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1 はじめに6

本発表の目的は，アリストテレスの考える問答法の推論 (διαλεκτικὸς συλλογισμός)を，『トポス論』で7

はなく『弁論術』に求め，『弁論術』における問答法の推論の理論は，『トポス論』の理論よりも一般的なも8

のであることを示すことである．そして，その一般的な問答法の推論の特徴を明らかにすることを試みる．9

そのために本発表では，『弁論術』における「固有のもの」(ἴδια)がトポスなのか命題なのかという解釈上の10

議論を取り扱う．そして，『分析論後書』に見られる論証理論の原理（アルケー）に対する「共通」と「固11

有」の区別を援用する．12

一般に，問答法を理論づけている著作は『トポス論』だと見られている．しかし『トポス論』の問答法は13

定義探究という限定的な目的のためのものである．実際，『トポス論』で列挙されているトポスは，与えら14

れた命題が事物の定義か否かを判別するために有用なものが集められている．というのは，トポスは問答15

法が取り扱う命題の述語様式（述語の種類），すなわち定義項，類，固有性，付帯性の四つそれぞれを判別16

するためのものとして位置づけられ，列挙されている．つまり，述語様式がトポスを分類する基準となって17

いる．18

定義探究という目的に限定された『トポス論』の問答法に対して，『弁論術』の問答法はより広い目的に19

利用できるという点で一般化されていると言える．そして，問答法の推論において重要な役割を持つトポス20

もまた目的に合わせた整理が行われている．21

すなわち，トポスを問答法の推論にとっての「固有のもの」(ἴδια)に対する「共通のもの」(κοινά)とし22

て位置づけている．これに関する本発表の主要な論点となるのは『弁論術』第一巻第二章の次のテクストで23

ある．24

[Text1]　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 [エンテューメーマ]は，25

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．26

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27

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28

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29

じように推論したり，エンテューメーマ [弁論術の推論]を述べることができるだろうからである．30

その一方で，「固有のもの」とは，たとえば，自然のことについて前提命題があり，それらに基づ31

いては，倫理的なことについてのエンテ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32

的なこと］についての他の前提命題は，それらに基づいては自然のことについての〔エンテューメー33

マも演繹的推論も〕成立しない．そして，このことはすべてのことについて同様である．34

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35

なら，かのもの［=共通のトポス］は，いかなる主題とも関係がないからである．36
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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，その人は気づかないま37

まに，問答法や弁論術とは別の学知を生み出していることになるだろう．というのも，諸原理に行き38

着いたときには，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39

知ということになるからである．(Rhet. A 2. 1358a10–26)*140

このように，「共通」と「固有」という区別によって，問答法の推論に用いるトポスと推論の前提命題が，41

弁論術の推論と共に規定されている．このとき，「共通のもの」と言われているトポスの具体例，「より多42

く」や「より少なく」のトポスは，『弁論術』第二巻第 23章で挙げられるトポスのひとつである．43

本発表では，このような共通と固有という区別によって説明される問答法（と弁論術）の推論の理論が，44

『トポス論』の説明よりも一般的なのだということを示したい．そのために，(1) 上記引用 (Text1)に関し45

て，先行研究に基づき解釈上の問題を明らかにして，次に (2)『トポス論』との比較を通じて『弁論術』の46

問答法はより一般的であることを示し，さらに『ソフィスト的論駁について』の記述や『分析論後書』にお47

ける論証理論における「共通」と「固有」の原理の区別を見た上で，もう一度，Text1の解釈上の問題に戻48

り，全体としてもっとも整合する解釈を示すようにしたい．49

2 Text1の解釈の問題50

さて，Text1に関わる解釈上の問題を先行研究に基づき概観する．その問題を簡単に述べるなら，「「固有51

のもの」(ἴδια)は (前提)命題なのかトポスなのか」というものである．「固有のもの」を「共通のもの」と52

同じトポスと解釈するか，トポスではなく (前提)命題と考えるのかで，解釈者たちの間で意見が分かれて53

いる．54

ἴδιαに対する解釈の相違は，問答法や弁論術の推論に種類の別を認めるかということにつながる．Rapp55

のまとめに従うと (Rapp 2002, 263–265)，ἴδιαを命題と理解する解釈の場合，二種類の弁論術の推論 [エ56

ンテューメーマ]を認めることになるという．すなわち，ἴδιαを前提命題とする場合，「三段論法」的なエン57

テューメーマを作り上げることになり，それに対してトポスに基づく別種のエンテューメーマが存在する58

ことになるのである．*259

それに対して ἴδιαをトポスだと考えるなら，エンテューメーマを「トポスに基づく推論」として一貫し60

て理解することができる．しかし，Rubinelliが指摘するように (Rubinelli 2009, 63)，ἴδιαをトポスであ61

ると明言している箇所は存在しない．そして Text1では，ἴδιαは πρόταιςだと明言されているため，ἴδια62

をトポスと考えるのは難しいようにも思える．*363

しかし，この問題は Text1の解釈だけで解決するものではない．特に ἴδιαをトポスと見なす解釈の場合，64

ἴδιαの実例が列挙されていると考えられる『弁論術』第一巻第 4章から 14章の内容が関係づけられる．挙65

*1 λέγω γὰρ διαλεκτικούς τε καὶ ῥητορικοὺς συλλογισμοὺς εἶναι περὶ ὧν τοὺς τόπους λέγομεν οὗτοι δ´ εἰσὶν οἱ κοινοὶ
περὶ δικαίων καὶ ϕυσικῶν καὶ περὶ πολιτικῶν καὶ περὶ πολλῶν διαϕερόντων 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
καίτοι ταῦτα εἴδει διαϕέρειν. 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 προτάσεις, λήσει ποιήσας ἄλλην ἐπιστήμην τῆς
διαλεκτικῆς καὶ ῥητορικῆς ἂν γὰρ ἐντύχῃ ἀρχαῖς, οὐκέτι διαλεκτικὴ οὐδὲ ῥητορικὴ ἀλλ´ ἐκείνη ἔσται ἧς ἔχει τὰς ἀρχάς.

*2 大きく分けて ἴδιαを命題と解釈するグループに含まれるのは，Sprute 1982，Rubinelli 2009, Raphael 1974, 堀尾 2017で
ある．Rapp(2003, 264)によると，Solmsenも同様の立場である．ただし，各人の細かい解釈の内容は異なる．

*3 トポスと見なす解釈は，Pater 1965，Rapp 2002，Grimaldi 1980，浅野 1996，野津 2000,2010が採用している．
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げられている実例は，ἴδιαをトポスと解釈する方が適切であると見える箇所が存在する．66

例えば，第 7章では，『トポス論』第二巻第 3章で挙げられているトポスと同じものが挙げられている．67

Pater は，トゥールミンモデルを用いて，共通のトポスと固有のトポスの複合を考えている (Pater 1965,68

94ff.)．また Rappは，もし ἴδιαが単なる命題に過ぎないのなら，第 4章から 14章では，ただ命題が列挙69

されるだけであろうと考えている．そのうえで，実際のアリストテレスの記述は単純な命題の列挙にとどま70

らず，挙げられる命題が正しいと言える理由が加えられているとして，単純な命題の列挙ではなく，トポス71

的な機能を持っているとして，ἴδιαを事実上のトポスとして扱っている (Rapp 2002, 265–267)．72

以上をまとめると，アリストテレスは推論の構成要素を ἴδιαと κοινάの二種類に区別しているが，ἴδια73

を前提命題だと述べる Text1の主張に対して，第一巻第 4章以降の記述は ἴδιαをトポスと解釈する立場を74

支持しているように見える．75

たとえ『弁論術』の問答法の推論が一般的だと示せたとしても，上記の解釈上の問題が解決しなければ，76

『弁論術』の問答法の推論が明らかになったとは言えないだろう．本発表では ἴδια を命題として理解しつ77

つ，第一巻第 4章以降の記述と整合するような理解を目指していく．しかし，まずは『トポス論』よりも78

『弁論術』の問答法の方が一般的な観点で述べられているということを示したい．根拠は二点である．ひと79

つは目的と有用性であり，もう一つはトポスの扱い方である．80

3 問答法の目的と有用性81

次に，『トポス論』における問答法の推論の目的と有用性がどのように説明されているのかを確認してお82

こう．*483

問答法の目的と有益性は三つに分けられる．ひとつは訓練のため，ふたつめは討論のため，三つめは哲学84

のためである (Top. A 2. 101a25–28)．そして，この三つの目的と有用性に付け加えられる形で，学問的知85

識（学知）に固有の原理を論じるために有用であることが加えて述べられている (Top. A 2. 101a36–b4)．86

学知に固有の原理のひとつとして「定義」が考えられるが，その定義を探究するためのものとして『トポ87

ス論』は考えられている．というのは，『トポス論』でアリストテレスは，定義項，固有性，類，付帯性の四88

つの述語様式を，網羅的かつ排他的な関係にあるものとして位置付け，この関係性に基づいて定義を特定す89

る推論を構築しようとしている．さらに，これら四つの述語様式を「定義的」だとみなしている点も (Top.90

A 6. 102b34)，定義探求が主目的であることを裏付けているだろう．91

そして，四つの述語様式に基づく定義探求が『トポス論』の目的であることを反映して，第 2巻以降，各92

述語様式ごとにトポスが列挙されているのである．93

このように，『トポス論』において問答法の目的と有用性は三つ挙げられているが，しかし『トポス論』94

自体の論述やトポスの列挙は，定義探究という三つの目的とは別に付け加えられた四つめのものである*5．95

この「学知に固有の原理を論じる」という目的は，他の三つの目的と比べ，明らかに特殊で限定された目的96

だろう．97

それに対して，『弁論術」における問答法の推論の目的や有用性は，『トポス論』における「話し合い」98

(ἔντευξις) のために有用であるということに対応する．『弁論術』第一巻第一章 1355a27–9 では，学知に99

*4 『トポス論』において，問答法の推論は論証の推論と対比されている．二つの推論の差異は前提にあり，エンドクサに基づく前
提から成立するものなのか，必然的に真である前提から成立するのかによって区別される (Top. A 1. 100a27–30)．『トポス
論』第一巻においては，トポスに基づくのか否かによって，論証と問答法の推論は区別されていない．

*5 この四つめの目的を，三つめの「哲学のため」の一部と見なすの見解もあるが，山口 (2014, 27n4)と同様に，本発表では採用
していない．もし，三つめの一部であったとしても，三つの目的に対して，特殊な目的であるということは変わらないだろう．
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よっては説得ができないため，共通のものを通じて説得をしなければならないと述べられている．そして，100

「ちょうど，『トピカ』においても我々は多くの人たちに対しての「話し合い」について述べていた」と言わ101

れている．実際，『トポス論』でアリストテレスは次のように述べる．102

[Text2]「話し合い」のために役に立つというのは，多くの人々の見解を枚挙した上で，〔その人た103

ちとは〕 他の人々の考え方に基づくのではなくて，その人々自身の考え方に基づいて，適切に語っ104

ていないと我々に思われることは考えを変えさせながら，彼らと話しあうことができるだろうからで105

ある．(Top. A 2. 101a30–34)*6106

このように，問答法の推論は弁論術の推論と同様に，相手の考え・意見を変えさせるような説得的な力を107

持っている．問答法が持つこの「考えを変えさせる (μεταβιβάζω)」力は，弁論術における説得とは違う場108

面でも必要となる．例えば，アリストテレスの学説誌的な探究の場面において，相手が意見を変えて同意す109

ることは必要なことである*7．以上のように，「話し合い」という目的は，定義探究よりも，一般的に用い110

られうるものだと考えられる．111

4 最も利便性の高いトポス112

次に，トポスの用いられ方を『トポス論』と『弁論術』で比較・検討したい．すでに触れたように『弁論113

術』では，三十弱に整理された共通のトポスというものが挙げられている．この共通のトポスの原型という114

べきものが『トポス論』の中に存在する．115

『トポス論』においてアリストテレスは，諸々のトポスのなかで利便性の高いものが存在することを指摘116

している．『 トポス論』第三巻第 5章の冒頭でアリストテレスは,「そして「より多く」や「より大きい」に117

ついてのトポスを,できる限り普遍的な仕方で把握すべきである.というのも，そのような仕方で捉えられ118

たトポスは,多くのことに対して役立つだろうからである」と述べる (Top. 119a12–13)．また『トポス論』119

第三巻第 6章では「そして諸々のトポスのうちでとりわけ利便性が高く，共通のもの (κοινά) は，対立関120

係や同列語や語尾変化に基づくものである」と述べている (Top. 119a36–38)．これは『トポス論』第七巻121

第 4章でもほぼ同じ主張が繰り返されている (Top. H 4. 154a13–15)．122

この「最も利便性の高いトポス」が,『弁論術』第二巻第 23章で挙げられているトポスと重複する. 「最123

も利便性の高いトポス」と『弁論術』のトポスの重複を指摘した Rubinelliは，「最も利便性の高いトポス」124

に含まれるいくつかのトポスが『弁論術』第二巻第 23章のトポスに対応することを示している (Rubinelli125

2009, 74–5)．126

とはいえ，『トポス論』のトポスと『弁論術』の共通のトポスの重複（対応関係）は限定的である．とい127

うのは，『弁論術』の共通のトポスは，あくまで弁論を作り上げるために必要なトポスであるため，弁論を128

作るためという目的にのみ相応しいトポスも挙げられているからである．129

*8130

*6 πρὸς δὲ τὰς ἐντεύξεις, διότι τὰς τῶν πολλῶν κατηριθμημένοι δόξας οὐκ ἐκ τῶν ἀλλοτρίων ἀλλ´ ἐκ τῶν οἰκείων
δογμάτων ὁμιλήσομεν πρὸς αὐτούς, μεταβιβάζοντες ὅ τι ἂν μὴ καλῶς ϕαίνωνται λέγειν ἡμῖν

*7 神崎は，『エウデモス倫理学』1216b26–35 を引用して，問答法において μεταβιβάζω に関わる機能を説明している．神崎
2011, 401–402; 神崎 2013, 380–1．なお，この点は，拙論ですでに指摘した (高橋 2015)．

*8 「最も利便性の高いトポス」の「対立」のトポスは，1397a7–19 の「反対」のトポスに対応し， 「同列語」と「語尾変化」の
トポスは,1397a20–23 の「語尾変化」のトポスと一致し,「より多く」と「より少なく」のトポスは,1397b12–27 に同名のトポ
スとして挙げられている．この対応関係について，Rubinelli によれば (Rubinelli 2009, 76),『トポス論』の「対立」のトポ
スは,1397a7–19の「反対」のトポス, 1397a23–b11 の「相関関係」のトポス, 1400a14–22 の「矛盾対立」のトポスの３種の

4



さて，「より多く」や「より少なく」のような「最も利便性の高いトポス」はより普遍的に把握するべきで131

あるという (Top. 119a12–13)．それは『トポス論』第三巻では，第 1章から第 4章で挙げられている「よ132

り良い」や「望ましい」などのトポスのような限定された特殊なトポスと比べ，普遍的なトポスの方が，よ133

り多くのものに対して有用であると考えているからである (119a13–14)．より多くのものに用いることが134

できるトポスを共通のトポスとして位置づけている『弁論術』の問答法の推論は，定義探究のために特化し135

ているトポスに対して，より一般的だと言えるだろう．136

さらに，この「より良い」や「望ましい」などの特殊なトポスに対して，「より多く」や「より少なく」の137

トポスが普遍的であるという観点は，『弁論術』の共通のトポスと，「固有のもの」を解釈するためにも重要138

となる．139

『弁論術』第一巻第 4章から第 14章では，「固有のもの」の具体例が列挙されていると解釈されている．140

そのうち，第 7章では，『トポス論』第三巻第 1章から第 4章で挙げられている「より良い」のトポスと重141

複する内容が語られている．そのため，共通のトポスが普遍的なトポスであるなら，「より良い」のような142

特殊なトポスは，固有なトポスだと考えることができ，『弁論術』の「固有なもの」はトポスであると解釈143

する根拠となるのである．しかし，『弁論術』第一巻第 4章から第 14章のすべてで『トポス論』で挙げら144

れるようなトポスが列挙されているわけではない．大半の箇所では，トポスではなく，命題の列挙のように145

なっている．146

さて，『弁論術』の問答法の推論の一般性の話に続いて，「固有のもの」がトポスか命題かという解釈上の147

問題を考えるために，『分析論後書』の論証の理論や『ソフィスト的論駁について』の論述を検討したい．148

5 『分析論』における論証の二種類の原理149

論証の理論における ἴδιαと (κοινάの区別は論証の原理（ἀρχή）にある．論証の原理は，いくつか観点150

に基づいた複数の説明が多重化しているが，固有と共通による区別はその一つである．151

まず共通の原理は公理であると言われている (APst. A 10. 76b14)．この定理に対置されるものは，152

定立である (APst. A 10. 76b12–13)．そして，その定立の中に基礎定立と定義が含まれる (APst. A2.153

72a18–21)．そのため，基礎定立と定義が固有のアルケーだと考えられる．154

この固有のアルケーが，「固有」だと言われるのは，特定の学知の類に固有という意味である．そして，155

明らかに，『弁論術』の「固有のもの」もこの意味で「固有」だと言われているだろう．実際，Text1から156

『弁論術』の「固有のもの」がより厳密になれば，それは論証の原理となりうるのだから，ここでの「固有」157

という意味は同じだと見なすべきだろう．さらに，この論証の固有の原理がトポスと見なせないことも認め158

なければならない．『分析論後書』の中に，固有の原理をトポスと見なす可能性は見いだせないだろう．159

その一方で，論証の共通のアルケーが，トポスであると考えることができる典拠は存在しない．固有と共160

通という同種の区別を用いていると言っても，論証と問答法の推論はこの点で明確に区別される．161

また，共通の原理と固有の原理は，常に論証の中で用いられている必要はない．「いくつかの学知が，こ162

れらの〔三つの〕いくつかを無視することに何の妨げもない」と言われているからである (APst. A 10.163

76b16–17)．ここで言われる三つのものは，結論としての自体的属性と，類としての固有の原理，そして公164

理である共通の原理である．ただし，「本性的には，少なくともこれら三つのものが，つまりそれについて165

証明するところのもの，それを証明するところのもの，それらに基づいて証明するものがあるのである」166

トポスと一致するという．しかし，トポスの細部を検討すると，「相関関係」のトポスと「矛盾対立」のトポスは，『トポス論』
の「対立」のトポスとは異なる．この点は別稿において論じた (高橋 2017)．
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とも言われているので，固有の原理と共通の原理は論証において本性的には必要とされる (APst. A 10.167

76b21–22)．168

6 『ソフィスト的論駁について』のアルケーとトポス169

『ソフィスト的論駁について』は，アルケーとトポスの関係がより明瞭に示されていると思われる．170

170a20–30では，個々の学知に固有の原理に基づいて論駁を行うことができると主張されている．そして171

同じ箇所で，アリストテレスはアルケーだけでなく，トポスによる論駁が存在することを認めている．172

この箇所でアリストテレスは，個々の学知に即した論駁は学知のアルケーに基づいて論駁することが通常173

であるが，その場合は論駁の数は無限となると述べる（偽なる論駁も同様である）．このとき論駁する人は，174

あらゆる学知の原理に精通する必要が生じてしまう．そのため，アリストテレスは，次の引用のように，原175

理に基づいた論駁よりも「共通のもの」に基づいた論駁を求めるように言う．176

[Text3] しかし，偽なる論駁もまた同様に無限にある．というのは，個々の技術に従って，偽の推177

論が存在するからである．例えば，幾何学に従って，幾何学に関する偽なる論駁があり，医学に従っ178

た医学に関する論駁がある．ここで私が，「技術に従って」と言うのは，「おのおののアルケーに従っ179

て」という意味である．ゆえに，あらゆる論駁のトポスではなく，問答法に依拠した論駁のトポスを180

把握するべきであることは，明らかである．というのは，これらのトポスは，あらゆる技術や能力に181

対して共通のものであるから．182

個々の学知に従った論駁に関しては，実際に論駁でないものがそう見えるものなのかどうか，また183

実際にあるのかどうか，また何ゆえにあるのかを観ることが，個々の学知に精通している人に属す184

る．その一方で，共通のもの [=トポス] に基づいていて，いかなる学知の元にもない論駁に関して185

は，問答法に精通している人に属する．(SE ) 9. 170a30–39)*9186

ここで「あらゆる論駁のトポス」と言われているのは，すべての論駁にトポスが見いだせると言っている187

のか，すべての論駁にトポスは見いだせないので，問答法に依拠した論駁にのみトポスを見いだすべきだと188

言っているのかは不明瞭である．直後に「これらのトポスは，あらゆる技術や能力に対して共通のものであ189

る」と理由を述べているが，この箇所で「技術」は「アルケー」と同じ意味だという点を考慮すれば，それ190

ぞれのアルケーにしたがった論駁すべてに共通するトポスがあると主張しているようにも見える．191

しかしその直後に，個々の学知に従った論駁の真偽等の特定は学知に精通している人が行い，いかなる学192

知の元にもない論駁の真偽等の特定は，問答法に精通している人が行うと述べている．この発言からは，学193

知に関わる論駁と，問答法家が関わる論駁は区別されている．194

したがって，論駁については，論証の固有のアルケーに基づく論駁と共通のトポスに基づく論駁の二種類195

の論駁をアリストテレスは認めているのだと考えるべきであろう．（つまり，『ソフィスト的論駁について』196

においては，論証に対応する論駁と，問答法に対応する論駁の二種類があるということである．）ただし，197

論証の固有のアルケーに基づく論駁の方に，共通トポスがまったく用いられることがないかどうかはこの198

箇所からは導き出せないだろう．また，問答法に基づく論駁のためにトポスの把握が必要であるが，トポス199

*9 ἀλλὰ μὴν καὶ οἱ ψευδεῖς ἔλεγχοι ὁμοίως ἂν εἶεν ἐν ἀπείροις καθ´ ἑκάστην γὰρ τέχνην ἔστι ψευδὴς συλλογισμός, οἷον
κατὰ γεωμετρίαν ὁ γεωμετρικὸς καὶ κατὰ ἰατρικὴν ὁ ἰατρικός λέγω δὲ τὸ κατὰ τὴν τέχνην τὸ κατὰ τὰς ἐκείνης ἀρχάς.
δῆλον οὖν ὅτι οὐ πάντων τῶν ἐλέγχων ἀλλὰ τῶν παρὰ τὴν διαλεκτικὴν ληπτέον τοὺς τόπους οὗτοι γὰρ κοινοὶ πρὸς
ἅπασαν τέχνην καὶ δύναμιν. καὶ τὸν μὲν καθ´ ἑκάστην ἐπιστήμην ἔλεγχον τοῦ ἐπιστήμονός ἐστι θεωρεῖν, εἴ τε μὴ ὢν
ϕαίνεται, εἴ τ´ ἔστι, διὰ τί ἔστι τὸν δ´ ἐκ τῶν κοινῶν καὶ ὑπὸ μηδεμίαν τέχνην τῶν διαλεκτικῶν.
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それ自体は推論の手段を提供しても，推論の内容を提供しないはずであり，この点についてもこの箇所は明200

言していないと言える．201

7 まとめ：『弁論術』に見られる問答法の推論202

以上のような状況において，『弁論術』の「固有のもの」をトポスと考えるべきか，あるいは（前提）命203

題と考えるべきかという問題に対して，本発表では，「固有のもの」は命題だと考える．というのは，まず204

Text1ではトポスではなく，命題と言われているからであり，そして『分析論後書』や『ソフィスト的論駁205

について』でも，「固有のもの」は一貫してトポスとは区別されているからである．206

さらに，先の『ソフィスト的論駁について』の説明から，固有の原理に基づく論証と，共通のトポスに基207

づく論駁が見いだされるように，『弁論術』における問答法の推論も，「固有のもの」に基づく推論と，共通208

のトポスに基づく推論という二種類の推論が想定されるだろう．209

しかし，以上を理由に，問答法の推論（そしてエンテューメーマ）は二種類であるとは直ちに考えるべき210

ではないと思われる*10．つまり，「固有のもの」それ自体は命題であるが，共通のトポスに適用すること211

で，『弁論術』第一巻第 7章（や『トポス論』第三巻第 1章から第 4章）にあるような，特殊なトポスを作212

りだすことができる可能性を考えるべきである．この点を考えるならば，三つめの種類として，特殊なトポ213

スを使った推論を考えることは十分に可能であるはずである．214

この三種類の推論が問答法の推論として想定されるべきものである，共通のトポスだけを使っている推論215

や，「固有のもの」だけを使っている推論，そして両者を組み合わせて，特殊なトポスを作りだす場合のい216

ずれも理論上許容される．しかしながら，トポスを用いない「固有のもの」だけの推論がどのようなものな217

のかは必ずしも明確ではないし，逆にトポスのみの推論は，推論の内容を持たないため，不可能であるよう218

に思われる．後者については，エンテューメーマの場合は，「証拠」や「ありそうなこと」，そして「しるし」219

が弁論術の前提命題とされている (Rhet. A 3 1359a6–10)．この命題とトポスに基づいてエンテューメー220

マを構築することが可能なように，問答法の推論においても，「証拠」や「ありそうなこと」に対応するよ221

うな命題が想定されているのかもしれない*11．しかし，『トポス論』で問答法の推論に用いる前提命題は三222

種類と言われ，「あるものは，倫理的な前提命題であり，またあるものは自然的な前提命題であり，もうひ223

とつは論理的な前提命題」だという (Top. 105b20–21)．これらの前提命題は，『弁論術』における「固有の224

もの」に対応するように思う．225

このことから，典型的な問答法の推論として，「固有のもの」とトポスを用いた三つめの推論を想定する226

ことが一番容易である．そして，論証において，固有の原理と共通の原理が本性上必須とされているよう227

に，類比的には，「固有のもの」とトポスは，問答法の推論に本性上必須であると解釈する方が良いように228

思われるのである．229
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