
2014 年 07 月 26 日（土）

第 82 回西洋哲学研究会

於：広島大学東千田キャンパス

　

　

アリストテレス『弁論術』の執筆年代について

　高橋　祥吾5

0 目的

本稿の目的は、アリストテレスの『弁論術』の成立年代に関係する事柄をまとめ、そこから推察される成立

年代の状況から、レートリケー (弁論術)とディアレクティケー (問答法)の関係に潜む問題点を考えていきた

い。それは、『弁論術』のなかで述べられるエンテューメーマという推論を考察する際に有用な視点だと考え

られるからである。10

1 『弁論術』の成立年代

我々は，『弁論術』の執筆年代をその記述内容から推察できる．Copeによれば，『弁論術』で語られている

内容は，多くの場合アテナイでの出来事であり，その内容はかなり自明なものとして文脈などの説明がない．

もしアテナイ以外で，アテナイに住んでいる人たち以外に対して論じるつもりであるなら，アテナイの出来事

を取り上げることはしないだろうし，また取り上げる場合でもより詳しい説明を与えているのではないかと考15

えられる．そのため，『弁論術』はアリストテレスがアテナイに滞在していたときに書かれたものであると考

えられる (Cope (1867, p. 36))．

アリストテレスがアテナイに滞在していた時期は，アカデメイアに所属していた時期と，その後自分の学園

であるリュケイオンを設立して活動していた時期の二期である．前期は紀元前 367年から 347年の間であり，

後期は紀元前 335年から 323年頃までである．20

『弁論術』第二巻二十三章には，紀元前 338年ごろの出来事に関わることが例示されている (1399b12–13)．

したがって，少なくともそれ以降，つまりアテナイ滞在の第二期にこの箇所が書かれたことは間違いないだろ

う．しかし，これだけで『弁論術』の全体が第二期に書かれたと断定することはできない．その理由は，キケ

ロの証言とプラトンとの関係である．

『弁論術』は，プラトンの『パイドロス』の影響下にあるように思われる．このようなプラトンからの影響25

が強い理由は，『弁論術』がアカデメイアに所属していた時期に書かれたからではないかと思わせる．そして，

アリストテレスは師の影響を受けながらも，次第にプラトンの考え方から離れていったと考えるならば，ます

ます『弁論術』がプラトンの思想に親しんでいたであろう，アテナイ滞在の第一期に書かれたと思われるので

ある．
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さらに，キケロはイソクラテスとの逸話を報告している (De Orat., III. 35. 141)1 ．アリストテレスはイソ

クラテスが行っている授業がこの上なく問題があるものと認識し，イソクラテスのような授業とは異なるアリ

ストテレス自身の弁論術についての授業の内容を作成し，実施したという．そしてこの弁論術の授業がフィ

リッポス二世の目にとまり，フィリッポス二世はアリストテレスをアレクサンドロスの家庭教師として招聘し

たというのである．イソクラテスは，アリストテレスがアテナイを離れていた紀元前 338年に死去している．5

もしキケロの証言が正しいならば，アリストテレスがイソクラテスの授業を知る機会はアテナイ滞在の第一期

でしかありえない．

ただし，疑問も残る．アリストテレスが本当にイソクラテスの授業に問題を感じていたならば，『弁論術』の

中では，彼の文章を引用するとき，批判的に取り扱うか，そもそも引用しないか，であるように思われる．し

かし，彼はイソクラテスの文章を好例として引用しているように見える2 ．10

さて，『弁論術』に関して考慮すべきは，イソクラテスだけではない．アリストテレスと同じ時期を生きた

デモステネスについても考慮しなければならない．デモステネスは，アリストテレスと同時代のアテナイ人で

あり，当然アリストテレスのことも知っていたと考えられる．アリストテレスは，「デモステネスの政策」と

いう言い方で，彼の名を挙げている (1401b33)．しかし，デモステネスの作品には，批判であれ，肯定であれ，

アリストテレスの弁論術に関する言及らしきものは見当たらない．このことから Copeは，『弁論術』あるい15

は『弁論術』の内容に準ずる作品は，少なくともデモステネスが読めるようなかたちで出版はされていなかっ

たであろう．また，『弁論術』を構成する内容も完成は遅かったと考えられると推測している (Cope (1867,

pp. 45–47))．

以上のような観点から，『弁論術』は，アリストテレスのアテナイ滞在の最初の時期に書かれたと考えられる

が，完成は後になってからだという解釈が成り立つと考えられる．おそらく，同時期にすべての内容が書かれ20

たわけではないと考えられるのである．

1 Itaque ipse Aristoteles cum florere Isocratem nobilitate discipulorum videret, quod [ipse] suas disputationes a
causis forensibus et civilibus ad inanem sermonis elegantiam transtulisset, mutavit repente totam formam prope
disciplinae suae versumque quendam Philoctetae paulo secus dixit: ille enim turpe sibi ait esse tacere, cum
barbaros, hic autem, cum Isocratem pateretur dicere; itaque ornavit et inlustravit doctrinam illam omnem
rerumque cognitionem cum orationis exercitatione coniunxit. Neque vero hoc fugit sapientissimum regem
Philippum, qui hunc Alexandro filio doctorem accierit, a quo eodem ille et agendi acciperet praecepta et
eloquendi.(De Orat., III. 35. 141)
したがって，アリストテレス自身は，イソクラテスが生徒たちの優勢さの点で際立っているのをみたとき，彼〔イ
ソクラテス〕が自分の諸議論を公共や市民に関わる論点から中身のない言葉の優美さへと意識を向けたから，彼〔ア
リストテレス〕は，突然自らの教練の形式をほぼすべて変えてしまった．また，〔エウリピデスの〕『ピロクテテス』
のある詩行を僅かに異なった仕方で言った．「蛮族ども」を，〔「イソクラテス」に代えて〕「イソクラテスが自由に語
るままにして，自分は沈黙しつづけるのは恥である」と，彼は言ったのである．そうして彼は，そのすべての教授内
容を，装飾し，磨き上げ，また事柄の学的認識と弁論の実践とを結びつけたのである．さらに，このことは，極めて
賢明な王であるフィリッポスに気づかれないわけがなく，フィリッポスは，アリストテレスを息子のアレクサンドロ
スの教師として招聘した．彼〔アレクサンドロス〕は同じ人物から，行動（指揮）と，雄弁の教えを受けたのである．

2 なお，Copeは，アリストテレスがイソクラテスに対する対抗心を持っていることと，『弁論術』のなかでイソクラ
テスの作品からの引用が行われていることは，両立すると論じている (Cope (1867, pp. 41–45))
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2 「オルガノン」各書との相対的な成立順序

次に，アリストテレスの論理学に関する著作群「オルガノン」，特に『分析論前書』，『分析論後書』，『トピ

カ』の三作品と『弁論術』との相対的な著作の成立順序を考えることにする．というのは，後で見ることにな

るが，『弁論術』の内容は明らかに「オルガノン」と関係が深いからである．

「オルガノン」の各作品の成立順序は，「演繹的推論」の成立との関連で考察される．アリストテレスが考案5

したいわゆる「三段論法」は『前書』において展開されているが，その他の著作ではこの『前書』で展開され

た三段論法らしきものは姿を現さない．そこで， Solmsenや Barnesを初めとして，現在では「三段論法」の

成立は，アリストテレスの生涯の後期にあたり，それゆえ他の著作には反映されなかったのだと解釈されてい

る Barnes (1981, pp. 57–59) Smith (1982, p. 134)．

他方，論証を主題としている『後書』は比較的初期の作品だと考えられる．『形而上学』でも論証の理論は言10

及され，そして初期作品だと考えられる『トピカ』においても，論証の理論の基本的な部分が説明されている

からである．

そして，初期作品と考えられる『トピカ』は，第二巻から第七巻はかなり初期の作品であり，第一巻と第八

巻はそれよりも後の作品だと考えられている．というのは，第二巻から第七巻では「演繹的推論」という言葉

が，見られないのに対して，第一巻や第八巻は明らかに「演繹的推論」とは何かアリストテレスは把握したう15

えで，論じているからである．そして，『トピカ』の第九巻に当たるとされる『ソフィスト的論駁』もまた推論

の定義が前提された上で詭弁が論じられているところから，『トピカ』の第一巻や第八巻と同時期以降の作品

だと考えられる．

「オルガノン」の大まかな成立順序が以上のようであるとするならば，『弁論術』はいったいこれらの論理学

的著作の相対的順序のなかでどの位置にくるものであろうか．「オルガノン」のなかで『弁論術』との関係を推20

察できるのは，『ソフィスト的論駁』と『分析論前書』である．

まず『ソフィスト的論駁』を見てゆくことにする．もし『弁論術』が『ソフィスト的論駁』より先に成立し

ていたとするならば，『弁論術』についての配慮を含んだ論述が行われるのではないかと思われる．しかし，事

情は次のようになっている．

『ソフィスト的論駁』の最後第三十四章では，弁論術はすでにある程度の蓄積のある分野として語られてい25

る．その一方で，問答法は，これまで技術としての蓄積がまったくなく，その初めの一歩をアリストテレスが

行ったことを誇っている．したがって，この記述から，アリストテレスは『トピカ』や『ソフィスト的論駁』

を書いた時点では，先駆者がいた弁論術とは違い，問答法の方はまだ明確に成立していなかったということに

なる．

後でも見るが，『弁論術』では，少なくとも，演繹的推論とエンテューメーマを対比させている．『弁論術』30

は，問答法の演繹的推論を前提している．問答法がまだ確立していなかったならば，弁論術を論じるために問

答法を前提するのは困難であろう．したがって，少なくとも『弁論術』でのエンテューメーマの位置づけは問
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答法の演繹的推論と対応しているのだから，すでに『トピカ』と『ソフィスト的論駁』は成立していたと考え

る方が適切であろう．さらに，この時点で論証についても，『トピカ』で語られている程度の内容が固まってい

たと思われる．

『前書』と『弁論術』はどのような関係になるだろうか．すでに述べたように，「三段論法」の成立が遅いこ

とから，『前書』はおそらくアリストテレスの生涯の後期に成立した著作であると考えられる．その一方で『弁5

論術』は初期から書かれてきたと推定されている．このように考えるとき，『前書』は『弁論術』よりも後に成

立したように見える．また，『前書』では，エンテューメーマを解説する箇所がある (『前書』第二巻二十七

章 70a2-24)．アリストテレスは，エンテューメーマを演繹的推論と対のものとして位置づけていたが，『前書』

の説明は，『弁論術』の説明と明確には対応していないように見える．このことから，『弁論術』のエンテュー

メーマが『前書』を執筆する頃には，その内容を変えることになってきたのではないかと考えることができる．10

以上から，『弁論術』は『トピカ』や『ソフィスト的論駁』より後，『前書』よりも先に成立したのではない

かと思われる．この推測は，すでに見てきた『弁論術』が初期から後期にかけて長い時間を経て成立したとい

う推測と不整合を引き起こしてはいないだろう．さて，このような『弁論術』の成立の状況で，『弁論術』の冒

頭がどのような意味を持つのかを考えていきたい．

3 『弁論術』の冒頭15

そこではじめに，『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．

῾Η ῥητορική ἐστιν ἀντίστροϕος τῇ διαλεκτικῇ· ἀμϕότεραι γὰρ περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν,3 ἃ

κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ γνωρίζειν,4 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20

らも，次のような種類のことどもについてのものである．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
象とすることはない．(Rhet.1354a1–3)5

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（ディアレクティケー）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，25

悲劇において用いられる言葉である6 ．

3 カンマは Cope (1877)による．
4 カンマは Cope (1877)による．
5 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)，山本 (1968),
池田 (1976)を参考にした．

6 Brunschwig (1996, p. 35)，Cope (1877, p. 1), 戸塚 (1992, p. 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．
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その一方で，アリストテレス独自の用法として，ἀντίστροϕοςは，命題の主述の入れ替えを意味する場合が
ある．いわゆる，命題の換位のことである．「すべての人間が動物である」が真であるならば，主述を入れ替え
た「ある動物は人間である」も真である．このような入れ替え可能性に関して，ἀντίστροϕοςという言葉が用
いられる．
しかし，この『弁論術』の冒頭の ἀντίστροϕοςは，問答法と弁論術が入れ替え可能であるということを意図5

して述べられたものではなく，両者に共通点があり，そして対応関係があるということを表す言葉として用い
られている．直後の理由文では，弁論術と問答法が，特定の学知を対象とすることはなく，どのような人も知
ることができる共通のものを取り扱うことが述べられている．ここでは，問答法と弁論術の共通点が，弁論術
が問答法のアンティストロポスである理由として語られている7 ．アリストテレスの立場では，問答法と弁論
術に深いかかわりがあることになる．10

ところで，アリストテレスは弁論術を問答法と対比させているにも関わらず，問答法の内容についてはほぼ
述べていない．『弁論術』の中では，わずかに推察されるのみであり，彼の論述は（当然ではあるが）もっぱら
弁論術の説明に集中している．そのため，我々は別の著作から問答法についての理解を得る必要がある．
また，弁論術と問答法を対比させながら問答法を自明なもの，既知のものとして論じているため，アリスト
テレス自身がこの著作の内容を記述しているとき，彼がこの内容を伝えようとしている相手は，問答法につい15

てよく知っているということだろう (Grimaldi (1980, p. 1))．それでは，この問答法を知っている人たちは，
どのような人たちであろうか．

4 弁論術と問答法
そもそも，弁論術と問答法は起源が異なるものである．ディオゲネス・ラエルティウスらによれば，アリス
トテレスは，弁論術の創始者をエンペドクレス，問答法の創始者をエレアのゼノンだと考えていたという8 ．20

しかし，このディオゲネス・ラエルティウスらの報告は，そこまで信用することはできないように思われ
る9 ．というのも，ギリシアの弁論術の創始者は，シュラクサイ（シケリア）のコラクスやテイシアスに求め

7 この冒頭の文の直後にアリストテレスは次のように述べて，共通点を説明している．
διὸ καὶ πάντες τρόπον τινὰ μετέχουσιν ἀμϕοῖν · πάντες γὰρ μέχρι τινὸς καὶ ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον
καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν ἐγχειροῦσιν.
それゆえに、すべての人々は、ある仕方で、両方をわけ持つ〔に与る〕のである。というのは、すべての人々はある
程度まで、議論〔ロゴス〕を吟味したり、保持したり、また弁明したり、告発したりということを試みるからである。
(Rhet.1354a3–6)

8 ディオゲネス・ラエルティウスや，セクストゥス・エンンペイリコスは以下のように報告している
「アリストテレスは『詭弁家』の中で，はじめてエンペドクレスが弁論術を発見し，他方でゼノンが問答法を〔はじ
めて〕発見したと述べている」(Diogenes Laertius, 8. 57.)
「そしてアリストテレスは，ちょうどエンペドクレスが弁論術の発見者であるように，彼〔ゼノン〕が問答法の発見
者であると述べている」(Diogenes Laertius, 9. 25.)
「実際，はじめにエンペドクレスが弁論術を取り入れたのであり，弁論術の対になるものが問答法であると，アリスト
テレスは言っている．対になるもの (ἀντίστροϕον)」とは，すなわち「一致するもの（等しいもの）(ἰσόστροϕον)」
である．それは，同じ題材について関わっている（στρέϕεσθαι）からである．それは，詩人がオデュッセウスを，
まさに「神ごときもの」であるとして，「神に対するもの」と呼んだように．他方で，パルメニデスが問答法に精通
していないとは思われないだろう．いやしくも，今度もまたアリストテレスが，彼〔パルメニデス〕の知人である
ゼノンが問答法の創始者であると見なしていたからである」(Sextus Empiricus, M 1. 6–7)
ただし，これらの報告は，問答法がプラトン以前に遡らないという『形而上学』での説明と対立する．

9 本稿ではギリシアの弁論術の起源についてのみ論じている．弁論の起源そのものは古代のエジプトにまで遡るとさ
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られるのが通常だからである10 ．そしてアリストテレス自身も『ソフィスト的論駁』第三十四章で，テイシ
アスの名前を挙げ，彼の師，あるいは先達にあたる人物が弁論術の創始者であるように論じている (SE 34,

184a31–32)11 ．また，キケロによると (Cic. De Inv.2. 6.)，アリストテレスは弁論術の創始者であり発見者
でもあるテイシアスからはじめて先達が弁論術について書いたものを集めたという．したがって，ディオゲネ
ス・ラエルティウスたちの報告は疑わしいものである．もし報告が正しいとしても，それはあくまでアリスト5

テレスが弁論術の起源を何か特別な条件のもとで，例えば問答法の対応関係という観点のもとで，特徴づけた
にすぎないであろう．
さらに，問答法も，ゼノンよりも，ソクラテスの行っていた対話に端を発し，プラトンが理論的方法として
作り上げたものだと考えるべきである．アリストテレスは『形而上学』において，「〔プラトン〕より以前の
人々は，ディアレクティケーに与らなかった」(Metaph. A 6. 987b32–3)と述べていることからも，プラトン10

こそが，問答法の創始者と理解してよいように思われる．
また問答法が弁論術と関係するという見解を打ち出したのは，プラトンである．プラトンの対話篇『パイド
ロス』において真の弁論術には問答法が不可欠であると述べられ，弁論術と問答法が結びつけられている．そ
してプラトンにとって，問答法は哲学における探求方法であり，哲学そのものである．真の弁論術があるとす
るならば，それは問答法に基づいていなければならないのである．アリストテレスの場合，問答法は哲学その15

ものというより，学問の探求方法としての側面が強いように思われるが，問答法と弁論術を結びつけるのは，
プラトンに由来すると考えられる．つまり，アリストテレスの『弁論術』はプラトン『パイドロス』の強い影
響下にあると考えられるのである．
このような理由から，おそらく，プラトンの学園アカデメイアの学生たち，またはアリストテレス自身が設
立したリュケイオンで学ぶ学生たちが，『弁論術』の内容を学ぶ聴講の相手ということになるだろう．なぜな20

ら問答法と弁論術の結びつきを肯定するのは，プラトンの『パイドロス』の見解を肯定的に受け入れる人々に
限られるだろうからである．

5 エンテューメーマ ἐνθύμημα

さて，『弁論術』冒頭の弁論術が問答法とアンティストロポスであるという一文について，アリストテレス
は，問答法と弁論術の対象が共通であると説明しているだけであった．しかし，この二つの関係は，対象の共25

通性だけではない．アリストテレスは，推論において対応関係があると考えている．
しかしここで注意しておきたいのは，この弁論術と問答法の関係は，弁論術の「言葉」に関わる部分だけに
適用されるものであるということである．『弁論術』では，弁論術の「説得」には三種類あると言われ，そのう
ち「言葉」に関わる「説得」のみが問答法と対の関係にあると考えられるのである．他のふたつの「説得」は，
話し手の「人柄」による説得と，聞き手の「心の状態」に依る説得であり，これらが直接に問答法と関わると30

は考え難い．アリストテレス自身は，「言葉」による説得こそが最も大切なものであると考えていた．「言葉」
による説得の重要性が，冒頭の一文に表れているとも言えるだろう．
「言葉」による説得に関わる，弁論術と問答法の対応関係は推論の種類に表れている．『トピカ』では，問答
法には，演繹的推論 (συλλογισμός) と帰納的推論 (ἐπαγωγή) のふたつの種類があるとされる (Top. A 12,

105a10-12.)．他方，弁論術では，エンテューメーマ (ἐνθύμημα)が演繹的推論に相当し，例証 (παράδειγμα)35

れる．Kennedy (2007, p. 7)
10 藤澤 (1984, p. 16); Cicero De Orat. I. 20 91.
11 この箇所では，テイシアスの師とされているコラクスの名は挙げられていないが，『弁論術』第二巻第二十四章

1402a17では，コラクスの名が挙げられている．
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アリストテレス『弁論術』の執筆年代について (高橋)

が帰納的推論に相当する (Rhet.1356a36-b5)．アリストテレスは意図的に対応関係を示して見せている12 ，そ
れでは，問答法における演繹的推論に対応するエンテューメーマとはどのような推論であると考えられるのだ
ろうか．

6 エンテューメーマと推論　̶問題の所在̶
エンテューメーマが『トピカ』で論じられている問答法と対応するのであれば，エンテューメーマはトポス5

に基づく推論であると考えられる．というのも『トピカ』においては，トポスに基づく演繹的推論は，問答に
よるものであり，トポスに依拠して問題を吟味したり，論駁したりするものだからである．そのため，『トピ
カ』においては数多くのトポスが列挙されている．そして，『弁論術』第二巻二十三章以降で，さまざまなト
ポスが列挙されている．第二巻二十三章は，すでに見たように，アリストテレスが二度目にアテナイに滞在し
たときに書かれたものである可能性が高い．したがって，トポスに基づく推論は，この時期においてもまだ，10

アリストテレスの推論の重要な要素であったということになるだろう．そして，『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と呼べる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」13 と述べ
ている．15

この『弁論術』におけるトポスとストイケイオンが同じであるという説明は，弁論術に対応する問答法のト
ポスにも通用するものであるようにも思われる14 ．しかしながら，Brunschwigが指摘するように15 ，『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のようなものであると思われるからである16 ．それに対して，『弁
論術』のトポスは，まず「共通トポス」と「固有トポス」17 に区別される．そして，固有トポスは説得の目的20

に応じて有用な命題を集めたものと言ってよいものであり，明らかに規則のようなものではない．
したがって，アリストテレスが『トピカ』と『弁論術』のそれぞれで取り上げるトポスがどのように関連し
ているのかを明らかにする必要がある．もし，ふたつの著作のトポスが，まったく異なるものであるなら，こ

12 ただし，この 1356a36-b5のアリストテレスの説明は『トピカ』105a10-12と対応しない部分がある．105a10-12で
は，問答法の議論は演繹的推論と帰納的推論に分けられると言われているが，1356a36-b5では，それらに加えて，見
かけ上の推論 (ϕαινόμενος συλλογισμός)とそれに対応する見かけ上のエンテューメーマ (ϕαινόμενος ἐνθύμημα)
についても述べられているのである．この見かけ上の推論については，『トピカ』第一巻第一章 100b23-25 で述べ
られている．しかし，この見かけ上の推論は，争論的な推論に含まれるものとして扱われている．『トピカ』では
用いられている文脈が異なるように思われる．この「見かけ上の推論」に関して，1356b1-2 の τὸ δὲ ϕαινόμενος
συλλογισμός は，写本では見られないが，Kassel (1976) は挿入を提案している．また，Ross や Cope も τὸ δὲ
ϕαινόμενος συλλογισμόςを読んでいる．また，Grimaldi (1980, pp. 46–47)も校訂者たちの提案に賛成している
ようである．しかし，写本にしたがって，ここで見かけ上の推論に関しての記述を削除した方がよい可能性はある
ように見える．

13 τὸ γὰρ αὐτὸ λέγω στοιχεῖον καὶ τόπον · ἔστιν γὰρ στοιχεῖον καὶ τόπος εἰς ὃ πολλὰ ἐνθυμήματα ἐμπίπτει.
14 たとえば，池田 (2007, pp. 406–417)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．

15 Brunschwig (1996, pp. 41–42)
16 Brunschwig (1996, p. 41)，Brunschwig (1967, p. XL)
17 この「固有トポス」と「共通トポス」という表現は，浅野 (1996, pp. 79–81) に依拠した．このトポスの区別は，

Grimaldi (1980, pp. 349–350)も行っている．また，この「固有」と「共通」の区別は，『分析論後書』第一巻第十
章に見られる，論証の原理の説明に表れる「固有」と「共通」の区別と対応しているように思われる．
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の点を弁論術と問答法の共通点と考えるわけにはいかないだろう．また，両者のトポスに何らかの繋がりがあ
るとするならば，その関係を明らかにしなければならないだろう．しかし，それは今後の課題としたい．
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