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の真偽を訴えるところの実験的検証過程がこの最後の仮設に立っていることから
も明らかである。
このようにして物自体概念は形而上学的構成理論の第一歩であると著者は説く。
これはアポステリオりに有効性を得られることをあらかじめ見越した仮設概念で‘
ある。 これは幼い子供や未開人が漠然とそしてやや非能率的に使っているごとき
物自体概念と， 意識的かつ科学的に使う差こ そあれ本質的に異ならない。 ここか
ら形而上学の終点である神の構成概念にまで至るには気の遠くなるような精神の
長い思弁的進展があったし， これからもあるにちがし、ない。 しかしこれからさき
形而上学のどのような未聞の境地に進もうと， また形而上学がどれほど有効に実
在に 切り込んでいることが証せられようと所詮仮設の域を出ないのである。 著者
の立場はその経験実在論を徹底させることによって仮設に始まり仮設に終ること
を暗示するきわめて柔かし、存在論になったのである。 これを著者の相対主義的変
節というべきか。 しかし著者は存在論が最終的には最も有効な仮設であることを
豪も疑わなL、。存在論は 人類が最も長くかっ最も広くもちうる経験的知識である
ということに 独断的な信頼を寄せているのである。 ここに著者のきわめて楽観的
な健全な精神がある。

Jan Pinborg : Die Entwicklung der Sprachtheorie im
Mitte1alter. 366 S. 1967， Aschendorff， MUnster.

柏
周知のごとく， 中世の

木

英

grammatica spe culativa (思弁的文法学)は

彦
modus

significandi (意味の様相)の面から言語を研究するが ， 思弁的文法学者の著作
の多くがDe modis significandiと題されているところから， 彼らは モディスト
(modistae )と呼ばれる。 語が意味を持つのは ， 精神が 音声にある意味の様相を
与えることによってである。これによって 音声は語， 品詞となり， ものの属性を
表わす。 つまり語はなにかを意味するも のとしてのみ研究の対象と なる。 R. ロ
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ピンズが『古代中世文法論』でDe modis signi五candiは今日の言葉では 「意味論
について」とでもするところだと説明するゆえんである。 パウノレ・ レーマンとマ
ノレティン・グラープマンがSprachlogikと呼んだ中世の言語哲学については， 両
者の文献学的研究をもとにさらに その内容を明らかにすることが期待されていた
が， 資料の大半が写本であり， しかも著者未詳のものが多いとL、う事情もあって，
これは容易に実現しなかった。 本書はこの期待に答える労作である。
著者Jan Pn
i borgは， コベンハーゲン大学の H. Roos教授指導の下に ， 現
在知られている写本のすべてを検討し， 著者自身の発見した写本も加えて， これ
を駆使しつつ思弁的文法学の発展を叙述する。 著者によれば，sprach
o
l gischとい
う言い方は一つの 統一的ジャンノレを表わすものとしては厳密さを欠く，

むしろ

i意味の様相」を中心に据えることによって内容的に統ーのある言語理論を示す
ことができる。
1240年頃， 文法は個々の言語にかかわるのではなく， 一般的原則を問題にし，
これによってはじめて文法は普遍的学となりうるとしづ主張があらわれた。 キノレ
ウォドヒにとって 文法の対象は個々の言語から離れたser moslgm五caivt us であ
t
a generalia
り， へーコンにおいても文法の本来の対象は音声ではなく， slgm五ca
te o
c s
n ig i
n fia
c a
t である。 モディストは， 言語の本質的原理を文法の対象とし，
実用文法と思弁文法とを区別する。 彼らが註釈を加えるプリスキアヌスの著作は
実用文法と見なされる。 細部にわたって意見が一致しているわけではないにして
も， とにかく思弁文法の対象は言語の本質的原理であり， 原理から文法の独自の
iara
t
iona
is
l
et demons
t
ra
t
ivaであ
論理を展開するゆえ， 思弁的文法学はsci en t
る。 彼らは「意味の様相」の観点からすべての文法構造， 品詞の定義， 統辞論を
展開し， 単なる論理学的文法でなく， 言語の固有の論理を示そうとする。 つまり
論理学に対して， 思弁文法を独自の普遍的学として理解する。
「語、味の様相」というジャンノレの成立は十三世紀の60年代 であり， この頃から
1285年頃までの代表的人物はダキアのマノレティヌス， ダキアのボェティウス，

ヨ

ハネス・ ダークス等デンマーク出身の学者である。 1285以降モディストの言語理

論はテキストの数か ら言っても諸学説 の錯綜と いう 点から 見 ても ， 頂 点に達す る。
タキ アのマルティヌスのIIModi significandi.llはエノレブノレト のト マ スの著作が

132

あらわれるまで非常に愛好された本であり，

中世言語理論を 「意味の様相」とい

う新たな観点から綜括する。 特にその統辞論は 独創的である。 「意味の相様」は
Proprietas rei consignificata per vocemと定義されるが， それは forma partis
orationisでもある。 ところがダキアのボエティウ スでは
， 事物やmodi essend，i
言語と世界の連関等は 文法学者に関係がない。 文法の対象は むしろ 記号であり ，
「意味の様相」は記号の属性である。

マノレティヌスとボエティウ スの間には，た

とえば文法は scientia sermocinalisか， 文法は音声を対象とするか， 文法は res
praedicamentalesを対象とするか， また modi signi五candi， intel1igend，i essendi
は同ーかといった問題について意見の相違が見られる。 つまりこの時期に二つの
対立する考え方があり， 一方は マルティヌスとヨハネ ス・ ダーク スに代表され ，
文法および「意味の様相Jと事物との関連が決定的であるのに対し， もう一方は
ダキアのボェティウ スの立場で， それによると文法と 「意味の様相」は 自立的領
域を成し， それ

自体として探究されねばならない。

1285年以降「意味の様相」に関するテキストは 加
増 し， マ ノレティヌスについて
の註釈があらわれる。 著者は アルベルトゥ ス・

スウ

ェベリヌス， チングロのジェ

ンティリ ス， シモン・ ダーク ス， ラ ドゥルフ ス・ プリト， エルフ ノレトのトマ スお
よび著者未詳の写本をもとに， 学としての文法， 品詞論， 統辞論について論究す
る。 文法が思弁文法であるかぎり普遍的学であることに変りはないが， さらに文
法は scientia sermocinalisか

rationalisか，

practicaか

speculativa
か，

I意味

の様相」は 独自の領域を成すのか等の問題について変化が見られる。 ダキアのボ
エティウ ス にとって 文法は scientia sermocinalisであったが， ダキアのマルテ
ィヌスとヨハネ ス・ ダーク スでは 条件つきで認められているにすぎない。 それ以
前には
， この
リのニコラウ スにおいても文法と論理学はい ず れ もs舵副ci怜en凶tiぬa 5鈴ermo舵ci泊nal凶li均sであ
る。 ところが今や
人はこの点をは
っきりさせねばならないと考える。 つまり概念
を扱う論理学は scientia rationalisであるが， 言語のみを 扱う文法は scientia
sermocinalisである。 しかしこれによって言語の表現の面と内容の面は切り離さ
れることになる。 もちろんこの傾向は 中世における 言語理論の出発点 となった
『命題論』にも暗に含まれては いるが， それほど徹底して考えられていなかった。
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ただオッカムと違って， モディストはIsermocinalisJ を否定的に考えているわ
けではなかったから， これによって思弁文法の学的性格を疑めることになるとは
思っていない。 文法は言語の表現の面に限られるのではなく， 文法が探究する原
理は個々の言語から離れた
法学者は事物と

i
ficativusであるとの意 見もあり， また文
sermo sign

modus essendiにはかかわらないというダキアの ボエティウス

の 見解に対する反駁も見られ， 問題の立て方もボエティウスのごとく，
nalisか

realisかではなく，

scientia speculativaか

sermocinalisか

sermoci-

rationalisかであった。 次に文法は

practicaかという点についても変化が 見られる@

交法 学

者が扱う「意味の様相 Jが知性の産物であり， その存在を思弁知性に負うとすれば，
思弁知性の中にしかあり得ないことになるとの異論に対して， 文法を実践知性と
関連づけようとする 人も出てくる。 しかしそれは文法を単なる実用文法にする危
険を苧む。 事実， 後に唯名論者の攻撃を受けてから， モディストはこのように言
わざるを得なくなった。 すでにベトルス・ アウレオリにおいて論理学が

scientia

practtcaとされているが， オッカムはさらに徹底して論理学， 修辞学， 文法はい
ずれも

notitia practica であると述べている。 このことは知性の受動性の強調，

意味と対象に関する新しい考え方と密接な関連がある。 盛期スコラ学において語
は第一に概念を意味し， 第二に事物を指示する。 トマス・ アク
イナスにおいて本
来の 記号は語であり， 概念は本来の意味での 記号ではなく，

similitudoである。

ところがオッカムは 記号をまったく別様に理解し， 概念は自然的 記号であるが，
語は概念に従属するかぎりで事物の 記号であると主張した。
この時期で特に重要な 人物はエルフ ノレトのトマスである。 それは第一に， 思弁
的文法学の一つの中心である エルブ ノレト学派に対する影響のためであり， 第二 に
ドゥンス・ スコトゥスのものではなくエ ノレフルトのトマスの著作であることをグ
ラープマンが明らかにしたIJNovi modi signi五candi.J]がそディストの文法の教
科書として中部ヨーロッパで広く用いられたからである。 なおこれは文献学的事
柄であるが， エルフルトのトマスがパリでマギステルの学位を得たとするグヲー
プマンの推測は近年c. Verhaakの研究によって 確証された。 ク
ルトレのシゲ
ルスの

logica vetus註釈は トマスの註釈と類似しており，

両者は1300年頃パリ

の人文学部で 同じ教授の下で勉強したと考えられる。 ただグラープマン がエルフ
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ルトのトマスのものとして挙げた著作の中. IiLiber de constructioneJjとrNovi
調。di signi量candi.JIとは
同じものである。著者は
それ以外にr命題論』とfLiber
鈍x

principiorumJjの註釈をトマスに帰している。 エノレフルトのトマスは
， スウ

ェベリヌスを，

あるいは
直接ダキアのマルティヌスを論駁するが.

liNovi modi

significandiJjは
叙述が明快でモディストの文法学のよき手引書であることから，
マルティヌスの著作にとってかわり広く用いられるとともに， 以後の論争の出発
点となった。 1330年には
すでに多くの註釈が 見られる。
文法の領域において実在論と唯名論の衝突がは
じめて生じたのは
エルフルトに
おいてである。 本書の第2部はこの問題を扱う。 著者は
ま ずエルフルトの学問的
背景を描き， 次に中世言語理論の発展の転回点をなすヨハネ
ス・ アウリファベノレ
の学説とその意義を究明する。
シュタットで活躍し.

アウリファベノレが1330年頃エノレフルトとハルベノレ

1"意味の様相」を攻撃したことは
確かであるが， 彼がパリ

で学位を得たというグラープマンの想定は現在のところ証明できない。 グラープ
マンは彼に多くの著作を帰しているが ， ことは
そう簡単ではなし、。 グラープマン
は
十四世紀にヨハネ
ス・ アウリファベルという名前のマギステルが二 人いたこと
を 見逃している。 それはともかくアウリファベノレの重要性は， 唯名論の立場に
立って「意味の様相」を攻撃したことにある。 著者は
アウリファベノレのi'Deter
minatio de modis signi五candUと， 著者自身が解読し本書第4部においてはじめ
て印刷されたモディストのテキストとによって， アウリファベルと彼をめぐる論
議の実態を明らかにしてゆく。 写本の処理などから 見て， 第2部は
著者がもっと
も力を注いだ部分であろう。
アウリファベルによれば.

1"意味の様相」 は
知性が勝手にっくり上げたもので

あり， 普遍的学としての文法の基礎には
ならなし、。 言語は記号であるというのが
彼の基本的考えであるが， しかし本来の 記号は概念であり， 言語は
第二次的に 記
号にすぎない。 しかも概念は
事物の自然的 記号であり ， 両者の聞に一義的な因果
関連があるが， 語t主慾意的 記号にすぎ ず， 言語は
意味を持たない手段である。 事
物と概念の関係は理拠の関係であり， この関係は
認識作用の間しか存在しないよ
うに， 語の意味は
誘が使用される間しか存在しなし、。 文法学者は， 言語によって
それぞれ異なる音素のみを扱い， 個々の言語について個々の文法があるにすぎな
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い。 オッカムにとって意味は独自の存在を持たず， 言語のpropnetasに実在の
proprietasは対応しなし、。 そこではスポジチオとコノタチオが「意味の様相」に
とってかわり. oratio vocalis で なくoratio mentalisの真理内容が問題となる。

アウリファベノレの議論はこうした考え方を文法の領域に適用したものにほかなら
ない。
唯名論的な立場からの批判は， 盛期スコラ学の認識論を攻撃することによって
モディストの言語理論の基礎をぐらつかせたと言える。 ただし唯名論者はl恵、味
の様相」の個々の点に立ち入って反駁したわけではなし、。 が， 今や意味の問題は
論理学との関連で扱われることになる。 アウリファベル以後の言語理論の展開に
、 単に説明しているが， 唯名論的立場に関してはアイイの
ついて著者は第3部で簡
ベトルスとジャン ・ ジェルソンを取り上げる。 一方モディストの文法学は十六世

紀に至るまで講義されたが， フマニストから最後のー槌を受げる。1-;昔、味の様相」
の知識がなくても ， ラテン語を立派に書くことができるではないかと。
以上， 大要を紹介したにすぎないが， 本書によって思弁的文法学の具体的内容
について

ここでは触れなかった品詞論と統辞論についてまとまった知識を得

一一

ることができるのみでなく， 神学部と直接関係のない哲学運動の一つについても
知ることができょう。 巻末にはモディストの文法学に閉する写木の円録が挙げら
れている。 本書に加えて， H

ロースとともに著者が校訂し11ド印刷j巾のダキア

五 andj]
i .
のボエティウスのIIModi signic

Cro pusphilosopÍ1orum

daniçro um

medii aeviに入っているダキアのマノレティヌス， ヨハネス・ ダークス， γモン・
ダーグスのテキスト， それにかつてG. Wa l l erand が校訂したクルトレのシケ、
ノレスの著作等を精読することによって， さらに語類の意味論を， あるいは意味論

的言語哲学を展開することも可能であろう。
ところで意味論 と言えば， 現代の意味論は言語 と思想の問題にも治及し， たと
えばE・ ライジィ. L ・ ヴアイスゲノレバー， わが国では関根正雄， 井:f，千J俊彦両教
授が試みたごと< ， 各言語固有の世界像を描き出す。 中世思想を. 十三世紀スつ
ラ学において頂点に遣すると見る体系論的観点 からすると， 中世人の思惟はどう
しても図式的な単色の様相を呈する。 しかしかねがね思っていたことであるが，
中世では aつ一つの言葉の喚び起すイメージは教父時代に比べて乏しいとしても，
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意味論的分析とし、うパー スベクティブを導入することによって， 井筒教J支の言葉
を借りれば

a concrete，

living and dynamic ontologyを， あるいは少なく

とも， より陰影に富む中世精神の営みを浮彫りにすることができるのではないだ
ろうか。

i hte der Phi1. u. Theo1. im Mittel.
(なお本23は Beitrãgezur Geschc

alterのBand XLII， Heft2である。)

