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1 目的

アリストテレスは『弁論術』の冒頭で「弁論術は問答法のアンティストロポス〔対の関係〕になっている」

と述べる．この対比に基づいてアリストテレスは，弁論術の推論と，問答法の推論を対比させて論じている．

この対比は，両者の共通点，対応関係を論じるために用いられている．たとえば，両者の推論は共に「エンド10

クサ」に基づき，「トポス」に依拠している．しかしながら，この「トポス」について，アリストテレスは明確

な説明を与えていない．ただし，トポスの説明と考えられる箇所が『弁論術』に存在する．この箇所で彼は，

「ストイケイオン」(要素)とトポスを同じものであると述べている．その一方で，問答法についての著作『ト

ピカ』ではトポスの規定は見られない．そのため先行研究は『弁論術』のトポスの規定に基づいて，問答法の

トポスについても理解する傾向にある．しかし，両著作におけるトポスは，相違しているように見える．15

本発表では，まず『弁論術』と『トピカ』のトポスを考えるために，弁論術と問答法が対応する関係にある

ことを確認し，次に，問答法の推論と弁論術の推論（エンチューメーマ）の関係を考察する．問答法の推論に

エンチューメーマが対応するのであれば，エンチューメーマは「三段論法」のような形式に基づく推論の特殊

な形として理解するべきではないことを確認する．そして両著作におけるトポスの相違を考察し，その相違を

一方に還元可能であるのかを明らかにする．その結果として本発表では，『トピカ』の数々のトポスのうちで，20

『弁論術』のトポスと共通する部分を指摘し，その上で共通しない部分と関連して，『弁論術』で語られる問答

法のトポスが，『トピカ』のときから変化をしていることを指摘したい．

2 弁論術と問答法

弁論術と問答法の関係は，『弁論術』という著作において一番初めに語られる事柄である．そこではじめに，

その『弁論術』の冒頭の一文を提示しておくことにしよう．『弁論術』の冒頭は以下のようになっている．25

῾Η ῥητορική ἐστιν ἀντίστροϕος τῇ διαλεκτικῇ ἀμϕότεραι γὰρ περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν,1 ἃ κοινὰ

τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ γνωρίζειν,2 καὶ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης ἀϕωρισμένης

弁論術は問答法のアンティストロポス〔対の関係〕になっている．というのも，弁論術と問答法のどち

らも，次のような種類についてのものだからである．すなわち，ある仕方で，それらを共通のものとし

て認識することが，すべての人達に属すのである．そして両者は，いずれかの特定の学知だけを対象と30

1 カンマは Cope (1877)による．
2 カンマは Cope (1877)による．
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することはない．(Rhet.1354a1–3)3

このように，アリストテレスはこの著作で弁論術を問答法のアンティストロポスと呼び，対比させている．

このアンティストロポス ( ἀντίστροϕος )というのは，すでに多くの指摘があるが，悲劇において用いられる

言葉である4．

このような問答法と弁論術が対応関係にあるという考えは，明らかにプラトンから引き継いだものであると5

考えられる5．それに対して，当時知られていたと考えられる弁論の方法に対して，アリストテレスはそれは

「技術」ではないとして厳しい批判を行う (1354a11–14)．その批判の一つのは，従来の弁論を教えてきた者た

ちが，弁論術の本体と言うべきエンチューメーマに目を向けず，文体などの文章の書き方を教えるばかりだと

いうものである (1354a14–26)．

アリストテレスは『弁論術』の中で，それまでの弁論術のあり方を拒否し，問答法と対比させる形で，彼の10

考える弁論の技術を構築しようと試みみていると言える．その試みの中心となるのが，本体であるエンチュー

メーマということになるだろう．

3 エンチューメーマと問答法の推論

さて，アリストテレスはエンチューメーマを次のように位置付けている．すなわち，『弁論術』第一巻第二

章で彼は，技術による説得と技術に拠らない説得の二つがあると述べ，技術による説得こそが，我々自身で15

作り出すことができるものとしている (1355b35–56a1)．そして，その技術に拠る説得に，言論（ロゴス）を

通じてのものがあり，その言論（ロゴス）を通じての説得に，さらに三種類あると述べる (1356a1–2)．エン

チューメーマは，その三つのうちの一つである．三つの説得は，「人柄（エートス）」による説得，「感情（パ

トス）」による説得，そして「議論（ロゴス）」による説得であり，彼は「そして，真実，あるいは真実と見え

るものを，個々の事柄に関して説得力のあるものに基づいて我々が示すとき，議論（ロゴス）を通じて説得す20

るのである．6」と述べている (Rhet. A 2. 1356a19–20)．この「議論（ロゴス）」による説得の中にエンチュー

メーマは含まれるのである．アリストテレスは次のように述べている．

τῶν δὲ διὰ τοῦ δεικνύναι ἢ ϕαίνεσθαι δεικνύναι, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς τὸ μὲν ἐπαγωγή

ἐστιν, τὸ δὲ συλλογισμός, τὸ δὲ ϕαινόμενος συλλογισμός, καὶ ἐνταῦθα ὁμοίως ἔστιν γὰρ τὸ μὲν

παράδειγμα ἐπαγωγή, τὸ δ´ ἐνθύμημα συλλογισμός, τὸ δὲ ϕαινόμενον ἐνθύμημα ϕαινόμενος25

συλλογισμός.

そして，示すこと，あるいは示しているように見えることを通じて成立すものどものうち，ちょうど問

答法を使う人たちにおける場合に，あるものは帰納的推論であり，別のものは演繹的推論7であり，そ

3 Ross (1959)のものを底本とし，異なる読みをした場合は，注にて指摘する．また邦訳は，戸塚 (1992)と山本 (1968)を参考にし
た．

4 Brunschwig (1996, 35)，Cope (1877, 1), 戸塚 (1992, 406)を参照した．戸塚から引用すると「この表現は，もともとコロス（合
唱舞踊隊）の上演時の動きについて言われるもので，コロスが，始めは右手から左手へ廻りながら歌う (strophē)のに対し，その
後で，これに対応する同じ動きを左手から右に向かって行うことを指す」ということである．

5 『パイドロス』では，真の弁論術を用いるためには，問答法を知らねばならないと語られている．プラトンの場合，弁論術の本体
にあたる部分は問答法そのものであるように思われるが，アリストテレスは，弁論術と問答法のそれぞれに演繹的推論（シュロギ
スモス）と帰納的推論（エパゴーゲー）があると考えている．

6 διὰ δὲ τοῦ λόγου πιστεύουσιν, ὅταν ἀληθὲς ἢ ϕαινόμενον δείξωμεν ἐκ τῶν περὶ ἕκαστα πιθανῶν.
7 συλλογισμόςとして用いている．これは，帰納的推論 ( ἐπαγωγή)と対比されていることを分かりやすくするためである．引用
文以外では単に「推論」と述べている．
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してまた別のものは，見かけ上の演繹的推論であるように，この弁論術の場合も，同様である．

というのも，一方で例証は，帰納的推論であり，他方でエンチューメーマは演繹的推論であり，そして

見かけ上のエンチューメーマは，見かけ上の推論だからである．

(Rhet. A 2. 1356a35–b4)

ここでアリストテレスは，エンチューメーマの位置付けを問答法における推論 ( συλλογισμός)と対比させ5

て説明している．このとき，問答法，そして推論についての説明は行われないことから，問答法について一定

の知識がある人たちに向けた説明をしていると考えられる．

アリストテレスは，エンチューメーマを問答法の推論と対比させて，さらに続く箇所で推論とエンチュー

メーマの関係を次のようにも説明する．

ὅτι τὸ μὲν ἐπὶ πολλῶν καὶ ὁμοίων δείκνυσθαι ὅτι οὕτως ἔχει ἐκεῖ μὲν ἐπαγωγή ἐστιν ἐνταῦθα δὲ10

παράδειγμα, τὸ δὲ τινῶν ὄντων ἕτερόν τι [διὰ ταῦτα] 8συμβαίνειν παρὰ ταῦτα τῷ ταῦτα εἶναι ἢ

καθόλου ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐκεῖ μὲν συλλογισμὸς ἐνταῦθα δὲ ἐνθύμημα καλεῖται.

一方で，多くの類似のものどもについてその様になっているということを示すこと，これは，そこ（『ト

ピカ』）では帰納的推論であり，ここ（『弁論術』）においては例証である．他方で，何かあるもの〔＝前

提〕どもがある場合に，それら〔＝前提〕が普遍的にであれ，多くの場合にそうであるものであれ，ま15

さにそれら〔＝前提〕であることに依拠して，［前提とは］異なる何かが帰結すること，それは，そこ

（『トピカ』）では演繹的推論であり，ここ（『弁論術』）においてはエンチューメーマと呼ばれるのであ

る．(Rhet. A 2. 1356b13–17)

ここで『弁論術』における推論の定義と呼べるものが語られている．そして『トピカ』にも推論についての

規定が存在する．20

῎Εστι δὴ συλλογισμὸς λόγος ἐν ᾧ τεθέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν κειμένων ἐξ ἀνάγκης συμβαίνει

διὰ τῶν κειμένων.

さて，推論とは議論 ( λόγος)であり，その議論の中で，あるものどもが立てられた時に，その置かれたも

のどもとは異なる何かが，置かれたものどもゆえに必然的に帰結するのである．(Top. A 1. 100a25–27)

この箇所の後では，問答法の推論と論証が区別が行われるが，この箇所は論証か問答法の推論であるのかに25

関わらず推論とは何かが語れている9．この『トピカ』と『弁論術』の二つの規定から，推論とは前堤に基づ

いて，前堤とは異なる結論を導きだすものであると，アリストテレスが考えていたことが分かる．そして，二

つの規定の相違点として， Burnyeatが指摘するように，「普遍的にであれ，多くの場合にそうであるもので

あれ」という部分と「必然的に ἐξ ἀνάγκης」という部分に注目しなければならないだろう (Burnyeat 1994,

8 Kasselの提案にしたがって読まない．
9 類似の規定は『分析論前書』にも存在する．『分析論前書』第一巻第一章の中で，推論について次のように規定している．

συλλογισμὸς δέ ἐστι λόγος ἐν ᾧ τεθέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν κειμένων ἐξ ἀνάγκης συμβαίνει τῷ ταῦτα εἶναι. λέγω δὲ
τῷ ταῦτα εἶναι τὸ διὰ ταῦτα συμβαίνειν, τὸ δὲ διὰ ταῦτα συμβαίνειν τὸ μηδενὸς ἔξωθεν ὅρου προσδεῖν πρὸς τὸ γενέσθαι
τὸ ἀναγκαῖον.
そして推論とは次のような議論である．すなわち，その議論の中であるものどもが措定されたときに，措かれたものどもとは異
なるあるものが，その措かれたものどもがそうあることによって必然的に帰結するものである．私は，「その措定されたものども
がそうあることによって」と言うことで，その措定されたものどもがあるという理由で結果することを意図しており，そして「そ
の措定されたものどもがあるという理由で結果する」と言うことで，必然的な帰結が生じることに対して，外からいかなる項も
さらに必要とすることはないということを意図している．(APr. A. 1. 24b18–22)
この『分析論前書』の規定は，『弁論術』よりも『トピカ』の規定に近いだろう．
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16–19)．『弁論術』における推論とエンチューメーマの規定には，「必然的に」という部分がなくなり，推論の

帰結が必然的に導かれない可能性が示唆されている．Burnyeatは necessitas consequentiae（推論の必然性）

と対比的な probabilitas consequentiaeという表現を用いて (Burnyeat 1994, 27)，この箇所の特殊性を指摘

している．このような推論が必然的に帰結しない可能性があるのは，おそらく推論の前堤が「多くの場合にそ

うであるもの ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ」である場合があるからだと思われる10．5

また，エンチューメーマが，いわゆる「三段論法」の形をとるのかも不明である．少なくとも『弁論術』に

おいては，エンチューメーマは推論と同じくトポスに基づいていることが語られているだけである．

そのため，我々はエンチューメーマを，『分析論前書』におけるいわゆる「三段論法」と対比させて「省略三

段論法」と理解すべきではない．すなわち，推論の形式上，三段論法の形式に則しているが，前提の一つが省

略されているような推論として理解すべきではない．10

伝統的にエンチューメーマは，不完全な三段論法であると見なされてきた．「不完全」と呼ばれる理由のひ

とつは，前提が省略されているからである．しかし，前提を省略することはエンチューメーマにとって必須で

はない．

確かに，アリストテレスは，必要に応じて，前提を述べないことがあると認めている (Rhet. A 2. 1357a10–

17)．しかし，それは，長々と聴衆にとって退屈なことを述べないためであり，必ず前提を省略しなければな15

らないとまでアリストテレスは述べていない．

そして，伝統的なエンチューメーマの理解の場合，前堤が補われるならば完全な推論となると考えられてお

り，そのとき完全な形となった推論は，「三段論法」の形式によって必然的な帰結を導き出すことになる．し

かしながら，すでに見たように，アリストテレスはエンチューメーマが「三段論法」のような形で必然的に帰

結を導き出すと考えていない．彼の考えるエンチューメーマは，「三段論法」ではなく，トポスに基づくもの20

なのである．

4 両著作のトポスの相違

さて，エンチューメーマと問答法の推論が依拠するトポスとはいかなるものであり，そこに相違はあるので

あろうか．まず，『トピカ』で論じられている問答法の推論のトポスについて考察し，その上で『弁論術』にお

けるトポスの説明を見てゆくことにしたい．25

4.1 トポスとは何か

問答法における推論は，トポスに基づいて行われると考えられる．しかしアリストテレスは，『トピカ』の

中で推論がトポスに基づくことや，トポスの定義について明瞭に述べてはいない．

『弁論術』第二巻第二十六章 1403a17-18では，『トピカ』では与えられていないトポスの規定のようなもの

が語られている．アリストテレスは「というのも，ストイケイオン（ στοιχεῖον要素）とトポスを同じもので30

あると，私は言う．なぜなら，ストイケイオンとトポスは，多くのエンテューメーマがそれへと帰着するとこ

ろのものだからである」11と述べている．しかし，この説明がトポスの定義と言えるのかは疑わしい12．幾人か

の解釈者たちは，このアリストテレスの発言をトポスの定義を述べた個所として理解して，トポスの理解へつ

10 別の，そしてより深い問題は，『トピカ』において問答法の推論が必然的に帰結をもたらすと考えていたにも関わらず，『弁論術』
ではその考えを変えてしまったのかという点である．本発表では論じることができないが今後の課題としたい．

11 τὸ γὰρ αὐτὸ λέγω στοιχεῖον καὶ τόπον ἔστιν γὰρ στοιχεῖον καὶ τόπος εἰς ὃ πολλὰ ἐνθυμήματα ἐμπίπτει.
12 Kennedyは『トピカ』でも『弁論術』でもトポスの定義は行われていないと解する．(Kennedy 2007, 45)
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なげようとしている．それは『弁論術』のトポスについてだけでなく，弁論術に対応する問答法のトポスにも

通用するものだと考えて，『トピカ』のトポス概念の説明にもつなげようという試みでもある13．

しかしながら，Brunschwigが指摘するように (Brunschwig 1996, 41–42)，『弁論術』と『トピカ』のトポ

スはほんとうに同じものであるのか，注意を必要とする．というのは，『トピカ』のトポスは，推論を構築す

るために必要な規則集のようなものだと思われるからであり14，それに対して，『弁論術』のトポスは「共通ト5

ポス」と「固有トポス」15 に区別されてる．そして，固有トポスは説得の目的に応じて有用な命題を集めたも

のであり，明らかに規則のようなものではないからである．そこで，両者のトポスの違いを考えるため，まず

『トピカ』のトポスから見てゆくことにする．

4.2 『トピカ』における推論とトポス

『トピカ』の目的は問答法を考察することにある (Top. A 1. 100a18–21)．そのためにアリストテレスは問10

答法の推論を規定して論証と区別を行う．論証と問答法の推論は前提の違いによって区別される．エンドクサ

に基づく推論が問答法の推論であり，論証は第一の真である前堤に基づく．そしてこの問答法の推論がトポス

に基づくという点は，推論の区別には用いられていない．さらに，トポスの定義についてもアリストテレスは

述べていない．

『トピカ』第一巻でアリストテレスは，問答法の推論の前堤命題はエンドクサに基づくということだけでな15

く，その前提命題の述語は，定義項，類，固有性，付帯性のいずれかを表すと説明する．そしてこの四つ（述

語様式）は定義上，排他的で網羅的な関係にある (101b17–28)．

『トピカ』第一巻で説明されている問答法の推論の役割は，前提命題の述語が表すものが四つの述語様式ど

れであるのかを明らかにすることであると言える．問答の相手が，類を提示するつもりで命題を主張する場

合，その命題を前堤として，本当にその命題が類を表しているのかを吟味するのである．20

したがって，『トピカ』における問答法の推論は，述語様式の定義に基づいて命題を吟味して行くものだと

言える．そのため，続く第二巻以降で，これらの述語様式に対応する形で，トポスが列挙されている．

第二巻と第三巻は，付帯性についてのトポス，第四巻は類に関するトポス，第五巻は固有性，第六巻と第七

巻は定義に関するトポスが列挙されているのである．Smithが指摘するように，これらの述語様式とその定義

は，トポスに対して上位に位置していて，諸々のトポスを組織化している (Smith 1997, xxx)，そして，一部25

のトポスは述語様式の定義に基づいているのである．

このように『トピカ』のトポスは述語様式に基づいて各巻ごとに列挙されているが，その一方で，述語様式

の違いに関係なくどの巻にも共通して見いだされるトポスがある．それは，Smithの見るところでは三つに分

類される．すなわち，「より多く」「より少なく」「同じ」というトポス，「対立」のトポス，同位語・屈折語の

トポスである (Smith 1997, xxxi; Schramm 2004, 146)．アリストテレスはこれらのトポスについて，何か特30

別の意味付けを行ってるようにも見えるが，何か特別に分類して名付けるということまでは行っていない．

このような『トピカ』で列挙されるトポスは，『弁論術』で語られるトポスと対応付けられるであろうか．

13 たとえば，池田も，『弁論術』におけるトポスとストイケイオンの関係から，トポスについての考察を行っている (池田 2007,
406–417)．また Schrammも同じく『弁論術』のこの箇所から考察を始めている (Schramm 2004, 89)

14 Brunschwig 1996, 41; Brunschwig 1967, XL.
15 この「固有トポス」と「共通トポス」という表現は，浅野 (1996, 79–81) に依拠した．このトポスの区別は，Grimaldi (1980,

349–350)も行っている．
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4.3 『弁論術』におけるトポスの説明

さて，『弁論術』においてトポスについてどのように語られているのか．先に触れた，「共通トポス」と「固

有トポス」について，アリストテレスは『弁論術』第一巻第二章で述べている．まず，「共通トポス」について

見ていくことにする．彼は次のように述べる．

λέγω γὰρ διαλεκτικούς τε καὶ ῥητορικοὺς συλλογισμοὺς εἶναι περὶ ὧν τοὺς τόπους λέγομεν5

οὗτοι δ´ εἰσὶν οἱ κοινοὶ περὶ δικαίων καὶ ϕυσικῶν καὶ περὶ πολιτικῶν καὶ περὶ πολλῶν διαϕερόν-

των εἴδει, οἷον ὁ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον τόπος οὐδὲν γὰρ μᾶλλον ἔσται ἐκ τούτου συλλογίσασθαι

ἢ ἐνθύμημα εἰπεῖν περὶ δικαίων ἢ περὶ ϕυσικῶν ἢ περὶ ὁτουοῦν

というのも，私が言っているは，問答法の推論と弁論術の推論は，我々がそれらについてトポスを論じ

るところのものなのだということである．10

そして，このトポスは，正しいもの，自然のこと，政治的なこと，種において異なる多くのことについ

ての共通のトポスである．例えば「より多く」や「より少なく」というトポスである．正しいものや，

自然のことや，政治のことや，［その他］何であれこれらについて，このトポスに基づいて同じように

推論したり，エンチューメーマを述べることができるだろうからである．(Rhet. A 2. 1358a10–16)

この引用から，アリストテレスが「共通のトポス」として考えているのは，「より多く」や「より少なく」と15

いうトポスであることが分かる．そして，「より多く」や「より少なく」というトポスが，『トピカ』において

も特別な意味を持つであろうことはすでに見た通りである．

この「共通トポス」をアリストテレスは，『弁論術』第二巻二十三章で論じている．第二十三章 1397a7以降

では「対立」のトポスに含まれる「反対」のトポスが語られている．1397a20からは，屈折語について述べら

れている．1397b12からは，「より多く」と「より少なく」のトポスが挙げられている．20

これら『弁論術』の「共通トポス」と，『トピカ』のトポスを結びつけることは許されるだろう．アリストテ

レスは『トピカ』においては，述語様式ごとに別々のトポスとして論じていたものを，その共通性に基づいて

まとめて，『弁論術』では「共通トポス」として提示し直していると言えるだろう．

それでは「固有トポス」とはどのようなものであろうか，アリストテレスは先の引用に続けて次のように述

べている．25

ἴδια δὲ ὅσα ἐκ τῶν περὶ ἕκαστον εἶδος καὶ γένος προτάσεών ἐστιν, οἷον περὶ ϕυσικῶν εἰσι

προτάσεις ἐξ ὧν οὔτε ἐνθύμημα οὔτε συλλογισμὸς ἔστι περὶ τῶν ἠθικῶν, καὶ περὶ τούτων ἄλλαι

ἐξ ὧν οὐκ ἔσται περὶ τῶν ϕυσικῶν ὁμοίως δὲ τοῦτ´ ἔχει ἐπὶ πάντων. κἀκεῖνα μὲν οὐ ποιήσει περὶ

οὐδὲν γένος ἔμϕρονα περὶ οὐδὲν γὰρ ὑποκείμενόν ἐστιν ταῦτα δὲ ὅσῳ τις ἂν βέλτιον ἐκλέγηται

τὰς προτάσεις16 , λήσει ποιήσας ἄλλην ἐπιστήμην τῆς διαλεκτικῆς καὶ ῥητορικῆς30

ἂν γὰρ ἐντύχῃ ἀρχαῖς, οὐκέτι διαλεκτικὴ οὐδὲ ῥητορικὴ ἀλλ´ ἐκείνη ἔσται ἧς ἔχει τὰς ἀρχάς.

その一方で，「固有のもの」とは，個々の種と類をめぐる前提命題に基づいている限りのものである．た

とえば，自然のことについて前堤命題あり，それらに基づいては，倫理的なことについてのエンチュー

メーマも演繹的推論も成立しない．そしてこれら［倫理的なこと］についての他の前堤命題は，それら

に基づいては自然のことについての〔エンチューメーマも演繹的推論も〕成立しない．そして，このこ35

16 Kassel (1976)の校訂に従って τὰς προτάσειςを削除せずに読む．
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とはすべてのことについて同様である．

そして，かのもの［共通のトポス］はいかなる類についての精通者も生み出さないだろう．なぜなら，

かのもの［共通トポス］は，いかなる主題とも関係がないからである．

その一方で，これら固有のものは，人がよりよく諸命題を選べば選ぶほど，その人は問答法や弁論術と

は別の学知を生み出していることに気づかずにいるだろう．というのも，諸原理に行き着いたときに5

は，それは，問答法でも弁論術でもなくて，その人がそれの原理を手にしているその学知ということに

なるからである．(Rhet. A 2. 1358a17–26)

この引用から，アリストテレスは，倫理的なことや，自然に関することのような個別の主題についてのトポ

スを「固有のトポス」と呼んでいることが分かる．そして，Grimaldiや浅野が指摘するように，この「固有の

トポス」は命題のかたちをとる (Grimaldi 1980, 355; 浅野 1996, 80)．『トピカ』においても，前堤命題には，10

論理的，倫理的，自然的の三つの種類があることが述べられている (Top. A 14. 105b19–21)．この『トピカ』

での言及は，「固有トポス」に関わることであると思われる．しかしながら，アリストテレスは『トピカ』に

おいては，この倫理的，自然的などの区別に従ったトポスを挙げてはいない．逆に，『トピカ』の述語様式に

従ったトポスは『弁論術』では語られていない．

このような『弁論術』における「共通トポス」と「固有トポス」という区別は，『分析論後書』における論証15

の理論との共通性を見いだせる．『分析論後書』第一巻第十章では，論証の原理として固有なものと共通のも

のが区別されている (APst. A 10. 76a37–b11)．共有の原理は，類を異にする学知に対しても共通に用いるこ

とができるものであり，固有の原理は類を超えて用いることはできない．共通の原理は，幾何学と算術のどち

らにも用いることができるが，固有の原理はできないのである．

トポスについての固有と共通の区別が論証の理論と関係していることは，先の引用からも窺えるだろう．固20

有のトポスが原理に近づいたとき，それはすでに弁論術や問答法が扱うことのできる範囲を超えている．それ

はもう論証の理論に基づいているのである．

5 結論

以上のような『弁論術』の共通／固有のトポスの区別を，『トピカ』のトポスと比較して，どのように評価す

べきであろうか．25

ひとつの解釈として，アリストテレスは問答法の推論のトポスと，エンチューメーマのトポスを別のものと

考えて，そのトポスの列挙の仕方や論じ方も変えていると考えることができるかもしれない．

しかしながら，おそらくアリストテレスは，『トピカ』から『弁論術』にかけて，問答法の推論とトポスに関

する考えを変更して，『弁論術』の執筆時には論証の理論に関する知見を取り入れた形で新たなトポス論を展

開しているのだと解釈すべきだろう．30

その理由のひとつは，『弁論術』においてアリストテレスは一貫してエンチューメーマと問答法の推論を対

置していて，上記の引用にあるように，トポスに関してはエンチューメーマも問答法の推論も同じように扱っ

ているからである．

もうひとつの理由は，『トピカ』の方が『弁論術』よりも先行する著作であると考えられることである．し

かし，『トピカ』では見られない共通と固有のトポスという論証の理論に基づく考え方が『弁論術』には見出35

されることから，アリストテレスは『トピカ』以後に問答法についての考えを発展させていると見ることはで

きるだろう．
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そして，『トピカ』で論じられている述語様式についての論述が，『トピカ』以外の著作では見出されない点

も重要であると思われる．それは，この述語様式の理論が不完全なものであったからだと考えられる17．した

がって，アリストテレスは完全ではなかった『トピカ』のトポス論から，『弁論術』で語られている新たなトポ

ス論へと移行したと考えられるのである18．
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