 そ れ は， 命題Vの構成
要 素 terminus(Socrates及び homo albus)がそれぞ れ necessarium， contingensであ
る， という意味では決してなく， 命題Vが次の 2 つの命題，
Socrates est homo. (これ は necessariumコ
Socrates est albus. (乙れ は contingens)

・H・H・H・H・....・H・H・H・ ..…・ (命題 Vi)

を 合 成 componere したものである， という意味である。

こ こ で注意す べきは，

contingens とい い necessarium とい われているの は， 決して物(Ding， e.g.Sortes，
homo， albus etc.)ではなく，

命題によ って 表示されるもの (res enuntiata， Sach

verhalt)である事， である。
さて， 命題Vと同様に命題Eも compositum ex nec. et cont. である， と言われて
いる。 そ れ は， 命題Eが次の 2 つの命題から 合 成 componere されているからであ
ると考えられる。
Deus scivit. (乙れは第1の回答へのThomasの 反 論にある如く necessariumJ
hoc contingens futurum est. ...・H・.....・H・..…...・H・.....・H・-・………… (命題四 )
そ れ では， 命題W はいかに解す べきであるか? 先に述べた如く， contingens であ
るの は物ではなく res enuntiata であるから， こ こ で命題 班の‘hoc contingens'の
例として， 命題Mの res enuntiata を考えることにしよう。 すると命題四 は次の 様
になる。
Socrates albus futurus est. ...・H・ .....・H・..………...・H・....・H・...・H・.. (命題 班')
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従って命題E も 次の 様 になる。
Deus scivitSocratem album futurum esse. '"・H・........・H・.....・H・..(命題m')
この命題m' 1こ於て contmgens で あるの は ， ‘Socratem album futurum esse '即ち命
題mlζ 於る‘hoc contingens' futurum esse'で あって， 命題mlζ於る‘hoc contingens '
そのもので はな い 。
以上の 考察 から結論するに ， 我々は命題Iを次の様lζ 解すべきで あると 恩われる。
1"・H・。

上の命題中に於て ，

contingens な もの(i.e. hoc contingens futurum

esse) が考えられ ている ponitur が， そ れ は ma teria verbi としてで あって，

prm.

cipa lis pars propositionis としてで はな い 。J
第 ii 点 に関して:命題Eによって提出された問題は，
な い 。 何故ならば，

しかし未だ解決されてい

id quod est contingens を 主語としてもな お次の様な命題が考

えられるからで ある。 例えば
Socratem album futurum esse est possibile. '"・H・.....・H・.....・H・..…(命題1I ')
この命題も

contmgens な命題とは 言 えな いで あろう。 と乙ろ がThomas が命題

Iで暗に主張しているの は前後の 文脈から明らか1(- ある命題がcontingensで あ
るの は， contingens な もの がその命題の pars principa lis で ある時で ある一一ーとい
う事で ある。 問題が起 きるの は， 従って， 'pars principalis 'を‘主語(又 は述語)'と
解 する場合 で ある。
しかし ， それでは ‘pars principalis' IC他の解釈を 与え得るで あろうか。 Thomas
(2)

K次のような 用法 が見られる。
Vel pot田t dici， quod so la旦型恒空 eロ坐り unt 空坦ip_号le竺杢tionÏl哩竺rtes，
しかし， 命題Iの ‘pars principal is' を ‘ 名詞又 は動詞 ' ととるととは明らかにで き
な い 。 なぜなら contingensな もの は 名詞 や動詞で はな い からで ある。他方， Petrus
(3)

Hispanus は， 主語と述語を確かに ‘pars principalis'と呼んで いる。
Cathegorica くpropositio > est illa que habet subiectum 竺旦埜国竺竺主性 i .
型les p a聖日旦�
(4)

そ してこの様な 表現は， Boethius の 次の個所を典拠としているの かも知 れな い 。
Termini sunt partes simplicis propositionis(=cathegoricae propositionis) in
quibus dividitur 芭坐り型型e r propositio. (乙乙lこ ‘termini' は明らかに， ‘主
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語と述語 'を指す)
(5)

乙れらの 用例を見ると， ‘p ars pr incip alis' はやはり6 主語又 は述語 'を解すべきに
思わ れ る。 しかるにその場合 ， 命題lI' によって提起 された問題を解決せねばなら
ない 。
我々はこ こ で=翻って， ある命題が contingens になるの はし、かなる場合 であるか，
を考えてみよう 。 contingens な命題の 例として， 命題 \i
Socrates est albus.
を考える 。 す ると明らかに ， 命題\iが con tingens であるの は， その 主語又 は述語
(Socrates， albus) が contingens であるからではなく，
関係が contingens であるから

即ち

主語と述語の 聞になりた つ

albus であることは Socrates にとって，

その本質に属 することではなく ， 付帯的 なとと非必然的 なととにすぎ ないから， 1ζ
他ならない。 事実 ，

contingens なものとは， 先に述べた如く， 名辞が表わ す所の

物(Ding) ではなく， res enuntiata なのであ る。
以上の 考察 から結論 するに， Thomas が命題 Iの ‘p ars p rincip alis'という語で
述べたの は， 厳密には ， ‘p ars p rincip alis ( 主語と述語)の 聞の関係 'とでも 言うべ
き所であ って， との 点 lと於て Thomas の 表現はJレーズ であった ， と言 えよう。
'materia verbi' について: 次 IC ， ‘materia ver bi'という語の 解釈について考察 す
る。
先IC 引 用した諸近代語 訳 は，
即ち

ほほ 次の 様 な解釈をとっているように思わ れ る。

‘ contingeばという語は， 命題を構成している所の 単 なるl 要素 ， 素 材

一一

にすぎ ない。 一一 この解釈 は明らかに， 命題 Iの 'contingens'を， ‘命題 Eの 中の
“conti ngens"という語 'と解する事lζ基づいている。 しかるに我々はこの ‘ contin
gens'の 解釈を採らないのであるから， 先の諸近代語 訳に従うわ けにはいか ない。
又 ， ‘materia verbi'を ‘命題を構成す る素 材 'と解す る場合 ， ‘verbi'という語の 意
味 がやや暖昧になる乙とも 注意せねばならない。
我々はこ こ で再びSumma 本文に立ち帰って考察 しよう。 命題 Iに続いて次の
様に述べられている。
U nde

contingentia eiu s(i.e. materiae verbi) vel necessitas nihil ref ert ad hoc

quod p ropositio sit necessaria vel contingens， vera vel falsa.

Ita enim potest
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esse verurn rne dixisse ho rnine rn esse asin urn， sic ut rne dixisseSocrate rn c urrere ，
velDe urn esse; et eade rn ratio est de necessario et contingenti.
ここで， 命題illl乙照応する 3 つの命題が与えられている。
ego dixi ho rnine rn esse asin urn.
ego dixiSocrate rn c urrere.
ego dixiDe urn esse.
そ して， これらの命題が， その rnateria verbi である所のものの真偽に関りなく，
真で(も偽でも )あ りうること， が主張されている。 その ‘ rnateria verbi である所
のもの ' とは明らかに各々次の事である。
hornine rn esse asinurn

( 乙 れ は明らかに偽〕

Socrate rn c urrere

(とれ は真でも偽でもあ りうる〕

De urn esse

(乙れ は真〕

さて， とれと同様の 理由 et eade rn ratio で， 命題E
De us scivit esse f ut ur urn hoc contingens.
IC 於ても， その rnateria verbi が contingens であれ necessari um であれそれに関
りなく， 命題そのもの が contingens であるか否か が 定ま る， と 主張されている。
先の 例との照応から考えれば，

従って命題Eの rnateria verbi とは，

'contingens'

という語ではなく esse f ut ur urn hoc contingens である乙とが明らかであろう。
さらに ， このことは， 先に我々の得た結果， 即ち， 命題I の ‘ contingens' は，
‘命題illlC 於る “contingens "という語'を指すのでも ‘hoc くq uod est ) contingens '
を指すのでも なく， ‘esse f ut ur urn hoc contingens'を指すのである， という結果に
も一致している。
以上の考察 から結論するに，

'materia verbi ' は‘動詞の目 的 語又 は目 的旬'を意

味している， と考えられる 。 但 し， ‘ rnateria verbi' がその ような意味で用 いられて
いる用 例を， 筆者は他に見出しえなか ったこと， を認めておかねばならない 。
最後に: 日本語 訳 では，

(6)

この個所i乙 次の 注を付 し て い る。

r命題の 「素材」

( rnateria )とは， い わゆる「変項J(variable)にあたる。 これに対して， 命題の「根
源的 な 主要な部分J(principalis pars )とは「定項J(constant)を い う。 いま
必然的」 ‘contingens'なる語は変項として用 いられ ているにすぎ ず，

1"非

従ってそれ は
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。 』との 注の意味

一一

はしかし ， 筆者には解しかねる。 なぜなら， も し乙 乙 で言われた ‘ 定項・変項 ' が
現代の命題論聞 でい われるそれを指 してい るとするならば， 変項とは， 所謂 命題変
数の ことであ り，

定項とは否定・連言・選 言・含 意及び様相記号等の 論理記号のと

ととなる。 ところ が ，も しそ うだとするならば ， 第11と ， 命題IIII こ於る‘c ontingens'
とい う語は変項ではない 。 とい うよ りむしろ， 命題論理に於てはカテゴリカルな命
題を1 つの 分析不能な単位として扱うの であるから ， その命題の構成要 素(例えば
今の場合の ‘contingenぶという語)は考慮の内に全く 入らないのである。 第 2 Iと ，
‘contmgenぶとい う語が 定項の位置にあるよ うな命題それ自身の 様相は contingens
であるとは言えなし、。 例えば ， 命題
Socratem esse alLu m est contingens.
を考えると， この命題は，
Socrates est alLu s
とい う命題が contingens である乙とを表わしてはいるにしても，

この命題それ自

上 の 2 点 の 疑問を 我々は先
体が c ontingens であるとは考えられ ないの である。 以
に引 用した 注に提起した い 。

次lζ ， 第 2の問題 点 たる ‘composita ' と‘divisa' の解釈 に移る。 問題は ad固に
みえる次の個所である。
Unde et haec pr opositio ， omne scitu m a Deo necessar iu m est esse， consu evit
distingui. Qu ia potest田町de問， vel de dicto. Si intelligatur de問， est divisa
et falsa: et est sensu s， omn日r es quamDeu s scit， est necessaria. Vel potest
intell igi de dicto: et sic est composita et vera; et est sensu s， hoc dictu m， scitu m
a Deo esse， est n町essar iu m.
諸近代語 訳を みると， この個所の 解釈 は大きく 2 つのグループIC 分けられる。 その
1 つは，
E].・h・.the
[
proposition is taken independently of the fact of God 's knowing，
and false......
… .it is taken in co吋unction with the fact of God 's knowing， and tru e，...
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F].....
[
.la proposition est prise en un sens divisé1 et elle est fause:・・…・
......la proposition est prise en un sens composé2 et elle est vraie; … ・・・
仏訳にはさらに次の 注がついている 。
1. C' est-à-dire indépendamment de la condition: SiDieu sait...
2. C'est-à dire en liaison avec la condition:Etant donné queDieu sait.... ..
この様な解釈をとる最大の 根 拠は 恐 ら く， Summa 本文 のすぐ 前の段に次の様!C 論
じ られていることに存する， と思われる 。
..sed ea quae sunt scita a Deo， oportet esse necessaria secundum modum
quo subsunt divinae scientiae， ......: non autem a bsolute， secundum quod in
propriis causis considerantur.
ところ がこの 解釈に対し， 独訳及び日 本訳では，

fallacia 論に於て，

fallac ia
(7)

compositionis et divisionis と して， 当 時既 に technical なものとなっていた意味に
解釈 している。
我々はこの 第 2の 解釈を採ろう 。 というの は :まず， 第 1の解釈に対し実際に先
!C 挙げ た 以外 の大きな 根 拠がないとすれば，

先 の 引 用文中 では， divisa !乙当 るべき

所が absolute という語が用いられていることか ら， これも大きな 根 拠と言 えない
事 ， (因lζ， ‘ dividere ' という語には，

英仏訳の如く ‘神の知か らは 切り 離して ' 又

は ‘神の知 という 観点か らではなくそれ自体絶対的に' という ニュアンスはなく，
唯単に‘あるものを部分 的に分ける ' という 程 の 意味 しか ないのではないか と恩わ
(8)

れ る . )次に， de re， de dicω の区別は 独
， 訳・日本訳に 注されている 通り， Thomas
(9)

e
自身に帰されている ‘DFallaciis
' の中の他 ならぬde fallacia ∞mpositionis et
divisionis の章にとり 挙げられており，

さらに Summa 本文にも51か れ て い た

首b岨m possibile est esse nigrum ' という例がこ こ でも やはり引か れている ( 658節)
乙とな どが理由と して 挙げられ よう 。
それでは ， componere， dividere のその technical な意味とはいか なるものか 。
一般に命題は， い く つか の部分 i.e. 語 dictioか らできているが， ある語 Aと B を
(も しそれ が 可能な場合 ) 文字通り componere ある いは dividere して， その命題
の意味を把握すること， をそれぞ れ compositio 或い は divisio と言う 。
Fallaciis' Iこは次の 例が挙げられている。
Thomas‘De

先 述の
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sicut cum dicitur: quidquid vivit semper est; haec dictio “semper" potest
componi cum hoc verbo “vivit" vel dividi ab eodem.(656節)
さて Thomas は fallacia comp. et div. を 3種類 に 分類 しているが，
dicto の区別が関係するの は ，

de re， de

そ の 第 1の fallacia である 。 そ の 場所でThomas は

次の 様 な定義 を 与えている。

(11)

(10)

aliquod dictum potest supponere verbo vel ratione totius vel ratione partis: si
ratione totius supponat， erit oratio composita ; si ratione partis， erit divisa oratio:
(658節)
さらに ， この 定義を ‘nigrum possibile est e日e album'に 適 用して次の様 に述べて
いる。
illud dictum “nigrum esse albumぺpotest supponere ei quod dicitur “possibile"
vel ratione subiecti， et tunc possibilitas attribuitur subiecto dicti et modalis
de re， et tunc est divisa et vera; est enim sensus quod ille qui est niger，
potentiam habet quod sit albus; vel potest idem supponere ratione totius dicti，
et sic est modalis de dicto， et est composita et falsa ， et est sensus quod hoc
dictum， “album esse nigrum"， sit possibile: ( 658節)
即ち ，

との場合 ‘divisa'と言われるの は‘ nigrum esse album' とい う dictum が

‘possibile est'によって 'nigrum'と‘ esse album'に dividere されているからであ
り， ‘composita'と言われるの はかの dictum が dividere されずに そ れ全体として
ratione totius， ‘possibile est'の 主語となっているからである。
ことまでくれば ，
esse' についても ，

我々の問題としている 文 ‘ omne scitum a Deo necessarium est
い かなる意味で divisa 或い は compos Jta と言われるの か は ，

もはや明らかである。 即ち，
subiecti に，

--

"omne scitum a Deo esse" とい う dictum は } rat10

即ち subiectum dicti=omne scitum a Deo が‘necessarium est(esse)'

とい う述語の ， 主語であると考える事もできる。

そ の場合 は， ‘omne scitum a Deo

esse'とい う dictum が‘necessarium est'によって‘omne scitum a Deo'と‘esse'
に dividere されているから ， divisa と言われる。
られている所の Sachverhalt は ，

そ の 場合の意味 は ， ‘全て神l乙知

必然的lζ 生 起 esse する'となり， 偽な命題とな

る。 なぜなら ， 神の知 は 必然的 l乙 生起するものを 超えて及ぶ からである。
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先 の dictum は， ratio totius dicti に ， 即ち dictum 全 体 が何 ら dividere

他方 ，
さ
れずに，

‘necessarium est' の 主語と考える事 も できる。 その 場合 は，

‘omne

scitum aDeo 'と‘ esse' が componereさ
れ て把握さ
れているから composl ta と言
われる。 その場合 の意味 は， ‘全 て神lこ知 られている所の Sachverhalt は生起esse
する ， という事は必然、的 であるP となり， 真な命題となる。 なぜなら ， 神の知 はた
とえ非必然的に生起す るものについての知 であっても決してあやま ることがな い か
らである。

注

(1) 以上に 参照 し た の は次の諸訳である。
[D) SummaTheologica: Deutsch・lateinische Ausgal見，hrsg. vom Katholischen
Akademikerverband. Bd.2，Salzlmrg-heiderberg， 1934
[
E) SummaTheologiae: Latin text withEnglish translation， introduction，
note， explanatory appendices， glossaries and indices， under the general
editorship ofTh. Gilby andT. C. O 'Brien. vol. 4， New York-London， 1964
[
F) Somme théologique: Texte Latin et la traduction française accompagnée
de notes explicatives et d'appendices， par LesDominicains Français， tom.
2司 Paris， 1956 (3e éd.)
[S) SumaTeologica:Texto latino de la edición crÍtica Leonina. Traducción
y anotaciones por una comisión de P. P. Dominicos presidida por F. B.
Viejo， tomo 1 ， Madrid 1949
(2 )

In Peri Herm. L.1 ， 6;

cf. I n A ristotelis libros Peri-Hermeneias et Posteri

orum Analyticorum
Expositio， ......cura et studio R.M.Spiazzi，Taurini-Romae，
1964 (2nd ed.) p. 7
通 常propositio 及び enuntiatio の 類 概念と考えられているが，
この個所では Thomas はそれらを明確に区別して いな い ように思われる。
oratio は ，

(3)

Peter of Spain，T ractatus called afterwards Summule Logicales， ed. L. M.
de Rijk， 1972 Assen. p. 325-26 く 〉内， 筆者補筆。

( 4) DeSyll. Cat.， in Boethii Opera Omnia， P.L. 64， p. 798A ( ) 内， 筆者。
( 5) 但 し， WiIliam ofSherwood は， 主語 と述語を ‘ pars integralis ' と呼んでい
る。 cf.Die Introductiones in Logicam des Wilhelm von Shy reswood， ed. M.
Grabmann; Sitzungsberichite der Bayerischen Akad. der Wiss.， Phil..Hist.
A bt. Jg. 193 7， Heft 10， München. p. 3516寸?。 そ して他の 13世紀の 論理学綱要

『神学大全』第1部Q.14， a.13に於る若干の問題点について
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通常p ars p rop osi ti oni s を問わ ず， 問う た 場合 も 先述の Thomasと同
‘
詞・動詞' を 挙げるの が普遍である。
様 Ari stoteles，De Int. 冒頭に従って 名
従って ‘p ars p ri ncip ali s' は techni cal ter mとして 安定し た ものではなか っ たと
書は ，

考えられる。
( 6)

Iトマス
・アクイナス 神 学大全」 第 2冊， 1963， 東京。 p 336， n. (109)
( 7 ) fallaci a comp . et di v. は A rist.Sop h. EI. c.20， 177 a33.b34 の 発展した も

のである。
( 8 ) i bi d. p 339， n(114)， (115)， 及び[D] p . 314， n.[ 12]。
( 9) Op uscula Phil osop hi ca， cura et studi o R. M.Spi azzi，Tauri ni . Romae 1954，
pp .223-240. fall acia comp . et di v. を扱って いるの は Cap.3 . i bi d. pp. 229231.
(10) ‘ di ctum'とは本来 ‘enuntiabile， si gni品目ta p rop osi ti oni s' のととであ っ た 。
しかし ， こ こ では 具 体的には 不定 詞句 を表わしている。 例えば， 命題守lO mo
est ani mal' の di ctum は‘ homi nem esse ani mal' である。 ‘di ctum' とい う概
念は ， 12世紀の 論理学で 大 きな論 争 を惹き起 こ し た もの であるが， 13世紀には
cf. Petrus Abaelardus， Di alecti ca， ed. by
との様 な 形で 残存するの みである。
Rりk， 1956 Assen， I ntroducti on p. XCII任 K retzmann; Medi eval Logi ci ans on
the Meani ng of the p rop osi ti o; J. of Philosop hy， 67(1970) 等。

(11)

' supp onere' は， この場合 所調印ppOSl tlO 論で用いられる意味ではな く，
‘supp onere verbo' で‘~とい う動詞の 主語となる ' の意味である。 cf . L. M.
de Lijk; The Develop ement of Supp osi ti o naturali s i n Medi aeval Logi c 1;

Vi vari um 9 (1971) p. 81 n. 32

