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昨今のヘレニズム哲学 ， とりわけストア 論理学の研究の進展にはめざまし いものが
ある.

A. Gra eser， K. Hülser らによ るメガラ派 ， テオフラストス ， ス
K.
Döring，

トア派の新 たな 断片集の公刊を 契機に 始まっ た これらヘレニズム諸学派の集中的研究
Dö ring， Th. Ebert らによ る「弁証 学派J dialektikoiの
の熱気は ，D. N.Sedley， K.
存在をめぐ る一連の議論によっ て ，

現在その頂点に 達し た感が あ る. すなわち ， ス

トア 論理学の成立に 際し ては ， これ までその存在が 十分確認されて 来なかった「弁証
学派Jと 呼ばれる学派が 決定的な 役割を 演じてお り ， ストア 論理学 は ， この 学派の 論
理学を 克服する ことによっ て初めて成立し えた ， というのである(Ii'西洋古典学研究』
XLI II， 1995， pp. 152-155 の金山弥平氏によ る書 評を 参照).
本書は， このような 昨今の研究状況を 踏まえて ， 1991年9月1-9日ドイツの Ba n
bergで開催された「ストア派とその先駆者たちの論理学に つ い ての シンポジウム」
Symp osium z ur Logik der Stoiker und ih rer Vorläuf erで行われた発表を まとめ
た論文集であり ， ドイツ ， イギリス ， イタリアの研究者 の 論文を 1 8本収録し ている.
1. W.
Ax，Der E infl uß des
Peripatos a uf dieSp ra ch eth eorie derStoa.
2. M. Baldassa rri， E in kleiner Tra ktatPl uta rchs über stoisch e Logik.
3.

J. Barnes， Mea ning，Saying a nd Th inking.

4. S.

Bobz ien，Ch rysipp us' Modal L ogic a nd its Relation toPh ilo a nd

134

中世思想研究38号
Diodorus.

5.

W. Ca v ini， Chry sippus on Spea king Truly a nd the Liar.

6.

T. Ebert， Dialecticia ns a nd Stoics on the Cla ssifica tion of
Propositions.

7. U. Egli， Neue Elemente im B ild der stoischen Log ik.
8. M. Frede ， The Stoic Doctrine of the Tenses of the Verb.
9.

G. Gia nna ntoni， Die
Philosophenschule der Megariker und
Aristoteles .

1 0.

K. HülserZur
dialektischen und stoischen E inteilung der Fehlschlüsse.
，

11.

K. lerodia konou， TheStoic Indemonstrables in the La ter Tradition.

12.

F. JürßZum
Sem iotik.Modell der Sto iker und ihrer Vorläufer.
，

13. M. Mignucci， TheStoic Themata.
1 4.

L. MontoneriPla
AltereAkadem ie und die stoische Dialektik.
ton， die
，

15.

L. Repici， TheStoics a nd the Elenchos

16. A. Schubert， Die stoischen Vorstellung en.
1 7.

G.SeelZur
Geschichte und Log ik des OepiCωνÀóro宮
，

18.

H. WeidemannZeit
und Wa hrheit bei Diodor.
，

すなわち本書は ， a . ストアの言語 哲学・論理学に関わる 歴史的諸問題を扱う論文 ( 1 ，
2，4，5，6 ，7，9 ，11 ，1 4，1 7 ，18) ， お よび， b . ストアの言語 哲学・論理学 に お け る 重要な
テーマを哲学的・論理学的に扱う論文( 3，8，1 0，12，13，15，16)という 二種類の系統の
論文を収録する ことによって ，ストアの言語 哲学・論理学の 最新 の全体像を浮かび上
がらせ ようとしたもの， という ことができるであ ろう .
これらの中で ， まず刺激的なのは ， ベリパ トス派の論理学とストアの言語哲学との
関係を 歴史的に扱った 1 .で ある .

著者Ax はまず.

Theophra stos のもとで 最盛期

を迎えた前4世紀のペリパ トス派とZenon との接触関係を示 す 歴史的資料 ー一- Te .
， ergamon，
Alexa ndria の文法 学の成立に関
chne peri phone の成立に関する 資料 P
する資料 等一一ーを掲げて 両者の関係が意外に強 いものである ことを示す . 次いで ，ペ
リパトス派の言語理論の性格を示すために ， まず アリストテレスの言語理論を『カテ
ゴリ アJ]. 11'命題 論J]. 11'詩学』 等のテキ ストをもとに述べ， アリストテレ スの関心が言
語や論理そのものによりも言語を媒介とする存在把振に在った ことを示し この流 れ
がPorphyrios や Simplicios に受け 継 が れ た ことを述べる . そして ， Theophra stos
においては ， この「言語に対する存在の優位」という アリストテレスの思想が受 け 継

書

1 35

評

がれると共に. r品詞J( mere lexios. partes locutionis)や「言葉のカJ( a retei le
xios. virt utes locutionis ) に関する議論においてもアリストテレスの受容が見られる
ことを示す . こ れをうけたStoaの言語理論についての記述では.Stoa における dia 
lektike の位置づけに関 する 議論を手 掛 か りに. Stoa に お ける phone -lexis -logos
の概念がい かなる仕方でアリストテレス思想を展開したものであるのかが示され ， 続
いて. Stoa の「名詞変化J ptosis の 概念 や「時制」理論の アリストテレスとの関わ
りが示される. そして著者 は， 結 論として， ベリパトス派とストアとの影響関係を，
( 1)哲学者同土の直接的接触などに起因する 直接的 影響関係 .( 2 )使用される 用語， 扱
われる事項の対応などに見 られる 影響関係.( 3)両者の思想の比較に よって浮かび上
がる漠然とした影響関係 . Iこ区分し ， こ れ らを箇条 書きにしてきわめて明瞭に ま と め
ている .
ストア「弁証法J dia lektikeが， プラトンの弁証法， アリストテレスの弁証法とい
かに関わる かを 論じた 14.も興味深い. ここで著者 は， プラトンの dialektikeにおい
て見出される諸要素一一( 1 )論駁の技術.( 2)真の実在に至る 方法 .( 3)認識論との関
わり.(4) 論理・言語的 側面(分割と総合 ).(5)教育の方法としての側面一ーを取り
上げ， こ れ らが. パ
w ルメニデス』解釈との関連でど のような仕方で古アカデメイア
に受け 継がれて行った か ， ど の よ うな仕方でアリストテレスの範時論 等と融合した
か ， またDiodor os Kr onos 等のメガラ派の人々にどのように受け 継がれて行ったか
を示す. そして， ストア派が. r蓋然的 論 証」としてのアリストテレスの dialektike
に対立する形でプラトン派の dialektike 概念を受け入れ つ つも ， イデアの 存在を め
ぐって彼 らと激しく論争した姿を描き出している.
そして， この「弁証法」が， 現実の 論争の中でどのように具体的に用い られたの か
を示 そうとするのが 15.で ある . ここで著者 は.Pluta rchus やC icero といった資料
に まで考察範囲を広げて. r論拠を示すJ. r矛盾を示すJ. rひっかけるJ.r沈黙するJ.
「証人を引き出す」といったストアの論争 elenchos の様々な相を紹介している .
ストアの言語哲学の 2大 資料で ある Diogenes La ertios と Sext us Empir icus と
の問の微妙な相違・矛盾を手掛かりに， ストア派とその先駆者たる 弁証 学派との命題
理論の相違と相互関係を明 らかにしようとする 6.も また刺激的である . 著者
は， この弁証 学派についてすでにDialektider

Eber t

und fr ühe Stoiker bei Sextus Em 

pir ikus( 1991. Göttin gen)という著 書を公刊しているが， 本論文では，

この著 書で
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扱われていない「命題理論」が この著書と同様の方法で論じられている. そして， 弁
証 学派とストア派の単純命題・複合命題の区分の相違について精鰍な議論を展開し，
C hry si pposらが弁証 学派の命題理論を発展・展開させた背後に は . 弁証 学派で 前提
されていた「日常言語」を「 学的言語J( =i deal formal lan gu age)へと高め よ うと
する意図， すなわち「命題 論理学」形成の意図( “The i dea of pr oposi ti on al logi c
as a stri ctI y formal t heory" S. 127)が存していた ことを 結論している.
以上われわれ は， ストア派の 歴史的諸問題を扱った幾つかの論文の内容を垣間見て
来た. この簡単な紹介からだけでも， われわれは. 昨今のストア研究の目覚しい展開
の姿を感じ取る ことができるであ ろう. 紙面の都合で， ストアの哲学的問題を扱う論
文に触れる こと はできないが， 本書で扱われている lekto(
n 3)，phan tasi a (16)， 時制
論( 8)等に関する論文も また同様の感想をもたらすのに十分で あ る . プラトン・アリ
ストテレスを中心とする古代哲学と中世哲学との聞の空白・間隙はい まや埋 まりつつ
あるといえよう.
評者 は， 特に初期アウグスティヌス研究 等との関わりで， 本書からきわめ て多くを
学んだ . VOX， sonu s， par s or ati oni s， vi s v er bi といった概念の背景は本書によって
か なり見えてくるし， アリストテレスの述語 論理とストアの命題 論理との聞の複雑な
関係や相互交渉， あるい は， ラテン世界における gr ammati ca， r hetori ca， di al ecti ca
の成立についても， 本書が教えてくれる所は多い. 本書の中にちりばめられた一一資
料・参考文献なども含めてのー一一「 素材」は， われわれが初期中世の姿を広 め 深 め る
ための大きな手掛かりと なると思われる.
けれども， この こと は， 本書に不満がないという ことではない. 本書の， 哲学的 論
文の中には， 記号 論理学の書式を用いてストアの 論理学の構造を 論じているものも多
いが， 彼らの 論理学が「 存在・実在」とどのように関わってい るのか， という点にな
ると， この点に関する記述の少なさに， 何と なく疑問や不満が残ってし まう. だが，
この「 論理学と 存在 論との関わり」の問題 こそが， ストア研究の これからの課題なの
かもしれない.

