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批判と礼賛：プラトンにおけるレトリックの地位

玉 　 田 　 敦 　 子 *

はじめに

　紀元前 5世紀のシチリアにおいて弁論の技術として生まれたレトリックは，2500年の歴
史の中で，つねに批判にさらされてきた。中でも揺籃期のレトリックにとって一番の強敵で
あったのはプラトンである（1）。当時，時代の花形であったソフィストと弁論術教師は，金銭
的報酬と引き換えに，弁論の技術の習得をとおして徳の伝授や魂の純化を目指すと標榜して
いたが，プラトンはこれを教育に対する冒涜として非難していた。ソフィストが伝授できる
とした「徳（aretē）」，そして弁論術教師が伝授できるとした言説の構築の方法は，本来は
パイデラスティアと呼ばれた少年愛をとおして授受されるべきものだったからである。この
ため，プラトンはその著作において既存のソフィスト，弁論術教師には基本的に批判的であっ
た。
　プラトンの思想は，ほぼすべての著作が整理された形で残存しており，古代から現代にい
たるまで強い影響力をもつヨーロッパの知的基盤の根幹をなすものである。プラトンの著作
は約 36篇，プラトンの学園アカデメイアなど，世界各地の複数の場に完全な形の写本が保
存され，今日に至るまで広く読みつがれている。それに対して，プラトンが批判していた側
のソフィストや弁論術教師の作品は散逸してしまい，断片的な形でしか残されていない。こ
の資料的な非対称性により，これまでプラトンによる揺籃期のレトリックに対する両義的な
態度は等閑視されてきた。
　プラトンの弁論術に対する両義的な態度は，一言でいえば弁論術を「化粧法」というまや
かしの術とする立場と，ことばの力も「体育」と同列の神的な秘儀であるという考え方の間
における分裂を表している。通説においては，プラトンはレトリックに対してひたすら批判
的であるとされているが，この見方は一面的なものである。本稿においては，プラトンが著
作において示す既存のレトリックに対する批判に対して検討し，その上でプラトンが理想と
する弁論術を提示することによって，プラトンの言語観，とりわけプラトンが言説の構築の
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方法について，どのように捉えているのかという点を明らかにしたい。

プラトン以前のレトリック

　古代ギリシアにおいてソフィストの技術を批判的な形で伝承し，弁論術を哲学的なものへ
と昇華させていったのはプラトン，そしてアリストテレスであった（2）。19世紀から 20世紀
にかけての修辞学研究においては，レトリックという語はプラトンが使用する前から存在し
ていたと見なされていたが，近年，エドワード・シアッパが指摘するように，「弁論術
（rhetorike）」という語を最初に用いたのは，ディアレクティックやエリスティックなど弁論
に関する多くの技術について「～術（ike）」という命名をしたプラトンであった。語幹に置
かれた「弁論の（rheto）」という表現も，プラトン以前にはほとんど見られないことから，「弁
論術（rhetorike）」という語はその全体においてプラトンの発明と考えられている（3）。プラ
トン以前においては，たとえば紀元前 423年に初めて上演されたアリストファネスの『雲』
においても，rhetoという語は見られず，弁論が話題になる際にはつねに legeinという語が
用いられている。また，ソフィストとして知られるプロタゴラスの著作にも「弁論の（rheto）」
という語は現れず，プラトン自身も『プロタゴラス』の中で弁論について論じる際には
legeinという語を用いており，弁論は legeinという語で表されていた。シチリアで発展した
弁論の技術は，もともとソフィストの技術の一部であったが，プラトンは著作において既存
の「弁論術」を批判しつつ，弁論術にレトリック（rhetorike）という名を授けたのであった（4）。
　シチリアで最初に弁論の技術に関する規則をまとめたのは，プラトンやアリストテレスが
「弁論術の祖」とするピタゴラス派の哲学者，エンペドクレスとされている（5）。エンペドク
レスは紀元前 5世紀にシチリアのアクラガスにおいて活躍した当時最大の自然学者であっ
た。エンペドクレスが書いたとされる『自然学』に関する教本は現存しておらず，その内容
もほとんど残されていないものの，エンペドクレスの自然学は，宇宙は「火，空気，水，土」
という四つの要素によって構成されており，これらの要素が「愛」と「憎しみ」という原理
によって離合集散しながら変化を続けるとしている（6）。
　一方，弁論の技術に関する最初の書物『テクネー（technē）』を世に出したのは，エンペ
ドクレスの弟子のコラクスとされている。コラクスと，その弟子のティシアスは，シチリア
において弁論家として，また彼らの優れた法廷弁論の技術を教授する教師として，大変な人
気を博していたが，このコラクスもまたシラクーサの僭主ヒエロンから庇護を受けていた（7）。
コラクスが紀元前 460年頃に執筆したとされる『テクネー』は，しかし，当時のシチリアに
おいて法廷弁論の技術について書かれた断片を集約したものに過ぎず，専門的に体系化され
た書物であった可能性については現在では疑問視されている（8）。とはいえプラトンが『パイ
ドロス』において言及しているように，当時，一般の青年たちの間で広く読まれていた（9）。
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　コラクスの『テクネー』が扱っていたのは，市民法廷における法廷弁論の技術であった。
拙論『レトリック発祥の地の輝き――紀元前 5世紀の南シチリアにおける僭主政とオリン
ピック』において論じたように，シチリアでは紀元前 467年に僭主トラスボユロスが追放さ
れた後，民主政が成立した際に，それまで僭主が専有していた土地の所有権について方々で
争いが発生することになった。民主政のもとで土地の権利を所有者に認める権限をもってい
たのは市民法廷であったが，当時は弁護士という職業が存在しなかった。そのため人々は当
初，ロゴグラフと呼ばれるゴーストライターに弁論を代筆してもらっていたが，代筆人が書
いたものを公的に場でただ読みあげることは，誰にとっても難しく，つねに滑稽なものとなっ
たため，民衆の間で，弁論を作成し，披歴する方法を習得することが流行した。そこで現れ
たのが弁論術教師という職業である。弁論術教師は顧客に一対一で弁論術を教授することで
収入を得る，プロの講師である（10）。
　コラクスの『テクネー』は，「序論」・「戦い」・「結び」という三部構成による法廷弁論の
作成テクニックが書かれており，ここには既に後の弁論術において発展する「配置」，すな
わち全体の構成についての考察が現れている（11）。『テクネー』において，コラクスが「戦い」
と名付けた本論は，（一）「叙述，または，行為（事実の報告）」，（二）「議論，または，立証」，
（三）「余談」，という順序で構成されており，弁論は「序論」「陳述」「証拠」「証明」「蓋然性」
「保証」「反駁」という順序でおこなわれていた（12）。まず「序論」「陳述」において「行われ
た事実」を述べ，さらに「証拠」においては証拠文書の提出や，証人による論述がおこなわ
れた。「証明」においては自分の主張の正当性を主張する弁論がなされ，「蓋然性」において
は「真実らしさ」が主張されることになった。「蓋然性」とは，たとえばプラトンが『パイ
ドロス』において引用しているように，「どうして，ごらんのようなこの私が，このような
男に手出しをすることができるでしょうか（13）」というような形で示されるものであった。
また「保証」においては弁論人が誓いのことばを述べ，人格・財産などを提示することによっ
て「蓋然性」を高めるという手続きがとられ，「反駁」においては相手側の発言に対して，
反論をおこなうことになっていた。
　このコラクスの『テクネー』の特質は，市民法廷で土地の所有権を主張するときには，正
当な理由は必要ないとしていたことである。コラクスによれば，土地所有権をめぐる弁論は，
もともとその土地の権利が誰のものであろうと，どんな手を使ってでも奪い取ることを目指
すマキャベリ的なものであった。土地所有権を得るためならば，どんな嘘を付いても，市民
法廷を説得するべきであるというのである。この点についてプラトンは『パイドロス』でソ
クラテスにティシアスとゴルギアスを名指し批判させ，揺籃期の弁論家について「真実らし
きものが真実そのものよりも尊重されるべきであることを見抜いた人たち（14）」と評してい
る。プラトンは『パイドロス』の続く箇所において，ソクラテスにこの二人の所業を以下の
ように言語の力による詐欺行為と言わせている。「一方では，また，言葉の力によって，小
さい事柄が大きく，大きな事柄が小さく見えるようにするし，さらには目新しい事柄をむか
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しふうに，古くさい事柄を目新しく語るし，またあらゆる主題について，言葉を簡単に切っ
たり，いくらでも長くしたりすることを発明したのだ（15）」。実際，シチリアにおける法廷弁
論の教師たちは，どんな「いかさま師」であろうとも「講師料」を払うものに対しては，そ
の技術を伝授したとされており，この最初のシチリアにおける弁論術教師たちによる指導と
その指南書と，プラトンによる辛辣な批判が弁論術そのものの評価を貶め続けることになっ
た。
　このような経緯を経てシチリアにおいて発展した法廷弁論の教授法は，その後たちまちギ
リシア本土のポリス，とりわけアテネに伝わることになる。紀元前 5世紀においてギリシア
はペルシアとの戦争に勝ち，それを契機に躍進を遂げていた。中でもアテネは，ペルシア戦
争において中心的役割を果たしてギリシアに勝利をもたらしたことから，ギリシア本土にお
いても覇権を掌握していくことになった。当時のアテネは，ペリクレスが直接民主制のもと
で展開した平和政策のもと，軍事，経済，文化において最盛期を迎えていた（16）。直接民主
制のアテネにおいては口頭弁論の技術が不可欠であったため，シチリアで発展した弁論の技
術と教授法はアテネにおいて更なる発展を遂げることになった。

『ゴルギアス』―プラトンによる「弁論術」に対する批判

　古代ギリシアにおいて揺籃期のレトリックに対してもっとも辛辣な批判を展開したのはプ
ラトンであった。プラトンは「弁論術について」という副題が付けられた『ゴルギアス』だ
けではなく，『プロタゴラス』，『メノン』，『パイドロス』といった他の著作においても，弁
論術，また，弁論術と極めて近い技術と考えられていたソフィストの術について入念な議論
を展開している。プラトンの著作のうち「弁論術について」という副題が付けられた『ゴル
ギアス』のみを検討するとすれば，プラトンは弁論術とソフィストの術を同一視することに
よって，この二つの技術を全く受け入れられないものとして非難している。ところが，他の
著作を読み解いていくと，プラトンによるレトリック論は十分に両義的であり，レトリック
そのものを必ずしも否定しているわけではないことがわかる。このプラトンのレトリック論
の両義性については，近年，バーバラ・カッサンの研究をはじめとした議論が展開されてお
り，レトリック復権の動きにつながっている。プラトンは『ゴルギアス』に見られるように，
弁論術とソフィストの術を同一視し，民衆を扇動する悪の技術と見なすこともあれば，『パ
イドロス』に描かれるように弁論術に一定の価値を置くこともあるからである。バーバラ・
カッサンによれば，プラトンは弁論術をソフィストの術と同一視するときにはこれを批判し，
哲学と近いジャンルとする際には擁護している（17）。
　実際，プラトンによるレトリックに対する批判と擁護を細かく読んでいくと，プラトンは
既存のレトリックに対する批判するにとどまらず，理想とされるべきレトリックの提案を展
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開しているようにも見える。ここでは，『プロタゴラス』，『ゴルギアス』，『パイドロス』，『メ
ノン』など，プラトンがレトリックについて言及している作品を中心に検討し，プラトンが
弁論術についてなぜ両義的な態度をとっているように見えるのかを明らかにする。そのため，
まず，プラトンが『ゴルギアス』において弁論術をソフィストの術の一種として非難する際
の批判を検討する。後述するようにプラトンが既存の弁論術とソフィストの術に対して厳し
い批判をする主な理由は，以下の二点である。つまり，まず，言論の内容が正しいものとは
限らず「人を騙す技術」としても用いられる点，また授業料を徴収するものであり，金銭を
媒介として伝授される点である。
　先に述べたように，プラトンの『ゴルギアス』は「弁論術について」という副題が付けら
れており，「弁論術」について論じることを主眼としている。シチリアにおける弁論術の創
始者のコラクスの著書には「言論の技術」という表題が付けられており，当時「弁論術」は
「言論の技術」と考えられていた。『ゴルギアス』において登場人物として現れソクラテスの
対話の相手となるゴルギアスは，紀元前 487年に古代シチリアの都市国家レンティーニで生
まれ，その後，紀元前 427年にシチリアからアテネに特使として派遣された実在の高名な弁
論家である（18）。
　コラクスの『テクネー』において序論と結びの間に挟まれた「本論」の部分が「戦い」と
名付けられていたことからわかるように，ゴルギアス以前の弁論術は本質的に他者との論争
を前提としていた。ところが実際にはゴルギアスは，このように「戦い」の技術として生ま
れた弁論術に，最初に審美的な価値を与え，弁論術に文学的な価値を付与したことによって
知られている（19）。ゴルギアスが活躍したのは，シラクーサにおいて僣主が倒され，紀元前
467年に民主政になった後であったが，シチリアは民主政のもとにおいても僭主ゲロンとヒ
エロンが築いた経済的文化的な繁栄を失うことはなく，エレア派やピタゴラス派の哲学，エ
ンペドクレス自然学が発展するなど，ギリシア世界における学問の中心であり続けた（20）。
ゴルギアスはそれまで定型韻文詩の形でなされていた称賛演説，すなわち死者，都市国家，
神などを称賛する演示的弁論に初めて散文を用いたのであった（21）。それまで，ゴルギアス
以前のギリシア世界においては，高貴な弁舌は韻文で書かれるべきとされており，ポエティッ
クと称される詩作技法の研鑽が重要視されていたのに対して，ゴルギアスが「散文」による
演示的弁論の作成に取り組んだことにより，法廷における口頭弁論に関する技術であったレ
トリックが芸術的，すなわち文学的な価値をもつようになる。このようにゴルギアスが散文
に文学的な価値を付与したことは，文学の歴史においても革新的な意義をもつ出来事であっ
た（22）。
　ゴルギアスは，ソフィストを自認する職業文人であり，真理や倫理的なものには価値を置
かないという相対主義をとっていたが，プラトンが描くゴルギアスは，自ら進んでソフィス
トを名乗り，徳 aretē を教え伝えることができるとしたプロタゴラスとは異なり，弁論家を
名乗るにとどまっていた（23）。プラトンの『ゴルギアス』は，ソクラテスがゴルギアスと直
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接対話をする場面のほか，この対話に同席したカルリクレスなどの若者に，ゴルギアスとの
対話の内容を解説する場面などによって構成されている。
　『ゴルギアス』において，ソクラテスの対話相手とされるカルリクレスは，弁論術とソフィ
ストの術は異なるものであり，弁論術が優れた技術である一方，ソフィストの術はいかがわ
しい技術と言えるのではないかとソクラテスに問いかける。このカルリクレスの問いかけは，
当時一般に流通していた弁論術とソフィストの術の定義を浮かび上がらせるものであるが，
このカルリクレスの説く通説に対して，プラトンは『ゴルギアス』において「ソフィストと
弁論家は同じもの」であると述べて反論していく。

いや，同じだよ，君，ソフィストと弁論家とはね。あるいは，そうでないとしても，ご
く近い関係にあって，ほとんど似たり寄ったりのものなのだ。（中略）一方の弁論術の
ほうは，何か至極立派なものだと考え，他方ソフィストの術は，これを軽蔑しているの
だ。しかしほんとうは，ソフィストの術のほうが弁論術よりも立派なのだ（24）。

　ゴルギアスはソクラテスから「言論によって人々を説得する能力」の内容について問われ
ると，「法廷では陪審員たちを，政務審議会ではその議員たちを，民会では民会に出席する
人たちを，またその他，およそ市民の集会である限りの，どんな集会においてでも，人々を
説得する能力」と述べる（25）。ところが，このゴルギアスによる「弁論術」の定義に対して
ソクラテスは，弁論術とは「説得をつくり出す」こと，さらに「聴衆の心に説得をもたらす」
ことを目的とするのかと問いかける。ゴルギアスは自らの弁論の能力を披歴して話をはぐら
かそうとするが，その様を批判しながら，説得には二種類あり，「一つは，知識の伴わない，
信念だけをもたらす説得であり，もう一つは，知識をもたらす説得である」のかとさらに尋
ねる。ゴルギアスが首肯するやいなや，ソクラテスは「弁論術は，法廷やその他のいろいろ
な集会において，正と不正に関する事柄を取扱いながら，いったい，どちらの説得をつくり
出すのでしょうか」と尋ね，ゴルギアスを「それは知ることなしに，ただ信じこむというこ
とだけが生ずるような説得ではないのか」と詰め寄る（26）。そしてこれをゴルギアスに認め
させた上で次のように述べる。

したがってまた，弁論家というのも，正しいことや不正なことについて，法廷やその他
の集会を教えることのできる人ではなく，ただ信じさせることができるだけの人間なの
ですね。というのはむろん，あれだけ多く集っている人たちに，しかもそのような重大
な事柄を，短時間のうちに教えるなどということは，とうてい，できないことではない
でしょうからね（27）。

　このソクラテスの問いに対して，ゴルギアスは，「それはたしかに，できないことだ（28）」
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と応える。そこからソクラテスは，ゴルギアスが単に彼自身が「弁論家であるだけではなく，
ほかの人たちをも弁論の心得ある者にすることができる」と主張しているということについ
ても言及し，弁論術は何の役に立つのか，さらに弁論術が伝授可能であるとして，その有益
な点は何なのかと問いただしていく。このソクラテスの問いに対して，ゴルギアスはたとえ
ば医者が患者の身体を治す技術をもっていたとしても，手術などの治療を受け入れさせるこ
とができるかどうかは弁論の心得があるかどうか次第であるとする。

弁論の心得ある者は，ほかのだれよりも，自分のほうが選ばれるように説き伏せること
ができるはずである。なぜなら，どんな事柄について論ずるのであろうと，大衆の前で
なら，弁論の心得あるものが，他のどんな専門家に比べても，説得力において劣るとい
うようなことは，ひとつもないからである。かくして，その技術の力というのは，それ
ほどに大きなものであり，また，そのような性質のものなのである（29）。

　このゴルギアスの「弁論術」に関する擁護に対してソクラテスは，弁論術は技術ではなく，
ある種の経験，喜びや快楽をつくりだす経験に過ぎないと語る。弁論術はソクラテスによれ
ば医者がするようなやり方ではなく，召使のするようなやり方で人の機嫌をとることが目的
であるのである（30）。ソクラテスがゴルギアスに対して論じるところによれば，弁論術は「技
術」ではなく，ソフィストの術，料理や化粧法という三つと同じように，「迎合（kolakeía）」
の仕事，すなわち他人を喜ばせることを目的にした経験や熟練に過ぎないのである。

ゴルギアス，わたしにはこう思われるのです。それは技術に値するような仕事ではない
が，しかし，機を見るのに敏で，押しがつよくて，人々との応対に生まれつきすごい腕
前を見せるような精神の持主が，行うところの仕事なのです。そして，その仕事の眼目
となっているものを，わたしとしては迎合（kolakeía）と呼んでいるのです。その迎合
の仕事には，ほかにもいろいろと多くの部門があるように思いますが，たとえば，料理
法もその一つなのです。それは一般に技術であると思われていますが，しかしわたしに
言わせるなら，技術ではなくて，経験や熟練であるにすぎません。そして弁論術も，そ
のような仕事の一部門であるとわたしは呼んでいるのですが，さらにまた化粧法も，そ
れからソフィストの術も，そうなのです。つまりそれらは，四つの対象に応じて，四つ
の部門をつくっているわけです（31）。

　プラトンにとって，弁論術はつまり「医学」や「体育」，「法制度」といった「技術（technē）」
とは異なるものである。プラトンは『ゴルギアス』において，「魂」と「身体」に関する技
術を挙げ，まず「身体」に関する技術を「体育」と「医学」とする。その上で，「魂」に関
する技術において「体育」に相当するのが「法制度」であり，「医学」に対応するのが「司法」
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であるとしている。他方，プラトンによれば弁論術は「技術」ではなく，「料理」，「化粧」
と同じ，「スキル（empeiria）」の一種に過ぎない（32）。「技術」が扱う対象の「善」を目指す
ものとして定義される一方，「迎合のためのスキル」は「快」を目的とするに過ぎないから
である（33）。身体に関しての技術は医術と体育術であり，魂のための技術は「政治術」である。
魂に関する技術のうち，正常で医術に対応し，魂に病や問題が生じたときに介入し治療をお
こなうのが司法であり，体育術に相当し，魂を善き状態に保つのが立法術である（34）。
　一方，プラトンによれば「迎合のためのスキル」は，身体の技術としての医術と体育術，
魂に関する技術としての司法と立法とのもとに「こっそりもぐり込み，そのもぐり込んだ先
のものであるかのようなふり」をするものである。つまり，医術にとっては料理法が「迎合
のためのスキル」であり，体育術にとっては化粧法がそれにあたる。料理法は「自分の提供
するものが本来どんな性質のものであるかについて，何ら理論的な知識を持たず，したがっ
て，それぞれのものを提供するにあたって，その理由を述べることができない（35）」。他方，
化粧法は「ずるくて，ごまかしがうまい」，そして「形や色や，肌の滑らかさや衣装でもっ
てごまかす」ことによって，人々が本来もっていないもの，そして体育術によって得られる
べき本来の美を台無しにするものである（36）。つまりいずれも，身体を良い状態にするので
はなく，「良い状態にある」と思わせ，「人を欺く」ものである。つまり「最善ということに
はまるっきり考慮を払わずに，そのときどきの一番快いことを餌にして，無知な人々を釣り，
これをすっかり欺きながら，自分こそ一番値打ちのあるものだと思わせる」ものなのだ（37）。
魂に関する技術については，司法のもとに「もぐり込む」のが「迎合の術＝経験」である弁
論術であり，立法のもとにもぐり込むのがソフィストの術である。ここでプラトンがソフィ
ストと呼んでいるのは，紀元前 5世紀の半ばに民主政のアテネに現れた職業的知識人である。
ソフィストは金銭を媒介として，さまざまな知識を授けることを生業としていたが，講義の
主体となったのは市民法廷や民会において必要とされていた弁論の技術であった（38）。
　以上が，プラトンが『ゴルギアス』において登場人物のソクラテスに語らせる弁論術，お
よびソフィストの術に対する批判である。一方，教育を「金銭の授受」を伴うものとするこ
とについて，プラトンの批判がもっとも明確に見られるのは『ソピステス』の次の箇所であ
る。「ソフィストとはまず第一に報酬を受け取って金持ちの若者を狩猟する者であることが
判明した（39）。」ソフィストが扱う技術が価値を貶められていたのは，何よりも金で売り買い
される実用的な技術であり，またさらに報酬を得ることを目的として習得されるものであっ
たからである（40）。
　さらに『ソピステス』においてプラトンは，ソフィストがもつ六つの顔について以下のよ
うに論じている。プラトンによれば，ソフィストがもつ二番目の顔は「魂のための学識を扱
う通商業者」，三番目は「同じそれらのものを扱う小売業者」，四番目は「学識の自作直売業
者」五番目に「討論の技術（eristike）を自分の専門とする」格闘家，六番目は「学ぶこと
の妨げとなるさまざまの思いこみ（doxa）を取り除いて魂を浄める人」である（41）。六つの
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ソフィストの仕事について，プラトンが特に厳しく批判していたのは，ソフィストたちが「魂
に関する知識」を売り物にして荒稼ぎをするにとどまらず，ソフィストが売り物にする「知
識」を習得することで「魂」を純化することさえもできるとした点であった。
　プラトンは『パイドロス』で人間の「魂」を九つの職業によって格付けしているが，その
職業の格付けによれば，ソフィストは，知や美を愛する者と詩人，王者，政治家，体育家，
占い師や宗教家，芸術家，職人や農民に続く，八番目の地位である。九番目，すなわちもっ
とも劣った魂の持ち主である僭主より一つだけましという浅ましい職業として位置付けてい
る（42）。このようにプラトンがソフィストを厳しく批判していたのは，ソフィストが授業料
をとって教えると標榜していた徳は，プラトンにとって，本来，人から人へと一方向的に伝
達できるはずのないものであったからである。では，プラトンはこの徳はどのような形で伝
授可能と考えていたのであろうか。
　古代ギリシアには成人男子が少年と恋愛関係を結ぶパイデラスティアという風習があり，
魂に関する知識を培い魂を純化していくことは，同性愛的関係を前提とした師弟愛の中での
探究をとおして求められるべきと考えられていた（43）。プラトンもまた，ソフィストが「伝
達可能」とした資質について，成人男子が少年とはぐくむ「愛」を媒介した議論によって探
究されるべきとしていた。プラトンが弁論術教師とソフィストの術を共に金銭を媒介としな
がら，魂を純化する技術として卑しいものとして批判していたのは，このためであった。に
もかかわらず，プラトンには他の箇所においては，弁論術に肯定的な態度さえ見られる。こ
のため次章においては，プラトンがレトリックを称賛するのは，いかなる条件のもとにおい
てかという点について検討していく。

レトリックに対する礼賛―『ゴルギアス』から『パイドロス』へ

　プラトンの『プロタゴラス』は，当時人気のあったソフィスト，プロタゴラスをソクラテ
スの対話の相手とした作品である。この『プロタゴラス』は，プロタゴラスがアテネに来て
いると聴いて，夜が明ける前から浮き足立つヒポクラテスをソクラテスが諌めるという場面
から始まる。ここでは，プロタゴラスに会って話すことを心待ちにするヒポクラテスが，ソ
フィストの術が怪しいものであるということを感じながらも，魂に関する知識を授与しても
らうことができるならば大金を払うことも惜しくないと口にするのに対して，ソクラテスは，
こうした知識を後先を考えずに金で買うことの危険性について述べて戒める。ソクラテスに
よれば，知識は体に良いとされる食べ物や飲み物と違い，行商人から買って，別の容器に入
れて持ちかえるといったことができない。なぜならば知識はそれを購入するやいなや「心の
なかに取り入れて，学んでしまってから帰られねばならない」，そのとき「損害を受けてい
るか，利益を手にしているか」わからないという恐ろしいものだからである。プラトンの他
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の著作に現れるソクラテスと比べ，『プロタゴラス』でのソクラテスは 36歳とまだ若いこと
から，この最初の場面の対話相手ヒポクラテスに対して，プロタゴラスの周りに集まってい
るとされるヒッピアス，プロディコスといった他の賢人たちと膝を交えて問題を検討するこ
とを提案する（44）。
　このようにプラトンが『プロタゴラス』において，ソフィストに対する警戒を論じたのは，
ソフィストは誰しもが「魂に関する知識」を習得しており，授業料を払った者には誰に対し
てでも伝授すると標榜していたからであった（45）。しかし，プラトンは，まず，人間が「魂
に関する知識」について十全に習熟することはあり得ないことで，それを知らないところか
ら哲学的な探究が始まるとする。この問いは，たとえば「徳について」と題された『メノン』
の終幕においてより明快に示される。

それではメノン，これまでの推論にしたがうかぎり，徳というものは，もし徳が誰かに
そなわるとすれば，それは明らかに，神の恵みによってそなわるのだということになる。
しかしながら，これについてほんとうに確かな事柄は，いかにして徳が人間にそなわる
ようになるかということよりも先に，徳それ自体はそもそも何であるかという問いを手
がけてこそ，はじめてわれわれは知ることができるだろう（46）。

　そもそもプラトンが，ソフィストの術だけではなく，弁論術をも「魂を誘導する」言論の
技術としているのは，『ゴルギアス』において見られるように，弁論術の定義，もしくは本
質的な目的は，聴衆に「確信」を生み出すことであり，その「確信」は聴衆の「魂」を導く
ことによってのみ生じるからである（47）。この点について，プラトンは『パイドロス』にお
いて以下のように論じている。

ソクラテス：それでは，そもそも弁論術とは，これを全体としてみるならば，「言論に
よる一種の魂の誘導」であるといえるのではないだろうか。それは，ただ法廷その他の
公の集会においてのみならず，また個人的な集まりにおいてもしかりであり，取りあつ
かう事柄がささいなものでも重大なものでも，同じ技術であることに変わりはなく，ま
た，いやしくもそれが正しく用いられるかぎり，重要な事柄にかかわる場合も，つまら
ぬ事柄にかかわる場合も，同じ程度に尊重されるべきものではないだろうか。
してみると，君，言論の技術というしかし，もしひとが真実を知らずに，相手がどう考
えるかということのほうばかり追求したとするならば，どうやらその技術なるものは，
何か笑止千万なもの，そして技術としての資格がないものとなるようだね（48）。

　このようにプラトンは「弁論術について」という副題を付けられた『ゴルギアス』におい
ては弁論術に対してひたすらに辛辣である反面，「美について」という副題の付いた『パイ

（10）
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ドロス』においては，全く異なる論調で弁論術を論じていく。驚くことに，プラトンは『ゴ
ルギアス』においては，弁論術の喩えであった料理法と対置して用いられた医術を弁論術と
同列のものとして扱おうとしている。

ソクラテス：技術の在り方としては，医術と弁論術とは，なにか同じ事情にあるようだ。
パイドロス：どのように同じなのですか。
ソクラテス :どちらの場合においても，取りあつかう対象の本性を分析しなければなら
ない。つまり，医術とは，身体に薬と栄養とをあたえて健康と体力をつくる仕事であり，
弁論術とは，魂に言論と，法にかなった訓育をあたえて，相手の中にこちらがのぞむよ
うな確信と徳性とを授ける仕事であるが，もし君が，こういった仕事にあたって，たん
に熟練や経験だけに頼らずに，一つの技術によって事を行おうとするならば，医者の場
合には身体の本性を，弁論術の場合には魂の本性を，分析しなければならないのだ（49）。

　また，プラトンは『パイドロス』においては，ソクラテスに弁論術とは，「これを全体と
してみるならば，言論による一種の魂の誘導であるといえるのではないだろうか。それは，
ただ法廷その他の公けの集会においてのみならず，また個人的な集りにおいてもしかりであ
る（50）」と言わせている。このことから，プラトンは，弁論術が，「正しい」ことについても「正
しくない」ことについても同じように効力を発揮するという点を問題視しているのがわかる。
　このようにプラトンは『パイドロス』では，弁論術に対して全面的に批判をするわけでは
なく，『アルキピアデス』の中で述べているように，弁論術は「正しくないこと」について
説き伏せることを可能にする技術であると同時に，「正しいものごと」について論じる際には，
弁論の技術をもっていれば，より「有利」であるとしているのである。これは後にアリスト
テレスが『弁論術』において述べることと同じ論拠であるが，弁論術を主たるテーマとして
いるはずの『ゴルギアス』にはこのような論調は全く見られない（51）。一方，プラトンは，『パ
イドロス』においては，ソクラテスが，「弁論の技術」は「自分自身には自由をもたらすこ
とができるとともに，同時にまた，めいめい自分の住んでいる国において，他人を支配する
ことができるようになる」ものであり，「ほんとうの意味で最大に善いもの」としている。

ソクラテス：ところで，よき友よ，ぼくたちは必要以上に，言論の技術というものを責
めるのに酷でありすぎたのではないだろうか。おそらくこの技術はこういうだろう。「あ
きれた人たちだね，何をいったい，くだらぬことをしゃべっているのだ。真実を知らず
に話し方を学べなどと，私は誰にも命じていないではないか。私が命じるのはこういう
ことなのだ，つまり，もし私の忠告することになんらかの価値があるとすれば，まず真
実をわがものとした上で，この言論の技術を把握しなければならぬということなのだ。
しかし，これだけは自慢してもいいが，もし私のたすけがなければ，ものごとが真実で

（11）
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あるかを知っている者といえども，技術にかなった仕方で説得するということは，けっ
してできはしないだろう（52）。

　『パイドロス』には「美について」という副題が付けられているが，その主題は「恋（erōs）」
である。物語はソクラテスの若い友人パイドロスが，ソフィストのリュシアスが「自分を恋
している者よりも恋していない者にこそむしろ身をまかせるべきである（53）」という逆説的
な内容を書いた弁論について語るところから始まる（54）。リュシアスによれば，恋をしてい
る人間に身をまかせてはいけない第一の理由は，恋をしている人間は「心に災いを持った男」
であり，「病気の状態にある」ため，恋が終わり，正気に返った後で，恋をしている最中に
決めたことを善であるとせず，「ひとたび欲望がさめたのちには，相手にいろいろとよくし
てやったその親切を，後悔する（55）」ものだからである。さらにリュシアスは，自分に恋を
している人たちの中から相手を選ぶより，その他の一般の人々の中から選び，多数の者を恋
愛の対象とした方が有利であると説く。また，恋をしている人間は嫉妬深く，若者から，財
産や知性をもった他の人々を遠ざけようとし，肉体の欲望がさめた後は恋情を失うことが多
い。だからこそ恋愛を介したつながりではなく，友情，親子の絆の方が尊く，身をまかせて
しかるべきなのは，恩がえしをする能力が一番ある人たち，若いときだけでなく生涯を通じ
て変わることなく親しい間柄にあるような人たちであると述べる。このリュシアスの逆説に
対して，ソクラテスは次のように反論し，「恋（erōs）」を定義づける。

盲目的な欲望が，正しいものへ向かって進む分別の心にうち勝って，美の快楽へとみち
びかれ，それがさらに自分と同族のさまざまの欲望にたすけられて，肉体の美しさをめ
ざし，指導権をにぎりつつ勝利を得ることによって，勢いさかんに（eromenos）強め
られる（rostheísa）とき，この欲望は，まさにこの力（rhōmē）という言葉から名前をとっ
て恋（erōs）と呼ばれるにいたった，と（56）。

　ここで話題となる恋愛は，言うまでもなく先に述べた少年に対する同性愛である。プラト
ンは，ソフィストの術が「授業料と交換に教えることができる」としていた徳は，エロース
を媒介とする対話によって魂を純化していくことによって培われると考えていた。エロース
に対して不敬な態度をとるリュシアスの逆説をプラトンが批判するのはこのためである。

エロースが―事実そうなのだが―神ならば，あるいは何か神にゆかりのあるものな
らば，少しも悪いものでありうるはずがない。それなのに，いましがたのあの二つの話
は，エロースについて，それが悪いものであるかのような口ぶりで語っていた（57）。

　エロースがもたらすインスピレーションは本来ならばムーサの神に仕える詩人のものであ
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るが，プラトンにとってはエロースのもたらす狂気に突き動かされた人間が口にする譫言こ
そが理想の言語である。

われわれの身に起こる数々の善きものの中でも，その最も偉大なるものは，狂気を通じ
て生まれてくるのである。むろん，その狂気とは，神から授かって与えられる狂気でな
ければならない（58）。

　ここでソクラテスが言論の技術には狂気が必要であるという点について論じる際，まず，
デルポイの巫女，ドドネの聖女，シビュラといった予言者が，人々に予言をもたらし正しい
道を指し示すために「神に憑かれたときの力」を必要としたことを論じる。また，予言術
（manike）の技術自体に名前を付けるときに，狂気（mania）という語を織り込んで作ってい
たことについても言及する（59）。ソクラテスによれば，予言者が神に憑りつかれ，狂気の状
態で人間の運命を語るのに対して，占いは人間が正気の状態のままで，未来の事柄を探究す
る技術であるため，予言の技術の方が占いの技術よりも完全で尊ぶ技術である。「神から授
けられる狂気は，人間から生まれる正気の分別より立派なもの（60）」だからである。
　『パイドロス』において，ソクラテスは予言術と占い術に次ぐ，第三の技術として，「ムー
サの神々から授けられる神がかりと狂気」を説く。「この狂気は，柔らかく汚れなき魂をと
らえては，これをよびさまし，熱狂せしめ，抒情のうたをはじめ，その他の詩の中にその激
情を詠ましめる（61）」つまり，人間は，ムーサの神々の授ける狂気にあずかることなく，自
らの技巧の力によってのみ，詩作を営んだとしても不完全な詩人にしかなれないのであ
る（62）。「この恋という狂気こそは，まさにこよなき幸いのために神々から授けられるという
ことだ。その証明は，単なる才人には信じられないが，しかし真の知者には信じられるであ
ろう（63）」。プラトンは狂気がもたらす四つのものとして，予言，秘儀（占い），詩的霊感，
恋を挙げ，恋の狂気がもっとも善いものであるとしている。

ぼくたちは，この神がかりによる狂気を四人の神々がつかさどる四通りのものに区分し
た。すなわち，予言の霊感はアポロンが，秘儀の霊感はディオニュソスが，他方また詩
的霊感はムーサの神々が，第四番目のそれはアプロディテとエロースがつかさどるもの
としたうえで，そのなかでも恋の狂気こそ最もよきものであると主張した（64）。

　このようにプラトンは，既存の弁論術を激しく非難する一方で，本来の弁論術というもの
があるとすれば，それは詩作に近いものであるとする。プラトンにとって，「来るべき弁論術」
とは，ムーサの神に憑りつかれて狂気の中で詩を書く詩人と同じように，「神から授けられ
る狂気」を用いて言論を生み出す技術なのである。プラトンが弁論術もまた，エロースの神
への崇拝にもとづき，恋を媒介として探究されるべきであるとするのは，エロースの神の寵
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愛を受けた「恋する語り手」はエロースの神のもたらす狂気によって，正気の人間が生み出
せないようなことばを生み出すことができるからである。この点について，プラトンは『メ
ノン』において以下のようにさらに明確に論じている。

そうしてみると，いま話に出た神託を伝える人々や，神の意をとりつぐ人々，それにす
べての詩人のことを称して，われわれが神のようなと呼ぶのは正しいことになるだろう。
そして，そうした人々のうちでもとくに政治家たちは，まさに神のような人たちであり，
神がかりにかかっているのだと主張してしかるべきだろう。彼らが，自分の言っている
ことの意味を何も知らずに，偉大な事柄をいろいろとたくさん言うことに成功する場合，
それは神から霊感を吹きこまれ，神にのりうつられているわけなのだからね（65）。

　詩作に関していえば，ムーサの神を仰ぐことは，当時非常に一般的なことであった。しか
しプラトンは，弁論術，すなわち散文における言論の制作においても，このムーサの神の力
を重視し，韻文であれ，散文であれ，人間がことばを紡ぎだすときには，神から超越的な力
が求められると論じていた。言説の構築は，詩人が神がかりの状態になって，神から霊感を
吹き込まれる限りにおいて，弁論術やソフィストのもついかがわしさとは無縁の神聖なもの
となる。詩人の詩作が神との一体化を求めるものであるという議論は，他の作品『ソクラテ
スの弁明』（22A―C），『イオン』（553C―535E）にも記されており，プラトンのレトリック理
論において根幹をなすものとなった。

結びにかえて

　プラトンの弁論術教師に対する態度が両義的に見えるのは，プラトンが民主政アテネのス
ターであったソフィストや，弁論術教師に対して，金銭を媒介とする知や弁論術の伝授は推
奨すべきものではないとしていたからである。プラトンは『ゴルギアス』において，当時広
くひろまっていた弁論術について論じる際に，「体育」と「化粧法」のアナロジーを使用して，
身体に善をもたらす「体育」と比べ，「化粧法」は単に表面を糊塗するものに過ぎず，弁論
術は「化粧法」に近いものであるとしている。
　一方，プラトンは『パイドロス』においては，ソフィストの術が伝授できるとしていた徳
について，こうした徳は，男性どうしの恋愛におけるエロースを媒介とする対話によって魂
を純化することによって培われると述べている。さらに『ゴルギアス』においてはソフィス
トと同列の卑しいものとされていた弁論術は，『パイドロス』では，詩作と同じように，ムー
サの神から授けられる狂気の力によって言論を生み出す術とされる。このようにプラトンは，
韻文にせよ，散文にせよ，人間がことばを書こうとするときには，神の授ける狂気が必要で

（14）



97批判と礼賛：プラトンにおけるレトリックの地位

あるとしているわけであるが，プラトン自身は，その方法論については明らかにしていない。
プラトンが既存の弁論術に換わる新たな弁論術として提唱するものは，一種の秘儀であり，
どの著作においても理論化されることはない。しかし，プラトンが提唱する，この新しい弁
論術は，アリストテレス以降のレトリック理論に継承され，新たな地平を切り拓くことになっ
た。
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