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発想の「場所」から引用の集成へ

はじめに

　1948年、E・R・クルティウスは『ヨーロッパ文学とラテン中世』と題した大著のなかで、文学作品にくり
かえし現れる定型表現を「トポス」と呼び、その観点から作品批評や解釈をおこなった⑴。彼が与えた定義の
曖昧さにもかかわらず、「トポス」という語はそれ以降広く受け入れられ、文学研究の分野において定着した
ように思われる。こうした定型表現に注目することで、文学作品をより魅力的な視点から読むことができるよ
うになったのは確かである。だが、その言葉の歴史と役割を振り返ってみれば、クルティウスがそれらを「ト
ポス」と呼んだのは不正確であったと言わざるをえない。

発想の「場所」から引用の集成へ
── トポス、ロキ・コムーネス、詞華集 ──
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From the “Place” of Invention to Commonplace-Books:  
Topos, Loci Communes and the Florilege in the middle age

Yoshio YAMAMOTO

Abstract
　This article argues the historical and rhetorical meaning of a Greek word and notion “topos,” which is broadly 
used by numerous researchers and critics of literature, at the head of Ernst Crutius. They regard this word as a sort 
of banality, with passages including this term repeatedly appearing in some literary works. In ancient Greece, 
topos was a meaningless word. Originally, it meant a “place,” and it was Aristotle who has given it a rhetorical 
and philosophical sense. He has rendered topos as a point of view for textual analysis. His idea was furthered by 
Roman orators, such as Cicero and Quintilian. They defined topos (‘locus’in latin) as a place of arguments where 
we could find materials for production of persuasive demonstrations. In the Middle Ages, Boetius has clearly dis-
tinguished the domain of dialectic or logic from rhetoric, and rendered rhetoric as an art of elocution. It was 
Rodolf Agricola, a fifteenth-century humanist who integrated the system of invention used in dialectic into rhetor-
ical discourse. He also invented the idea of “general heading” from the redefinition of the inference procedure.
　The Renaissance Humanists rediscover, on the one hand, the idea of topos although in their comprehension, it 
means “general headings,” in which we distribute citations. Each heading represents a topic that is often used in 
writing and contains many passages from authoritative works.
　On the other hand, the idea of conservation of texts proceeded in the form of florileges in later Middle Age. Its 
compilers cited numerous sentences from various authors and organized them under moral topics. Here, the notion 
of topos encounter the technique of conservation of texts, and it emerges as a new tool of information manage-
ment: it is essentially a commonplace book, in which we could confine several citations that are arranged under 
general headings.

WASEDA RILAS JOURNAL NO. 9

──────────────────────────────────────────────────────────
⑴　Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Berne, Francke, 1948 (tr. fr. par J. Bréjoux, Paris, Gallimard, 1956).
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　実際、クルティウスの「トポス」をめぐって批判、修正がすでに数多く行われ、さらには「トポス」とは一
体何であるのか問い直されてもいる⑵。要点だけ簡潔に述べるならば、「トポス」（複数形は「トポイ」）は本
来「場所」を意味する語であり、とりわけ弁証術（ディアレクティック）においては説得的な論証を作り上げ
るための論拠を指し、論証技術の一つとして扱われている。つまり古代ギリシャにおいては「トポス」は定型
表現を意味しない。さらに共和政、帝政ローマの弁論術において「トポス」のラテン語訳である「ロクス」（こ
れも「場所」を意味する）もまた、弁論をつくりあげるための論点を指す。ところでクルティウスが中世の文
学作品に見出したものはこうした「トポス」や「ロクス」ではなく、むしろ反復されるテーマ、イメージであっ
た。それゆえ、後者に前者の語をあてて理解するのは誤りだといえる。
　では、クルティウスのきわめて魅力的な誤解から我々は何を学ぶべきだろうか。「トポス」、「ロクス」また
は「ロキ・コムーネス」、ルネサンス期に流行した「コモンプレイスブック」の「コモンプレイス」、これらは
一見「トポス」の翻訳と変奏のようだが、内実は大きく異なる。これらの差異を十分に理解し、それぞれの具
体的様相と役割、活用方法について知悉することが我々には求められている。また、我々の観点にとっては、
それらがテクストを、いうなれば「情報」を精査、整理する役割を担っていたことも見逃せない。
　それに加えて、我々が最終的に目指すのは「コモンプレイスブック」と呼ばれる主題別見出しのついた引用
文の集成（コンピレーション）がどのような経緯で誕生したのか、そしてルネサンス期の人々はそれをどのよ
うに活用したのかを明らかにすることである。そのためにはこうした一連の用語の正確な理解が不可欠であ
り、また引用を一冊の書物に蓄えるという中世の詞華集以来の伝統についても触れなくてはならないだろう。
　したがって以下では、主として古代ギリシャの弁証術（ディアレクティック）において考案された「トポス」、
共和政、帝政ローマの弁論術の隆盛において活用された「ロキ・コムーネス」、ボエティウス以降の弁証術と
弁論術の分離とアグリコラによる再結合の歴史、そして詞華集や説教のための引用句集の展開とルネサンス期
の「コモンプレイスブック」への影響について順番に見ていくことにしたい。なお、本稿で頻出するギリシャ
語の「トポス τόπος」、ラテン語における「ロクス locus」、これとは別の意味の「ロキ・コムーネス loci com-
munes」はそれぞれがそれぞれの文脈で意味を持っているので一定の日本語の訳語をあてるのは非常に困難で
ある。それゆえ煩瑣で錯綜したものとなるかもしれないが、古代ギリシャの文脈では「トポス」を、古代ロー
マは「ロクス」と「ロキ・コムーネス」を用いるなど使い分けていきたいと思う。

1．発想の「場所」：観点、論拠⑶

　古代ギリシャにおける弁証術（ディアレクティック）と弁論術（レトリック）について最も体系的で綜合的
な記述を残しているのがアリストテレスである。彼が「トポス」について集中的に論じている著作は『トピカ』
と『レトリカ』である。前者は弁証術における「トポス」を、後者は弁論術におけるそれを主として記述して
いる。ただしアリストテレスの体系において両者を厳密に区別することは不可能である。目的別にみれば、前
者は証明を、後者は説得を目指しているという点で分けられるだろう。
　『トピカ』──タイトルからもわかるようにこの本全体が「トポス」の記述にあてられている──において
「トポス」は論証の仕方が正当であるかどうかを問うための「観点」として認識されている。弁証術は推論の

──────────────────────────────────────────────────────────
⑵　e. g. Toposforschung. Eine Dokumentation, éd. P. Jehn, Francfort sur le Main, Athenäum, 1972.
⑶　Francis Goyet, Le Sublime du « lieu commun ». L’invention rhétorique dans l’antiquité et à la Renaissance, Paris, Classique Gar-

niers, 2018 ［1èreéd., Honoré Champion, 1996］において「トポス」や「ロキ・コムーネス」の役割は次の三つに区分されている。
まず « Sens I »はこの後出てくる「増幅拡充のための論法」であり弁論によって聴衆の心を動かすため（movere）に用いられ
る。« Sens II »は「見出し語、章タイトル」の意味であり、ルネサンス期特有のものである。主に「コモンプレイスブック」
に関係する。これについては稿を改めて論じることになるだろう。そして « Sens III »はいまから見ていく「論拠」や人物、
事物の「属性」、さらにはそこから派生した「ラベル」という意味を持ち、これは主として「トポス」ないし「ロクス」と単
数形で表される。本稿もまたこの区分にしたがって考察を進める。この大著の要点がまとまっているのが次。F. Goyet, « Les 
divers acceptions de lieu ou lieu commun à la Renaissance », in Lieux communs, topoï, stéréotypes, clichés, (éd.) C. Plantin, Paris, 
Éditions Kimé, 1993, p. 411-422.
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積み重ねによって多様な領域の問題を論じる方法であるが、その立論が何に基づくのか、そしてそれは問題に
対して正確かつ妥当な立論なのかを「トポス」によって問うのである。たとえば、優劣や差異、対立関係や矛
盾といった種々の「観点」がそれにあたる。
　『レトリカ』は『トピカ』よりも後の著作であり、後者の「トポス」の説明が補完されて語られている。特
に第二巻 23章は「説得推論 enthymema」における「トポス」の記述にあてられている。そこでは論証のために、
相関関係、語形変化、定義や多義性、分割法、帰納法など計二十八もの「トポス」が列挙されている。この場
合もまた説得的な論証をつくるための「観点」を意味している⑷。
　アリストテレスの「トポス」はこの語が本来持つ「場所」という意味合いから離れている。むしろそれは空
間よりも点を指しているように思われる。彼が呈示しているのは「トポス」を用いてどのように現実を切り取
るか、言い換えれば、対象となる情報を整理していくかという方法である⑸。
　時代が下ると、共和政ローマにおいて、キケロは彼自身の『トピカ』のなかで「トポス」（ラテン語で「ロ
クス」と呼んでいるので以下ではそのように訳す）を「論証の在り処 sedes argumentorum」と定義し⑹、アリ
ストテレスが呈示した「観点」同様に、定義や類似、矛盾、原因、結果などを具体的な文例を交えながら記述
している。この「ロクス」は空間的な意味合いも含んでいるので「論拠」と訳しておく。『トピカ』で示され
る「論拠」の数々については、あまりにその量が多いので直接参照するのが一番であるが⑺、体系的にそれら
をまとめているのがクインティリアヌスだろう。彼は『弁論家の教育』第五巻 10章 20‐94節において「論拠」
を人物に関するものと事物に関するものの二種類に分けている。人物については家柄、教育、体質、性格が挙
げられ、事物については動機、場所、時間などのほか定義や類、種、原因、結果などが列挙される⑻。
　アリストテレスが「観点」として示したものを、キケロが具体的な弁論で使えるように「論拠」として呈示
したが、クインティリアヌスはそれらを人物の「特性」と事物の「属性」として整理したといえるだろう。キ
ケロとクインティリアヌによる「論拠」としての「ロクス」は、論証を作り上げるための出発点を意味するだ
けでなく、説得的な弁論のための押さえておくべきポイント、そしてその一覧を示してもいる。弁論家は「一
軒一軒戸口を叩いて回る⑼」ように、いわば弁論のためのチェックリストを一つ一つ確かめ、有力な論拠を見
つけ出さなくてはならないのだ⑽。

2．増幅拡充の論法：ロキ・コムーネス

　キケロが彼自身の『トピカ』の最後（97-99節）において示唆しているように、「ロクス」はもう一種類存
在する。「ロキ・コムーネス」と呼ばれるそれは、上で見たような論証の拠りどころや情報の精査に用いる属
性でもない。これは話題の増幅や論点の拡充のために用いられる、言論の「展開」を意味する。まとまった説
明がキケロ『発想論』2, 48-50でなされている（長いので適宜省略して引用する）。

──────────────────────────────────────────────────────────
⑷　アリストテレスにおける「トポス」については多くの研究がなされている。一例を挙げるとすれば G. Kennedy, The Art of 

Persuation in Greece, Princeton U. P., 1963 ; W. A. De Pater, Les topiques d’Aristote et la dialectique platonicienne, Fribourg, Édi-
tion St. Paul, 1965 ; Camille Rambourg, Topos : la première méthode d’argumentation dans la rhétorique grecque des V e-IV e siècles, 
Paris, J. Vrin, 2014.また Aristote, Topiques, éd. J. Brunschwig, Paris, Les Belles Lettres, 1967, tome I, pp. xcvi-ciii.
⑸　Laurent Pernot, « Lieu et lieu commun dans la rhétorique antique », in Bulletin de l’Association Guillaume Budé, n. 3, octobre 

1986, pp. 255-256.また Pernotは pp. 274-275において古代ギリシャの「ミメーシス（模倣）」の伝統と「トポス」を関連づけ
て論じている。すぐれた論証や表現を意識的に借用、模倣することによって、「コイノス・トポス κοινòς τόπος」（この場合の「コ
イノス（共通の）」とは一般性や通俗性をあらわすだろう）という一定の表現の型が出来上がる。これは論拠としての「トポス」
に先行するどころか、人間が言語を使いはじめて以来の現象であると理解できる。クルティウスの「トポス」はむしろ昔から
行なわれてきた模倣と反復という営為の一面を捉えたにすぎないのではないだろうか。
⑹　Cicéron, Topica, 2, 8.
⑺　日本語でも読むことができる。吉原達也「キケロ『トピカ』」『広島法学』34巻 2号、2010、19-45頁。
⑻　Cf. Goyet, op. cit., pp. 63-67.またこうしたリストは Cicéron, De l’invention, I, 34-77; De l’orateur, II, 162-173においても列挙
されている。
⑼　Quintilien, L’institution oratoire, V, 10, 122.
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　48．他の多くの係争にも転用できる論証を我々は「ロキ・コムーネス」と呼ぶ（haec ergo argumenta, 
quae transferri in multas causas possunt, locos communes nominamus）。実際これはすでに確証された事実を
増幅（certae rei amplificatio）する場合もあれば、まだ疑いのある事実を拡充する場合もある。それは反
対側の人間がもっともらしい理由によって疑惑を信じるべきかあるいはそうでないのかなどを主張したと
きである。この「ロキ・コムーネス」は憤激や哀願を手段として導入する場合もある（per indignationem 
aut per conquestionem inducitur）。
　49．「ロキ・コムーネス」は、とりわけそれが稀に導入されたり、すでに確かな論証によって証明され
ている場合には弁論を際立たせ、輝きを与える。いくつかの係争に汎用的な論証が用いられるのは、主張
に固有の論点が入念に展開され、残りの弁論のために聴衆の注意力を回復しなければならないとき［＝脱
線］、もしくは論証がすべて終わり元気を回復しなければならないとき［＝結論］である。実際、文体の
装飾におけるこのうえない心地よさと重厚さ（suavitatis et gravitatis）、そして事柄と思想の発想によって
（inventione rerum et sententiarum）もたらされる威厳はすべてこの「ロキ・コムーネス」に集約している
のである。
　50．したがって、「ロキ・コムーネス」が多くの係争に用いられるとしても、多くの弁論家がこれを手
にできるとは考えてはならない。というのも、多くの訓練を積み、言葉と思想の豊かさを用意できた者だ
けが（multa in exercitatione magnam sibi verborum et sententiarum copiam conparaverint）、その本性が要求
する通りの装飾と威厳をもって「ロキ・コムーネス」を扱うことができるのである。

まず、キケロは二種類の「展開」について語る。一つは確証された事実の増幅（certæ rei amplificatio）、もう
一つは確証されていない事実の拡充である（dubiæ rei amplificatio）。前者は主に国家に対する陰謀や犯罪、酩
酊や姦通などの悪徳といった、明白で議論の余地のない事柄に対し、その悪辣さを増幅するために用いられ
る⑾。しかるに後者はまだ議論の余地があるため、賛否両論ともに語ることができる事柄についての論点の拡
充である。法廷弁論の場合には原告と被告両者ともに論じることができる。そのために四つの論点が与えられ
る。すなわち、疑わしい証拠、噂、証人、拷問による自白である。これらから引き出されたものを正当である
か否か、真であるか否かなど議論することで論証を拡充するのだ。こうした事実の論述を「展開」することが
「ロキ・コムーネス」であると理解できるだろう。
　ところで、この「ロキ・コムーネス」の区分は後年の『弁論家について』においても見いだされる⑿。キケ

──────────────────────────────────────────────────────────
⑽　ここまで我々はあえて記憶術の伝統における「ロクス」には触れずにきた。というのもそれはここで論じるにはあまりに豊
かで複雑な事柄であるからだ。基本書として次の二つが挙げられる。F. A. Yates, The Art of Memory, London, Routledge, 1966 ; 
Mary Carruthers, The Book of Memory : A study of Memory in Medieval Culture, Cambridge University Press, 2008 (2nd ed.) ［1st ed., 
1990］.ところで、我々の観点にとって興味深いのは『ヘレンニウスに与える弁論術書』における記憶術にかんする箇所である。
第三巻 17章 30節においては想像上の蝋板もしくは一片の紙に文字を書きつけるように、記憶に刻み込むというメタファーが
紹介されている。この組み合わせはルネサンスの人文主義者たちに、紙上のテクスト配置が記憶の助けになるという考え方を
与えうるだろう。これについては Ann Moss, Printed commonplace-books and the structuring of Renaissance thought, Oxford, 
Clarendon Press, 1996, p. 8.さらに見落としてはならないのが、一般的に記憶の補助として役立っていたのは、フランシス・イェ
イツが強調したような「場所記憶 place memory」（特定の場所にイメージを配置することで記憶の補助とする方法）ではなく、
むしろ「ノートを取ること Note-Taking」であるというアン・ブレアの指摘である。実際、大プリニウスをはじめとして、古
代から記憶のためにメモやノートを取っていたことは確認されている。とりわけルネサンス期以降そうしたノートが多く残さ
れている。Cf. A. Blair, Too much to know. Managing scholarly information before the Modern Age, New Haven, Yale University 
Press, 2010, pp. 75-76.
⑾　また Ad Herennium, II, XXXではこうした「ロキ・コムーネス」が十個挙げられている。そのなかには「属性」などの意味
も見いだされるが、総体としては言論の増幅によって聴衆を説得することを目的としている。« Amplificatio est res quæ per 
locum communem instigationis auditorum causa sumitur ».
⑿　Cicéron, De l’orateur, III, 104-107.また弁論の増幅拡充は聴衆を感動させることによって説得を行なうのが目的だが、この
「感動させる」という意味の « movere »が、フランス語で « faire impression »「印象を刻みつける」と訳されるようになった
契機に、モンテーニュ『エセー』におけるキケロ的雄弁への反発があるとする興味深い論文が次。F. Goyet, « La traduction du 
latin Mouere par faire impression : une anti-rhétorique ? », in Littératures classiques, no. 96, 2018, pp. 109-117.
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ロは増幅拡充こそ雄弁の美質であると断言し、とりわけそれは称賛や非難を行なう演示弁論において最も効果
的であると言う。一般的な問題を扱う「ロキ・コムーネス」はこうした増幅拡充を担うのみならず、許しや憐
憫を乞う場合にも用いられる。これはまさしく『発想論』でみた、確証された事実の増幅（certæ rei amplifi-
catio）に相当する。そしてキケロはもう一つの「ロキ・コムーネス」にも言及する。それは賛否両論から論じ
ることのできる事柄──徳、有用性、名誉など──についてのものである。これもまた、確証されていない事
実の拡充（dubiæ rei amplificatio）に対応するだろう。ただし、『発想論』において拡充の対象は噂や証人など
から得られたものであったのに対し、『弁論家について』では美徳などの概念的な問題に変化している。これ
は前者が主として法廷弁論にかんする専門的な記述であったのに対し、後者が弁論家や雄弁、とりわけ演示弁
論にかんする対話形式の論考であるのと関係しているだろう。それに伴いキケロがここで呈示した言論の「展
開」、つまり「ロキ・コムーネス」の実質も変化している。『発想論』では論点を強調することが目的であり、
そのための言論の展開であったものが、『弁論家について』においては、論点を「一般化」することに変わる。
つまり、ここでの「ロキ・コムーネス」は個別的な案件（quaestio finita）から一般的な問題（quaestio 
infinita）へ言論の次元を持ち上げることにある。問題を一般化することによって論点を増幅し、説得力を高め
るのだ⒀。また、それが聴衆の感情をかきたてるものであれば、より効果的である。つまり「ロキ・コムーネ
ス」は、単なる個々の犯罪や悪徳を非難する、あるいは個人の称賛を行なうのではなく、それらを一般的次元
に持ち込むことで、聴衆の心を動かし、説得を作り出すのである（これは弁論の三つの目的のうちの
« movere »に相当する）。
　ところで共和政の崩壊後、帝政期に入ると弁論家を養成するための教育が一般に定着していたようだ。そこ
では模擬弁論に先立って予備訓練が行われていた⒁。『プロギュムナスマタ』と呼ばれる弁論術のための教科
書に「ロキ・コムーネス」の記述を見ることができる。この予備訓練の伝統は主としてギリシャで培われ、そ
れゆえ教科書もギリシャ語で記述されている。有名なのが四世紀後半のアプトニオスによるものであろう。ほ
かにも一世紀のテオン、二世紀のヘルモゲネス、五世紀のニコラオスが知られるが、アプトニオスの『プロギュ
ムナスマタ』は十四の課題によって構成されており、それぞれ理論的な要点のあとに簡潔な例が示されており
扱いやすいのがわかる。内容的には文法学の延長に位置するものや、弁証術と関わるものなど弁論の基本をな
す部分が述べられている。
　さて、アプトニオスの『プロギュムナスマタ』では上で述べた増幅拡充の論法が次のように区別されている。
課題の第七番目の「汎用の論法（コイノス・トポス κοινòς τόπος）⒂」と第十三番目の「一般論題（テシス
ϑέσις）」である。前者は「悪事を増幅して語る」ものである。手順としては聴衆の感情を駆り立てる前置きを
語り、比較によって被告の非を強調し、その意図を非難する。途中に脱線をはさみ、そこで被告の過去の生き
方を推量しつつその悪辣さを印象付ける。情状酌量の排除の後、合法性、正当性、有益性などの帰結を述べる。

──────────────────────────────────────────────────────────
⒀　こうした一般化については F. Goyet, op. cit., pp. 269-277.その例を挙げるならば、キケロの『ミロー弁護』の場合、個別的
案件は「ミローがクローディウスを殺したのは正当か」であるが、これを一般的問題として論じると、「国家にとって危険な
人物を、国家の救済のために、判決なしに殺すのは適法か」となる。前者は単にミローの正当防衛の弁護となるが、後者は国
家の危険を引き合いに出すことで、聴衆の危機感を煽り、「憤激 indignatio」を引き起こし、その心を動かすことで（movere）
説得へ持ち込める。
⒁　こうした予備訓練「プロギュムナスマタ」については Progymnasmata. Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric, 

translated with Introductions and Notes by George A. Kennedy, Society of Biblical Literature, 2003.また邦語文献に堀尾耕一「プ
ロギュムナスマタ文献の伝承について」『フィロロギカ』I、2006、1-17頁；同著者「アプトニオス『プロギュムナスマタ』（翻
訳と解題）」『東京大学西洋古典学研究室紀要』vol. 2、2006-7、45-86頁。ルネサンス期におけるアプトニオスの影響について
は、J.-Cl. Margolin, « La rhétorique d’Aphthonius et son influence au XVIe siècle », in Colloque sur la rhétorique, Calliope I, éd. R. 
Chevallier, Paris, Les Belles Lettres, 1979, pp. 239-269.
⒂　ここでアリストテレスの用いる「コイノス・トポス κοινòς τόπος」との違いについて触れておく。『レトリカ』I, 1358a 

10-35において彼が定義するには、「コイノス・トポス κοινòς τόπος」はあらゆる分野（法学、自然学、政治学など）の議論に
適応可能な「論拠」であり、それらは次の三つだけである。すなわち「可能／不可能」、「過去に存在していた／これから起こ
る」、「大きい／小さい」。これに対して個別的な論拠はそれぞれの分野に内在し、数多くある。これらが『プロギュムナスマタ』
における「コイノス・トポス κοινòς τόπος」と異なるのは明らかである。
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実例として独裁者に対する非難が挙げられている。この「論法」は上でみた「確証されている事柄 certæ rei」
についての増幅にほかならない。しかるに後者の「一般論題」においては、観照的なもの（例：「神々は存在
するか」）と実践的なもの（「結婚すべきかどうか」）に分けられる。一般論題は個別案件のように状況を伴う
ことはない。これは上で見た「疑いのある事柄 dubitæ rei」の拡充に相当するだろう。後者は賛否両論から述
べることにより、問題自体を深堀りし、根本から理解するのに役立つという利点がある。
　ここまでのキケロにおける「ロキ・コムーネス」と『プロギュムナスマタ』の区分の関係をまとめると次の
ようになる。

「ロキ・コムーネスloci 
communes」（キケロ）

確証された事柄の増幅

(certæ rei)（キケロ）
汎用の論法（κοινòς τόπος，

アプトニオス）

疑わしい事柄の拡充(dubiæ 
)（キケロ）

一般論題（ϑέσις，アプト
ニオス）

帝政期以後、東西ローマの分裂に伴い西ローマのラテン語圏でこの予備訓練の伝統は廃れる一方で、ビザンツ
のギリシャ語圏ではプロギュムナスマタの伝統は十五世紀に至るまで存続しつづける。中世において西側のラ
テン語圏では主としてキケロの『発想論』とボエティウスの『トポスの差異について De differentiis topicis』が
弁論術を学ぶための教科書としての位置を占めていた。我々は次にボエティウスによる「トポス」の理解とア
グリコラによる再定義をみることで、ルネサンス期における意味の変化への道筋をつけることができるだろう。

3．弁証術と弁論術の分離と再結合：ボエティウスからアグリコラ

　キケロは弁論術（レトリック）と弁証術（ディアレクティック）の区別を意識していない。むしろ彼にとっ
てこの二つは一体のものであったといえるだろう。クインティリアヌスにおいても事態は同様である。弁証術
に属する技術の数々もまた弁論のために用いられる。では一体いつからこの二つの術はそれぞれの領域を主張
しはじめたのか。それは六世紀のボエティウスからである。この『哲学の慰め』の著者はキケロの『トピカ』
を註解するほか『トポスの差異について』を記すなど「トポス」への関心が高いのが見て取れる。早速この作
品におけるボエティウスの「トポス」の扱い方を見てみよう。
　キケロの『トピカ』における「トポス（ロクス）」は上ですでに述べてきたような「論拠」である。「ロクス」
を手がかりとして弁論家は論証をつくりあげるのが目的だ。そしてその論証は疑わしい事柄について確信を得
るためのものである。ボエティウスもこのキケロの定義にしたがっているものの、そこに彼自身の定義を付け
加える。

「ロクス」はキケロが好んで言うように論証の拠りどころ（論拠）である。論拠はまず第一に「大前提
maxima propositio」として理解される。［中略］というのも、命題のなかには、それ自体で知られるもの
や証明された事柄にほかならないものがあるからである（これらは「最大の」や「根本の」と呼ばれる）。
他方でこれらの第一位の大前提が確証をもたらすような命題も存在する。その場合、あらゆる疑わしい事
柄において、前者の大前提（の命題）はこのうえなく根本的な証明の力を保持しており、それは他の命題
について確証を生み出し、さらにそれ自体以外に見いだされるべきものを必要としない⒃。

──────────────────────────────────────────────────────────
⒃　Boèce, De differentiis topicis, 1185a-b, in Patrologiae Latinae (PL), éd. J. Migne, vol. 64. « Locus namque est (ut M. Tullio placet) 

sedes argumenti. Argumenti enim sedes partim propositio maxima intelligi potest. [...] Nam cum sint aliae propositiones quae cum 
per se notae sint, tum nihil ulterius habeant quo demonstrentur, atque hae maximae et principales vocentur, sintque aliae quarum 
fidem primae ac maximae suppleant propositiones, necesse est ut omnium quae dubitantur, illae antiquissimam teneant probationem, 
quae ita aliis facere fidem possunt, ut ipsis nihil notius queat inveniri ».



227

発想の「場所」から引用の集成へ

注意深く読むと命題には二種類あることがわかる。一つにはそれ以上に証明を必要としない「大前提maxima 
propositio⒄」、もう一つには、その大前提によって証明される命題である。ボエティウスは前者を「ロクス」
と呼ぶ。ここで重大な変化が起きている。発想や論証を見つけ出すための「場所」を意味した「ロクス」は、
いまや命題それ自体を指すようになったのだ。キケロやクインティリアヌスにとって「ロクス」は論拠であり、
論証の対象についての情報を精査するためのいわば着眼点として機能していた。それゆえその場所はあらかじ
め論証が蓄えられているわけではなく、むしろ弁論家自身がそれらを見つけ出す（より正確にいえば「発想す
る inventio」）という認識であった。ところが、ボエティウスにおいてそれはすでに証明済みであるような大
前提を指す。こうした変化にともなって弁証術と弁論術の領域が明確に分かれる。弁証術（ディアレクティッ
ク）は一般的で普遍的な問題を扱い、「ロクス」はその証明に有効性を与えるものである（論証の基盤として
の役割）。他方の弁論術（レトリック）は個別的で特定の問題を論じるので、そのために必要な「ロクス」は
人物や事物に関する「属性」を意味するようになり、それらは問題に固有の論証（つまり普遍的ではない）を
見つけるのに役立つのだ。ボエティウスが示すこの「ロクス」の使い分けはキケロにも、それ以前にも見いだ
されないことから極めて独特だといえる⒅。
　この『トポスの差異について』自体についていえば、全四巻からなり、初めの一から三巻までは弁証術の「ロ
クス」について、そして最終巻の第四巻が弁論術の「ロクス」についてあてられている。十三世紀から十四世
紀にかけては、最終巻のみ弁論術の手引書として単独で扱われ、大学教育のなかでキケロ『発想論』や作者不
明の『ヘレンニウスに宛てた弁論術』に肩を並べる場合もあれば、しばしば取って代わることさえあったよう
だ。しかしキケロとボエティウスの根本的な違いは前者にとって弁論は聴衆の前で実際におこなうものであっ
たのに対し、後者にはそうした具体的な状況が欠けており、思弁的なものにとどまっているということである。
それゆえ『トポスの差異について』の第四巻は弁論術を扱っているとはいえ、その特徴はきわめて弁証術に従
属したものだといえよう。中世の大学教育のなかで次第に弁論術（レトリック）は弁証術（ディアレクティッ
ク）の周縁に押しやられ、さらにこの弁証術は論理学に吸収されていくだろう。この疎外されたレトリックを
救うのがアグリコラ（1444-85）である⒆。
　1469年にオランダを飛び出しパヴィアに到着したアグリコラはその後 75年にフェラーラへ移りそこで有名
な教育者バッティスタ・グアリーノのもとで学んだ⒇。当地での勉学の成果ともいえる『弁証術（ディアレク
ティック）の発想について De inventione dialectica』は草稿のままオランダに持ち帰られ、彼の死後、1515年
に初版が出た（決定版は 1539年を待たなくてはならない）。それによってエラスムスやメランヒトンといっ
た北方ルネサンスを代表するユマニストたちに大きな影響を与えた。この著作は当時流行していたロレン

──────────────────────────────────────────────────────────
⒄　ボエティウスからはじまる « maxime »の意味の変遷については次。F. Goyet, « L’origine logique du mot maxime », in Logique 

et Littérature à la Renaissance, Actes du colloque de la Baume-les-Aix, 16-18 septembre, 1991, éd. M. L. Demonet et A. Tournon, 
Paris, H. Champion, 1994, pp. 27-49.
⒅　中世における「ロクス」については次のものが詳しい。N. J. Green-Pedersen, The Tradition of the Topics in the Middle Ages, 

Münich, Vienne, Philosophia Verlag, 1984.
⒆　こうした観点からアグリコラについて論じているのが次。Marc Cogan, « Rodolphus Agricola and the Semantic Revolutions of 

the History of Invention », in Rhetorica : A Journal of the History of Rhetoric, vol. 2, n. 2, 1984, pp. 163-194.アグリコラ全体に関
してはW. J. Ong, Ramus, Method, and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of Reason, Cambridge, Mass., 
Harvard U. P., 1958 (repr. New York, Octagon Books, 1974), pp. 92-130; Peter Mack, Renaissance Argument : Valla and Agricola in 
the traditions of rhetoric and dialectic, Leiden, Brill, 1993.

⒇　アグリコラの「ロクス」については Ann Moss, op. cit, pp. 73-82.またフェラーラのバッティスタ・グアリーノは、ヴェロー
ナとフェラーラで私塾を開き、古典語教育を行なっていたグアリーノ・グアリーニ Guarino Guarini （1374-1460）の息子である。
そこで教えられていたのが古典作品からノートを取るやり方であり、この方法を息子のバッティスタが De ordine docendi et 
discendi （1459）にまとめている。それによると生徒は古典作品を読みながら、語彙、注釈、みずからの関心についてのノー
トを作成し、そのノートは主題別にまとめるとよいとされている。少し内容を先取りすることになるが、この十五世紀半ばの
イタリアではすでに「コモンプレイスブック」の原型となるようなノート作成法が広まっていたといえる。Cf. Ibid., pp. 
53-54.また一般的なノートの作成の歴史と実践については Ann Blair, « The Rise of Note-Taking in Early Modern Europe », in 
Intellectual History Review, vol. 20, n. 3, 2010, pp. 303-316.
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ツォ・ヴァッラの影響を受けつつ、弁証法は形式的な実証性のためではなくむしろ最大限の蓋然性を確立する
ための方法であり、そこで用いられる言葉は古典ラテン語をベースにした、明晰なラテン語でなくてはならな
い、という主張がなされている。
　ボエティウスは弁証術の「ロクス」を他の命題を証明するための基礎としたが、アグリコラにとって弁証術
で扱われるあらゆる命題は蓋然的なものにとどまる。したがってアグリコラの弁証術においては、すでに確証
された命題というのは存在しない。ここで「大前提」としての「ロクス」の意味が変化する。アグリコラはボ
エティウスが弁論術（レトリック）の領域に追いやった人物や事物の「属性」という意味合いを取り戻す。弁
証術は疑いのある事柄を論証し、最終的に確証を得ることを目的とするが、そのためにはあらゆる疑いを除き、
蓋然性を最大限に高めなければならない。よって、「属性」のロクスは論証が正当であるかどうかを確認する
チェックリストとして大いに役立つ。こうしたロクスに基づいて一つ一つ事実を積み重ねていくことによって
蓋然性を高められるのだ。このような事実の探求のための「ロクス」こそ「発想 inventio」に属するものであり、
ボエティウスのそれは実際のところ「判断 judicio」にほかならないとアグリコラはいう。なぜならボエティ
ウスの「ロクス」はすでに論証された命題（「大前提」）であり、事実の探求をそれ以上必要としないからであ
る。このようにアグリコラは弁証術とその「ロクス」の見直しを行ない、それと同時に弁論術の再定義を試み
る。弁論術（レトリック）は「措辞 elocutio」に関わるものであり、したがってそこでは何かを見つけ出すた
めの「ロクス」は必要ない。この点において弁論術は修辞学へと姿を変えるだろう。発想から口演までの五部
門を指示していたレトリックという言葉はアグリコラ以降、徐々に三番目の措辞部門に限定されていく（とは
いえそれはだいぶ先のことになるが）。
　それに加えて、弁論術の領域から奪還された「ロクス」はアグリコラのなかでさらなる変身を遂げる。アグ
リコラはこの世界における事柄（事例）の豊富さと多様さを前にして、いかなる言論の体系もそれらを完全に
包含することはできないと気づく。しかしながら、事柄（事例）には共通した特徴があり、それらは「共通の
見出し語 communia caputa」によって分類できるという。そしてこの「見出し語」から主題に適応した論証を
引き出すことができると主張する㉑。

それゆえ、これらの見出し語はどんな事柄（事例）についても何か述べることができるという点で共通の
ものであり、それ自身のうちにすべての論証を収納している。こうした理由からこの見出し語は「ロキ
loci」と呼ばれ、そこには──まるで保管庫や宝庫のように──確信を生み出すためのあらゆる道具が入っ
ているのだ。したがって「ロクス」は事柄（事例）に共通の「ラベル nota」にほかならず、それに促さ
れることで、あらゆる事柄（事例）について、蓋然性がどの程度なのかを見出すことができるのだ。
（Haec igitur communia, quia perinde ut quicquid dici ulla de re potest, ita argumenta omnia intra se continent : 
idcirco locos vocaverunt, quod in eis velut receptu et thesauro quodam, omnia faciendae fidei instrumenta sint 
reposita. Non ergo aliud est locus, quam communis quaedam rei nota, cuius admonitu, quid in quaeque re prob-
abile sit, potest inveniri）㉒.

論証を見つけ出す「論拠」もしくはそれを指し示す「属性」は、原則として一つの事柄（事例）に対して用い

──────────────────────────────────────────────────────────
21　ここまでの内容は次の文章を大まかに要約したものである。Agricola, De inventione dialectica liber omnes, liber1, caput. 2, 

« Quod sit locus », Cologne, Ioannes Gyumnicus, 1539, p. 9, « Res autem numero sunt immensae, et proinde immensa quoque pro-
prietas atque diversitas earum. Quo sit, ut omnia quae singulis conveniant aut discrepent, singulatim nulla oratio, nulla vis mentis 
humanae possit complecti. Inest tamen omnibus (tametsi suis quaeque discreta sint notis) communis quaedam habitudo, et cuncta ad 
naturae tendunt similitudinem [...]. Ingeniosissimi itaque virorum, ex effusa illa rerum varietate, communia ista capita. [...] ducere-
mus inde argumentum propositis rebus accomodatum ». また仏語訳として次も参照。Écrits sur la dialectique et l’humanisme, trad. 
et éd. Marc van der Poel, Paris, Classique Garniers, 2018, p. 93 et 95.
22　De inventione dialectica, loc. cit.アグリコラはこうした「ロクス」（全 24個）を caput. 4で呈示し（pp. 22-24）、その詳細を

caput. 5-27で分析する。このエディションはアムステルダムのアラルドゥス Alardus d’Amsterdamによる注釈がついているが、
p. 25において彼は「ロクス」を樹形図で整理している。
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る分析の道具であったが、複数の事柄（事例）を前にしては機能不全に陥る。たとえば一人の人物を「固有性」
という観点から分析し、論証をつくることは可能だが、それが複数人の場合、「固有性」にも様々あるので、
その観点は役に立たない。そこでアグリコラが見つけ出したのが共通性であり、それを「見出し語 capita」と
呼んだのだ。それらは「固有性」よりもさらに事物の本性的な事柄、事物に必ず共通して見つかる特定の実体
や原因などである。アグリコラが掲げる「ロクス」は定義や類、原因、結果、場所や時など目新しいものでは
ないが、我々が注目したいのは、それらが「共通」であるという点だ。前述のようなアリストテレスの「トポ
ス」、キケロやクインティリアヌスの「ロクス」がアグリコラによって複数の事物に当てはまるような、より
根源的なトピックに変えられる。「共通の見出し語 communia caputa」はしたがって、新たな意味をまとった
「ロクス」あるいは「ロキ」にほかならず、その後「見出し語」という意味の「ロキ・コムーネス」へと変身
する。これはルネサンス期特有のものである㉓。このルネサンス的「ロキ・コムーネス」が引用句の集成とい
う素材と出会うことにより「コモンプレイスブック」と呼ばれる主題別見出し語付きの集成を生み出すことに
なるだろう。
　アグリコラが「ロクス」概念にもたらした──ほとんど革命的ともいえる──変化はその目的までも変えて
しまうだろう。説得力のある論拠を指示する「ラベル」が、書物の「見出し語」となるにつれて、弁論によっ
て聴衆の心を揺り動かすこと（movere）のための「ロキ・コムーネス」は、印刷された書物によって自分の
主張を伝達するルネサンス期において、読者に確信を生み出すための権威ある引用が豊富に蓄えられた「場所」
を指示するようになる。確信を生み出すこと、これこそ「教示する docere」であるとアグリコラはいう㉔。ル
ネサンス期の「コモンプレイスブック」の流行と実践が示しているのはこのような人々の心を打って説得する
« movere »から、人々に知識を、ひいては真理を教示する « docere »への変化にほかならない㉕。
　とはいえ、確信を生み出すための権威ある引用の数々は一体どこから、どのようにして、どのような基準で
集められるのかが問題である。「見出し語」のもとに配列される素材に目を向けてみよう。

4．詞華集：情報の収集と保存

　セネカ『倫理書簡集』第 84信における蜜蜂のメタファーは読書方法と記憶の仕方について、さらにはそこ
から得た知識の消化吸収のプロセスについて説明するだけではない。それは知識の収集と配列の仕方も教えて
くれる。「我々は蜜蜂を真似なくてはならない」とセネカは言う。「そして様々な読書を通じて集めたものはな
んであれ分けておくべきだ。というのもその方が保存に適しているからである㉖」。マクロビウスは『サトゥ
ルナリア』の序文においてまったく同じ主張を繰り返すだろう。しかしセネカにとっては単なる読書法の呈示
でしかなかったものが、マクロビウスにとっては古代の著者たちの文章をいかに収集し保存するかという問題
につながる。この問題の解決方法の一つとして「詞華集 florilegia」が挙げられるだろう。
　アウルス・ゲッリウスが『アッティカの夜』の序文で触れているように古代後期から引用のコレクションは
存在していたらしい㉗。とはいえ中世の詞華集の伝統に影響したのは少なく、ギリシャ語の『ストバイオス詞
──────────────────────────────────────────────────────────
23　これとキケロ的な増幅拡充の「ロキ・コムーネス」が無関係であるかといえば、そうではなく、むしろメランヒトンは言論
の展開という要素を「見出し語」に持ち込む。これについては、K. Meerhoff, « Logique et création chez Philippe Melanch-
thon », in Logique et Littérature à la Renaissance, Actes du colloque de la Baume-les-Aix, 16-18 septembre, 1991, éd. M. L. Demonet 
et A. Tournon, Paris, H. Champion, 1994, pp. 51-68.

24　De inventione dialectica, éd. cit., liber 2, caput. 3, « Quod sit finis dialectices » p. 197, « Hic itaque finis erit dialectices, docere pro 
facultate rei de qua disseritur, id est, invenire quae fidei faciendae sint apta, et inventa disponere atque ut ad docendum quam accom-
modatissima sint ordinare ».「弁証術の目的は次のように定式化される。すなわち我々が論じる主題の可能性にしたがって教え
ること。つまり確信を生み出すのに適したものを見つけることであり、教えることにこの上なくふさわしくなるよう、その見
つけたものを分類、整理することである」。実際、アムステルダムのアラルドゥスはそれぞれの「ロクス」への注釈のなかで、
« exempla »として古典や聖書などから「ロクス」に当てはまるような具体的な文章を引用している。
25　この点については Goyet, op. cit., pp. 471-492.
26　Sénèque, Lettres à Lucilius, ep. 84. « nos quoque has apes debemus imitari et quaecumque ex diversa lectione congessimus, sepa-

rare, melius enim distincta servantur ».
27　Cf. Aulu-Gelle, Les nuits attiques, praefatio 2.
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華集』も有名であるが、十三世紀以前の写本はほとんどなく（そもそもギリシャ語の読める人間がいない）、
一般的に知られるようになるのは十五世紀を待たなくてはならない。それでは詞華集は一体どこからやってき
たのか。おそらく十二世紀の『ガリア詞華集 Florilegium gallicum』と『使徒詞華集 Florilegium angelicum』
から始めるのがよいだろう㉘。
　どちらも十二世紀以降多くの写本が残されている。前者は 40もの古典作家と詩人からの引用によって、後
者はその半分の古典作家（ただし散文のみ）とキリスト教作家からの引用によって成り立っている。両者とも
フランス（おそらくオルレアン）が起源だろうと言われている。詞華集 florilegium──「花々 flores」を「摘
む legere」というイメージから名付けられている──は基本的に著者別に分類され、そこに配列される引用文
は原典に登場した順番どおりに並べられている。また、この著者の順番もランダムではなく、多くは学校用テ
キストに出てくる著者を難易度順に──より簡単なほうから難しいほうへと──並べたものだ。これが示唆し
ているのは、詞華集がラテン語とそれに伴う思想教育のために用いられていたのではないかということであ
る。実際、中世後期から十六世紀にかけていくつかの地域では、少年が学校でラテン語に触れる最初の経験は、
モラルに関する韻文の集成から抜粋を行なって自分のノートに書き写すというものだった㉙。
　収集と保存という詞華集のプロセスはそこから二種類の集成（コンピレーション）を生み出すことになる。
すなわち、百科全書的コレクションと説教のための集成である。前者の代表例はいうまでもなく、ボーヴェの
ヴァンサンの『大いなる鑑 Speculum maius』であろう。十三世紀半ばのこの著作は、すでに編纂済みの詞華
集（『ガリア詞華集』など）からその引用を抜粋し再配列することによって出来上がったものだ。全八〇巻、
9885の章から成るこの集成は説教師たちの助けになるようにというのが目的ではあるが、実際のところ自然
科学から哲学にいたる分野に関する引用をまとめた百科全書的知識の集成である。内容面について述べるなら
ば、全四部構成のうち第一部は自然学（Speculum naturale）、第二部は科学、芸術（Speculum doctorinale）、著
者の死後に付加された第三部はモラルに関して（Speculum morale）、そして第四部は歴史（Speculum histori-
ale）について扱う。これら全体が筆写されることは少なく（写字生の労苦と物質的な費用は大変なものとな
るだろう）、第四部のみしばしば独立した形で残存している。とりわけ我々にとって興味深いのは第三部の「モ
ラルの鑑 Speculum morale」である。これはキリスト教モラルや七大罪、枢要徳といった神学にかんする主題
を扱っており、引用文も教父やキリスト教著作家からのものが大半であるが、各セクションのタイトルは疑問
文の形であらわされ、細かな分類によって問題が論じられている。その際、キケロの『トピカ』でみたような
定義、類、種、原因、結果などの「ロクス」が活用されている。こうした特徴は、この著作がトマス・アクィ
ナスの影響を受けていることを示唆しているが、同時にコモンプレイスブックの配置を予見させるものでもあ
るといえよう。
　他方の説教のための集成について見てみよう。アイルランドのトマスが 1306年パリで編纂したという『一
掴みの花々Manipulus flores』は教父の著作からの引用が主であり、詩人からの引用はない。その他、古典作

──────────────────────────────────────────────────────────
28　ここからの記述は主に A. Moss, op. cit., pp. 24-50; A. Blair, Too much to know. Managing scholarly information before the Mod-

ern Age, New Haven, Yale University Press, 2010, pp. 33-46, pp. 124-135に負っている。また、中世における範例や警句、諺の
集成については、B. Taylor, « Medieval Proverbe Collection : The Western European Tradition », in Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, vol. 55, 1992, pp. 19-35.この論文のなかで Taylorは詞華集を配列方法によって三つに分類する。一つ目は
古典著作からの抜粋を原典と同じ順序で並べたもの（以下に見る『ガリア詞華集』など）、二つ目は抜粋をアルファベット順
に並べたもの（古代から中世まで受け継がれたプブリリウス・シュルス Publilius Syrusの『格言集 Sententiæ』が例として挙
げられる。これは文頭の単語が見出し語の役割を果たしているという点でも興味深い。またその後の 9世紀頃のセネカの作品
からの抜粋集『セネカ諺集 Proverbia Senecæ』にも影響を与えたとされる）。三つ目は主題別に哲学者の言行を並べたもので
あり、主題はたとえばキケロの『義務論』の区分にしたがったものであったりする。こうした詞華集についての綜合的な研究
は B. Munk Olsen, « Les classiques latins dans les florilèges médiévaux antérieurs au XIIIe siècle », in Revue d’histoire des textes, no 
9, 1979, pp. 47-121 ; no 10, 1980, pp. 115-164.
29　A. Moss, op. cit., p. 26.また詞華集にはモラル教育という側面もあった。とりわけ、世俗の文学をキリスト教道徳に従属させ
るという傾向が十二世紀には一般的であったという。これに関してはMunk Olsen, « Les florilèges d’auteurs classiques », in Les 
genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales, Actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, 
Institut d’études médiévales, 1982, pp. 157-158を見よ。
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家はキケロ、セネカ、ウァレリウス・マクシムスなどから引用されている。初めて印刷されたのが 1483年ピ
アチェンツァにおいてであり、その後 1493もしくは 95年にヴェネツィアで第二版が出たのち、長い空白期
間を経て、1550年に再版されると、その後は少なくとも十六世紀中に 25回、十七世紀に入ってからは 12回
以上印刷され 1887年まで頻繁にではないにせよ出版が続いた。1483年の初版の時点で 366もの様々な著作が
混ぜ合わされているというが、配列方法はきわめてシンプルである。主として信仰に関するトピック（見出し
語）がアルファベット順に配列されており、それらはすべて単数名詞で表されている（例えば « Abstinentia », 
« Abusio », « Acceptio personam »）。そして引用句の順番も、教父、聖職者、最後に世俗の道徳的な著作家となっ
ていて非常に実用的である。ほかの詞華集や説教集と一線を画する最大の特徴は、その情報検索システムであ
る。アルファベット順のトピック配列にくわえて、相互参照（クロスレファレンス）によって読者は自分の欲
しい情報がどこにあるのかをすぐさま見つけることができるのだ。相互参照は同じ抜粋が異なるトピックのも
とに重複して収録されないようにするためのものでもあるが、同時に類似したトピックを探すのに役に立つ。
説教者はこのシステムを説教のみならず、議論、証明、説得といったあらゆる場面において活用できる。主題
と関連するトピックを辞書を引くようにして探り当て、そこに聖俗両方の権威ある引用を見出す。さらに類似
したトピックを相互参照によって調べることで、主題に関する議論ないし論証を補強することも可能である。
このように『一掴みの花々Manipulus flores』は説教者にとって非常に便利なツールであり、何度も版を重ね
たのも当然だといえるだろう。そしてアルファベット順トピック配列と相互参照のシステムはそのままルネサ
ンス期のコモンプレイスブックに受け継がれる。
　ここまで見てきた百科全書的詞華集と説教集の特長を継承し、新たな詞華集のモデルとなったのがナニ・ミ
ラベッリによる『ポリアンテア Polyanthea』である。1503年にサヴォナで初版が出ると、四年後にはヴェネ
ツィアで、1512年にはバーゼル、翌年リヨン、その後はヨーロッパ各地で次々と版を重ねた㉚。構成は『一
掴みの花々Manipulus flores』と同様にアルファベット順に単数名詞で表されるトピックが並べられ、そこに
聖書、教父から世俗作家という順で引用が配列されている。『ポリアンテア Polyanthea』の特色としては次の
三つが挙げられるだろう。まず引用された著者のアルファベット順のリスト、そしてトピックのアルファベッ
ト順のリスト（第二版以降その項目の開始ページ番号が付いた）、最後に記述の長くなるトピックについては、
その概念的秩序を示す枝分かれした階層図（たとえば図の一番左に最も抽象的な概念「慎み」を置いたとする
と、そこから「神に関する／人間に関する」という風に分岐するなど）である。この最後の枝分かれの階層図
は、主題に関する内容を見つけるためというよりも、その順番で説教をすることが可能な大まかな流れ（アウ
トライン）を形成している㉛。このような実用的な装置の数々は時代を経るごとに、そして収録される情報量
が多くなるにつれて、より洗練されたものになっていく。
　『ポリアンテア』は中世の詞華集の集大成でもあるが、同時にコモンプレイスブックの端緒でもあった。実
用的なアルファベット順の索引、説教の流れを作るための樹形図などの技術的な面において詞華集の伝統の最
後に位置しているが、その理念はルネサンス期のコモンプレイスブックにふさわしいものであった。実際のと
ころ、この集成は説教のマニュアルであると同時に、人文主義的レトリックの手引きでもあった。抜粋元の著
者の数や範囲は拡大し、キリスト教著作家のみならず、ダンテやペトラルカなどの詩人からの引用も収録して
いるほか、ギリシャ語の表現にはすべてラテン語の翻訳が付けられ、哲学者や歴史家、詩人たちのギリシャ語
やラテン語の格言だけでなく、それらの難解な語についての解釈や説明が提供されるなど、いわば読者が語彙
を増強するのに役立つものとなっているのが見て取れる。つまり、ここでは抜粋の「多彩さ varietas」と「言
語表現の豊かさ copia dicendi」というルネサンスを特徴づける重要な要素が明確にあらわれている。これは同
時期に出版されたエラスムスの『言葉と内容の豊かさについて De copia duplici verborum ac rerum』と共鳴し
ている。この点において『ポリアンテア』はコモンプレイスブックであると言うことができ、実際、その後多
くの編纂者がこれに増補や改訂をおこない、一世紀以上にわたって版を重ねたのだった㉜。

──────────────────────────────────────────────────────────
30　十六、十七世紀における『ポリアンテア』の簡略な印刷史については A. Blair, op. cit., pp. 180-181, « Table 4-1 »を参照のこと。
31　Ibid., pp. 144-152においてこうした階層図あるいは樹形図について詳しく論じられている。
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　このようにして、中世の詞華集の伝統──収集と保存の作業──は次の時代へと受け継がれていく。古典古
代の再発見による「情報爆発㉝」、印刷術の発展、そして正確で美しいラテン語の習得への情熱は、情報を検
索し、管理する役割の「見出し語」という意味での「ロキ・コムーネス」と、手本となるような権威によるラ
テン語の文章が多く収納された貯蔵庫である集成の出会いを引き起こすだろう。そしてそこから「コモンプレ
イスブック」という新たなツールが誕生するのだ。

おわりにかえて

　我々は古代ギリシャの「トポス」からルネサンス期の手前の「ロキ・コムーネス」まで概観し、その意味と
変化を追った。これらを「情報」の処理あるいは管理という観点から見るならば、論拠や属性としての「トポ
ス」や「ロクス」は対象を分節化し、精査する道具である。他方で、増幅拡充のための弁論の展開、「ロキ・
コムーネス」は対象を一般化し、強調するのが目的である。この一般化の意志と属性というラベリングがアグ
リコラの創意、そして印刷術の発展とともに、「コモンプレイスブック」において結実する。これは中世の詞
華集にそのフォーマットの原型を借りつつも、古典古代の弁証術と弁論術の要素を組み合わせ、昇華させたも
のにほかならない。次回は「見出し語」としての「ロキ・コムーネス」について、エラスムスとメランヒトン
という二大人文主義者の著作を紐解きながら、その役割や目的、意義について詳しく見ていきたいと思う。

──────────────────────────────────────────────────────────
32　Ibid., pp. 182-186.また『ポリアンテア』の作品としての位置づけの変化とその衰退については次を参照。Bernard Beugnot, 

« Florilèges et Polyantheæ : Diffusion et statut du lieu commun », dans La mémoire du texte : Essais de poétique classique, Paris, 
Honoré Champion, 1994, pp. 257-279.
33　これは上に挙げた Blair, Too much to know. Managing scholarly information before the Modern Ageの邦題でもある。アン・ブ
レア『情報爆発──初期近代ヨーロッパの情報管理術』住本規子ほか訳、中央公論新社、2018．


