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Ⅰ　論点開示

浦　野　　　聡　

　３年前の本会共通論題では，西洋古代史と関連諸学の近年の協業・連携の来し方行
く末を論題に取り上げ，考古学や美術史，パピルス学，碑文学といった専門諸学と古
代史学の交わりの現状と将来像についてさまざまな立場から論じていただいた．た
だ，その際，文学・古典学，なかでも修辞学研究における研究の進展との関わりにつ
いては取り上げる余裕がなかったのは，いささかの心残りとなった．
　というのも，近年に進展を見た歴史関連諸学の協業の成果は，これまで信頼されて
きた文献上の記述に虚構や定型論題＝トポスの存在を指摘し，歴史研究における古代
文献の利用の仕方に警鐘を鳴らす一方，古代の著作家の記述を動かぬ参照軸としがち
であった考古学・美術史の従来のあり方にも再考を迫りつつあるからである．それ
は，とりわけここ二十年来，システマティックな考古学的調査の知見が積み重ねられ
たことを背景にした動向だが，即座に思いつくところでも，スーザン・オールコック
の景観史的地域研究の嚆矢ともいうべき著作はそうした研究の好例といえるだろ
う（１）．この研究は，ガッロの経済史研究を受け，ヘレニズム・ローマ帝政期のギリ
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シア語著作家に見られる「人口減少 oliganthropia」のトポスを指摘し，古代文献の
記述と考古学調査の結果との間に見られる隔たりを示した．すなわち，輝かしい栄光
の古典期ギリシアとは対照的な，侘しい隷従の帝政期ギリシアというトポスは，帝政
期における都市聚落の隆盛という考古学的調査結果とは相容れず，修辞的仮構にすぎ
ないと指摘したのである．オールコックの所説の当否については下でやや立ち入って
検討してみることとするが，少なくとも彼女の指摘を受け，爾後，私たち歴史家は，
考古学者や美術史家だけでなく，古典文学，とくに修辞学に関する研究成果を，ます
ます必要と感じるようになってきている．これは協業の必要性の技術的・方法的側面
である．
　それだけではない．近年，古代史家は，レトリックや修辞家・弁論家の政治的・社
会的な機能や役割といったことにいっそう関心を寄せつつある（今，ここでは私は，
レトリックという語を広く，説得のための言語的技術（２）という意味で用いている．
したがって，哲学者や文法学者であることを自認したり，後代の学者によってそれら
に分類されたりする人たちでも，この技術を能く用いたり論じたりしている限り，広
く弁論家のうちに含めることとする）．我が国では，最近でも長谷川岳男氏や桑山由
文氏，田中創氏や本間俊行氏らがローマ帝政期の弁論家を取り上げて関連する問題を
論じているし，ギリシア古典期でも上野愼也氏や栗原麻子氏，佐藤昇氏の研究はこの
流れに連なるものといえるだろう（３）．文学の分野でも，ディオニュシオスやデメト
リオス，あるいはディオ・クリュソストモス，クインティリアヌス，ピロストラトス
といった後の時代に属する弁論家や修辞学者の著作の翻訳が現れはじめているのは，
文学研究者の間でも作品の社会的コンテクストが次第に明らかになり，これまで余り
注目されてこなかったそれらの作品やその著者が，魅力ある新たな輝きを持ちはじめ
てきているからであると思われる（４）．海外でもレトリックと社会の関係について論
じた研究は，近年のものだけでも枚挙に暇がない（５）．歴史家・古典学者はいずれも，
レトリックが一貫して地中海世界の知的潮流をリードし，古代末期に至るまでたゆま
ぬ発展を遂げていったこと，そしてまたそれが社会の中で常に中心的位置を占め続け
ていたことには，しかるべき政治的・社会的な理由・背景があると考え，その関係の
あり方にあらためて注目している．これは協業の必要性の思潮的・研究視角的側面と
いえるだろう．
　さて，以上ふたつの面から，修辞学・弁論家研究は，歴史家や歴史関連諸学が常に
その分野における研究の進展を注視し，また自ら得た新しい知見をフィードバックす
るべき重要な分野となっている．そこで，修辞学研究と歴史研究の有望な若手の各位
にそれぞれの立場と関心から，それぞれが置く力点の違いはあれ，これら協業の両面
に纏わる研究成果を披露していただく．その前に，まず私から，論点開示を兼ね，最
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初に修辞学（者）と古代地中海世界の関わり，あるいはむしろ後者における前者の重
要性・中心性について簡単な所見を提示し，その上で，古代世界＝社会の文脈の中で，
弁論作品から虚構と真実をいかに読み解きうるか，またそれらは弁論家・著述家の説
得という役割とどのように関わっているか，今回の報告者によっては中心的に扱われ
ないローマ帝政前期ギリシア語圏のそれを例に取り，歴史家の立場からひとつの見方
を提示してみたいと思う．今日の共通論題の副題に示したような論点，とりわけ「説
得」ということの意味を，私なりにどのようにとらえているか例示したいというだけ
でなく，古代の修辞家の社会的役割や立ち位置に照らして，歴史研究が彼らの作品に
対しいかなる距離感を保ったらよいかについて提言を試み，参加者諸賢のご批正を仰
ぎたいからである．シンポジウム全体に対しては，こうした方法論的な話題のほか，
古代の修辞学が政治的，思想的説得の手段としていかなる達成を成し遂げたかといっ
たことのみならず，古代の政治や思想それ自体の発展に対してどのような役割を果た
したかといったところにまで話題が及ぶことを期待している．

１．古代地中海世界と修辞学・弁論術
　さて，まず古代地中海世界と修辞学の関わりについて，常識的と思われるところを
おさらいしておくことから始めよう．この世界の政治＝社会体は，断片化した地勢や
気候，環境に応じて（６），ポリスに代表される自立性の高い都市国家の形をとること
が一般的であり，それらの大多数は，その規模の小ささゆえに，他を圧倒する軍事的
強制力を持たなかった．そのため，それぞれの政治＝社会体は，同胞間の不和を排し
つつ一体性を高めて他との競争に辛うじてでも打ち勝ち，あるいはまた，地中海をま
たいで，他とのネットワークを築きあげることに腐心することになった．そもそもこ
の世界が言語的コミュニケーションを必要とし高度に発展させた所以である．その
後，「ローマの平和」が実現すると，新たな言語コミュニケーション発展の土壌が整う．
すなわち，ローマの支配者たちは圧倒的軍事力を手にしながら，共通の文化的基盤を
持ち自らに忠実な共同体には行使せず，その上層民を支配の恩恵に与らせて競争を促
すという統治方針を採用したからである（７）．教養上層民は友好的なやり方であれ競
争的なやり方であれ，支配の恩恵に与るため，変わらずに言語コミュニケーションと
そのための流儀を必要とした．そして，同胞・潜在的友邦・支配者の説得や，敵対者
への論駁を有効に行う言語手段として，この世界で高度に発達したのが修辞学・弁論
術であった．
　公共施設・空間を眺めてみると，標準的ギリシア・ローマ都市が持っていた広場，
劇場，評議会・参事会議場，公会堂，神殿（聖域），競技場，オデオン，迎賓館等は，
いずれも弁論・演説・説得によるコミュニケーションを促す空間として発展したもの
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であったということがわかる．市民間の争いごとを解決する法廷や都市の行く末に関
わる政治的決定や立法を行う集会が，これらの場所で開催されたのはもちろんのこ
と，毎年，市民たちのアイデンティティを確認し，絆を強める数々の宗教祭儀に際し
て，神格賛美や共同体賞賛，あるいは英雄や個人の事績記念，また娯楽のための弁論・
演説が行われるのも，これらの公共施設・空間においてであった．これらの公共空間
スペースを奪い合うようにして埋め尽くしていた数々の金石文や彫像は今日，古代ギ
リシア・ローマ文明を代表するメッセージ伝達形態・様式と見なされているが，実際
のところ，その大抵は，そこで繰り広げられた無数の口頭コミュニケーションのかす
かな記憶＝影ともいうべきものに過ぎない．これらの記念物の背後には，記録と記念
を裁可するための集会における提議・討議・賛同・決議という，弁論と切っても切り
離せない名望家や民衆たちのコミュニケーション行為が存在していたからである．都
市の公共空間で自らの修辞と弁論の才を磨いた各都市の代表的名望家や知識人たち
は，都市の政治をリードし，経済活動と社会生活に規律と活力を与えたことはもちろ
ん，他国に使節として派遣されて同盟を結び，あるいは王や皇帝から援助を勝ち取る
ことで国際関係のネットワークも築いていった．戦地においてさえ，戦争指揮者の大
きな役割のひとつは，軍営で戦士達を雄弁によって鼓舞することであり，集団内で都
市民や国民としての結びつきの意識を共有することが必要な限り，どこに行っても弁
論コミュニケーションは，宗教信仰と並んで，集団形成・維持の文化的基盤であった
とみなせよう．
　弁論や修辞学に通じていることが有益であったのは，公共生活においてのみではな
かった．修辞や文芸の知識は，生活の私的領域，家の中でも，確かな居場所を見いだ
していた．すなわち，特に，教養ある貴族の家では，いずれ弁論術を修めるべき子弟
に，幼少期から発音や言い回しの誤った癖をつけさせないため，正しい言葉遣いので
きる乳母，小児奴隷，また守り役＝奴隷や解放奴隷を置くことが奨励された（８）．また，
教養貴族自身にとっては，書物を読むこととともに，ギリシア語に精通した奴隷に書
物を読ませて聞くことも重要な日課であった（９）．パピルスの巻子は必要箇所を随時
参照するにはおよそ不向きな一方，口誦の比重には大きなものがあったから，目だけ
でなく耳からも一度触れた文章を即座に暗記すること（大プリニウスの場合は抜き書
きを作ることも）は彼らにとって必須であった．ローマ時代に教養人の間で読まれた
アッティカ方言による凝った古典作品など，読み上げ役を任された奴隷は，その内容
や表現，文法についてよく理解していなければならなかっただろうし，主人たる貴族
は，彼らが価値ある古典を流麗に読み聞かせることに高い評価を与え，小プリニウス
はゾシムスやエンコルピウスといった朗読に秀でた解放奴隷や家人の能力を役者のそ
れにたとえ，彼らを家族同然に扱っていたほどである（10）．十分な教養を持つ家内奴
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隷や解放奴隷が，貴族の家庭内で大切にされ，やがて主人の恩顧から解放を得て，や
がて都市の有力者に成り上がっていくというのは，少なくともローマ時代には十分に
現実的なことであった．こうして幼少時から家庭の中で形作られた教養貴族の人格
は，成人後も自らを磨きあげて公的に活躍する準備を続ける一方，学識ある奴隷にも
しかるべき家内での地位を与え，将来の社会的上昇に機会を与えていた．
　要するに，古代地中海の世界と都市，そして少なくとも貴族や名望家の家は，弁論
と修辞の発達に奉仕するために形作られ，弁論と修辞によって統合・維持されていた
とさえいえる歴史的形成物であった．そして，世界帝国・覇権の成立と貨幣・市場経
済の拡大によってますます複雑化したひとびとの信仰や権力，財産の問題も，この言
語技術を用いたネットワークを通じて解決される，ないし少なくとも解決が図られる
ことになった．この世界における言語コミュニケーション・ネットワークがそのよう
なものであればこそ，レトリックという説得技術を通じた人々の交流，さらに社会の
中におけるその位置づけの変化を論じ跡づけることは，財や富の流通ネットワークや
信仰のネットワークのあり方を論究することと並んで，地中海世界の歴史に取り組む
者たちにとり最重要の研究課題となっているといっても過言ではない．上で述べた歴
史と古典文学の協業の必要性の思潮的・研究視角的側面は，このように要約して言い
換えることができるだろう．

２．修辞をめぐる歴史研究の技術的課題
　しかし，その一方，レトリックが言説を支配し，ナラティブの素材すらレトリカル
に料理してしか後代に残さなかった古代世界においては，私たち歴史家は，冒頭に述
べたように，仮構・虚構の問題に直面する．特に時代が下れば下るほど，修辞は説得
という尊い役割を失って空疎な虚飾と化し，せいぜい演示弁論で技巧を競うために真
実や事実に基づく議論など忘れ去ってしまったとみなされがちである．さもなけれ
ば，口八丁の三百代言らが，虚実ない交ぜの弁論を通して法廷を支配し，遺産狩りや
誣告に精を出していた，と．そのため，歴史家は，たとえば今日に伝わる弁論や歴史
書に数字が引かれていても，誇張あるものとしてそれらを鵜呑みにはしない．また，
歴史的事件や出来事が語られていても，それは弁論家・著作家の政治的主張や倫理的
立場を支持したり，聴衆の心を揺り動かしたりするために持ち出された，史実とはか
け離れた寓話や例話，伝説や創作ではないかと疑う（実際，疑えばこそ，古代資料に
おける膨大な神話的・説話的リファレンスの突き合わせ作業が，古代の教養や信仰の
あり方に関心を持つ文学，宗教史研究の基礎になっている）．かくして，私たちは，
古代の著作を前に，どのような修辞の手法やパターンがあるか知らずに，その記述を
史実の根拠として採用してしまっては，軽信の誹りを免れない一方で，修辞を知れば
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知ったで，ますます過去の真実から遠ざかっていく不安に苛まれるという難しい状況
に直面しているといえよう．
　おそらく，そうした今日の歴史家の，古代の著作の叙述に対する懐疑的態度は，も
ともとは，プラトンやアリストテレスによる修辞の専門家＝ソフィストたちへの誹
り，すなわち弁論術を真実追求のためではなく欺瞞のために用いる，といった類いの
批判に少なからず影響されているものと思われる（11）．しかしこれらの哲学者の著作
を読めば即座に分かることだが，それは論理の組み立てによって生じる虚偽のことを
言っているのであって，文学的・哲学的に必要な虚構について言っているわけではな
かった．そもそも，これらギリシア古典期の哲学者の著作もソフィストたちの弁論も
読んでいたキケロのようなローマの知識人が，プラトンその人の中に秀でた弁論家の
資質を見る一方，レトリックそれ自体を，本来的に虚構や虚偽による欺瞞のための技
術とは考えていなかった，ということを私たちは想起すべきだろう．弁論家とは「説
得すべく適切に accommodate ad persuadendum （de Orat. 1. 61. 260）」述べることが
できる者であるとキケロは述べるが，たとえば法廷弁論におけるその役割は，Ｊ・Ａ・
クルックが正しく指摘するごとく，何が法の適用を受けるべき「事実」であったかを
説得的に示すことであり，それを法学者たちも「キケロの仕事」と呼んだのである（12）．
係争当事者，そしてまた，その法廷代理人である弁論家のなすべきことは，「問題の
事実について，その通りであるのか，ないのか，或いは，その事実があったのか，な
かったのか，この点をはっきりさせることだけに限られてい」（Rh 1354a， 28‒29：『弁
論術』戸塚七郎訳．以下和訳拝借）る，というのが，さかのぼってアリストテレスの
理解でもあった．
　弁論が「事実」にかかわるものであるということは，弁論の伝統的三区分の中の法
廷弁論だけでなく，演示弁論epideiktikonや政治弁論symbuleutikonにも当て嵌まる．
１世紀のラテン修辞学者のクインティリアヌスは，「叙述narratio」の種類として「お
とぎ話 fabula」，「筋立てargumentum」，「歴史historia」という三つを挙げ，おとぎ
話は「真実のかけらもない non a veritate modo」もの，筋立ては「偽りながら真実
らしく見えるもの falsum， sed verosimile」，歴史は「現実の出来事 res gestae」，と
述べる．その際，おとぎ話は詩や悲劇に，筋立ては喜劇にそれぞれ属するとしつつ，
法廷弁論以外の弁論，すなわち政治弁論と演示弁論で述べるべきものとしたのは，と
りわけ最後の歴史，すなわち現実の出来事＝「（過去に起こった）事実」であった（De 

institutione ortoria 2. 4. 2）．クインティリアヌスが用いる「歴史historia」という語は，
本日の報告者吉田氏が訳者の一人として加わっている最近の訳書の註記にもあるごと
く，現代人の目には伝説や神話に属するとしか思われない出来事の叙述も含んでい
る．しかし，ローマ人にはローマ人なりの，「おとぎ話」や「筋立て」と区別される「過
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去の出来事・事績」についての観念があったことは，このクインティリアヌスの分類
から明らかである．時代が下って，ヘルモゲネスの名で伝わるギリシア語の弁論術の
教科書梗概や，四世紀のアフトニオス，五世紀のニコラオスの教科書も，弁論に差し
挟まれるべき話 diegemaとして，「おとぎ話的mythika」であったり「創作的
plasmatika」であったりする種類のそれと，「歴史的historika」であったり「政治的
politikon」，「実際的 pragmatika」であったりする種類のそれの区別を前提に生徒へ
の教育を論じているから（13），こうした区別は帝政期のギリシア・ローマの知識人に
とって一般的な理解であったと考えてよいだろう．難しさは，古代において認識され
た作り話と実話の境界を，私たちが容易に峻別し得ないところにある．

３．『トロイコス』にみる実話と虚構
　この点をもう少し立ち入って考えるために，一世紀から二世紀初頭にかけて活躍し
たビチュニアはプルサ出身の弁論家，ディオ・クリュソストモスの弁論『トロイア陥
落せずTroikos』を取り上げてみよう．トロイア市民たち（andres Ilieis）に向け（14），
トロイア，すなわちギリシア人にとっては敵役ながら，帝政初期にはローマの伝説的
祖先としての地位を認められた都市の名誉回復のため（hyper hymeteros)，法廷弁
論風にホメロスを告発して「真相」を明らかにしようとした作品で，最近の内田次信
氏の見事な翻訳によって私たち日本人にも容易に接近できるようになった．そこで示
される作り話と実話の境界を，当時の典型的見解とみなしうるかについては議論の余
地があろう．しかし，第二次ソフィスト運動，ないしギリシア・ルネサンスというロー
マ帝政期を代表する文化現象を担った知識人たちの嚆矢と目されるこの弁論家＝哲学
者が，正面から真実と虚構を論じたこの作品は，今日でも研究者たちの興味をひきつ
けてやまない，時代を代表する思考実践の試みとして，一考の価値がある．
　ディオは，まず，序言で，耳に心地よい虚偽を信じ込まされることのたやすさと，
不愉快な真実を教育することの困難さというトピックを提示する．自らのこれから述
べることは当時の人々の歴史通念に照らして容易には信じられないであろうが，それ
を学ぶことはまさに困難な真実到達への試みに他ならない，として傾聴を促すのであ
る．その上で，最初に自らの口で，ホメロスの信憑性に疑義を呈し，次いで，エジプ
トの神官の証言を借りて，ホメロスの描くトロイア戦争像とはまったく異なった，ギ
リシアを敗者，トロイアを勝者とする「真実の」歴史像を提示していく．
　まず，彼自身の見立てによれば，ホメロスは，神々にふさわしからざる言動をさせ
たり，神々の言葉を創作したりする点で，そもそも嘘つきであることは明白である．
また，その作品全体を通じて首尾一貫して題材を並べなかったり，肝心の題材に触れ
なかったり，信じさせる自信のないことについては自らの責任で語らず登場人物の口
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を以って語らせたりするのは，吐いた嘘を糊塗しようとする者の習い性で，ホメロス
もその例外ではない，という．それではトロイア戦争の真相はいかなるものか．それ
を示すには，ホメロスに取って代わる，より信憑性の高い情報源が必要だが，そこで
持ち出されるのが，年取ったエジプトの神官の証言である．その神官は，エジプトに
はこれまでの全ての歴史の記録が残されていて，自らは真実の成り行きについてよく
承知しているけれども，ギリシア人は，享楽的で無知なくせに自らを博学と過信して
いるから，容易に真実を受け止めようとはしないであろう，として話し渋る．このモ
チーフは，冒頭でディオが述べた，苦い真実を受け止めることの困難さというトポス
の再説である．ディオはこうしてエジプト神官の権威に拠りながら，ヘレネとパリス
の結婚が当時の仕来りに則った正当な結婚であったこと，トロイアのギリシアへの政
治介入を恐れたアガメムノンと求婚に失敗したメネラオスがギリシアに戦争を呼びか
けたこと，英雄として知られるヘレネの双子の兄弟は結婚の正当なるがゆえにこの呼
びかけに応じなかったこと，アキレウスは実はヘクトルに斃されたこと等，ギリシア
人の耳に心地よくない出来事を，ホメロスへの反駁によって論証していく．
　さて，こうしたこの弁論における虚構と真実の扱いは，研究者によってどのように
捉えられているだろうか．最近の研究に目を向けてみると，帝政期のギリシア文学に
おけるホメロス評価について論じたローレンス・キムは，デシデッリ以来の有力説，
すなわち，ディオが，当時の政治情勢にかんがみローマの支配を称揚するという政治
的意図でこの弁論をなした，という「政治的プロパガンダ」説に反対した．この作品
は，「ホメロスはトロイア戦争についての史実を正しく伝えている」という通念 doxa
をアイロニカルに批判し，歴史的真実が不確実で不安定なものということを示すため
に編んだ，遊び心にも欠けていない演示弁論であったというのである．彼の主張の根
拠は，デシデッリが自ら説の根拠とした部分，すなわち，ディオが，論証を終えたあ
と，末尾近くで自らのホメロス批判を弁明し，いまやギリシアはアジアの征服を恐れ
るような情勢にはなく，ギリシアもアジアも，他国（＝ローマ）支配の下に置かれて
いるので，今こそ真相が明らかにされるべき，と述べる直前の部分である．ディオは，
そこで，とあるメディア人からの伝聞として，ペルシア戦争の敗者ペルシア王は国内
に不穏な動きが起きぬよう，戦争は味方の勝利に終わったと喧伝し，それがペルシア
では今日でさえまだ信じられていると述べる．なればこそ，ホメロスが実際はトロイ
アに負けた戦争でギリシアに不安が拡がらないようギリシア方が勝ったと宣伝したと
しても，その当時としてはギリシア人の利益に叶ったこととして許されてよいと語
り，それに対し，今は政治情勢が異なるのだから，それへの忖度抜きで真実が開示さ
れるべきという先の部分に繋ぐのである．キムはこのようにして，ディオが，この世
界を「偽りの信念と空疎な伝統」に満ちたものと捉え，そこでは「歴史的真実」も「民
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族の誇りの源泉」であるだけに「不確実で不安定なもの」とみなしていたと解釈する
ことで，最終的には，ディオが，ホメロスを弁護したばかりか，ホメロスとは異なる
歴史を語っている自らを弁護したものと考える（15）．キムが，ルキアノスばりの「ア
イロニー」や「遊び心」をこの弁論に見るゆえんである．
　私は，キムによる，デシデッリらの政治的プロパガンダ説への批判には一理あると
考える．確かにディオはこの箇所以外にもアエネイアスがヨーロッパで最も豊かな地
域を支配しあらゆる都市の中で最も大きな都市を建てた等と述べているが（138‒9），
通り一遍の世辞にとどまるし，トロイアとトロイアの英雄たちの戦後の事績中の一挿
話でしかない．とはいえ，ディオの立場に，真実と虚構の境界は曖昧で政治的情勢次
第でどのようにも変わりうるというような懐疑論やご都合主義をみようとするキムの
主張も，この弁論の真意を正しく捉えているとは言いがたいと私は考える．実は，ディ
オは，上記の箇所に続いて，自らのホメロス批判の自己弁護を三章費やして行ってい
るのだが，キムはそのことにいかなるわけかまったく触れない．そこではディオは，
自らの論が，ギリシア人をさまざまな不名誉 oneiros， aiskistosから救うことになる
ということを繰り返し強調している．ギリシア最強のアキレウスが敵方でもっとも軽
侮さるべきパリスに斃されたということ，ギリシアで最も分別のあるアイアスがつま
らぬ狂気にとらわれやがて自殺したということ，野蛮な殺害や強姦，不名誉な略奪が
名家の英雄たちによってなされたということ等が否定された方が，ギリシアの勝利が
否定されることより「ギリシア人にとって……どれほど重要であったことだろう」と
いうのが，彼の結語であった．
　そこには，犬儒派に傾倒するディオならではのアイロニカルでユーモラスなトーン
はありつつも，彼のほかの弁論にも通底する，モラリストとしての強固な主張，名誉
を重んじるギリシアのエリートとしての揺るがぬ価値観が見て取れよう．そのような
観点から改めてこの弁論全体を振り返ってみれば，ディオがこの弁論で一貫して行っ
ていたのは，正義や社会慣習にまつわる当時の聴衆の社会通念 doxa，ないし，アリ
ストテレスの用語を用いれば，問答法的推論の基礎になる一般的考え＝ endoxaをも
とにした推論により「ありそうなこと eikos」を提示してホメロスを否定する（しか
し社会正義に抵触しない限りにおいては受入れる）ことであった（16）．ディオによれ
ば，ヘラのような成熟した女神なら，牧童などではなく夫たるゼウスのみを自らの美
の判定者とすべきであり，ヘレネのような高貴な家柄の女性は複数の求婚者があるな
ら，できるだけ高貴な家柄の男性に嫁ぐべきである．英雄ならば不名誉な行為に手を
染めてはならないし，死ぬときは自らに匹敵する優れた英雄と正々堂々と戦って斃さ
れなければならない．アガメムノンやメネラオスのような邪な意図を持って戦争を始
めた者は敗れるべきであり，ヘレネの双子兄弟のような真の英雄は信義を保ってアガ
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メムノンの呼びかけに応じはしない．つまり，彼は，あるべき倫理や社会通念に反す
ることを物語るなら，ホメロスすら否定されて当然と一貫して主張し，その背後に，
過去には神々による信賞必罰・因果応報の秩序が貫徹していた（はず）という固い信
念を持っているのである．ディオにとって，過去における真実＝歴史は，キムが考え
たように揺れ動く不確かなものではなく，みずからとその仲間の心正しきエリートた
ちによって共有されている倫理や価値観　　それは，楽しみのためには欺瞞や逸脱行
為も許されると考える者たちにとっては耳に痛いものだが　　を過去の教訓として支
えるべき出来事に他ならなかったといえるだろう（17）．

４．弁論における真実と説得
　彼の考え方はプラトン以来の神話批判に連なっているものと考えられるが，偉大な
詩人ホメロスの物語を倫理的観点から判定し，さまざまな出来事の倫理的に正しい因
果関係を首尾一貫した歴史の真相として提示しようとしたという点で，『トロイコス』
という作品は，哲学と修辞の，ある種幸福な結びつきの極北に位置しているといえる
だろう．しかし，そうした作品であればこそ，そこに，現代の歴史家が求める歴史的
事実は求めるべくもない．実際，この世の中には，倫理に反する行為や思考に満ち満
ちているし，英雄的過去・原初的過去においてはそうではなかったはずという素朴な
言説を信じる歴史家などいはしまい．せいぜい私たちが把握しうる真実は，ディオと
いう１世紀後半の弁論家＝哲学者が何を価値ある正義の行為とみなしていたかという
こと，また彼がどのような価値観・倫理観を提示することが聴衆の関心を惹き，その
心を動かしうると考えていたかということにとどまる．そうした考え方，価値観がど
の程度まで社会に浸透していたかがわかれば，社会史や精神史の研究にとっては大き
な前進だが，残念ながら，個々の弁論自体からそうしたことをうかがい知ることはで
きない（18）．
　それでは，ローマ帝政期に流行した，アッティカ方言の擬古文を用いたアナクロニ
スティックな弁論などからは当時の社会の様子はわからないのだろうか．最近，ディ
オのもうひとつのよく知られた弁論『エウボイア弁論』をとりあげたジョン・マーは，
この都市的生活と牧歌的田園生活を対比して後者を称揚した弁論が，スーザン・オー
ルコックによってその信憑性に留保をつけられた（19）のとはむしろ反対に，帝政期ま
で生き残ったギリシア都市の民主政的政治の舞台における説得のための弁論の伝統
と，当時のギリシア都市に生じていたさまざまな社会的・経済的現象を，よく証言し
ているものと再評価している．扱った弁論が長い上，マーの主眼は，そうした現実的
意味を持つ帝政期のギリシア語弁論が擬古文回帰への志向を持った所以如何という点
にあるので，彼の議論をこれ以上追うのは，今ここではやめておく．ただ，弁論中で
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触れられるように，ローマ帝政時代にも市民たちが武器を取ったり，荒廃したアゴラ
において牧羊をなしたりするケースは十分ありえたこと，都市の公共空間で市民たち
の前で民主的な討議が繰り広げられていたことなどについての彼の指摘（20）は，考古
学やそれに傾倒する最近の研究に対する，文献史学・碑文学の側からの返歌といった
趣も持ち，静態的な空間や物質的生活の再構成には強くても，社会や政治生活の動態
解明にはどうしても弱点を持つ考古学への当然の批判を含意することになっている．
　最後に，ひとつだけ，マーがとりあげなかった事例で，オールコックの景観史の議
論にも深くかかわる事例を，社会制度史，行政史，経済史の視角から挙げてみたい．
それは，弁論中の主人公で，都市の民衆法廷に召喚された狩人がその一家や仲間と暮
らしていたエウボイア島の，とある都市の郊外の農地にかかわる記述であり，考古学
と文献史学のかかわりを考える上で興味深い論点を提供してくれる．この農地は，こ
の弁論の中で，かつて島の有力者aner makariosに属していたものが，その人の皇帝
による処罰に伴い没収され，そのまま放置されて荒れ果ててしまったものとして描写
される．この所領の牛飼いであった狩人の父親はそこに残り，爾後，誰からも咎めら
れることなく住み続けていた，というのである．オールコックはこの記述は史・資料
的裏付けを持たないものと一蹴する（21）．皇帝に没収されてローマ皇帝領とされた所
領についての証拠がギリシアに残っていないからというのである．
　しかし，オールコックの見立ては単純に過ぎる．そもそも碑文を主とするローマ皇
帝領についての関連証言は，ローマ帝国中を見回しても絶対数が少なく，残されたも
のも，実効経営されていた皇帝領の管理者にまつわる奉納碑文や顕彰碑文，墓碑，あ
るいは皇帝領小作人の請願文といったところに限られる．すなわち，放棄地になった
皇帝領について知りうる可能性は，帝国中見回してもほとんどありえないわけで，関
連史料の不在でもって放棄地となった皇帝領の不在が証明できるというなら，ギリシ
アだけでなく帝国の大半の属州にそうした所領は存在しなかったことになってしまう
だろう．翻って，さまざまな文学資料の証言によれば，なにより幾人かの皇帝は，兵
士たちのための分配金や戦争，あるいは奢侈などのために，手っ取り早い現金収入を
必要としており，とりわけ没収地の公売は，そうした収入を得るための有力な手段で
あった．ネロやドミティアヌスら，資産家に罪を着せて財産没収を行った皇帝につい
ての記述は（これらも「悪しき支配者」を現すトポスとみなされがちだが），こぞっ
てそのような動機を指摘している（22）．管理官以下の管理・経営組織をもって継続的
に経営する行政コストに引き合わない没収地は，下賜や公売の対象となり，それでも
買い手がつかない場合には，処分の容易な動産のみ競売に付された，と考えるのは理
にかなっている．こうしたことを踏まえたうえで，再び『エウボイコス』の狩人の物
語に目を向けてみると，狩人は，もともとの大地主が所有していた馬や牛の多くの群
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れが，彼の父の管理していた牛とともに「屠殺のためhoste katakopsai」に連れ去ら
れたと語っていた．牛（父がその後にも飼っていたと言われる牛の出所はさておき）
ならともかく，馬が屠殺のため牧場から引き離されるというのは考えがたいので（23），
この箇所は，動産が土地から持ち去られ，いずこか，この狩人になじみのない，おそ
らく都市の市場あたりで売り払われてしまったという成り行きを指していると解する
べきであろう．すなわち，ディオのこの記述は，一世紀後半のそのほかの史料にも少
なからず確認できる没収と公売について物語る記述，そしてまた（動産の公売が事実
の反映として認められうるならば）公売にかからなかった放棄地の行く末について示
唆する記述として小さからぬ説得力を持っている．
　大所領の継承や放棄ということと，それにまつわる資料証言の関わりについてもう
少しだけ述べておこう．地方の有力者が持っていた広大な所領の没収後，それを皇帝
領として経営したと思われるケースは，おそらく北アフリカに若干の実例が認められ
るが，第三者が落札して経営するということが起こりえたかどうかについては，実の
ところ帝国中を見渡しても，不動産市場の成立が確かなイタリアを除き，十分な証拠
がない．北アフリカの皇帝領や小アジアの大所領のいくつかには，以前の所有者の大
所領経営を受け継いだと見られる形跡が所領の名称に残されているけれども，それら
は没収地ではなく相続によって皇帝家や有力元老院議員家系の家産に加わったと推定
されるものばかりである（24）．これらのことは，大所領経営が十分な承継準備期間な
く突然引き継がれることが困難であったということの反映であるかもしれない．パー
セルとホーデンが，その大著の中で圧倒的に豊かなリファレンスをもって繰り返し
語っているように，地中海世界における農業は，その複雑な地形，年毎，季節毎に大
きく変動する降水量，土壌や地相などによって，近隣や遠隔の諸地域との関係におい
てきわめて複雑な，そしてまた年毎にすら，様相をがらりと変える生産戦略を採らざ
るを得なかった（25）．オールコックは，小生産者より大土地所有者のほうが，多様な
生産展開が可能なので，さまざまなリスクに対する耐性が高かったと推測する．再分
配型の経済システムが大きな役割を果たしていたこの時代，その推測自体は真実の一
端を突いているものと思うが，その反面，この時代の生産構造や流通構造の安定性は，
経済構造が再分配的であるのに応じて，政治権力の安定性に大きく左右されていた．
しからば，大所領主の突然の政治的失脚が，大所領の地域経済における位置や地域経
済のメカニズム自体を大規模に変えたり，破壊したりすることはありえたと見るべき
で，ディオのエウボイアの狩人の逸話は，そうしたことの証拠としてみなされうるか
もしれない．大所領主の突然の死とその家系の断絶が所領の民にパニックをもたらし
たとする記述は，アプレイウスの『黄金のロバ』の中の挿話にも認められる（26）．そ
こでは，所領の農民は，大所領主の死とともに，こぞって所領を立ち去り，新たな雇
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用主を求めて集団で移動することになったのである．
　ディオの『エウボイコス』やアプレイウスの『黄金のロバ』のエピソードを，荒唐
無稽な創作ではなく，読者や聴衆の常識に訴えるために持ち出された「ありうべきこ
と eikon」＝ commonplaceであったのではないかと考えるとき，私たちの手にする
資料の幅も，またそこから浮かび上がってくる歴史像もいっそう豊かなものとなる．
「トポス」を用いているということと，それにより虚構を真実らしく見せているとい
うことは決して同義ではない．例えば，冒頭の，古典期の輝ける栄光のポリスと，帝
政期の侘しい隷従のポリスという対照のトポスに立ち返れば，オールコックが，考古
学的証拠に照らしてこれを虚構とし，同時代証言としての価値をネガティブにとらえ
たのは早計だろう．500年も前のことについてならともかく，同時代のことについて，
聴衆が得心しえないトポスを挙げることは説得という目的に反し，自らの弁論を台無
しにしてしまいかねないからである．それよりもむしろ，当時のポリスが考古学的な
証拠となって残るような，しかるべき繁栄を遂げながら，それでもそこに帝政期の教
養人が「侘しい隷従」や「衰退」の反映を見たところに妙味があり，彼らのメンタリ
ティや感じ方にこそ歴史的考究対象としての価値があるだろう．考古学や歴史関連諸
科学の進展によってもたらされた新しい知見と，すでに昔から私たちが持っている文
学資料からの知見を，後者が書かれた文脈に即して突き合わせるとき，そこにはあら
たに，歴史家にとって考究すべき興味深い問題が生まれてくる．インフラの整備に経
済活動の実態が追いついていかなかったのかもしれないし，しかるべき経済実態が
伴ったものの政治的隷従や倫理的退廃からそれをむなしい繁栄とみなしたのかもしれ
ない．私はいずれもありうる仮説と考えているが，ともあれ，私たちは，新しい知見
の蓄積によって古くからの知見を駆逐することではなく，前者に照らして後者に新し
い光を当てることこそを求められているのではないだろうか．お互いにお互いの成果
を共有し，それぞれの研究を深めていくべき歴史関連学，歴史学，文学研究三者の関
係は，そういうところに新しい活路を見出すべきであろうと感じているということを
あらかじめ指摘して，やや長くなった論点開示を閉じたい．

註
（１）Susan E. Alcock, Graecia Capta: The Landscapes of Roman Greece. Cambridge University Press,  
1993.

（２）cf. Platon, Gor. 454e‒455a； Cicero, de Orat., 1. 61. 260.
（３）長谷川岳男「ギリシア『古典期』の創造　　ローマ帝政期におけるギリシア人の歴史認識　　」
『西洋史研究』新輯32，2003，24－55頁；桑山由文「元首政期ローマ帝国とギリシア知識人」『史窓』
65，2008，19－32頁；上野愼也「リュクルゴスの史筆　稽古の姿勢を読む」桜井万里子／師尾晶



 論　点　開　示 109

子編『古代地中海世界のダイナミズム　空間・ネットワーク・文化』山川出版社，2010，274－
297頁；佐藤昇「ヒュポーモシアー　　デーモステネース18番103節の解釈をめぐって」大芝芳弘，
小池登編『西洋古典学の明日へ』知泉書館，2010，311－332頁；田中創「ローマ帝政後期のギリ
シア修辞学と法学・ラテン語教育」『西洋史研究』新輯41，2012，１－30頁；栗原麻子「アッティ
カ民衆法廷における報復のレトリック：リュクルゴス『レオクラテス弾劾』を中心にして」『西洋
史研究』新輯43，2014，１－27頁；本間俊行「五賢帝時代における教養人と都市社会 : アプレイウ
スの『弁明』を手がかりに」『西洋史研究』新輯44，2015，51－74頁など．

（４）言わずもがなであるが，1997年以来，100巻を超す古典の翻訳を出版している京都大学学術出
版会の「西洋古典叢書」の意義は大きい．

（５）例えば，筆者の専門であるローマに関してだけでも，最近，K. Eshleman, The Social World of 

Intellectuals in the Roman World, Oxford UP, 2012； W. Tim, Beyond the Second Sophistic: Adventures in 

Greek Postclassicism, University of California Press, 2013； A.J. Quiroga Puertas （ed.）, The Purpose 

of Rhetoric in Late Antiquity: from Performance to Exegesis, Mohr Siebeck, 2013； C. Steel and H. van 
der Blom （eds.）, Community and Communication: Oratory and Politics in Republican Rome, Oxford 
UP, 2013； P. Janiszewski, Stebnicka, K., Szabat, E. （eds.）, Prosopography of Greek Rhetors and 

Sophists of the Roman Empire, Oxford UP, 2014； J. Lauwers, Philosophy, Rhetoric and Sophistry in the 

High Roman Empire. Maximus of Tyre and Twelve Other Intellectuals, Brill, 2015.
（６）こうした地中海的環境の，今日の観光的イメージに反した現実の断片的在り方について，環境
史観点から組織的に論じつくした観のある研究史上画期的な大著は，P. Horden and N. Purcell, 
The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History, Wiley‒Blackwell, 2000であるが，欧米学界に
比べて我が国でこの著作の受容・評価が遅れ，その枠組みを意識した研究がなかなか表れてこな
いことを残念に思う．

（７）こうした見方は，目新しいものではないが，コミュニケーション論など社会学の方法も用いな
がらローマ帝国について見事大著に論じ切ったものとして C. Ando, Imperial Ideology and Provincial 

Loyalty in the Roman Empire, University of California Press, 2000．社会学の影響を受けた著作に共
通するところだが，構造的・静態的に描きすぎて変化や動態が見えてこないという批判はある．

（８）Quintilianus, Inst. 1. 1. 4‒10　誤った言葉遣い．
（９）Plinius, ep. 3. 1； 3. 5.
（10）Plinius, ep. 5. 19； 8. 1.
（11）Aristoteles, SE 1, 164a 20‒30.
（12）Nihil hoc ad ius： ad Ciceronem； Cic. Top. 51； J.A. Crook, Legal Advocacy in the Roman World, 

Cornell UP, 1995, 40, 142‒143.
（13）Ps‒Hermogenes, Prog. 4； Aphthonius, Prog. 2 （Rabe）； Nicolaus, Prog. 12．アフトニオスやニ
コラオスによれば，mythosは「偽りの筋書き logos pseudes」であり，「真実にみせかけるもの
（aletheian eikonizon）」という点で（Aphtonius, Prog. 1 （Rabe）； Nicolaus, Prog. 6），クインティ
リアヌスによる区分の argumentumに近い．これに対し，historiaは定義されないが，彼らの
mythikosと historikosの対比から，彼らにとっての historiaは，クインティリアヌスの述べるご
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とき「現実の出来事」のことであったと推察できる．
　　ところで，アリストテレスは『詩学』において，史家が語るhistoriaを「すでに起こったこと」，
詩人が語るmythosを「起こる可能性があること」としていた．過去の事実であるかないかを基準
に両者を対比するという点で，上述の後代の修辞学者の見方を先取りしているといえるが，アリ
ストテレスは「すでに起こったこと」がmythosでもありうることを排除しない（Po. 9 , 1451b）．
いわく「すでに起こったことのいくつかには，起こりそうなものであることを妨げるものが何ひ
とつない」（1451b. 29‒30）からである．アリストテレスにとって，mythosを語ることは哲学的行
為（cf. Po.5, 1449b「高貴な事柄の再現」）であり，歴史を語ることより意義深く普遍的な価値を有
することであった．そうした見地から，とりわけホメロスが，『オデュッセイア』において，実際
に起こった出来事を時系列に沿ってすべて物語るのではなく，「統一ある行為」を示すべく選択し
て述べていることを，mythos＝「筋立て」の普遍的哲学的価値の好個の例証として挙げるのである．
こうした見方は，霊感を得た詩人の詩句には人間の真実が宿るという，古代の知識人の間に普及
していた信念・共感に理論的拠り所を与えたものと考えられるが，優れた詩の力を称揚するあま
り，修辞学の基礎的前提の一端をなす事実と虚構の区別をぼやけさせてしまう見方でもある．次
節で取り上げるディオが，ホメロスの筋立ての選択的性格にこそ虚偽性の証拠を見，数々の人倫
に反した叙述に真理からの違背を指摘するのは，まさにそうしたアリストテレス流の詩人賛美の
素朴さや先験性を，修辞学と哲学の両面から衝くことを意図，ないし少なくとも含意していたも
のと思われる．

（14）ただし，ディオはトロイア以外でも披露するであろうことを予告している．単なるおべっかで
はないということの強調であろうが，これから述べることの持つ説得性に対する自負の表れでも
あろう．

（15）L. Kim, Homer between History and Fiction in Imperial Greek Literature, Cambridge, 2010 , 139
「ディオが提起するには，英雄的過去について語ることは常に，単に「真実」について省察する
というよりむしろ，虚構を作り出し，物語を語り，「真実」を構築することなのである」．ポスト
モダニズム風の評価である．

（16）この点で，私は，ディオが，ホメロスの論理の矛盾を衝く点では注釈家たちの態度を踏襲して
いるとする S. Said, Dio’s use of mythology, in； Dio Chrysostom. Politics, Letters, and Philosophy, S. 
Swain （ed.）, Oxford UP, 161‒186の見解には賛同しつつも，彼女が eikosを「（論理的）蓋然性」
と捉え，ディオが，ヘロドトスやトゥキディデスにさかのぼる歴史家的分析主義の態度を持って
いたと見る見方には賛成しない．それはあくまで「通念的蓋然性」であった．

（17）キムは，この弁論が遊戯性にあふれた単なる演示弁論であることを主張するために，ディオが
ほかの弁論では，ホメロスの詩句を積極的に引用していることを論拠にしているが，ディオが，
第60弁論で哲学者は神話を「有用で哲学にふさわしくなるように」彫刻家のごとく加工する，と
述べていることからも明らかなように，ディオは哲学の倫理・価値観にかなう限りにおいては神
話を利用するし，なにより，Troikosにおいてすら，ホメロスの語っていることの全てを否定して
いるわけではない．したがって，このこと自体はキム説の論拠にはならない．

（18）しかしこれは，宗教社会史の視角からかねて注目を集めてきている論点であり，キリスト教ロー
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マ帝国成立過程における司教・聖職者による哲学者の役割継承という観点から , P. Brown, Power 

and Persuasion in Late Antiquity, University of Wisconsin Press, 1992の見事な叙述がある．私は，
ディオのような哲学者がホメロスに象徴される神話という古典古代のカノンを否定しつつ，新た
な哲学的・倫理的カノンを提示しえなかったことが，彼ら哲学者の活動の限界と，聖書・聖典に
基づく新たなキリスト教聖職者の活躍の開始を予告したものと理解している．

（19）Alcock, 86.
（20）J. Ma, Public Speech and Community in the Euboicus, in； Dio Chrysostom. Politics, Letters, and 

Philosophy, S. Swain （ed.）, Oxford UP, 2000, 111‒124.
（21）Alcock, 74‒5.
（22）G. Morcillo, Staging Power and Authority at Roman Auctions, Ancient Society 38, 2008, 185‒213.
（23）多くの馬や牛を生産していた大土地所有者であるならば，その群れは多様な畜齢の馬や牛によ
り構成されていたはずで，屠殺にふさわしくない畜齢のそれらもいたはずである．もしこの土地
が皇帝領編入後も相変わらず牧畜経営に当てられる計画であったのなら，生産物が生産手段たる
土地からこのような形で切り離されることは考えがたい．

（24）Horden and Purcell, op. cit.
（25）D.P. Kehoe, The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North Africa, Gottingem 
1988.

（26）Apuleius, Met. 8. 15f.

Ⅱ　基調報告（１）

古代ギリシアの弁論における「神話」のレトリック
　　イソクラテスを中心に　　

庄　子　大　亮　

はじめに
　古代ギリシアにおいて「神話」は，ホメロスやヘシオドスをはじめとした詩人たち
によって主に語り継がれていた．前五世紀以降に弁論が発展していくが（１），その弁
論においても神話は言及されることになる．なぜ，どのように，神話はレトリックと
して機能しえたのだろうか．「神話」と「歴史」，「虚構」と「現実」をめぐる諸問題
につながるものとしても，「神話」のレトリックについて考えてみたい．
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１．考察の道筋
　先に，本稿の考察の道筋を示しておこう．まず，ここでの「神話」という言葉につ
いてである．神話（または，物語など）と訳されるのが「ミュートスmythos」とい
う古代ギリシア語だ．それは近現代の「神話」概念と同一ではなく，古代人にとって
は「歴史」としての性質を強く持っていたりもした．しかし，当代の出来事と，太古
の物語としてのミュートスは区別されていた（２）（本稿で着目する弁論家イソクラテ
スにおいても基本的にはそうである）．これをふまえて，本稿では，「神々および，神々
の子孫とイメージされた偉大な英雄たちについての，太古を舞台にした物語」という
意味で神話という言葉を用いる．神話の中核には，前二千年紀の王国分立時代（ミュ
ケナイ時代），さらにはそれ以前に遡るのであろう様々な「記憶」がある．そして，
ポリス成立期でもある前８世紀以降，トロイア戦争について歌ったホメロスを筆頭と
する詩人たちによって神話は語り継がれ，世に浸透していた．
　なお，トロイア戦争とは周知のように，ギリシア連合軍と，東の異国トロイアとの
間の大戦のことで，トロイア王族にさらわれた美女ヘレネの奪還のため，ギリシア連
合軍がトロイアに遠征したとされる．ギリシア人は，明確な史料の残されていない時
代である前1200年頃にそれが起こったと考えていた．本稿で言及する神話としては他
に，トロイア戦争よりも前の世代に活躍したとされる全ギリシアの英雄ヘラクレス
や，アテナイ王でもあるテセウスなどの物語がある．アテナイはトロイア戦争の物語
でそれほど大きな役割を担っていないが，それを補うかのようにアテナイの偉大な過
去を讃美する神話（テセウスの業績として語られることも多い）が，ホメロス以外の
詩や，演劇によって伝えられていた．
　そして本稿では，全ギリシアの協同（アテナイ，のちマケドニアを中心とした協同）
とペルシア征討を主張し続けた弁論家であり，神話に言及しているイソクラテス（前
436～前338年）に着目して検討する（３）．イソクラテスには，神話を内容に取り入れ
た弁論が複数あり，そこでは神話の伝統が強く意識されつつ，先行する諸弁論の神話
に言及したレトリックが踏襲あるいはときに批判的に継受されてもいる．彼の弁論
は，神話とレトリックをめぐる諸問題の焦点として有意義と考える．
　そのイソクラテスについて，本稿と特に関連する先行研究として以下がある．まず，
イソクラテスの弁論には詩歌が扱う内容との共通性が見られること，また彼は有益と
考える神話と，そうでないものを区別して言及していることを指摘した，T.L. パピ
ロンの論考である（４）．また，C. カラムは，イソクラテスが神話を，歴史と連続する
論理的言説として捉えていると強調しており，これもイソクラテスの神話の扱いを考
えるうえで重要な論点であろう（５）．これらの先行研究を参考とし，依拠した主張も
本稿においては一部あるが，ここではこれらの研究以上に，イソクラテスが神話を用
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いた背景や影響力に配慮しつつ，先行研究では十分に照らし出されていない，「神話」
と「歴史」，「虚構」と「現実」の相互作用を視野に入れて検討してみたい．

２．神話を語るイソクラテス　　　『民族祭典演説』を例に
　では，イソクラテスが弁論においてどのように神話を扱っているのか，実例を見て
おこう．祭典に集うギリシア人たちに向け，異民族ペルシアに対しアテナイ主導のも
と全ギリシアが協同すべきであるとうったえた『民族祭典演説』（前380年）において
イソクラテスは，アテナイこそギリシアを導く国にふさわしい根拠として，一連の神
話に言及している．すなわち，アテナイ人は血統を純粋に保ってきた生え抜きの民で
あるうえ，ギリシア全体に恩恵を与えてきたこと，ライバル国家であるスパルタにも
嘆願を受けて助けたこと，攻め寄せた異民族を撃退したことなどがその根拠である．

『民族祭典演説』28～29（６）「（アテナイの偉業として）まず，人間の本性が最初
に必要とするものが，我が国によって用意されたことが挙げられよう．この話は
神話ふうのものmythodes（この言葉についてはあとで論じる）であるとしても，
あらためて述べる意味がある．さらわれた娘コレーを探してさまよい，女神デメ
テルが我らの土地にたどり着いたとき，秘儀入信者以外には教えられていないと
ころの，祖先の奉仕に女神は心動かされ，最もありがたい贈り物を二つ，アテナ
イにくださったという．一つは穀物で，これによって我々は野獣の生活を脱する
ことができた．またもう一つの贈り物である秘儀は，これに入信する者に生の終
わりと永遠について甘美な希望を授けるのである．こうして我が国は神を崇める
だけでなく，人間に献身する国となった．そして，これほどの恩恵を得たにもか
かわらず，それらを惜しむことなく全ての人々と共有したのだ．秘儀を今でも挙
行して入信者を迎え入れているし，穀物については，我が国がその利用と耕作と，
そして恵みとを人々に教えたのである」

同54～57「我が国の行状と力とは，人々が過去に我々によせた嘆願から判断され
るであろう．近年起こったことや，些末なことについての話は省くこととしたい．
ではトロイア戦争のずっと前のことを語ろう．父祖のことについて議論する者た
ちはそこから論拠を得るのが正当であろうから．当時，ヘラクレスの子らが我々
のもとにやって来たし，そしてそれよりも少し前にタラオスの子でアルゴス王の
アドラストスもやって来たのだった．アドラストスは，テバイ攻めの戦に敗れ，
カドモスの地で落命した将兵の遺体を収容することができず，この普遍的な掟が
ないがしろにされた不幸に際して，我が国の助けを求めた．亡くなった者たちが
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屍のまま放置されることによって，古来の慣習と父祖の掟が破られるのを許さな
いようにと，うったえたのである．一方，ヘラクレスの子らはエウリュステウス
の追及を逃れて放浪していたとき，彼らの災難を助ける力がないと見て他の国々
には頼らなかったが，我が国だけを，彼らの父が全人類のために施した恩恵に報
いることのできる存在と認めたのだった．我が国が当時も指導的な立場にあった
ということが，よくわかるというものである」

同68～69「我々の戦いのなかで最も名高いのはペルシア戦争であるが，より古い
偉業も劣っていないということが，我らの祖国について異議を申し立てる人々へ
の反証である．ギリシアがまだ力を持たなかった頃，我々の領土は，ポセイドン
の子エウモルポスを将とするトラキア人に侵略され，またアレスの娘であるアマ
ゾン族に率いられたスキュティア人にも攻め込まれた．これは同時期のことでは
なく，それぞれがヨーロッパに支配を拡大しようとしていた頃の事である．彼ら
は全ギリシア人に敵対心をもっていたが，とくに我々を敵視していた．そうする
ことで，争うのを一国だけとして，同時にギリシア全土に支配を及ぼそうとした
のである．しかし実際のところ，その目論見は実現しなかった．我らが父祖のみ
と戦って，あたかも全人類と戦ったかのように，圧倒されたのである」

　こうした神話上の業績が，アテナイを中心にギリシアが勝利した現実のペルシア戦
争と並べて讃えられるのである（71以下，83，158）．
　これらの神話の起源は定めがたいし，もちろんこうしたエピソードは「歴史的事実」
ではない．アテナイの発展とともに，その隆盛を過去に投影し，詩や演劇などを通し
て特に前五世紀に流布した物語である（７）．
　先述のように C. カラムは，イソクラテスにおける神話と，歴史との連続性を強調
しているのだが，イソクラテスはペルシア戦争以降の当代の歴史とは明確に区別した
うえで，自身の主張の重要な論拠として神話に言及していることに留意すべきであ
る．またイソクラテスは，当代のキュプロスのサラミス王エウアゴラスを讃える演説
において，自分と同じ時代に生きる偉人よりも「実在したかどうかわからない人 （々＝
神話に登場する英雄たち）」の賞讃を好む者たちがいると述べており（『エウアゴラス』
３），こうした神話を「歴史的事実」として個人的に強く信じていたということでも
ないだろう．ならば，イソクラテスが神話に目を向ける背景とはいかなるものなのだ
ろうか．
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３．なぜ神話を語ったのか
　先述の T.L. パピロンおよび E. ハスキンズが指摘しているのが，伝統に対するイソ
クラテスの意識である（８）．すなわち，現実の戦勝と神話上の戦いを並記するのは，
競技勝者を神話の英雄に並べ讃えた，詩人ピンダロスの祝勝歌に通ずるレトリックな
のである．このようにイソクラテスの演説は，詩歌，そしてそこで語られてきた神話
を強く意識している．それが見て取れる箇所を確認してみよう．なお以下の『アン
ティドシス』とは，イソクラテスの最高傑作とも評される弁論で，架空の訴訟（財産
交換訴訟）における弁論を設定し，自らの弁明を展開したものである．

『アンティドシス』（９）（前353年）46以下「皆が同意するであろうが，このよう
な言論（全ギリシア的な政治問題についての演説）は，法廷で語られるようなも
のよりも，韻律をもって音楽と共につくられる詩に近いものである．それは詩的
で華麗な文体によって行為を伝え，高尚で斬新な論法を展開し，そのうえ演説全
体が，より傑出した多くの修辞形式を用いて整えられる」

『民族祭典演説』158以下「ペルシアへの敵意は我らの本性に根差したものであっ
て，物語mythosのなかでも特にトロイア戦争とペルシア戦争についてのものを
最も好む．これによって敵の災難を聞くことができるからである．異民族との戦
からは頌歌が，ギリシア人同士の戦からは鎮魂の歌が生まれる．前者は祭典で歌
われ，後者は悲しむときに思い起こされるのである．ホメロスの詩が際立った名
声を得たのも，異民族と闘う戦士を讃えたからだろう．またそれゆえ我々の祖先
は，音楽の競技会においても少年の教育においても，彼の技芸に栄誉を授け，我々
がその詩を何度も聴き，そこから異民族に対する古くからの敵意を心に刻み，ト
ロイアに出征した戦士の武勇を賞讃して，こうした偉業を熱望するようにと考え
たのである」

　このようにイソクラテスは，詩人たちの伝える神話物語の影響力を意識している．
また，晩年，あらためてアテナイの偉大な過去を讃美した『パンアテナイア祭演説』
において，神話だけについての文脈ではないが，以下のように述べた箇所が参考とな
ろう．

『パンアテナイア祭演説』（前339年）149以下「（ペイシストラトスの時代などア
テナイの歴史をふり返ったうえで）私が不条理だと言う者がいるかもしれない　　
というのも議論に割り込むのを妨げるものはないのだから　　その場にいなかっ
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たのに，詳しく知っているかのごとく話すのは不条理だと．しかし，私は以上の
話に道理に合わないことがあるとは思わない．もし私だけが，昔に起こったこと
についての伝承や当時から今に伝えられてきた記録に基づいている者なら，当然
私は非難をうけるだろう．しかし実際のところ，数多くのそして明敏な者たちが
私と同様に考えている．またそれは別として，検討と立証とを考えるならば，す
べての人は視覚よりも聴覚を通じ，より多くの知識を得ていることが示されよ
う．その場で自ら見た場合よりも，他の者から耳にすることで，偉大で美しい業
績についてより多くを知っているものであろう」

　すなわちイソクラテスは，多くの人々の間で言い伝えられてきた情報は信頼に足る
し，そもそもそうやって間接的に人は多く知識を得るものであろう，と考えている．
この箇所は詩人の語る神話を直接指したものではないが，多くの人々の間に浸透して
語り継がれてきた神話に対するイソクラテスの認識が類推できる．
　次に，イソクラテスは神話の伝統をめぐる変化のなかにあったことをふまえるべき
であろう．前５世紀，神話は詩人以外の者たちによってますます語られるようになっ
ていった．古代において文字は，口承コミュニケーションの補足的手段にとどまって
いたと指摘されるが（10），識字が広まったことによって，やはり神話という口承文化
の「脱構築」のような事態が進行していたといえるだろう（11）．口承で神話を（ほぼ
独占的に）受け継いできた詩人以外の者たちが，神話という伝統をどのように扱うか，
模索したのである．
　たとえば，ソフィストによる神話解釈がある（12）．ゴルギアスは『ヘレネ頌』にお
いて，トロイア戦争の原因となったスパルタ王妃ヘレネの悪女イメージについて再考
している．そして，ヘレネの行動は神の意志によるもので，ヘレネ自身には責任はな
いと擁護する．これはいわゆる演示弁論であり，よく知られた神話を題材にすること
で弁論技術を印象的に示そうとしたものである．
　また，アテナイにおいてペルシア戦争の戦没者を讃えて始まったと推測され，その
後慣例となっておこなわれ続けた葬送演説では，アテナイの太古の物語としての神話
がいわば「歴史化」されていた（13）．たとえば弁論家リュシアスの『葬送演説』にお
いて，アテナイの偉大な過去の「歴史」として挙げられるのが（３～16），東方から
攻め寄せた戦闘的女部族アマゾンをアテナイ人たちが撃退したこと，テバイ攻めにお
いてアルゴス軍を援助したこと，祖国から去らざるを得なかったヘラクレスの子孫た
ちを庇護したこと，といった神話上のアテナイのエピソードであり，それらと並べ讃
えられるのが，現実の出来事のペルシア戦争であった（20）．
　また，「歴史」の志向の発展のなかで，神話をどう取り扱うかという模索もあらわ
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れていた（14）．「歴史の父」ヘロドトスは，ペルシア戦争に至る東西の対立を，イオ，
エウロペ，そしてヘレネといった女性たちの掠奪の神話にまで遡っているし，周知の
ようにヘロドトスは多くの神話伝承を著作において伝えてもいる．
　いっぽう「批判的歴史叙述の祖」トゥキュディデスは，「詩人たちによって誇張し
て想像されたことや，真実を記すよりも耳を喜ばせようとする物語史家たちが述べた
ことのほうを信じてはならない」（1 . 21）と述べている．トゥキュディデスは実際の
ところ神話をときに歴史的事実として扱っているのだが（15），事実かどうかという観
点からは詩人の伝統に批判的なのである．そしてトゥキュディデスが伝える，ペリク
レスの葬送演説では，「ホメロスによる我々への称賛は不要である．詩歌で人を喜ば
せるが，真実の光のもとでは虚像をさらしてしまう者たちもまた不要である」とも述
べられている（2 . 41）．この箇所がペリクレスの実際の演説と考えをそのまま正確に
反映しているのか，演説を伝えたトゥキュディデスの意見の方が投影されているのか
はわからないが，いずれにせよ，以上のように神話を排する発想もあったわけである．
　このように，主に口承詩人によってこそ神話は伝えられる，そしてそれは無条件に
「正しい」ものであるとする伝統が揺らぐなか，イソクラテスはギリシア人の伝統的
パラダイムである神話の影響力を意識しながら受け継ぎ，弁論において活用しようと
したといえるだろう．またイソクラテスは以下のようにも述べている．

『民族祭典演説』８～９「言葉の本性として，同じ事について多くの異なったや
り方で述べることができるのであり，偉大なものを卑小にして，些事を重大なも
のに飾り立て，古の事を新しく，最近の事を古めかしく語ることができるのであ
る．よって，すでに他の者が語った主題であろうと，これを避けてはならず，む
しろ先行する者たちよりもうまく語るよう努めるべきである．過去の行為は我々
の共通の遺産なのであるから．しかし，適切な時にこれを用い，それぞれの場合
にふさわしい感情をもって，熟慮した言葉の構成で表現するのは，優れた思慮分
別のある者のみができることなのだ」

　このように考え，イソクラテスは共通の遺産としての神話に向きあったのである．

４．神話を用いるレトリック
　では，イソクラテスのレトリックを，より詳しく見ていこう．その際に留意すべき
は，パピロンが指摘するように，イソクラテスが「神話ふうのもの」と「神話」とを
区別していることである（16）．イソクラテスは以下のように述べる．
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『パンアテナイア祭演説』１「若い頃，私は神話ふうのものmythodesについて
書くことを避け，多くの人々が自身の安寧に資する言論よりも喜ぶところの驚異
や虚妄についても避けた」

同237以下（弟子によるパンアテナイア祭演説の論評という形で述べられる，こ
の演説の性質）「もし神話ふうのもの mythodesは捨てて，人々に認められてい
るところの，ギリシアに多大の恩恵をもたらしたアテナイの業績を語り，これを
ラケダイモンのそれと比較して，アテナイの父祖を讃え，ラケダイモンの行為を
糾弾するならば，あなたの言論は聴く者に際立った印象を与えるであろう」

『民族祭典演説』28～29再掲「（アテナイの偉業として）まず，人間の本性が最
初に必要とするものが，我が国によって用意されたことが挙げられよう．この話
は神話ふうのものmythodesであるとしても，あらためて述べる意味がある．さ
らわれた娘コレーを探してさまよい，女神デメテルが我らの土地にたどり着いた
とき，秘儀入信者以外には教えられていないところの，祖先の奉仕に女神は心動
かされ，最もありがたい贈り物を二つ，アテナイにくださったという．一つは穀
物で，これによって我々は野獣の生活を脱することができた．またもう一つの贈
り物である秘儀は，これに入信する者に生の終わりと永遠について甘美な希望を
授けるのである．こうして我が国は神を崇めるだけでなく，人間に献身する国と
なった．そして，これほどの恩恵を得たにもかかわらず，それらを惜しむことな
く全ての人々と共有したのだ．秘儀を今でも挙行して入信者を迎え入れている
し，穀物については，我が国がその利用と耕作と，そして恵みとを人々に教えた
のである」

　以上から見て取れるように，イソクラテスは「神話」を一律に捉えているわけでは
なく，mythodesという言葉を否定的文脈で用いている．ただしmythodesは，「広く
認められていること」や，「ギリシアのために有益なこと」と対になっている．つま
りそのような神話であれば彼は語るのであり，一見mythodesであるとの逡巡があっ
ても，よく知られており全ギリシアのためになる（と彼が考える）物語であれば，重
視しているのである．
　肯定的な文脈での神話への言及をさらに見ていこう．なお『デモニコスに与う』は，
イソクラテスの知人の遺児に対しての訓戒である（17）．

『デモニコスに与う』50～52「さて死すべき者が神々の考えを推察するならば，
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神々もまた最も近しい者を例にして，人間のうちの優れた者と劣った者をどう扱
うか明示していると思う．神話mythosが伝えて皆が信じているところでは，ゼ
ウスは子としてヘラクレスとタンタロスをもうけたが，ヘラクレスはその徳ゆえ
に不死の存在にしたのに対し，邪悪であったゆえタンタロスには最も厳しい罰を
下した．
　これを範例として，徳を望み，私の述べたことを固守するだけでなく，詩人の
最上の作品においても学び，またその他の者たちからも，もし有益な教えがそこ
にあれば学びなさい．蜜蜂はあらゆる花のもとに居ついて，それぞれから粋を得
るように，教養を望む者は，誰も無視せずに，あらゆるところから有益な知識を
集めなければならない．こうした苦労があってこそ，生まれもった欠点を人はな
んとか克服できるものなのだから」

　ただし，以下のような文脈での言及もある．『エウアゴラス』は，イソクラテスと
親交のあった，キュプロス島サラミスの支配者エウアゴラスに対する追悼演説である．

『エウアゴラス』65以下「まことにエウアゴラスの勇気にしても，思慮にしても，
徳全般にしても，これらの危難に際しての行動以上に，はっきり示すものはない
だろう．他の戦いだけでなく，万人によって歌われる英雄の戦いを明らかに凌い
でいるのである．なぜなら，英雄たちは全ギリシア勢と共にトロイアのみ攻略し
たわけだが，エウアゴラスはわずか一つの町の主でありながら，全アジアを敵に
まわし戦ったのである．よって，彼を讃えようとする者が，英雄たちを讃える者
たちと同じほどいたならば，はるかにまさる名声を得ていたことだろう．神話
mythosから目を離して真実に目を向けるとき，古の英雄たちのなかに，これほ
どの偉業を成し遂げた者，あるいは政治にこれほどの変革をもたらした者がいる
であろうか．エウアゴラスこそは，一市民から身を起こして君主となり，国家か
ら放逐されていた一族の名誉を回復し，異民族の地で生まれた者たちをギリシア
人にし，彼らを臆病者から勇者に，無名の者たちから名誉ある者にしたのであっ
た」

　ここでイソクラテスは神話を捨て去るべきだといっているのではない．また，これ
は当代のエウアゴラスを讃える目的の内容でもあることに留意しなければならない．
イソクラテスの先述の神話観もふまえれば，神話の否定と強調すべきではないだろう．
　以上から，イソクラテスは詩の伝統を受動的にただ取り入れたというのではなく，
取捨選択し，解釈に基づきながら柔軟に神話を活用しているといえよう．その判断基



120 2015年度大会共通論題報告

準が特に，神話の「有用性」，つまり「全ギリシアのためになること」なのである．
イソクラテスの構想すなわち（アテナイ，のちにマケドニアを盟主とする）全ギリシ
アの協同とペルシア征討につながる神話が重視され，またつながるように解釈されて
いるのである．
　では次に，そうした自身の構想と，神話とを関連づけるイソクラテスの，神話と現
実との照応のレトリックを捉えていこう．イソクラテスは，先述のデメテルの神話の
説得力について以下のように述べる．

『民族祭典演説』30「第一に，あまりに古い話だと非難するという理由は，起こっ
たことが実際に受け継がれてきたと信じることにもなる．というのは，その話は
最近のことを語るものではないが，多くの者たちが語り，皆聞いたことがあるの
だから，信じるに値するのである．第二に，遠い昔から言い伝えられてきたこと
を受け入れるということのみに逃れる必要はなく，何が起こったのか，もっと強
力な証拠を挙げることができる．すなわち，ほとんど全ての国が古のアテナイの
献身に対する感謝として，毎年我が国に初穂をおさめる使節を派遣している．そ
れを怠った国は，しばしばピュティアの巫女のお告げにより，収穫から我々のぶ
んを割いて貢納し，我々の国家に対して父祖伝来の慣習を守らねばならない．ア
ポロンが神託を下し，多くのギリシア人が合意し，古い話が今おこなわれている
事を裏付け，語り継がれた内容が今の風習に符合するという事について，これ以
上に信ずべきことがあろうか」

　このようにイソクラテスは，神話と当代の慣習（実際には当代のアテナイの影響力
のもとに各国が従っている慣習）とを呼応させて説得力を生み出そうとしているので
ある．
　また，トロイア戦争も，当代の現実が投影され意味を帯びる．ホメロスが伝えたト
ロイア戦争の物語においては本来，一体性をもったギリシア人と異民族との戦争との
構図はなかったのであるが，イソクラテスは，ギリシア人が結集して異民族と戦った
ことこそ，この神話が語り継がれ共有されるに至った理由であるという．

『民族祭典演説』158以下「ペルシアへの敵意は我らの本性に根差したものであっ
て，物語mythosのなかでも特にトロイア戦争とペルシア戦争についてのものを
最も好む．これによって敵の災難を聞くことができるからである．異民族との戦
からは頌歌が，ギリシア人同士の戦からは鎮魂の歌が生まれる．前者は祭典で歌
われ，後者は悲しむときに思い起こされるのである．ホメロスの詩が際立った名
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声を得たのも，異民族と闘う戦士を讃えたからだろう．またそれゆえ我々の祖先
は，音楽の競技会においても少年の教育においても，彼の技芸に栄誉を授け，我々
がその詩を何度も聴き，そこから異民族に対する古くからの敵意を心に刻み，ト
ロイアに出征した戦士の武勇を賞讃して，こうした偉業を熱望するようにと考え
たのである」

　ここに見て取れるのは，神話と，現実のペルシア戦争との呼応である．もちろん，
トロイア戦争はギリシア人と異民族との戦いであるという捉え方は悲劇やヘロドトス
にも見られるのだが，イソクラテスの特徴は，その捉え方が全ギリシアの協同とペル
シア征討という政治的主張に直結していることにある．
　そうした政治的主張は，神話を題材にした演示弁論『ヘレネ頌』（前390年）におい
ても見られる．これは，先行するゴルギアスの『ヘレネ頌』はトロイア戦争の原因と
なった女性ヘレネを擁護するのみで不十分だというイソクラテスの演示弁論である．
そこで，「有用な問題について適切に洞察することのほうが，無用の事について詳し
い知識を得ることより重要」（３），「ソフィストが教えるのは役に立たない議論」（６）
とソフィストを批判するイソクラテスが，「有用」と彼が考える議論を展開する．な
お以下では，全ギリシアに知られた神話中の英雄であるヘラクレスと，特にアテナイ
の英雄であるテセウスの業績が題材となっている．

『ヘレネ頌』（前390年）24以下「結果としてヘラクレスの難行は，より名高く厳
しいものとなり，テセウスのそれはより有益でギリシア人にとって命運に関わる
ものとなった．たとえばヘラクレスは，エウリュステウスに命じられてエリュテ
イア島から牛を連れ出し，またヘスペリデスの黄金の林檎を手に入れ，冥界から
ケルベロスを引きずり出すなど，人々に益をもたらす業績というより，ただ自身
を危険にさらす難行をこなしたのであるが，テセウスは誰か主人に仕えたのでは
なく自らの意志で，彼をギリシアと祖国の恩人とすることになる闘争に身を投じ
たのであった．すなわち，ポセイドンに放たれて土地を荒らした牛には誰も向か
う者がなかったが，テセウスのみがこれを制し，アテナイの住民を大いなる恐怖
と不安から救ったのである（以下，テセウスの様々な業績が述べられる）」

38（美女ヘレネはテセウスにさらわれたことがあったという）「ゼウスの娘ヘレ
ネは，このように優れて節度ある者（＝テセウス）を征服したのであるから，か
つて存在したあらゆる女性にまさっていると見なして，賞讃と栄誉を与えられる
べきではないか」
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67「我々が異民族に隷従することにならなかったのは，ヘレネのおかげであると
認めて正当であろう．なぜなら，ギリシア人が彼女のために一致団結して異民族
の征服軍を組織し，はじめてヨーロッパがアジアを制した戦勝碑を打ち建てたの
であるから」

　すなわちここでも，イソクラテスにとって「有用」なのは，アテナイの賞讃と，ギ
リシアの協同につながる議論なのである．
　今度は，ヘラクレスの神話とマケドニアとの照応を見てみよう．マケドニア王家は
英雄ヘラクレスを祖とすると主張しており（18），ヘロドトス『歴史』５巻22章におい
て伝えられるところでは，前５世紀のマケドニア王アレクサンドロスはヘラクレスの
血統を示して，ギリシア人のみが参加を許されたオリュンピア競技会に参加を許され
たという．イソクラテスが，勢いを増すマケドニア王フィリッポス（在位前359～前
336年）に宛てた弁論，『フィリッポスに与う』（前346）では，イソクラテスの期待に
応えられなかったアテナイに代わってのギリシア統一とペルシア遠征実現とを，その
フィリッポスに勧告している．

109以下「ヘラクレスについて他の者たちは皆，やむことなく彼の勇武を讃えて
偉業を数えあげるが，他の優れた属性については，詩人も著述家も追想の言葉を
何も生み出していない．つまり精神における優れたところについてである．私は
これを，類のない，誰も取り上げてこなかった分野と考えるのである」

　このように述べて語られるのが，ヘラクレスのトロイア遠征＝蛮族との戦いであ
る．ホメロスの伝えるトロイア戦争とは別に，英雄ヘラクレスもトロイアに攻め込ん
だという神話があった．それは，ギリシアが一丸となって異民族と戦ったといったも
のではなかったが，ここではペルシア戦争の先行例のごとく捉えられているのである．

111「ギリシアが戦争と内乱，そして多くの他の災難に満ちているのをヘラクレ
スは見て，まずこれを終息させて諸国を和解させてから，誰を味方とし，また誰
を敵とすべきか，その範例を後世に示したのである．すなわち，当時アジア最大
の勢力であったトロイアへとヘラクレスは遠征し，その指揮においてのちの時代
の遠征軍よりもはるかにまさったのであった」

　イソクラテスは，そのヘラクレスを模範とし，全ギリシアの盟主となってペルシア
を討つべきとフィリッポスに説く．
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127「貴下は，束縛されることなく自由のもとにある者であり，始祖（＝ヘラク
レス）にならって全ギリシアを祖国とし，個人として最も関心を寄せる者に対す
るのと同様に，ギリシアのために危難を引き受けるべきである」

137「貴下を促しているのはこの論説のみではない．これを理解してもらえるな
らば，最善の決断に至るはずである．祖先も，ペルシアの臆病も，アジアに遠征
して名声を得て英雄と讃えられた人々も，全てがこれを促しているのである」

　アテナイに代わって全ギリシアの盟主の役割を担い得るほど台頭し，現実に力を有
するのがマケドニアである．そのマケドニアにとって動因の一つになるとイソクラテ
スが考えたのは神話であった．マケドニアは王家がヘラクレスに遡ると主張して，い
わば神話というギリシア民族伝統のパラダイムを主体的に受け入れてきた国でもあ
る．イソクラテスはそんなマケドニアに向けて，あらためて現実に対応させて神話を
解釈し，それを範例として提示しているのである（19）．
　以上の話とも重なる例として，イソクラテスが神話に行動原理を投影している，以
下の箇所が挙げられよう．

『パンアテナイア祭演説』164「この原理（＝ギリシア人が一致協力して戦うこと）
は私の発明ではなく，父祖の偉業から推論されるものである．我らの父祖は，他
の国々が様々な不幸，戦争，騒乱の中にある一方，自分たちの国だけが良く統治
されていることを鑑みて，こう考えた．他より思慮に優れ境遇に恵まれた者は，
他の世界に無関心であること，また，もとは同族の国家が滅びていくのを黙って
見過ごすことは，不当である．そして，これら全ての国々を今の苦境から救済す
るため手を打たねばならない，と」

　ここに見て取れるのは，神話と現実とを呼応させながら，自身の考えを，個人の政
治的主張というレベルをはるかに超え，アテナイそしてギリシア人全体の伝統的な行
動原理へと昇華させるレトリックなのである．ここにこそ，イソクラテスによる神話
の扱い方の特徴が最もはっきりと表れているといえよう．

おわりに
　イソクラテスは，ギリシア人全体に共有された神話という「口承パラダイム」を意
識して，そこに判断基準や範例を見出した．いっぽう，現実（政治的主張）も意識し，
それに呼応させて神話を解釈していた．そしてさらなる説得力，影響力を模索しても
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いる．そこには，現実と虚構，当代と神話的過去との相互作用の一端が見て取れるの
である．もしトロイア戦争の物語がなければ，現実のペルシア戦争の捉え方，それに
ついての様々な叙述や表象もおおいに異なるものになったことだろう．また逆に，ペ
ルシア戦争がなかったならば，トロイア戦争の物語の継受や解釈，表象にも大きな変
化が生じたであろう．
　そうした現実と虚構とのある程度の相互影響は，普遍的で当然のことかもしれな
い．しかしながら，現代の我々は何より「現実ありき」で思考するが，イソクラテス
の弁論内容には，「神話ありき」で現実を見ていた面があるということが映し出され
ている．そうした心性理解がイソクラテス以外に，そしてアテナイや，さらには古代
人全体の心性に，どれほど当てはまるのかということは本稿での考察範囲を越えるも
ので（20），もちろんさらに検証されねばならない．しかしいずれにせよイソクラテス
のレトリックには，神話の存在を無視することができなかった古代ギリシアにおい
て，「歴史」や「現実」がどう表象されたかを考えるうえで重要な示唆が潜んでいる
のではないだろうか．
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基調報告（２）

前４世紀アテーナイの法廷と修辞

佐　藤　　　昇　

１．はじめに（＊）

　前４世紀末，哲学者アリストテレースは，それまで弁論術を論じてきた者たちが，
高尚なる政治演説 τὰ δημηγορικὰを蔑ろにし，悉く法廷演説 τὰ δικανικάを扱っては訴
訟のための技術論ばかりに終始してきたといって，当時の状況を批判的に語っている
（Arist. Rh. 1. 1. 10）．これより前，果たして誰一人政治演説に目を向ける者がなかっ
たのか，検討の余地はあるものの（１），この発言は，古典期（前５～前４世紀）アテー
ナイの法廷が修辞学の隆盛に寄与した事実を物語っている．法廷は，当時，訴訟当事
者らが自らの主張を己が弁論によって提示し合う場であり，陪審員，すなわち抽籤に
より選ばれた，専門的司法教育を欠く一般の市民たちを説得する場であった．それ故，
修辞に携わる者たちは、いかにして陪審員（市民一般）を説得するか，その技の練磨
と分析に力を注いだ． 
　こうした背景に照らした研究が，修辞学研究では近年頓に盛んである（２）．『弁論術』
をはじめ，修辞技術を論じた古典文献はもちろんのこと，実際の法廷で使用された，
あるいはそれを想定して作成された法廷弁論群もまた主たる分析対象に加えられ，当
時の修辞・言説に，より多様な観点から検討が加えられるようになっている．説得に
用いられる修辞・言説から，古典期アテーナイのイデオロギーやその背後にある社会
的現実を読み解こうとする研究が行われ（３），あるいは如何なるトポス，証拠，行論
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が陪審員の説得に寄与したのか，有効性や矛盾点に目を向けるものも見られる（４）．
また法廷を取り巻く環境，殊にその開放性，アゴラーとの近接性に着目するものもあ
り（５），さらに劇場（悲喜劇）との類似性にも目が向けられている（６）．
　本報告もまた，法廷が置かれた実際の環境に着目し，当時の修辞がこれにいかに対
応していたのか，その歴史的状況を考察することとしたい．様々な環境要因がある中，
ここでは陪審員の声（野次，喝采，喧噪）と法廷外の見物人という２つの側面を分析
対象とする．これらの事象を扱った研究は過去にも存在するが，それらが何故に，如
何なる文脈で言及されたのか，陪審員の説得，あるいは修辞的機能といった側面から
分析が加えられたことは未だかつて殆どなかった．本報告では，それぞれが言及され
た文脈を類型化し，修辞上如何なる機能を有したのか，さらにそれが法廷・弁論の如
何なる特徴を反映したものなのか，分析を加えることで，古典期アテーナイの法廷で
育まれていった修辞の実態を、僅かばかり覗いてみることとしたい（７）．

２．聴衆の「声」の利用
　法廷では，演説人（訴訟当事者及び応援演説人）が一方的に弁論を披露していた訳
ではない．説得される側の陪審員たちもまた演説人に野次を飛ばし，喝采を送り，不
平を鳴らした．無論こうした声は，法廷の内側だけに留まらない．法廷外の見物人も
また野次を慎むことはなかった．こうした現象については，Bers 1985が夙にその重
要性を指摘している（８）．Bersは，陪審員による音声を伴った意思表示が，古典期ア
テーナイの法廷に頻繁に見られる現象であったことを示し，さらにそうした声が，弁
論の妨害，証言（情報共有），訴訟当事者や証人らへの問いかけ・呼びかけの３種に
類型化されることを主張している．確かに前4世紀のアテーナイの状況を反映してい
るとされる弁論指南書には（９），陪審員の野次に対して如何に応ずるべきかが綴られ，
対処しきれぬ場合には許しを請うべきとの助言まで記されている（［Arist.］ Rh. Al. 
18. 5, 8‒9）．野次には事実，弁論妨害機能があったのだろう（10）．
　他方，現存する法廷弁論を繙けば，弁論妨害への対抗措置よりも，むしろ陪審員に
声を上げるよう要請する発言が圧倒的に多い．何故，訴訟当事者たちは，説得すべき
陪審員たちに発声を促したのであろうか．説得という目的を考えた場合，そこには修
辞上の如何なる機能があったのだろうか．以下，陪審員の野次・喝采・非難に言及す
る箇所を法廷弁論から抜き出し，類型化した上で，その機能を概観していくこととす
る．
　検討対象は，古典期アテーナイの法廷弁論に見られる，聴衆が発声した事例及び聴
衆に発声を促す事例である．一定数の事例を Bersが既に列挙しており，まずはこれ
を利用したが，発声を促しているのか否か明確に確認できない事例も数多く含まれ，
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それら不適切な史料は検討対象外とした．また Bersの挙げる事例は不足も多く，相
当数の事例を自らの調査により補った．無論，これらをもって悉皆調査と称すること
はできまいが，本調査を通じ，少なくとも全般的傾向を掴むことは可能だと推察され
る．事例は凡そ次の５類型に分けることができる．まず⑴過去の「声」への言及があ
る．すなわち，かつて何らかの機会に演説者以外の聴衆が声を上げたことに言及して
いる事例である．また⑵法廷で野次・喝采を上げぬよう，抑制を求める事例も僅かに
見られる．続いて⑶共同弁論人の呼び入れである．すなわち，演説者以外の共同弁論
人を演壇に呼び入れる際，その承認を求める事例である．さらに⑷演説者が陪審員や
観衆に対して，証言を行うよう求める事例がある．そして５類型のうち群を抜いて多
いのが，⑸相手の演説に対して声を上げて反応するよう求める事例である．以下，⑴
～⑷について内容と修辞上の機能，背景となる事情を確認した上で，最も頻出する類
型⑸が持つ修辞的機能とその背景について幾分か立ち入った分析を行い，古典期ア
テーナイの法廷文化と「聴衆の声」に言及する修辞との関係について考察を深めるこ
ととしたい．
　まず⑴「過去の声」に耳を傾けよう．法廷弁論中，過去に生じた喧騒・野次等に言
及するケースは，さらに２類型に分類することができる．一つは⒜（過去の）聴衆に
よって上げられた声及びそれに続いて下された決定が，当該弁論の演説者の主張に
沿っているケースである．この場合，「声」は市民団全体の強い意志を象徴するもの
として描かれる（e.g. Aeschin. 2 . 84 , 153）．無論，実際には聴衆の一握りが上げた声
に過ぎないこともあっただろう．しかし弁論では，市民全体の総意であるかの如くに，
そして声によって正当な判断が示されたかの如くに提示される．さらにこの「正当な」
市民団の声は，当該の演説が行われた訴訟において、弁者の訴訟相手となっている人
物（有力政治家，弁論家）の発言を否定するものとして描かれている．このことを通
じて「過去の声」は，訴訟相手を市民団と対極にある存在，あからさまな嘘つきとし
て性格付けをする修辞的機能を果たしていたことになる（Aeschin. 1 . 34は，仮想の
声に言及する例だが，これもまた「声」が市民団と政治家である訴訟相手を対置し，
後者を悪魔化する修辞的機能を果たしている）．
　他方，⒝弁者に都合の悪い「声」も法廷弁論中に言及されている（e.g. D. 19. 23 (cf. 
58 . 31 )）．この場合，聴衆の声は非合理的なものと提示され，これによって正当な議
論がかき消され，あるべき決定が下されなかったという物語が展開される．相手方の
扇動あるいは憐憫の情に流された結果，市民団が感情的に声を上げ，あるべき決定に
至らなかった－そう主張することで，弁者は市民団の権威を完全に否定することな
く，下された判断の不当性を訴えている．このように，過去の聴衆の声は，過去に示
された市民団の判断を正当化する場合にも，不当なものとして退ける際にも用いられ
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た．「声」に伴う感情の発露は，「声」が導く帰結を二通りに解釈させる．市民団が下
した過去の判定を自らの議論に都合の良いように提示する際，「過去の声」は便利な
解釈の鍵として利用することができたのである．
　その他の事例は殆どが目の前の陪審員たちに声を上げるよう、弁者が自ら要求する
ものである．反対に，⑵明確に野次・喧騒 θορύ βοςを抑止しようと試みる事例は，法
廷弁論では僅かに留まり（e.g. D. 57 . 50； Isoc. 15 . 20 , 272； Lyc. 1 .52； Lys. fr. 426），
上述の弁論指南書や政治弁論の事例と著しい対照をなす（11）．陪審員に対する発声要
請のうち，⑶共同弁論人の召還を承認するよう発声を求めるものは３例認められる
（e.g. D. 34 . 52； 59 . 14； Hyp. 1 . 20）．いずれの場合も弁者は，共同弁論人が必要か否
か陪審員に是非を表明するよう求め，あるいは共同弁論人の登壇を陪審員が命ずるよ
う促している．これらはRubinsteinが夙に指摘しているように（12），陪審員から同意
を得た上で，共同弁論人を登壇させることを目的としていたのかも知れない．さらに，
彼女の論では指摘されていないが，D. 59 . 14およびHyp. 1 . 20では，いずれも演説者
自身が弁論に不得手であることを訴えた上で，協力者召還の承認を請う筋立てとなっ
ている．こうした文脈に照らせば，類型⑶は，弁者自身が市井の人であることを強調
し，聴衆の憐れみを誘いつつ，それと同時に，協力者がいることの正当性を確保すべ
く，陪審員に承認を求めたものと考えることができる．民主政下のアテーナイ市民は，
弁論に長け，市民団を欺きかねない奸智の士に対して拒否感を示していた（13）．訴訟
当事者は，類型⑶を用いることで，自らの純朴さを訴えると同時に，続いて登壇する
予定の，おそらく能弁な人物の協力を陪審員自身に承認させ，後者の演説に対する陪
審員の反感を抑制しようと目論んでいたのかも知れない．
　⑷証言要請もまた，現存する法廷弁論中に幾例か認められる（e.g. Andoc. 1 . 46 , 
69； D. 47 . 44； 50 . 3； Is. 5 . 20）．これは，陪審員及び見物人に対して演説内容に関す
る証言を行うよう要請するものである．無論，そこで証言が口にされたとして，それ
が司法制度上の正式な，有責の証言として扱われることはない（正規の手続きを経た
証言は，偽証罪に問われる可能性があった）．しかし，この発言により，少なくとも，
証人がより多くいた可能性を陪審員に印象付けることにはなっただろう．このよう
な，いわば副次的な機能を想定していたであろうことは，各々の文脈が示唆している．
観衆に対する証言要請は，確認できる限りいずれの場合も，正式な手続きを経て提出
された証言の読み上げと伴に行われている．すなわち，証明を望む事実に関し，すで
に証言が文書として提出されており，法的根拠が正式に提示されているところに，何
らかの理由から（場合によっては，根拠の不十分さを隠蔽するため）（14），「陪審員の
中からも当時の事情をご存知の方は証言なさって下さい」と訴えて，潜在的な証言者
の多さを陪審員に印象づけていたと考えられる．当時の法廷で取り扱われていた証言



130 2015年度大会共通論題報告

は，特定の行為に立ち会っていたことを証言するものが一般的であり，こうした証言
要請を行うことで，立ち会っていた人間の多さ，問題の行動が行われた際の公開性の
高さが印象づけられ，結果として演説内容が真実である印象をある程度高められたと
考えられる．
　聴衆の発声を促す事例中，最頻出するのが⑸訴訟相手の主張，行動に関して発声を
求める事例である（e.g. Aeschin. 1 .195； 2 . 7 , 3 . 198 , 249； D. 18 . 52； 19 . 75 , 147； 20 . 
130‒1, 136； 21. 24； 22. 41； 23. 98, 219； 24. 193； 27. 51, 59； 33.35‒6； 35.43； 36. 34, 60； 
40. 60； 45. 87‒88； 49. 39; 56. 31； 58. 25‒26, 44； Din. 1.113； Hyp. fr. 21； Is. 6. 62； 10. 
14, 23‒24; Isoc. 17. 28； 18. 40； Lyc. 1. 142； Lys. 12. 39； 13. 89）．これらは大抵，相手
の主張に対して「～と言い返すべきである」あるいは「～と質問して欲しい」といっ
て陪審員の具体的発声を促している（但し，Aeschin. 2 . 7のように，相手の主張が支
離滅裂であることを訴えた上で、これに対する演説をどこから始めるべきか示して欲
しいと訴えるような場合もある）． 
　演説者が法律に基づいた議論を展開し，事の顛末を縷々叙述していく中で，具体的
に発声（アクティビティ）を行うよう陪審員に求める発言を口にすれば，聴衆である
陪審員にとって異化作用をもって受け止められ，彼らの注意がある程度喚起された可
能性が考えられる．
　また，その日その場に集った陪審員の反応を利用するものである以上，聴衆に臨場
感，当意即妙性を感じさせることにもなっただろう．当時，文字に記して準備された
弁論が，臨機応変な対応を欠くものとして批判対象となり，時機や状況に応じた演説
が高く評価されることもあった．ゴルギアースの弟子とされる知識人アルキダマース
は，『ソフィステースについて』の中で弁論作文に対するそうした批判を繰り返して
いる．無論，我々が手にする弁論は文書化されたものであり，聴衆の発声を求める修
辞もその中に含まれる．よって，これらがどれほど臨機応変なものと呼べるものか，
実際のところ問題なしとは言えないが，しかし，たとえ用意された弁論であるにせよ，
当日限りの聴衆にその場で自ら声を発するよう求める以上，この種の修辞は，弁論に
ある程度の臨場感，当意即妙性を加える要素になり得たのではあるまいか（なお，こ
れらの機能は，状況による差異などはあれ，先に述べた，聴衆に発声を求める諸類型
全てに大なり小なり適用できるものと思われる）．
　さて，類型⑸が利用されるコンテクストを具に見てみると，興味深い状況が確認で
きる．殆どの場合，弁者は単に発声を要請するに留まらず，その前後で訴訟相手の主
張（の一部）を要約している．訴訟相手の主張を要約し，論点を整理した上で，その
是非あるいは反対意見を表明するよう求めているのである．
　要点整理が陪審員説得に有効であることは言を俟たない．前４世紀のアテーナイで
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は，僅かの証拠文書を除き，専ら訴訟当事者及び共同弁論人の演説のみを通じて，審
理に要する基本情報が提供された．とりわけ公的訴訟であれば演説も長時間に及び，
また審理を下すのも司法専門家ではなく，抽籤により選ばれた素人陪審員であった．
こうした実情を考えれば，折に触れて小括を行うことは，聴衆の状況に即した配慮と
言うこともできよう．司法の民主化が行われ，素人主義に基づく陪審員制度が徹底さ
れた古典期アテーナイの状況に即したものと言えるかもしれない．
　しかし注目すべきは，主に訴訟相手

4 4 4 4

の主張，行動の要約が発声要求と組み合わされ
ている点にある．これは如何なる修辞上の機能が意図されたものであったのか．まず
想起せねばならないのは，法廷で展開される演説が演説者の独白ではなく，相手のあ
る「弁論合戦」だったという事実である．しかしこの勝負（アゴーン）は，類似性の
指摘される悲喜劇の共演とは決定的に異なる側面を持つ．確かに，訴訟当事者が観衆
の前で演説・パフォーマンスを行い，勝敗を競ったという点で，当時の裁判は悲喜劇
の共演に類似する側面を持つ．しかしながら法廷闘争では，原告（告発者）・被告（人）
両陣営がある特定の係争案件を巡って争っているため，相互に独立した物語を演じる
わけにはいかなかった．両者が提示する演説は，一定のズレを含みながらも，同一の
係争案件に関わる事件・事実を，対立する，相容れない視点で語ったものでなければ
ならなかったのである（相手方の論点は，少なくとも証拠資料を提出する予審の段階
までに大方知ることができた）．双方が同じ出来事について自身に有利な解釈を提示
し（無論，「有利な解釈」には不利な論点には深入りしないということも含まれる），
陪審員説得を図るような状況にあり，最終的に陪審員は，同じ事件・事実に関して，
いずれのナラティヴがより説得的か，二者択一を迫られた．法廷は「より正しいナラ
ティヴ」の地位を奪い合う場でもあった．こうした状況であれば，相手方の主張を簡
潔に整理するという作業は，無論，理解を助けるための小括に留まるものではありえ
ない．自分自身のナラティヴを相対的に

4 4 4 4

説得的なものとするため，相手の主張を自ら
の主張，ナラティヴに沿うように歪め，貶め，自分に有利な形で聴衆（陪審員）に理
解させることを意味しただろう．すなわち，相手の主張を要約するということは，相
手の弁論戦略を潰す戦略の一環であった．
　相手方の主張は単に小括されるばかりではなく，しばしば裁判の争点から逸脱した
欺瞞であるとの評価が付け加えられ，訴訟相手のナラティヴは陪審員にとって考慮す
べきでないものと印象付けられた．こうした小括・評価に伴って，陪審員には，その
印象を強め，自覚させるような発声を求められた．「相手方はかくの如く論じ，論点
をずらすだろう．皆さん，争点について演説するよう相手に要求してください」といっ
たように．この戦略は，聴衆（陪審員）の思考の枠組みを固定し，相手方の弁論を歪
めて理解させることにも繋がっただろう．無論，この要請に従って陪審員が実際に相
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手方の演説中に野次を飛ばし，演説を妨害することも，ある程度期待していたに相違
ない（15）．
　優れた演説を披露し，自らの主張を説得的に提示するばかりではなく，相対的優位
を得る為に相手方のナラティヴを貶め，自分に有利な語りの内に取り込み，弁者の理
解の枠組みを聴衆（陪審員）に共有させる戦術は，古典期アテーナイの法廷が「より
正しいナラティヴ」の地位を奪い合うアゴーンの場であったという固有の性質を見事
に反映したものだと言えよう。

３．見物人への言及
　続いて陪審員以外の聴衆，すなわち野次馬，見物人たちに目を向けることとしよう．
Thompson and Wycherley らの研究を基にBlanshardなどが指摘しているように（16），
アテーナイの民衆法廷は，前５～前４世紀，場所や構造の変化はあるにせよ，基本的
には人々が交流する中心地アゴラーに隣接した地域に位置し，開放的な構造を有して
いた．よって法廷には抽籤で選ばれた正規の陪審員以外にも野次馬，見物人が寄り付
き易く，彼らもまた弁論合戦を耳にすることができた．法廷弁論中にもそうした言及
がしばしば見られる．
　法廷の周囲に集う見物人に関しては，Lanniが幾つかの論考を発表している（17）．
彼女は，見物人の存在が司法・社会秩序の維持に実際的機能を有していたと考え，例
えば，陪審員にアカウンタビリティを求める機能を果たしたなどと主張している．あ
るいはまた Riessなども，法廷外見物人にアテーナイ社会の秩序維持機能があったと
推測する（18）．しかし不当な判決を下した際，彼らが陪審員に対して報復行動を採っ
たという事例は，管見の限り見当たらない（そもそも「不当」を誰がいかに判定でき
るのだろう？）．見物人の存在のみをもって，陪審員に社会的アカウンタビリティが
存在したと見做す主張は些か根拠薄弱ではあるまいか．本論は，これらとは視点を変
え，見物人，野次馬たちが担った実際上の機能を想像するのではなく，法廷弁論の中
で彼らに言及することが如何なる修辞上の効果を意図したものであったのか，類型化
し，文脈を検討するものとする．さらにその背景を探ることで，古典期アテーナイの
司法空間における説得のあり方について考察を深めることとしたい．
　以下，法廷弁論において見物人に言及する事例を３類型に分けて検討していく．事
例はLanniが提示しているものに幾例かを補足した．そこからまず⑴見物人全般に言
及し，立会人の多さを印象付けるものを見ていく．これはさらに，⒜過去の出来事を
知っている者たちが，現在法廷に来ているとする例と，⒝現在法廷に来ている者たち
を立会人とする例に分けられる．続いて事例数の多い，⑵見物人を介した情報の流布
を示唆するものについてやや立ち入って検討し，最後に⑶見物人集団を文節化する事
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例について簡単に確認することとする．この他，必ずしもこの類型に適合しない事例
も確認できるが，大凡の機能を知るにはこれらの検討で事足りよう．
　（1‒a）過去の出来事を知っている者が見物人として法廷の周囲に立っているとい
う発言は，３例確認できる（Ant. 6. 14； D. 19. 309； Din. 1. 29‒30）．これらは，現在，
法廷で弁者自身が論述している弁論，あるいは個々の主張に信憑性があると印象づけ
るための修辞と考えられる．Ant. 6.14の例は，事情を知っている者たちが見物に来て，
弁論を逐一聞いていると述べることで，弁者は偽りを口にできない状況にあると陪審
員たちに印象付けている．他の2例では，政治家の過去の醜聞に言及する際，見物人
も周知のことだとしている．すなわち，訴訟相手やその一味を貶める性格付けをする
に当たり，その信憑性を高めるために見物人の存在を利用している．これらとは別に，
見物人などに言及することなく，「皆さん（陪審員たち）はご承知のことですが」といっ
て「事実」を物語るトポスも法廷弁論において頻繁に用いられたが，これも同様の機
能を果たしたと考えてよいだろう．この場合，法廷外に実際にいる人間に言及し，陪
審員にその存在を具体的に意識させる（視認させる）ことで，当該の主張が陪審員だ
けでなく，より広く知られている事実であるかのごとく印象付けようと試みたと考え
られる． 
　（1‒b）見物人を法廷で行われていることの証人とする例は，２件確認できた．
Aeschin. 3 . 56は，見物人の多さに言及し，彼らの前で正々堂々と演説している自己
イメージを陪審員に与えようとしている．相手方が弁者に臆病者のイメージを刷り込
もうとしたことに対応したものでもあるだろう． D. 54 . 41は，主張の正しさを神々
に宣誓するに際して，陪審員のみならず見物人たちをも宣誓証人に仕立てることにな
り，これを通じて宣誓の重みが増し，発言の信憑性が高まるかの如くに印象操作を
図ったものと考えられる．
　第２に，比較的頻繁に見られる用法として，波及効果を示唆するものがある（e.g. 
Aeschin. 2 . 5； Andoc. 1 .103‒105； D. 20 .165‒166； 56 . 48； Din. 1 . 46； 66； Lys. 12 . 35； 
27 . 7）．このうち Aeschin. 2 . 5はやや例外的である．訴訟相手が口にする中傷を見物
人が真に受けてしまっては，この先，生活に支障をきたすと主張している．すなわち，
見物人が果たすことが予期される社会的機能，すなわちOral Societyにおける情報拡
散機能が示唆されている．見物人の存在を意識させ，法廷外に広がる社会を具体的に
意識させることで，相手の中傷・名誉毀損が及ぼす被害の深刻さ＝波及効果（社会的
影響）の大きさを印象づけようとしているのである．
　それ以外は皆，法廷外の見物人に言及するとともに，前後の文脈で裁判全体，すな
わち判決がもたらす波及効果について述べている．例えば Lys. 27 . 7では，ポリスの
政治に関わる者たちが皆当該の裁判を見に来ていると述べた上で，陪審員が有罪判決
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を下せば秩序が保たれ，不当にも無罪放免にしてしまえば，不正が蔓延するだろうと
主張している．海上交易に関わる不正を問題にした裁判では，海上交易従事者が見物
に来ていることが言及されている（D. 56 . 48）．弁者はこのことを指摘した上で，適
切な裁判を行い，違反者を罰するならば，資金ある者たちにとって安全な投資環境が
提供され，交易振興にもつながるだろうと主張している．
　これらは，見物人を現在の法廷を見守る証人として扱う点において，先に述べた
1‒bと同じ枠組みと見做すこともできる．しかし，この範疇にまとめた事例はいずれ
も法廷外の人間に言及し，目の前で扱っている裁判の審理が（Aeschin. 2 . 5の場合は
１つの中傷が）社会に広く影響を及ぼすものであることを，明確に述べている．同様
の修辞は，法廷外の見物人以外の人々に言及する場合にも用いられている（e.g. Lyc. 
1.141； D. 59. 110‒111）．法廷からの帰宅途中あるいは帰宅後に，家族や法廷外の人々
が陪審員の投票行動，判決を知り，その判決が適切でなければ，彼らもまた不適切な
行動を採るだろうと訴えて，一つの裁判結果が社会に大きな波及効果を持つことを主
張している．これらと同様に，見物人に対する言及は，法廷外に実際に存在する人間
に言及することで，法廷外に広がる社会を意識させ，審理が及ぼす社会的影響を想起
し易くする機能があると考えられる．
　こうした修辞が機能した背後には，幾つかの社会的現実が想定される．まず，社会・
文化的背景として古典期アテーナイはOral Societyの性格を有していた．殊に耳目を
集める裁判ならば，判決は見物人らの口伝えにより，広く社会に流布していっただろ
う．おそらくそうした状況の中で，法廷は遵法や規範を巡る情報発信の中心となって
いたに相違ない（規制の効果を過大視してはなるまいが）．アテーナイの法廷は，無論，
罪を裁く司法の場ではあったが，全ての罪を悉く処理することを志向しておらず，一
罰百戒の傾向を強く有していた．すなわち，判決は口頭により社会の中に流布され，
ある種の判例の如くに認識され，これにより社会の規範がある程度形成されていっ
た．そうした法廷の社会秩序維持機能を前提に，見物人に言及する類型⑵の修辞が利
用されていたのだろう． 
　第３に，見物人の文節化により訴訟相手に対する性格付けを図ろうとするものがあ
る．訴訟相手に対する性格付けは，素人である陪審員の説得に有効な手段の一つと考
えられている（19）．Aeschin. 1 . 173では，見物人への言及が見られるが，中でもデー
モステネースの弟子たちが見学に来ていると具体化されている．すなわち，弁者アイ
スキネースは，見物人の一部を「弁論家の弟子」と特定し，陪審員にその存在を意識
させる（視認させる）ことで，訴訟相手デーモステネースを弁論教師，弁論技術，あ
るいは詐術に長けた人間であると印象づけようとしているのである．Aeschin. 3 . 207
では，訴訟相手（被告人）の共同弁論人デーモステネースが，民主政支持者は被告人
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の応援に，寡頭派の人間は告発者の応援に来たと言って，見物人を愚弄するだろうと
述べられている．この直前，弁者アイスキネースはデーモステネースを政体分断者と
呼び，続いてかつて市民団が内戦という災厄を乗り越えて，過去を水に流すという英
断を下した事実に触れている．こうした文脈に照らせば，見物人の存在に言及したの
は，訴訟相手を，市民団の和を是とする民主政イデオロギーに不適切な人間として描
き出す為だった考えられる．デーモステネースが民主派・寡頭派の対立を口にするこ
とはあるまいが，実際の見物人が法廷外で両陣営に分かれて陣取り，応援の声を上げ
た可能性は十分にあり得た．法廷外のそうした状況に目を向けることが，訴訟相手の
性格付けに寄与したことは想像に難くない．
　最後に，見物人が陪審員のアカウンタビリティに繋がったというLanni説を検討し
たい．見物人が具体的に陪審員の投票行動を知り，罰した事実は，管見の限り確認で
きない．確かに見物人が原告や被告ではなく，陪審員を見に来ているといった発言は
弁論中に確認できる（Aeschin. 1 . 117‒118）．あるいはまた，陪審員は案件に対して
投票するが，見物人は陪審員に対して投票するといった発言も見られる（Din. 2 . 19‒
21）．しかし，見物人たちは如何にして具体的に陪審員の責任を追及したというのか．
この点については，Lanni自身も認めているように，決して史料に明言されることは
ない．そもそも誰が如何に投票したのかは基本的に秘密である．D. 25 . 98には顔付き
から判断可能であったかの如き発言も見られるが，実際にそうした調査が行われてい
たとは些か考え難い．Aeschin. 1 . 117‒118の事例は，以下の点を考えると，むしろ波
及効果を念頭に置いた発言である可能性が考えられる．まず弁者は，当該箇所，見物
人に言及する直前の箇所で，自らの弁論の第二点が，市民たちへの徳の呼びかけにあ
ると予告している．さらに，この第二点に相当する別の箇所では，本件が衆目を惹く
事件であり，正しく裁定を下さなければ，若者の教育に悪しき影響を及ぼすと述べ，
負の波及効果について明言している（185‒187）．Din. 2 . 19‒21では，被告アリストゲ
イトーンの有罪が，すでに行われたアレイオスパゴス評議会の調査報告により明白で
あり，衆知のものとなっていると述べた後に，上述の見物人への言及がある．続く部
分は，これを受けて，アテーナイ市民全体の利に反した投票をせぬよう陪審員に訴え，
さらに調査報告の対象となった他の被告人，そして過去の収賄犯と同様に裁き，一貫
した態度を示すように主張している．弁論はさらに審理の結果が引き起こすであろう
正負の波及効果にも言及がある．果たして見物人への言及が，陪審員に波及効果を意
識させることを意図したものか，あるいは有罪であることを知っている（と弁者が主
張する）人間，すなわち証人の多さを印象付けることを意図したものか，俄かには定
めがたい．しかしいずれにせよ，投票行動や判定を受けて，見物人が陪審員に対して
何かしら具体的な行動をとっていたという事実をここから読み取ることは難しい．少
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なくとも修辞という側面から考えれば，弁者たちは，法廷外に姿の見える見物人達に
言及することで，さらに波及効果，あるいは証人の多さを意識させるといった，説得
を行っていたと考えた方が妥当だと言えよう．

４．結語
　以上，瞥見してきたように，修辞学の発展に大きく寄与した古典期アテーナイの法
廷では，現場の具体的な環境を利用した弁論術が発達していた．聴衆の声や見物人と
いった現場の環境は，演説者にとって妨害要素や抑制要因となることもあったが，弁
論家たちは，現実の陪審員を説得する為に，むしろ積極的に修辞，説得術に取り込ん
でいった．さらにそれらは，民主政期アテーナイの法廷を巡る諸特徴を如実に反映し
たものでもあった．係争案件に関する相対的に「より正しいナラティヴ」の地位を奪
い合うアゴーンの場，規範・秩序をOral Societyに発信する起点といった，古典期ア
テーナイの法廷が現実の社会，ポリスの中で有した特徴，担った機能を前提として，
修辞は発達していったのである．
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基調報告（３）

ローマ帝政初期の模擬弁論と歴史記述

吉　田　俊一郎　

０　はじめに
　本発表のテーマは，「ローマ帝政初期の模擬弁論と歴史記述」であり，ローマ帝政
初期，アウグストゥス，ティベリウスの頃の模擬弁論について論じる．模擬弁論とい
うのは，すぐ後で確認するように，ラテン語で declamatio，ギリシャ語で μελέτηと
言われる練習弁論の一形態である．そして，帝政初期に行われた模擬弁論の実態と，
実際にその頃行われた模擬弁論の断片を我々に伝えてくれる最も重要な資料が，哲学
者である小セネカの父親にあたる大セネカSeneca Maiorの著作である．彼の著作は，
現存する部分は現代の刊本で300ページほどになるが，かなり複雑な構造を持ってい
る．従って，本題に入る前にまず，模擬弁論そのものの帝政初期における状況と，そ
れを我々に伝えてくれている主な資料である大セネカの著作について簡単に確認す
る．その上で本論としては，大セネカに見られるローマ帝政初期の模擬弁論とその同
時代の歴史記述との関係を扱う．中心となるのは，歴史研究としてこの大セネカの記
述をどう見るかということよりも，弁論とりわけ模擬弁論と歴史記述との関わりが当
時の人々によってどのように認識されていたかということである．そのために，彼ら
にとって近い過去である共和政末期の出来事のうち，模擬弁論と歴史記述とで共通に
扱われている題材を取り上げ，大セネカに引用されている様々な模擬弁論家や歴史家
のそれについての記述や，大セネカ自身の論評を見ていく．そしてそこから，当時の
人々が考えていた模擬弁論と歴史記述との間の関係や両者の境界線について幾つかの
側面を紹介していき，そこからどのようなことが言えるかを考察する．

１　帝政初期の模擬弁論および大セネカの著作について
　1. 1　帝政初期の模擬弁論について
　模擬弁論というのは，先程も述べたように，練習用の架空の弁論である．declamare
というラテン語は，「何かについて話す，叫ぶ」といった意味だが，この語とそこか
ら作られた名詞である declamatioは，大セネカにおいては専らこうした練習用の架
空の弁論（を行う）という意味で用いられている．この用語はそれほど古いものでは
なく，たとえばキケローの若い頃の著作では，実演練習，発声練習といった意味でこ
の語が用いられていた（Cic. S. Rosc. 82； Rhet. Her. 3 . 20など）．キケローの後期の著
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作においてはこれらの語がこうした意味で用いられるようになっており（Cic. Tusc. 1. 
7； Brut. 310など），共和政末期にはこのような特定のジャンルを指す語として定着し
たと考えられる．この模擬弁論には二種類あり，裁判の場で行われる法廷弁論を模倣
した模擬裁判弁論と（ラテン語では controversia「論争」と言われるが，実態に即し
てこのような訳語を当てておく），議会や何らかの審議の場において行われる審議弁
論を模した模擬勧告弁論（ラテン語ではsuasoria「勧告」だが，これも実態に即して
このような訳語を当てておく）がある．この２種類の区別とこれらの用語は，既に大
セネカにおいて当然のこととして受け入れられている．
　これらの本来の目的は実用的な弁論のための訓練であり，こうした訓練は，将来弁
論家あるいは政治家として法廷ないし議会において弁論を行うことになる若者によっ
て，その練習段階として修辞学校で行われていた．従って，模擬弁論の第一の目的は
訓練であるということになる．しかし，大セネカが記しているような帝政初期に隆盛
を極めた模擬弁論の実態は，この訓練という目的からだんだん離れてきていた．彼の
著作に収録されている模擬弁論を行った人たちは，いま述べたように訓練としてそれ
を行っていた修辞学校における十代後半くらいの生徒たちも一部含むが，多くは弁論
の技を競い，そしてそれによって聴衆を楽しませることを意図していた大人たちで
あった．こうした娯楽あるいは見世物としての模擬弁論は，大セネカにおいて大きく
扱われているだけでなく，当時の人々の頭の中で模擬弁論の主要な形態と見なされて
いたと考えられる．この点は，帝政初期の模擬弁論の現状として，これから扱う本論
においても重要である．つまり当時の模擬弁論には，いわば文芸活動として行われる
弁論の形態という側面があったのであり，そのことから模擬弁論は弁論以外の文学
ジャンルに影響を与えることになった．そうしたジャンルには，詩や手紙などととも
に，当時の人の認識としては文学の一形態と言って良い歴史記述が含まれている．以
上，この時代の模擬弁論を概観したが，特に，最後に述べたように，歴史記述に影響
を与えうる要因として娯楽あるいは見世物としての側面があったということを強調し
ておきたい．

　1. 2　大セネカの著作について
　次に，こうした模擬弁論を我々に伝えている大セネカの著作の資料の状態について
述べる（大セネカの著作全体についての基本的な研究としては，E. Berti, Scholasticorum 

studia: Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale, Pisa, 
2007； S.F. Bonner, Roman Declamation , Liverpool, 1949； H. Bornecque, Les 

déclamations et les déclamateurs d’après Sénèque le père, Lille, 1902 （repr. Olms, 
Hildesheim, 1967）； J. Fairweather, Seneca the Elder, Cambridge, 1981； eadem ‘The 
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Elder Seneca and Declamation’, in ANRW II 32, 1 1984, 514‒56； L. A. Sussman, The 

Elder Seneca, Brill, Leiden, 1978などを参照）．この著作は，幾つかの模擬弁論をその
始まりから終わりまで完全な形で収録しているような集成（例えばクインティリアー
ヌスの名で伝わる『大模擬弁論集』Declamationes Maiores）とは全く異なる構成を持っ
ている．全体は模擬裁判弁論 controversiaを扱う巻と模擬勧告弁論 suasoriaを扱う
巻に分かれており，前者に関しては10巻の存在が知られているが現存するのは５巻の
みで残りは抜粋で伝わり，後者に関しては1巻のみが伝えられており，全体がもとも
とどれだけの分量があったかということは分からない．個々の巻は現代の章分けでは
およそ８つの章を含んでいる．１つの章が模擬弁論の主題１つに対応するので，各巻
におよそ８つの模擬弁論主題が含まれているということになる．しかしすでに述べた
ように，それぞれの章には，その主題についての模擬弁論全体が収められているわけ
ではなく，大セネカは個々の主題について次の４つのことのみを記録している．
　⑴ 　最初にあるのが主題である．ここではある法律（この法律自体も架空である場
合がほとんどであるが）と，この法律によって裁かれるべきある架空の事件が説
明される．

　⑵ 　次に，セネカが一番分量を費やしているのは，警句の部である．警句というの
はあまり良い訳ではないかもしれないが，ラテン語の sententiaの訳であり，こ
の語は大セネカにおいては，弁論やその他の文芸の中に現れる修辞的に優れた表
現全般を指している．この部分で大セネカは，主題について言われた様々な警句
を模擬弁論家ごとに抜粋して書いている．従ってこの部分は，弁論のどの部分で
言われたかという文脈の分からない抜粋がずっと続いているという形態を取って
いる．このように弁論の全体の構成を無視した警句の抜粋の羅列が本書の大きな
部分を占めているということは，模擬弁論を研究する側にとってはこの資料を非
常に扱いづらいものにしているが，当時の模擬弁論に対する関心の中心がこの警
句にあったことを示唆している．そもそも著作全体の序によれば，この著作は，
哲学者小セネカを含む三人の息子たちの求めに応じて彼らに宛てて書いたという
形をとっているのだが，彼らの父親に対する要望というのは，自分たちが聞くこ
とができなかった模擬弁論家たちについての大セネカの評価とともに，彼らの警
句を聞かせて欲しいというものであった（Sen. Con. 1 . pr. 1）．このような要請
自体が本当にあったものなのか，それともこれは序における文学的虚構に過ぎな
いのか，ということは議論があるが，警句が模擬弁論において非常に大きな関心
を持たれていたということは，ここからも確実なことと言えるだろう．

　⑶ 　続く部分は分割 divisioと呼ばれており，ここでは主題について立てうる議論
が列挙されている．大セネカは主だった模擬弁論家が，ある一方の側からの主張



 ローマ帝政初期の模擬弁論と歴史記述 141

をどのような細かい議論に分けて論じていったかという，議論の枠組みを記して
いる．これは概して非常に短くて，記述は機械的・散文的なものであることがほ
とんどである．

　⑷ 　各章の最後に置かれているのが（ここが今回の発表と一番大きく関わるところ
であるが）潤色 colorと呼ばれている部分である．このラテン語も訳すことの難
しい語であり，元来の意味はむろん単に色ということであるが，修辞学，特に模
擬弁論においてはよく用いられる専門用語となっている．これの意味するところ
は，個々の弁論家が自分の側の主張を有利に展開するために主題に矛盾しない範
囲で自由に追加できる様々な背景事実か，あるいは，主題で述べられている行為
を行った人物の動機やその際の心理状況の解釈である．セネカはこの部分で，そ
の章で扱われている主題について，個々の模擬弁論家がどのような潤色を用いた
かを列挙している．また，潤色そのものではないが，当該の模擬弁論主題に関わ
る様々な逸話や文芸評論といった雑多な話題が登場するのもこの部分の特徴であ
る．なお，潤色はもっぱら模擬裁判弁論で用いられるものとされているため，模
擬勧告弁論の巻には潤色の列挙はない．しかし各章の最後には，その章の主題に
関わる逸話や文芸評論が扱われる部分が置かれており，この点では模擬裁判弁論
の各巻と類似している．後で具体的に取り上げる歴史家からの引用やそれへの大
セネカの論評も，その多くが，この模擬勧告弁論の各章の最後の部分に収められ
ている．

　　 　潤色に話を戻すと，潤色は実際の法廷弁論でも用いられたが，模擬弁論におけ
る使用はそれよりはるかに自由であった．なぜなら，模擬弁論の主題における出
来事の状況説明というのは，概して非常に簡潔で，裁かれる事件を構成する最低
限の出来事しか規定していないからである．それ以外の細かい背景事実や動機
は，模擬弁論家が弁論の中で自由に創出することが許されていた．そもそも主題
が架空のものである以上，それらの細かい事実が主題で規定されている事実に明
白に矛盾していない限り，それらが虚偽であると証明することは不可能である．
また，模擬弁論は，二つの相反する立場（裁判であれば訴追の側と弁護の側）か
ら行われたが，両者が２人１組になって実際に議論を戦わせるということはな
かったと考えられる．従って，潤色に関しては，どのような背景事実や動機解釈
を付加しようとも，それが虚偽であると論駁されることは起こらなかったため，
模擬弁論家はきわめて自由に様々な潤色を創作することができた．この自由さは
今日見ていくような歴史に関わる主題においても同様であり，このことが，模擬
弁論と歴史記述との関係を考える上で重要になってくる．以上が，帝政初期の模
擬弁論および大セネカの著作についての確認である．
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２　大セネカに見られる模擬弁論と歴史記述
　ここから，歴史上の実際の出来事に題材を採った模擬弁論主題を見ていく．先程確
認したように，模擬弁論の主題は通常は架空のもので，特に時代設定も場所の設定も
個人名も付されることなく，登場人物も「父」，「兵士」などの一般名詞で呼ばれるの
みである．しかし一部の主題は実際の歴史（あるいは神話）を題材として，具体的な
個人名や状況設定を与えられている．大セネカに収録されている80余りの主題の一部
は，このような歴史的な事実に基づいた主題である．

　2. 1　大セネカに見られるキケローの死に関する模擬弁論主題
　今回取り上げる具体的事例は，共和政末期の出来事のうち，大セネカの時代の模擬
弁論において非常に好まれた主題の一つであるキケローの死である．キケローについ
ては言うまでもないが，共和政期の政治家・弁論家であり，アントーニウスによって
追放公告（proscriptio）を受けた結果，紀元前43年に殺害された．その死の状況にま
つわる主題が，大セネカには３つ収録されている．（資料［１]．以下，大セネカの原
文の引用は L. Håkanson （ed.）, L. Annaeus Seneca maior, Oratorum et rhetorum sententiae, 

divisiones, colores, Leipzig, 1989 （Teubner） による．大セネカのテクスト，翻訳，注
釈としては他にH. Bornecque （ed.）, Sénèque le Rhéteur: Controverse et suasoires, Paris, 
1932 （2 tomes）； S. Feddern, Die Suasorien des Älteren Seneca: Einleitung, Text und 

Kommentar, Berlin, 2013； W.A. Edward （ed.）, The Suasoriae of Seneca the Elder, 

Cambridge, 1928； O. Schönberger, E. Schönberger （Übers.）, Lucius Annaeus Seneca 

der Ältere: Sentenzen, Einteilungen, Färbungen von Rednern und Redelehrern, Würzburg, 
2004； M. Winterbottom （ed.）, Seneca the Elder: Declamations （Loeb Classical 
Library）, 1974； idem （ed.）, Roman Declamation, Bristol, 1980などを参照．なお，邦
訳は発表者自身のものである）．

　資料［１］　キケローの死に関わる模擬弁論主題
　Sen. Con. 7. 2.
　　 DE MORIBVS SIT ACTIO. Popillium parricidii reum Cicero defendit； absolutus 

est. proscriptum Ciceronem ab Antonio missus occidit Popillius et caput eius 
ad Antonium rettulit. accusatur de moribus.

　　 「道義的問題についての訴訟があるものとする」．親族殺人の被告であったポ
ピッリウスをキケローが弁護した．彼は放免された．追放公告を受けたキケロー
をアントーニウスに派遣されたポピッリウスが殺し，彼の頭をアントーニウスの
元に持ち帰った．彼は道義的問題で訴えられる．
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　Sen. Suas. 6.
　　Deliberat Cicero, an Antonium deprecetur.
　　キケローがアントーニウスに懇願すべきかを考慮する．

　Sen. Suas. 7.
　　 Deliberat Cicero, an scripta sua comburat promittente Antonio incolumitatem, 

si fecisset.
　　 キケローが自分の著作を焼却すべきかを，もしそうしたならば身の安全をアン
トーニウスが約束しているときに，考慮する．

　最初の主題は模擬裁判弁論であり，キケローの殺害者とされるポピッリウスが，親
族殺人（parricidium）の被告としてかつてキケローに弁護され放免されたことがあっ
たにも関わらず彼を殺害したということで，「道義的問題（de moribus）についての
訴訟」によって訴えられるという状況設定がなされている．キケローがアントーニウ
スによって追放公告を受け殺害されたことは事実であるが，この裁判自体は架空のも
のであり，こうした条件のもとでポピッリウスを訴追あるいは弁護してどのような弁
論を行うか，という訓練（ないし娯楽・見世物）のために作り出されたものに過ぎな
い．従ってここでは，事実と虚構が混じり合っていることになる．次の二つは模擬勧
告弁論に属し，互いによく似た主題になっている．二つ目の主題は，キケローがアン
トーニウスに懇願すべきかを考慮するというものである．この主題が想定している状
況は，追放公告によって彼に殺害の危険が迫っていたという実際の出来事であるが，
こうした思案を本当にキケローが行ったかどうかは，模擬弁論の主題を作り出す際に
は問題とされていなかったように思われる．三つめは二つ目と同じ状況が想定されて
いるが，キケローが助命の対価として自分の著作を焼却すべきかを考慮するという細
部が付加されている（自分の著作というのは主にはアントーニウスを弾劾して書いた
『フィリッピカ』が想定されていると考えられる）．この条件の追加もまた，それが
事実と考えられたからという理由によってではなく，模擬弁論主題により細かい設定
を付加して複雑にするという意図で行われたように思われる．
　大セネカはこれらの模擬弁論主題について，それぞれの章の最後の部分で論評を加
えている．そこでは，こうした近い過去の歴史についての模擬弁論と同じ時代に同じ
時期について書かれた歴史記述との比較や，両者の影響関係についての考察が行われ
ている．以下では，それらの記述を幾つかの観点に注目して見ていく．
　その前に，大セネカにおいてキケローの死に関連して引用されている歴史家（およ
び叙事詩人）の名を挙げておくと（以下人名の後の括弧の中は，Pauly‒WissowaとT.J. 
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Cornell et al. （edd.）, The Fragments of the Roman Historians, Oxford, 2013 （3 vols.）ま
たは E. Courtney, The Fragmentary Latin Poets, Oxford, 1993における箇所を示す），
Asinius Pollio，T. Livius，Aufidius Bassus （RE 15 , Cornell 78），Cremutius 
Cordus （RE 2 , Cornell 71），Bruttedius Niger （RE 2 , Cornell 72），Cornelius 
Severus （RE 369, Courtney 320‒328），Sextilius Ena （Courtney 329）の７名である．
アシニウス・ポッリオーやリーウィウスは高名な歴史家であり説明を要さないと思わ
れるが，その次の３名も歴史家として名を挙げられている．最後の２名は叙事詩人で
あり，歴史を題材とした詩を書いたとされている．

　2. 2　死に際したキケローの振る舞いについて
　最初に，ポッリオーによるキケローの死の記述を考察する．大セネカは，ポッリオー
が弁論家としてのキケローに対する競争心から，彼に対して非常に悪意のある記述を
行っているとしている．悪意があるというのは要するに虚構を含むということであ
り，キケローは実際には追放公告の時にアントーニウスに命乞いをしたりはせず，勇
敢に殺害されたのに，ポッリオーは事実を捻じ曲げて，キケローがあたかも臆病者で
あったかのような描写をしている，というのが大セネカの論評の趣旨である．そして
この点について，ポッリオーは弁論家でありかつ歴史家でもあったので，各々の種類
の著作において記述に微妙な差があった，つまり，キケローは臆病であったという虚
構を入れる程度が異なっていた，ということを大セネカは述べている（資料［２］）．

　資料［２］　Sen. Suas. 6. 14‒15
　　 nam, quin Cicero nec tam timidus fuerit, ut rogaret Antonium, nec tam 

stultus, ut exorari posse speraret, nemo dubitat excepto Asinio Pollione, qui 
infestissimus famae Ciceronis permansit. et is etiam occasionem scholasticis 
alterius suasoriae dedit. solent enim scholastici declamitare： deliberat Cicero, 
an salutem promittente Antonio orationes suas comburat. haec inepte ficta 
cuilibet videri potest； Pollio vult illam veram videri； ita enim dixit in ea 
oratione, quam pro Lamia edidit.

　　 ASINI POLLIONIS. Itaque numquam per Ciceronem mora fuit, quin eiuraret 
［suas esse］ quas cupidissime effuderat orationes in Antonium； multiplicesque 
numero et accuratius scriptas illis contrarias edere ac vel ［ut］ ipse palam pro 
contione recitare pollicebatur.

　　 Adieceratque his alia sordidiora multo, ut ibi facile liqueret hoc totum adeo 
falsum esse, ut ne ipse quidem Pollio in historiis suis ponere ausus sit. huic 
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certe actioni eius pro Lamia qui interfuerunt, negant eum haec dixisse　　
nec enim mentiri sub triumvirorum conscientia sustinebat　　 sed postea 
composuisse.

　　 というのも，キケローがアントーニウスに嘆願するほど臆病でも，彼に願いを叶
えてもらえると考えるほど愚かでもなかったことは，誰も疑っていないからであ
るが，ただアシニウス・ポッリオーは例外で，キケローの名声に最も敵意ある者
であり続けた．そして彼は学校修辞学者たちに別の模擬勧告弁論の機会を与えさ
えした．というのも学校修辞学者たちは次の模擬弁論を常々行っているからであ
る．「キケローは，自分の弁論を焼き捨てるかどうかを，［その条件で］命を救う
とアントーニウスが約束しているとき，思案する」．これが馬鹿げた創作である
ことは誰の目にも明らかであるのに，ポッリオーはこれが真実だと思われること
を願っている．というのも，『ラミア弁護』において彼は次のように言ったから
である．

　　 アシニウス・ポッリオーの［弁論］．「こうしてキケローは全く遅滞なく，アントー
ニウスを弾劾してきわめて熾烈に吐き散らした弁論を取り消した．そしてそれら
と正反対の，数において何倍にも達しより注意深く書かれた弁論を公刊し，自分
で公に民会の前で朗読してもよいと約束したのである」．

　　 彼はこれに他のさらに醜悪なことを付け加えているので，そこでは，これらすべ
てが，ポッリオー自身すら自分の歴史に入れる勇気がないほどの偽りだったこと
が明らかとなっている．確かに，このラミアのための裁判に居合わせた者たちは，
彼はこれらを［その場では］言わず（というのも三頭官たちが知っていることに
ついて嘘をつくのには耐えられなかったので），後から作ったのだと言っている．

　大セネカの述べるところによれば，キケローは臆病であったためアントーニウスに
命乞いを行ったというポッリオーの虚構は，彼の『ラミア弁護』という弁論（これは
実際の法廷弁論である）に書かれているが，しかしこれはあまりに明白に事実に反し
ていたので，彼はこれを自分の『歴史』には敢えて入れなかったということになる．
ここには，ポッリオー自身およびその同時代人の弁論と歴史記述における真実性の基
準の二重性とでも言うべきものを見て取ることができるように思われる．すなわち，
同様に公刊される著作であっても，それが弁論であれば（たとえこの場合のように実
際に公式の場で行われた法廷弁論を刊行した場合でも）ある種の誇張ないし虚構を含
めることができるが，それが歴史記述であれば同じ内容を含めることは敢えてなしえ
ない，という意識がここには隠れている．これについて大セネカは自分の論評はして
いないが，特に非難の言葉を述べていないということは，彼がこうしたジャンル間の
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基準の差を当然ありうることと考えていたことを示唆しているように思われる．さら
に事態を複雑にしているのは，最後の段落に書かれていることであり，そこで大セネ
カは，これらのことはあまりに事実に反していたので，ポッリオーも実際の法廷でこ
れを口にすることはできず，後から法廷弁論を著作として公刊した『ラミア弁護』の
中に紛れ込ませた，と書いている．ここでは，ポッリオーは多くの人が実際に聞いて
いた法廷では明白な虚偽を言うことができず，後に著作として公刊した際にそこに忍
び込ませた，とされている．にもかかわらず同じく著作として公刊された『歴史』の
方には同じ虚構を入れることができなかったのであるから，自分の発言や著作の真偽
性の問題に対しては，彼の意識は相当複雑であったと言うことができる．
　なお，ポッリオーがキケローに対して非常に不公平であったということは別の証言
からも読み取れる（資料［３］）．

　資料［３］　Sen. Suas. 6. 24
　　 Pollio quoque Asinius, qui Verrem, Ciceronis reum, fortissime morientem 

tradidit, Ciceronis mortem solus ex omnibus maligne narrat, testimonium 
tamen quamvis invitus plenum ei reddit.

　　 アシニウス・ポッリオーは，キケローの被告となったウェッレースが勇敢に死ぬ
様を伝え，キケローの死を全ての者の中でただ一人悪意を持って語っているが，
それでも彼もまた，しぶしぶながらキケローに十分な証言を与えた．

　キケローの死の際の態度については，ポッリオーとは別の意味で，模擬弁論と歴史
記述の間の関係をうかがわせる資料がある．資料［４］は，キケローの死についての
クレムーティウス・コルドゥスという歴史家の描写であるが，この人は彼が死でもア
ントーニウスへの嘆願でもなく逃亡を考慮していたとしている．

　資料［４］　Sen. Suas. 6. 19.
　　 Cremutius Cordus et ipse ait Ciceronem, cum cogitasset, utrumne Brutum an 

Cassium an Sex. Pompeium peteret, omnia illi displicuisse praeter mortem.
　　 クレムーティウス・コルドゥス自身も，ブルートゥス，カッシウス，セクストゥ
ス・ポンペイウスのうち誰を求め行くべきかをキケローが考えた後，死の他には
何も彼の気に入るものはなかったと述べている．

　しかしこの考えは，『模擬勧告弁論』第６番を弁論した模擬弁論家の一人，ワリウ
ス・ゲミヌスの模擬弁論にも見られる．



 ローマ帝政初期の模擬弁論と歴史記述 147

　資料［５］　Sen. Suas. 6. 11.
　　 adiecit ［sc. Varius Geminus］ et tertium; adhortatus est illum ad fugam： illic 

esse M. Brutum, illic C. Cassium, illic Sex. Pompeium. ... deinde etiam, quas 
petere posset regiones, percucurrit： ... sed maxime illum in Asiam et in 
Macedoniam hortatus est, in Cassi et in Bruti castra. itaque Cassius Severus 
aiebat alios declamasse, Varium Geminum vivum consilium dedisse.

　　 ［ワリウス・ゲミヌスは］三番目のものを付加した．彼はキケローに逃亡するよ
う促した．あちらにはマールクス・ブルートゥスが，あちらにはカッシウスが，
あちらにはセクストゥス・ポンペイウスがいると．（中略）それから，求め行く
ことのできる土地の概観まで行った．（中略）だがアシアとマケドニア，カッシ
ウスとブルートゥスの陣営へと彼を最も促した．従ってカッシウス・セウェール
スは，他の者は模擬弁論をしたが，ワリウス・ゲミヌスは生きた勧告を与えたと
言っていた．

　従って，クレムーティウス・コルドゥスは歴史家であり，資料［４］も彼の歴史書
からの引用であるが，実はここには模擬勧告弁論という架空の弁論においてなされた
議論が紛れ込んでいるという可能性が指摘できる．もしそうであれば，それはポッリ
オーの態度とはかなり異なることになるが，それはキケローを中傷するための明らか
な虚構とそうではない記述との違いかもしれない．

　2. 3　キケローの殺害者ポピッリウスについて
　次に，『模擬裁判弁論』第７巻第２番においてキケローの殺害者として登場するポ
ピッリウスという人物を巡る記述を見てみたい（資料［６］）．

　資料［６］　Sen. Con. 7. 2. 8
　　 Popillium pauci ex historicis tradiderunt interfectorem Ciceronis et hi quoque 

non parricidi reum a Cicerone defensum sed in privato iudicio； declamatoribus 
placuit parricidi reum fuisse. sic autem eum accusant, tamquam defendi non 
possit, cum adeo possit absolvi, ut ne accusari quidem potuerit.

　　 ポピッリウスをキケローの殺害者としているのは歴史家のうち少数であり，彼ら
も親族殺人ではなく私訴において被告としてキケローによって弁護されたとして
いる．模擬弁論家たちは親族殺人の被告であったとすることを好んだ．しかし，
彼が放免される可能性は，彼は訴追さえされえなかったと言えるほど高いのに，
彼らは，あたかも弁護ができないかのように彼を訴追している．
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　この主題では，かつて親族殺人（parricidium）の裁判でキケローによって弁護さ
れ無罪となっていたポピッリウスという人物によってキケローが殺害されたとされて
いる．しかし大セネカはここで，ポピッリウスが親族殺人（parricidium）の罪で訴
えられたということは歴史的事実ではないということを明らかにしている．彼によれ
ば，確かに少数ではあるがポピッリウスという人物をキケローの殺害者としている歴
史家もいたが，しかし彼らは，キケローがポピッリウスを弁護したのは親族殺人の裁
判でではなくて，私訴において（in privato iudicio）であったと記しているのであり，
それに対して模擬弁論家たちには親族殺人の被告であったことが「好ましく思われ
た」（placuit）のである．「好ましく思われた」というのは，このことは事実ではな
いが，模擬裁判弁論の主題としてはそのような設定がある方が訓練（または娯楽や見
世物）により適した，より魅力的な主題になると考えられたので主題に追加された，
ということだと考えられる．従ってここで大セネカは，このポピッリウスという人が
親族殺人の被告であったという記述が模擬弁論における要請から生まれた虚構である
という認識を持っていたと言える．
　セネカはここでこれ以上のことを言っていないが，現代の研究では，そもそもキ
ケローが彼を裁判で弁護したということや，それどころかこのポピッリウスという
人物自体の存在も疑われている（H. Homeyer, ‘Die Quellen zu Ciceros Tod’, Helikon 
17 （1977）, 56‒96； M. Roller, ‘Color‒Blindness： Cicero’s Death, Declamation, and 
the Production of History’, CP 92 （1997）, 109‒30； A. Wright, ‘The Death of Cicero. 
Forming a Tradition： the Contamination of History’, Historia 50 （2001）, 436‒52を参
照）．なぜなら，ポピッリウスという人自体が，キケローの死およびその責任を問う
裁判という文脈以外で言及されている例が確認できないからである．この疑念が正し
ければ，この人物自体が，模擬裁判弁論の主題をより魅力的にするために考え出され
た虚構であるということになる．もしそうであれば，このことは大セネカの同時代人
にも知られていたことだったはずである．しかしそれにもかかわらず，大セネカの先
程の記述に従うならば，同時代の歴史家には少数ではあるけれどもこの人物と彼の裁
判とを自分の歴史記述に入れてしまう人がいたということになる．
　実際にポピッリウスという人物をキケローの殺害者としている歴史家が大セネカの
別の箇所に引用されている．この箇所で大セネカは，様々な歴史家によるキケローの
死の描写を引用しているが，その一つにブルッテディウス・ニゲルという歴史家から
の引用がある（資料［７］）．

　資料［７］　Sen. Suas. 6. 20
　　 BRVTTEDI NIGRI. Elapsus interim altera parte villae Cicero lectica per 
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agros ferebatur. sed ut vidit appropinquare notum sibi militem, Popillium 
nomine, memor defensum a se laetiore vultu aspexit. at ille victoribus id 
ipsum imputaturus occupat facinus caputque decisum nihil in ultimo fine 
vitae facientis, quod alterutram in partem posset notari, Antonio portat 
oblitus se paulo ante defensum ab illo.

　　 ブルッテディウス・ニゲル［の記述］．そうする間に別荘の別の側から逃げ出し
たキケローは輿に乗って耕地の間を運ばれて行った．しかし自分の知っているポ
ピッリウスという名の兵士が近づいてくるのを見ると，彼が自分によって弁護さ
れたことを覚えていたので喜ばしい表情で眺めた．しかしポピッリウスは，まさ
にこの行いで勝利者たちに恩を着せようと犯罪に走り，人生の最後の終末に何も
しなかった（このことはどちらの側にも解釈しうることだろうが）人の頭を切り
落とし，少し前に自分が彼によって弁護されたことを忘れて，アントーニウスの
もとへ運ぶ．

　ここでは，確実に模擬弁論ではなく歴史記述である著作の中に，本来模擬弁論主題
のために作り出されたであろう架空のポピッリウスなる人物が登場していることが明
白である．これは先程のポッリオーの例とは逆になるが，模擬弁論と歴史記述との間
の真実性に対する要請といったようなものが必ずしも厳密には区別されていなかった
ということの例になるだろう．
　大セネカと同時代の文献でポピッリウスと彼の裁判とを事実として記述しているも
のはもう一つ知られている（資料［８］．原文は J. Briscoe （ed.）, Valeri Maximi Facta 

et Dicta Memorabilia, Stuttgart & Leipzig, 1998 （Teubner, 2 vols.）による）．

　資料［８］　Val. Max. 5. 3. 4.
　　 sed ut ad alium consentaneum huic ingrati animi actum transgrediar, M. 

Cicero C. Popilium Laenatem, Picenae regionis, rogatu M. Caeli non minore 
cura quam eloquentia defendit eumque causa admodum dubia fluctuantem 
salvum ad penates suos remisit. hic Popilius postea, nec re nec verbo a Cicerone 
laesus, ultro M. Antonium rogavit ut ad illum proscriptum persequendum et 
iugulandum mitteretur, impetratisque detestabilis ministerii partibus gaudio 
exultans Caietam cucurrit, et virum, mitto quod amplissimae dignitatis, certe 
salutari studio praestantis officii privatim sibi venerandum, iugulum 
praebere iussit, ac protinus caput Romanae eloquentiae et pacis clarissimam 
dexteram per summum et securum otium amputavit, eaque sarcina tamquam 
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opimis spoliis alacer in urbem reversus est: neque enim scelestum portanti 
onus succurrit illud se caput ferre, quod pro capite eius quondam peroraverat. 
invalidae ad hoc monstrum suggillandum litterae, quoniam qui talem 
Ciceronis casum satis digne deplorare possit alius Cicero non extat.

　　 だが忘恩の心のこの行いと同類の別の行いに移行するならば，マールクス ･キケ
ローは，ピーケーヌム地方出身のガーイウス・ポピッリウス・ラエナースを，
マールクス・カエリウスの懇願によって，雄弁とそれに劣らぬ熱意を以て弁護
し，かなり疑わしい事件に揺れ動く彼を自分の家の神々のもとへ無事に送り返し
た．このポピッリウスはその後，実際の行為においても言葉においてもキケロー
から傷つけられたわけではないのに，追放された彼を追いかけ殺害するために派
遣してくれるようマールクス ･アントーニウスに進んで懇願し，忌むべき奉仕の
役割を許されると喜び勇んでカイエータへ駆けつけ，その人に　　きわめて大き
な威厳を備えた人というのはおいておくとしても，少なくとも，現になすべき義
務である救済に努めることによって自分が尊敬すべき人に　　首を差し出すよう
に命じ，ローマの雄弁と平和の頭である右手を直ちに，全く落ち着いた平静さを
以て切り落とし，その荷物があたかも豊かな略奪品であるかのように欣喜して都
に戻った．というのも，罪深い荷を持ち運ぶ彼には，自分の頭のための弁論をか
つて締めくくったその頭を自分が運んでいるということさえ頭に浮かばなかった
のだ．この怪物を糾弾するには文字の力は十分ではない．なぜなら，キケローの
このような死を十分相応しく嘆くことができるような別のキケローはいないのだ
から．

　ワレリウス・マクシムスの著作は様々な出来事の集成であり歴史記述とはジャンル
を異にしているが，模擬弁論でもない．こうした著作においてもポピッリウスという
人物についての事件が事実として記述され，しかもそこにきわめて修辞的な文体が用
いられている（長い上にあまり上手いとは言えない修辞の連続であるが）ということ
は，この時代に模擬弁論が他のジャンルの著作に内容面でも表現面でも影響を及ぼし
ていたということの傍証と言える．

　2. 4　模擬弁論と歴史記述の文体面での関わり
　最後にもう一つ別の観点から模擬弁論と歴史記述との関係を見てみたい．それは両
者の文体という観点であり，この点では大セネカは両者を連続性のあるものとして捉
えている．これは次の資料に示されている（資料［９］）．
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　資料［９］　Sen. Suas. 6. 16.
　　 Nolo autem vos, iuvenes mei, contristari, quod a declamatoribus ad historicos 

transeo. satisfaciam vobis, et fortasse efficiam, ut his sententiis lectis solida 
et verum habentia recipiatis.

　　 ［solida et verum habentia recipiatis Håkanson solidis et verum habenti （vel 
habentibus） recedatis codd. solidis et verum habentibus ＜a scholasticis＞ 
recedatis Bursian solidis et verum habentibus accedatis Gertz.］

　　 だが我が若者たちよ，私が模擬弁論家から歴史家へと移るからといって，君たち
には落胆して欲しくない．私は君たちを満足させるだろうし，おそらくは，これ
らの表現を読んで君たちが真実を持つ確固としたものを受け取るようにするだろ
う．

　ここで大セネカは，模擬弁論における警句ばかりを聞きたがる息子たちに対して，
それだけではなく，歴史記述におけるより真実味のある（verum habentia）優れた
表現（habentiaという中性複数をこう訳せるとしてであるが）を読むことによって
彼らの模擬弁論はより良くなるはずだ，と言っている．つまり彼はここで歴史記述の
文体を模擬弁論の文体の模範と見なしている．従って彼にとっては，歴史記述と模擬
弁論は文体に関しては一連のものであり，その間に特に区別はないということにな
る．古代の人の認識からすれば当然かもしれないが，歴史記述は弁論と通じる文芸の
一ジャンルであるという意識があることが読み取れる．同じことが歴史記述と詩の間
でも言われている（資料［10］）．

　資料［10］　Sen. Suas. 6. 25.
　　 Adfirmare vobis possum nihil esse in historiis eius ［sc. Pollionis］ hoc, quem 

rettuli, loco disertius, ut mihi tunc non laudasse Ciceronem sed certasse cum 
Cicerone videatur. nec hoc deterrendi causa dico, ne historias eius legere 
concupiscatis； concupiscite et poenas certe non dabitis.

　　 Nemo tamen ex tot disertissimis viris melius Ciceronis mortem deploravit 
quam Severus Cornelius.

　　 私が君たちに確言できるのは，彼の歴史の中に私が引用した箇所よりも能弁なも
のは何もないということであり，彼はこのときキケローを称賛したのではなくキ
ケローと競ったのだと私には思われる．私がこれを言うのは，君たちが彼の歴史
を読むことを望まぬようにと遠ざけるためではない．そう望むが良い，罰を受け
ることは確かにないだろう．
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　　 だがこれほど多くのきわめて能弁な人々のうち，キケローの死をコルネーリウ
ス・セウェールス以上に良く嘆いた者は誰もなかった．

　ここで大セネカは，一連の歴史家たちを引用した後で，キケローの死について最も
良く描写しているのは歴史家たちではなく叙事詩人であるとして，共和政末期の歴史
を扱った叙事詩人コルネーリウス・セウェールスから20数行の詩行を引用している．
このように叙事詩人が模擬弁論家や歴史家と同等に並べられていることから，大セネ
カは文体という点ではこれらすべてを一体のものと見なしていると言うことができる．

３　終わりに
　まとめとして，以上幾つかの項目について見てきたことから，模擬弁論における歴
史の扱われ方や，模擬弁論の歴史記述への影響について，幾つかの点が指摘できると
考えられる．まず模擬弁論と歴史記述とに求められる真実性の相違に関しては，ポッ
リオーのように，過去の歴史を知っている人の前では言うことのできないことを公刊
した弁論には入れ，しかし歴史書には入れないといったかなり複雑な区別をしている
人がいる一方で，修辞学的な虚構に過ぎなかったものが歴史記述に取り入れられると
いった傾向も見られ，その間に明確な基準を見出すことは難しいように思われる．
従ってこの時代においては，模擬弁論の歴史記述への影響の与え方も，それぞれの
ジャンルにおいてどの程度虚構が許されるのかについての人々の考え方も様々であ
り，大セネカのこの記述はそうした複雑な状況の忠実な描写として見るべきではない
かというのが，私の考えである．他方文体に関して大セネカは，模擬弁論，歴史記述，
（歴史を扱った）叙事詩の間には一貫性があり，それらの文体は同じ基準で優劣を判
断できるものであると考えていたと言える．

　補足（事実関係についての質問に対する回答）
　大セネカに現れる模擬弁論主題が当時どの程度広く行われていたのかについて．80
以上あるこれらの主題が実際にどの程度の頻度で行われていたかは分からないが，各
主題について当時の多くの有名な模擬弁論家の警句が引用されていることからして，
それらはキケローの死からセネカが書いている時代までの間に修辞学校において一般
的な主題であったということは言って良いと思われる．
　分割と潤色について．これらについては今回は詳しく扱わなかったが，潤色は今回
の主題にとっても重要である．なぜなら，主題に潤色として背景事実が付加されてい
くという現象が，ポピッリウスに関する主題の形成過程に関与していた可能性がある
からである．すなわち，単純な主題に対して誰かが潤色として付加した背景事実が面
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白いと思われて，次には主題の中に取り入れられ，次第に事実のように扱われていく，
といったような変化があったと考えられている（上記 Roller, ‘Color‒Blindness’ を参
照）．

基調報告（４）

初期キリスト教における歴史とレトリック
　　テルトゥリアヌス著『スカプラへ』　　

大　谷　　　哲　

一．分析対象
　古代地中海世界における歴史とレトリックをテーマとしたシンポジウムの一助とな
るべく，本報告では初期キリスト教徒がそのテキストの中で展開した修辞技法と歴史
の利用の一例を提示する．そのため選ばれた分析対象は，３世紀初頭，北アフリカの
カルタゴで最初のラテン教父（１）テルトゥリアヌスが執筆した『スカプラへ』と題さ
れたテキストである（２）．テルトゥリアヌスの生涯は不明なことが多いが，紀元後160
年頃に異教徒の両親の子としてカルタゴに生まれたとされている（３）．アプレイウス
やゲッリウス，フロントなど，２世紀後半に多くの著名なラテン文学者を生んだ，北
アフリカの薫り高きラテン文化の中で育った彼は，ローマに滞在したこともあったら
しい．キリスト教へは改宗によって入信したと自ら証言しているが，洗礼を受けた年
代は主著『護教論』の執筆年代（197年）以前としかわからない．
　本史料『スカプラへ』は，紀元後212年にカルタゴに赴任していた（４），属州アフリ
カ・プロコンスラリス総督スカプラに宛てられている．当時スカプラはキリスト教徒
に対する迫害を実施するか，捕縛したキリスト教徒の拷問ないし処刑を予定していた
ようで，本史料はこれを阻止すべく執筆された（５），総督宛ての嘆願ないし公開書簡
の形をとっている．この『スカプラへ』を分析することで，初期キリスト教徒が説得
のために用いたレトリックと歴史の関係を明らかにしたい．なお，『スカプラへ』の
構成内容（６）については四節の議論と併せて提示する．

二．古典修辞学とhistoria
　『スカプラへ』が，総督への要請を散漫に書き散らしたものでなく，ギリシア・ロー
マの古典修辞学を用いて書かれた文学的テキストだとするならば（７），そして土岐正



154 2015年度大会共通論題報告

策の指摘するごとく，歴史的事件への言及が豊富に見出される（８）という特徴を鑑み
れば，本史料を詳しく分析する前に，当該期のローマ古典修辞学の世界でhistoria（歴
史・物語内容）とはどのような性格を持っていたのかに注意が向けられねばならない．
　紀元後１世紀の代表的修辞学者クィンティリアヌスは，『弁論家の教育』第２巻４
章２節において，次のように述べる．

「叙述には，法廷で用いられるものを除けば，三種類あることは一般的に受け入
れられています．第一はおとぎ話であり，これは悲劇や詩歌において取り扱われ，
真実のみならず真実らしさからもかけ離れたものです．第二は喜劇が描く筋立て
であり，偽りでありながらも真実のように見えるものです．第三は歴史であり，
現実の出来事を述べるものです．もっともこれら三つのうちで詩的な叙述は文法
学者にまかされており，弁論術教師のもとで最初に学ぶものは歴史的叙述です．
歴史的叙述は現実的であるために，よりいっそう難易度が高いのです．」（９）

　クィンティリアヌスは，法廷で行われるもの以外の弁論，すなわち「叙述（narratio）」
は，「おとぎ話（fabula）」，「筋立て（argumentum）」，「歴史（historia）」の三つに分
類できるという．ただし，ここでクィンティリアヌス，そして彼が代表する古典修辞
学における歴史的叙述 historia（あるいは，物語内容）とは，我々現代人が想定する
よりも広く，歴史のみに留まらない地理学，神話学その他様々な領域を含み得る（10）．
それゆえ『スカプラへ』を分析するにあたっても，その中で用いられている historia
の内容と性格について，『スカプラへ』が如何なる「弁論」であるのかと併せて整理
しなくてはならない．

三．研究史と『スカプラへ』の弁論としての位置づけ
　テルトゥリアヌスその人の経歴や教育課程には不明なことが多いものの，彼の著作
には古典修辞学の性質が備わっていることは，研究者たちの関心を引き寄せてき
た（11）．テルトゥリアヌスの著作活動における修辞学の重要性を提示した Siderの一
連の論考以降（12），テルトゥリアヌスが修辞家としての訓練を受け，学んだ技法を執
筆に活かしていたことは多くの研究者に受け入れられている（13）．彼の著作のうち，
本報告との関連で特に重要となる，直接的なキリスト教徒迫害を契機として執筆され
たと想定されている『異邦人へ（Ad nationes）』（197年），『護教論（Apologeticum）』（198
年）においても同様である（14）．特に Barnesは，『護教論』と『スカプラへ』をセッ
トで考察すべきだという点でも，テルトゥリアヌスの弁論家としての活動という側面
を強調する．すなわち，Barnesは『スカプラへ』の「序（exordium）」に着目し（15），
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このテキストは，14年前に執筆された『護教論』（16）の要約的な内容になっていると
指摘した（17）．つまり，テルトゥリアヌスの最後期の著作に位置づけられる『スカプ
ラへ』は，ソフィストたちがしばしば行っていた，自身の弁論作品の縮約版だと
Barnesは考えたのである（18）．
　Barnesに従って『スカプラへ』は『護教論』の簡易版だと信じるかは保留すると
しても，指摘される両著作の内容の類似は本報告においても重要な意味を持つ．何故
ならば，『護教論』はその執筆意図について，具体的なキリスト教徒迫害に際して執
筆されたとしても，これを実際に属州総督に届ける意図があったのか，それとも迫害
に怯えるキリスト教徒を鼓舞する内輪向けの教導的書物であったのかという議論は，
解決しているとは言えないからである．
　Swiftは『護教論』の弁論が，「義憤（indignatio）」に満ちたものであって，実際
の法廷弁論というよりは，ローマの官憲の前での法廷と，神の前での最後の審判を対
比させた護教的雄弁であると考えた（19）．さらに『護教論』の虚飾性を強調したのが
Keresztesである．彼によれば『護教論』は実際の法廷弁論では有効だとは思われず，
アピールすべき人々の好意を引き出す努力に欠け，本気でキリスト教徒たちの「法廷
での無罪判決を狙っているとも思われない」（20）．Evansはテルトゥリアヌスの諸著作
の読者に注目する．彼によれば，『護教論』のような異教徒の読者を対象としたテル
トゥリアヌスの作品は，キリスト教徒の読者のために構想された作品よりも，敵対的
な態度が少なくなっているという（21）．こうした議論に対しDunnは，『護教論』で頻
繁に現れるキリスト教徒の無罪性の示威は，法廷弁論において弁護側の弁護人が常に
勝ち取ろうとしたものであり，結果があらかじめ明らかな政治的な案件であっても欠
かされぬものであって，Keresztesの論点は的を射ていないという．Dunnは Evans
に従い，『護教論』の法廷弁論的な性格を排除しない．その上で，Barnesの指摘する
『護教論』と『スカプラへ』の関係性の深さを認めつつも，『スカプラへ』はたんな
る縮約版ではなく，異教徒を説得するために改めて書かれたテキストであり，『護教
論』の法廷弁論的性格を超えた，異教徒に対するキリスト教擁護の書であるとする（22）．
　Dunnは『スカプラへ』が，法廷弁論的にキリスト教徒の無罪性を主張した『護教論』
を超え，キリスト教徒に対するローマ帝国の宗教政策の不寛容性を排除しようとす
る，キケロの言うところの「将来への配慮のための弁論」，すなわち審議弁論なのだ
という（23）．Dunnの指摘する通り，『スカプラへ』は『護教論』の単なる縮約版では
ないだろう．テルトゥリアヌスは喫緊の問題としてキリスト教徒迫害を論じており，
またその行論の中で取り上げられる historia（歴史，内容）は『護教論』のそれとは
異なる．しかし，Dunnが論じるように，『スカプラへ』が「将来への配慮のための」
「審議弁論」であるとすると，別の疑問が生じる．キケロは「審議において目標は利
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益であり，助言を与える時も意見を述べる時も全てを利益に関連させなければならな
い」（24）と述べる．そうして審議弁論は聴衆に期待もしくは懸念を呼び起こし，望ま
しい行動を促すものである．では，『スカプラへ』は，果たして総督スカプラ，ある
いは彼の背後に存在する異教徒の読者たちに，キリスト教徒迫害を思いとどまらせる
に足るメリット，デメリットを提示できていたのであろうか．この点を中心にして，
次節でテルトゥリアヌスの用いたレトリックを改めて分析したい．

四．『スカプラへ』の修辞学的構成とhistoriaの分析
　Dunnに従い，『スカプラへ』を審議弁論として分析すると（25），このテキストが以
下のような構成になっていることがわかる．まず，弁論では聴衆ないし読者に対し，
内容に備えさせ，注意を喚起するための箇所である（26），「序（exordium）」が配置さ
れる．テルトゥリアヌスは短い序（１章１－３節）でキリスト教徒迫害の無益さを指
摘し（27），この『スカプラへ』においてなされる要請を総督が無視した場合にもたら
される，負の結末を提示する．次に，一般に弁論においては「陳述，叙述（narratio）」
という，問題の経緯を述べる部分が配置されるが，『スカプラへ』ではこの箇所が不
在である．しかし，これは『スカプラへ』独自のことではない．キケロは将来への配
慮のための審議弁論では，過去あるいは現在の事件を扱う「叙述」が長大に論じられ
る必要はないと述べている（28）．次に，「分析，論点列挙（partitio）」が来る（29）．決
定すべき問題と，それに関連する論者の勧告を述べる箇所である．『スカプラへ』で
は１章４節がこれにあたる．読者のために自身の考えを繰り返したのち，総督が真実
に耳を傾けないためにこの弁論に着手したのだと問題を提起する．そののち，「主文」
が配置される．「主文」は論者にとって名誉なこと，あるいは都合の良いことを列挙
する confirmatio，あるいは論者の勧める行為以外は不名誉ないし不都合であるとし
て拒絶する，refutatioからなる．クィンティリアヌスは「ほぼすべての勧告〔審議〕
弁論が比較にほかならないのであって，求めているもののうちにある利益のほうが大
きいのか，求めるための手段のうちにある不利益のほうが大きいのかを考慮するため
に」と，この目的を簡潔にまとめている（30）．この主文に該当する２章１節から５章
２節，『スカプラへ』の中心となる箇所において，テルトゥリアヌスは，宗教的な自
由が存在すること（２章２節），キリスト教徒は異教徒と異なり，政治的あるいは宗
教的な罪を犯さない（２章３－６節）と主張する．罪を犯しがちな異教徒との対比の
ため，セウェルス帝によって謀反の罪を問われ，197年にガリアのルグドゥヌム（現
リヨン）で敗死したクロディウス・アルビヌス，193年のペルティナクス帝没後の内
乱でセウェルスに滅ぼされたペスケンニウス・ニゲル，175年にマルクス・アウレリ
ウス・アントニヌス帝崩御の誤報に際して皇帝位を宣言し，僭称者として暗殺された
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カッシウスなど，現政権カラカラ帝（と彼がその後継者と自称するアントニヌス朝）
の旧敵と，キリスト教徒が全く関わりのないことを強調する（２章５節）．むしろ皇
帝の安寧を真にかなえるのはキリスト教徒の祈りであり，キリスト教徒が祈ること
で，神は異教徒への怒りも和らげるのだという論が展開される（２章７－10節）．
　その後，テルトゥリアヌスは総督（と読者）に，キリスト教徒迫害のデメリットを
説明する．神による異教徒への罰は堰き止められないところまで来ており，属州アフ
リカに発生した大雨，謎の発火現象，日蝕がその予兆だと述べる（３章１－３節）．
また，キリスト教徒を迫害した属州総督たちが如何に苦しみの最後を迎えたかが例示
され（３章４－５節），迫害を止めることのメリットを知らせるため，迫害政策に消
極的であった総督たちの先例も提示される（４章１－４節）．さらにテルトゥリアヌ
スは，高位公職者や皇帝家と親しい地位にあるキリスト教徒の存在を指摘する（４章
５－６節）．その上で，キリスト教徒は模範的市民と認識されるべきと言える行動事
例が挙げられ（４章７－８節），またしても，総督が迫害を停止しない場合，キリス
ト教徒は大挙して総督の面前に出頭するであろうという脅しが，属州アシアの総督
アッリウス・アントニウスが遭遇した事例を挙げてなされる（５章１－２節）．
　テルトゥリアヌスは修辞学のルールにのっとり，この弁論のクライマックスとなる
「結（peroratio）」を構成する．彼は再度，迫害を停止するよう強く要請し，迫害の
無益さを強調する．最後に，総督スカプラは真理を知り得る者であり，真理を知る者
はキリスト教徒となるという主張が peroratioを締めくくる．テルトゥリアヌスはこ
こで，スカプラに迫害停止を要請するだけでなく，キリスト教への改宗すら勧告して
いるのである．
　以上のようにテルトゥリアヌスがどのようなレトリックで『スカプラへ』を構成し
たのかを見てきたが，かように列挙しただけでも，テルトゥリアヌスがこの短いテキ
ストに，自身の主張に説得力を持たせるべく配した historiaには，歴史的に確認可能
なものがいくつも含まれる．例えばテルトゥリアヌスは，ウティカ市で観測された（そ
しておそらくはスカプラも目にした）日蝕を神の怒りの予兆として取り上げる．

「というのも，ウティカで〔巡回法廷の〕集会が行われたときに，太陽がほとん
ど光を失い，怪異な様相を呈しました．太陽は中空高く，定位置にあったので，
通常の日蝕でこのようになったのではないことは確かなことです．貴方は天文学
者をお抱えでしょう〔お尋ねしてみなさるが良い〕．」（３章３節）

　実際に212年８月14日に属州カルタゴで日蝕が観測できたことが天文学上明らかと
なっており（31），この記述がつい最近のこととして日蝕に言及していることから，こ
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のテキストの執筆時期を推測する根拠となっている（32）．
　しかし，テルトゥリアヌスがスカプラを説得するため，キリスト教徒迫害を停止せ
ねばどんな将来が彼を待ち受けるのかを示そうと列挙する，キリスト教徒を迫害して
いた総督たちの末期を示す箇所は，いかにもキリスト教徒側に都合の良い描写となっ
ている．

「同様に，何人かの総督の死の様子を，貴方に示しましょう．彼らは，人生の終
わりになって，キリスト教徒を苦しめたことが誤りだったと悟ったのです．ウィ
ゲリウス・サトゥルニヌスは，このカルタゴの地で私たちに初めて剣を振り上げ
た人物ですが，盲目になってしまいました．カッパドキアのクラウディウス・ル
キウス・ヘルミニアヌスは，自分の妻がこの宗派に改宗したことに腹を立て，キ
リスト教徒を残忍に扱いましたが，ただ一人屋敷の中で疫病に犯されて，生きな
がら蛆がわいたので，『キリスト教徒が喜ばないように，キリスト教徒の女たち
に希望を与えないように，このことを誰にも知らせないでくれ』と言いました．
その後彼は，ある人々に拷問を加えて，彼らの信念を放棄させたという自分の誤
りを認め，ほとんどキリスト教徒のようになって死にました．カエキリウス・カ
ペッラは，ビュザンティウムが陥落したときに，『キリスト教徒よ，喜べ』と叫
びました．」（３章４節）

　ウィゲリウス・サトゥルニヌスは180／181年のアフリカ総督であり，『スキリウム
人殉教伝』でアフリカ最初の記録に残るキリスト教徒殉教者たちを裁いた人物である
が（33），Birleyの詳細なプロソポグラフィ的研究（34）によっても，彼が失明したかど
うかは不明である．一方ヘルミニアヌスの，生きながら蛆のわく病と，その苦痛によ
る後悔とは僭主，迫害者の死の描写でしばしば用いられるモチーフである（35）．カエ
キリウス・カペッラは，193－194年に起こったセプティミウス・セウェルスとペスケ
ンニウス・ニゲルの内乱にあって，ニゲルの側に付き，195年にセウェルスによって
滅ぼされた．彼らの戦いは異教やキリスト教などの信仰を巡ってのものではなく，敗
軍の将カペッラが自身の死に際してわざわざキリスト教徒たちの怨嗟を思い出したと
するのは創作であろう（36）．
　またテルトゥリアヌスは，キリスト教徒に対する迫害を行わなかった総督たちの先
例を提示することで，スカプラ自身にも彼らと同じ選択をするチャンスが与えられて
いることを示す．

「なんと多くの属州統治者たちが―彼らは，あなたよりもずっと頑固でもっと残
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忍な人物でしたが―この種の訴訟で寛大な処置をとったことでしょうか．例え
ば，キンキウス・セウェルスはテュスドゥルスで，キリスト教徒が放免されるた
めにはどのように答えれば良いかという救済策を自ら講じました．ウェスプロニ
ウス・カンディドゥス（37）は，あるキリスト教徒を，自身の治める町の市民を満
足させるため，治安を乱したかどで〔罰するだけで〕放免しました．アスペルは，
軽い拷問を受けただけで棄教した人物に，犠牲を捧げることを強要しませんでし
た．彼は，裁判の始まる前に，自分の法律顧問や陪審に，この種の裁判を担当す
るはめになったのは残念だともらしていました．プデンスもまた，自分のもとに
送られてきたキリスト教徒を，調書によって告発者の濫訴に気づき，放免し，調
書を破り捨て，告発者不在により，勅令に従い審問を行わないと宣言しました．」
（４章３節）

　テルトゥリアヌスはここで，スカプラよりもはるかに残酷かつ頑迷な総督たちです
ら，キリスト教徒に対し柔軟で寛容な処置を行ったという事例をもって，無益な迫害
を停止することで自身の名誉を守るよう現総督を誘導しようというのであろう．
　しかしながら，「将来への配慮のための弁論」「利益を目標とする弁論」（キケロ），
「利益の比較に他ならない弁論」（クィンティリアヌス）としての審議弁論として『ス
カプラへ』を読むならば，先ほどの迫害を実行した総督たちの末期と比較して，キリ
スト教徒に寛容であった総督たちの行く末は如何なるものであったかにも関心が向こ
う．彼らの内，キンキウス・セウェルスとアスペルについては，その最後が別史料に
て証言されている．すなわち，現在のチュニジアのエル・ジェムに当たるテュスドゥ
ルスでキリスト教徒を放免しようと努めた，190／191年に属州アフリカ総督であった
キンキウス・セウェルスは，アフリカの民が神と崇めたセウェルス帝を，毒でもって
暗殺しようとしたとされ処刑されている（38）．同じく200年頃に属州アフリカ総督とし
て，棄教を表明したキリスト教徒に異教の神々への供儀を強制することを控えたアス
ペルは，コモドゥス帝のもとで執政官となって翌年アフリカに総督として赴任し，
212年には再度執政官に就任した，顕職を歴任した人物であった．しかしその直後，
いかなる理由からか帝の不興を買い失脚する．

「ユリウス・アスペル，その教養においても知性においても侮られることなど決
してなかったこの人物は，その息子とともに，アントニヌス〔カラカラ帝〕によっ
て最初に栄誉を受けた人であったので，かつてないほどの兵士に一度に囲まれて
パレードを行ったほどであった．そして突然，悪意ある侮辱を受け，恥辱と恐怖
を抱いて故郷の町へと送り返された．」（39）
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　テルトゥリアヌスはここで，頑迷で残忍な先任者たちに徳の面で劣る統治をせぬよ
うスカプラに呼びかけているのであるが，キリスト教徒への寛容な施策が総督の政治
的安定をもたらすとは限らないのは，いささか根拠薄弱な説得にも思える．しかしテ
ルトゥリアヌスは語を継いで，こうした総督たちの周囲には，キリスト教徒たちに
よって悪魔祓いや病魔からの癒しを施された者がいると主張し（40），こうした特殊な
力との関連で，キリスト教徒は高貴な身分の人々，特にセウェルス朝の皇帝たちに重
用されたと述べる．

「アントニヌス帝〔＝カラカラ帝〕の父セウェルス帝も，キリスト教徒に恩義を
感じていました．というのも，トルパキオンと渾名されるプロクルスというキリ
スト教徒がいて，この人はエウホドゥスの執事でしたが，ある時セウェルス帝に
油を塗って病気を癒したのです．そこでセウェルス帝は，彼を探し出して，帝が
亡くなるまで，自身の宮殿に住まわせました．アントニヌス帝もキリスト教徒の
乳母の乳で育てられ，この人物を良く知っていました．」（４章５節）

　ここでテルトゥリアヌスは，総督スカプラに対し，皇帝家，特に現政権であるカラ
カラ帝が宮殿に出入りしたキリスト教徒たちに持っていた好意を提示し，キリスト教
徒迫害を停止すべき理由を付け加えようとしている．事実，２世紀末から３世紀初頭
は社会上層にもキリスト教が伝わり（41），宮廷内にキリスト教徒が入り込み始めた時
代であった．ヒッポリュトスは188 -189年の事件としてサルディニア島に追放された
キリスト教徒たちが，皇帝コモドゥスの愛人であり同じ信仰を持つマルキアのとりな
しによって釈放されたと伝えるし（42），マルクス・アウレリウス・アントニヌス帝と
コモドゥス帝の解放奴隷で，カラカラ帝の時代まで宮廷の要職を歴任し217年に死去
したマルクス・アウレリウス・プロセネスは，ローマ市のボルゲーゼ公園に残る石棺
の碑文から，キリスト教徒であったと推定されている（43）．ところが，テルトゥリア
ヌスが例に挙げた人物は，またしてもいささか不適切であったように思われる．セ
ウェルス帝の好意を受け，帝が没するまで宮殿に住んだというキリスト教徒プロクル
ス・トルパキオンであるが，彼が宮廷とつながるきっかけとなった，カラカラ帝の家
庭教師でもあった主人エウホドゥスは，カラカラが帝位について後，帝によって処刑
されているのである．

「この後アントニヌス〔カラカラ帝〕は全ての権力を手にした．彼がそれを弟と
分け合ったというのは事実である．しかし実際には，彼はまさにその当初から一
人で統治した．敵と折衝し，奴らの地から引き上げ，要塞を放棄した．身の回り
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の者たちについてはどうかと言うと，総督パピニアヌスを含む幾人かの者を退
け，他の者たちを殺した．その中にはアントニヌスの家庭教師エウホドゥスとカ
ストル，妻のプラウティッラ，その弟のプラウトゥスがいた．」（44）

　プロクルス本人についてのその後の詳細は不明だが，主人エウホドゥスの処刑に影
響は受けなかったのだろうか．テルトゥリアヌスはプロクルスの名を出す際に，エウ
ホドゥスを引き合いに出しスカプラに提示する．カルタゴに住む彼は，エウホドゥス
の失脚を知らなかったのであろうか．
　テルトゥリアヌスは『スカプラへ』を審議弁論のレトリックで構成し，スカプラに
多様な historiaを想起させてキリスト教徒迫害の停止を迫った．しかし，ここまで見
てきたように，果たしてその説得は有効なものであったのだろうか．

五．まとめ
　これまで見てきたように，テルトゥリアヌスが212年の後半に執筆した『スカプラ
へ』は，法廷弁論的な技法，法律用語を多分に用いた彼の『護教論』とは異なり，「将
来への配慮のための弁論」すなわち審議弁論として構成されていた．テルトゥリアヌ
スはキリスト教徒迫害の無益さ，それを行うことによる神の怒りの招来，総督自身の
不名誉，上層民キリスト教徒を処刑する危険，キリスト教徒迫害総督の悲惨な最期，
宮廷内でのキリスト教徒の存在などを挙げて，将来の不利益，すなわち迫害を続ける
ことによって総督スカプラと属州アフリカにもたらされる悲惨な運命を印象付け，喫
緊の問題であった迫害の停止を迫った．しかしながら，彼の説得の根拠となるこれら
の historiaには，説得力の点で薄弱にも思われるものが含まれていた．迫害抑止策と
しての『スカプラへ』執筆がどの程度有効であったかを解き明かす史料は存在しない．
古代史料で『スカプラへ』に言及するのは，４世紀初頭のキリスト教徒著作家ラクタ
ンティウスのみであり（45），我々に残されたのは，本報告で見たように，いささか不
安の残る材料ながら強気で相手に挑む，テルトゥリアヌスのこの短いテキストのみで
ある．この libellus（請願書）が実際にスカプラに届いたかどうかすら，残念ながら
知るすべはない．本報告が明らかにできたのは，迫害という直接の問題に対し，初期
キリスト教徒もギリシア・ローマの伝統に則った古典修辞学の技法を用いて対抗しよ
うとしたこと，そのために，説得対象となる総督・読者に「将来」を想起させようと，
政治的な脅し，呪術的な脅迫，貴顕の名誉欲の刺激という，同時代のローマ人と共通
する価値観に訴える historiaを総動員させた，テルトゥリアヌスのレトリックの実態
である。
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Ⅲ　討論

⑴　個別論点

司会（阪本）：午前中の基調報告の順序に沿って報告者の皆さんから質問にお答え頂
き，討論するかたちで進めます．一度休憩を挟んで，討論第二部ではより大きなテー
マについて議論したいと思います．初めに庄子さんに対し「ミュートス」に関する質
問を頂いています．

橋本資久（文部科学省）：レジュメ３頁の資料Ｅ〔『民族祭典演説』158 f.〕では，「物
語（ミュートスμῦθος）」のなかにトロイア戦争やペルシア戦争が入っています．それ
に対して例えば４頁の史料Ｈ〔『パンアテナイア祭演説』１〕では「神話ふうのもの
（ミュートーデース μυθώδης）」となっていて，おそらく史実と呼ばれるものを排除
するかたちで書かれているのではないかと思います．そのように，ミュートスという
言葉の境界線のようなものが自由に操作されているようです．そうすると，語るほう
は勝手に操作するので構わないのかもしれませんが，受け手のほうに問題が生じま
す．受け手である当時の人々がミュートスという言葉，あるいはそれにまつわる言葉
を，特に政治的なコンテクストが関わってきたりすると自由にその範囲を広げたり狭
めるということが起こり得たのかどうか．この点に関して，当時の人々のミュートス
観についてお考えがあればお聞かせ願いたいです．

庄子：厳密な定義があったわけではないと思います．例えばヘロドトスやトゥキュ
ディデスなどの歴史家，いろいろな著述家を除いて，一般の人々を視野に入れるなら
ば本当に曖昧で，詩人が伝えてきたような神話を中心とした物語というふうに，かな
り広く捉えられていたのではないかと思います．これがヘロドトスやトゥキュディデ
スになると，歴史的事実と時に対比的に用い，相手が言っていることを間違っている
と言いたい文脈でミュートスだというふうにネガティヴに使う用法もあります．かな
り曖昧であり，使い手の主観が投影されるものではあったと思います．今回取り上げ
たイソクラテスについては，多くの弁論が一般の人々に広く向けて訴えかけたもので
すので，そもそもミュートスをかなり広くとった上で，まさに彼はレトリックとして，
巧みに自分の言いたいことにつながる場合はミュートスと呼んでいるのではないかと
思います．

司会（阪本）：お答えに関連して，そのイソクラテスが神話を現実と並べて語ること



166 2015年度大会共通論題報告

ができたのも，思想体系が背景にあるのではないかとの質問が出ています．

橘耕太（立教大学）：質問紙にはリウィウスの名前を出しましたが，リウィウスには
ある程度ストア的なバックグラウンドがあったと耳にしたことがあります．簡単に言
えば，彼は哲学的なバックグラウンドを踏まえて，ある程度神話，スーパーナチュラ
ルなものを含めて，歴史として語っている．彼には哲学が神話的なものも含めて論理
的に説明がつくという考えがあったと．今回庄子さんは神話を表に出しておられまし
たので，イソクラテスにもそういうバックグラウンドが影響しているのかと思いまし
た．これは他の方々からも，レトリックや歴史といったことを考える上で，そういっ
たバックグラウンドが何らかの影響を与えているということがあればお聞かせくださ
い。

庄子：哲学的な背景と申しますか，哲学的な文脈での神話の取り扱いがイソクラテス
などに影響を与えている部分は直接的にはありません．私の不勉強かもしれません
が，すぐ思いつくところでは，哲学に直結した関連性はお答えできません．

佐藤：弁論の中に歴史的なものを語り，その中にさらに神話を語る，ということ自体
には，哲学という言葉の定義にもよりますが，それほど特殊な思想的背景を必要とし
ません．多くの人を説得するのにホメロスの神話やその他地元に根付いた神話を語る
ようなことは少なからずあります．ですから，何か特別な思想体系のもとで，それが
なければ弁論の中に引用できないということは決してない，と僕も考えます．ただし，
イソクラテスに関して言えば，同時代のソフィストの影響，あるいはプラトンなどと
の対抗意識はあったでしょうから，そうしたところでミュートスの議論や，そういっ
たものが影響を与えているかもしれません．いずれにせよ，古典期のアテナイの場合
は神話を利用するということに関して，思想的な背景がなければ出しにくいというこ
とは考えにくいと思います．

庄子：プラトンまで視野に入れるならば，これは哲学関連の話になります．ほぼ同時
代のプラトンも神話を自分の思想に役立つように解釈し，また新しいミュートス，彼
なりの物語というのを，たとえ話のように創作することがありました．詩人だけが神
話を伝えていたのが，大きく変化する中でプラトンのように，神話を利用する人物が
現れた．それとの比較で言うなら，イソクラテスにも似たような部分があります．時
代の趨勢があったと言えると思います．
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浦野：私の論点開示の註13に挙げましたが，アリストテレスは『詩学』で，実際に起
こったことはヒストリアで，ミュートスとはこれから起こる可能性があることであ
る，と言います．しかしながら，ミュートスが実際に起こったことであることも排除
しない，なぜなら，過去に起こったこともこれから起こる可能性があるからだ，とも
言っています．つまり，実際起こったことと神話とを区別しない考え方がある．区別
しない考え方とは，ポール・ヴェーヌが『ギリシア人は神話を信じたか？』で書いて
いますが，一般的な傾向として，詩人が書く言葉は，インスピレーションが降りてき
て，それが口をついて出てくるものなので神の言葉である，という信仰のようなもの
が当時の人々のなかにある．だから詩で語られる．この場合詩とは，演劇，悲劇など
も全て含まれていますが，そういう言葉のなかに人間の真実が含まれるのは，詩人と
いう特にインスピレーションに優れた人たちが啓示を受けて発するからである．古代
においてはそういうことが一般に信じられていると，ヴェーヌは述べています．ただ
しそれを思想体系だとか，そのように呼べるのかというと，私は必ずしもそうではな
いと思います．哲学者の言葉とは体系であり，アリストテレスが全体としてどのよう
な体系を持っているかなどということを，私は理解もしっかりとはしていませんし，
今ここで申し上げることはできません．しかしそのような通念，観念があったという
ことは，ご参考までにここで紹介しておきたいと思います．

司会（阪本）：それでは次に，弁論合戦という構造でのナラティヴの奪い合いについ
て，佐藤さんにご質問が出ています．

内川勇海（東京大学）：佐藤さんの報告では，法廷弁論には，当事者間での弁論合戦
で，陪審員という聴衆に声を掛けて巻き込みながら，自分のほうの主張に利があり正
しいのだと主張し合う，という固有の特殊な要素があるという指摘がありました．
悲・喜劇の場合では当然観衆がいますが，劇作家は俳優たちを通して異なる登場人物
間での議論をどんどん語るというのがごく普通だと思います．そこに観客への呼び掛
けは含まれないので，法廷弁論と微妙に違いますが，悲・喜劇の論争的なシーンでは，
弁論と呼べるようなものを，対立する人物が交互に話して戦うというのが普通です．
またアテナイの民会における討論や弁論を考えたときには，ある評議会決議や民会提
案などがまず提出されて，それに対し反対の意見を述べる人が出てくるのが普通で
す．それが史料として残っているかどうかは難しいのですが，提案に対して反論する
人物は，出席した一般のアテナイ市民に対して呼びかけるかたちで，例えば「彼はこ
ういう提案をしているがそれはおかしい，私の意見の方がアテナイにとって益をな
す」といった主張がなされて，参加者を巻き込みつつ弁論での戦いが行なわれていた
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と想定できると思います．ですから，法廷固有の，という言い方がどういうニュアン
スを含んでいるのかをお聞きしたいと思います．

佐藤：問題が多岐にわたっていて少し答えにくいところもありますが，まず，今回は
論題を「法廷と修辞」として議論した関係もあり，法廷でどういうことが特徴的に見
られるかを述べました．しかしそれは民会などでは見られない，ということではあり
ません．対照として出された悲・喜劇の場合，確かに掛け合いなどはあります．ただ
特に，法廷弁論で特殊と言っていいか分かりませんが，法廷弁論によく見られる議論
のあり方として主張したいのが，ナラティヴの奪い合いです．民会でももちろん弁論
合戦はあります．あるいは，悲・喜劇でも登場人物の間で掛け合いをすることはある
でしょう．しかし，法廷弁論ではある事件に対して，告発者がこういう見方でこうい
うストーリーを提示したということがあり，そして今度は被告人が同じ事件について
別のストーリーを語るわけです．それと比べると，たとえば民会に関しては，ある提
案に対していくつかの論点から議論をするでしょうけれども，同じ事件をどういうス
トーリーで語るかというナラティヴの奪い合いは，民会ではあまりないのではないか
と思います．それから，悲・喜劇の場合も，法廷弁論を素材にしたエウメニデスのよ
うなものがありますが，それも一歩引いて考えれば，ひとつのストーリーのなかで展
開されているので，やはり法廷弁論とは少し変えて考える必要があると思います．

内川：ありがとうございます．前半の弁論合戦という構造に先に引っかかってしま
い，同じストーリーを異なる立場の人が異なる仕方で語っていくというやりとりが法
廷弁論に特徴的であるという点を理解できてなかったと思います．
 
司会（師尾）：基本的に佐藤さんと同じような理解をしているつもりですが，民会の
あり方について少し補足させてください．民会で何が語られていたのかは残念ながら
ほとんど分かりません．トゥキュディデスか何かから，対立意見があった時に，文章
を通してそれを若干推測できるという程度で，それ以上のことは私たちにはほぼ解明
不能です．しかし推測するなかでは，民会では法廷のそれにかなり近いやりとりが
あったかもしれないと思います．佐藤さんが述べられたようなかたち，弁論合戦とい
う構造でのナラティヴの奪い合い，で考えていくというのは難しいかもしれません．
しかし同様に，民会議場であれ，法廷であれ，劇場のようなスペースで行なわれたも
のでは，こうした側面が見られるのではないかと，私は常々理解しています．

佐藤：民会演説については残されているものも少なく，どのように考えたらいいもの
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か難しいところです．まずは今日話題にした野次ですね．観客，民会の場合なら民会
出席者に対してその声を求めることがあったかどうかというと，あったでしょう．実
際，今日紹介した史料の中でも，過去の声の利用はすべて評議会・民会での喧騒です．
史料２－６，２－７，２－８〔Aeschin. 1 . 34 , 2 . 84； D. 19 . 23〕はすべて民会・評議
会での議論で，そこで声が出て騒がれた，と言及されています．ですから弁者と観衆
がインタラクティヴに呼応する部分がある点，それから，ある種の弁論合戦になって
いたというのはおっしゃる通りだと思います．ただ残念ながら，どういう経緯で，あ
るいはどういうレトリックをした時に喧騒を導くのか，というのは，間接的に言われ
ているのがほとんどだと思います．そうすると，「あいつが私に悪口を言ったので，
それにみんな乗っかってしまって騒いだ」みたいに言われてしまうと，どういうレト
リックのもとにそういう議論がなされたのか十分分析できなかったので，今回は対象
外とせざるを得なかった，と言っていいでしょうか．

司会（師尾）：ありがとうございます．この件で何か補足をされたい方がいらしたら
ご発言頂きたいと思いますが，いかがでしょうか．

浦野：民会というと古典期アテナイの専売特許のように言われることがあるので，も
う少し広く，ギリシア・ローマの地方都市のことなども含めて考えますと，今日全て
の紹介はもちろんできなかったのですが，ディオン・クリュソストモスの第７弁論の
なかに，まさに民会での議論でのナラティヴの奪い合いに関するケースがあります．
カリュオーンが勝手に都市の郊外に住み着いているので，そこで彼を連れ出して裁く
のですが，その時に一方の人々は，彼が脱税していると言います．だから彼から取り
立てるべきだと．一方，次の弁者が，今この都市の中を見てくれ，アゴラで羊飼いが
羊を飼っているような状況で，誰かが耕してくれるのなら，その方が余程良いではな
いか，と．それに対してディオンが描く民会の様子では，非常に活気に満ちていて，
何かからかいの言葉があると，それにどっと笑うとか，そういう様子が描かれていま
す．同じような例で，アプレイウスでも民会は出てきます．古典期アテナイでは私も
分かりませんが，もう少し広く見ると，師尾さんがおっしゃるようなことはあるので
はないかと思います．法廷は地方の劇場などで開かれることもあったと思うので，私
はどちらかというと師尾さん寄りで考えています．

司会（阪本）：次に，現存するテクストと実際に行なわれた弁論は同じものだったの
か，また，弁論の原稿を読み上げる際，聴衆の反応を待つ間は実際に取られたのだろ
うか，期待する反応と異なる反応が出た場合，その間が弁論にマイナスに作用するこ
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ともあったと思われるが，というご質問を頂いております．

本間俊行（北海道大学）：質問は特に佐藤さんのご報告に関するものですが，法廷弁
論に常につきまとう問題として，本当にこれを読み上げたのか，さらにはそもそもこ
の裁判は本当にあったのかという問題すら論じられることもあります．ギリシアの法
廷弁論の場合では，テクストが実際に読まれたのかという問題は論じられているので
しょうか．その際，声に関しても，実際に観衆の声に触れたからこういうテクストと
して残っているのか，それとも，裁判が終わってから文字化される時に，法廷の雰囲
気を再現するために観衆に触れた可能性もあるのではないか，と思いました．テクス
トと実際の弁論との関係をお聞きしたいです．
　また佐藤さんのご報告では「皆さんどうですか？」の後の間に観客の反応がある，
という前提でお話しされていましたが，ギリシアの弁論家は本当に答えが返ってくる
と期待できる状況でやっていたのか．もし「どうですか」と言って，「それは違う」
と言われた場合，呼びかけは逆効果ということになります．そういうリスクを避ける
意味でも，実際読む時には最初から反応を期待していないということもあると思うの
ですが，そのあたりはいかがでしょうか．

佐藤：現在残っている弁論に関するテクストが，その場で実際に読まれたものか否か
という点に関しては，やはり大きな問題があります．その後にさまざまに書き換えら
れていることは，ほぼ間違いないと思います．どの程度書き換えられているかは分か
りません．けれどもそうした問題点があるから意味がないということではなく，その
時代のなかで，言説・レトリックをこのようにすればより説得的であろうという理由
から再構成して作ったものだと考えれば，その社会，時代，地域において，その弁論
がどのようにレトリックとして機能したかを考える際には，それが実際に読まれたの
か読まれなかったのか，改変があったのかどうなのか，ということは，あまり大きな
問題にならないのではないかと考えています．ただしこれについては想像です．観衆
の反応についてはとても難しい問題なのですが，確実に言えることはサクラです．「ど
うですか」と言うことはすでに準備しているので，サクラを用意して言わせると．た
だ，サクラ以上に陪審員が逆の反応をした場合は，おそらく「ごめんなさい」と言っ
たと思います．それ以上のことは史料上分かりません．

司会（阪本）：この問題，現存するテクストと実際に行なわれた弁論ということにつ
いては，ギリシアに限定されませんので，ここは報告者全員に一言ずつお願いしたい
と思います．
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庄子：イソクラテスは自分では演説をしておりません．彼は原稿を書き，それが基本
的にはそのまま読まれていたと思われます．その際に読み手の工夫や読み上げる際の
技術がおそらくあったと思いますが，残念ながらそれを知る術はありません．テクス
ト自体については，イソクラテスがほぼ考えた通りに受け継がれていると思われます．

吉田：ローマの場合，実際の法廷弁論と私が今日お話ししたデクラマティオdeclamatio

では事情が違うと思います．実際の法廷弁論はアプレイウスを除けばほとんどキケロ
しかなく，キケロはわりと後から修正して出した場合が多いと言われていて，原稿そ
のままを読み上げたというわけではない，と言っていいのではないでしょうか．一番
有名なのは『ミロ弁護』で，今は一つしか伝わっておりませんが，百数十年後のクイ
ンティリアヌスの時代までは二つあったという話があります．キケロは実際には，法
廷では周りを兵士に囲まれていて，おどおどしてろくすっぽしゃべれなかった，とい
うのが速記で伝わっているのが一つ．そして立派に書き直したのが二つ目だというの
です．ただ，話が伝わるくらいですから，あまり大きな改変をしてしまうと笑いもの
になってしまいますので，ある程度忠実に，かつ法廷であっても特に政治的な弁論が
多いですから，弁論を聞かなかった人にもパンフレットとして読まれることを意図し
て，ある程度書き換えたと想定されています．デクラマティオに関しては，大セネカ
のものはそもそも全体を引いているわけではないので，今のご質問に直接答えること
にはならないかと思いますが，デクラマティオを出版したという話はあるので，そう
いうかたちで実際にやったものを公開するといったことはあったと思います．その場
合には，忠実にその時行なったものであったかは重要ではなく，芸術的に完璧なかた
ちで，弁論をした時に何か間違いがあったのならそれを直して出している，と考えた
方が自然です．これも証拠はありませんが，弁論の性質上そうであろうと考えていま
す．

大谷：特にキリスト教史ではいわゆる護教的な文書が，実際の法廷やサクラの前で読
み上げられることがあったのかという問題自体一つの大きな論点になっておりますの
で，そこにはあまり立ち入らないでおきます．テルトゥリアヌスは『スカプラ宛書簡』
第１章４節において，「私たちはあなたの前に進み出て，あなたが公開の場で聞きた
がらない真理を示してみせなくてはなりません」と，これから始める弁論の幕開けを
告げますが，この『スカプラ』と内容上非常に深い関係があり，重複部分もある『護
教論』冒頭部では，あなたが私たちのこういった話を公の場で聞いてくれないからこ
うしたかたちでお届けするのです，と書いています．声のかたちで届けられないから，
文字のかたちでこうやって書くのです，と現存するテクストの冒頭にあるということ
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は，これは彼が書いたものがそのまま残ったものだと考えてよいでしょう．

浦野：私は具体的にその弁論が読まれたかどうかは絶対に知り得ないことだと思って
います．それに対して，具体的に弁論とはどのようにされたのか，ということに関し
てはそれなりに考えがあります．お配りした資料にアリストテレス『弁論術』第2巻
第１章の冒頭部があります．その弁論のねらいのところで，「言論に注目して，それ
が証明を与え，納得のいくものとなるよう配慮するだけではなく，自分自身をある人
柄の人物と見えるように，そして同時に判定者にもある種の感情を抱かせるように仕
上げをしなければならない」の後，どうやって，どういう時にそういう感情が聴衆の
なかに湧くかを，延々と論じるわけです．ここでアリストテレスが言っていることの
陰には，証明を与えること，納得のいくものとなることというのがあり，どうやって
それを組み立てるかというのがというのが大事です．それから，プリニウス『書簡集』
ではレグルスの思い出というのがあり，その下の段のところで，レグルスという人は
ドミティアヌス帝のもとで誣告で名を馳せた有名な法廷弁論家で，プリニウスの不倶
戴天の敵でしたが，プリニウスが彼の死後にその思い出を語っている部分です．彼は
自分の弁論の時間を無制限に要求した．しかも，自分の話を聞きたいと言っている者
をたくさん呼び寄せて，そこに聴衆として置いた．ところでこれは愉快なことだ，思
う存分長く気楽に，相手側の聴衆を前に論じたてることほど愉快なことはない．レグ
ルスが連れてくる人は，当時のレグルスの権勢を恐れ，喜んでと言いながら嫌々なが
ら来る人間であり，自分がレグルスをコテンパンに打ち負かすのを，レグルスが連れ
てきた人を前にして見せる，彼らはレグルスがやられているのを見て下を向いて黙っ
ている，そういう反応が愉快だと，訴訟をやっている当事者が言っている．そういう
意味で言えば，インタラクティヴな関係，弁論家と聴衆や陪審員，この間にそういう
関係があったという佐藤さんのご報告は，まったくその通りだろうと思います．ただ
その前に，内容を組み立てるというのが弁論術の重要な点であるというのは，一度確
認しておいた方がいいと思います．

司会（阪本）：次は，共和政期の弁論・演説を使った弁論の練習について質問が出て
おります．

山本興一郎（日本大学）：模擬弁論では，共和政期から帝政期に伝わっただろう弁論
や演説の設定，今回はキケロの死という過去の事実を設定して練習しているわけです
が，弁論あるいは演説が行なわれた状況自体をテーマとして弁論を行なうとか，本来
行なわれた弁論の分析も含めたような模擬練習はあったのかをお聞きしたいです．
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吉田：セネカが伝えているような模擬弁論のなかに，共和政期に実際にあった裁判が
主題になっているものを私は記憶していないのですが，似たようなものですと，例え
ばずっと後のデクラマティオで，Declamationes Maioresという，伝クインティリアヌ
スではあるけれどもほぼ間違いなくクインティリアヌスのものではないものがありま
す．ここには，マリウスの兵士が上官に暴行されそうになったので殺してしまい，そ
れがマリウスの前で裁かれるという話があります．本当にそういう裁判があったのか
どうか微妙ですが，キケロはそういう話があったと伝えています．ただし本当に裁判
か，どういう形式のものかは私には分かりませんが，マリウスの前での兵士の裁きと
いうのがあったのだとすれば，それをもう一回やってみるということになるかと思い
ます．それから，デクラマティオというかたちの練習ではなくても，すでにある，伝
えられている裁判に対する反論ないし書き換えといった練習は行なわれていました．
大セネカに出てくるケスティウスという弁論家も，自分はキケロよりずっと優れてい
ると言い張って譲らなかった人で，キケロの『ミロ弁護』に対して『ミロ告発』とい
うのを書いています．そしてセネカの弟子たちは，先生がキケロなんか読まなくてい
いと言うものだから，キケロの弁論をケスティウスの弁論を読む予備知識としてのみ
読んでいる，とセネカが述べています．このように，既存の弁論をやり直し，反対の
弁論を書くことが行なわれていたようです．

司会（阪本）：これに関連して吉田さんには，ポピリウスによるキケロ殺害はこの事
例として適切なのか，というご質問も出ています．

松原俊文（早稲田大学）：デクラマティオ，弁論と歴史叙述との関連に非常に興味を
持って聞かせて頂きました．最後の考察で挙げられている模擬弁論の歴史叙述への影
響と，その両者の間に基準の違いがある，この二つに関する質問です．まず，模擬弁
論の歴史叙述への影響の可能性として，ポピリウスによるキケロ殺害を挙げられまし
たが，果たしてそのような事例としての可能性があるのかと考えた時に，私が疑問に
感じたのが，まず一つは，セネカがキケロの殺害に関して，デクラマティオでこういっ
た使い方をすること，批評していること自体が，修辞的な性格が強い批評のような印
象を受けました．例えば，ほとんどの歴史家はポピリウスを殺害者とは伝えていない
とセネカは言っていますが〔Sen. Con. 7 . 2 . 8〕，キケロの殺害に関して現存している
テクスト，ニゲルの断片やプルタルコスの『キケロ伝』やディオなどは，かつてキケ
ロに弁護を受けたポピリウスが刺客の一人であったという点で，私の知る限り一致し
ています．吉田さんのご報告では，演示弁論からそれが生まれた可能性があるという
ことで，キケロもあちらこちらで，いわゆるデクラマティオのような修辞的な弁論と
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歴史叙述との間では，脚色・潤色が許される度合いが異なると言っていますが，こう
いった具体的な人名を創作するようなことが，歴史叙述で可能であったのか．特に，
近い時代を扱っているわけです．ここに名前が挙げられているアシニウス・ポリオも
そうですが，ほぼ同時代の事件であれば，弁論であっても躊躇するところがあったと
思います．キケロの殺害にしてもそうですが，ここに挙げられているブルッテディウ
ス・ニゲルという歴史家も，彼の時代にはまだキケロの親族などは存命だったと思わ
れます．そんな時代にポピリウス・ラエナスという有名な家系の出身者をキケロ殺害
の人物として創作することが，歴史叙述で可能であったのかが私には非常に疑問で
す．例えばキケロ殺害に関しては，ここに挙げられている歴史叙述，アシニウス・ポ
リオやリウィウス，クレムティウス・コルドゥス，他にもネポスやティロといった同
時代や同時代に近い文献は存在していました．そこに書いてあることが本当であった
かどうかは別にして，むしろそのあたりが出処と考えたほうが自然ではないか．後の
時代の模擬弁論の中からフィクションというか脚色が出てきたと考えるよりはそちら
の方が自然ではないか，というのが一つ目の質問です．二つ目は，吉田さんご自身は，
修辞弁論と歴史叙述それぞれに認められた脚色・潤色の度合いの相違を，何だったと
するのか．どのように度合いが違ったのか，あるいはその度合いというのは，扱う題
材が近い過去か遠い過去かで異なっていたのかをお聞きしたいです．

吉田：キケロの殺害者ポピリウスについては，デクラマティオから出たものだという
確信が私にあるわけではありません．実際，ポピリウスという人が殺害者であった可
能性は全くないとは言えない，その可能性もあります．ただ，今のご指摘の中で一つ
説明しておきたいのは，ポピリウス・ラエナスという有名な家系の者と仰いました
が，セネカに出てくるのは常に「ポピリウス」であって，「ラエナス」は付いてない．
プルタルコスは「ポピリウス・ラエナス」と言っているでしょうか．

松原：すぐには思い出せませんが，付けてなかったかもしれません．もしくはウァレ
リウス・マクシムスのところで付け加えられたかもしれません．

吉田：「ラエナス」という名前が最初に出てくるのはおそらくウァレリウス・マクシ
ムス〔Val. Max. 5 . 3 . 4〕です．ウァレリウス・マクシムスと大セネカは執筆時期が
ほぼ同じですが，大セネカに出てくる模擬弁論家ないし歴史家には大セネカが若い頃
のものも含まれているので，時代的にはこちらの方が前になると思います．今ご指摘
があったように，ポピリウス・ラエナス家が非常に有名な家系であって，そこに属す
るポピリウス・ラエナスという人物がもしも実在したなら，前の時代のセネカが引い
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ている歴史家には「ポピリウス」とだけ言われていて，「ラエナス」という名前がな
いのはおかしいように思います．そうすると，ウァレリウス・マクシムスの段階で「ポ
ピリウス」だから有名なあの「ラエナス」だろうと，ウァレリウス本人かどうかは分
かりませんが，誰かが付け加えたのかもしれません．従って，この名前があるという
こと自体は，この人が実在した証拠にはならないと思います．それと，間接的なこと
ですが，ウァレリウス・マクシムスは名前に関してかなりいい加減で，間違えて同名
の別人に事績を帰し，固有名詞が間違っていることはしょっちゅうあります．ウァレ
リウス自身が間違えたか，それとも修辞学的に面白いので付け加えてしまったのかは
分かりませんが，この「ラエナス」をあまり重視する必要はないと思います．
　殺害者ポピリウス自体については，この裁判およびキケロ殺害以外で知られること
が全くありませんので，その他の点からこの人の実在性は言えません．キケロの殺害
に関しても，ライトが指摘していますが，ポピリウスの裁判自体は単独では言及され
ず，この裁判で弁護してもらったポピリウスがキケロを殺した，という文脈の上でし
か言及されません．そうするとこの裁判も怪しいと考えられるように思います．それ
から，まだかなり肉親も生き残っているくらいの時代だとすると，ポピリウスなどと
勝手に名前を付けてよかったのか，それが歴史叙述でできたのかということに関して
は，明確にどういう死に様だったのかが詳しく伝わっている話では，全く違う殺害者
を創造することは歴史叙述においてはやはり難しかっただろうというのが，確証はあ
りませんが，この時代のコメントから私が受ける印象です．ただ，キケロの殺害に関
しては，このポピリウス以外のことについてもほとんど我々にも知られていません
し，この時代のリウィウスやブルッテディウス・ニゲル，その他ポリオの記述とか大
セネカがたくさん引用しているものを総合しても，かなり食い違いがあり，この時代
でもかなり混乱していたことを考えると，殺害の詳しい状況は，内乱期の混乱のなか
であまり広く伝わっていなかったのではないかと思います．したがって，よく分から
ないことに関しては，模擬弁論家はかなり自由に創造できるし，その創造が真実と受
け取られ，嘘を入れようと思ったわけではないにしても，歴史叙述に入り込んでしま
うことはあったのではないか．ブルッテディウス・ニゲルにポピリウスが言及されて
いることの解釈としては，それがひとつあり得ると考えています．
　最後に，歴史と模擬弁論における潤色の許容度の問題ですが，遠い時代のことに関
しては歴史叙述でも自由だったように思いますが，近い時代のことでは，名前を創造
して入れてしまうようなことは，基本的には模擬弁論の潤色としてはあっても，歴史
叙述としてはない，という区別は共有されていただろうと思います．よく分からない
ことに関してはかなり自由に，意図したかどうか分かりませんが，模擬弁論で言われ
たことがあたかも真実であるかのように歴史叙述に入り込むことがあったのではない
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かと思います．歴史家についても，歴史叙述と言いましても当然個々の歴史家によっ
て方向は違うわけで，模擬弁論に偏ったというか，あまり真実を重視せず，面白いと
いうか華やかな記述を目指すという人と，そういうことを避けるという人の差もあっ
たのではないかと考えています．

松原：今出された例で，歴史叙述のなかでも人の死に様に関する研究もあったと思い
ます．それはこういったデクラマティオとか演示弁論のうち，おそらく最も脚色の余
地があった部分だと思います．その人間がどう死んだか，不幸な結末を迎えたか幸せ
な結末を迎えたかをどう描くかで，結構印象操作をしやすい．私も昔，マリウスがど
う死んだのかについて調べたことがありますが，書き手次第でどうとでも印象操作が
できると思います．ただ，演示弁論，いわゆる修辞学校などで学生や弁論家が模擬弁
論でやっていたことが歴史叙述に影響を与えたのか，あるいは単純に歴史家自身がそ
ういった脚色をしているのかということに関してはいかがでしょうか．

吉田：それは，修辞学校だけがと言うつもりはなく，歴史家自身が自分で，修辞学校
でやるのと同様に創作している，潤色として入れた可能性ももちろんあると思いま
す．ブルッテディウス・ニゲルに関しては，模擬弁論はやっていたと思います．
ちょっと今確証がありませんが，どこか他の，大セネカに歴史とは全く関係ない主題
で一箇所か二箇所出てきたと思いますので，この人に関してはあまり区別がつかない
ということになるかも知れません．

松原：ではこの模擬弁論の歴史記述への影響というのは，一方で行なわれていたこと
が他方に影響したということではなく，同じ人間が同じようなことをしていたという
ことでしょうか．

吉田：はい．共通のフィールドだったと書く方が正確だったかもしれません．

司会（阪本）：今死に方の話が出てきましたが，創作の可能性に関して大谷さんから
付け加えることはありますか．

大谷：明らかに創作というかキリスト教的脚色として，例えば蛆がわいて病気になっ
て，さらに大変な悪臭を放って死ぬという，ガレリウスの死に様がラクタンティウス
の『迫害者たちの死』などに描かれるように，完全に定型の表現として出てきます．
しかも，イエスを裏切った使徒イスカリオテのユダという人物が最後そのようになっ
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て死んだという，キリスト教の伝承に端を発する定型の表現がおそらくそこでは使わ
れているのではないかと私は思っています．

浦野：吉田さんに確認ですが，ポピリウスの件に関しては，セネカのデクラマティオ
集に載っているからデクラマティオ起源，と判断なさっているということですか．

吉田：そういうことではなく，他の史料にはないということ，それから，名前がだん
だん付け加わっていることの怪しさ，またキケロの殺害という文脈でのみポピリウス
という名前およびポピリウスの裁判が言及されるということを考えたときに，どこか
歴史的な典拠があって，その確実な典拠をもとにこうした主題が作られたというよ
り，おそらく模擬弁論から出ているのではないかと判断した方がいいだろうというこ
とです．

浦野：そうなると，プロソポグラフィー研究などでは，史料によって名前の多さ少な
さが異なります．それをまとめてみるとこの人なのでは，という手続きは非常に多く，
ここに挙げてある歴史書ではたくさん挙がるからやはりポピリウスだとするのが，比
較的歴史家的な判断であろうと思いました．でもセネカが模擬弁論に取り上げている
から，セネカの時代にこれは疑われていた，ということでお話しになっているのかと
思ったのですが，それは違うということですね．

吉田：セネカ自身は疑っていると見ていいと思います．資料６〔Sen. Con. 7. 2. 8〕で，
先程松原さんからは，pauci ex historicis tradiderunt（「歴史家のうち少数であり」）と
いう言葉は，必ずしも真実ではないという意味ではない，というご指摘がありました
が，少なくともparricidi（「親族殺人」）に関して，declamatoribus placuit parricidi reum 

fuisse（「模擬弁論家たちは親族殺人の被告であったとすることを好んだ」）という言
い方を，これは本当のことではないが模擬弁論家には都合がいいのでそういうことに
した，と私は読んでいます．従ってセネカ自身はこれに関してかなり疑っている，と
いうことも一つの根拠であると考えています．

司会（阪本）：それでは，古代の人々は文芸のジャンルの違いというのを意識してい
て，弁論家はそれを意図的に使い分けていたとは考えられませんかと質問を頂いてい
ます．古代後期の著作にも言及されていますので，改めてお願いします．

小坂俊介（東北大学）：吉田さんのご報告で，古代の人々が文芸のジャンルの違いを
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意識しながら，その意識というものが複雑なかたちでテクストに表れてくるという話
を興味深く伺いました．多くの場合，それは恣意的であり曖昧であるとは思いますが，
古代人の意識の中でジャンル分けがなされていた，あるいはそれぞれのジャンルにそ
れぞれなりの特定のルールがある，ということの示唆であると解釈しました。そして
もしジャンル分けの意識があったならば，聴衆や読者もそのルールを共有していて，
例えばこの作品は歴史叙述だから現実にあったことを記している，あるいは弁論だか
ら，模擬弁論だから創作もあるのだと考えながらその作品を聴く，あるいは読むとい
う営みがあったのではないかと思います．
　そこで質問があるのですが，一点目は聴衆や読者の作品に対する反応はジャンルに
よって決まるのか，二点目は各ジャンルのルールを逆手に取るようなかたちで，意図
的に著者がジャンルを使い分けるということは考えられるのでしょうか．大谷さんの
ご報告でも，これまでは公開書簡とみなされていたが実はそうではない，というお話
がありました．それから，ローマ帝政後期にはキリストの理解をめぐる論争や，いわ
ゆる「異教」とキリスト教の争いを背景として，たくさんの駁論が書かれます．その
中には，例えばアレクサンドリアのアタナシオスの『アレイオス派の歴史』であると
か，オロシウスの『異教徒を駁する歴史』とか，歴史叙述の体裁をとった作品がある
わけです．彼らは歴史を書くというよりも，何か特定の立場から何らかの主張をし，
説得するためにそういった作品を書いている，と思われます．ということで，文芸ジャ
ンルの選択それ自体が説得のための一技法として用いられた，とは考えられませんで
しょうか．あるいはそもそも，そういったジャンル分けというのはあまり意味がなく
て，ジャンル分けをして見てしまうのは私たちを含む現代の人々であって，当時の
人々はあまり意識していなかったのか，ということもお聞きしたいです．

司会（阪本）：これに関しては皆さんそれぞれからご意見，感じるところを述べて頂
ければと思います．

庄子：基本的には，現代の我々のほうがかなり分けて見てしまっている部分が強いと
思います．私が今回扱ったギリシアの弁論では，イソクラテスを例に挙げると，フィ
リッポス個人に宛てて書いたものがあったり，亡くなった君主を称えるための弁論が
あったり，多くの人が集まる祭典の場で読まれるものとして書かれたものがありま
す．これらは必然的に分けられる内容のもので，多くの人が集まるところでは多くの
人を意識して神話を取り扱ったのではないかと思いますし，神話が教養として，ギリ
シア人の世界観を支えるものとして存在したからこそ，そこに言及する．同じパラダ
イムの中に生きているのだというふうに自然と取り込んでしまうという意味合いが
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あったでしょう．しかし個人に向けて語る時には，必ずしも前置きのようなものもな
く，現実的な話に終始するというケースもあります．それは必然的に違いが出てくる
と思います．先程の話に戻りますが，そのような当然に出てくるであろう区別という
ものから離れると，我々のほうでかなりジャンルを意識している部分が強いのではな
いかと思います．

佐藤：問題が多岐にわたっておりあまり難しいことは言えませんが，二つの側面があ
ると言えるのではないでしょうか．一つは，我々が考えるジャンルが当て嵌まるかど
うかという問題．そこはとても難しいと思います．例えば，庄子さんが主に扱われて
いたような弁論，あるいはニコクレスやフィリッポスに与えた弁論が，果たして他の
弁論と同じジャンルと考えていいのか．いいのかも知れないし，そういったところに
常に難しさが付き纏っていて，そこに我々現代人の判断が影響を与えることがあるの
で難しいと思います．他方で，そのジャンルが，例えばレトリックや中身に影響を与
えないかというと，僕は影響を与えたであろうと考えています．もちろん，全てのジャ
ンルがそれに適したものであって，全て違うとは言えません．例えば，歴史叙述であ
るとされるトゥキュディデスのようなもの，あるいはクセノフォンのようなものと，
弁論作品の場合，明らかに違いがあります．現在残っていない弁論もそうだとは言え
ませんが，弁論は演説されてその場の人たちを説得するもので，他方歴史叙述の場合
は，繰り返し何度も何度も読まれることを想定しているので，おそらく各場合の態度
やレトリックの使い方などでも変わってくるでしょう．あるいは，弁論の場で，ナラ
ティヴの奪い合いの時に小括をして簡単にまとめてしまう，というようなことも，歴
史叙述でもあるかもしれませんが，よりアド・ホックなかたちで，口頭で伝える演説
の方が効果的だったのではないか，と思ったりもします．

吉田：もちろん今我々が思っているようなジャンル意識はそのまま適応できるわけで
はないにせよ，古代でもやはり一定のものはあっただろうと思います．私が挙げたポ
リオの，弁論には入れられるけれども歴史には入れられないようなものはその一つの
表れだと思います．分かりやすいところでは，詩と歴史叙述がどれぐらいジャンルと
して違うと意識されていたのかは，より明らかな問題だと思います．歴史の場合には，
詩は詩であって嘘だからあまり気にしないのかもしれませんが，逆に言うと古代の人
にとって詩と歴史は近いものだとクインティリアヌスも言っていますし，あるいは韻
文と散文の違いから我々がジャンル分けをするようなものではないとも思います．た
だ全く同じかと言うと，今日歴史を扱った叙事詩の話をしまして，ここに私が引いた
コルネリウス・セウェルスは，セネカが引いている20行しか残っていませんが，例え
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ばルカヌス『内乱記』やシリウス・イタリクス『ポエニ戦争』があるわけでして，そ
れらと歴史叙述とは何が違うのかと考えた時に，まず明らかに歴史では起こらないの
は，神々が出てくるということです．ポエニ戦争を起こすのにユピテルとユノが相談
してとかそんな話は，同じことを扱った歴史では出てこない．それから，今の人から
見るとあまりに当たり前過ぎてわざわざ言うほどのことではないかもしれないのです
が，それにも関わらず，今日の大セネカのところでも言いました通り，歴史と叙事詩
が同じ出来事を語る時に，その二つの間の共通性というのが，我々が思っている以上
に古代人にとっては近いものかもしれず，そこは注意をしなければならないと思いま
す．
　もう一つ，オロシウスなどを引かれて質問されていましたが，ジャンルの違いとい
うのを逆手に取って，あるジャンルで別のことをするという意識があったかというこ
となのですが，オロシウスは自分ではっきり言っていると思いますが，そこまではっ
きりしたものがこの時代に何かあるかというと，ちょっと難しい．私は，この歴史は
このためにあるのだと明言しているようなものをあまり思いつかないのですが，今
我々の眼から執筆目的といったかたちで推測した時に，歴史を語るだけではない，い
ろんなものがあるということは個別に言われています．例えば，大セネカやウァレリ
ウス・マクシムスとほぼ同時代のウェッレイウス・パテルクルスの歴史書は，50年く
らい前にはこれは歴史ではなくティベリウス帝のプロパガンダだという極論もありま
して，そういう意図が全くないとは言えないわけですが，ではこれは歴史書という体
裁をとって皆にティベリウス帝の良さを訴え説得するという書なのかというと，そう
断言もできないと思います．それから歴史に関しては，死んだ人に対するラウダティ
オ laudatio，称賛という面があるのではと思うこともあります．これも明確に「私は
この人を称賛するためにやるのだ」というわけではないですが，そうした意識の見ら
れる歴史書もある，と感じることもあります．

大谷：ジャンル意識ということに関して，小プリニウスの書簡集の中で，早くあなた
も歴史書を書いて下さいとせがむ友人に返答する書簡では，私は法廷弁論を中心に活
動していて，法廷弁論集のようなものを出すけれども，歴史というのはまだ無理があ
ると言って，このように言います．「雄弁や詩は比類なき名文で綴らないと，世間の
好意はほとんど期待できません．歴史書はどのような文体で書かれても，人を喜ばせ
ます．」（國原吉之助訳『プリニウス書簡集』講談社，1999年，197頁）人は好奇心が
旺盛だから，事実を明らかにする内容だったら文体は大目に見てもらえるというよう
なことを言って，でも私はこちらの方には行かない，歴史というものは法廷弁論と
違ってカチっと書かなければならないので，私にはその準備がないと言って断るわけ
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です．そこにはジャンル意識がすごくあると思います．歴史というスタイルで，しか
し目的を持って何か相手に対するメッセージ，世間に対するメッセージを発すること
はたくさんあると思います．逆にそれに対して怒る人もいて，サモサタのルキアノス
が『歴史は如何に記述すべきか』というタイトルで書いている書物があります．160
年頃のマルコマンニ戦争にあたって，やたらと歴史家を名乗って，歴史と称する有象
無象の価値のないものを書く人たちが出てきて，しかもそれは大きな戦争をするとい
うこの事態にあたって，その教訓になるからこの歴史を書きますというようなことを
言って書く．なかには，この戦争の終末まで書いてあるというふざけた歴史書もあり，
そこでルキアノスは大変怒りを込めて，歴史家というものはそもそもこういう書き方
をするものだろう，というスタイルで書かれていて，やはりジャンル意識，そして歴
史というものはある程度きちんと整理整頓された事実を連ねたものであるはずなの
に，という意識はあるのだろう，と私は思います．

浦野：休みを挟んだ後の話でそういう話になるかもしれませんが，あらかじめ私の考
えを申し上げておきますと，オーラルコミュニケーションの比重が古代において今日
より非常に大きく，そういう意味では口頭で行なう弁論というのは，まさに佐藤先生
がおっしゃったように比重が大きいと思います．それが文，文字になっていく時にど
うなるかというのは，文明といいますか，文字を読める識字率が上がってそれを求め
る人が出てきてどうしたこうした，となっていった時に，口頭で培われたものが弁論
術とか修辞学として大きくなっていく，存在感を増していくのだろうと思います．そ
の際に，皆さんがおっしゃるように，ミュートスとヒストリアの違いとか，今日の我々
が分けるようなジャンルとは違うというのは当然あるでしょう．ただ，一貫している
と私が思うのは，その中身では歓心を買うためだけに嘘を書き並べている，というの
は悪口を言われる対象としていくつもそういう事実が挙がりますけれども，実際そう
いうものが今日残ってなくて，残っているものというのは，中身に価値がある，少な
くともあると標榜しているものが今日残っている状況のなかで，当時ルキアノスが取
り上げたような，マルコマンニ戦争で何百人が戦死を遂げるというようなものが，
こっちは10人くらいしか死なないのに，どれくらい読まれたのかと．それだって創作
なんじゃないかというふうにも言われるわけで．だから変わってくるのだと思いま
す．変わっていく時に，今日我々が考えるのとそんなにジャンル的には違わないとい
う印象を持っているのですが． 

松原：ルキアノスは『歴史は如何に記述すべきか』の中で，彼が歴史はこうあるべき
ではないと戒めているところは，全部『本当の話』のなかでひっくり返されてパロディ
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化しています．だから古代人には間違いなくジャンル意識はあったけれども，またそ
れをごちゃごちゃにして訳を分からなくするというダイナミズムがあったのだと思い
ます．

庄子：先程はイソクラテスの中で弁論のジャンル分けがあったかという話をしました
ので，歴史も加えるのであれば，私たちの区別が投影されているのかもしれませんが，
ジャンルの区別としては前５世紀くらいに生成されるというイメージで私はとらえて
います．ヘロドトスやトゥキュディデスが登場して，調べられる範囲でしっかり調査
をして，できるだけ近い時代の出来事を記すということで，それによって歴史という
とらえ方がでてくる．ただヘロドトスにしても，トロイア戦争と並ぶくらい大きな出
来事だからペルシア戦争について書くと言ってみたり，トゥキュディデスも厳密な歴
史的事実を書くというイメージでとらえられてきていますけれども，実はかなり神話
について書いていたりもします．それは彼にとっては事実だったからですね．やはり
まだまだ混沌としているといいますか，そういう状況を現代の我々が振り返って，歴
史とはそもそも何なのかというのを混沌の中から見出そうとして興味を持っているよ
うな感じがあります．しかし我々の解釈がそこに投影されることで余計にややこしい
ことになっている面もありまして，なかなか一言では申し上げにくい．そういうこと
がギリシアの前５世紀の状況の本質かなと思います．

佐藤：僕も他の皆さんと同じように，基本的なジャンル意識，あるいは区別しようと
いうものはあったけれども，そこの中身において区別できるかというとなかなか難し
いと考えています．あるとしたら，例えば口頭で語られる弁論と文字で書かれる場合，
おそらくその場合は知識人が読むであろうという，聴衆ですね．そうした場を考えた
差はあっただろうと考えています． 

粟辻悠（関西大学）：歴史や神話などのジャンル分けの問題に関連して，今回の主要
テーマの一つであるレトリックというもの自体も，ジャンルとして一応考えることが
できると思います．レトリックと言っても非常に広がりがありますが，それでも，古
代の場合アルスarsとかテクネー τέχνη，すなわち「術」，現在の言葉で言えば「理論」
としてまとめ上げられた，それでようやくレトリックというものがレトリックとし
て，塊として認識できている，と私は考えています．そこで，報告者の皆さんは，レ
トリックというジャンルに固有のもの，これがレトリックであるということに関し
て，その中核的な部分はどこにあるとお考えなのでしょうか．
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司会（田中）：レトリックとは何かということに関して，説得される側と話す側のど
ちらか，あるいは両方が共有する文化のことを指し，またどのように論を組み立てて
いくかという技術的な側面もあり，レトリックという言葉には非常に幅広い意味が含
まれている，と私自身は今日司会として議論を伺いつつ思いました．ただ，粟辻さん
の提起した問題は本当に重く，レトリックとは実体としては何なのか，それこそプラ
トンが『ゴルギアス』のなかで，修辞学とは一体何を教えている学問なのかという問
題に対し，皆がそれぞれ違う答えを出し，ゴルギアスの答えも違うしポルスの答えも
違う，というかたちで次々と議論していくわけで，答えの幅が非常に広いと思います．
　聞き手の文化に関しては討論の第二部で出てくると思いますが，論点開示と全体の
テーマに関連して一つ考えていることを申します．今回浦野先生が最初に挙げられた
ディオの二つの弁論には二つの側面があります．一つは，『トロイア陥落せず』では，
社会的な通念に従って過去の出来事が「より本当らしいこと」として書き換えられて
いくというところがある．この部分で，この方が説得力がありそうだと弁論家が敏感
に察知し，社会の価値観が時間を通して変わっていくなかで，共有する前提みたいな
ものがだんだん加わってきて，「より本当らしいこと」というのが大きく変わるよう
に思います．神話それ自体，古い歴史自体が変わると，今度はそれが常識として参照
される基準になるという過程がある．今回の議論では全体的に，動態的にどう変わっ
ていくかという論点が欠けていたように感じています．
　どのような事例があるか，例えば今回の『トロイア陥落せず』の文脈で言えば，第
二次ソフィスト運動の時，フィロストラトスの『ヘロイコス』のように，ホメロスの
言っている歴史は正しくないと主張して，それとは異なる証言を出し，オデュッセウ
スは実際にはこのようにして死んだとか，ホメロスが言っていることは全部嘘だと彼
らは主張するわけです．これはおそらく前５世紀からずっとやっていることだと思い
ますが，そのなかで強調点が変わってきている．例えばフィロクテテスの描写に関し
ても，泣き叫び苦しむようなフィロクテテス像はあまり好まれないという傾向が多少
第二次ソフィスト運動の時に出てきて，フィロストラトスの『ヘロイコス』のように，
できる限り苦しませず，医療措置を施すために一時レムノス島に置いておいたという
かたちに変わっている．先程死に方の問題もありましたが，苦痛に呻くような救世主
という存在は描かれなくなり，そのほうがオーソドックスになっていく，とバワー
ソックが言っています（G.W. Bowersock, Fiction as History: Nero to Julian （Berkeley/ 
Los Angeles/ London, 1994）, pp. 55‒76）．特にトロイア戦争の神話観については，ク
レタのディクテュスのように，ネロ帝の時代にトロイア戦争はこうだったという叙述
が発掘されたなどという，いかにも胡散臭いレトリックで出てきます．しかし，発掘
されたというのはある意味現代的と言ってもいいのかもしれません．古代のフェニキ
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ア文字で書かれた文書が出てきて翻訳しました，みたいなかたちで伝えて，全然違う
パターンのものが流通し，逆に中世の間はそちらの伝承の方が比較的強かったと言わ
れているようです．中世のフランス語で書かれた詩，もしくはそれをもとにしたグイ
ドのラテン語詩を通じて，12・13世紀にはむしろディクテュスのヴァージョンの方が
流通していたと．逆に，ラテン世界では『オデュッセイア』が忘れられてしまったと
いう部分もあり，そのように歴史がどんどん作り変えられていくという部分があるの
かと思いました． 

司会（阪本）：今予告して頂きましたように，第一部はここで終了させて頂きまして，
第二部は全体として先生のご質問にお答えできれば，ということで，まず政治弁論，
二番目に法廷弁論，三番目に演示弁論と，それぞれの項目に分けて全体で討論を進め
て参りたいと思っております．さらにそのなかでご質問頂ければ，と思います．

⑵　レトリックとは何か：政治弁論と法廷弁論

司会（阪本）：討論の第二部では時代順ではなく，大きなテーマをいくつか定め，そ
れについて議論を進めます．初めは政治弁論についてです．まずはそもそもレトリッ
クというものをどのように定義するか，という問題にお答え頂きつつ，そのなかで政
治弁論とはこういうものではないだろうか，というところから始めて頂ければと思い
ます．

庄子：私はレトリックを今回は「説得のための言語的技術」と，かなり幅広くとらえ
ています．政治弁論については，イソクラテスがその一つの例ですが，民会で人を説
得して，という話は今回全く取り上げていませんので，お答えしがたいです．
 
佐藤：まず，レトリックとはどういうものであるかとご質問を頂きましたが，非常に
難しい質問で，何をどう答えてよいか全くわかりません．しかしあえて様々な細かい
ことを捨象して言えば，やはり言語コミュニケーションであると言えるのではないで
しょうか．その場合，コミュニケーションには相手があり，これは研究の中で感じた
非常に感覚的な問題ですが，古代ギリシアのレトリックが発達していったときに，言
語コミュニケーションのなかでも，多人数を説得するということに非常に大きな力点
があるのではないか．例えば私が王様の一人を説得するというようなことも，ある意
味ではわれわれが言うところのレトリックに入ると思いますが，そうではなく，古代
ギリシアのレトリックが発達した背景には，そのような多人数を相手にしたことが
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あったのではないかと思います．
　そのことは，通史的な場の変化をもし考え合わせるとすれば，古典期アテナイの場
合は法廷にせよ民会にせよ，「市民団」という多人数の集団に向かって語りかけてい
く，という技術を磨いていった，それが古代ギリシアのレトリックの一つの特徴だろ
うと思っています．もちろん市民団というのはフィクションであり，市民はそれぞれ
別々の存在で，経済的背景も違いますが．それゆえ，ヘレニズム時代に入って「市民
団」というもののありようが変わる，例えば市民権を持つ人たちが上層市民に限られ
てくることによって，レトリックのあり方も変わる部分はあるでしょう．その一方で，
古代地中海世界では法律的な市民団的なあり方が，基本的に帝政期に至るまで同じよ
うに続いていたという意味で，ディオンのような弁論もなお続いていく，と不勉強な
がら思っています．
　政治弁論とは何か．また難しく，答えようがないところもありますが，およそ古代
ギリシア，古典期アテナイについて政治弁論と言った場合，多くの場合，民会・評議
会での演説を指すと思います．そして，先程の僕の説明から言えば，聴衆が市民団と
いうフィクションであるという意味では，法廷と同じという言い方もできるかもしれ
ません．しかし，一つにはアリストテレスが，あるいは古代の弁論家たちが言うよう
に，法廷は起こったことについて語る，民会などの政治弁論はこれからのことについ
て議論する，ということがあります．また法廷の場合は自分の無罪あるいは相手の有
罪を賭けて，名誉を賭して戦うという部分があり，法廷に集う陪審員に対して，どち
らかといえば救いを求めたり憐れみを求めたりするようなかたちで，下手に出るよう
な演説が多いのではないかと思います．政治弁論になると，市民はもっと頑張ったほ
うがいいですよ！というようなかたちの，忠告のような言い方もあるわけです．です
から，同じ聴衆ではありますが，政治弁論と法廷弁論ではそのようなかたちで志向す
るものが違う，とは言えるでしょう．

司会（師尾）：政治弁論を考えた場合，政治弁論というかたちで残されているものの
数は限られていますが，政治弁論とは民会や評議会の場で現実に戦わされた，レト
リックを駆使した発言，演説ということになります．古典期には実はあまり事例はな
く，むしろヘレニズム時代以降，アテネだけではなく他地域の決議碑文などの事例も
増えてくると，刻まれた言葉の端々に，その時の演説のなかでのレトリックがうかが
い知れる，という事例が出てきます．もちろん民会決議で刻まれた文章からは，実際
の演説の内容はある程度しかうかがえず，大体は実際に決まった事柄に基づくことし
か書かれていないのですが．
　私自身は最近，決議碑文のなかに出てくるバルバロイ βάρβαροιという用語につい
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て考えていて，実は用例は少ないのですが，決議碑文にバルバロイという言葉が出て
くるのは，これは推測になりますが，民会での場，決議機関という場における全体的
な参加者の感情が，参加者を煽った帰結なのかもしれませんが，そこに投影されてい
るのではないかと考えています．そういう弁論のレトリックを使って民衆，あるいは
民会に参加している人を，演説を繰り返すなかで一つの方向へと引っ張っていく．そ
のように，政治弁論をヘレニズム時代の層以降の決議碑文のなかから，現実の民会で
のレトリックが反映された部分として読み取れる事例がいくつかあります．そうする
と，現実にそのレトリックがどのように作用していたかが若干推測できるのではない
か，と考えています．

司会（阪本）：ヘレニズムに関連して，政治弁論の全盛期・最盛期というのは古典期
のアテナイとか共和政のローマ，という理解は今では古い見解なのでしょうか？自由
が廃れば弁論が廃る，とグラックスが述べたような言い方は，一昔前のものというこ
とになるのでしょうか？

庄子：そもそもレトリックは古典期のギリシアで発展するので，起源がそこにあると
は理解できるかもしれません．そうすると，最盛期というのをどうとらえるかという
のは，問い自体が難しいように思います．

司会（師尾）：問いのかたちを少し変えて，かつての言い方では古典期アテネ，共和
政期ローマと言われていましたが，例えばギリシア史なら最近はヘレニズム時代に
も，ポリスというものが活動している限り，弁論術や政治弁論が決して下火になった
わけではない，という議論が最近増えてきていると思います．古典期アテネが最盛期
かどうかわかりませんが，ヘレニズム以降にそれが変わったのか，変わっていないの
か，ご自身の立場から何か考えられることがあればお話し頂ければと思います．最盛
期かどうかという質問は一旦置いて頂いて，具体的にどのような変化があり，あるい
は変化したのかしなかったのかというような問題と捉え直して頂ければと思います．

浦野：政治弁論の最盛期云々ということならば，どれくらいの頻度で弁論が行なわれ
たのか，そういうことが基準になるように思います．もちろん，ローマ帝政期，元首
政期においては非常に政治的意図を持った弁論を，誰がどういうかたちでどういうふ
うに行なったのかという情報は，帝政期の歴史家の歴史書の中にそれほど載るわけで
はありません．ただ，政治のあり方が変わり，民主政的な政治が理想とされ，それが
政治弁論の典型だと言われるのであれば，それは違うのではないかと思います．例え
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ばトラヤヌス帝の前で小プリニウスが行なうパネギュリクスなども，アリストテレス
が言うところの一人支配者を相手にするときの弁論として，政治的な弁論になるわけ
です．先程アテネ的，あるいはギリシア的な特徴として，多人数の説得という指摘が
ありました．ローマ時代の場合，ローマの各都市ではやはり属州総督の説得があり，
それが支配者の説得ということになるのだと思います．そのなかの一環として，大谷
さんの報告で取り上げられた手紙，あるいは嘆願のようなかたちで動かそうとしてい
るものも政治的な弁論である，と言えるでしょう．私のレジュメの註11（本誌掲載時
には註18）に挙げたピーター・ブラウンの Power and Persuasionは，そういう支配者
を説得する役割が，元首政期では哲学者（philosophers）だったのが，司教へと移っ
ていくという図式を描いています．その意味で言えば，ブラウンは司教という存在を
古代末期における政治的存在としてとらえている．政治と宗教の分離，聖俗分離など
は古代においておよそ考え難いことですので，そういう考え方は当然あり得る，と私
は思っています．そのような政治弁論の大きな変化の流れというのはやはりあるので
しょう．
　レトリックとは何かという問いですが，これもまたアリストテレスによれば，説得
することそれ自体ではなく，説得するためにどういう方法を使ったらよいかを学ぶこ
とだとされます．そしてその方法，やり方は色々あると．政治弁論の場合には，その
かたちを変えながらも，一貫してそれなりに矛盾なく，古代の長い時期を通じて展開
していったのではないかと思います． 

大谷：先程浦野先生から，『スカプラ』は書簡ではなく嘆願（ペティティオ petitio）
とすべきだ，というご指摘を頂きました．これはキリスト教内部のフィクショナルな
ものではなく，総督スカプラを説得しようとして執筆したものだと私は考える，とい
う仮の結論を出したわけですが，そこでレトリックとは何ぞやという問いに立ち返る
と，もちろん狭義には文法学者（グランマティクス glammaticus）や修辞学者（レト
ル rhetor）がいて，彼らから初等の文法や修辞的な技術を学び，そして道が分かれて
法学を学ぶというパターンもあり，というようなことがローマ時代には当然あるわけ
です． 
　テルトゥリアヌスは，多くの研究者が指摘していますが，相手を説得するための法
律用語を『スカプラ』以外の書物でもたくさん織り交ぜて，相手の矛盾点を突いたり
して説得しようとする術，アルスを使っています．それも一つの説得のための術とし
て，レトリックに数え入れて良いと思います．そして彼は，相手がそういった法律の
知識や法律用語を有しているという前提に基づいてそれを行なっているのでしょう．
ただしランキンは，Was Tertullian Jurist?（Studia Patristica 31, 335 ‒ 342）という論
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文で，彼は本当に法学者かという問題を論じ，末の方で悲しい示唆をしています．現
代にも法律の専門家として弁護士とか裁判官とかがいるけれども，駄目な弁護士も存
在する．テルトゥリアヌスがローマまで勉強しに行ったという伝承も真偽は不明であ
り，さらに言うなら彼は本当に法学を修めていたとしても，ただ法律用語を振り回し
ているだけで，説得力が当時あったのかどうか怪しい，という見方もできなくはない，
と．テルトゥリアヌスには，これが有効手段だと思って振り回している法律の知識が
ある．だからそのような前提はあるのだと思います．キリスト教徒としてのテルトゥ
リアヌスは他方でローマ人として，法律用語を頑張って使って総督を説得しようとし
ている，それがこの政治弁論の一種としての『スカプラ宛書簡』なのだろうと思って
います．
　先程浦野先生が，司教が支配者を説得する弁論の担い手になっていくという図式を
ブラウンを引かれて提示されましたが，それは正しいと思います．しかし，より前の
時代，司教たちが帝国の大きなファクターになる前から，キリスト教徒がどうやって
他者を説得しようとしていたのかということを考えれば，やはり新約聖書やそのくら
いの時代に遡って考えてみたほうが良いのではないかと思います．例えばパウロには
彼自身あるいは彼自身の名を使った書簡が残っていて，それと同時に使徒行伝のよう
なルカ文書に描かれるパウロの演説もあります．その新約のなかでレトリックという
ものがどのように用いられているか，あるいはそうみなしてよいのかを伺いたいと
思っています．

廣石望（立教大学）：新約文書を研究する際に，古典文献学のジャンルその他とどう
関連づけるかというのは古くからあるテーマです．第一次世界大戦前後，様式史とい
う研究方法が出た時期には，「小文学 Kleinliteratur」という言い方をしながら，古
典文学の伝統からは離れる形で独自に，個別伝承を分類するような研究が主流でし
た．しかしここ40年くらいの間に，西洋古典学で研究されているような文献とのつな
がりを再び積極的に評価しようという動きも出てきました．特に新約聖書研究のなか
で，修辞学批評（rhetorical criticism）を自称する流れにおいては，アリストテレス，
キケロ，クインティリアヌスなどの古典的なギリシア・ローマの修辞学のパターンを
使いながら，とりわけパウロの書簡の，例えばパルテス・オラティオニス partes 

orationisというのでしょうか，最初からここはエクソルディウム exordiumですという
ような分類をしながら，個々の概念史や伝承史の研究に代えて，全体としての配置を
分析していこうとするという流れがあります．
　アレオパゴスでのパウロ演説は使徒行伝の17章ですが，この演説をパウロが実際に
やったかどうかというのはとりあえず脇に置いておいて，今あるかたちでの演説ない
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し説教が，古典修辞学の伝統から見れば，そしてそれがあまりに古典的過ぎるならば，
もう少しヘレニズム期のプロギュムナスマタとかスタシス理論などに照らして分析す
ればどのように読めるのか，つまり書いた人が，その最も近くにいる受け手との関連
のなかでどういう作法のコミュニケーションをしたと想定できるのか，というレベル
の分析が行なわれつつあるわけです．
　私はこの研究アプローチについては素人ですが，いくつか思うことはあります．ギ
リシア語を話す人であれば，みなが一応基本教育を受けただろうとは言われていま
す．原始キリスト教はユダヤ教から出てきましたので，ヘレニズムのユダヤ教徒はギ
リシア語をよく使いますが，少なくとも文化的なフォーマットは相当に違います．し
かし同時に，文化的な交流関係のなかにありますので，そのあたりでのサブ・カル
チャーレベルの文化的な力学や教育の程度が一体どうなっていたのか．例えば，フィ
ロンとパウロは似ているようでまたずいぶん違います．フィロンは平気でプラトンを
引用しますが，パウロは基本的には一切古典文献を引きません．使徒行伝のアレオパ
ゴスの説教では若干ストア派とか引いていますが，これは歴史的に見ればパウロでは
なく，著者であるルカが持ち込んだというのが一応の定説だと思います．ですから，
文化状況がサブカルチャーでどうなっていたのかを知りたい．特に，ディアスポラと
パレスチナの文化状況はそれぞれどうだったのか．というのが分かりません．
　それから，例えばパウロの書簡のいくつかでは聴衆，宛先の共同体のなかに，明ら
かにユダヤ教出身ではないキリスト教の信奉者たちがいる．彼らに向かって，ユダヤ
教の知識を前提にしながらも，つまり七十人訳聖書の知識，その解釈学の伝統を前提
にしながらも，しかし彼らにわかるようにしゃべっているに違いない．その戦略がど
ういうものであったのかというのは，私も非常に興味を持っていろいろ想像したり考
えたりはしているところです．
　もう一つ，パレスチナのユダヤ教徒は基本的にアラム語を話して暮らしていた一方
で，ディアスポラのネットワークを持っているユダヤ人は，エルサレムが非常に重要
な都市なので，世代を越えてエルサレムと関係を持っていまして，そのディアスポラ
のユダヤ人は，主としてギリシア語を使い，ユダヤ教徒だけれども文化教育はギリシ
ア語だっただろうと言われております．これもはっきりした証拠があるわけではない
のですが，およそそうではないか．つまり，母国文化を外国語で涵養する国際的なネッ
トワークがあったと思われます．そういうときに，言語コミュニケーションにおける
説得が，キリスト教はそのネットワークに乗って広がっていったことは間違いないの
で，どうなっていたのかということにも興味を持っています．諸説ありますけれども，
まだ私にはどれが正しかろうというところまでは確信がない，というような状況です．
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司会（阪本）：語り手と受け手の文化的背景，そのコミュニケーションというお話と
して全体に大きく関わってくるものと思われます．この件に関してどなたかありませ
んか．

司会（田中）：政治弁論と法廷弁論というテーマですが，政治弁論という言葉自体，
日本語として少し語弊があるように感じています．基本的にシュンブーレウティコン
συμβουλευτικόν，「勧める，勧告」であり，スアソリア suasoriaではないですが，何か
を勧めるという提案の場の問題であり，その場が歴史状況に応じて変わっていく部分
は当然あります．非常に古い説だと，政治弁論と分類されたもので現存するもののう
ち，模範になるような政治弁論というかたちでは，特に帝政後期のものは全然無く，
その代わり残っているのはパネギュリコスなどの非常にパフォーマンス的なものが中
心になるのであって，それを政治弁論の衰退と関連させて乱暴な説明をすることが多
かったと思います．論点開示でも出てきたクルックなどもそうですが，最近の研究で
は，何かの提案をすることというのは非常に応用が利き，いろいろな場面で使える可
能性があって，実社会の生活では重要だっただろう，と考えられています． 
　シュンブーレウティコンは，嘆願の形式とか文章のレトリックとして応用できるも
のなのではないかと思います．実際ビザンツの研究では，嘆願書がある程度形式に
則って書かれていると言われているので，私たちは弁論という言葉に惑わされて，媒
体などを限定しているのかもしれず，もちろん裁判や実際の口頭弁論はそうですが，
書面を作る時にもレトリック，弁論術の技術というものは応用されているのであり，
特に法律のテキストとかの分野のほうが，伝統的な，いわゆる文学的な分類に基づい
て言われていることとは異なる視角を持っているのでは，と逆に思うときがありま
す．ですから，法学畑の方に，どういう考えをお持ちなのか聞かせて頂ければと思い
ます．

佐々木健（京都大学）：私は政治弁論を，民会・評議会という合議体の場で熟議に至
るまでの過程として戦わされる議論であると理解していたのですが，それは現代的な
観点に過ぎ，一人支配者を説得することも政治弁論であると言われれば，そうであろ
うとも思いました．これに対して，法廷弁論と政治弁論を区別する実益があるならば，
政治弁論はやがて自分にも降りかかる決定でありうるところ，そして法廷弁論は自分
ではない人を当事者とする際の決定に陪審員等が加わるという点で大きく異なると考
えています．しかし，説得の相手が例えば裁判長一人であれば，支配者に対する説得
とかなり類似してくる．それに対して民衆裁判所のようなところで，かなり大勢の人
数を説得する術としては，むしろ政治弁論の初期，民会における政治弁論と法廷弁論
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が接近しているということになり，二分法というよりはさらに三つ四つに分けて，そ
のうちどれとどれが似ていて，あるいはどういうような流れになっているかというこ
とを議論したほうが建設的であると感じています． 

浦野：ローマ帝政期の特別訴訟手続になると，裁判官一人というかたちになります．
それと並行して，ローマなどでは陪審の普通訴訟手続きのようなものが行なわれてい
て，プリニウスは，自分はその法廷弁論家としても訴訟に関わるけれども，最近は裁
判官として出ていることが多く，とても嘆かわしいことだと書簡に書いています．一
人が判決を下す時にどうなるかと．
　法廷の記録，裁判記録をパピルスに書くのですが，その形式がヘレニズム時代，プ
トレマイオス朝時代から元首政期にかけてはっきり変わります．コールズというパピ
ルス学者の1960年代の研究ですが，大体紀元前40何年ごろのライランズ・パピルスで
はオラティオ・オブリク oratio obliqueという，斜格を使って書かれていく．それがオ
ラティオ・レクタ oratio rectaというかたちになっていきます．つまり，発言者の名前
を書いて，その発言内容を書くというかたちになるのですが ,その際に弁論の内容が
全て書かれるわけではなく，非常に要約した形で書かれている．コールズは，ラテン
語のほうで発展した速記術と関係しているのでは，という仮説を唱えています．もし
も速記術と関連しているのであれば，長々と弁論をしても，法的な要点だけ書きとめ
るというかたちになると思います．我々が手にしている史料は要約されたかたちの裁
判記録としてしか残っておらず，その背後にいったいどれくらいのことが述べられて
いるのか，クルックの研究によればそれらの記録はもっと様々で，法廷弁護人がどう
いう下書きを書いていたか，その下書きが残っていたりする．それに対してみれば明
らかに，非常に圧縮されたかたちで，「私たちはそんなに負担を負えない」とか，そ
ういう主張の要点だけが書かれていて，するとその記録は事実関係の認定のための資
料だと思います．そうすると，法廷弁論の役割は減ってゆかざるを得ないのでは，と
考えられます．
　いくつもあるローマ帝政時代の弁論術の教科書のなかで，４世紀までよく使われる
のはヘルモゲネスの教科書です．それはかなり法廷弁論を意識していて，例えば人の
感情をどう動かすかということよりも，どういう要点を話すかというような，より技
術的な，より官僚制的なものに合わせたかたちのものなのでは，という可能性を提起
してみたいのですが，いかがでしょうか． 

司会（田中）：浦野先生は直接話法や間接話法の書き方がどうしたかを，速記術や法
廷の制度の変化と関連付けて考えたい，ということですね．ヘルモゲネスの争点理論，
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スタシス理論というものですが，スタシス理論がある程度発達して，だんだん規範的
な，可能的な弁法が固まって来ることも，あるいは直接話法の形式のものが記録され
るようになることも，どちらもその時代の心性の変化のほうが大きいのではないかと
私自身は考えています．
　一つには，もともとヘレニズム期以来，劇場などを使う民会の場で決議をする時な
どではどうやって決議を取っているかというと，もちろん投票活動を行なっていると
きもありますが，結構歓呼賛同で，その声の大きさをもとにして評決をある程度決め
ていく部分もかなり大きくなっていきます．その部分の比重が増していくと，いちい
ち投票活動をするのではなく，歓呼の声だとか，その時その時に何を言っているのか
を記録していくというかたちになっていくのだろう，と考えています．
　二つには証言とかの証拠能力の問題ですけれども，口頭での人の証言よりも文書を
重んじていく方向になっていくのではないかと私は考えています．記録文書を重視す
る傾向がどんどん強くなっていって，その二つが相俟って，実際に起きていた出来事，
言われたことなどをかなりきっちりと記録していく，言われたままのことを記録す
る．もちろん多少手は加えられていて，実はそのままではないけれども，かなり手間
をかけても記録していくことになり，それに速記術とかの技術も，要約してまとめて
綺麗にして出すのではなく，言われたことをそのまま記録する傾向に進んでいったで
はないか，と考えています．そのような史料の変化が出ているのではないかと．
　ヘルモゲネスの教育論，スタシス理論とかはあくまで教育の次元の問題で，発想法
や着想の時で，こういうところが整備されていって，ある程度妥当かなというところ
で落ち着いたのではないかと．それは，出典に取られる文体にしても，参照すべき著
作についてもある程度モデルを決めていこうという潮流がいくつか見られると思いま
すが，その一環ではないか．ヘルモゲネスのスタシス理論では，文書があるかないか，
文書の軸の部分の解釈にまつわる問題なのかそうじゃないのかという問題が，一つの
重要なポイントにもなっています．その点では，証人を呼んでその場で話してもらう
という証言よりは，その証言とか全部記録したもの，他にも契約書類だとか記録され
ている公文書類など，文書のほうを重視していく傾向になってきたのではないか．そ
の部分は実は先程から出てきている，フィクションと実際とが何なのかという問題と
おそらく絡んでいて，２・３世紀にはルキアノスの『本当の話』と呼ばれるものとか，
パロディが出てきたり，あるいはオリゲネスが反論していることで知られるケルソス
の『真実の話』のような議論をしていたりというのも，やはり何かしら語られること
というものに対する不信感みたいなものがだんだんできてきているように思います．
何とでも言えてしまえる，小さいものは大きくする，大きいものは小さくするという
ふうに変わってしまい，そのなかの歴史とか真実も揺れていくなかで，ただの証言は
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信じられなくなって，記録に残っている発言とか要項が重視されていく傾向があった
のではないか，と思っています．

粟辻：文書化ということは，ローマ法の分野では帝政後期についてはかなり所与の事
実として扱われていると言っても過言ではないと思いますが，法廷において文書を用
いるということが増える．立証に関して，あるいは弁論を記録して，それを後で読み
返す可能性に関しても，文書化の持つ意義はおそらく大きかったと思います．ただ
文書化だけではなくて，特別審理手続（コグニティオ・エクストラ・オルディネム
cognitio extra ordinem）という訴訟手続きで，裁判官もそれに関わる人たちも徐々に
専門家としての地位が確立されていきます．裁判官が素人の陪審員だった時代から，
単独の官僚であり，ある程度の知識を持っているだろうと一応想定される人へと変わ
るという過程があったと思います．
　心性史か制度史かという議論が出ていましたが，どちらもあるようにと思いまし
た．文書化を専門家化とつなげて考えれば，これは一種制度史の問題であり，参加者
が専門的知識をある程度持っていることを前提にする世界では，彼らが勉強しておく
べき内容はある程度専門的な分化が進んだものにならざるを得ないと思います．これ
は私が証明できているというレベルの話ではなく，感覚的なものもかなり含んでいま
すが，ヘルモゲネスや４世紀あたりのスルピキウス・ウィクトルとか，フォルトゥナ
ティアヌスなどは，例えばアリストテレスのころなどと比べるとはるかに細かいこと
をやっています．これを英語圏では technical rhetoric，技術的レトリックとでも訳
さざるを得ない言葉で呼んでいます．もともとテクネーと言っても，技術的にそれほ
ど細かいことをやっているわけではなかったのに，帝政後期では非常にテクニカルな
ものになっている．これを弁論の衰退という考え方と繋ぎ合わせて，細かいことにこ
だわるものになっていったという議論もしばしばされていたのですが，最近はむし
ろ，それが社会のなかで一体何の役に立っていたのかということを正面から考えた方
が良いという潮流があると私にも思われます．そう考えたとき，先程来出ているよう
な法廷における状況の変化，専門的なコンセンサスが出てくることと，レトリックが
技術化していったこととは，おそらく何の関係もないとは言えないだろう，と考えて
います．
　私は，現在法学の名の下になされている非常に専門的な技術の論点と，スタシス理
論でされているようなレトリックにおける議論の一見煩瑣な理論立てとは，実は非常
に共通するところがあるように考えています．その観点からしても，レトリックが
持っている本質的な意義が，例えばアリストテレスのころからローマ帝政後期までの
あいだに，様々な要因があって徐々に技術的な方向に変化していった，と思っていま
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す．

浦野：例えば文書主義については，セプティミウス・セウェルスの時のエジプトの属
州総督は，一週間にそれこそ何千という嘆願を受けています．それを処理しなければ
いけないわけで，そうするとどれだけ実際法廷で弁論する機会があるのだろうか，考
えるときりがない話になって，分からないことばかりです．
　そういう問題の存在を把握しつつ，前の話題を振りたいのですが，私が資料で挙げ
ているなかで一つ，ボームという文化人類学者が，現代のピグミー族の事例を，ター
ンブルという人の記録に基づいて論じています．それによれば，同じ集団のなかでズ
ルをする者がいて，彼はいずれその集団を牛耳りたいと思っていたのが，ある時集団
の皆が耐えきれなくなって，お前は獣だと言い，それでアクラマティオ acclamatioみ
たいなことが起こっています．これは小集団のなかの話ですから，大きな集団のなか
で意思決定を図っていく，説得を図っていくのとはやや違うのかもしれませんが，そ
もそも人間がオーラルコミュニケーションをし，それを基礎として集団を，社会を
作っている限り，そういう現象が起こり得るわけです．そのなかで，何がギリシア・
ローマ的なレトリック，修辞学であり，特殊な説得の型なのかという問題を最後に確
認したいと思います．
　比較的あとの時代を研究している者にとっては，それこそ文書，官僚的な制度的手
続き，制度的なものが出てきて，明らかにピグミー族とは違うところに行き着くのだ
ろうという点で安心できます．そういう意味ではあとの時代のほうが違いをはっきり
出せると思いますが，初期のギリシアの，それこそ民主政アテネなどの研究者にとっ
ては，例えばこういうやり取りがなされるという話と，実際法廷でどういうやり取り
がされて，どのように人を煽ってどうするか，徴収や陪審員の感情をかき立てて何か
に持ち込んでいく，というようなかたちのものとはどのような違い，どのような距離
感があるのか，ということを伺いたいと思います．

佐藤：非常に難しい問題ですが，二点ほど指摘したいと思います．一つは，レトリッ
クはレトリック単独では存在しないということです．レトリックで説得するというこ
とは，言葉を使って騙したり，煽ったりすることのみではなく，何か説得する中身が
あるということと切り離すことは出来ません．その場合，徐々にどう変わって来たの
かという言い方はできないですし，あるいはピグミー族の話との比較が正しいかどう
か分かりませんが，少なくとも例えばアテナイの法廷弁論で展開されているものは，
紀元前4世紀に関して言えば，あるいは５世紀末でもよいかもしれませんが，法律に
基づく議論を無視してはやはり行なっていない．感情的な議論を煽ったりするとき
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も，まず法律で，この人はこういうことを違反している，という議論から始まるので，
そういった意味では，レトリックの発達は，先程指摘した多人数を説得するという部
分と，それから法律などのその他の制度などの発達ということを切り離すことはでき
ない，ということが一つ言えるでしょう．
　もう一つ，感情についても，これは心理学で認知論的評価理論というのがありまし
て，感情の表出には非理性的な感情の表出もあるけれども，少なからず感情の表出を
する場合には，その前に合理的な判断，すなわちこの社会にとって被害が起きるから
われわれは怒らなければならないのだ，というようなかたちの感情の表出もある，と
いうことがしばしば指摘されています．すなわち，感情を煽るというような説得の部
分もまた，その他の合理的な判断を醸し出すような考え方あるいは法制度，そうした
ものの発展と関わり合っている．そういう点から考えると，弁論術あるいはレトリッ
クとしては，騙すし説得するし煽るし，同じではないかという言い方もできる一方，
それと共にある様々なものが複雑化し発達化しているという点で違う，と思っていま
す．

浦野：一つぜひ指摘しておきたいのは，マックス・ウェーバーは，ギリシアのポリス
における裁判はカーディ裁判だと言っていることです．カーディ裁判とは，イスラム
圏において裁判官がその時の気分に応じて判決を揺らがせるということで，そういう
ところでは絶対，資本主義のようなものは育たないだろう，こういう申請をすればい
ついつまでに許可が下りるとか，そういう計算が全く不可能になってしまい，そうい
うのは資本主義的な精神とは無縁であるというコンテクストで彼は語っています．ア
リストテレスが騙すことについて論じている個所があって，騙される場合にそれをど
うやって論駁するかについてはかなり色々と言っていますが，自分が騙すというとこ
ろになると，これについてはあまり言わない，非常に短い記述です．それは，言って
みれば彼が言っていることの本質に外れる行為なので，どうしても言語行為のような
コミュニケーションではそういうことが起こって，判断を間違ったとかそういうよう
なことが起こったときにどうなっていくか．嘆願書を出すとか手紙を書くとか，そう
いう文書になる時にもレトリックというのは実は使えるのだと思います．
　それからその時に，そういうもののなかから何が事実であるのかを見ていく，法律
的思考というか法学的思考のようなものが発展し，お互い刺激し合って発展してい
く，そういうかたちのものは絶対にあると思います．それが，古代が司法の世界で成
し遂げた貢献であって，それはやはり弁論術と密接に結び合っていたと私は考えてい
ます．
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司会（阪本）：まだまだ論じ足りない部分はたくさんあると思います．例えば古代末
期の問題についても，法廷の他にも例えば宗教関係の問題，あるいは文化的な問題，
あるいはレトリックの背景となっている教育の問題などについては，本日はきちんと
触れることはできませんでした．教育の問題については，また次の機会とさせて頂き
たいと思います．
　それでは最後に，基調報告をして頂いたみなさんに，それを受けて今日の感想でも
結構ですので，最後に一言ずつ頂戴したいと思います．

庄子：私は関心が神話から始まっており，レトリックについても詳しくはないので，
噛みあわない部分があったかなと思って反省しています．ですがこれを良い機会にし
て，個人的にはレトリックを成り立たせている世界観について，また自分の関心とも
絡めて，何か新しいことが言えたら，と思っています．そういった意味で何かしら皆
さんにも，少しずれた視点から示唆できるところがあったら良かったなと思います
が，個人的に大変勉強になりました．

佐藤：私も長く法廷弁論などを読んでいますが，しかしこういう視角で研究をしっか
りしたことはあまりなかったので，大変勉強になりました．

吉田：レトリックとは何かというときにお答えしなかったので，そのことも含めてで
すが，私自身は文学というか修辞学を専門にやっており，私はレトリックを，言葉を
使った説得という広い意味というよりはむしろ，古代のいわゆる学校で教えられてい
るレトリケーというものの理論に関わるものとして理解し，文学とか歴史叙述を見る
ときでも，いわゆる古代の修辞学理論とどう関係しているのか，それはどう表れてい
るのかといった，比較的狭い関心で研究をしてきました．今日様々な形でみなさんの
レトリック及び説得への見方に触れることができ，大変勉強になったと思っています．
　それから，演示弁論については法廷弁論とか政治弁論で盛り上がって全然話ができ
ませんでしたが，しばしば説得ではなく，ただ技術を駆使するだけで説得する相手が
いない，デクラマティオに至っては全く児戯にも等しい，砂上の楼閣を立てているに
すぎない陽炎のようなものだという，古代人もそのように言っているわけで，それは
真面目に扱うものではない，ましてや研究者がなどという考えをされることがありま
す．一面真実を言い当ててなくもないと思うときもあるわけですが，デクラマティオ
に関して言いますと，何かを説得するというわけではないものの，これ自体が社会的
な営みであって，例えば敢えて荒唐無稽な場所を設定することによって，現実に即し
た形では決して言うことのできない，社会のなかの関係，例えば父と子の関係とか，
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そういった社会の家族についての関係の，それ以外のかたちでは言い表すことのでき
ない深いところをえぐり出し，そして意識していない関係性を確認するといった役割
があったのではないか，と考えています．あるいは帝政期も大きな社会の変化に対し，
どのように対処してゆけばよいかを考える場になっていったのではないか，そういう
傾向の社会的役割があったという点を重視する立場も出てきています．演示弁論もそ
れなりに重視すべきものである，ということを言って終わりにしたいと思います．

大谷：私はキリスト教史の立場から報告しまして，あまりレトリックに注目せずこれ
までかなりナイーヴな研究をしてきたので，本日は色々教えて頂いてすごく有り難い
機会を頂戴したと思います．
　もう一つだけ，レトリックをキリスト教徒が駆使する場面としてはやはり，法廷に
引きずり出されてこれから殺されようとするキリスト教徒が，総督や広場や劇場に詰
めかけ自らを取り囲む民衆に対して，キリスト教の教えがいかに正しく，それを担う
自分を殺すことがいかに間違っているか，殺されるのは覚悟できているけれども，こ
のようなことは間違っている，などと多分に神学的側面に傾いた演説をする場面が殉
教者行伝にはいっぱい出てきて，そしてどれも非常に似通っています．実際にそんな
演説を個々の殉教者たちが行なったかというと，おそらくそうではなく，キリスト教
徒の願望であって，しかしこうしたレトリックを駆使して，居並ぶ総督や周りにいる
高官たちや詰めかけた民衆を説得したけれども殉教していった正しい人の姿を描きた
いという願望は，やはりこの何十年ずっと言われ続けてきた，キリスト教史もギリシ
ア史やローマ史に連なる古代地中海世界史なのだということを認識し直す機会を頂い
たと思っています．

司会（阪本）：ありがとうございました．それでは長時間お付き合い頂きましてあり
がとうございました．これにて本年度の西洋史研究会共通論題を終了したいと思いま
す．本日はどうもありがとうございました．（拍手）

 （編集責任：浦野　聡）
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