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verbum substantivumとsignificatio

柏 木 英 彦

1. プリスキアヌスが5παPKτCKω向μαに verbu m substanti vu m というラテン
(1 ) 

語を当てたことは， 文法学が言語論理学的性格をおびる十一世紀後半から十二世紀
(2 ) 

前半にかけて， 一つの論点を提供することになった。 かつてR. ハシトが紹介した

著者未詳の古写本Glose super Priscianum maioremは， プリスキアヌスによる

動詞の定義に含まれる能動， 受動を表わさない v erbu m substanti vu m をいかに

して動詞とみなしうるかという問を端初に， 動詞 esse の意味 作用をめぐって異な

る見解のあったことを示している。 substant ivu m としての機能と. verbu m とし

ての機能をそなえた esse がどういう actio 作用をもつかという問題は， 具体的に

は， 本来存在を指し示す動認が繋辞として使われる場合をどのように説明すべきか

というかたちで論ぜられた。 esse は v is substa nt iv iによって何かを存在におい

て示し vis verbi によって co pu lar e 結びつけるという機能をもっ。 homo est 

a ni mal では， 人間であるところのものが動物であるところのものであることを意

味する。 が， 偶性が基体について言表される場合には， 多義的に述語されることに

なる。So c rat es est albu s において， 述語される alb edo 白さに注目してみると，

est は二つの機能のいずれによっても， ソクラテスと本性を異にするものをソクラ

テスに結びつけることはできなL、。 このもの〔ソクラテス )があのもの(白さ〉で

あるとは言えないからである。 そこで， この写本の著者は. est の述語的機能から

すれば， 白さがソクラテスに内属する (i n ha er er e ) ことを意味し. substanti vu m 

としての機能からすれば， ソクラテスは白いもの， 白い身体であることを意味する
(3 ) 

というふうに解決をはかっている。 R. ハントによれば， 当時の プリスキアヌス註
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(4 ) 

釈家が動詞の機能に内属の概念を加えたのは， 名詞との区別のためであった。 名詞

にも能動と受動の意味作用があり， それは動詞のみの特徴ではなし、。 しかし動詞は

たんに能動とか行為する人とかを示すのではなく， 能動が行為する人に内在するこ

とを意味するのにたいし， 名詞は端的にそれ自体として 考 え ら れた能動を意味す

る。 つまり動詞はある特定の人に能動が内属することを意味するという点で名詞と

異なる。

2. 十二世紀の著名な文法学者ベトルス ・ へリアスの『プリスキアヌス文法大全』

も， またソールズベリのヨハネスがシャルトルのベノレナルドゥス以後の秀抜の文法
(5 ) 

学者と評したコンシュのギョームの『プリスキアヌス註釈』も， その重要性が指摘

されながら， いまだに刊本を見ない。 さらに， この両者がかなり影響を受けたと言
(6 ) 

われるアベラールの『文法』は散供して伝存しなL、。 とすれば L. レイクやE.
(7 ) 

ジョノーの紹介によって推知しうる百があるにしても， 当時の文法学の実情につい

て精確なところは判らないことになるが， ver bu m su bstan tivu m についてはアベ

ラールが論理学書で論及しており， しかも独自の展開を見せているので， 以下その
(8 ) 

要点をノートする。

彼はí Logica ‘in g r edi en tibus' Jでは内属論をとるが， íDial ecticaJでは同一
(9 ) 

性論に傾くo verbu m subs tan ti vu m は何であれ存在において表意、するのであるか

ら， 存在を結びつける( conju n c tio ess en tia e) 機能がある。So c rat es est albu s に

おいて， albus は主認に二様に結びつけられる。 一つは alb edo in adiac en tia す

なわち 偶性的に 付け加わる白さであり， 一つは albu s in ess en tia つまり白さによ

って存在する白いものである。 ところで結びつけられるものがすべて述語されるの

ではなく， 命題によって結びつけようと意図されるものが述諾される。 したがって
(10) 

命題は， 白さがソクラテスに内属することを示し て い る。 一方， 同一性論によれ

ば， 主語と述語が同ーのものを指し示す， 言し、かえれば， 同ーのものの名であり，

同ーのものにおいて述語の意味内容が主語の中に見出されるのであって， est によ

って主語と別の実体が示されるのではなL、。 主語と述語は in tran si ti v e に結びつ
(11) 

けられている。 in tran si ti v e とは， プリスキアヌスによれば， たとえば l eg en s do・
(12) 

c eo のごとく， 或るものが他のものへ移行しない結合のことである。
(13) 

3. 動詞によって第一義的には， 存在が述語される。 S o c rates c u rri t はソクラテ
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スが走る者の一人であることを意味し， 存在の述語化すなわち走ることの基体たる

ものの存在が示される。 同様に Soc rat e s e st はソクラテスが存在する者の一人で

あることを意味 する。 このように本来的に使われる場合， 動詞は結合の機能のみで
(14) 

なく， 述語されるものの意味内容( si gni五ca tio )をももっ。 ところがSoc rat e s e st 

homo のごとく. tertiu m  a diac en s として非本来的に述語される場合， 述諾され

るものを結合するのみで， 述語されるものを含まない。 ho mo は命題において余計

に 置かれているのである。

もし繋辞としての e st に存在指示機能があるとすると， 存在しないものを主語と

する命題は， 構 文として正しくとも， 述語作用には矛盾が生ずる。 たとえばC hi -

m era e st o pinabil i s  vel no n ex i st en sで， 現に存在しないキマイラが動詞 e stの

存在指示機能によって存在することになる一方， 述語の意味内容に基づいて存在し

ないことになるという矛盾に陥る。 したがってこういう場合， 主語の存在は推論で

きない。 繋辞に存在指示機能を認めると. e st en s ( ex i sten s)を意味 するから. S 

e st en sという文では， en sは e st の中に含まれているので， 余計な述語であり，
(15) 

あたかもS e st en s en sと言うがごときことになる。 現在は存在しないものを主語
(16) 

とする命題Ho m er us e st po e ta について， 聞の見解として紹介している解釈， す

なわちホメロスの名声が詩を通じて現に残っているというふうに 文全体を比喰的表

現ととる解釈にアベラールはとどまらなL、。

4. 動詞が結合機能のみでなく存在指示機能をもっぺくつくられたとすれば， 繋辞

を含めて非本来的言表はいかにして存在を合意しうるかという疑問から， アベラー

ルは肯定命題を主語， 述語， 繋辞の三部分に分けるのではなく， 繋辞と述語を一つ
(17) 

の述辞とみて， 二部分から成るとする考え方を提案する。 つまり e st a lbu s ある

いは e st o pinabil i sを一つの述辞と見なすのである。 i st e er it se den s において

se den s なる現在分詞は， 現在座っていることから命名されたのであるから， 巴r it

u nu m  de hi s q ue pr e sen tali ter se ssio nem hab et の意味 である。 したがって 巴r it

と se den sが別々に固有の意味内容を保持するとすれば， まだ座っていない人につ

いて， この命題は誤りとなる。 eri t se den sを一つの述辞ととらなL、かぎり， 未来
(18) 

についての陳述となりえなL、。 繋辞は述辞の一部を成し， また現在の意味をもっ述

語はそれのみで主語についての言表ではなく， 未来あるいは過去の繋辞と一つの述
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辞を成すという考え方からすれば， es t po eta の場合， ess e  po eta という一つの事

態を指し示すことになる。こういう説はアベラールが初めて提示したもののようで
(19) 

ある。

5. プリスキアヌスの動詞の定義には， むろん時の指示作用が含まれているが， ア
(20) 

ベラールはiDial ec ti c aJにおいて名詞も時を指示すると主張する。 c u r ntは或る

人に現在， 走ることが内属すること， est c u rr en sを意味する。 albi は基体に al

b edo が現在内属するかぎりで名詞である。 現在内属するという点で動詞と名詞は

異ならない。 vi vi も vi vens も時に関して意味fノF用は向ーである。 vi vi はかつて

そうであったからではなく， 現在そうであるからVIVlと言われるので， 名詞は現

在という時を c on si gn i fic ar e 共に意味する。 名詞と動詞は時の指示の有無によっ

てではなく， 時の指示の仕方， 意味作用の様態において(i n mod o sig ni fic a ndi)異

なる。 動詞は基体たる人に関して内属を時において示すという仕方で時を示すが，

名詞はそうではなし、。 albu mは alb ed o を a diac en s ，i n ha er en s として意味する

が， 付け加わること， 内属することを動詞のようには示さない。

ところで「動詞はとりわけ述語となるために， 名詞l主主語となるためにつくられ
(21) 

た」という一句は， 命題における機能による区別を述べたものと言えるが， K ヤ

コどは先の albi という名詞が現在を意味するということは， この観点から理解さ
(22) 

れると解する。 すなわち述語の位置におかれた es talbu s を一つの述辞として捉え

るときにのみ， 基体に内属すること， したがって現在を意味する， つまり述語の位

置におかれた場合にのみ， 現在を意味する。

名詞と動詞の構造は異なるが， 同じことをいずれによっても表わしうる。c u r nt

と c ur r ens に意味の相異はなL、。 相異はどこにあるかと言えば， i語類の区別は
(23) 

ものの相異によるのではなく， 知解による。J捉え方が異なれば知解作用も異なる，

つまるところ意味作用の機態の相異に帰着する。 iものと概念の意味作用のほかに

命題の意味作用 (si g ni fic ati o) がなければ， Soc r at es c u r ri t とSoc ra tes c u r r ens 
(24) 

との意味(s ensus) にL、かなる相異もない。」ここに語ないし概念の意味作用と異な

るもう一つの意味作用の次元， 語が命題におかれたとき別の意味作用の生ずること

が， はっきり主張されている。 では語が命題におかれたときどうL、う意味作用をも

つのか， 命題はそもそも何を指し示すのか。
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6. 命題は名辞と違って， ものそのものを示さない， あるいは端的にものを示すの
(25) 

ではない。 肯定するにせよ， 否定するにせよ， 命題は何かを主張するが， それは端
(26) 

的にものではなく， 物が相互にいかなる関係にあるかという事態である。いわばも

のの在り様が表わされるのであって， もの (res)が示されるのではな い。 命題は

ものと関連をもち， ものの知解を表わすにしても， 本来の意味でのものを意味しな

い。命題の意味すること， たとえば人間は動物であるということは存在(ess ent ia )
(27) (28) 

に属していない， それはquasl res である。
(29) 

ところが他の箇所で， 命題により肯定されたり否定されたりするのは， ものの存

在 (ess ent ia reru m) であると言われる。これはどう解すべきか。アベラールは命

題には概念と異なる意味作用があることを説明するさい， 命題における帰結の必然

性をとりあげる。必然性は存在にも知解作用にも認めがたい， jiI1ï名ーとも移りゆくも

のだからである。 Iパラがあれば花がある」という場合， 帰結の必然性は意味作用
(30) 

に求められる。ものが消滅しでも， 意味作用には必然性が認められる。必然性はも

のとものとの関係でもなく， 作用としての知解の関係でもなく， 知解内容の形式的
(31) 

関係であり， 論理的事態である。命題はものと関連をもつが， その意味作用は直接

存在の次元に属さず， ものの相互の関連ないし事態を意味するという点で， 意味作

用の対象はquas i res と言われ ess ent ia reru m と呼ばれる。つまり命題の意味

する ess enÌ1a は端的に res ex ist ens ではなし、。 L. レイクはこの点について，
(32) 

l oqui が前置詞をとらずに使われていることに注意を喚起する。l ipsa m ess ent ia m 
(33) 

qua m s i mp le x  l oquit ur p r op os it ioJにおいてl oqui が前置詞 de とともに使われ

ていれば， 命題はすでに存在する所与について語ることになるが， ここはそうなっ

ていなL、。 したがってここは， 命題の意味作用とともに或る事態がそこにたてられ

るという意味であるJ レイクはさらに命題の意味作用について述べた次の一節を引

くが， 校訂者B . ガイアーの使用したミラノ写本のほかにベルリン写本も利用して
(34) 

重要な訂正を行っている。下線は読み改められた箇所， 括弧内はレイクの読みを示

すo .... .. c u m  p r op os it i on es dicta s ua p r op on en do (p on en do) s i gn凶 c ent ， n on 

ta men illa e (de eis ) int el le ct us const it uunt . Na m n o mina et ver ba ve l  orat io

n es int el le ct us s u os s ign i 五cant ，n on ta men int e ll e ct us (de eis ) al i os it eru m  

int el le ct us c onst it uunt . Sic et p r op os it ion es dicta s ua p r op on unt et int 巴lle ct us
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compositos ex illis (intellectibus) partium constituunt. Unde oportet <per) 
(35) 

propositiones non dicta intelligi， sed res in int巴llectu(vi intellectus) complecti. 

このように読み改めれば， テキストの意味のみでなく， 命題の意味作用がより明僚

になろう。
(36) 

アベラールは「ものと知解 (概念) のほかに第三に名辞の;意味作用が生ずる」と

述べたあと， この考え方は権威にも理性にも反しないと 付け加えているところから

すると， ものと概念というこ項でなく， 言語の意味作用という第三の次元を別にた

てるのは独自の視点であることを宣明したものと見てよいであろう。 命題の意味作

用は誌のそれに比して， ものの世界からより独立しているので， この主張はとりわ

け命題に妥当する。 J. ジョリヴェばアベラールの言語観を要約す る も のととっ
(37) 

て， 言語は最初観念を有しなかった実在関連を明らかにしうると敷街する。 ものの

関連にせよ， ことの関連にせよ， 命題における語の結合によって新たな意味作用が

生じ， 事象の関連が新たに促えられるとすれば， この点で言語は回有の世界を拓く

という考え方がアベラールに見られると言えないこともないが， いまは立ち入らな

い。 なお， いわゆるく普通〉の問題も上述の視点から洗いなおしてみる必要がある

と思うが， 紙帽の関係もあることゆえ， 他の機会に譲る。
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