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罪・罪の許しなどについて詳述される。著者はアペラールについて「およ そ筆者とは気
質の違う人聞を前にして筆は渋りがちで， なか な か 波長を合わせることができなかっ
たJ(践) と書いておられる。しかしこの最終章では「波長」がぴっ た り合ったのであ
ろうか， のびやかに筆を動かしておられる。この分野について予備知識の乏しい評者は，
多くのことを学ばせていただいた。
著者がまだ論じておられない 12世紀の著作家は多い。この時期の精神史に今後とも健
筆をふるわれることを期待して， この拙評を終わりたい。

John Corcoran and John Swiniarski:
Logical Structures of Ockham's Theory of Supposition.

Franciscan Studies (The Franciscan Institute， New York)
vol
38， annual XVI， 1978， pp. 161-183.

，

.

Graham Priest and Stephen Read:

Merely Confused

Supposition， A Theoretical Advance or a Mere Confusion.

Idem， vol. 40， annual XVIII， 1980，

pp. 265-297.

渋

谷

克

美

Franciscan Studies に掲載された， これら二つの論文は ， オッカム の「代示J suppositio の理論に関する 相 反する解釈を提示している。これらと関連する論文としては，
更にまた， 同じ著者Graham
Priest and StephenReadの
Ockham's Theory of Suppositio叩In1，J，"，λMi問舟d， 86 ( 1977) ， pp. 109- 1 13， 及びHermann
Weidemann，W
“
l
Ii iam of Ockham onParticular Neg ative
Propositions，"Mind， 88
( 1979)， pp. 270ー75. があり， これら四つの論文の関係は次のようになっている。先づ
1977 年にPriestとReadがMindに， オッカムの代示の理論についての或る一つの
解釈を提示しており(論文①) ， 次に ， この解釈の 反論として， 1978年にCorcoranと
SwiniarskiがFranciscan Studiesに(論文②) ， 1979年にWeidemannがMindに
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(論文③)， 別の解釈を提示し， 更にもう一度PriestとReadが1980 年 にFrancis・
i sのなかで， 反論に答えて自己の主張を弁護している(論文④)。
can Stude
付PriestとReadの解釈(論文①S2. The Formalization
， !l3 . Consequences
，論
， !l 5 .
文④S 2. The Descensus as requiring Equivalence， !l 4 . The Formalization
Comments on the Formalization)一一周知のごとく， オッカムの代示の理論におい
て， I共通的個体代示J suppositio personalis communisは， 特定代示

suppositio de

terminata
，配分周延的な不特定
，一括的な不特定共通代示日ppositio confusa tantum
共通代示

suppositio confusa distributivaの三つに分類さ れ るのであるが，Priestと

Readはこれらの代示を次のように解釈している。(i) 特定代示とは， 例えば

「 る人間
或

が走る」という命題の主語「人間」のように， 或る共通な名辞が， その名詳の概念のう
ちに含まれている個々のもの， この人間， あの人間 へ と， 選言命題 を用い て 下降する
(この人聞が走る， 或いはあの人聞が走る， 或いは……)ことができ， しかも元の命題
「或る人聞が走る」と， 下降することによって形成された単称命題の選言が等値である
場合である。すなわち， I或る人間が走る」が， Iこの人聞が走る， 或いはあの人聞が走
る， 或いは……」とし、う選言の命題群と等値であり， 相互に合意することが成立するな
らば， I人間」という名辞は特定代示をもっ。ω配分周延的な不特定共通代示とは， 'iJtl
えば「すべての人聞は動物である」という命題の主語「人間」のように， その名辞の 概
念のうちに含まれる個々のものへと， 連言命題を用いて下降する(この人間は動物であ
り， 且つあの人聞は動物であり， 且つ…… )ことができ， しかも元の命題と， 下降する
ことによって形成された単称命題の連言とが等債である場合であ る。す な わち， Iすべ
ての人聞は動物である」が， Iこの人聞は動物であり， 且つ あ の 人間は動物であり， 且
つ・…・・」とし、ぅ連言の命題群と等値であり， 相互に含意 す る こ と が 成立するならば，
「人間」という名辞は， 配分周延的な不特定共通代示をもっ。 ω一括的な不特定共通代
示とは， (i)や仕i)の仕方で‘下降することはできないが， Iすべ て の 人聞は動物である」と
いう命題の述語「動物」の よ う に， 選言述語disiunctum praedicatumをもっ命題を
用いて， その名辞の概念のうちに含まれる個々のもの， この動物， あの動物へと下降す
る， 例えば， Iすべての人聞は， この動物か， あ の 動物か， ……かである」というよう
に下降することはでき， しかも元の命題と， 下降によって形成された命題が等値である
場合である。すなわち， Iすべての人聞は動物で ある」が， Iす べ て の 人聞はこの動物
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・H・かである」とL、う命題と等値であり， 相互に合意す る こ と が成

立するな ら ば， r動物」と い う 名辞 は， 一括的 な 不特定共通代示をもっ。このような
PriestとReadの解釈の特徴は， rオッカムがこれら三つの代示を， 下降とし、う論理的
な概念によって定義した際に， 彼は， 元の命題と下降によって形成された全命題群とが
等値であると考えていた」と解釈する点である(論文 ①p1
. 10，論文④S 2， pp. 268274)。
PriestとReadは更に， このような解釈に基づいて， オッカム自身が 特称否定命題
の述語の代示に関して或る誤りを犯したと主張する(論文 ①S3， pp . 111-112，論文③1
S 5， pp. 289-290)。すなわち，PriestとReadによれば， オッカムは特称否定命題，
例えば「或る人聞は白くなし、」の述語「白い」が配分周延的な不特定共通代示をもっと
している(Sllmma Totills Logicae， 1 ， cap. 7 4 ， Tractatlls Logicae Minor， III)が，

こ

れは次の理由から誤りである。もしオッカムの言うよ う に， r白い」が 配分周延的な不
特定共通代示をもつならば， r 或る人聞は白くなし、」という命題と， r或る人間はこの白
いものではない， 且つ或る人聞はあの白いものではない， 且つ……」とし、う連言の命題
群とが等値であり， 相主に合意できるはず で あ る。然し， r 或る人聞は白くない。ゆえ
に， 或る人聞はこの白いものではない， 且つ或る人聞はあの白いものではない， 且つ一
…」という推理は成立するが， 逆の推理， r 或る人間はこの白い もの で はない， 且つ或
る人聞はあの白いものではない， 且つ……。ゆえに， 或る人聞は白くない」は成立しな
い。
このことは， 仮に人聞がプラトンとソクラテスの二人だけしか存在せず， しかも二
人とも白いものであるケースを考えれば， 明らかであろう。それ ゆえ， 特称否定命題の
述語は配分周延的な不特定共通代示を持つのではなく， むしろ一括的な不特定共通代示
を持つと，PriestとReadは述べている。
。CorcoranとSwiniarski
(論文②
)，Weidemann (論文③)の反論一一この Priest
とReadの解釈に対 して， CorcoranとSwiniarski
Weidemannは次のように反論し
，
ている。1 )オッカムは彼の三つの論理学書のいずれにおいても(Sllmma Totills Logí
cae， 1

cap. 7 4， eds.P. Boehner， G. Gál &S. Brown
， Opera Philosophica 1， St.

Bonaventure
， 19 7 4， p. 229 . Elementarillm Logicae，
Stlldies， 25，19 65， p. 212 . Tractatlls Logica沼Minor，

ed. E. Buy taert
， Francisca河
ed. E. Buy taert， Franciscan

Studies， 24， 19 64， p. 68)， 特称否定命題の述語は配分周延的な不特定共通代示を持つ，

1 70
とはっきり述べている。オッカムがうっかり誤って此の事を述べたとは考え難い(論文
② pp. 175-176)0 2)むしろ， オッカムが三つの代示 を， 下降と い う論理的な概念に
よって定義した際に， 彼は ， 元の命題と下降によって形成された全命題とが等値である
と考えたとする PriestとReadの解釈のほうが誤っている(論文② � 5 ThePriest
Read Formalization， � 6 Conclusions pp. 180-181 . 論文③ p. 272)。すなわち ， 或る
名辞が配分周延的な不特定共通代示を持つのは， rすべ て の 人聞は 動物である」という
命題の主語「人間」のよう に， その名辞の概念のうちに含まれる個々のものへと ， 連言
命題を用いて下降することができる場合で あ ると オッカ ム が 述べた(Summa Totius
Logicae 1， cap. 70) 時に， 彼が条件として挙げているのは ，PriestとReadの解釈の
よう に， 元の命題と下降によって形成された単称命題 の 連言 と が 等値になるような下
{
^ (あ の人間……)^ ……}が可能なことではな
降 ，(..・H・人間……)日(この人間……)
.
い。「人間」という名辞が配分周延的な不特定共通代示を持つた め に は ， 単に( .....
人
間…・・・) →(この人間……)^(あの人間……)八
{
……!という下降が可能であることだけ
で充分であって ， 必ずしも元の命題と下降によって形成された単称命題の連言とが等債
である必要はない。
オッカムが例として挙げている全称肯定命題の主語の場合には確か
に， rすべての人聞は 動物である」という命題と ， rこの人聞は 動物である， 且つあの人
間は 動物である， 且つH・H・」という連言の命題群は等値になり， 相互に合意することが
成立するけれども， 然し ， 名苦手が配分周延的な不特定共通代示を持つための条件のなか
に， 等値であることが 含まれることはなL、。元の命題と ， 下降によって形成された命題
の聞 に常に等債であることが成立するのは， 特定代示， 一括的な不特定共通代示の場合
に限られる(論文② � 2，Ockham's Theory of PersonaSupp
l
osition: Definitions
， pp.
16 8-174)0 3) 名簿が 配分周延的な 不特定共通代示を 持つ た めの 条件としてオッカム
が挙げているのは ， 連言を用いて単称命題へと下降すること

descent to the conjunc

tion(……人間H ・ H・)→{
(この人間……) 八(あの人間……) ^ . .・H・}が可能なこと(DC
と略記) だけではない。 逆に， 一つの単称命題から元の命題へと「上昇するJ ascentこ
と，(この人間……)→(..・H・人間H・H・)， 例えば， rこの人間 は 白 い， ゆえ に， すべての
人間は白い」という推理が不可能なこと(-Aと略記) も ， r人間」と い う 名辞が配分
周延的な不特定共通代示を持つために必要な条件で あ る。 CorcoranとSwiniarskiに
よれば ，名辞が配分周延的な不特定共通代示を持つためには ，DC& -A が成立する必
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要がある。全称肯定命題， 例えぼ「すべての人聞は白L、」という命題の主語「人間」の
場合には， ①す
「 べての人間は白L、。 ゆえに， この人間は白い， 且つあの人聞は白い，
且つ……」という下降が可能， すなわち DCが成立し， し か も② 「この人聞は白い，
ゆえに， すべての人聞は白L、」という上昇は不可能， すなわち-Aが成立する。 それ ゆ
え， r人間」という名辞は配分周延的な不特定共通代示を持つのである。PriestとRead
。
は， この-Aという条件を無視している(論文②p. 181 )
更に又， このような解釈を提示した 上で， CorcoranとSwiniarskiは， 特称否定命
題の述語も， この DC&-A とし、う条件を満たすことを証明している(論文②�3. The
。例えば， r或る人
Predicate of theParticular NegativeProp osition
， pp. 175-176 )
間は白くなし、」の述語「白い」は， 連言命題を用いて下降するこ と が 可能(DC)であ
る。すなわち， r 或る人聞は白くなし、。 ゆえに， 或る人間 は この白いものではない， 且
つ 或る人間はあの白いものではない， 11つ……」という推理は成立する。 そして又， そ
れらの一つの命題から元の命題へと上昇することは不可能(-A)である。すなわち，
「或る人間はこの白いものではない。ゆえに， 或る人聞は白くない」という推理 は 成 立
しない。従って， 特称否定命題の述語「白し、」は，DC&-A という条件を満たしてお
り， 配分周延的な不特定共通代示を持つ。 それ ゆえ， 特 称否定命題の述語は配分周延的
な不特定共通代示を持つと， オッカムが述べているのは誤りではない(論文③ p. 275 ) 。
むしろ， 元の命題と 下降によって形成された全命題群とが等値になる必要があると考え
た，PriestとReadの解釈のほうが誤っている。
同PriestとReadの 自己弁護一一こ の 反論 に答え て， PriestとReadは 論文③
� . TheDescensus asrequiring Equival ence
( 2
， pp. 268-2 7 4 )のなかで， 13 世紀初
期から14 世紀にかけての， 代示の理論における

「下降」という概念の推移， 歴史的発展

という面から， 彼らの解釈を弁護している。すな わ ち， 最初の時期， ØUえばWil l iam
()Sherwoodのころには，下降とは，
f
rすべての人間が走る， ゆえに， この人間が走るJ
のように， 一つの単称命題への下降のみが考えられており， 上昇も， rこの人間が走る，
ゆえに， すべての人間が走る」のように， 一つの単称命題からの上昇のみが考えられて
いた。然し， 代示の理論が完成した時期， 例えばAl bert of Saxony のころには， 元の
命題と， 下降によって形成された全命題群とが等値 になるような下降が考えられるよう
になった。上昇ということが言われる場合でも， それは， 一つの命題からの上昇ではな
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く， 複数の命題全体から元の命題への上昇が考えられている。 オッカムの場合も， 彼自
身は明確には述べていないが， やはり元の命題と下降によって形成された全命題群とが
等値になるような下降を考えていたので‘ある。 更に又， 名辞が配分周延的な不特定共通
代示を持つために必要なものとしてCorcoranとSwiniarskiが挙げている， 一つの単
称命題から元の命題への上昇が不可能である(-A) としづ条件は， オッカムのなかに
見出だされる， 古い時代の考えの名残りであって， 彼の代示の理論のなかで重要な役割
を果たすものではない。
以上がPriestとRead の自己弁護であるが， 然しこれまで述べてきたごとく ， Pri.
estとReadの解釈では， 特 称否定命題の述語の代示に関してオッカムのテキストその
ものと矛盾することになる。書評者が考えるに， このことは彼らの解釈の致命的な欠点
なので、はないか。 更に又， 彼らの自己弁護が正当なものであるとも思われなし、。 これら
の問題については， 稿を改めて論ずることにしたい。

日本クザーヌス学会編
『クザーヌス研究序説』
国文社， 1986年， 327頁

熊田

陽一郎

本年二月に刊行されたこの論文 集は， 現在の白木におけるクザーヌス研究の水準を示
すものであるが， 他方従来徐り知られていなかったこの思想家についての啓蒙的解説の
役割を踏まえて， ゆきとどいた構成を示している。
「青年時代のクザーヌスJ(酒井修) を頭に， 小山 ・ 酒井紀幸両氏に よ る『知ある無
知』をめぐってクザーヌスの思考の成立と方法を説く論文 を据え， 以下， Ii'推測論.!l(大
出)， Ii'知ある無知』からの 無限の問題(薗田)， Ii'可能現実存在論.!l(八巻)， Ii'隠れたる
神についての対話.!l (リーゼンフーパー) と， 大体においてー研究者がー著作を分担す
る形でクザーヌス思想、の本質的内容が論じられる。 その後にí:?'ザーヌスとネオプラト

