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序 

 

 アリストテレス著『弁論術』における「トポスtopos」は、彼の弁論術理論の中核をなす

「エンテュメーマenthymēma」と密接な関係を持ち、その意味で、同書における最重要概

念のひとつである。ところがその「トポス」概念は明瞭さを欠き同書を読む者を困惑させ

る。この不明瞭さの最大の原因は同書中に「トポス」概念の明確な定義が存在しない点で

ある。同書における「トポス」の語の初出箇所において、アリストテレスはこの語に定義

を与えることなく「我々がトポスtopoiと言うところのもの」（1358a11-12）と述べている。

この表現はこの語が当時の読者にとって周知のものであったことを窺わせ、著者が定義を

省略した所以を示唆している(1)。ともあれ「トポス」の語の明確な定義がない以上、同書

中の「トポス」の実例を手掛かりにして彼の「トポス」概念を理解する他はない。幸いに

して同書はその実例には事欠かない。実際、同書 1 巻と 2 巻の大部分は「トポス」の諸実

例の列挙である。とは言うものの「トポス」の語の定義がない以上、諸実例を「トポス」

の実例とみなす根拠は必ずしも十分とは言えない。「トポス」の諸実例の同定には常に注意

が必要である。また同書中の諸実例から「トポス」概念を理解する試みを困難にしている

事情がもうひとつある。それは同書の「トポス」論にある種の不整合が見出される点であ

る。この不整合はおそらく同書のうちに執筆時期を異にする草稿が混在していることに起

因する。それゆえ同書を読む者は、著者の「トポス」論の最終段階を推定し、その段階を

それ以前の段階から区別しなければならない。またこのような区別が首肯するに足る論拠

を必要とすることは言うまでもない。 

 本稿における考察の手順は以下の通りである。本稿第 1 章では、著者の最終的な「トポ

ス」論の要約を含むと考えられる『弁論術』2 巻 22 章を拠り所として、アリストテレスの

最終的な「トポス」論が 8 タイプの「トポス」によって構成されていることを示す。本稿

第 2 章では、同書中の「トポス」の諸実例を手掛かりにして、上述の 8 タイプの「トポス」

の各々に関してその〈形態〉と〈機能〉を明らかにする。そして本稿第 3 章においては、

同書における「トポス」論に不整合が生じている原因を推定してみたい。 

 

 

 
                                                        
(1) アリストテレス以前の「トポス」概念に関しては Sprute (1982) pp.147-151 を参照。 
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１． 『弁論術』２巻２２章における「トポス」論 

  

アリストテレスは『弁論術』2 巻 22 章の冒頭で 22 章から 24 章にかけての考察計画を提

示している。その計画とは、「エンテュメーマ」を「探し求める zētein」方法について論じ

（22章）、次いで「諸トポス」について論じる（23章、24章）というものである（cf. 1395b20-21）。

彼のこのような述べ方は、彼がこの〈「エンテュメーマ」を「探し求める」方法〉を「トポ

ス」論とは区別しているかのような印象を与える。しかし実際はそうではない。 

彼が 2 巻 22 章で論じている「エンテュメーマ」を「探し求める」方法とは次のもので

ある。 

 

初めに把握しなければならないのは、政治に関する推論の場合であろうが如何なる種

類の推論の場合であろうが、それに関して peri 語ったり推論を行ったりしなければな

らない当の対象 hoti である。また当の対象に属する諸々の事柄 ta tūtō hyparchonta を、

全部ないし幾つか、手に入れなければならない。実際、これらを何一つ手に入れてい

ない者は、そこから推論をなしうる如何なる前提も持たないからである。（1396a3-7） 

 

彼がここで述べている方法は、論ずべき「当の対象」を把握し、さらにその対象に「属す

る諸々の事柄」を把握することである。アリストテレスは、この「当の対象」に「アテナ

イ人」を当てはめて説明している。例えばアテナイ人に「戦争を行うべきか否か」（1396a8）

を「助言 symbūleuein」（cf. 1396a7）するという場合。この場合「助言」を行う弁論家は、

「当の対象」であるアテナイ人に関して、「アテナイ人の兵力は何か、それは海軍なのか陸

軍なのか、あるいはその両方なのか、またそれはどれ程の数なのか」（1396a9-10）「如何な

る歳入、如何なる味方、如何なる敵があるのか」（1396a10-11）「如何なる戦争を如何に戦

ってきたのか」（1396a11）等々、アテナイ人に「属する諸々の事柄」を把握しなければな

らない。 

 またアリストテレスによれば、この同じ方法は「助言」の場合のみならず、「賞賛 epainein」

（cf.1396a12）と「非難 psegein」（cf. 1396a16）、「告発 katēgorein」（cf. 1396a22）と「弁明

apologeisthai」（cf. 1396a22）の場合にも当てはまる。アテナイ人を「賞賛」しようと思え

ば、サラミスの海戦、マラトンの戦い、ヘラクレスの子孫たちのためになされた行為、あ

るいはその他同様の事柄（cf. 1396a12-15）を把握すべきであり、逆に、アテナイ人を「非

難」しようと思えば以上のような賞賛に値する属性とは反対の事柄が何かアテナイ人に属

しているか否か（あるいは属していると思われてはいないか）（cf. 1396a16）を調査すべき

である。同じくまたアテナイ人を「告発」ないし「弁明」する場合にも、やはりアテナイ

人のそのような属性に基づいて（cf. 1396a22）それをなすのである。以上の説明からわか

るように、〈「エンテュメーマ」を「探し求める」方法〉とは、「エンテュメーマ」の前提命

題を発見することにある。彼が『弁論術』1 巻 4 章から 14 章において弁論の種類ごとに諸
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命題を列挙しているのはまさにこの方法の実践と言える。 

 ここで重要なのはアリストテレスがこの方法を「トポス的な方法」と呼んでいることで

ある。彼はこの方法についての論述を終えて次の論題に移行する際に次のように述べてい

る。 

 

以上のトポス的な方法hūtos ho topikosは(2)、エンテュメーマを選び出すための第一の

方法である。次に我々はエンテュメーマの諸要素stoicheiaについて論じることにしよ

う。ここで言う要素stoicheionとエンテュメーマのトポスとは同一のものである。

（1396b20-22） 

 

ここで彼は上述の方法を「トポス的」と形容する一方で、その方法とは区別した形で「エ

ンテュメーマのトポス」について論じようとしている。このことからわかるのは、彼が「エ

ンテュメーマを選び出すため」の方法として少なくとも二つの「トポス的方法」を区別し

ているということである。そして彼はこの区別を踏まえた上で自らの「トポス」論のこの

時点での進捗状況を次のように述べている。 

 

［弁論の］各種に関して［そのために］有用で必要な事柄についての諸トポス（Ａ）

は、ほぼ我々の手のうちにある。実際、［弁論の］各種に関する諸命題protaseisが選び

出されており、従って、エンテュメーマを構成するもととなる善悪、美醜、正不正に

ついての諸トポス［は選び出されている。］ そして人柄ēthēと感情pathēmataと性向

hexeisについての諸トポス（Ｂ）も同様の仕方で選び出されてあらかじめ我々のもと

にある。さらに、［弁論の］全てに共通であるような別の方法allos tropos（Ｃ）を我々

は把握することにしよう。（1396b28-97a1） 

 

ここに引用した「トポス」論の要約は、短いながらも、『弁論術』においてアリストテレス

自身が行っているものとしては最も網羅的なものであり、彼の最終的な「トポス」論の姿

を示唆するものである。下線部（Ａ）の「諸トポス」は「善悪、美醜、正不正」という言

葉からわかるように、それぞれ、議会弁論の「トポス」（1 巻 4 章から 8 章参照）、演示的

弁論の「トポス」（1 巻 9 章参照）、法廷弁論の「トポス」（1 巻 10 章から 14 章参照）に対

応している。またこれらの諸「トポス」が 2 巻 22 章で論じられている〈「エンテュメーマ」

を「探し求める」方法〉に関係している点は前述の通りである。下線部（Ｂ）の「諸トポ

ス」は、それぞれ、「人柄」の「トポス」（2 巻 12 章から 17 章参照）、「感情」のトポス（2

                                                        
(2) 引用箇所 1396b20 の hūtos ho topikos の語句の解釈に関しては研究者間で見解の相違がある。
この語句を「以上のトポス的方法」とする本稿の解釈は Grimaldi の注釈（1988）と同様である。
これに対し、Cope の注釈 (1877)、Solmsen (1929) p.61、Kennedy (1991) の英訳はこの語句をむ
しろ「以下のトポス的な方法」と解している。 
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巻 2 章から 11 章参照）、「性向」のトポス（１巻 9 章参照(3)）に対応している。そして下線

部（Ｃ）における「別の方法」は、「エンテュメーマのトポス」（2 巻 23 章参照）および「見

かけ上のエンテュメーマのトポス」（同書 2 巻 24 章参照）による方法を指している。そし

て、以上のことから、上述の 8 タイプのものをアリストテレスが「トポス」の名で呼んで

いることがわかる。 

 

 

２．諸「トポス」の〈機能〉と〈形態〉 

 

１）各種の弁論のための諸「トポス」 

  

はじめに、議会弁論の「トポス」、演示的弁論の「トポス」、法廷弁論の「トポス」に関

して各々の〈機能〉と〈形態〉を明らかにしたい。 

 これら諸トポスの〈機能〉は明らかである。上掲の引用にもあるように、これらのトポ

スは「エンテュメーマ」を構成するもととなる「善悪、美醜、正不正」についての「諸命

題」である。このことから、「エンテュメーマ」の前提命題として働く点にこれらの「トポ

ス」の〈機能〉を認めることができる。 

 他方、これらの「トポス」の〈形態〉に関しては事情はやや複雑である。本稿において

はこの点を議会弁論の「トポス」の事例をもとに考察する。このタイプの「トポス」をア

リストテレスは 1 巻 4 章から 8 章にかけて取り上げている。もっとも 4 章においては、諸

「トポス」を用意しておくべき対象を列挙するのみであり、それらについての「トポス」

を提示してはいない。彼は「全ての人々がそれについて熟慮し審議する人がそれについて

公言するところの最も重要なことがら」（1359b18-20）として 5 つの対象（「財源」「戦争と

平和」「領土の防衛」「輸入と輸出」「立法」cf. 1359b21-23）を挙げ、それぞれに関して「知

る eidenai」べき諸点を指摘するに留める。例えば「財源について peri porōn 審議する人々

は、ポリスの収入に関して、それが何であるか、どれ程あるのか、を知らねばならないだ

ろう」（1359b23-25）というように。これらの点について彼は実際に「トポス」を列挙する

ことはない。彼は常に今後発見されるべき「トポス」の余地を残していることがわかる。 

 アリストテレスが実際に「トポス」の実例を挙げているのは 1 巻 5 章から 8 章である。

彼は 5 章では「幸福とは端的にいって何か」（1360b8）並びに「幸福の諸部分は何からなる

のか」（1360b8-9）を、6 章では「善いもの並びに有益なものの構成要素」（1362a20-21）を、

7 章では「より大きな善、並びに、より多く有益なもの」（1363b7）を、8 章では「全ての

国制、各国制の習慣、制度、利点」（1366b24-25）を主題として取り上げ、それぞれに関し

て「トポス」を列挙する。これらの「トポス」は、7 章を除けば、全てが〈ｐはｑである〉

                                                        
(3) 「性向」の「トポス」が 1 巻 9 章で列挙される「徳」と「悪徳」の「トポス」と同一である
ことについては 1388b34 を参照。 
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の〈形態〉を有しており、7 章においてのみ〈ｐならばｑである〉の〈形態〉を有する「ト

ポス」もまた見いだされる。〈ｐはｑである〉の〈形態〉のトポスとしては例えば彼が１巻

5 章において述べている次のものである。 

 

幸福とは〈徳をともなった善き生〉あるいは〈生の自足性〉〈安全をともなった最も

快適な人生〉あるいは〈財産と身体において栄えておりかつそれらを維持し活動させ

る能力を伴っていること〉であるとしよう（1360b14-17）。 

 

この「トポス」は事実上通俗的な仕方での「幸福」の定義となっている。アリストテレス

はこの「トポス」を踏まえた上で、さらに「幸福の諸部分」に関する諸「トポス」を列挙

する。これらの「トポス」はいずれも〈ｘは幸福の部分である〉という諸命題であり、ｘ

の部分には「生まれのよさ」「友の多さ」「友のよさ」「富」「子供のよさ」「子供の多さ」「よ

き老い」、身体の徳としての「健康」「美」「力」「大きさ」、並びに、「競争能力」、「名声」

「名誉」「幸運」「徳」が入る（cf. 1360b19-23）。さらにアリストテレスはこれらの「幸福

の諸部分」のそのまた「諸部分」（例えば「生まれのよさ」の諸部分など）を指摘する。こ

うして彼の挙げる諸「トポス」のリストは膨大なものとなってゆく。なおこの〈ｐはｑで

ある〉という〈形態〉を有する諸「トポス」の一部は〈ｒであるようなｐはｑである〉と

いう関係詞を含む諸命題である。この実例は 1 巻 7 章に多い。「それの反対がより大きいも

のは［より大きい］）」（1364a30-31）「それの欠如がより大きいものは［より大きい］」

（1364a31）等がそれである。また〈ｐならばｑである〉という〈形態〉の「トポス」につ

いては、「もし［甲類中の］最大のものが［乙類中の］最大のものを超過しているとしたら

甲の類は乙の類を超過している」（1363b21-22）がその一例である。 

 以上のように議会弁論の諸トポスは〈ｐはｑである〉あるいは〈ｐならばｑである〉の

何れかの〈形態〉を有する命題である。同様のことは演示的弁論の「トポス」（1 巻 9 章）、

並びに、法廷弁論の「トポス」（１巻 10 から 14 章）にも当てはまる。演示的弁論の「トポ

ス」においては、全ての「トポス」が〈ｐはｑである〉を示している。一方法廷弁論の「ト

ポス」に関しては、〈不正行為の原因〉を主題とする 10 章と 11 章、並びに〈不正行為の種

類〉を主題とする 13 章においては全ての「トポス」が〈ｐはｑである〉の〈形態〉を有し、

〈不正を行う人と被る人〉に関する 12 章、並びに〈不正行為の大きさ〉に関する 14 章に

おいて数例の「トポス」が〈ｐならばｑである〉の〈形態〉を有する。 

 以上のように、これら 3 種の弁論の諸「トポス」は、上述の二つの〈形態〉の何れかで

表現される諸命題であり、これらの諸命題はエンテュメーマの前提命題としての〈機能〉

を有することがわかる。 
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２）「人柄」「感情」「性向」についての諸「トポス」 

  

次に「人柄」「感情」「性向」についての諸「トポス」の考察へと移る。「人柄」並びに

「性向」に関する「トポス」が「語り手の人柄に拠る説得」（1356a2）の「トポス」である

こと、他方、「感情」に関する「トポス」が「聴き手が或る状態に置かれることに拠る説得」

（1356a3）の「トポス」であることはさしあたり明らかである。この点を踏まえた上で、

以下これらの「トポス」の〈形態〉および〈機能〉について考察を加える。 

 はじめにこれらの「トポス」の〈形態〉に関して考察する。「性向」についての諸「トポ

ス」は 1 巻 8 章における「演示的弁論」のための諸「トポス」と同一である。「思慮があり

立派であると思われるための手段は徳に関して規定されているところから把握されねばな

らない」（1378a16-18）からである。このことから「性向」についての諸「トポス」もまた、

「演示的弁論」のトポスと同様、〈ｐはｑである〉の〈形態〉を有するということになる。

「人柄」の「トポス」の〈形態〉についても同様である。アリストテレスが「人柄」の「ト

ポス」として列挙しているのは、「年齢」に応じた諸々の「人柄」の「トポス」（12 章から

14 章）、「運」に応じた諸々の「人柄」の「トポス」（15 章から 17 章）である。その実例の

ほぼ(4)全てが〈ｐはｑである〉の〈形態〉を有する。例えば「若者たちはその人柄におい

て欲情的であり欲情しさえすればそれを行うようなところがある」（1389a2-4）あるいは「生

まれの善さからくる人柄は、その人柄を備えている者が人一倍名誉を求めるというような

ことである」（1390b16-17）等である。また「感情」の「トポス」の場合にも両方の〈形態〉

を見出すことができる。またこのタイプの「トポス」の場合には、「性向」「人柄」のトポ

スの場合と比較すると、〈ｐならばｑである〉の〈形態〉を有する実例が比較的多い。この

ことは「感情」の「トポス」の特質に起因していると思われる。アリストテレスは「感情」

の「トポス」に関する考察に先立ち、この種のトポスを列挙する際の留意点を以下のよう

に説いている。 

 

各々の感情に関しては三つの観点に分けて規定するべきである。私が言いたいのは、

例えば「怒り」について言えば、（１）人々は如何なる状態に置かれた時に怒るのか

、また、（２）どのような相手に対して怒るのが常であるのか、また、（３）如何な

ることを原因として怒るのか、ということである。実際我々がこれらのうち一つある

いは二つを把握していてもその全部を把握していないのであれば、怒りを植え付ける

ことは不可能であろう。他の感情の場合も同様である。（1378a23-30） 

                                                       

 

アリストテレスによれば、各々の「感情」に関して下線部（１）（２）（３）の観点のもと

に考察する必要がある。さもなければ実際に判定者に特定の感情を植え付けることはでき

 
(4) 唯一の例外として「彼らは、不正を犯す場合には、小さな不正ではなく大きな不正を働く」
（1391a29-30）が〈ｐならばｑである〉の〈形態〉を伴っている。 
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ない。そこで彼はこの方針に従って、2 巻 2 章から 11 章にかけて、「怒り」（2 章）とその

反対の「穏和」（3 章）、「友愛」とその反対の「憎しみ」（4 章）、「恐れ」とその反対の「大

胆さ」（5 章）、「恥」とその反対の「無恥」（6 章）、「親切」とその反対の「不親切」（7 章）、

「憐れみ」（8 章）とその反対の「義憤」（9 章）、さらに「義憤」と同じく判定者の「憐れ

み」を防止する効果を持つ「妬み」（10 章）と「競争心」（11 章）、さらには「競争心」の

反対の感情である「軽視」（11 章）を取り上げ、これらの諸「感情」に関する諸「トポス」

を列挙する。その際アリストテレスは、各々の「感情」に関して、（1）〈当該の「感情」の

原因〉、（2）〈その「感情」を有する人が置かれている状態〉、そして（3）〈その「感情」の

向けられる相手〉という 3 つの観点を区別しつつ、それぞれの観点ごとに諸々の「トポス」

を列挙する。例えば「怒り」の場合は次の通りである。著者は先ず「怒りとは、自分に関

する事柄ないし自分の身内に対して、軽視するのがふさわしくないにもかかわらず加えら

れたあからさまな軽視があったため、これに対してあからさまな報復をなそうとする苦し

みの伴った欲求であるとしよう。」（1378a31-33）という定義を挙げる。そしてこの定義に

従って、「怒り」の原因を「軽視」であると特定した上で、その「軽視」を「軽蔑」「嫌が

らせ」「侮辱」に分ける（1378a14-15）。そしてその上で「軽蔑している者は軽視している」

（1378a15）等の「トポス」を列挙する。そのようなものが〈「怒り」の原因〉に関する「ト

ポス」である。また〈その「感情」を有する人が置かれている状態〉に関するトポスの例

は「人々が（怒るのは）彼らが苦痛を感じている場合である」（1379a10）といったもので

ある。また〈その「感情」の向けられる相手〉のトポスの例としては「人々は嘲笑し、か

らかい、愚弄しているような人々に対して怒る」（1379a29）などである。このような三つ

の観点の区別に即して「トポス」を列挙してゆくパターンをアリストテレスは「感情」の

「トポス」を列挙する際に一貫して維持している。なお、上の例にも表れているように〈そ

の「感情」を有する人が置かれている状態〉の「トポス」は〈ｐならばｑである〉の〈形

態〉を有する傾向にある。この観点のもとでの「トポス」は、当該の「感情」が発現する

条件を表すものであるから、この「トポス」が〈ｐならばｑである〉の〈形態〉を有する

ことは当然ともいえる。 

 次に「性向」「人柄」「感情」の諸「トポス」の〈機能〉について考察する。「感情」の「ト

ポス」に関して言えば、アリストテレスはこれらの諸「トポス」が〈ある種の論証の前提〉

を発見するための原理として〈機能〉すると考えていたようである。というのは、彼は 2

巻 4 章において「友愛と憎しみ」の「トポス」を列挙した後に次のように述べているから

である。 

 

以上のことから明らかであるように、［誰かが］敵や味方であることを、実際にその

通りである場合には［そうであることを］論証する apodeiknynai ことができ、実際

にその通りでない場合には［そうであるように］作り上げる poiein こともできるし、

［敵や味方であると］称している者に対しては反論を行う dialyein こともできるの
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であり、怒りや憎しみゆえに言い争っている人々を、どちらなりとも選択した方向

へと導くことができるのである。（1382 a16-19） 

 

このことからアリストレスの言う「聴き手が或る状態に置かれることに拠る説得」とは、

例えば「友愛と憎しみ」の「トポス」を手がかりとして発見された何らかの論証を通じて、

当該の感情を弁論の聞き手に植え付けることであるということがわかる(5)。一方で「人柄」

と「性向」の「トポス」の〈機能〉に関しては手がかりとなる箇所を見いだし難い。しか

しこれらの「トポス」についても同様のことを考えるべきであろう。アリストテレスは 2

巻 1 章で（cf. 1377b21-24）「語り手の人柄に拠る説得」と「聴き手が或る状態に置かれる

ことに拠る説得」を一括りにして「自分自身と判定者を何らかの状態へと仕立て上げるこ

とkataskeuazein」と説明している。このことは彼がこれら二つの説得手段に同様の〈機能〉

を帰していることを示唆している。 

 もっとも、これらのトポスが何らかの論証の前提を発見するための原理としての〈機能〉

を有することを認めるとしても、当該の論証は「エンテュメーマ」ではない。アリストテ

レスは 1 巻 2 章で上述の二つの説得手段を「言論そのものに拠る説得手段」（つまり「エン

テュメーマ」）から明確に区別しているからである（cf.1356a1-4）。従って、アリストテレ

スはこれらの「トポス」を手がかりとして得られる論証を「エンテュメーマ」とは区別し

ていたと考えるべきである。もっとも、この〈「エンテュメーマ」とは異なる論証〉につい

てアリストテレスは明確な規定を与えてはいない。しかし、彼が 2 巻 1 章において 3 種の

説得手段を区別するとき、これら三者を一括して「言論logosを通して手に入れることがで

きる説得手段」（1356a1）と呼んでいる点に注意すべきである。ここでの「言論logos」が

意味するものは「エンテュメーマ」ではなく「トポス」を手がかりとして得られる一層広

い意味での論証であると解しうる。すると「感情」の「トポス」並びに「性向」「人柄」の

「トポス」を手がかりとして得られる論証はこの広い意味での論証の一種であると考える

べきである(6)。 

 

３）「エンテュメーマのトポス」 

  

最後に「エンテュメーマのトポス」（以下〈ET〉と略）並びに「見かけ上のエンテュメ

                                                        
(5) このことを示す事例が他にも二つある。ひとつは、聞き手に「恐れ」の感情を植え付ける手
法を語る「聞き手たちと似た人々が、思いがけない人々によって、思いがけない被害を、思い
がけない時に被っている乃至被ったことを示す deiknymi べきである」（1383a10-12）という箇
所。もうひとつは、陪審員に「義憤」の感情を植え付けることで彼らの「憐れみ」を防止する
手法を語る「もし言論 logos が、陪審員たちをそのように仕立て上げると共に、憐れまれるべ
く要求されている人々並びに憐れみの対象となるべく要求されている事柄が実際にはそれに
値するものではなくそうでないことに値するものであることを示す deiknymi ならば、憐れむこ
とは不可能になる」（1387b17-20）という箇所である。 
(6) この意味での「言論 logos」の用例として 1387ｂ18 の logos を挙げるべきである。前注を参
照。 
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ーマのトポス」（以下〈ΦET〉と略）の〈形態〉および〈機能〉について考察する。アリス

トテレスは 2 巻 23 章において 28 例の「エンテュメーマのトポス」を、同 24 章において 9

例の「見かけ上のエンテュメーマのトポス」を挙げている(7)。これらの「トポス」に関し

ては、アリストテレスがこれを表現している文法上の形式に着目して三つのグループに分

けることができる。 

 第１のグループは〈動詞の不定詞形〉で表現されているものであり、ETの 10 例(8)とΦET

の 2 例(9)がこれにあたる。例えばET13 は次のものである。 

 

もうひとつのトポスは、大抵の場合に同一の事柄に何らかの善と悪とが随伴する結果

が生じることから、その随伴するものによって勧奨又は諌止し告発又は弁明し賞賛又

は非難することである。例えば「教育には妬まれることという悪が随伴し、賢くある

ことという善が随伴する。それゆえ教育を与えてはならない、妬まれるべきではない

ゆえに。また教育を与えねばならない、賢くあらねばならないゆえに。」のように。

（1399a9-15） 

 

この引用からわかるように、ET13 は「勧奨又は諌止し告発又は弁明し賞賛又は非難するこ

と」という〈動詞の不定詞形〉で表される。アリストテレスがこのグループの諸「トポス」

を表現する際の〈動詞の不定詞形〉の部分に注目すると、「勧奨すること」（ET13）、「諌止

すること」（ET13）、「告発すること」（ET13、ET27）、「弁明すること」（ET13、ET27）、「賞

賛すること」（ET13）、「非難すること」（ET13）、「用いること(10)」（ET14）、「帰結させるよ

うに努めること」（ET15）、「主張すること」（ET19）、「（調和しない点、あるいは、人々が

行為したり忌避したりする目的を）調べること」（ET20、ET22、ET25、ET26）、「語ること」

（ET23、ΦET2）、「支持すること」（ΦET3）、「覆すこと」（ΦET3）となる。このことから、

これらの諸「トポス」が〈命題〉ではないことは明らかである。それはむしろ、弁論家の

論証行為のあり方、すなわち、〈論法〉というべきものである。 

 他方、これらの「トポス」の第 2 のグループは〈手段を表わす前置詞（ek, apo）と名詞〉

で表現されており、ETの 16 例(11)とΦETの 6 例(12)がこれにあたる。このグループの諸「ト

                                                        
(7) これらの諸「トポス」の数え方に関しては、Cope, Grimaldi, Kennedy, 等の研究者、並びに 3
種の日本語訳において全て一致している。本稿においてもこれに従う。 
( 8 ) ET13 (1399a9-17)、ET14 (1399a17-28)、ET15 (1399a28-32)、ET19 (1399b19-30)、ET20 
(1399b30-1400a5)、ET22 (1400a14-22)、ET23 (1400a22-29)、ET25 (1400a35-b4)、ET26 (1400b4-8)、
ET27 (1400b8-16)。 
(9) ΦET2 (1401a24-b3)、ΦET3 (1401b3-9)。 
(10) ET13 を二つの対象に「用いること」という内容である。 
(11) ET1 (1397a7-19)、ET2 (1397a20-23)、ET3 (1397a23-b11)、ET4 (1397b12-27)、ET6 (1398a3-15)、
ET7 (1398a15-28)、ET8 (1398a28-29)、ET9 (1398a29-32)、ET10 (1398a32-b19)、ET11 (1398b19-99a6)、
ET12 (1399a6-9)、ET16 (1399a32-b4) 、ET18 (1399b13-19)、ET21 (1400a5-14)、ET24 (1400a29-35)、
ET28 (1400b16-25)。 
( 12 ) ΦET1 (1401a1-23)、ΦET4 (1401b9-14)、ΦET5 (1401b15-21)、ΦET6 (1401b21-29)、ΦET8 
(1401b34-1402a2)、ΦET9 (1402a2-29)。 
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ポス」の一例は「論証的エンテュメーマの一つのトポスは反対の事柄によるekものである」

（ET1）である。この場合の「トポス」は「反対の事柄によるekもの」であることになり、

この形式のままでは〈弁論家の論証行為のあり方〉には見えない。しかし、これもまた何

らかの〈動詞の不定形〉を補うことにより、例えば「反対の事柄によって（語ること）で

ある」というような形に解しうる(13)。この解釈の裏付けは、第 1 のグループに属する幾つ

かの「トポス」を説明する次のような言葉のうちにも見出すことができる。「もうひとつの

トポスは（中略）その随伴するものによってek勧奨又は諌止し告発又は弁明し賞賛又は非

難すること」（ET13）、「別のトポスは（中略）これらのことによりek別の結論を帰結させ

るように努めることである」（ET15）、「別のトポスは過ちを手がかりにしてek告発ないし

弁明を行うことである」（ET27）。このように考えることができるならば、この第 2 のグル

ープの諸「トポス」もまた〈弁論家の論証行為のあり方〉を意味していることになる。そ

して次に挙げる第 3 のグループにも同じことが当てはまる。 

 第 3 のグループは〈手段を表わす前置詞（ek, apo）と語り手を意味上の主語とする動詞

の不定詞形〉で表現されるものであり、ETの 2 例(14)とΦETの 1 例(15)がこれにあたる。「別

のトポスは時について調べることによるekものである」（ET5）がそのひとつである。これ

らの諸「トポス」もまた、第 2 のグループの諸「トポス」と同様、例えば「調べることに

よるekもの」という形式で表現されており、第 1 のグループの諸トポスとは形式を異にす

る。しかしここでも、上述した理由から、前置詞ekの前後に何らかの〈動詞の不定詞形〉

を補って考えるべきである。すると上掲のET5 は、例えば「別のトポスは時について調べ

ることによって（語ること）である」というような形に解することになり、第 1 のグルー

プの諸「トポス」と同じ形式になる。 

 以上のことが正しければ、ET と ΦET の実例のうち第 2 第 3 のグループは全て第 1 のグ

ループに還元されることになる。従って、ET と ΦET の一般的な〈形態〉としては第 1 の

グループが持つ文法上の形式を考えることができる。するとこれらの「トポス」全体が〈弁

論家の論証行為のあり方〉すなわち〈論法〉を意味していると解しうる。 

 

４）『弁論術』における「トポス」概念 

 

以上の考察により、『弁論術』におけるアリストテレスの「トポス」概念の概要を得るこ

とができる。アリストテレスは 2 巻 22 章において「トポス」の名で呼ばれるものを 8 つの

タイプに分けていた。これらをその〈形態〉と〈機能〉に即して分類すると、大きく三つ

                                                        
(13) 実際、アリストテレスは「反対の事柄による ek もの」（ET1）についての説明の中で「相反
する事柄に相反する属性の有無を調べ skopein、それがない場合には［もとの命題を］否定し、
それがある場合には［もとの命題を］肯定すべきである」と述べている。このことからすると、
このトポス（ET1）の正体が「相反することによって ek（否定し肯定すること）」であることが
わかる。 
(14) ET5 (1397b27-98a3)、ET17 (1399b4-13)。 
(15) ΦET7 (1401b29-34)。 
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のグループ（A 群、B 群、C 群とする）に区別しうる。A 群が、議会弁論の「トポス」、演

示的弁論の「トポス」、法廷弁論の「トポス」である。B 群が、「人柄」の「トポス」、「感

情」の「トポス」、「性向」の「トポス」である。そして C 群が、「エンテュメーマのトポ

ス」と「見かけ上のエンテュメーマのトポス」である。先ず「トポス」の〈形態〉に着目

すると、A 群と B 群が〈ｐはｑである〉あるいは〈ｐならばｑである〉という〈形態〉を

有し、C 群が〈動詞の不定詞形〉の〈形態〉を有する。他方「トポス」の〈機能〉に着目

すると、A 群が〈エンテュメーマの前提命題としての働き〉を、B 群が〈エンテュメーマ

ならざる推論の前提命題としての働き〉を、そして C 群が〈エンテュメーマを構成する際

に有効な様々な論法〉としての〈機能〉を有することになる。 

 

 

３．「トポス」論における不整合 

 

１）『弁論術』１巻２章のトポス論 

  

2 巻 22 章における「トポス」論に着目して明らかにしてきた上述の「トポス」概念は、

『弁論術』1 巻 2 章に見られる「トポス」論とも整合的である。 

アリストテレスは 1 巻 2 章における「トポス」の語の初出箇所のすぐ後で、彼の「トポ

ス」論の構成要素を大きく二つに区別する。第 1 の構成要素は「正義についても自然につ

いても政治についても他の多くの種を異にするものについても共通の事柄 hoi koinē」

（1358a12-14）である。このような「共通の事柄」の実例として彼は「より多いこととよ

り少ないことに関するトポス」（1358a14）を挙げる。この実例は ET4（1397b12-27）と同

一の「トポス」である。従って 1 巻 2 章における「共通の事柄」が 2 巻 23 章の「エンテュ

メーマのトポス」に対応していることがわかる。また第 2 の構成要素は「個々の種や類に

関係する諸命題に由来している限りのもの」であり、アリストテレスはこれを「特定の事

柄 ta idia」（1358a17-18）と呼ぶ。この「特定の事柄」は各種の弁論のための諸「トポス」

に対応している。 

1 巻 2 章における「トポス」論と 2 巻 22 章におけるそれを比較した場合、一見したとこ

ろ奇妙に思える点が二つある。第 1 の点は、各種の弁論のための諸「トポス」に対応する

ものが 1 巻 2 章では「トポス」と呼ばれず「特定の事柄」と呼ばれている点である。もっ

ともこれは実質的な不整合とは言えない。例えば、アリストテレスはこの「特定の事柄」

の指すものを 1 巻 15 章の 1376a32 においては「トポス」の語で呼び、1 巻 6 章 1362a20-21

では「ストイケイア」の語で呼んでいる（「ストイケイオン」と「トポス」の語が同義であ

ることは既に引用した 2 巻 22 章 1396b22 で確認された通りである）(16)。彼が 1 巻 2 章で

これを「特定の事柄」と呼んでいるのは当該のタイプの「トポス」の特質を明確にしよう

                                                        
(16) この点に関しては Kennedy (1991) の英訳の当該個所に関する脚注から示唆を受けている。 
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とする意図に基づくものと考えるべきである。また第 2 の点は、1 巻 2 章の「トポス」論

に「人柄」および「感情」の「トポス」への言及が欠けている点である。しかしこの点も

この箇所の文脈を考慮する限り実質的な不整合とは言いがたい。アリストテレスは 1 巻 2

章 1356a1-20 において 3 種の説得手段（「語り手の人柄に拠る説得」「聴き手が或る状態に

置かれることに拠る説得」「言論そのものに拠る説得」）を区別した後 1 巻 14 章に至るまで

一貫して「言論そのものに拠る説得」だけを考察対象としている。しかるに、1 巻 2 章の

「トポス」論は明らかに「言論そのものに拠る説得」を考察する文脈のうちにある。それ

ゆえに、その文脈の中に「人柄」や「感情」の「トポス」への言及がないのはむしろ当然

と言うべきである。従ってそれらの「トポス」への言及が当該個所に欠落していることは、

当該個所の「トポス」論自体が 2 巻 22 章における「トポス」論とは異質なものであること

を意味しない。 

 

２）『弁論術』２巻１８・１９章のトポス論 

  

以上のことから 1 巻 2 章と 2 巻 22 章の間に重大な不整合はない。『弁論術』の「トポス」

論に重大な不整合をもたらしているのはむしろ 2 巻 18・19 章の存在である。既述の通り、

1 巻 2 章における「共通の事柄」は 2 巻 23 章・24 章の「エンテュメーマのトポス」並びに

「見かけ上のエンテュメーマのトポス」に対応している。それゆえ「共通の事柄」の考察

のはじまりは 2 巻 20 章冒頭の次の言葉であることになる。「特定の事柄idiaについてはも

う述べられたのであるから、残っているのは、全てに共通な説得手段について語ることで

ある」（1393a22-23）。ところが、奇妙なことに、2 巻 18 章にも「共通の事柄」の考察の開

始を告げる言葉がある。「我々に残されているのは共通の事柄ta koinaに関して論ずること

である」（1391b28）がそれである。のみならず 19 章には「共通の事柄」に関する「トポス」

の別のリストが存在する。これらの「トポス」の実例は「可能と不可能についてのもの」

（1392a8）、「生じたか否か」（1392b12）と「生じるか否か」（1392b33）、「大と小について

のもの」（1393a8）という項目のもとに列挙され、その大多数は〈ｐならばｑである〉の〈形

態〉を有している(17)。また幾つかの実例は〈ｐはｑである〉の〈形態〉を有しているが、

その全ては〈ｒであるようなｐはｑである〉という関係詞を含む諸命題である(18)。これら

                                                        
(17) 「もしも互いに反するものの一方が在るもしくは生じることが可能であるならば、それの
反対もまた可能であると考えられうる。例えばある人が健康になることが可能ならば、病気に
なることも可能である」（1392a9-11）がその一例である。 
(18) 「それの部分が可能であるようなものは、それの全体もまた可能である。逆に、それの全
体が可能であるようなものは、大抵の場合、それの部分もまた可能である。実際、もしも靴ひ
もと爪皮と甲革が生成することが可能であるならば、サンダルが生成することが可能であるし、
もしもサンダルが生成することが可能であるならば、靴ひもと爪皮が生成することが可能であ
る」（1392a29-33）がその一例である。なお、注目すべきことに、アリストテレスがこの「トポ
ス」の実例を〈ｒであるようなｐはｑである〉の〈形態〉で記述しておきながら、それを使用
する際の具体例を〈ｐならばｑである〉の〈形態〉で記述している。このことは「トポス」を
表現する際のこれらの二つの〈形態〉の差異に実質的な意味がないことを示唆している。 
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の諸「トポス」の身分を明らかにする手掛かりは、アリストテレスが 2 巻 18 章でそれまで

の考察を要約し以後の考察計画を述べている次の一節である。 

 

言論のそれぞれの種類に関しては異なった目的があり、それぞれの種類の言論に関し

て審議したり演示したり係争したりする場合に説得をもたらすもととなるような諸

見解 doxai と諸命題 protaseis とが既に把握されており、さらにそれを用いて言論 logos

を人柄を表わすもの ēthikos とすることができるようなものについても規定がなされ

ている。そうである以上 我々に残されているのは、共通の事柄 ta koina に関して論じ

ることである。（1391b23-28） 

 

この箇所で語られている「トポス」論と既に引用した 2 巻 22 章における「トポス」論との

間には明確な相違がある。ひとつには、この箇所には「感情」の「トポス」（2 巻１章から

11 章）についての言及が欠けている(19)。さらには、1 巻 2 章で予告されていた「エンテュ

メーマのトポス」への言及が欠落し、その代わりに 2 巻 19 章における「共通の事柄」への

言及がなされている。これらの点から判断すると、この 2 巻 18・19 章のテキストをアリス

トテレスが「感情のトポス」と「エンテュメーマのトポス」を理論化する以前の彼の古い

「トポス」論に属するものであると考えることができる。 

 

３）『弁論術』における「トポス」論の発展 

  

以上の「トポス」論の発展を踏まえると次のような『弁論術』の発展史が見えてくる。

アリストテレスは初め 2 巻 18 章の要約に見られるような「トポス」論を構想した。しかし

彼はその後、この古い「トポス」論に修正を施した。彼は新規に「感情のトポス」（2 巻 1

章～11 章）の理論を付け加えた。また彼は 2 巻 19 章の「共通の事柄」についての「トポ

ス」を廃し、それに代わるものとして「エンテュメーマのトポス」および「見かけ上のエ

ンテュメーマのトポス」の理論を整備した。 

勿論これは仮説でしかない(20)。しかし幾つかの箇所がアリストテレスこのような修正に

                                                        
(19) この点に関して Kennedy (1991) は、ここでの「それを用いて言論 logos を人柄を表わすも
の ēthikos とすることができるようなもの」のうちに「感情」の「トポス」も含まれている可能
性を示唆すると共に、アリストテレスが書き忘れた可能性もあると述べている。本稿において
は、このことの原因はむしろ当該個所が「トポス」論の古いバージョンである点に求めるべき
であると考える。 
(20) この仮説は『弁論術』1 巻並びに 2 巻に言及される同時代の歴史的出来事を考慮に入れた結
果とも少なくとも矛盾しない。Kennedy (1991) pp.302-303によれば、1巻5章から15章が「B.C.350
年以前の出来事に関する多くの言及」を含んでいるのに対し、「B.C.340 年以降の出来事への言
及は全て 2 巻 23 章と 24 章に現れている」という。また、2 巻 3 章 1380b6-11 に言及されるピ
ロクラテスの裁判は B.C.343 年の、2 巻 8 章 1386a13-14 に言及されるディオペイテスの死は
B.C.342 ないし 341 年の出来事であるとされる。これらの点は、2 巻 2 章から 11 章、並びに、2
巻 23 章・24 章が『弁論術』の内部において新しく書き加えられた草稿に属する事を示唆する
ものである。 
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向かわせる動機を示唆している。例えば、アリストテレスは議会弁論の「トポス」の枠内

で、「より大きな善とより多く有益であること」（1363b7）に関する「トポス」の比較的充

実したリスト（1 巻 7 章）を提示している。ところが彼は 2 巻 19 章においては「大と小に

ついてのもの」（1393a8）に関する「トポス」についての考察を省略している。彼曰く、「有

益さや美しさや正しさ」（1393a14-15）を抜きにして「それらとは別に端的な意味での大き

さや優越性についてなお考察を加えるのは無駄な言論kenologein」（1393a16-17）であると

いうのである。2 巻 19 章にあるような「共通の事柄」についての「トポス」に対するアリ

ストテレスの否定的評価がここに現れている。 

一方でアリストテレスは、彼が 2 巻 23 章で取り上げている「エンテュメーマのトポス」

のひとつ（ET2）と極めてよく似た〈論法〉(21)を既に 1 巻 7 章で紹介している。 

 

諸々の同列語 systoicha 並びに諸々の類似した屈折語 ptōseis からひとつの関係が生じ

ているのと同じ仕方で、他の諸関係も帰結する。例えば「勇敢に」ということが「節

制的に」ということよりも一層立派で一層望ましいものであるならば「勇気」は「節

制」よりも一層望ましいものであるし「勇敢であること」は「節制的であること」よ

りも一層望ましいことである。（1364b34-37） 

 

このような〈論法〉と「もう一つの［トポス］は諸々の類似した屈折語によるものである

（1397a20）」（ET2）との類似は明らかである。1 巻 7 章においては他にも「同じ事柄が、

諸部分に分割されると、より大きなものに見える。」（1365a10）あるいは「エピカルモスが

行ったように句を一つに結び合わせ、積み重ねることも［大きく見せる効果をもたらす］」

（1365a16）といった幾つかの〈論法〉が紹介されている。1 巻 7 章において専ら〈命題〉

の〈形態〉を有する諸「トポス」が列挙されている中に時折散見されるこれらの〈論法〉

についての記述は極めて異質な印象を与える。〈命題〉形式には収まらないこのような〈論

法〉の数々をアリストテレスが後になってから「エンテュメーマのトポス」の形で理論化

した可能性もある。 

また、アリストテレスは 1 巻 15 章において法廷弁論の「トポス」との関連で「法律」「証

人」「契約」「拷問」「宣誓」という 5 つの「弁論術に属さないと言われる説得手段」（1375a22）

を考察しているが、そのなかで「証言 martyriai」（1376a22）の扱いに関して、次のように

述べている。 

 

仮に、事実に即した［証言］、自分に肯定的な［証言］、係争相手に敵対する［証言］

がない場合でも、それでもなお、人柄に関して自分の公正さを示す［証言］や係争相

手の劣悪さを示す［証言］が（存在することだろう）。（1376a26-29） 

                                                        
(21) 同列語 systoicha と屈折語 ptōseis を用いたこのような論証に関しては『トピカ』114a27-b6
を参照。 
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ここでアリストテレスが「係争相手の劣悪さを示す［証言］」の有効性に言及している点は、

「聴き手が或る状態に置かれることに拠る説得」を想起させる。また 1 巻 9 章にはアリス

トテレスが「演示的弁論のトポス」との関連のもとに様々な〈論法〉を命令形式（lēpteon, 

dei, etc.）で列挙している箇所がある（cf.1367a32-1368a26）。そのうちの複数の事例が「聞

き手の感情に拠る説得」との関係を思わせる。例えば「実際に備わっている属性と同類の

属性を［実際備わっている属性と同一のものとみなして］賞賛のためあるいは非難のため

に述べるべきである。例えば〈用心深い人〉を〈冷淡で企みがある人〉、〈愚かな人〉を〈役

に立つ人〉、〈冷酷な人〉を〈穏和な人〉［とみなすべきである］」（1367a32-35）等である。

このような手法は明らかに「演示的弁論」の領域を超えている。何故ならそれは賞賛や非

難の対象者が実際にそれに値することを証明する手法ではなく、その対象者のレッテルを

変更することで聞き手の「感情」の変化を狙うものだからである。このような様々な〈論

法〉をアリストテレスが後になってから「聴き手が或る状態に置かれることに拠る説得」

として理論化した可能性もある。 

 

 

結語 

 

以上の考察からの結論は以下の通りである。『弁論術』における「トポス」は「論証

apodeiknymi」のための原理である。この場合の〈原理〉の意味は二様である。即ち「エン

テュメーマのトポス」並びに「見かけ上のエンテュメーマのトポス」は〈論法〉を提供す

るという意味での〈原理〉であり、その他の諸「トポス」は〈前提命題〉を提供するとい

う意味での〈原理〉である。またこの場合の「論証」の意味も二様である。即ち「エンテ

ュメーマのトポス」並びに「見かけ上のエンテュメーマのトポス」および議会弁論、演示

的弁論、法廷弁論の「トポス」が導く「論証」は「エンテュメーマ」に他ならないが、そ

の他の諸「トポス」が導く「論証」は「エンテュメーマ」とは別のものである。 
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後記 

 

本稿は 2009 年 9 月 12 日（土）･13 日（日）に京都大学で開催された第 13 回『ギリシャ

哲学セミナー』における口頭発表原稿に若干の修正を加えたものである。発表後の質疑応

答の中で多くの方々から大変貴重なご意見を頂戴した。司会の労を取ってくださった永井

龍男氏にあらためて感謝を申し上げたい。神崎繁氏より、『弁論術』の発展史の中で所謂三

段論法型のエンテュメーマの導入がアリストテレスの弁論術理論に如何なる変更をもたら

したのかという趣旨の質問を受け、『弁論術』の発展史を論じる際にアリストテレスの論理

学の発展史との連関を踏まえることの重要性を改めて知らされた。山本建郎氏からは、本

稿著者が主張する「ｐならばｑである」「ｐはｑである」という命題の〈形態〉を持つトポ

スと動詞の不定詞型という〈形態〉を持つトポスの区別に関して、これらの間に実質的差

異を認めるのは困難ではないかとのご指摘を受けた。山本巍氏からは、本稿著者が「感情」

のトポスをアリストテレスが後に付け加えた理論であると主張している点に関して、感情

への関心は『弁論術』においてはじめから本質的な要素として存在していたのではないか

とのご意見を頂戴した。荻原理氏からは、本稿著者の議論が『弁論術』2 巻 18 章と 22 章

との間の不整合を前提としている点に関して、このような不整合が生じないテキスト解釈

の幾つかの可能性を示唆して頂いた。中畑正志氏からは、エンテュメーマの前提命題とし

て実際に用いられるトポスと議論のスキームを与える原理としてのトポスとの間の区別に

関しての本稿著者の説明不足をご指摘いただいた。納富信留氏および岩田靖夫氏の質問を

通じて、本稿著者が「エンテュメーマのトポス」の概念を明確になしえていない点に気づ

かせていただいた。葛西康徳氏の質問により、近年の欧米における『弁論術』研究を参照

する必要性を痛感させられた。以上の方々からのご指摘に対して、本稿の中で充分に応答

することはできていない。今回頂戴した多くの貴重なご指摘を今後の課題とさせていただ

きたい。 

 


