「命題の部分Jと「文の部分」
Ammon os
i H
erme oi uCommentana
，
in Arist. De 1.ηterpretatione
(p. 8. 2 9�p. 5
1 . 13)

水

落

健

治

序
アリストテレス (Aris tと略記) はその著『命題論Jを次の言葉で始め

1.

ている， Iまず最初に，

名称とは何であるか，

しなければならなし、J (l6a )
1 1) .

また動詞とは何であるかを確定

この一節をめぐっては，

ここでAris. tが「名

称jと 「動詞」のみを取り上げている根拠をめぐって多くの議論が重ねられて
来た. <論理学における名称と動詞の優位〉の根拠をめぐって， ペリパトス派
内で様々な議論が交わされたので、ある2)

そこで本論稿では， A exa
l nd ria 新プ

ラトン派の哲学者Ammon iosH
erme io u( 435 45�5
/
17 2
/ 6. 以下Amm. と略
記) の著作『アリストテレス命題論註解』の当該 箇所の註解を 見ることによっ
て， Amm. のこの問題に対する取り組みを明らかにし， Boe ht i us らに繋がる
紀元6 世紀の論理学3) の一側面を明らかにしたい叫

I
2.

問題の所在

r命題論註解』を始めるにあたって，

まずAmm. は， r命題論』なる著

作がAris tの論理学書の中で『カテゴリア』と『分析論jとの中間に位置す
る著作であることを確認する.
文，

命令文，

そして次に， I文」λ6γ oç の種類を，

疑問文， 祈願文， 叙述文に区分し，

論理学で扱われる文を， I真

と偽を示す文」としての 「叙述文Jà7COqJV7:LXδ
α
cλ6 γ oç に，
中の 「定言文J Xα T17Yo ρlXÒÇ λ6γ oç

向ける.

しかも叙述文の

に限定する凡かかる考察を踏まえて，

Amm. は『命題論』本文の解釈に取り掛かり，
とは何であるか，

呼び掛け

官頭の一節 「まず最初に，

名称

また動詞とは何であるかを確定しなければならなし、」に眼を

そして次のような疑問を提起するのである.
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文法学者たちによって語られる言葉の部分はこれよりも多いのに， アリス
トテレスはなぜ、名称と動詞のみをわれわれに提示しているのか (11.1 - 3)的

3.

Amm. が ， I言葉の部分J τ à
'l"OV λ6γ'OV μtρηとし、う語で掲げるのは，

I Oμia， 動詞的μα， 分詞 μετOX 手， 副詞È7riρρ ημα，
名称ÖIJO j.La， 代名詞dwω J
冠詞ä pBpOIJ， 前 置 詞π ρθÉ(jl
o
Ç' ，

接続 詞 σ ωδεσ μOÇ' の 8品 詞 で あ る (11.

8� 1 6; 12. 13 �15). 彼がこれらを掲げる背景には，

彼が接していた文法学者

たちの品調論があると考えられる.
4

で，

古
代の品詞論は，

ストア以来 ，

ギリシア語圏とラテン語圏との交渉の中

複雑な過程 を経ながら展開して 行った.

ず分る範囲で示せば，

その展開に関わる事実をとりあえ

次のようになる.

l. ストアの人々は， I文の部分」 τOV λ6γOV μtρ ηとして，

名称 (固有名詞)

ÖIJOμα， 普通名詞π ρoσ 77YO，ρia， 動 詞伺μa， 接続詞 σ ωδεσ μOÇ' ， 冠詞
ä p 8，ρOIJ， (および，

中間のもの μEσ 6 τ 切甲Ç' (=副詞?刊) ) の 5 つ ( ないし 6つ)

を考えていたη
2.前 2 世紀Alexand riaの文法学者D町ionys討io伺sTh耐1汀raxは，
対して，

ストアの 見解に反

普通名調π ρ σ
o ηγ p
o i α を名称övo μα の下に帰属させて大きな論

争 を引き起こすと共に，
同様一一名称，

動詞，

Ammoniosと

言葉の部分'l"OV λ6γOV μtρηを
分詞， 冠詞， 代名詞， 前置詞， 副調，

接続詞の 8個

とし7こ8)
3 . 4 世紀のD onatus以降発展したラテン文法学では，

τOV λ6γOV μ 6ρ ηに該

当するものが orat ionispartesの名で呼ばれていた. Charisius，Diomed es，
らは何れも，
続詞， 前置調，

orat ionispartes を，

名称 ， 代名詞，

動詞，

分詞， 副詞，

接

間投詞の 8個とする点で一致している町

4. 4 世紀末の Do伺sit江the児eu山1おsは， Ars Grammaticaの本文をギリシア語・ ラテン
語の双方で残しており，

そこから，

両言語における文法用語の対応関係が
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全日られる (G. L. VI1.p. 389 ) .

しかし，

て掲げる品詞の内容の点では，

彼もまた， Charisius， Diomed es らと軌を

orat ionispartesλ6γOV μt ρηとし

ーにしている.
5. 6 世紀初頭のPrisc ianusは， Inst. Gramm.11. 15ff. (G L
. . II.p54) で，
品 詞 の数と内容 と に 関 す る 様々な 説 を 紹 介 し， Dial ec t ic i が partes
orat ionis を nomen とve rbum とに限定していること， St oic i が partes
orationisを nomen， a
p
pel l at io (二π ρ σ
o ηγ o ρi α) ，verbum，pronomenなし、
し art ic ul us， c oniunc t io の5っとしていることを 紹介している.
St o ic i の art ic ul us の説に言及し，

そして

彼らの内に， 代名詞を冠詞に算入する

人々と冠詞を代名詞に算入する人々がし、ること，

ラテン語には冠詞に相当

するものがないので pronomina が用いられていることを語っている.
の説明は，

こ

ストア以来の品詞論の展開を ギリシア語圏・ラテン語圏の双方

にわたって総括したものと考えられる.
ここに掲げられている品詞の種類から推察するに，

5.

ここでAmm. が言

及している 「文法学者たち」は， D ionysiosThrax の系譜に属する人々と考え
られる.

そしてこの推測は， D ionysiosがAmm. と同じAl exand ria の人であ

ったことを考えれば， 極めて自然なことと考えられよう.

つまりAmm は，

紀元
前 2 世紀以来のAl exand ria の文法学の伝統を念頭に置きつつ，

その品詞

論と対時する形で， <論理学における名称と動詞の優位〉の問題を論じ ようと
したと考えられるのであるlへ

で、は， Amm .はいかなる仕方でこの問題を論ず

るのであろうか.

II
6.

る.

r命題J À óγOÇ'と「文」λÉ�t Ç'

Amm. はまず， λ6γOÇ' と区別された概念として λÉ�t Ç' の概念を導入す
そしてこう主張する.

l.

éω c
文法学者たちの掲けeる 8品詞はすべて， λ 時t Ç'の部分 μt ρη τ ijÇ'À É�
に属する.

2

しかし， λ6γOÇ'の部分 μt ρη τ oむλ6γOVに属するのは，

名称と動詞のみ
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である.
そして彼は，

このことを根拠に〈 論理学における名称と動詞の優位〉を主張す

るので、ある.
ここに現れる〈 λóy O Ç"と λÉ $l Ç" との区分〉は，

7.

によって 行われていた. D. L.VII. 56- 58 によると ，

すでにストア派の人々

彼らは，

人聞が発する音

の内で「結節した音J (/Jω 吋t γγ
ρd μμαrO Ç"を λÉ $l Ç"と呼び，

その実例として

「昼」加印α という単語を掲げている.
して，

そして 「λÉ $lÇ"の要素 στOl XÌê aJ と

7個の母音を含む 24 個の音素 ρ
γ d μμαr a を掲げている.

その一方，

彼

らは， λ6γO Ç" を 「 思惟から発せられた意味をもっ音J (/Jω 吋σ ημα7:l
V JCキdπ δ
&αvoia Ç"と定義し，
げている.

その実例として「昼である」百μ かαt σ 7:lという文を掲

そして「λ6γO Ç"の部分 μ印 刷として，

名称，

普通名詞，

動詞，

接

続調， 冠詞および中間のもの (副詞? ) を掲げている( cf.4節 ) . D. L. で、は，
λÉ $l Ç"と λ6γO Ç"の要素・部分が，

それぞれ“σrOl Xε句" および“ μρη
6 " という

別の用語で述べられているが， G ale n usde Hipp. et Plat. pl acVIII. 3(SVF 11.
148) で，

名称，

動詞， 前置詞， 冠調 ，

接続詞が λ6γOVσrOl XεZα と呼ばれて

仰とσr oZxεωとは同義と推察さ
いることからすれば， D. L.VIIに現れる μ正
れる.

したがって，

ここで λÉ $l Ç" と呼ばれるのは，

様々な音素が結合して成

立する「単語jのことであり， λ6γO Ç" と呼ばれるのは，

様々な単語が結合し

て成立する「文jのことであると考えられる.
8

かかる λÉ $l Ç"と λ6γO Ç"との区別は， Di on ysi osThraxにおいても継承

されている.

彼は， TÉ Xvη rραμμα 7:lJC手 ，11で，

λÉ $lÇ"とは，

秩序づけられたMγO Ç"の最小 部分で、ある. λ6γ'OÇ"とは， 完

全な思惟を表現する， 韻を踏まない λ 4ごlÇ"の結合体である.

と語り， λÉ $l Ç" を「λ6γO Ç" の最小 部分」とする一方， Iλ6γO Ç" の部分J r ov
λóy o v μρη
4
として， A mm と同じ8品詞を掲げている ( cf. 4節 ) .
て，

したがっ

彼においても λÉ $l Ç" は 「単語」とみなされ， λ6γO Ç"は単語の結合体とし
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ての 「文J を意味している.
だが， A mm. が語る λ6γoç

9.

と λÉ� LÇ との区別は，

Thraxのそれとは内容を異にしている.

ストアや Dion.

彼はその区別を， A ri st とPl at on の

二つの本文を根拠に独自の仕方で導き出すのである.
10.

彼が引用する第一のテキストは， A rist. r詩学j c. 20 (14 5 6b20) のそ

れである.
およそ言葉の部分は，

要素，

音節，

接続詞，

名称，

動調， 冠詞， 格，

文で

ある11)

この箇所は， A rist. が悲劇の構成要素としての「言葉」λÉ� LÇ ( 二語法) につ
いて，

その構成要素を述べた箇所で、あるが， A mm.はここに述べられているこ

つの事実に注目する. 一一(1 こ
) こで，
時 cλÉ�Eωç ràμρη
4
である，
言葉の部分である，

接続調，

名称，

動詞， 冠調が言葉の部分

と語られていること， (2)ここで，

と語られていること.

そして，

文 λ6 γ oç が

この事実から，

次のテーゼ

を導き出す.
1. すべての品詞は「λÉ� LÇ の部分」に属する.
2. À Óγ oç は λÉ� LÇ�こ包含される. (12.30 -13 .2)
11.

そして，

ここに言われる λ6γ oç と λÉ� LÇ の内容を明らかにするため，

第二のテキスト， Pl at on r国家j

さあ，

ここで，

文 λ6γ oç

III ( 3 92c) を引用する.

に関すること (議論 ) は終りにして，

λÉ� LÇ�こ関することを探求しなければならない.

そうするなら，

次に言葉
われわれ

は語るべきこと友 λ X
ε 1'ÉO Vと語るべき仕方φ cλEXτ Éo v とを完全に探求
したことになるだろう. (13. 11 -13 )

そしてこう語る.

この箇所から明らかなように， プラトンは思惟ÔLá vO Lα を「文」 λ6γ oç
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と語り，

表現dπ αγ yελi α を「言葉」λÉ�tç と呼んでい る.

「 表現jは，

必要不可欠な部分

名称と動詞

そしてこの

から成立する場合もあ

り( 定立における「文J ， 固有な仕方で語られる「文」はこの仕方で考察さ
れる)， あるいは， 広義の「文」の残りの部分， 換言すれば， I美しさ」と
「ある積の構築jを目指す様々な「文体J Eρ μηvE ia の残りの部分を採用
する場合もあるのである. ( 13.13 -1 9)

ここに語られることがらは次のように整理されよう.
l.

I文J Àóγ'o ç は「語るべきことがらJ aλExr Éo vを意味し， I言葉J
À É�tç
は「語るべき仕方jφrλεxr Éo v を意味する.
I文Jは「思惟Jδlá voほと呼ばれ， I言葉Jは「表現Jaπ αγγEλ仰と

2.

呼ばれる.
3.

I文J À óyoç とし、う語は， (1)広く λぽtç 一般を意味するためにも， (2)狭
義の λ6 γ oç

を意味するためにも用いられる. (1)前 者は「広義の文J ó

XOt ν 6 τεp oç ÀEY如 εν oç λóyoç ，

ないし「文体JEρ μηνεM と呼ばれ， (2)

後者は「固有の仕方で語られる文J d i必ω Tλεγ 6 με voç λóyoç と呼ばれ
る.
4. (狭義の)I文」λ6γoç は名称と動詞のみから成立するのに対し， I言葉」
λÉ�tç は，

名称と動詞以外の「言葉の部分」 μ印η吋寸λÉ�Eωç (品詞) を

も用いる.
5.

名称と動詞以外の「言葉の部分」は，

様々な「文体JEρ μη
u ε仰を構成

するために用いられる.
6 . I文体」は「美J xáλ
λoç と「構築」ω vraごtç を目指す.
12.

以上の説明から分るのは， Amm. が一般に λóyoç (文) と呼ばれるも

のをÀ É�tç という語で呼び直し， λ6γ oç なる語を「文jという一般的意味よ
りもさらに限 定された意味で、用いようとした，

とし、う事実である.

彼は，

ほか

ならぬこの意図を実現するために， Arist.とPlat onのテキストを根拠にMごtç
の概念を導入し， λ6γ oç なる語を「言語 表現を捨象した思惟内容J(二命題)
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の意味で，
て，

また， λÉ�U;なる語を

この変更に対応する形で，

品詞を

「言 語表現J (二文) の意味で用いた. そし

一般に r àμ 6ρη r o ìíλ 6γOVと呼ばれていた 8

吋μ 4 ρ η r ijç λ 時εω Tとし、う名称で呼び直し，

これら 8品詞の中の名称

と動詞のみを τ 。μ 6ρη r o ìíλ6γOV�こ帰属させ， 特別な地位を

与えたのであ

る1九彼がかかる変更を 行ったその背後に， I論理学で扱う文 λ6γoç を 定言文
x ατ ηγ o ρl
XδTλ6 γ oç に限 定するJ
(2 節 )

とし、う彼の 見解が横たわっていたこ

とは疑いの余地がないであろう.
以下我々は，

本文に即しながら， <論理学における名称と動調の優位〉の議

論を 見て 行くことにしよう.

以上の議論を踏 まえて， 我々は以下， λáyoçを「命題J， Ài';lÇを「文」と訳
すことにする.

皿 「命題J
À óγ oç と「命題の部分Jμρη τ o ìíλ6γOV
様々な「文jの内で，

13.

論理学が扱うのは， 真・偽を表示する「叙述命

題」の内の「 定言命題」のみである(cf. 2 節).

定言命 題は「主語J V7COXE L

μεν o v と「述語J Xατ r;yo ρ 伽α ，Xα切 γ p
o o如ε vo v の二要素を

備えているが，

これらは次のように 定義される.
主語ニ df. (1)

命題がそれについて語られる当のもの
περ i o v Óλ dγ oç [λ 6γεταt]

(2) みずからに関する述語を 受け入れるもの
δε �óμε vo v τ å
ç Xατ 'α Vto ìíXαT ηγ o ρ tαT
述語二 df. ( 1) 何らかのものについて語られるもの
περ i α ψro ìíλεγ 6 με vo v
(2) 何らかのものに即して述語づけられ語られるもの
x ατ， E Xεívo vàγ oρE VÓ με vo vXα iλ zγ 6 με vo v(7.32-8. 4)
定言命題は，

14.

8.11 )
•

その構造に注目すると， 三つの形態に分類される(7. 29←
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第1 の形態は， I主語と述語から成り立つ命題jであり，
スは歩くJヱωxρd τ wπερは αTεIがこれに該 当する.

例えば「ソクラテ

ここでは「ソクラテス」

が主語であり， I歩くJ が述語である.
第 2の形態は， I主語と述語と付加述語から成り立つ命題jであり，

例えば

「ソクラテスは正しい者である」ヱωK ρá切 ç ô íx αιóç EσT lI1 がこれに該 当する.
この命題では， 主語「ソクラテスjと述語「正しい者jとに加えて「である」
t σTÍI1 が付加述語π ρlJ'x
o α切 γ p
o o如ε110ν として置かれ，

これが主語と述語と

を結合している. co
p ula としてのd
l
1 仰がこれに該 当しようl九
第 3の形態は， I付加的様相を伴った命題jである .

T ρ付 oç

付加的様相

z ρσ
o xεi με110Çとは， Iし、かなる仕方で述語が主語に帰属かrá ρxε l
1 するか」を
表示する語であり，

たとえば「必然的にj， I不可能な仕方でj， I認められる仕

方でj， I美しくj， I明確にj， I正しく」等の副詞がこれに該 当する.

この形態

の命題はさらに二 種類に区分される. 第1 は， I主語と述語から成り立つ命題j
に付加的様相を示す語が付加された場合で， Iソクラテスは明確に説明するJ
Zωxρd切 ç lJ'acpφ ç E初γεíTmがこれに該 当する. 第 2は， I主語と述語と付
加述語から成り立つ命題」に付加的様相を示す語が付加された場合で，

実例と

して「ソクラテスは音楽的であると認められるj�ωxpá切 T μOV
lJ' X
l δν d
1
l αt
El1ô ÉX E Talが掲げられているlぺ
定言命題がかかる形態をとって存立する根拠は，

命題を構成する個々

の要素が様々な事物を表示することに存する. Amm.は，

命題の構成要素が 表

15.

示するものを， (1 ) 性質cp加.lÇ， (2) 人π ρ σ
I Éργεt α， (4 ) 感情
6 ω
π011， (3) 働きE 1
πω oç ，

および， (5 ) これらの合成 σνπ
μ λOX手 の 5っと考える. そして，

学者の語る 8個の「言葉の部分j (品詞) の内で，
は，

名調， 代名詞，

これら4品調は，

動詞，

文法

これらのものを表示できるの

分詞の 4 品詞のみであるとするのである(11 .810).

それが命題の中で果たす機能によって次の二つに区分され

る.
(A )

時間なしに語られたれ
liνεv X ρÓ110
11

主語の役割を果たしたりするもの

λE yÓ.με vα ガ

τ 今11

X ρεi αv σ砂π
t λη'p oìi I1T α

τ φu
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V冗 OXE ι μV
E ωv
(同

時間に即して語られたり，

命題の述語となったりするもの

x ατ
àx. ÓV
ρ O
V λε yóμε vαガ x ατ ηγ o ρψ
o μV
E EV
α

τα
ìç πpOτdσεσl(12.

18- 20)
ここで、は， 特 定の品詞が「時間に即して語られるか否かJ ， I主語となるか，

述

語となるかjというこつの観点から分類され， 両者が “ガ" ( ないし) という
接続詞で結合されている.

しかし，

これに続く説明からすれば，

むしろ「かっJ に近い意味であろう.
「時間なしに語られ，
られ，
16.

かつ，

つまり ， Amm. は，

この “ガ" は

これら 4 品詞を(A)

かつ， 主語の役割を果たすものJと
( B)I時間に即して語

命題の述語となるものjとに区分しているのである.

上記 4 品詞の内で， ( A)に属するのは， I名詞J と「代名詞」である.

詞は述語にもなり得るが，

これが時間に即して語られることはないし，

名

また代

名調は， 一般の名詞のように何らかの性質ψ何 lÇ を表示することはないが，
何らかの人π ρ6σω
πO
V を表示し，

その限りで名詞と等しい機能を有するから

である(14. 33� 15
. 1).
また， I動詞」が
( B)に属することも明らかであろう.
感情 ，

端的な存在，

非存在を表示する場合には， 主語を端的な仕方で述語づ

けJ (14. 28- 30)， また，

時間に即して語られるのだからである.

けれども， I分詞jは
( A)と
( B)の性格を共有している.
は歩 くJò

動詞は「主語の働き，

分詞は， �I走る人

rp ÉXω
V 7l E ρt
π αTε
t， I ソ ク ラ テ ス は走る 人 で あ るJ� ωxρd切f

rp ÉXω
VE στt の実例(11. 13) から明らかなように一一(1)主 語にも述語にもな
り， (2)時間に即して語られるからである. Amm. は，

分詞を「人と活動ないし

感情 との何らかの結合を表示するものJ (12. 1 6f. ) と 定義し，

人々は，

分詞についても，

それが時聞を明らかにするがゆえに動詞の
特性

に傾きがちであるとはいえ，

両者十一名調と動詞一ーを分有するものとし

て， I分詞jと名付けている. (15.1 - 4)
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と述べて，
17.

分詞の中間的性格を認めている.

Amm. は， (A)の区分に属する名詞， 代名詞，

名で， (B)の区分に属する動詞，

分詞を「名称j lJvo μα の

分詞を(広義の) I動詞j p和α の名で呼ぶ.

そ

して彼は， r命題論J冒頭 (1 6a1) の「名称jと「動詞jという語は ， 品調と
してではなく， 上記(A)，(B)の意味で理解されなければならなし、，

と語るのであ

る15)
18.

かくして，

ここに至って， Ari st. が『命題論J冒頭で「名称J と「動

詞」のみを取り上げている根拠が明らかとなる.
なるものが ， ç必「時間なしに語られ，
「時間に即して語られ，

かつ，

つまり彼は， およそ命題λóyoç

かっ， 主語の役割を果たすものJ と(B)

命題の述語となるものjとの双方の存在によっ

て 初めて成立することを主張しているのである. 名称と動詞が「命題の部分j
一一命題の必須の部分
ならない.

と呼ばれるのは， 他ならぬこの意味においてにほか

彼は述べている，

アリストテレスが， 叙述命題がし、かなる場合でも「名称」と「動詞J より
構成され，
たかも，
い，

これらに分解されると語るのは以上の理由からである.

ただこれらのみが本来的に「文の部分」と名付けるのがふさわし

と考えているかのようである. (14.18- 20)

N
19.

以上Amm. は，

中間領域の問題一一副調とdν出
命題の構造を 3種類に区分し，

の部分」を名詞， 代名詞，
問題が，

彼はあ

動調，

それを構成する「命題

分詞の 4 品詞に限定した. だがここで二つの

いわば中間領域の問題として浮上してくる . 副詞の問題と E Lv ω の

問題である.

A 副詞の問題
20

前述の命題の 3区分の内で， 第 3のものは「付加的様相を伴った命題j

であった (14節). しかるにく付加的様相〉は「必然的にj， I美しくJなどの

27
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副詞によって述べられる.

とするなら， I付加的様相を伴った命題」を形成す

る副詞は「命題の部分」とされるべきではなかろうか.
eA
ph
r od isien sisは語源を根拠に「副詞は名調であるjと
第一に， Al exand r
主張していた.
提に立ち，

彼は「派生語はもとの語と同等の力必va μιc を持つ」との前

普通名詞π:poσ ηyoρ仰に由来する副詞を名詞と考えた( e. g目「正し

くJÔLx cxiωcは「正 し さJ ÔLXα wO'ÍJVη に 由 来 す る の で 名 詞 で あ る ) . (13.
1 9�2 1)

したがって，

もしこの説が正しいとするなら， 副詞は「命題の部分」

であることになる.
第二に， I副詞は，

述語と結合して複合的述語ωv(Jετ o v x α 切
γ o ρo如ε vo v

を形成するJ(14 .2 ) とし、う根拠から， 副詞が命題の部分であることを主張す
る説があった.

たとえば， Iソクラテスは明確に解釈するjの「明確に」は，

「解釈する」と結合することによって複合的述語を形成し， I明確に解釈するj
とし、う述語として命題の部分を形成するのだ，
21.

というのである.

そこでAmm は， I副詞は命題の部分であるjとの主張を論駁するた

めに， 副調をその働きによって区分する.

彼は， 副詞を
(必叙述文において用い

られる副詞と， (防叙述文以外の文(祈願・命令・禁止・疑問文) において用い
られる副詞とに区分し， (防を論理学外のこととして除外する.

ついでてよゆを「述

語の主語に対する関係を明らかにするもの」と定義し， ( 1)述語の主語への帰属
如何を示すもの， (2)帰属の様態を示すもの， (3)帰属の時を示すもの， ( 4)帰属の
場所を示すもの， (5 帰
) 属の頻度を示すもの等，
22.

14 の種類に区分する附.

その上でAmm. は， 第一のAl exandrosの主張を次の根拠から論駁す

る.
l.副詞の中には普通名詞に由来しないものがある. (肯定・否定・禁止・誓
いの副詞 etc. )(1 3.2 1�2 4)
2特定の語の品詞がその語源によって決定されるとするなら，

� r Éo v( �す

べきである ) の形態をとる叩oσ ηγ o ρMはすべて動詞と 見なさざるを得な
ε に由来する「結婚すべきJ
いことになる( e.g . I結婚するJ y，αμル
(13.2 7�2 9)

ya，μr
ε io v) .
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3. 名詞は主語にも述語にもなりえる.

しかるに，

名詞とされるべき副詞 ( e.g.

Òlxa ωç
i
) は， 主語にも述語にもなり得ないから，

文において名詞と同様

の働きをすることはない. ( 13.29-14. 2)
次いで第二の主張を次のような論拠から論駁しようとする.

23.

1もし「副詞+述語」が「複合的述語」であるとするなら，

これは， 一般の

複合的述語と同様の仕方で用いられるのでなければならない.
2. しかるに， ["副詞+述語jは複合的述語と同様の仕方では用いられない.
3. ゆえに， ["副詞+述語jは複合的述語ではない.
この議論が成立するためには， ["副詞+述語」が複合的述語と同様の仕

24.

方では用いられないことが論証されなければならない. そこでAmm. は，

こ

のことを否定文の実例を用いて証明する( 13. 19-1
4. 7
1 ).
( 1) 命題の否定は， 通常，
は，

述語を否定することによって成立する.

この事実

[1A
]一般のく述語〉の場合でも， [2A
]<複合的述語〉の場合で

も同様で、ある.
[1A
- ]["ソクラテスは歩く」

今[1-B] ["ソクラテスは歩かなし、」

[2-A ]["死者は滅びた人間であるJ =争[2-B]["死者は滅びた人間ではな
いJ
(2) したがって ， く付加的様相〉を示す副詞を伴った命題において，
「副詞十述語」がく複合的述語〉であるとするなら，

もし

その否定もまたく複

合的述語〉を否定することによって成立するのでなければならない. そこ
で
[3A
- ] ["ソクラテスは歩くことができる」
の否定を( 1と
) 同様の仕方で作成すると，

否定命題は，

[3-B] ["ソクラテスは歩かないことができるj
となる17)
(3) だが， [3A
]の否定は[3-B]ではなく， むしろ
[3C
]["ソクラテスは歩くことができなし、」
である. [3-A ]と[3-C ]とは同時に両立不可能であるので相互に否定

「命題の部分jと「文の部分」
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の関係にあるといえるが， [ 3A
]と[3-B]とは同時に両立可能である
ので相互に否定の関係にあるとはいえないからである.
したがって， <付加的様相〉を示す副詞を伴った命題の否定は， く複合的

(4)

述語〉を伴った命題と同ーの仕方で成立するのではないことになる.
こうしてAmm. は， Alexandrosの議論を論駁することによって「副

25.

詞は名詞でなし、jことを主張し， 続く議論で「副詞はく複合的述語〉の一部で
はなし、jことを結論した.

かくして彼は， I副詞は命題の部分ではない」こと

を論証したので、ある.

B élV a Lの問題
さて， Amm の命題の部分に関する主張をめぐって浮上してくる第二

26.

の問題は，

ε 1vαt をめぐるものである.

ε 1Mαt は， 単に存在を意味する動詞と

してのみならず， <付加述語〉としても用いられるが， 後者を「命題の部分J
とするには疑 念が残るからである.
Amm .はclMωの用法を 3種類に区分する.

27.

l. 存在・非存在を表示する場合
2く
. 付加述語> ( 二copul a ) として用いられる場合
3く
. 様相〉を伴う命題において用いられる場合
そして，

それぞれの場合について次のように述べる. (14 2
. 0- 31 )

第1 の「存在・非存在を表示するclvαι」が ，

命題の部分に属することは明

らかである. Iソクラテスがし、るん「ソクラテスはいなし、jの「いるJ ε 1vαt は，
「何らかの事物について直接に述語づけられるもの」であり， I主語と同等の仕
方で命題の部分となる」のだからである.
だが， 第 2・第 3の ε 1v仰は，
ぜ、なら，

この ε Iν ω は，

用いられるのであり，

命題の部分と 見なされるべきではない.

な

主語と述語とを「調和させる」
σ ωαρ μóS-，εwために

その限りで， I命題の部分に付加されJ， Iそれらから分

離されるjのだからである. Amm は語る，
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かくして， 叙述文の部分は常に名称ないし動詞のいずれかであるが， 他方，
動詞が命題の部分であるとは必ずしも限らない. (14. 2 7f.)

v

λÉ�Eω c
r文J
λÉ�lÇと「文の部分Jμ 4 ρ η坊c

28 . 以上の議 論によって，
詞，

動詞，

文法学者たちが語る 8品詞の内で，

名調， 代名

分詞の 4 個がく命題の部分〉に属することが明らかにされた. で、は，

残る 4 品詞についてはどうなのであろうか. Amm.は語る. Iこういうわけで，
これら (s c 接続詞， 冠詞，

前 置詞， 副詞) は命題の部分ではない.

たがこれら

は. r詩学』で語られているように， λÉ�
lÇ (文) の部分ではあるj(12 . 3 0 -13 .
1)
•

29 .
と，

まず副詞が「述語の主語に対する関係を明らかにするもの」であるこ

命題の部分に属さないことはすでに述べられた (20 節. 24節). 彼は語る.

だが，

これらのいずれの領域 (s c. 名称と動詞) においても用いられない

ものについては，

たとえこれらが別の仕方で命題に付加されて，

述語が主

語に「帰属することj. I帰属しないことj. Iし、っ帰属するのかj. Iどのよ
うに帰属するのかj. Iどれほどの頻度で帰属するのかJ. あるいはあるも
のの別のものに対する関係を表示するとしても，

彼 (Ari
s t. ) はこれらを，

主要な意味で 「命題の部分」と呼ぶのがふさわしいとは考えていない.
(12 .2 0←2 4)

30 .

そして他の 3品詞が，

それ自体としては何ら意味を持たず，

命題の部

分を構成する品詞と共に用いられて 初めて有意味なものになることを述べてこ
う語る.

だが，

以上のもの以外の 「文の部分」と語られるものは，

は意味をもたないもの必
σημα である. 冠詞，
当する. (12 . 13 �15)

前 置詞，

それ自体として

接続詞がこれに該

31
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これらが結合したからといって完全な命題M γ o çを作り出すことは不可
台Eである. (12. 29 - 30)

31.

Amm. は，

かかる 「無意味な文の部分」が必要である根拠を， 船の実

例を用いてこう述べる.

これらは，

お互いよりなるある種の結合体ωJ
J {)εIJ' lÇ， および様々な 「 命

題の部分J よりなる複合体 σ 心vτ α � lÇ のために有益である.

ちょうど紳が，

結合された様々なものを新たにひとつとするために有益であり， 惨がみず
からによって接着された様々なものを新たにひとつとするために有益であ
りながら，

それら自体が結合された様々なものの部分でも接着された様々

な部分でもないのと同様に，

接続詞 ， 冠詞， 前置詞， 副詞は ， I命題の小

部分」 μ6 ρι α'l'OV λ6γ 'Ovではないのである. (13.2 - 6)

ここでは，

接続詞， 冠詞， 前置詞， 副調が， 船を構成するボルト， 亜麻布， ア

スフアルト，

紳， 惨にたとえられ，

益であると語られている.

これらが 「 結合体J， I複合体」のために有

命題の部分に属さない 4 品詞は，

様々な「命題の部

分」を結合し秩序づけるために用いられるのである.

ま
32.

と

め

以上われわれは， Amm が 「命題の部分J・「文の部分J の概念を導き

出した背景とこれに関わる議 論を 見てきた. Amm. は， r命題論』官頭の一 節
を， 名詞， 代名詞，

動詞，

分詞の 4 品詞に関わる言及とみなし，

この主張を根

拠づけるために， I命題の部分」・「文の部分jの概念を導き出したのである.
33.

だが，

彼の解釈は， 少なくとも次の 2 点、で大きな問題をはらんでし、る.

第1に， Amm は 「命題の部分jと「文の部分」の概念を導き出すために，
Arist. の論理学書本文と『詩学』本文とを結合している.

しかるに， I論理学」
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と 「詩学」は， Arit. においては別系統の学である.

したがって， Amm. の理

解は， Arist. 解釈としては問題をはらむのではないか.
第 2に， Amm. は， 副詞， 前置詞， 接続調を 「命題の部分jから除外し，
「それ自体無意味である」としている.

ここに 「無意味jと訳した必
σημα と

いう語は，

人聞が発する「言葉JλÉ�U;の内で，

ストアの言語体系において，

VλíT p
V t " のように無意味な音声を示す語である. したがってAmm は，

ス

トアにおいて「無意味な音戸」のみを示すために用いられていた必
σJ.1.0
1J ç と
いう語を， 冠詞， 前置詞， 接続詞の領域にまで拡張して用いたことになる.
かる態度は，

か

それが論理学の領域内のものであっても， 何らかの仕方でこれら

の品詞の軽視へとつながるのではないか.
このように，

様々な問題をはらむAmm. のAris t. 解釈ではあるが，

釈の伝統が， Eoe t h i us らに 受け継がれて 行くことになる.

この解

この意味でAmm.

は， 中 世のArist. 解釈を方向づけたといえるであろう.
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1. p. 300); Probus， Inst. Artium (G. L. 1V.p. 51); Sergius， Eゆlanationes Artis

)
Donati (G. L. 1V. p. 487
10) Amm. の副詞の区分(20節 ) が Dionys.に由来することも，
しよう.

この推測を正当化

註 16 を参照.

1 1) Poet. 20.
1456b. Tキç oi λf.�êωç dnáσ甲ç Táå' iσ'TÌτ企μf.p甲， σ'TOlXêlOν σ'VÀλaβキ
σψ110，εσμOÇ' ovo.μa /Jij，μa äp�ρ011πτ'Wl5lÇλóyoç.
12) [E] p. 140， n.68 は， (1) Apollonius Dyscolus， On Division が Tà μ4ρ 可， τキ T
λf.�，εωcに言及していないこと， (1) Theophrastus， On the Elements01 the Sentence
がτ。μtρ甲 T寺Tλf.�êωrとτ&μ正仰τoむλ6γOV との区別を行 っ ていないことを根拠
に， 両者の灰分が Porphyrios 以前には遡り得ないことを主張している.
て， Amm のこの区分は， Porphy にその起源を有するか，

したがっ

あるいはAmm. の独創

であることになる. 同註は， Porphy. がストア論理学への関心からこの区分を立て
た可能性があることをも認めている.
13) cf. De Interþret. 19b19， Analy. Pr. 25b22.
14)

ここで， (1) I付加的様相を示す副詞jとして〈一般の副詞} (美しく ，

正しく) と並んで〈様相命題を作る副詞} (必然的に，

不可能な仕方で，

明確に，
認められ

る仕方で)が掲げられていること， また， (2) I認められる仕方でJ illO，εXÓ，μEν011と
いう副詞に対応する文 例とし て「ソクラテスは音楽的 で あ る と認めら れるJ
Zωxρd切fμOVl5lXÒνdllll'l EIIOf.Xετ叫が掲げられていることに注意されたい.
まり，

ここでAmm

つ

は， 様相命題を「付加的様相を示す副詞jに還元して論じて

いるのである.
15)

品詞としての「名詞jは「冠詞と共に漬かれ，

時を付帯的に表示しないものJ

ai {ÝP()OlÇσVIITaTTOμf.1Ill'l xaì XPÓIIOIIμキπρoσ和alllO白山と定義され，

I動詞」

は「冠詞と共に置かれることが不可能で， 何らかの時におい て語られるものJ ai.
dρ8ρoιTμill σuνTáTT.εσ()aιμキOVνEμf.llaι， xaτàx.ρdν011 of. Ttllα λεyoμ4ναι(p. 10.
10-12) と定義される. 上記 (A)，

(B)の定義がこれと異なっ ていることに注意された

し、

16) [GJ p.1 1. 15-12.13. Hans Arens， Aristotle's Theoη01 Word Class and its
Tradition. 198
4 Amsterdam， p.128 は，

この区分が Dionysios Thrax， T旬開

ypa，μμaτ山手， 19 に由来するとしている.
1 7
)

この議論は『命題論J c. 12， 21a34-2 1b22 を前提としている.

まえて要点を示ぜば次の ようになろう:A
( ) “ヱωxpáτ甲ç
“ヱωXpáT甲ç oVllaroν βáåié;ω11 Eστ'tV"に置換できる.

そこでの議論を踏

OVνaτoν β'aoié;，ει" は(B)

(同の否定として，

(C)“ヱωxρd
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τ布Ç" 0'Úνarovβ'aoit;ων oかdσ'TLlI"と(I方“�ωxpáτ甲Ç" ov 0'仇Jar oνβ'aoit;，ωv iστω"と
が可能であるが，

(C )は(E) “�ωxρár7JÇ" o'Úvaτoν oψβαoit;éι"に置換で、きるので「ソ

クラテスは歩かないことができるjの意 味に な る. 他方仰は “玄ωxpá切Ç"

0ψ

3吾川町ν β'aoit;ει" に置換できるので「ソクラテスは歩くことができないjの意味
になる.

しかるに ， 複合的述語の否定は， élval に否定辞凶を付加して作成され

るから，

必
( の否定を同様の仕方で作成すると(C)になる.

なお註14を参照.

