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中世論理学の歴史を記号論理学のテクニックを使用しながら書き下ろすという作
業は， Moo dyの Truth and Consequence in Medz'eval Logic(1953 )， Bochensk iの
Formale Logik(1956 )， Boeh n er の Medz'eψal Logic(1959 )以来相当の年月を経て，

それだけに大いlと豊か になってきた。 しかし それらの仕事は，

ボヘンスキーの上

丸掲の著書のタイトルが示すように， 形式論理学の立場から， より正確にいえば，
semiotics (記号論) のうちの syntax (結合論) の立場からなされたものであった。
ところで近代的記号論には， 結合論と並んで semanti c s (意味論) という分野があ
る。 そしてとの 意味論の分野は， 結合論に較べて， かなりおくれて出現するのであ
って， さきの三人の著書にはその成果はあまり利用されていなかった。 しかしなが
ら近年の 意味論研究の進歩とともに， そうした現代的 意味論の成果をふまえながら，
中世論理学の 意味論を解明しようと する動きが生じてきた。 そしてそういう仕事を
もっとも大規模な仕方でやってのけたのが Endersの本書による 仕事であるといえ
る。
乙の書物は Endersが1972年にミュンへン大学でおこなった夏学期のセミナーを
もとにしてできあがったものである。 そうした事情もあってか， 乙の書物はいわゆ
るドイツ的徹底性の見本のようなものであり， 一方においては， 中世の 意味論 IC関
するいままでの他人の業績を網羅するとともに， 他方においては， 自己の体系lとも
とづいてあらゆるデータを再構成するという営みがなされている。 したがってその
意味では， との書物は確かに使いでがあるとともに， またいささか読みづらい本で
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この本は大そう内容のつまった本であるがそのうちでもっとも有益なところをい
くつか 紹介してみよう。 さてこの書物でもっとも圧巻というべき箇所は やはり，
suppositio 論 (代表の理論) の分析であろう。 簡潔に紹介するために表を掲げよう。
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一一一一一一

| 高次言語一一一一
(文字記号， 音声記号， 心的記号)
一一一一一一一一一
ì

一「

第1次レベル

I

卜二二二 |

a) 外的記号 (文字記号， 音声記号)

I b) 内的記号 (心的記号)

|
零次レベル

1

目s回e s印u

同恥e町ctive， in附1

a) 内的指示対象
esse0句ective， l ek ton， fictum ， Gedan k e
b) 外的指示対象
res (精神 外の事物)

-1
!(α)

?

_J (8) 1

I
\ \ PJ !(y)
(�_ . I

_ 1I
11←
I }'
l

I r←

1(日)

i

意味論とは記号とその指示対象との関係を扱う理論である。 そして表Iでいえば，
第1次レベルはそれ 自身記号として， ものとしての零次レベルをその指示対象とし
てもち， 第2次レベルはそれ 自身記号として， これまた記号である第1次レベルを
その指示対象としてもつo そして零次レベルはいかなる指示対象をももたず， した
がってまた記号とはならず . t.こだ指示対象となるだけである。
以上のことがらは別にこと新しいことではないが Enders の創見ともいうべき
ものは表Iの第1次レベルと零次レベルをそれ ぞれ a)とb)に二分したととである。
つまり第1次レベルのb)に内的記号を， 零次レベルのりに内的指示対象を導入し
たことにある。 と 乙ろで内的指示対象の例は表Iにもあるように .

esse subjective

(心的作用) であり. intentio ( 概念， 意識作用) である。 また， 内的指示対象の例
は esse ob jective (心的所産). lek ton (言語の非物体的指示対象).

fictum (心的仮

構物) . Geda n k e (思考内容) である。 こうして第1次レベルのb)と零次レベルの
a)をつけ加えることによって . Endersは古代や中世においてしばし ば登場してく
る心的あるいは 心理的な諸 概念を 意味論の中にうまくとりζんだのである。 そして
彼はこうした 意味論的な枠組をしつらえたうえで. suppositio materialis (質料的代
表。 記号が他の記号を指示する作用) とは指示作用(α)であり， suppositio f o rmalis
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形式的代表。記号が 対象一般を指示する作用)とは(月)であり . suppositio personalis
( 個体的代表。 記号が 個物を指示
する作用) とは(y)であり .

suppositio simple x

( 端的な代表。 記号が心的指示対象を指示する作用) とは( 15)であるとしたのであ
る。
中世の意味論といえば suppositio論の 他に . modi significan di論(意味の 様態論)
というものがある。 前者が 中世のいわゆる Sprachl ogik (言語的論理学)の 花形だ
とすれば ， 後者はGrammaticaSpeculativa (思弁的文法)の 花形だといえる。
てこの 意味の 様態論に 対しでも

E n de r s は次のような表によって，

さ

その 本質を明

確にしている。

表 11
I a)外的記号
第1次レベル

ぜ)外的記号の 様態
modus signi五candi activus

vo x signi品cans

I b)内的記号

L')内的記号の 様態
modus i n telligen di activus

conceptus signi五cans

�
零次 レ ベ ル

I

a)内的指不対象
conceptus signi五catus

I

b)外的指示対象
res significata

a')内的指示対象の 様態
modus intelligc n di passivus
b')外的指示対象の 様態
modus signi品candi passivus
modus esse n di

ここで第1次レベルと零次レベルをそれ ぞれ a). b)に 二分するという枠組はま
えとおなじである。 すなわち外的記号としての vox significativa (意味作用をもっ
音声) と外的指示対象としての r es signi五cata (意味作用の 対象) という能動・受
動の ぺアーの 聞に， 内的記号としての conceptus signi五cans (意味作用をおとなう
概念)と内的指示対象としての conceptus signi五catus (意味作用の 対象としての 概
念)という能動・受動の ベアーを内挿するわけである。 そして以ヒのような 意味論
的枠組の 右方の 欄に，

左方の 欄IC 対応するものとして modus significan di activus

(意味作用の 様態)と mo dus significan di passivus (意味 対象の 様態)というべアーと，
modus intellige n di activus ( 概念作用の様態)と modus intellige n di passivus ( 概念
内容の 様態)というペアーを書き込むのである。
ところで， 一般に .

modus (様態)というものは， なんらかの実体の 様態であり，
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しかも一般には一つの実体に対して， 複数の 様態が存在 する。 さ て第1次レベルの
a)の例を， 単に “流れること"(lI uen tum)と すれば，

この“流れるとと"の 様態

としては“それは流れる"( lI uit)，“それは流れた"(lI uxi t)等々のような活用形を挙
げることができる。 そして 思弁文法を唱える文法学者， すなわち 様態派(Mo dis tae)
は，

文章というものは実は lIui tや lIuxitといった 様態から構成 されるのであり，

したがってそうした様態ζそがいわゆる pars orationis (文の要素)と呼ばれるべき
ものだと主張したのである。
いま述べたような， 実体とそれに 対する 様態との区別は， 第1次レベルの a)， a')
の場合であるが， そうした区別が，

実は第1次レベルの b)， b')および零次レベル

の a)， a')， b)， b') Kおいても おとなわれるのであり，

それに対するい さ さか形式主

義的なテクニカル・タームが先に述べたものだったのである。 ちなみに零次レベル
の b')である modus essen di (存在の 様態。 ものの 様態) についていえば， おなじ
く b')の modus signific an di passivus が b)の res signific ata のうちの“sign ific ata"
の側面についての 様態を強調したのに対して， “ r es "の側面についての 様態を強調
したものであるといえるであろう。
こうしてEn ders は suppositio の問題 も，

modusの問題もともに零次レベル， 第

l次レベルといった枠組で整理できることを明らかにしたが， ほかになお， 主語・
述語関係の問題および論理的パラドックスの問題もまた同じ枠組を使って解明でき
ることを示してみせる。
主語・述語関係はいろいろの立場から解釈 さ れるが，

En ders はいわゆる同一性

理論を設もよしとする。 同一性理論とは主語と述語の同一性を主張 するもので， 例
えば“Soc r ates es t animal"という命題を “ソクラテス は ある特定の一個の動物と
完全に同一である"というふうに解釈するものである。 乙の同一性理論は現代の論
理学者のQuineなどがとる説であるが，

中世ではシャンポーのウィリアム，

アベ

ラ-)レ， オッカム等が主張したものであった。 そしてそうした同一説は， いかなる
記号の指示対象も終局的には:義次レベルのb) Iこまで至りつくものだという立場に
ほかならないのである。
最後にパラドックス( impossibi lia) の解決に入ろう。 ここでも零次レベルから第
1次レベ‘ル， 第2次レベノレ， そして加えるに第3次レベルといった諸レベソレ閣の区
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別が利用される。 それを表示すれば， つぎのとおりとなる。

表 111
第3次レベル
第2次レベル
第1次レベル
零次レベル

|

|
|
[

“その命題は偽である"(偽) 高高次言語
守の命題は偽である" (真) 高次言語
“雪は白くない"
雪は白い

(偽)

対象言語
現実の事態

乙とではレベル 聞の区別は， いままでのように単なる辞書的な単語(dictio )お よ
び 単語の活用した形としての 文章の構成要素(p ars oratio ni s) に対してではなく，
文章に 対してなされている。 すなわちζ乙では 零次レベJレに属 するものは 単なる
t estand， Sachverha lt， state of a 仔airs) である。 そ
“もの"ではなしに“事態"(Tab
して第 l次レベル以上はすべて一個の文章であり，第1次レベ、ルは対象言語(objec t
languag e)， 第2次レベルは 第 1次 レベルの 対象言語に対する高次言語(metalan
guag e)， 第3次レベルは第2次レベルの高次言語に対 する高次言語， したがって第
1次レベルの対象言語に対 する高高次言語(metametalanguag e)だということにな
る。
ところで例にあ げた三つの命題であるが， 第1次レベソレの命題“雪は白くない"
は， 現実の事態は白いのだから偽である。 つぎに第2次レベルの“その命題は偽で
ある"は“その命題"が第l次レベルの“雪は白くない"を指すと すれば真である。
しかし第3次レベルの “その命題は偽である"は， その主語である“その命題"が
第2次レベルの真なる命題を指すと すれば， 偽である。 ところで第2次レベルの命
題と第3次レベルの命題はともに “その命題は偽である"であって同じであるのに，
第2次の方は真となり， 第3次の方は偽となる。 そして乙れは矛盾のようにみえる。
とはいえそうした矛盾は， 命題としてはともに“その命題は偽である"であって同
じであるが， それら二つはレベ、ルが違うのだから， 一方が偽であり， 他方が真であ
ってもおかしくないと説明することによって解決されるのである。
ところでζの解決はEn ders によれば，

すでにザクセンのアルパートの示唆する

ところであった。 すなわちアルパートは， impositio depen dens (依存的真理値付与)
の理論を提出した。 そしてとの理論は， つぎのような規則を提案 するものである。
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「ある命題の真理債が他の命題の真偽l乙依存する場合は， その命題の真理値はそれ
自身 では 決 定 で き な い。J ( Num quam impositio est admitten da ， ubi significatio
i llius， quo dimponitur， depen det ex v eritate et f a lsitate propositionis， in qua ponitur.)
したがって， “雪は白くない"はし、かなる命題にも依存せず， ただ零次レベ、ルの雪
は白いという事態によるだけ で偽であると決定 されるのであり， それゆえそれは非
依存的真理値付与である。 しかし第2次レベルの“その命題は偽である"は第l次
レベルの“雪は白くなし，"に依存しており， 第1次レベルのそうした命題が偽であ
るから “その命題は偽である"という命題は真となるのである。 そして第3次レ
ベルの“その命題は偽である"という命題もいまと同 様， 依存的真理値付与のケー
スに入るのである。
以上で本書の主要な論点を評者流にまとめ上げて述べてみたが， この本を実際lこ
読んでみれば， 論旨は十分に一貫してはいるが， その読みにく さ に大いになやま さ
れることであろう。 例のドイツ的徹底性のゆえに， 他人の業績を大へん利用 するの
はいいが， とるに足らぬ意見までもとりこもうとしているのは無駄な努力のように
見える。 誤植もなかなか多く， そのうえ印刷上の不手際による乱丁まであって閉口
さ せられる。 とはいえ本書が， これからの中世論理学における意味論研究のための
重要な礎石のーっとなるであろうことは断定しでもよいと思われる。

Alfonso Maierù: Terminologia logz'・ca della tarda
scolastz"ca， Lessz"co 1ntellettuale Euroþeo， V111
Edizioni dell'Ateneo， Roma 1972， pp. 687.
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論理学や言語に関する 中世後期の思想は現在広く研究 されており， この分野のも
のとして Maier 色の著書は見逃せないものである。 本著はT. Gregoryの指導の下
. aluello といった学者の協力をも得ており， またこの分野のた
で書かれ. L. Mi nioP

