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研 究 ノ ー ト
ソールズベリのヨハネスにおける 弁証論
一一-

Metalogicon II-IV

一一一

柏
ソールズベリのヨハネスは，
(2)

木

英

彦

クインティリアヌスと並んで自らの人文 主義の基礎

をなしたキケロに従って， 動物と異なる人聞の基本的特長を言語と理性にみる。 言
語と理性が社会の幹になるとして， 言葉， 思考， 表現の緊密な関係を説き， 人間 存
在の社会的性格を強調する彼は， 自由学芸ことに三学科の学習の必要性を力説し，
(3)

三学科を攻撃する人々は社会の平和を乱すものだと断じている。 周知のごとく，

ヨ

ハネスは彼らをコjレニフィキウスないしコノレニフィキウスの徒と呼ぶが， 彼らは他
人lこ対し理性によらず侮蔑的態度をもって臨み， 学習の意義を認めず， 人々を労せ
ずしてフィロソフスにすると豪語する。 基本的人文教育を抜きにした速成の技術教
育， ソフィスト的弁証論者に対する批判をも 含む『メタロギコン』は序文によれば
(4)

ロギカ (l ogica) 擁護の書で， ここでロギカは広義l己表現と論証の理論(loque nd i vel
(5)

disseren di ratio ) を意味し， 文法，

修辞学， 弁証論を指している。 しかし文法の規

則や三段論 法の形式のような技術的問題を扱った実習書ではなく， すべての学科 が
(6)

相互に密接に結びついているような教育理念を説くものである。 中世の西欧におい
て， アリストテレスのオルガノン全部を最も早く手にした一人であるこの人文主義
者 により， 弁証論(狭義のロギカ) はし、かなる評価を得たのか。
論証ないし推論の 理論としてのロギカまたは弁証論 ( dialectica) に論及する『メ
タロギコンj第二巻以下で， ヨハネスはオルガノンの解説を試みてはいるが， しか
しオルガノンの註釈を書いたり， その有益な内容を詳細に説いたりする意図はない
(7)

と断っている。 むしろ弁証論に関してボエティウスのみでなくアリストテレスの書
物で学習するよう勧め， ロギカを中傷するコルニフィキウスの徒， 弁証論を信仰の
破壊者と非難する人々に対しロギカの力を評価することを主眼としていて， オjレカa
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ノン各書の内容， 意 義については要約する程度にとどめている。
学芸 全体における弁証論の位置ないし意義は， 第一に他の学科 の入口 ， 有効な道
(8)

具として他のものを繋えるという点にあり， 乙れなくしてフィロソフィアの探究を
(9)

正しく進めることはできない。 第二に， 弁証論はすべての学芸の基礎として重要で
あるが， 他の学科と切離されてはならない。 他の学科 の力から切離されれば， それ
(10)

は無益に近いとヨハネスが極論しているのは ， ソフィスト的弁証論者を念頭に置い
ての乙とであろう。 一方， 他の学科 の力によって生かされれば， あらゆる誤謬を打
(11)

破できる， すなわち他のものと結合して乙 そ輝くものである。 第 三に， ヨハネスは
弁託論が他の学科l乙支えられずに果して人の生に役立つであろうかと問い， 学知と
(12)

生との関連を説く。 彼は『メタロギコン」序文で生の指針とならない哲学的 思索は
無益であるといって， 学芸が生との関連をもっ知の追究で、なければならないことを
強調している。 ととろで論証の 理論たる 弁証論によりプlレデンティア ( pr ude nt ia)
の基礎が固められる。 弁証論は真理を求めるが ， 真理はキケロが言うように， プル
(13)

デンティアの 相関者であり， ウィルトゥス ( vir tus)の源泉である。 そしてプルデン
(14)

ティアはウィノレトゥスの根幹であるから ， 弁証論はある意味でウィjレトゥスの基礎
を成すと言われよう。
第四�C， 弁証論は推論ないし論証の理論という形式学である以上，イ也の学科との
関連を失えば単なる詑 弁ないし口論に堕する危険を字んでいる。 そも そも真理を愛
(15)

する人にとって口論は好 ましいものではない。 ところが四辻で叫んでいる輩は， 十
年二十年ど乙ろか生涯を乙れに費すが， しかし彼らは弁証論に携っているとはいえ
(16)

ず， 年とともに空疎な議論に陥ってし、く。 目的を失った論弁的論議が横行していた
(17)

ことは， ヨハネスの語る 次のような挿話にも窺われよう。 彼は最初アベラルドゥス
の下で弁証論を学び， 青年の短慮から自らの知を過大視するようになったが， やが
て冷静に自己を見つめた結果， ジュヌヴィエーヴの丘を去り， 十年lζ及ぶ自由学芸
の研鎖を経た後， ふたたびかつての同僚を訪れたととろ彼らは 相変らず同じ主題を
めぐって空疎な議論を弄んでいたと。 弁証論以外の学芸を軽蔑する輩は結局のとこ
ろ無分別な多弁に堕するほかはない。 ヨハネスは， すべての問題， 立証を論ずべき
(18)

(19)

ではないという『 トピカ』の一節を引いて，抑制の必要を説く。多弁な輩はいつでも
ど乙でも何についても論ずるが， すべての事について知っているからであろうと皮
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(20)

肉っている。 対話はなるほど有益ではあるが， しかし誰とでも論じ合おうとすべき
(21)

ではない。 節度を知らぬ鉄面 皮は 青年 を 教育するよりは， むしろ歪めるものであ
(22)

る。 一定の専門用語と形式論理の習得lとより， 議論のための議論に陥るソフィスト
的弁証論者の立場は ，

ヨハネスからすれば， 言葉を単なる道 具のごとく扱い ， 時間

をかけた精神の錬磨を否定するととによって， 文化と社会の基礎を揺がすことにな
る。 だが ヨハネスにとって ， エロ クエンティア(el o quen tia) とは単なる弁舌の才で
(23)

はなく， サピエンティアの伴わないエロ クエンティアは無益であるとの一旬が示す
ように， 人格に裏付けされた表現のハビトゥスにほかならない。
ヨハネスはアリストテレスに従って推論を論証的(dem ons trati va)， 蓋然 的(p ro
(24)

bab il is )， 論弁的(s ophis tica)の三種に分け， 詑弁的推論について， 真実在(e xis tens)
(25)

よりはむしろ 外見(app arens )を求めるものとしているが， しかし教育上ある種の意
義 は認めている。 すなわち論弁的推論の知識を欠いていては虚偽を避けることも，
(26)

欺く者を見分けることもできないゆえ， フィロソフスと誇ってみても空しい。 した
がって詑弁的推論の訓練は， 巧みな言い廻しのためにも哲学的探究のためにも意味
があるが，しかしもとより それも， その果実が真理(ve ri tas)であって駄弁(verb osi tas)
(27)

でないという条件の下においてである。
(28)

諸弁的推論はあくまで真理の famula であ

って， ad ul tera ではない。 それゆえ弁舌にまつわるソフィス7を見抜けるよう精神
を強くするため君主弁的推論の学習は必要であっても， それ自体目的ではない。 した
がって その研究にあまり時間をかけすぎないようヨハネスは忠告している。

(29)

一方、 論証的推論と蓋然的推論はいずれも真理を愛する人にとって重要である。
前者は必然的方法すなわち それ以外にはあり得ないという意味での必然的論証であ
るが， 人は自然について その諸力を知ることはできず， たとえできたとしても それ
(30)

は稀な乙とであるから， これはむしろ数学とりわけ幾何に典型的な論証である。 数，
(31)

比例， 図形lζ関しては， たしかに他の様にはあり得ない結論が得られる。 しかし幾
何学はイベリア半島やアフリカは別として「我々の間」では知られておらず， 必然
(32)

的方法を探る論証術を用いる人は稀であると ヨハネスは記している。 ウェッフ。に よ
れば， シャルトルのティエリの『へフ。タテウコン』も『分析論後書」には言及して
(33)

し、なし、。
ヨハネスが最も重視するのは， むしろ蓋然的推論であり，乙れを扱う狭義の弁証
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論である。 久しく先人たちに利用されなかった『トピカ」が再発見されたことを彼
は喜んでいるが，

乙の箇所は『トピカ.1 !乙論及する『へフ。タテウコン」を指すので
(34)

はなし、かとウェップは註記している。

rトピカ」なくしては人はただ偶然 に議論す
(35)

るのみで， アルス (ars) によっているのではなし、。 弁証論はフィロソフィアのあら
ゆる部門へ通ずる安 全な 道を用意するところの有益な アルスである。 彼 が『トピ
(36)

カ』を重視するのは， 人間の知が大方蓋然性の追究にあり， 蓋然的推論がきわめて
安全な道であるという彼自身の知識論に依るのであろう。 彼は『メタロギコン』序
文で自分の主張は蓋然性 をもっととで満足であると表明し， 自ら アカデミアの徒
(37)

( academi
cus) と称している。 そして三種のアカデミアの徒を挙げているととろで，
自らの それは賢者 にとって疑わしいことについて意見を軽々にしない者の謂である
(38)

と規定する。

rトピカ.1 !c基づき， 時と場所を問わず， 主題を選ばず論じたりすべ

きでないと彼が 言うのは， 論議を許さないもの ， 人間の理性の及びがたいものがあ
(39)

るという理由にも依るのである。 彼はオlレ力。ノンの価値を説いてアリストテレスを
(40)

讃美するのが自分の意図だと述べているが， しかしこれはあくまでロギカに関して
(41)

(42)

であり， その神 観なと、については誤りを指摘する。 アリストテレスはたしかに 青年
をフィロソフィアの研究に向かわせる師であるが， しかし それは議論に関してであ
(43)

って， 倫理 (mores) についてではない。

上!C述べたごとく， ヨハネスは自らアカデミアの徒と称し， 蓋然 的推論を扱う狭
義の弁証論を重視するので， 彼の知識論を一瞥しておく必要があろう。 感覚と想像
(44)

力から生ずる opi ni o， 理性から生ずる scien tia ないし p ru den tia， 知性から生ずる
(45)

sap ien tia という知の 三段階の 中， ヨハネスが他の二つに 比して 詳しく論及してい
るのは理性の 作用である。 理性は事象の観察と吟味を望み， 有益なもの， 価値ある
U6)

(H)

ものを識別して， 真理を究めようとするが， その力は不完全であるという主体の側
(48)

の条件 により， また対象の側の崇高 ， 広汎， 移ろい易さのゆえに ， 真理の完全な把
握は不可能であり， 人間の知は多くの場合， 葦然性にとどまる。 あるがままの真理
の把握という神 ， 天使の完全さを熱望し， その観想、に悦びを味う程度lこ応じて， 人
(49)

は それに向かつてより近く登高するのである。 それならば真理への近迫は， 事象の
客観的知識の集積によって可能なのか。 理性 はすべての無秩序な衝 動を抑制し， す
(50)

べてを善の規範K従って整えるとも 言われているからには， 知る 者自身の 在りょう

50

と無関係ではないであろう。
ヨハネスは知解を妨 げるものとして， 理性の力を 越えるものがあること， 人間の
条件の脆弱， 生の短さ， 有益なものの軽視， 無益なものに没入する乙と， 蓋然的な
(51)

諸見解の葛藤， 罪， 探究すべきものの広汎なことを列挙した後， 自己にさして関係
ない多くの事柄に心を 奪われ自己を忘れることほど有害なことはないとして， 自己
を知る乙とは最高の サピエンティアといってもよいほどであると結論する。

I諸元

素とそれらにより構成されたものの本性 を知り， 量と数の 比例を認識し， 推論の構
成に注目し， あらゆる事柄について蓋然 的に論じながら， 自己自身 について無知で
(52)

あるとすれば一体何の益があろう。」それゆえ真理への登高には単に 学知の集積で
は足りず， 己れの内面にウィJレトゥスを育成していく努力が不可欠であり， そうで
(53)

なければ正しく哲学しているとは 言われない。 アルスについて語るのは容易だが，
実行は難かしい。 医師は治療に関して， 倫理 学者は道徳律に関して多弁であるが，
(54)

現実lこ笑行することは容易でないというヨハネスの言葉には， 知と生との一致への
要請が込められている。
サピエンティアの「果実は善にたし、する愛とウィルトゥスの育成にあるゆえ， 理
性は サピエンティアを求め， 個々の場合に 正しい判断ができるよう事象を究めねば
(55)

ならない。J サピエンティアはウィルトゥスという 倫理的要素を含んでおり，

一方

先に見7こごとく， 真理を究める プノレデンティアは徳の根幹である。 人は完全になる
(56)

ほど真理を求めるものであるから， 真理への登高は自己の内面の 在りようと不可離
(57)

の関係にあると 言えよう。「真理は精神の光であり， 精神の主要事である。」すなわ
ち真理とは理性 を照らし強固lとすることであり， 理 性の特徴は真理を求め， それに
(58)

到 達することである。 光が取去られれば視覚は働かないごとく， 真理が取去られれ
(59)

ば理性の知はすべて妨げられる。 そして「真理(veritas ) が確実性 (certitud o)の基
礎である」との一旬にはとりわけ注目しなくてはならない。 人聞に関することは 移
(60)

ろうものであり， また 先lこ言われた人聞の条件のゆえに， 判断(judici um ) は確実
(certum ) でないことが多いにしても， 真理が理性の光 として確実性の根拠であるか
らには， 判断の確実性は真理への登高の高さに 比例することになる。 理性は， 真理
が精神を照らす光として自己の内面に輝くよう内面を整え， 真理が見えてくるよう
にウィルトゥスを培わなくてはならない。 個々の場合， 正しい判断は自己の内面の

ソーノレズベリのヨハネスにおける弁証論

51

光の強度lと相関的であるから， 価値の識別は人の内面の在りように依存すると言え
ょう。
(61)

倫理学は美 (decor ) をもたらす点にすべてに優ると 言われているが， ソールズベ
リのヨハネスにおいてアルスは人格美を 養うととに係わる。 グランマティカはフィ
(62)

ロソフィアの揺箆 としてフィロソフィアへ 到るための必須条件という地位 が 与えら
(63)

れ ， 弁証論は人の知の程度に応じて有益なのである。 弁証論以外のアルスを全く省
みない風潮にも ， 弁証論を聖書研究に有害だ、と して敵視する傾向にも抗して， 彼は
弁証論の意義 を 明らかにし， アルスの体系 中lこ一定の位 置を 与えている。 言葉と理
性の錬磨を 目指すフィロロギア， サピヱンティアを求めるフィロソフィア ， ウィlレ
(64)

トゥスを培うフィロカリアは， 人間性の形成 という理念に従って相互に秩序づけら
れ均衡を 維持しているのであるつ
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