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提題

中世思想研究32号

十 一 世紀 の 言 葉 論

アンセルムスの前期作品を中心にして

ー←

古

田

暁

ことばの誕生
アンセルムスは言葉について処女作『モノ ロギオンt) lO章で始めて論じている. こ
の作品は彼の思想、の特徴を既に窺わせる点で非常に重要であり，
の作品がその枠組みを提供している.

言葉論においてもこ

神の本性とその内的生活を権威に頼らず2) 一貫

した議論で3) 論じるという大胆な意図のもとに，

被造物についての思索から始めて，

相対的価値の存在にとって絶対的価値の存在が必要であることを指摘し この本性に
よる創造が， 無からの創造でなければならないこ とを立証する.

そこ で無からの創造

をどう理解するかについて8章で論じ 次章で被造物が創造以前 qu antu m ad r at ione mf acient is 無でなかった引とし， なぜなら in f acient is r at io ne pr ae ced at

ali -

quod re i f acie nd ae qu asi e x
e mplu m， s ive apt iu s d icitur fo r ma， ve l si m1i itudo ， aut
re gul a5) だからである，

と説明する.

10章はこの r at io f acient is と e xe mplu m，

fo r maなどとの関係の解明をとりあ げ， そ こ で彼の言葉論がはじめて展開される.
そういうわけでト，

この時点 までに神はその姿を彼の思索の地平に現わしている. い

まやその内的生活あるいは三 一的内部構造に知的光を照射し，
段階にある. 言葉論がこの時点で論じられるということは，

その姿を顕らかにする

言葉が神的生活の内部要

因をなし それを解明する重要な鍵であるとアンセルムスが考えていたことを意味す
る. すなわち， 彼にとり言葉論がこのうえも なく神学的課題であったといえる.
一方， 彼は言葉という現象を o
l cut io 語りの現場で捕らえ6) ， 三層構造の世界として
描写する7)

すなわち， 人は感覚的記号を使って外に向け誇りかけ，

について内で肱き また思いめぐらし， 更に記号ではなし
心 で凝視し把握して内的言葉にまとめて表現するという.

時には同じ記号

その対象であるもの自体を
言葉は感覚的記号として

外に向かい発せられ， 内においてはそれが思考の対象となり，

内的言葉はその対象自
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体を把握するわけである. このように把握された内容をこめた言葉は，

次の機会には

記号として外に向け発せられ， 言葉の円環の旅が一巡するのであろう.

彼にとって言

葉は環境のうちにある人聞がその一部として環境を意識し自覚し それと連結 し，
自己を形成する要因であった. となると言葉は先ず環境を意識存在である人聞が内に
とり込む作業を担っているが， 神学者として神について思索する場合，
してこの環境を超越しているから，

神は絶対者と

人間の言葉がその場合でも有効かが問題となるこ

とが予想される. そして実際に15章. 32章でそれが論じられる.
上記のように. 10章の言葉論は， 言葉が内的に事物を把握して，

はじめて外に向か

つて発せられることを指摘する. 外的言葉の前提として内的言葉がなければならない .
一方この内的言葉はものそのものを把慢したものであって，

ものを指示する外的言葉

との関連では「内的言葉さえあれば， 他の言葉はものの確認には不必要でさえある」町.
しかもこの内的言葉は人為的に 形成 さ れ た も の で な く， 自然に形づく ら れ た も の
(n at u ra l ia )で， この現象は普遍であるから，

内的言語は万国共通ということになる9)

人はものに面する時自動的にそれを心のうちで映像化し，
する10)

その「普遍的本質」を把揮

心身性の両側面を持つ， ものの直接的把握である.

らないので111

間違いもなく ， 地域言語の制約も なく，

そこ には人為的判断が入

万国共通の認識が得られるこ

とになる.
このようにみて来ると， 三層構造として捕えられた言葉が実は二つの次元を形成し
ていることがわかる :記 号としての言葉と言葉としてのもの.
の次元とものとしての次元である.

すなわち， 記号として

ではなぜ、 アンセルムスは言葉 を三層構造として ま

ず論じるかというと， 後 に明らかとなるように， 記 号としての言葉が日常世界と論理
世界における使用に区分され，

検討されるからであろう. しかし彼の言葉論が大別し

て記号と対象の二側面から論じられ，

その作品のうちで二つの言葉論を形成している

ことに変わりはない. 以後 こ れらの言葉論について存在論的，

対 象中心の次元と意味

論的， 記 号中心の次元に区別して説明する.

存在論的言葉論
アンセルムス が存在論的言葉論を検討，
てである.

展開するのは主に『モノ
ロギオン』 にお い

それは上記のように神の三一的構造を論理的に一貫して究明することを意

図する作品で，

被造物の考察に始 まり唯一の神の存在の必然性に到る点では伝統的で
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あるが，

さらに唯一の神の分析を通じ三位の神の顕現に到ろうとする点で全く独創的

である. この処女作を師ランフランクス から批判されたとき12) ，
ティヌスの『三位一体論Jに倣ったものだと答えたが，
異なる131

彼はそれがアウグス

両著は方法論上では根本的に

アウグスティヌス は三位の信仰を神学的に解説した後で，

人間 精神の三一

構造を検討し それを神の三一構造の説明に供したのだが， アンセルムスの場合は被
造物 から唯一の神，

唯一の神から三位一体の神へと一貫した論理の展開 で説明しよう

というのである. 神学的には当初からその挫折は予想されるとこ ろであった.

方法論

的にはス コトス ・エリウジェナも その『自然、の分割についてJ) 1巻456 で唯一の神か
ら三位の神へ一貫した展開 を見せているが，

それは信仰の神学的再表現でしかなく，

論証を形成していない141
そしてこの『モノロギオン』 におけるデ・ウノからデ・ トヮリノへの移行に際して
危険な橋渡しの役割を演じ
葉論である.

神の内的生活への門戸を外部から開ける鍵となるのが言

そ こ で アウグス ティヌスのように三位の神の内的知と思惟との関連で言

葉を論じる代わりに， 先ず創造という神にのみ可能な， ad e xt ra に働きかける行為に
おける言葉の役割に光が照射される. そのためにこの段階ではもの res 中心に， それ
t ra Deum から int ra
も 創造さるべきもの中心に言葉が採り挙げられることになる . e x
Deum へと発展的にその軌跡を辿るには必要で又致し方ない道筋であったといえる.
そ こ で当然存在論的色彩が濃くなる. というのは，

言葉はあるものの言葉として，

常にそのものに類似してい る. しかし神の創造的行為においては，
は被造物の場合とは逆になる1 51

言葉とものの関係

言葉がものに類似しいわば従属するのではなし

創られたもののほ うが創造的言葉に依拠し， それを規範とする. すなわち， 後 者 はそ
の存在の深みから被造物 にその存在を付与し，
たりとも存続できない161
え言えるのである

被造物はその常なる支持なしでは一瞬

その点で被造物 は創造者と比較して，

殆ど存在しないとさ

omn ia fer e non esse et v ix esse l71• こうして一般的言葉の記号

性 がものに依拠するのに対し，

倉1]られたものの記号性は創造者 にその根拠を見出すこ

とになる.
記号とは関係の一種である. しかし被造物の記号性は絶対者 による存在付与を前提
としているから， 存在論的角度から言葉を神学的に 検討するとき，
との関連では

s im il ti udo，

ima go，

言葉 は そ の 対象

im ti at io でしかなく， それに対し言葉の対象は

e x is tend i ver ti as あるいは essent ia と呼ばれる181

言葉を中心に据えたこの神と被
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造物とのくve ri tas ， e ssen it a/ si mi li tudo ， i mi ta ti o >の関係は， アンセルムスの全作品
においてさらに被造物自体とそれらについての思惟 ，

思惟とその言語表現に まで広げ

られて適用されている. 特に『モノロギオン』とその延長ともいえる『真理について』
に存在論的言葉観が濃厚に現われてい るといえよう.
『真理について』は『モノロギオンJI 18章の課題を広げて，

神が真理であるなら，

真理という度びにそれが神であると言うべきかどうかを論じた作品であるが19) ，

彼の

基本的考えは 7 章に述べられている， De ve ri ta te e ssen ti ae ' re rum という題が付い
ており ， あるものが真に存在する ve re e sse といわれる場合の真理の意味を問うもの
である， wモノロギオンJ] 9 章で被造物 は創造以前において神のうちで無ではなかった
と述べられてい ることは指摘したが20にそれは神のうちにそのものの fo rma があった
からである. このことを前提として，

アンセノレムス は存在しているものはそれが神の

うちにおいて在るものである限り ， 真に存在するとし21) ， 真 理とはこの場合hoc sun t
quod deben t だとした221

この sun と
t deben tとの関係のうちに真理が存在し ， それ

は 精神のみのよ く認識するとこ ろであるから， アンセルムスは真理を rec ti tudo men te
sola pe rc e p ti bi li s と定義したのである231

そ こ で それが『真理についてJI 10章で敷街

されて次のようになる : U t c um ve ri ta s quae e s t in re rum exi s ten ti a si t e 旺ec tum
summae ve ri ta ti s ， i psa quoque c au sa e s t ve ri ta ti s quae c o gi ta ti oni s e s t， e t ei us
quae e s t in pro po si ti one : e t i s tae duae ve ri ta te s n u 11i u s sun t c au sa ve ri ta ti s241，
こ こ に述べられてい る真理観は e ssen ti a/ si mi li tudo という存在論的言葉論を敷街し
たものであることは明らかである.

意味論的言葉論
このように存在論的次元で言葉がくre s-ve rbum >という枠内で論じられるのに対し，
人間の言葉が記 号として意味論的に論じられる場合には ，

ボェティウス から学んだと

思われるくre s-in tellec tu s-vox>の三項の枠内で取り 扱われる251

この voxは 単なる

音声で なく， vox si gnific a tiva ， nomen ， ve rbum までを含み， そ れらを意味するもの
と解釈するのが妥 当であろう261

感覚的記 号と ， その意味内容としての i n tel lec tu sと，

その対象である re s の三項であることは ， IìモノロギオンJI 10章の言葉の発生論から
知られる271
『グラマティクス について』は ，

アリス トテレスとその注釈 者 ボエティウス などの
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論理学者たちが名詞由来語は「質のみを意味する」としたのに対し，

プリス キ アヌス，

ドナートゥス ら文法家の伝統が「名辞は実体と形容詞を意味する」としたのを背景と
して， utrum s it subs tan t ia an qual itas を論じた演習 で、ある28)
は更に言語論に関する二つの伝統の対立の存在を示し，
を示唆している29)
を言う場合も，

言葉はものをのみ意味するから，

17章で アγセルムス

彼が論理学者の側に立つこ と

その言葉が意味するものが何か

必然的にものが何かを語ることになるというのである30)

言わんとしているのは， 言葉は直接には言葉の意味内容を指し31) ，
指す32)というこ とである.

彼 がこ こ で

間接にのみものを

こ れは言葉は直接ものを指し示すとした文法家の伝統を批
ァγセルムス の意味論的理解を明らかに示している.

判する論理学者の立場であって，

このように言葉が直接にものの本性を示すよりも意味内容を示すものだとして， で
は言葉の意味自体はどう構成されてい るのかというと， 厳密な意味と日常話法上の意
味とに分けられる33)

すなわち，

言葉は日常生活において必らずしも その厳密な意味

で伎われず， 状況に応じて異なる使用方法がなされるという事情を前提として， 言葉
自体が言語世界で持つ意味 s ign ifi ca tio pe rse に対して， この厳密な意味を媒介して日
常話法でものを指名しあるいは動作によ りものを直接指示する場合の意味 s ign ificatio
pe r a l iud に 分 け る.

そ の 上 で，

彼は前者のような意味がその言葉にとって不可欠

(subs tan t ialis )であるのに対し， 後 者の意味はその言葉に とって非木質的(a cciden .
tal is ) であるこ とを指摘している州.
grammat icus というラテン語は「教養〈人 >Jとí<教養ある>
J を 意味 す る が，
grammatica なしでは grammat icus たりえないから35)，

grammaticus という言葉

にとって grammat ica は主要な意味だがhomo は付随的で， 不可欠ではない36)

そ

こ で前者の意味を -s ign i ficat iva ， 後 者の意味を a ppella tiva と呼び， こうして意味は
s ign fi
i ca tiva， subs tan tial is ， pe r se なものと， a ppellativa， a cciden tal is ， pe r al iud
なものに分けられるのである.
以上からして アンセノレムス が意味を言葉自体を中心とするものと，

対象を中心とす

るものに分けて解釈していたことが知られる. de vo ce と de re な解釈 である. qu id
s it grammaticus という問いに対して， それが de vo ce の質問なら， es t voxsigni.
ficans qual itatem と答え， de re な質問なら est qual itas と答えるこ とになろう37)
さらに 3-4章で， 意、味の世界においては esse は in tell ige re と同等のレヴェルに
あり， 言い換え可能であるこ とを指摘する. qu i d icit : omn is h omo po tes t intelligi
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h omo sine g r ammat ic a，...; nonne h oc sig nific at qui a esse h ominis non indig et
g r ammat ic a.. ? 38) この解釈の意味は重 い . なぜなら， アンセルムス にと ってあるもの
の esse を語ることはそのものの 定義につ い て語ることになるからである. esseg r ammat ici non est esse h ominis ， i d est non ess e eandem definit i onem utr i usque39)
という結 論がこれを示している.
さらに意味と理解， sig nific ar e と int ellig er e が de voc e と de r e との関連で 繋
がれていることを 3 章から窺える. an t i bi vi det ur

，animalis' nomen aliqui d ali ud

significare quam ，subst ant i am ani mat am sensibilem'?… dic quoque， utr um omne
quod non est ali ud quam subst ant i a ani mat a sensibilis， possit intelligi
r at i onalit at em. .・40)

言葉の意味も，

pr aet er

sig nific at iva な厳密な意味の場合， 対 象のもの

の本性の理解と不可分なのである.
上記のことからアンセルムスの意味世界では r es-int ellect us- vox が実はr es- < int 
ellect us/sig nific at i o> -voxであることがわかる. そしてこの r es は t am diff er ent es
r es ， scilic et cr eans et cr eat a essent i a41)で・あるから， 彼の言語に対 する深く又広い
関心と理解はその全作品にわたり，

処女作から最後の作品に いたる まで言語分析をも

って「かくも 異なる」創造者と被造物の関係を解釈する 努力が払われている.

その 良

い
例が『モノロギオン� 15， 19， 79章などに見られる.

アンセルムスの神学的世界と言葉
アンセルムスの神学が展開する世界には創造者と被造物 しか存在しない.

この 両者

の de r e な 関係を創造を媒体 として考える場合， cr eat ur a-cr eat or /si milit udo- essent i a という存在論的言葉の世界が語られる. しかしその言葉自体が記号であることか
ら，

意味論的解釈 が要求される. こうしてアンセルムスの神学はこの二つのしかし不

可分な言葉論の次元で論じられるこ と に なる . 11モノロギオン』 のように 存在論的言
葉の次元のほ うが 圧倒的に 強い 場合があれば，

また『グラマティクスにつ い て』 のよ

うに意味論が全体を 占める場合も ある. しかし 両次元が同時に深く関わる場合が あ る
のは当然である. 11モノ ロギオン」では 26， 65章， Iíプロ ス
ロギオン� 2-4章などが
好例である. 後 者 で神がesse aliqui d quo nihil mai us c og it ar i possit 4 2) と 定義され，
更にintelligit quod audit43) という時， 上記の esse と int e11ig er e の関係理解を 前
提として， voxの int ellect us を 語っているのである. しかしこのように理解された
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aliqu id が実在するかどうかについ て
e st44 ) という時，

po te st c o gi ta ri e sse et in re， quod ma iu s

この「そのほ うが偉大である」は存在論的な言葉の次元で解釈 され

たものである i n ipsis sun t pe r i psam suam essentiam; in no stra vero sci en t ia
. .. sun t.. . earum similitudines. re stat i gi tu r ut tan to verius sin t in sei psis quam
in n o stra sc ien t ia.. !5)である.
アンセルムスの言葉論の二面性との関連で次の こ と を指摘しておかなくてはならな
い. 一つにはアシセルムスの rat io 観である. 彼の合理主義とも批判される人間知性
にたいする絶大な信頼と，
についての言及である.

それと矛盾するかにみえる人間の知性に対する厳しい限界

一方で， wモノロギオン』 のように，

唯一の神から三位の神

へと一貫した 「論証」 を試みるとともに， í人は神について殆どなにも知 るこ とがで
きなし、」ともいう州.

あるいは『言の受肉に関する書簡』で何故そうかという理由を

謙虚に「出来る限り」求めよ刊といい ながら， 一方『神はなぜ人間となられたかJl 4 8)
ではキリス トの受肉という歴史的事実を括弧にいれて，
の必要性を説く4 9)

理性の分析からして神の受肉

このような矛盾と思える彼の rati o にたいする姿勢は， あるいは

彼の特殊な言葉観から解釈 が可能なのかもしれない.
次に彼の言葉観と認識論における 「自然」的， 自動的側面の強調である. wモノロ
ギオンJl 10章におけるものの「普遍的本質」の自動的把握50)

それに由来する第三の

言葉の普遍性51) ， W真理について』における知覚の不可謬性52) ， 与えられた表意機能を
真偽を問わず果たす「自然」性 si gnific at…ad quod fac ta e st53)などである. こ れら
は全て言葉の存在論的側面の考察からきているといえよう.
最後にこの アシセルムスの言葉論の歴史的意義だが，

当時の神学へのディアレクテ

ィカの導入に促されて， アリス トテレスの論理学を彼なりに胆略，

解釈 し， 教父神学

以来のプラトン的色彩の濃い伝統に適用し， ボェティウスの自dem si po te ri s ra tione
mque c oni un ge54 ) を実践したものと言えよう. 結 果として二種の言葉論が展 開 された
が， それにより彼の神学が 単なる言葉と概念の操作と いう文法と弁証論理によ る解釈
学に留まらず，ロゴス論を土台とした世界観と人間観を含む哲学的解釈の次元を も 採
りこ んだのである55)
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提題

「唯名論」の成立と展開

岩熊

幸男

普遍論争は， 11・12 世紀にことばをめぐって生じた問題の内で最も重要なものの一
つである. 論争のなかでこ とばにより深く関わったのは，

いわゆる「唯名論者」であ

った. 彼らの教説はいかに成立し いかに発展したのか， 本論ではこれを問いたい. 普
遍論争は， ポルブュリオスのイサゴーゲーをきっかけとして生じた.
争について論じるには，

従って， この論

当時かかれたイサゴーゲー注釈 を検討する必要がある. 現在

23 部の注釈 が知られている. そのうちで公刊されているのは， アベラーノレの手になる
とされる 4 部のみである.

残る 15 部の未刊注釈 を検討すると， r唯名論」の成立と展

開 についての若干の新しい知見が得られると同時に，

今後の研究を待つべき新たな問

題点も浮び上がる. それらを以下に提示することで， 提 題としたい.

1

「実念論/唯名論(re al ismjnomin ali sm) Jという近代哲学用語を生み出した‘re ale sj
nomn
i ae
l ばという語は， 12世紀中葉以降になってはじめて資料上に登場する. また，

