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Vocalesという呼称が 12世紀初頭に現れた. 普遍論争以降のことである.
く論理学の対象は音声voxである>. なかでも く 普遍は音声である〉と主張す
る者のことであった. より伝統的で権威あるとされた く 普遍はもの resであ
る〉という考えを 採る者らが， アベラールとその追随者に与えた庭称であった.
12世紀中葉には両陣営はそれぞれ nomi nales/ realesと呼ばれるようになり，
realesは四学派(P arvipontani ， Porretani， Albri cani ， Meludinenses)に分か
れた. これら五学派は， 普遍問題のみならず論理学全域について異なった説を
たてて対立した. これら五学派を担った人々は 12世紀末葉までにすべて絶え
る. しかし. nominalesという名称と彼らの唱えたいくつかの「奇妙なj教説
( 普遍説を含む)は. 13世紀を通じて否定的に言及され続けた. こうして伝え
られた普遍説を. 14世紀にオッ カムが新たな視点 から再興し. realesの説と
対抗する. これが， 近世以降の哲学用語としての「実念論 realismJ I唯名論
nomi nalismJ の始まりである. 14世紀以降の論争では存在論的 聞が中心であ
った. し かし. 12世紀の論争では存在論が主要な論点であった訳ではない.
12世紀普遍論争の 前史を明らかにすることを通して， 以下それを論じる.
本論では二つの新資料を用いる. その一つは『範曙論J注解(C81つであり，
シャンポーのギョームが 12世紀初頭に著したものと筆者は推定している. も
う一つは， 筆者がリモージュ ・テキストと呼ぶ、もので，

十の範鴎を論じた(注

釈ではない)11世紀末の著作である. いずれの著作にも文献学上で論じるべ
き 問題が多くあるが， ここでは触れない. また， これら未刊著作の校訂本文と
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その詳細な解釈についても他にゆずりたい九本論では， それらの研究の結果
わかった結論のみを素描する.

� 1. 11世紀末葉には， く 自由三科(文法学 ・ 論 理 学・修辞学)は す べ て
voxを共通の対象とする〉という考えが広く認められていた. しかし， 論理学
教程の最初に置かれたポルピュ リオスの『エイ サゴゲ』とアリストテレスの
『範時論jは例外であって， voxではなく resが論究対象であると考えられて
いた. それに対して， これらの書物も他の論 理学書と同じくvoxを論究対象
に し て い る， と 解 す る一群の 論 理 学 者 が 1080年頃に 現 れ た. 12世 紀 の
vocal白の直接の祖先である. 彼らを本論では proto-vocalesと呼ぽう.
ボエティウス他の古代の伝統に従えば， rエイ サゴゲJで論じられる「類J
「種」等は resである. たとえば， ポルピュ リオスが類を論じるときには〈動
物〉などのresを， 種を論じるときには〈人間〉などの resを論じているので
ある. それに対して， proto-vocalesによれば， ポルピュ リオスは「類JI種」
等というvoxそのものを論じているとされる. このような解釈は 11世紀末葉
には i n voceと， 古代の伝統に従う解釈は i n reと呼ばれるようになった.
アリストテレス『範時論Jの場合は事態はやや複雑になる. というのは， ボ
エティウスの『範時論注解』に依れば， アリストテレスが論じているのは 十の
resではなしそれら resを意 味 するところの「実体J I量JI質j等の 十 の
vocesである， とされているからである. 従って， ボエティウスに従う限りm
re な解釈のもとでも， r範時論jの論究対象は resではなくvoxであるという
ことになる. この点で i n re な解釈と i n voce な解釈は一致する. しかし ， i n
voce な解釈ではさらに強い主張が含意されていた. 範鴎とはm voce には「音
声の集まり collectio vocumJと定義される. とすれば『範時論』の論究対象
は， たとえば「実体jのみならず， その下にある「物体JI動物JI人間J Iソ
クラテスjなどもすべてvoxのレベルで理解すべきことになる.
ここで， i n re / i n voceな解釈の対立点を図式化しよう. この対立点は， 当
初は必ずしも明確に意識されたものではなかったが， シャンポーのギョームと
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アベラールの論争を通して徐々に明らかになったものである.
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『エイ サゴゲ』では， i n reな解釈によれば， I類」という語は res {動物〉
等を， I種」という語は res <人間〉等を意味し， ポノレピュ リオスはそれらの
resを論じている. それに対して i n voceな解釈によれば， I類J I種|等とい
うvoxの意味対象は〈動物> <人間〉等の resではなく「動物JI人間」等とい
うvocesであり， ポルピュ リオスはそれらのvocesを論じているとされる.
『範時論』では， I実体j等の十のvocesが論究されるとする点では両解釈に違
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いはない. しかし， i n reな解釈に依れば， 1実体」というvoxは res( <実体〉
〈物体) <動物} <人間} <ソクラテス〉等)を意味し， アリストテレスはそれら
resを論じている. それに対して， i n voceな解釈に依れば， 1実体」という
voxは， voces( 1実体J 1物体J 1動物J 1人間J 1ソクラテス」等)を意味して
おり， アリストテレスはそれらのvocesを論じているのである. ( 1実体J 1物
体J 1動物J 1人間J 1ソクラテスj等というvocesがそれぞれ〈実体) <物体〉
〈動 物} <人間} <ソク ラ テ ス〉等 と い う resを 意 味 し て い る こ と は proto
vocalesといえども 前提している. ここで否定されているのは， 1実体J1量」
「質j等のvocesが直接に resを意味する， という i n re解釈の考えである.
「実体jはまず「実体J 1物体」…「ソクラテスJ 等のvocesを意味するのであ
り， それら意味されたvocesが次に resを意味するのである. 特に， 1実体」
というvoxは， 1物体j…「ソクラテスj等の下 位のvocesのみならず， 1実
体jというvox自体をも意味することになるが， この奇妙な帰結はそのまま
に容認される. )
以上から明らかな通り， 両解釈の対立は存在論には何ら関わらない. 存在論
上では， 両解釈とも普遍の存在を素朴に 前提している. 1実体J 1物体J 1動物」
「人間j等というvocesは， それぞれ， <実体} <物体} <動物} <人間〉等とい
うresを意味しており， それら resは， vox 1ソクラテスjが意味する個物と
は何らかの点で異なった普遍的な resである. その普遍的な resとはいかなる
resであるか， これが後の普遍論争で戦われることになる論点であるが， その
ような問題意識はこの時点では未だない.

� 2 . リモージュ ・ テキストについて注目すべき点は， ボエティウスの『範
時論注釈Jとは無縁に範隠理解が展開されていることである. 二例のみ挙げる.

1) 1実体」の範鴎に「物体J 1動物J 1人間j等の他に‘albus'や‘ rationale'と
い うvocesを も 含 め て い る. ( そ し て ‘albedo'‘ratio nalitas'等 のvocesが
「質jの範鴎に属するとされる)
. なぜなら， ‘albus'や‘ rationale' というvoces
はその基体(たとえば白く理性的なソクラテス)を意味しており， 基体とはと
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りもなおさず実体に他ならない からである. (それに対して， ‘albedo'等は基
体抜きで付帯性だけを意味している)
. 2 )リモージュ ・ テキストは， voxを
aer であり， 従って物体であり実体であると主張している. これはプリスキア
ヌス『文法学教程』冒頭の定義(vox est aer tenuissimus…)に依るものであ
り， ボエティウスの『命題論第三注釈(p. 4.18).1での定義(vox est percus.
sio aeri s …)とは一致しない(ボエティウスの定義を基に， voxとは質=実体
aerが持つ percussioという質=である， とする説が後に現れる). 以上の事実
から推定するに， proto-vocalesはボエティウスの注釈に依拠することなく
(恐らくは知らないままで)
， 独自の解釈を展開していた.
それに対して， ボエティウスの注釈が全面的に使われていること， これがシ
ャンポーのギョームの一連の注解(P3， C8， Hll )引に共通に見られる特徴の一
つである. それも引用という通常の形でではない. ボエティウスの語句が， 多
くの場合それと断らずにそのまま逐語的に随所に引き写されているのである.
とはいえ， これをボエティウスからの剰窃と考えるべきではない. ギョームは
ボエティウスの注釈に従っている旨を隠しだてはしていない. むしろ， アリス
トテレス解釈において全面的にボエティウスの注釈( 特に， rエイ サゴゲ』と
『命題論』では第二注釈， それ以前ではより初歩的な第一注釈の方が重視され
ていた)に忠実に従うという論理学教授のスタイ ルを始めて確立したのがギョ
ームであったと理解すべきである. ギョームの論理学者としての盛名は， ひと
つにはこのスタイ ル(新しい， とはいえ古来の権威ある伝統に従ったスタイ
ル)の確立にあったと考えられる.

S 3. アベラールは proto-vocalisとして 1100年頃にパリにやって来た. 特
に， r範鷹論』に関しては， アベラールの『範鴎論注解(C 54)).1には， リモー
ジュ ・テキストと極めて似通った解釈が展開されている.
アベラールが proto-vocalesの教説をパりにもたらして以降， ギョームはそ
れを始めて真剣に検討し始めた. アベラ-}レのパリ到着以 前に書いた『エイ サ
ゴゲ注解(P3)
.15)では， proto-vocalismについては全く言及されていない. 例
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えば， ポルピュ リオスが『エイサゴゲ』で論じているのは類種等の五つの res
である， と述べるのみで， 1類J 1種」等をvocesであるとする proto-vocal es
の説には言及すらしていない. しかるに， r範時論注解(C8)
jでは考えを修正
して， ポルピュ リオスの論究対象を resのみだとする説をもvocesのみだとす
る説をもともに退け， どちらの説にも諸権威の後ろ盾があるのだから両者とも
をポルピュ リオスは論じているのだ， と proto-vocalismを包摂する立場に移
行している. (ポルピュ リオスの論究対象は resであってvocesではない， と
realesが強く否定し始めるのは普遍論争以降のことである)
.
範鴎理解においても， ギョームは proto-vocalesの教説を包摂している.
「実体」と い うvoxの 用 法 を 三 区 分 す る.

1) res指 示 的 i n d esig natione

rerum用法では， 1実体」は， (実体) (物体) (動物) (人間) (ソクラテス〉等
の resを意味する. 2 )vox指示的 i n d esig natione vocum用法では， 1実体j
は， 1実体J 1物体J 1動物J 1人間JIソクラテス」等のvocesを意味する. 3 )
「実体」は aerを意味し， その限りでは任意のvoces(1実体J …「ソクラテ
ス」等のみならず， ‘al bus'や‘albedo'等の付帯性を意味するvocesも， それ
らが aeresという物体である限りで)を意味する. ここに2 )と 3 )の用法は，
上記のリモージュ ・ テキストに見られた proto-vocalesの実体理解を反映した
ものに他ならない. 以上の三区分のうえで， ギョームは res指示的用法が基本
であり， vox指示的用法は resに依拠して grati a rerum二次的に成立するも
のであるとする. そして， r範鴎論]のテキストの大半を res指示的に解釈し，
それが不可能な場合(例えば第一 実体と第二実体の区別)に限ってvox指示
的な解釈を与える.
それに対してアベラールは， C 5の残存部分から判断する限り， ギョームに
対抗してvox指示的解釈を(つまりは proto-vocalisとしての解釈を)可能な
限り押し進めようとしていた. 注目すべきことに， その際にアベラールには上
記 2 )と 3 )の用法の混同が見られる(これはリモージュ ・ テキストでも同様
である). さらにギョームの res指示的解釈に対する q uidamの反論に C 8 は
何カ所かで言及しているが， それらの反論は常に 2 )と 3 )の用法の混同の故
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である， とギョームに一蹴されている. いいかえれば， ギョームが 3 )の用法
を 1 ) 2 )から区別したのは， proto-vocalesの側のこの混同を指摘する意味
があった わけ である. 但し， 3 )の用法は， 1 )の res指示的( aerという
resを指示しているから)とも， 2 )のvox指示的(vocesを指示しているか
ら)とも解することが可能で， その 位置づけはギョームにあっても暖昧なまま
に残されている. この暖昧性をめぐっては後に問題が生じることになる.

� 4 . 数的にーでありながら反対物を受け入れうること contrariorum susce
ptibile esse， こ れ が 実 体 範需の 特 有 性 だ と ア リ スト テ レスは論じている
(C at. 5， 4 al0-b1 9). たとえば， ソクラテスという実体は， 数的にーでありな
がら健康/病気という反対物を受け入れる. この実体の特有性に関する可能な
反論をアリストテレスは考察する. 命題6)もまた， 数的にーでありながらも，
反対物(真/偽)を受け入れるように見える. この反論に対してアリストテレ
スは自ら答える. 実体が反対物を受け入れる場合には， 例えば， ソクラテスが
健康から病気になる場合には， ソクラテス自身が変化する. それにたいして，
命題が反対物を 受け入れる場合には， 例えば， Iある人が座っている」という
命題が真から偽になる場合は， 命題自身は変化せずに， 事柄res(ソクラテス
が座っているかどうか)の方が変化する. 実体の場合とは反対物の 受け入れ方
が異なっているので， 命題についての議論は反論として成立しない.
この実体の特有性をめぐって， res指示的解釈を 採るギョームと， vox指示
的 解 釈 を 採 るアベラールとの聞に論争が白熱する. ア ベ ラ ー ル は proto
vocalismの持っていた含意を究極まで押し進めることによって， この論争で
一定の 勝利をおさめる. と同 時に， proto-vocali sm自身が持っていた弱点が
結果としてあらわになることによって， アベラールの論理学は新たな地点への
飛躍を余儀なくされる. すなわち， 彼 は proto-vocalisからvocalisへと変貌
することになる.

� 5. Proto-vocalesにとって， 実体とはあくまでvocesの集まりである.
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そのv ocesに平行して resの世界がある. この基本的立脚点から， 1実体が反
対物を 受け入れるJ に対して， リモージュ ・ テキストとアベラールの C 5は複
雑な解釈を与える. 1実体jとは， 例えば「ソクラテスjというvoxである
J とは， 例え
(resではない)
. 1反対物(c ontraria permutabiliaと呼ばれる)
ば「健康な ‘sanus'J / 1病気の ‘aeger 'J というv ocesである. v ox 1ソクラテ
ス」がvoces 1健康なJ/ 1病気の」を 受け入れる場合， その原因causa は，
' sanus'/‘aeger'というvocesの意味対象たる res {健康 sanitas}/ {病気 ae
gr itas} で あ る. resのレ ベ ル で は〈健 康}/ {病気〉が ソ ク ラ テ ス を 基 体
subiectumとして内属する. それに応じてv oxのレベルでは， Iソクラテスj
を主語 subiectumとして「ソクラテスは健康で /病気であるjと言われ， この
命題の中でVOX Iソクラテスjは v oces 1健康な/病気の」を 受け入れている.
以上の解釈で用いられている permutabilia や causa などの用語は， ボエティ
ウスには全く現れない proto-vocalesに 特有なものである.
リモージュ ・ テキストは， 命題 orati oを実体から除外するために「自らの
本性において i n sui naturaJ という条件を追加した. ソクラテスが健康から病
気になる場合はソクラテス自身が本性上変化するのであるが， 命題「ソクラテ
スは座っている」が反対物(1真J/ I偽J)を受け入れる場合は命題自体は本性
上変化しないからである. このアイデアを発展させて， アベラールは C 5(pp
57.41 - 59.35)で述べる. まず， 命題を除外するための追加条件を， アリストテ
レス自身の言葉(C at. 5， 4 b1 7， 4 b3)に 従って「自ら変化することに よって
secundum sui mutati onemJ に変更する. その上で次のように述べる. 1実体」
(たとえば「ソクラテスJ)が反対物(たとえば「健康なJ/ 1病気のJ)を 受け
入れる原因causa は， その意味対象たる〈健康}/ (病気〉という resである.
それに対して， 命題(たとえば， ある特定の命題haec orati o 1ソクラテスは
座っているS ocrates sedetJ )が反対物(真/偽 ‘veraγfalsa'というv oces)
を受け入れる原因は， Iソクラテスjの意味対象たるソクラテスという resで
も「座っている」の意味対象たる〈座〉という resでもなく， ソクラテスとい
う resが〈座〉という resを 受け入れているかどうか， 言い換えれば命題「ソ
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クラテスは座っている」の意味対象〈ソクラテスが座っている/いないという
事態Socrat ern sed ere/ non sed ere>である. ここに萌芽をみせたく命題の意
味対象〉という新しい 問題は， dict urn7) proposit ionurnという用語で後にアベ
ラールが詳論することになる.

3 6 . 以 上の prot o-vocalesの解釈に対して， ギョームは C8 で大筋でボエテ
イウスに従い， 34に述べたと同様の単純で自然な解釈を与えている. 但し，
命題を実体から除外するために「自らが変化することによってjという追加条
件が必要である(ボエティウスは明言していない)とする 点で， ギョ』 ムは
prot o-vocalesの説に従っている. 他方， この特有性を有するのは， res指示
的な「実体J であって， 二次的にvox指示的な「実体jにも適用できる， と
した. さらに， I自らが変化することによって」という条件によって除外され
た命題がいかなる範障害に属するかについては， アリストテレスもボエティウス
も明言はしていないが， 少なくとも実体の範時には属しないと考えていたこと
は明らかであり， ギョームも同様である.
ところで， 命題 orat ioがいかなる範鴎に属するかをめぐっては， 別の問題
があった. リモージュ ・ テキスト で は， 先述した(32 )ように， voxとは
aer であり， 従って実体であるとされていた. ところで， アリストテレス(D e
i nt . 4， 16b26)は， orat ioをvox sig nif icat iva … と定義している. 従って，
orat ioはvoxの種であり， 実体であることになる. 他方で， アリストテレス
(C at . 6， 4b23)は量の範轄の例として orat ioを挙げている. 従って orat ioは，
その類であるvoxと共に， 量でもあることになる. リモージュ ・ テキストは，
voxや orat ioは同名異義的で， 実体をも量をも意味するとした.
「自らの変化によってJという条件でアリストテレスが除外した命題 oratio
は， それではどちらの範轄に属するのか， リモージュ ・ テキストもギョーム
(C8)もそれを明言していない. orat ioは(ひいてはvoxは)実体なのか量な
のか?

この 聞を背景として， 実体の特有性をめぐってギョームとアベラール

の論争が始まる.
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S 7. 実体の特有性に関するギョームの res指示的解釈にアベラールは反論
した. その反論を C8 は次のように報告している. ( 1) orat ioが量であると
仮定する. すると， orat ioは付帯性であるから， いかなる反対物も 受け入れる
はずがない. 付帯性( orat io)が付帯性(反対物)を基体として 受け入れるこ
とはありえないからである. 従って， orat ioが真/偽という反対物を受け入れ
ることもありえなし、 という不合理な結論が生 じ る. 従って orat ioは量では
ない. ( 2)他方で， orat ioが実体( aer)であると仮定する. すると， I自己
自身が変化することによって反対物を受け入れるjことは実体の特有性ではな
いことになる. orat ioは， 実体であるにもかかわらず， 自己自身が変化するこ
とによっては反対物(真/偽)を受け入れないことになるからである. この結
論はアリストテレスの主張に反する. ( 3)議論(2 )は「実体J を res指示
的に解するときにしか成立しない. I実体」を res指示的に解すれば， orat io
は aぼであり， aerは実体として任意の反対物を 受け入れる. ところが， アリ
ストテレスが論じているのは， 真/偽という特定の反対物のみであって， 任意
の反対物を 問題にしているのではない. ( 4)従って， I実体」はvox指示的
に解すべきである. orat ioは， aぼである限りでは確かに実体である. しかし，
‘ orati o'というvoxの意味対象(たとえばくソクラテスが座っていること〉と
いう事態)は実体ではない. 従って， 'orat io' というvoxは， vox指示的な
「実体jには含まれない. vox指示的な「実体」に含ま れ る vox( た と え ば
「人間J)はその意味対象である res(たとえばソクラテス)が実体である場合
に限られるからである.
以上の C8 の報告から次の点が明らかである. orat io(ひいてはvox)は実
体か量かという 聞に対して， ギョームはすでに orat ioが実体であることを否
定しているのであるから， く orat ioは量である〉という説を 採らざるを 得なか
った. 他方アベラールは， ギョームに対抗して く orat ioは実体である〉という
説を 採った. アベラーノレはギョームの量説を( 1 )で反駁し， ギョームはアベ
ラーノレの実体説を(2 )で反駁した. その( 2 )に対してアベラールは， ( 3)
でギョームの res指示的「実体」解釈を反駁し， ( 4)でvox指示的「実体」
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解釈の優位性を主張した.
C 8 は， アベラールの反論を報告するのみで， ギョームの側からの解答を記
していない. ギョームは， vox指示的解釈(prot o-vocalism)の正しさを主張
するアベラールの反論に対して， res指示的解釈の立場から答えることができ
なかったのである.

S 8 . アベラールはこうして， 一方ではく orat io / voxは実体である〉と主
張し， 他方ではく orat ioは実体でない〉と主張したことになる. 一見相矛盾す
るこの主張はどうして可能になったのか?

Prot o-vocalismを徹底化するこ

とによって， である. アベラールにとって論理学とは徹頭徹尾 voxに関する
学になった. そこに登場する用語はすべて， r目指示的にではなくvox指示的
に解釈されねばならない. 例えば， ポルピ ュ リオスの木は， 1実体jという
voxと そ の 下 位 のvoces 1物体J 1動物J 1人間J 1ソク ラテス」等 か ら 成る
(resからではない)
. 1実体」というvoxは， 1実体jというvoxそれ自身およ
び下位のvocesを意味する(resを意味するのではない). 上 位のvocesは下位
のvocesに述語される(resが resに述語されるのではない)等々. 現代論理
学に類推を求めるとすれば， vox指示的論理学とはいわば形式体系である. そ
こでは， 記号(とりあえず意味を剥奪された)のみしか現れない. vox指示的
論理学が resに言及することがあるとすれば， いわば， 形式体系のモデル(i n
reモデルと呼ぼう)としてである. 意味を剥奪された記号に i n reモデルが意
味を付与する. こうして徹底化された prot o-vocalismの観 点から見れば，
<oratio / voxは実体(aer)である〉という主張は形式体系についてのメタ理
論的な主張である(1形式体系で用いられる記号はインキの染であるjという
メタ理論的主張に相当する). それに対して， く‘orat io'は「実体jではない〉
という主張は形式体系内部の主張である. 従って， 両主張はレベルを異にして
お り， 相矛盾しないのである. ‘orat io'というvoxは実体である. なぜなら，
voxはすべて aer という物体であるから. 'orat io'は「実体jではない. なぜ
なら， i n reモデルにおいて ‘orat io'に付与される意味は， 実体 aer ではなく，
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たとえばくソクラテスが座っていること〉という事態なのであるから.

/一

‘substantia'

十

主j之、

‘haec oratio' ‘hic homo'

a substance

Socrates

�ー
しかし， この徹底化された pr ot o-v ocalismは内部矛盾を苧んでいた. くv ox
は実体(aer)である〉と主張することがメタ理論的な立場から正しいとする.
すると， 形式体系内部でもその事実を 反映していなければならない. とすれば
く‘v oどというv oxは‘aer 'というv oxの下位にある〉が成立する. つまりは，
形式体系内部でも， ‘v ox'は‘aer ' であり， 従って「実体」でなければならない.
さらにまた， 'v ox' が‘aer 'であり‘ orat i o'が‘v ox' であるとすると， ‘orat i o' に

a substance

corpus

a body

a body

�

alr

aer

‘anima!'

vox
such-and-such air
such-and-such air
宇proposítíon

'oratio'

an animal
a rat， animal

‘homo'

'haec oratio'

'hic homo'

a man
Socrates
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i n reモデルが付与する意味対象は， く これこれ様の aer> でなければならない.
「人間J というv oxに i n reモデルが付与する意味対象はくこれこれ様の(す
なわち理性的な)動物〉でなければならないように. とすると‘ oratio'の意味
対象はくソクラテスは座っていること〉等の事態ではもはやあり 得ない.

S 9. アベラールはS 7に述べた議論を展開した直後に， S 8 で述べた内部矛
盾にみずから気付いた. C8 には， もう一つのギョームへの反論が記録されて
おり， こちらの反論ではアベラールはS 8 の矛盾点を回避している.
く
「自らが変化することによってjという条件は命題を排除するためである〉
という考えは， リモージュ ・ テキストが定式化し， アベラール自身も かつて
C 5で主張し， ギョームもそれに従ったものである. アベラールは， この考え
を最終的に否定し， この条件は命題を排除するためには不必要なものであると
する. アリストテレスがこの条件について論じたのは， 命題に関する反論を頑
固に言い張る人々を論駁するためだけであって， 理論的に必須な 条件ではない.
なぜなら， 命題(例えば「ソクラテスは座っているJ)は， 真である場合と偽
である場合とでは異なった命題であるからである. というのは， もし命題
。rati oが量の範鴎に属するとすると， アリストテレスが主張する(Cat.

6，

5a34)ようにI(量である orati oは)一旦発話されてしまうと二度と捉えるこ
とができない」 からである. 他方， 命題が実体の範鴎に属するとすると， 同じ
命題がパリとローマで同時に発話された場合， 同ーの実体(命題)が同時に二
カ所に存在する， という不合理な結論が生じる. (いずれの議論払後にアベ
ラールがDialectica(pp. 53.34- 54.34)で述べるのと実質的に同じである). 従
って， 命題は， 実体であるにせよ量であるにせよ， 発話毎に異なったものであ
って， 数的にーでありながら反対物を受け入れるものではそもそもなかったの
である.
言語現象を考える際には token / typeのレベルが区別される. 言葉は， 同ー
の type であっても， 発話毎に異なった token である. 上記のアベラールの議
論は， 明らかに tokenのレベルでなされている. 各 token は発話し終わった瞬
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聞に消滅する. 同一 typ eの命題も， 異なった 時間・場所で発話されれば異な
った tokenである.
Voxを tokenのレベルで考えるということは， voxを aer( 振動する空気)
として考えるということに他ならない. Iソクラテスは座っているjという命
題 tokenは振動する 空気( aer)に過ぎない. くソクラテスは座っている〉と
いう事態はもはや命題 tokenの意味対象ではない. 事態を意味対象とするの
は， Iソクラテスは座っている」という命題 typ eであるからである. 従って，
事態は実体にも量にも他のいかなる範鴎にも最早属さないことになる. そして，
まさにそのことをアベラールはDi alecti ca(pp. 1 57.1 3-1 60 . 36)で詳細に論じ
ている
ことばを tokenのレベルで考えるということは， しかし， 別の問題を苧んで
いる. I人間jというvoxが token で し か な い ならば， そ し て種(普遍)が
voxであるならば， I人間」という種(普遍)は発話の数だけ存在していて同
一の種ではないということになる. この問題に対しては， アベラールは当初か
ら気付きながら， 満足な答に到達したのは後期のポルピュ リオス注解LNSP
に至ってであった. そこで始めて， 普遍がvoxであることが否定され， 普遍
は sermo であるとされた. voxという語は発話 token( 空気の 振動)を合意
するのに対し， sermoという語は発話 typ eを含意するからである.

� 10 . アベラールは， � 7の議論から� 9の議論 へと飛躍した際に， vox指示
的な解釈(proto-vocali sm)を完全に放棄した. Di alecti ca以降の著作では，
くvoxはvoxを意味する〉というような奇矯なvox指示的主張は完全に姿を消
す. voxが意味するのは r esである. これはある意味でギョームの r es指示的
解釈 への屈服であった. しかし， 完全降伏ではない. ギョームにとって『エイ
サゴゲ』や『範時論』はvoxを手段とはするものの， つまるところ r esについ
ての教説に過ぎなかった. それに対してアベラールは今や， voxと r esに等量
の注意を払って， 両者聞の意味論的関係に焦点をあてることになる. vox指示
的解釈を完全に放棄して始めて， アベラールには全く新しいタイプの問を立て
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ることが可能になった. ポルピュ リオスが「類J 1種」というv oxで意味して
いる resとは一体何であるのか?この 間こそが， 12世紀の普遍論争の 出発点と
なったものである.
この 聞は， よく言われるようにポルピュ リオスの 聞から直接に導かれたもの
ではない. アベラールが独自に提 出した問である. 普遍論争以 前にこの 聞が議
論されていることを示す史料は存在しない8)し， 普遍論争後の現存するすべて
のポルピュ リオス注解で， この 間はポルピュ リオスの問への 序論として， しか
しあくまで別個の論題として議論されている.
また， この 間は第一義的には存在論に関わるものではない. 可感的な resは
個物しか存在しない(これはギョームも認めている)とすれば， 1類J 1種」と
いうvocesを res指示的に解する場合， その意味対象たる resとは一体何であ
るのか?この意味論的 聞が本来の 出発点なのであり， く 質料的 essenti aがその
resである〉とするギョームの解答に矛盾点を指摘したのが普遍論争であった.
普遍論争後に書かれたDi alecti caでもアベラールは res universalesという語
. つ
を肯定的に用いるのを購賭していない(pp. 185.12 ， 186.16， 202.9， 574.18)
まりこの時期のアベラールは， 存在論上では， 何らかの resが普遍であること
を未だ否定してはいなかった. ただ後になってから， status論(1人間Jとい
うv oxの意味機能の成立基盤としてhomi nem esseをいう statusを立てる)
という一種の存在論を展開することになるのである. この status論は， 命題
の意味対象 di ctumについての理論(1ソクラテスは人間である」の di ctumは
くソクラテスが人間であることという事態S ortatemhomi nem esse>であると
する)というDi alecti caですでに展開された理論と密接な関わりがある. sta
tusも di ctumもアリストテレスの 十範鷹のいずれにも属さず， その意味で何
ものでもないもの non aliq uid であった.
普遍論争は， アベラールが郷里ブルターニュ からパリへ帰還してすぐに始ま
った. とすれば， その前史をなす実体の特有性をめぐる論争は， ブルターニュ
帰郷以前のパリ滞在期になされたことになる. この論争では， アベラールはギ
ョームに一定の 勝利をおさめながら， 同 時に自己撞着から pr oto-vocalismを
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放棄せざろう得なかった. 郷里ブ/レターニュ でアベラールは， 普遍をめぐる新
しい 聞をもってギョーム への新たな攻撃を準備した. この 時アベラールは， 新
たな基盤に立つ論理学者vocalis へと変貌を始めていた.
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I命題」と並んで「判断jについてもアリストテレスは言及しているが， 以下の議

論には関わらないので本論では取りあげない.
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アベラールのdictumは， ストア論理学のlektonと奇しくも表現まで一致している

が， ストアの用語はラテン中世 に伝えられなかったので， アベラールが独自に 思いつい
たものであると考えられる.
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アンセルムスの『みことばの受肉について』で言及されるロスケリヌス批判の有名
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