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こでは，政治学と倫理学は同じ学問体系に属して
序 政治学・政治思想史とは
政治学の語源は古代ギリシアのポリスにあり，

政治学は古代ギリシアでポリスに関する学として
生まれた．ポリスとは都市国家のことで，国家の

いる．アリストテレスは更に学生を率いて158も
のギリシア都市国家の国利実態調査を行い，現代
政治学に似た関心ももっていた．
プラトンとアリストテレスは，奇妙なことに，

一形態である．国家とは社会が発達し，利害の対

ポリスの対外関係，国際政治は政治学の対象とは

立・争いが起こると，秩序を保つために権力・支

考えなかった．東にはペルシァ帝国，北にはマケ

配・統治が必要となり，統治機構が生まれ，政治

ドニア王国というポリスとは異質な強大な専制統

社会が生まれるわけで，これを一般に国家と呼ん

一国家があり，アテナイとギリシア都市国家の運

でいる．政治学はこうした国家や政治社会に関す

命は国内問題よりむしろ国際間題にかかっていた

る学問として古代ギリシアで生まれ，プラトンと

が，彼らは無視した．彼らもギリシア文明に対す

アリストテレスによって体系的に論じられた．

る脅威をひしひしと感じていたが，野蛮で時代遅

プラトンとアリストテレスはアテナイとギリ
シア都市国家の内部に視野を限定し，寡頭派と民
主派の激しい内部抗争にさらされたアテナイとギ

れのアジア的専制支配と軽蔑し，学問の対象とは
認めなかった．

政治学は今日，基本的に4つの専門分野の総称

リシア都市国家において，理想国家や最善政体は

として使われている．4つの専門分野とは，1．

何であり，どうすれば実現できるかを論じた．こ

政治思想史，2．政治史，3．現代政治学，4．

87

清 末 尊 人

国際政治学，である．1．政治思想史は古代から

であった．市民のすべてが市民権（これに土地所

現在までの政治思想・政治哲学を扱う．2．政治

有権と参政権が伴う）をもつのではなく，女・子

史は政治を中心に扱う歴史学で，主に近代以降を

供には認められず，戦士になれる成年男子に限ら

扱い，社会史などが登場する以前は歴史学の主流

れていた．

であった．3．一般に現代政治学と総称されてい

古代ギリシアのポリスは戦争に備えた戦士共同

る分野は主に統治全般を扱う．例えば，政府と議

体で，戦士だけが市民権をもつ市民共同体であり，

会，政党と利益集団，投票行動，政策と官僚制，

共通の守護神を祭る宗教によって統合していた．

こういったものを扱う．行政学もここに含まれる．

ポリスは市民の自治・自足共同体であることに

4．国際政治学は主に近代以降の国際政治全般を

よって，他国との同盟関係や貿易をひどく嫌うと

扱う．近代の主権国家を主体とする国際体制を確

いう性格ももっていた．ポリスは市民共同体であ

立したウェストファリア体制以降の国際関係を主

るという点で，ギリシアを取り巻くペルシァ帝国

に扱う．

やマケドニア王国といった人口・領土ともに大規

政治学はこのように広大な学問体系であり，こ

模な専制統一国家とは決定的に異なっていた．ポ

こでは政治思想史の中心をなす西欧政治思想史の

リスの市民はここでは1人の王だけが自由で，他

前編を扱う．

は臣民として奴隷状態におかれていると考え，人
間として文明生活を送れるのはポリスだけで，専

第1章 ポリスの政治思想−プラトンとアリス
トテレスー
1．舌代ギリシアのポリス

ヨーロッパ文化の主要な源泉の1つは古代ギリ

制統一国家などは野蛮な過去の遣物にすぎないと
みなした．

ポリスの国利は一般に，ホメロスが描く王政か
ら紀元前8世紀頃に貴族政に移り，そして紀元前
7−6世紀頃に，寡頭派と民主派の激しい抗争の

シアであり，これは政治学・政治思想史の分野で

なかで，戦争に促されながら，貴族政から民主政

も同じで，プラトンとアリストテレスの壮大な体

へと展開していった．アテナイが民主派を代表し，

系を生み出した古代ギリシアのポリスに源泉を

スバルタが寡頭派を代表することになる．アテナ

もっている．そこで，先ず，プラトンとアリスト

イは紀元前6世紀末にクレイステネスによる垂装

テレスが生活し，「ギリシアの学校」をもって任じ，

歩兵民主政，つまり自前で垂装歩兵になれる中流

ギリシア最高の文化を誇ったアテナイを中心に，

市民まで政治に参加できる民主政になり，そして

ポリスの性格を見ておかなければならない．

紀元前5世紀初頭のペルシァ戦争の勝利によっ

古代ギリシアのポリスはアテナイ，スバルタを

て，軽装備の海軍が主体となり，ペリクレス（紀

中心に，全盛期には1500余りにも達したが，ポリ

元前495頃−429年）による下層市民までの全市民

スの語源は城壁のことであり，城壁に囲まれ，神

の民主政になった．ペルシァ戦争の勝利，それに

殿を中心にもつ都市が支配する人口・領土ともに

続くアテナイを盟主とするデロス同盟によってギ

′ト規模な都市国家であった．その住民は自由人と

リシアの覇権を求め，帝国主義的膨張によって，

奴隷に分かれ，自由人は在留外国人と市民に分か

アテナイはこのペリクレスによる民主政の時代に

れていた．アテナイはペルシア戦争後には，直径

絶頂期を迎え，しばしばここに民主主義の理想が

2kmほどの円形の城壁，それに港ビレウスまでの

求められることになるので，その実態を見ておこ

城壁に囲まれ，守護神アテナを祭るパルテノン神

う．

殿を中心にもち，周りのアツテイカ平野を支配す

統治機関としては，先ず，全市民が出席する資

る都市国家であった．人口は30万人ほどで，自由

格をもつ市民総会がある．これは年1（）回定期的に

人20万人，奴隷10万人で，市民は4，5万人ほど

開かれ，ポリスに関する様々な問題が議論され，
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決定されたが，ここに直接民主主義を見るのは神

理，雄弁術）に移っていった．若者の野心は政治

話である．実際の統治は市民総会の名において，

指導者になることであり，そのためには明確な政

500人評議会が行った．これは10の部族が選挙で

治理念をもち，人々を説得する雄弁術を身につけ

選んだ50名からなり，1年の任期の10分の1ずつ

ねばならなかった．その要求に答えたのがソフィ

担当し，再選はできなかった．統治機関としては

ストと呼ばれる一群の教師であった．彼らの議論

更に，裁判所がある．これは100の住民区が選出

は紀元前6世紀以来発達していた自然哲学の影響

し，簸で割り当てられた500名以上の裁判官と陪

を受けて，自然（physis）と慣習（nomos）とい

審員からなるが，現代の裁判所とは異なって，広

う対立概念を基本枠組みとしていた．自然界は不

範な権限をもっていた．訴えられた問題はすべ

断に流動・変化しているように見えるが，その底

て，市民総会や評議会の決定でもすべて扱い，人

には永久不変のものがある．例えば，原子論では，

民の名において判決を下し，控訴はなかった．役

自然界は無限に多様な様に見えるが，その底には

人に対しては，候補者を審査し，任期満了時には

原子という永久不変のものがあり，それが様々な

監査を行った．更に，例外的統治機関として，10

仕方で結合して無限の多様性を生み出しているに

人の将軍職があった．これは全市民の直接選挙で

すぎない．こうした考えが人間界にも適用され，

選ばれ，再選も認められたので，裁判所の監査も

人間界にも永久不変なもの，絶対的なもの

うけず，最も独立した統治機関であった．

ペリクレスは将軍の資格で，市民総会を味方に
つけて，絶対的権力を握り，死ぬまで握り続けた．

（physis）があり，それ以外は人間が作り出した
約束ごと（nomos）にすぎない，とされた．

アテナイの繁栄はペリクレスの死後，デマゴー

ペリクレスは代々の偉大な将軍にして，明確な政

グによる民主派と寡頭派の激しい権力闘争とスバ

治理念（アテナイの栄光と民主政）を追求し，民

ルタとのペロポネソス戦争の敗北（紀元前431−

衆を陶酔させる雄弁な政治家であり，かつ人格高

404年）によって危機にひんし，混乱期を迎えるが，

潔の士として民衆に圧倒的な人気があった．対

混乱のなかでソフィストの運動はますます広がっ

外的には，スバルタを盟主とするペロポネソス同

ていった．そのなかで体系的思想を展開してくる

盟に敵対して，アテナイを盟主とするデロス同盟

のがソクラテス（紀元前470頃−399年）である．

によってギリシアの覇権を求め，帝国主義的膨張

ソクラテスは何も書き残さず，彼の思想がどうい

によってアテナイの栄光を追求した．対内的には，

うものであったかはよく解っていないが，とにか

デロス同盟の莫大な金と海外膨張による支配・通

く彼の信念は「徳は知なり」であった．徳は客観

商の金をアテナイの城壁，神殿，港湾，その他の

的に存在する（physisであって，nOmOSではな

建造物に惜しみなくつぎ込み，民衆に大盤振る舞

い）．従って，それは知識の問題であり，討論に

いし，アテナイの栄光を追求した．ペリクレスに

よって教えることも，定義することも可能である．

よるアテナイ民主政の繁栄はペリクレスによる大

かかる客観的な真偽の判定を数や世論に委ねるわ

衆操作の独裁的支配や帝国主義的対外膨張にも基

けにはいかない．こうした主知主義，知的エリー

づいていたのであり，民主政は独裁や帝国主義と

ト主義から，ソクラテスは民主派の批判者であっ

も連合的な政体なのである．ペリクレスによる民

た．ソクラテスは民主派から神々の冒涜者にして

主政はアテナイにデマゴーグ（民衆煽動家）によ

若者の堕落者として訴えられ，死刑判決を受け，

る大衆操作の衆愚政とスバルタとのペロポネソス

毒杯をあおって死んだ．こうしたソクラテスの教

戦争をもたらすことになる．

えを壮大な思想体系にするのがその弟子プラトン

ペルシァ戦争の勝利，それに続く帝国主義的膨

である．

張による繁栄と民主化のなかで，紀元前5世紀中
頃に知的関心は自然哲学から政治哲学（政治，倫
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2．プラトン（紀元前427頃−347年頃）

2．1知識と臆見一自然（physis）と慣習

プラトンは紀元前427年頃に，アテナイの名門

（nomos）−

の家に生まれた．彼は青少年時代をペロポネソス

プラトンの根本思想は師ソクラテスの「徳は知

戦争とソクラテスに学ぶことで送り，ペロポネソ

なり」の教えである．個人にとっても，国家にとっ

ス戦争の敗北，それに続く寡頭派と民主派の激し

ても，善というものが客観的に存在する．従って，

い権力闘争のなかでのソクラテスの処刑という2

その何たるかを認識し，如何なる方法でそれを実

つの苦い体験で青年時代を終えた．ペロポネソス

現できるかを究明するのは知識の問題である．

戦争の敗北とソクラテスの処刑を体験した彼には

人々は印象や感覚でもって，何が善であり，どう

もはやアテナイ民主政が理想的政体など信じられ

すればそれに到達できるか様々に論じてい

ず，その激しい権力闘争・デマゴーグ支配・衆愚

臆見による議論にはきりがない．知識はかかる臆

政に至っては唾棄すべき政体であった．また，師

見とは全く異なったものである．

ソクラテスの「徳は知なり」の教えは彼を民主政

洞窟の比喩では，臆見と知識の違いはこう説明

嫌いにしていた．個人にとっても，国家にとって

される（第7巻）．我々は洞窟に囚われの囚人で

も，善き生活というものが客観的に存在する．従っ

あり，影を見ているに過ぎないのに，本物を見て

てこれを学問研究の対象として知的に認識するこ

いると錯覚しているだけの存在なのである．洞窟

とが可能である．かかる学問的真偽の基準を数や

から開放され，太陽の下に出，その強烈な光に耐

世論に委ねるわけにはいかない．こうした主知主

えて始めて本物を見，知識をうることが出来るの

義，知的エリート主義が彼の政治思想を貫く指導

だ．

原理となる．

ソクラテスの死後，プラトンは28歳頃から，12

善の知識は証明でき，唯一不変のものであって，

慣習のように国や人によって異なる様なものでは

年にわたって広くギリシア世界，エジプト，南イ

ない．ここでは，人々がそれを欲するかどうか，

タリアを遍歴し，執筆活動を始めた．シチリアの

現実や経験がどうかといった問題は無意味であ

シュラクサイでは僧主デイオニュシオス1世の宮

る．善は人々がどう考えるかに関係なく客観的に

廷で歓迎され，弟子となる義弟デイオンを通じて

存在するものであり，それが実現されるべき所以

シュラクサイの改革に関与することになる．

は人々がそれを欲するからではなく，まさにそれ

プラトンは紀元前387年頃，40歳頃アテナイに

るが，

が善だからである．善のイデアは現実や経験の世

戻り，学園「アカデメイア」を設立し，自らの政

界を見る際に基準，模範，典型として作用するも

治理念を植え付けるべく若者の教育に乗り出し

ので，現実や経験の世界がそれから離れていれば

た．ここでは自然哲学，特に幾何学や天文学が重

離れている程，堕落していることの証拠であり，

視された．こうした政治理念の教育に燃えるなか

批判さるべき対象なのである．

で書いたのが彼の主著『国家』である．プラトン

こうしたプラトンのやり方は数学，特に幾何学

は紀元前367年からは，その6年後にも再度，シュ

の方法である．幾何学や天文学の円や三角形は現

ラクサイの若き王デイオニュシオス2世の教育に

実や経験とは無関係に，純粋に思弁的に存在する

よって自らの政治理念の実現に乗り出したが，宮

ものであり，現実や経験の世界を見る際に基準，

廷闘争に巻き込まれ，弟子のデイオンは暗殺され，

模範，典型として作用するものである．

失敗した（第7書簡に詳しい）．プラトンは晩年

プラトンはアテナイ民主政の苦い体験のなか

には自らの理想国家の実現の困難さを理解し，『政

で，この幾何学的＝思弁的方法を彼の国家論に全

治家』と『法律』を書き，次善国家を構想するこ

面的に適用し，アテナイ民主政の対極に理想国家

とになるが，ここでは扱わない．

を構想することになる．統治は知識の問題であり，

統治者は何が国家及び個人にとって善であるか
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知っていなければならない．従って，善を認識し

交換によって需要を満たすには，各人は自分が提

た哲学者が支配すべきことは自明であり，彼に支

供する物は必要量以上に持っていなければならな

配する資格を与えるのはその知識である．かかる

いし，受け取る物は必要量以下でなければならな

知恵者を慣習たる法律で縛るなどということは馬

いからである．農民は自分の必要量以上の食料を

鹿げたことである．名医をしてわざわざ教科書通

生産し，靴屋は自分の必要量以上の靴を生産して

りの学生じみた処方をさせるようなものである．

始めて，交換がお互いに有益となる．仕事の専門

こうして，彼の理想国家は1人の哲人王，あるい

化＝分業の前提は人間は各々その適性が異なり，

は少数の知的エリート支配の啓蒙専制主義となる．

適性にあった仕事に熟練するということである．

この知識万能，専門化は統治者に限ったことで

統治者や軍人も，農民や靴屋と同じで，自分の適

はなく，あらゆる職業が知識の問題とされ，国家

性によってその技術を身につけた専門家である．

とは様々な専門家が集まって相互の需要を満た

ここでは，職業は自由意志による選択の問題では

し，もって文明生活を送る共同体だとされる．こ

なく，適性と訓練によって得た特権であると同時

うして，彼の理想国家は仕事の専門化＝分業と階

に義務である．自由意志による選択に任せ，人々

級間の分断の上に築かれることになる．アテナイ

が何にでも手と口を出し，仕事に熟練しないこと

民主政の自由・平等の理念，全市民が政治に参加

から混乱が生まれるのである．

するという理念の対極に，理想国家が構想される

国家の需要は3つの種類からなり，従って3つ
の階級に分けられる．先ず物質的な需要が満たさ

ことになる．

れなければならず，それに国家の防衛と統治とい
2．2 典型としての国家

う需要が満たされなければならない．それに対応

統治者は善のイデアを認識した哲学者でなけれ

して，物を生産する労働者，それに守護者である

ばならず，国家の成員すべてが各々の技に通じた

軍人と統治者に分けられる．3つの階級とは人間

専門家でなければならないという提言によって，

に3種類あるということであり，本性が労働に適

プラトンは理想国家，つまり典型としての国家を

していて，国家の守護に適していない人々，国家

構成する観点を手に人れた（第2巻〜4巻）．国

の守護に適しているが，他の人の指示によるとい

家とは各成員が相補って相互の需要を満たし，

う条件つきの人々，それに善の知識をもった統治

もって道徳的な文明生活を送るために作られた共

に通じた人々である．個人においては，人間の魂

同体である．人間は様々な物を必要としながら，

が3つの部分からなるということである．第1は

すべてを自給することはできないので，国家を

欲望を司る魂で，横隔膜の下にあり，第2は勇気，

作って相互の需要を補い合うことになったのであ

気概を司る魂で，胸部にあり，最後に思惟を司る

る．その前提条件は仕事の専門化＝分業である．

魂で，頭部にある，と考えた．

需要

物質的需要
防衛

3つの階級

人間の魂

労働者：金儲け階級

欲望的部分

節制

軍人：補助者階級

気概的部分

勇気

統治者：守護者階級

思惟的部分

知恵

守護者

統治

ここで，正義とは「各人に各人のものを与える」

その徳

統治者に適した者が労働者になってはならず，統

ことであり，これに調和がかかっている．国家の

治者の地位を引き受けねばならない．その本性が

成員を適材適所に配分すれば自動的に調和が生ま

労働者に適した者はその本来の資格たる労働者の

れるし，その失敗から混乱が生じる．その本性が

地位を引き受け，統治に口を出してはならない．
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統治者に適した者が統治を引き受けず，労働者に

に行うことに驚いた．人間も家畜のように，良き

適した者が統治者になったり，統治に口を出すこ

子供が得られるように結婚・出産を統制すべきだ

とから混乱が生まれたのである．政治的能力はあ

と考えた．

げて統治者のものであり，労働者は政治的には命

プラトンが理想国家実現の条件としてより重視

令に服従すること以外することはないし，またし

したのは教育であり，国家は教育施設の観さえ呈

てはならない．欲望が理性の判断に加わったり，

する．これはプラトンの根本思想からの当然の論

理性に命じるなどもっての外であり，欲望は理性

理的帰結である．徳が知なら，それは学ぶことも

の命令に服従すること以外にすることはないし，

教えることもでき，教育こそが良き国家に不可欠

またしてはならないのである．

のもので，国家は教育如何にかかっている．これ

こうして，プラトンの理想国家は専門化＝分業

程重要な教育をアテナイのように，家庭教育や商

という観点から，階級間の分断を特徴とする，1

業的教育に委ねることは致命的欠陥であり，国家

人の哲人王，あるいは少数の知的エリート支配の

自らが行わなければならない．また，女性を教育

啓蒙専制主義が帰結した．アテナイ民主政の全市

や政治から排除してはならず，女性も男性と同じ

民が政治に参加するという理念こそが混乱の原因

ように教育を受けさせ，国家のなかに地位を占め

だと考えたのであり，その対極に理想国家を構想

させなければならない．これは女性の権利主張で

するものであった．

はなく，その自然的本性においては男女に相違が
ないことの論理的帰結であった．

2．3 典型としての国家設立の条件

プラトンの教育計画は基本的に2段階からな

典型としての国家設立の条件は2つある．1つ

る．20歳までの青少年に行う初等教育とそこで選

は消極的条件，つまり障害の除去であり，もう1

抜された優秀な男女に行う高等教育であり，高等

つは積極的条件である．前者は共産主義の理論で

教育は更に30歳で選抜された特別に優秀な男女に

あり，後者は教育の理論である（第5巻〜7巻）．

50歳まで続行される．初等教育の目的は肉体的・

プラトンの共産主義の理論は2つの形態をと

精神的訓練であり，内容は体操と音楽・詩歌であ

る．1つは私有財産を禁止し，共同宿舎で居住・

る．青少年の健全な発達に有害な書物や音楽はす

食事することを義務付けたことであり，もう1つ

べて検閲によって禁止されなければならない．高

は家族を廃止し，女性と子供を共有にし，結婚・

等教育は初等教育で優秀であることが証明された

出産統制を行ったことである．プラトンはこれを

男女に対し，守護者階級，更に統治者になるべく

守護者階級（統治者と軍人）に限った．守護者階

行う教育である．その教育内容は数学，幾何学，

級の貪欲を矯正し，公の使命に献身させるには，

天文学，問答術だけであり，こうした精密な学問

私有財産を廃止するしか道はないと考えたからで

だけが知識，そして善のイデアの認識に導くと考

ある．プラトンは近代の共産主義とは逆に，共産

えた．こうした高等教育は彼自身がアカデメイア

主義を実現するために政治を使うのではなく，政

で実際にやっていたことであった．

治への有害な影響を除去するために共産主義を使
うというのである．

家族の廃止も同じである．守護者階級が公の使
命に献身するのに，私ごとの家族が妨げとなると

2．4 現実の国家＝典型としての国家からの堕
落態

プラトンにとって，現実の国家は以上述べた典

考えたからである．家族の廃止にはもう1つ目的

型としての国家（王政か貴族政）からの堕落態で

がある．彼は人間が家畜の繁殖の場合には良き子

しかない．典型としての国家から離れていれば離

が得られるよう気を配るのに，自分たちの結婚・

れている程，それだけひどく堕落している．彼は

出産にあたっては行き当たりばったり・でたらめ

現実の国家を堕落の程度に応じて，4つの純粋形
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人間類型

人間の魂

1．栄誉政：気概による国利

好戦的な愛誉的人間

2．寡頭政：財産による国利

けちん坊の愛銭的人間 欲望的部分必要な欲望

3．民主政：自由・平等による国利 放縦な快楽的人間
4．僧主政：隷属による国利

態に分けた（第8巻〜9巻）．
プラトンが批判の念頭においているのは，勿論，

気概的部分

〃

不必要な欲望

〃 気違いじみた欲望

邪悪な狂気的人間

れで，国王侍医の息子のアリストテレスである．
アリストテレスの生物学に対する主要な関心は，

民主政であり，アテナイの民主政である．アテナ

恐らく，

イの民主政をスバルタの栄誉政より悪しき国利と

う．アテナイはかつての帝国主義的栄光は失って

位置づけ，民主政を激しく批判した．民主政は財

いたが，まだ「ギリシアの学校」としてギリシア

産による差別に基づく寡頭政に対する民衆の勝利

最高の文化を誇っており，プラトンの学園は高度

から生まれる国利であり，ここでは自由・平等が

な学問を修めるのに適していた．アリストテレス

最高の価値とされ，民衆は何の権威・理性も認め

はプラトンの死（紀元前347年頃）まで20年間ア

ず，放縦な快楽的人間が支配する衆愚政である．

カデメイアにとどまり，プラトンの教えからぬぐ

民主政は必然的に無秩序状態を招き，デマゴーグ

いがたい影響を受けた．

の支配を招き，結局は最悪の僧主による独裁を招

父親の職業から受け継がれたものであろ

アリストテレスはプラトンの死後アカデメイア

くだろう．過度の自由・平等は過度の隷属を招く，

とアテナイを去り，紀元前343年にはマケドニア

というのがプラトンの政治的知恵の教えであっ

王フィリッボス2世に招かれ，当時13歳の若き王

た．プラトンの典型としての国家はこうした民主

子アレクサンドロス（紀元前356−323年）の教師

政の全面的否定の上に構築されたものであった．

になった．アリストテレスは若き王子にギリシア
都市国家の文明，特にホメロスの英雄叙事詩を教

以上がプラトンの政治思想である．それはアテ

え込み，アレクサンドロスもギリシア文明の決定

ナイ民主政の理念を全面的に否定し，その対極に

的な影響を受けた．アリストテレスにとって文明

理想国家を構築していた．その原因は政治を知識

が可能なのはギリシア都市国家においてだけであ

の問題とみたことにある．この点に疑問を呈し，

り，マケドニアのような専制統一国家は野蛮な過

新しい政治思想を展開するのが，彼の最大の弟子

去の遣物にすぎず，ギリシア文明で教化すべき対

アリストテレスである．政治は経験の問題でもな

象でしかなかった．フィリッボスもアレクサンド

かろうか，と．家に住む人はその家が住みよいか

ロスもギリシア文明いかれで，アレクサンドロス

どうか建築家に教えてもらわなければわからない

は後に東方遠征に出発するにあたって，わざわざ

ものであろうか．お客は料理がおいしいかどうか

トロイを訪れ，アテナの神殿に奉納し，自らを同

料理人に教えてもらわなければわからないもので

化していた英雄アキレウスの墓にもうでることに

あろうか（『政治学』第3巻11章）．

なる．アテナイは紀元前338年のカイロネイアの
戦いでフィリッボスに敗れ，マケドニアの支配卜

3．アリストテレス（紀元前384頃−322年）
プラトンがシュラクサイの改革に乗り出してい

た紀元前367年頃に，プラトンの最大の弟子にな
る当時17歳位の若者がプラトンの学園アカデメイ

アに入ってきた．マケドニアのスタゲイロス生ま

に入り，マケドニアがギリシア都市国家を支配下
におくことになるが，こうした信念は揺るがな
かった．

アリストテレスは紀元前336年にフィリッボス
が暗殺され，アレクサンドロスが即位すると，ア
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レクサンドロスの保護の下に，アテナイに戻り，

けがつかないかもしれないが，成長し，大人にな

翌335年に自分の学園

り，卵の中に内在していた本性を明示すると誰で

リュケイオンを開いた．こ

こでアリストテレスは学生を率いて様々な調査を

も区別がつき，にわとりの卵がへびになることは

行い，158のギリシアの都市国家の国利史の調査

決してない．プラトンは自然をイデアとして数学

も行った．そして，こうした調査による経験的な

的・幾何学的に捉えたので，知識偏重となり，現

研究によって，彼が学園を開いた時に手元に持っ

実や経験に対して革命的となったが，アリストテ

ていた一連の著作に増補・改訂を加えていった．

レスは自然を成長・発展として生物学的に捉えた

アリストテレスの著作は出版用に善かれたもので

ので，現実や経験の方が重要になり，経験主義的・

はなく，長年にわたって書き変えながら使われた

改良主義的になる．

講義ノートである．
紀元前323年にアレクサンドロスが急死すると，

アリストテレスは有機体論的国家論をこう展開
する．人間は本来的に共同体を求める存在であり，

アテナイでも反マケドニアの反乱が起き，アリス

人間は本来的に肉体的・知的に不平等で，支配・

トテレスは向いのカルキスに逃げたが，翌322年

服従の関係にある．先ず，繁殖や衣食住という基

に62歳で病死した．二度結婚し，子供は後に倫理

本的な欲求から家族という共同体が生まれた．

学の著作を編集することになるニコマコスという

ここでは家長が妻・子・奴隷を支配している．次

名の息子が1人いた．

の段階では，家族が集まって村という共同体が生

『政治学』も長年にわたって増補・改訂が加え

まれた．そして最後に，村が集まって，発展の最

られた講義ノートであり，長年にわたって書き変

高段階として国家という「自足的な」共同体が生

えられているために，思想の変化を含んでいる．

まれた．ここで「自足的」とは，国家はもともと

それは3つの部分からなり，1．有機体論的国家

は相互の需要を満たすために生まれたが，善き生

論（第1巻），2．理想的国家論（第2〜3巻，第

活，つまり文明生活のためにあるということであ

7〜8巻），3．現実的国家論（第4〜6巻）か

る．人間は学問・芸術・宗教の文明を生み出す唯

らなる．書かれた順番は，恐らく，プラトンの延

一の存在であり，それは発展の最高段階に達した

長線上にある理想的国家論が最初で，次にギリ

国家においてのみ可能になるのである．アリスト

シア都市国家の国利調査を行った後に現実的国家

テレスはそれを「人間は自然においてポリス的動

論を書き，最後に有機体論的国家論を前に付けた

物である」と宣言した．これは発展の最高段階に

であろう．

達したギリシアのポリスにおいてのみ文明生活は
可能であるという意味である．アジア的専制支配

3．1 有機体論的国家論一発展の最高段階（「目
的因」）としての自然一

のペルシァ帝国やマケドニア王国は時代遅れ，発
展段階遅れの野蛮だと考えた．

有機体論とは生物学的世界観，つまり生物学か
らの類推で世界を見る見方であり，アリストテレ

3．2 理想的国家論

スが確立した世界観である．アリストテレスは自

アリストテレスは理想的国家論を論ずるにあ

身生物学者であり，生物学的類推を基に有機体論

たって，国別を2つの観点から分類した．1つは

的世界観を確立した．彼が注目するのは絶えざる

善き生活のための共同体という国家の目的からす

変化であり，成長・発展であり，そこに内在して

る倫理的規定で，全体の利益を目指すかという観

いる目的に向かう運動である．最も原始的なもの

点であり，もう1つは最高権力を有する役職の秩

が最初に現れ，最も完成したものが最後に現れ，

序付け，つまり最高権力者が1人か少数か多数か

自然は最初から内在しているが，最後にその本性

という観点である．この2つの観点から6種類に

を現す．例えば，にわとりの卵とへびの卵は見分

分類した（第3巻）．
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最高権力者の数

正しい国利

悪しき国利（堕落態）

1．王政

1．僧主政（主人的・独裁的支配）

少数

2．貴族政

2．寡頭政（富者の支配）

多数

3．ポリティア

3．民主政（貧者の支配）

1人

理想的国家は第1に王政，次に貴族政，最後に

に活動の場を与え，文明生活を破壊し，最悪の僧

ポリティアである．（悪しき堕落態は最悪が僧主

主政に道を開くのではないか．政治的知恵もプラ

政，次が寡頭政，最後が民主政である．）アリス

トンが主張するようなイデアの認識の問題ではな

トテレスはプラトンが主張するように，善のイデ

く，長年の経験や多くの人の集合的英知のうちに

アを認識した1人の哲人王，あるいは少数の知恵

あるのではなかろうか．

者が現実に実在するならば，王政や貴族政が最善
の国別であることを認める．そういう人間は神や

ここに，アリストテレスは理想的国家論の執筆
を放棄し，現実的国家論に向かう．

神々であり，支配権を認めるのは当然のことであ
り，人間が作った法律で縛るなどということは馬
鹿げたことである．

3．3 現実的国家論
アリストテレスが実現可能な最善の国利だとす

しかし，アリストテレスはそうした人間は現実

るのはポリティアであり，これは寡頭政と民主政

には実在しないと考えたし，実在すると想定する

の中間の混合政体である（第4巻）．アリストテ

こと自体が危険なことだと批判した．法は「欲望

レスの座右の銘は「やり過ぎるな」というデルポ

をもたない理性」であり，「法による支配」は文

イの神託から作った「徳は中庸にあり」だが，こ

明生活を保障するが，「人による支配」は「怪物」

こでもそうである．

僧主政（主人的・独裁的・専制的支配）
†

寡頭政（財産による富者の支配）
◎ポリティア（質と量のバランスをとった中間階級の支配）
民主政（自由・平等による貧者の支配）
1

僧主政

寡頭政は財産による富者の支配であり，世襲

ランスをもたらし，最も安定した支配をもたらす．

化・特権化・閥族の支配を招き，僧主政を招きや

アリストテレスは中間階級が多数を占めるポリ

すい．民主政は自由・平等による貧者の支配であ

ティアだけが寡頭派と民主派の激しい権力闘争に

り，デマゴーグの支配を招き，僧主政を招きやす

明け暮れるアテナイやギリシア都市国家に安定を

い．それに対して，ポリティアは富者と貧者の中

もたらすのであり，それは実現可能だと考えた．

間階級の支配である．中間階級は富者のように貧
者を軽蔑して倣慢になり，閥族を作ることはなく，

4．結び

貧者のように富者を嫉妬して無頼漢になり，デマ

プラトンとアリストテレスの政治思想は後の

ゴーグに従うこともなく，最も安定した支配をも

ヨーロッパ文化に決定的な影響を及ぼすが，彼ら

たらす．ポリティアは寡頭政の富・家柄・教育と

の生きた時代で見れば，彼らの試みは失敗であり，

いった質の契機と民主政の数という量の契機にバ

アリストテレスの晩年には既にギリシア都市国家
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は彼らが考えもしなかった所から終局を迎えてい
た．プラトンとアリストテレスの理想は寡頭派と

になるのがアクイナス（1225−74年）である．

キリスト教はユダヤ教から生まれる宗教で，一

民主派の激しい内部抗争にさらされたアテナイと

般にイエス・キリストと呼ばれている人物を神の

ギリシア都市国家の実態に正確に対応していた．

子と信じることによって成立した宗教である．イ

しかし，アテナイとギリシア都市国家の運命は国

エスというのはギリシア名で，新約聖書がギリ

内問題を処理する知恵にではなく，都市国家間の

シア語で善かれていることによるもので，イエス

同盟関係，そして何よりも彼らが野蛮だと軽蔑す

はユダヤ人であり，ユダヤ名はヨシュアである．

る周囲の強大な統一国家，東にペルシァ帝国，北

キリストというのはメシアと同義語で，抽を注が

にマケドニア王国という強大な統一国家にかかっ

れた者という意味で，ユダヤ民族においては王や

ていた．こうした対外関係を無視し，ギリシア都

政治指導者の意味で使われた．それがキリスト教

市国家内部に視野を限ったことが彼らの決定的な

では，キリスト・メシアが神の子であり，イエス

誤りであった．

は神の子であるとされた．ここにイエスは人間で

ギリシア都市国家はそもそも対外関係に決定的

あると同時に神であるとされ，キリスト教は神と

な欠陥をもっていた．都市国家は市民の自治・自

子と聖霊の三位一体の教義を根幹とすることにな

足共同体であることによって，他国との同盟関係

り，困難な問題もはらむことになる．

をひどく嫌うという性格をもともともっていた．

イエスという人物が実在し，紀元前4年頃に

ペルシァ戦争ではアジア的専制に対してギリシア

ローマ帝国の属領カナーン（パレスティナ）のガ

文明を守るということで，スバルタとアテナイの

リラヤの町ナザレに生まれ，紀元後30年頃にユダ

軍事的指揮の下にまとまることができたが，これ

ヤの町エルサレムで，ローマ総督ピラトウスに

が最初で最後であった．強大な統一国家に対抗す

よって十字架にかけられ，死んだ，ことは間違い

るには汎ギリシアで同盟する以外に手はなかった

ない．

が，ギリシア都市国家はお互いの内部抗争に介入

福音書では，イエスはこう説明される．イエス

して，対立しあった．ギリシア都市国家の時代が

は処女マリアから神の聖霊によって生まれ，大工

終わったことを明示したのは，皮肉にもアリスト

のヨセフとマリアの子として育てられ，大工を

テレスの教え子でギリシア文明いかれのアレクサ

やっていたと思われるが，洗礼者ヨハネの弟子と

ンドロス大王であった．

なった．洗礼者ヨハネはヨルダン川のほとりで，
神の国が近づいており，罪を悔い改め，そのしる

第2章 キリスト教の政治思想−アウクス
ティヌスとアクイナスー

しとして洗礼を受けなさいと直接民衆に訴え，多
くの信者を集めていた．ヨハネの処刑後，イエス
は自らメシアと自覚し，布教活動を始めた．

1．キリスト教：イエス・キリストから⊂トーマ・
カトリック教の成立まで

ヨーロッパ文化はキリスト教文化であり，ヨー

先ず，ガリラヤで，漁師のペテロ以下漁師や大

工や取税人といった下層の若者を弟子にし，布教
活動を行った．イエスが説いたのは，1つは，洗

ロッパ文化の根幹はキリスト教にあり，その根幹

礼者ヨハネと同じく，神の国が間近に差し迫って

の上に古代ギリシア・ローマの異教文化を総合し

いるという終末論である．2つめは律法の成就と

たものである．ヨーロッパにおいてはキリスト教

しての愛の教えであり，神の国に入るための生き

はローマ・カトリック教であり，その正統教義を

方を説くもので，最も後世に影響を及ぼすのは自

確立するのに最も貢献し，最大のキリスト教教父

発的な絶対的清貧の教えである．「富んでいる者

になるのがアウグステイヌス（354−430年）であ

が神の国に入るよりは，らくだが針の穴を通る方

り，壮大な神学体系を築き，最高のスコラ神学者

がもっと易しい」，神の国に入りたいのなら全財
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産を売って貧しい人に与え，私に従いなさい，と

の宗教としての攻撃性と個人の救済を保証する魅

教えた．そして，イエスが最もやったのが奇跡で

力，それに司教職と聖書を中心にした組織性で

あり，多くの病人を治療し，多くの死者をよみが

あった．

えらせた．それによって，弟子たちはイエスをメ

キリスト教の政治思想は迫害のなかでも急速に

シアだと信じたし，多くの貧しい民衆や女性が信

拡大するなかで，大きく変化する．初期キリスト

者として集まった．

教はローマ帝国による迫害のなかで終末論と武力

次に，受難を受けるために，弟子をつれてエル

抵抗論を強固に持ち続けていたが，急速に拡大す

サレムにのぼり，布教活動を行った．ユダヤ教の

るなかでそれを必要としないだけでなく，有害な

祭司長や律法学者と対立し，死を悟ったイエスは

ものになる．それに取って代わるのが「受動的服

最後の晩餐を催し，弟子たちにパンとブドウ酒で

従論」と呼ばれる無抵抗服従論であり，これがキ

私の体と血を憶えよと教えた．大祭司のもとでの

リスト教の最初の正統政治思想になる．それはパ

裁判で，神の冒涜罪で死刑判決を受け，ローマ総

ウロ（ローマ13・1ノー、−ノ7）とペテロ（1ペテロ2・

督ピラトに引渡され，叛逆罪で十字架の傑刑を宣

13〜17）によって唱えられていたもので，この世

告された．茨の王冠をかぶされ，ゴルゴタの丘の

の国家・権力に対する悲観主義は変わらないのだ

処刑場で十字架にかけられ，死に，墓に埋葬され

が，この世の国家・権力も存在する以上神によっ

た．

て設立されたものだとして消極的に正当化した．

ところが，その3日後に復活し，逃げていた弟

少なくとも原罪によって堕落した人間に対するム

子たちの前に現れ，イエスの復活をまのあたりに

チとして正当化した．更に触れておくと，終末論

した弟子たちは今度はペテロを中心に使徒として

自体を無害にする正統教義を理論化するのもアウ

福音を伝道してゆく．イエスが購罪の子羊として

グステイヌスであり，アウグステイヌスは終末論

人類の罪を背負って死んだので，イエスを神の子

は信者の心のなかで信仰が勝利することの比喩で

だと信じて洗礼を受けさえすれば，誰でも救われ，

あり，千年王国も既にキリスト教会で実現されて

神の国に入れる，と．ここにキリスト教がユダヤ

いる，と理論化することになる．

教の分派として始まり，ユダヤ教から激しく弾圧

キリスト教は皇帝ネロの後には，ドミティアヌ

されたが，その迫害者からパウロが回心し，最大

ス（在位81−96年），マルクス・アウレリウス（在

の伝道者になるに及んで，キリスト教は伝道体制

位161−80年），デキウス（在位249−51年），ウァレ

を確立し，ユダヤ教から独立していった．

リアヌス（在位253−60年），デイオクレティアヌス

キリスト教はエルサレム教団，ガリラヤ教団，

（在位284−305年）の下で，断続的に弾圧された．

アンティオキア教団を拠点にして，ローマ帝国支

キリスト教徒はロバの頭を崇拝し，子供を犠牲と

配下の地中海一帯に急速に広まっていった．64年

して捧げ・殺した後食べ，乱交・近親相姦のオル

にはローマ帝国の首都ローマで皇帝ネロ（在位54

ギーの夜の集会を催す気違い集団だとする，後の

−68年）によって弾圧されるようになるまで広

異端弾圧に共通の神話も確立していた．しかし，

まっていた．ローマの宗教は多神教で，国家守護

それでもキリスト教は拡大を続け，3世紀末まで

宗教であり，多神教という点では他の宗教に対し

にはもはや弾圧しても排除することは不可能に

て寛容であったが，国家守護宗教として宗教統一

なった．地域では，パレスティナ，シリア，エジ

を破壊する宗教に対しては涜神即叛逆罪として弾

プトの東地中海から，′トアジア，ギリシアの東口ー

圧する．キリスト教はその正反対で，唯一神の宗

マ帝国の心臓部まで多数派を確立し，カルタゴを

教で，個人の救済宗教であり，多神教の異教や皇

中心とする北アフリカ，ローマとナポリを中心と

帝崇拝を偶像崇拝として全面的に拒否する宗教で

する西口ーマ帝国の心臓部でも多数派を形成し，

ある．キリスト教が急速に拡大した理由は唯一神

それに南フランス，南スペインでも広まっていた．
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帝国の宮廷や軍・官の高官の問にも広まり，皇帝

フリカはローマの穀倉で，特にオリーヴ

コンスタンティヌスの母親も信者であった．

果物の産地であった．父はローマの市民権をもつ

，′ト麦，

キリスト教は遂に313年に皇帝コンスタンティ

下級官吏で，母モニカはベルベル人であった．宗

ヌス（在位324−37年）によって公認され，ユリ

教的には父はローマの伝統的な宗教であったが，

アヌスの下で一時的な揺り戻しもあったが，392

母はカトリックのキリスト教徒であった．両親は

年には皇帝テオドシウス（在位379−95年）によっ

頭の良い息子を帝国官吏か収入の良い修辞学教師

て国教となった．キリスト教は国教になると，そ

にしようと，貧しい家計をやりくりし，仕送りが

れ以前とは全く異なる性格を帯びざるをえなくな

続かない時はパトロンを見つけて，学校にやった．

る．国家と一体化し，国家の統一には宗教の統一

良妻賢母の母モニカは夫の死後は息子のアウグス

が不可避となり，キリスト教正統教義の確立が帝

テイヌスを溺愛することになる．

国統治の最重要課題になる．キリスト教は成立以

アウグステイヌスは7歳で学校に通い始め，13

来教義をめぐって激しく対立していたが，国教と

歳で隣町の学校，そして16歳で北アフリカの中心

なった今は，正統と異端をはっきりさせ，カトリッ

都市カルタゴの学校に適い，ラテン語の文法・修

ク正統教義を確立しなければならなかった．それ

辞学・文芸などを学んだ．強く感銘を受けたのは

に献身し，最大のキリスト教教父になるのがアウ

ローマ最高の詩人ウェルギリウスとローマ最高の

グステイヌスである．

哲学者キケロであった．ギリシア語も学んだが

ローマ帝国はテオドシウス帝以後最終的に東西

マスターできず，余り優秀な生徒ではなかった．

に分裂し，衰退期に入るが，西口ーマ帝国の衰退

親元を離れて遊びに忙しく，人都市の歓楽街で女

が顕著で，永遠の都ローマを見捨てて首都をミラ

遊びに夢中で，17歳で女性と同棲し，男の子を生

ノ，更にはラヴェンナに移してしまう．蛮族のゲ

んだ．より重要なのは，ローマ帝国によって禁止

ルマン諸民族が大移動を開始し，西口ーマ帝国は

・迫害されていたにも拘わらず，北アフリカに広

遂に476年に滅亡する．それに代わって西口ーマ

まっていたマニ教の影響を受け，マニ教に入信し

帝国を代表してくるのがローマ司教である．ロー

たことである．

マ司教はペテロの後継者であり，別格であるとし

マニ教はペルシァ人マニが3世紀にゾロアス

て，教皇を名乗るようになる．イエスが教会の土

ター教を基に，仏教・キリスト教をくっ付けて始

台と天国の鍵を与えたのはペテロであり（マタイ

めた善悪二元論の宗教である．この世は善＝光と

16・18〜19），初代ローマ司教として殉教したペ

悪＝聞が闘う世界であり，光の国を支配する神と

テロを継承し，その墓の上に教会（サン・ビュト

間の国を支配する悪魔が闘う世界であり，最終的

ロ大聖堂）をもつローマ司教が優位する，と主張

には聞の国は火で焼き尽くされ，滅びる．人間は

した．ここに，キリスト教も東西に分裂し，西方

肉体をもって生まれ，聞の国に閉じ込められてい

キリスト教はローマ・カトリック教として成立す

るが，光の国からきた霊魂を持っており，それに

ることになる．

気づけば光の国に戻ることも可能なのであり，神
はそのために仏陀，イエス・キリスト，そしてマ

2．アウグステイヌス（354−430年）

ニを預言者として派遣したのである．マニ教は絶

2．1生涯，論争，正統教義の確立

対的禁欲の宗教であり，既に光の国の住人になっ

アウグステイヌスは『告白録』以下多くの自伝・

証言を残しているので，当時の人間としては例外
的に生涯が非常によくわかる．

た完徳者にはそれを要求するが，一般信徒の聴聞
者には禁欲は要求されなかった．
アウグステイヌスがマニ教にひかれて聴聞者に

アウグステイヌスは354年にローマ帝国の属州

なったのは，禁止・迫害されている信徒の集まり

であった北アフリカのタガステで生まれた．北ア

の親密さ・選民意識からであり，それに善悪二元
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論の説得力からであったろう．

ら離れること，より少なく善，善の欠如にすぎな

アウグステイヌスは374年，20歳でカルタゴの
学校を終えると，先ず故郷のタガステで教師にな

い．

アウグステイヌスは386年，32歳でキリスト教

り，母モニカとともに，立身出世のチャンスをね

に回心し，翌年にアンプロシウスから洗礼を受け，

らった．次にカルタゴで修辞学教師となり，次に

キリスト教徒になった．彼はこの回心について実

ローマで修辞学教師となり，そして遂に384年，30

に様々な説明をしている．最も有名な『告白録』

歳で，当時の西口ーマ帝国の首都ミラノで宮廷修

の説明では，回心は突然のものであったと言う．

辞学教師の地位を手に入れた．宮廷修辞学教師の

それはミラノの自宅の庭での出来事で，隣家の庭

仕事は皇帝や宮廷の主だった人の祝祭日の演説の

で遊ぶ子供たちの歌声が神の啓示のように聞こえ

原稿を書いたり，年代記を書いたりすることであ

てきた．「取って読め，取って読め」と聞こえ，

り，更なる立身出世のチャンスの多い仕事であっ

急いで部屋に戻り，聖書を開けると，ローマ人へ

た．母モニカは息子の立身出世の邪魔になると内

の手紙13章の最後の箇所，「眠りからさめるべき

縁の嫁はアフリカに帰した．ミラノには司教兼宮

時が，すでにきている・・・主イエス・キリスト

廷顧問としてアンプロシウスとその師シンブリキ

を着なさい」という箇所であった．彼の心は震え，

アーヌスがおり，アウグステイヌスはその影響を

やがて静まり，安らぎを感じ，回心した．

受けて，立身出世や宮廷よりもキリスト教や修道

この説明はたとえ本当の話だとしても，回心の
最後のきっかけを説明しているに過ぎない．回心

院の方に関心が移っていった．
アンプロシウスとシンブリキアーヌスはビザン

は明らかにアンプロシウスとシンブリキアーヌス

ティン・東方教会のギリシア教父のキリスト教と

の影響を受け，新プラトニズムの影響を受け，キ

新プラトニズム哲学を総合した神学を取り入れて

リスト教と新プラトニズム哲学の総合のなかで起

おり，その影響を強く受けるようになった．自身

こったことは間違いない．それにもう1つは，キ

新プラトニストではプロティノスとポリエフイリ

リスト教修道院の創始者アントニウス（251−356

オスの著作を読んでいる．

年）の伝記を読み，修道院生活に魅了されたこと

キリスト教は体系的宗教になるには，哲学体系
と総合した神学を築くしかなく，

古代哲学のなか

であった．アウグステイヌスは回心後ただちに修
道院生活を実践しているからである．

では新プラトニズムが唯一神の宗教と総合するの

アウグステイヌスはキリスト教に回心すると，

に最も適した哲学体系であった．新プラトニズム

修道院生活に入るべく，職を辞し，388年には北

は一者から宇宙霊が階層秩序をなして流出し，愛

アフリカに帰り，タガステに修道院を設立した．

憎（吸引と反発）の杵で結ばれた人間化された宇

その途中のローマで母モニカは死に，着いてすぐ

宙論を展開し，一方で′ト宇宙，神の写したる人間

に息子も死んだ．アウグステイヌスは生涯を修道

が瞑想によって浄化され（魂の肉体からの分離），

士で過ごすつもりであったが，ヒッポの司教に請

上昇し，照明され，神と法悦的合一すべき神秘的

われ，断りきれずに，修道士のままで，司祭，司

宗教論を主張し，他方で′ト宇宙，神の写したる人

教補佐，そして396年に司教となり，死ぬまでヒッ

間が操作すべき実践的学問としての魔術を主張し

ポの司教にとどまった．司教の主だった仕事は説

ていた．マニ教の善悪二元論との関連で言えば，

教，裁判，教会管理，そして何よりも異端との論

新プラトニズムは悪の問題をこう見事に解決して

争であり，アウグステイヌスは生涯を異端との論

いた．この世は一者の階層秩序をなした流出であ

争，正統教義の確立に捧げることになる．

り，この世の一切のものは上下の階層秩序に応じ

先ず，アウグステイヌスがやったのはドナトウ

て一者にあずかる霊的存在であり，この世に悪は

ス派との大論争であり，これは30年続いた．ドナ

実在しない．悪は実体としては存在せず，一者か

トウス派の始まりは，多くの聖職者が迫害時代に
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は乗数し，迫害が止むと教会に戻ったが，そうし

によって包囲され，410年に陥落し，破壊と略奪

た聖職者が行った秘蹟は有効か無効かの論争であ

と暴行の限りを尽くされた．蛮族による永遠の都

る．教会の聖職者の秘蹟力は聖職者個人のものか

の破壊はローマ市民に衝撃を与え，不滅のローマ

教会の職務によるものか，という今後も聖職者が

帝国に迫る滅亡の危機を前に，かかる災いはキリ

堕落すると繰り返される論争である．カルタゴの

スト教の神と宗教を受け入れ，ローマの伝統的な

司教ドナトウスの名がつけられたドナトウス派

神々と宗教を捨てたことが原因だとする非難が高

は，そうした裏切者の聖職者が行った秘蹟は無効

まった．アウグステイヌスの主著『神の国』はそ

だと主張し，分派を作り，洗礼をやり直した．ア

れに対するキリスト教護教諭であり，全22巻，412

ウグステイヌスは，秘蹟力は個々の聖職者にでは

年から426年まで15年かけて執筆された．

なく，イエス・キリストの体としての教会にある

アウグステイヌスが『神の国』を執筆している

のであり，裏切者の聖職者によるものでも，教会

問にも，蛮族侵入は北アフリカにも及び，南スペ

の職務としての秘蹟力は損なわれないと主張し，

インにいたヴアンダル族が海を渡ってアフリカに

これが正統教義になる．ドナトウス派は教会会議

侵入し，430年には遂にヒッポも包囲された．ア

で繰り返し異端と断罪され，皇帝も繰り返しドナ

ウグステイヌスはその最中に76歳で死んだ．遺体

トウス派異端弾圧の勅令を出すなかで，終末論に

は北イタリアのパヴイアのサン・ビュトロ教会に

基づく反ローマ抵抗運動となり，潰滅した．

次に，アウグステイヌスがやったのはベラギウ

運ばれ，現在もそこにある．西口ーマ帝国が滅亡
するのは476年である．

ス派との人論争であり，これは晩年の20年続いた．

ベラギウスはブリタニアの修道士で，人間の自由
意志論を展開し，多くの支持者を集めていた．人

2．2 『神の国』と悲観主義的国家観
『神の国』は15年の歳月をかけて善かれた膨大

間は神によって自由意志を与えられ，善悪を選

なキリスト教護教諭であり，前半は異教と異教文

択・実行する能力を付与されて創造された存在で

化批判を扱い（第1巻〜第10巻），後半は創造か

あり，人間は自由意志によって救いに至ることが

ら終末に至るキリスト教歴史神学を扱っている

できる．従って，原罪はなく，予定もない．自由

（第11巻〜第22巻）．前半はギリシア・ローマを

意志によって救いに至ることを選択・実行する者

中心に異教の多神教世界が「神の国」を知らない

には神の恩寵が必ず与えられるが，人間の自由意

悲惨で堕落した「地の国」であることが論じられ

志が主であって，神の恩寵は従である．それに対

る．後半は歴史が「神の国civitasDei」（神・天

して，アウグステイヌスは，マニ教との論争では

使に従う善人の集団．袖に対する愛が支配）と「地

人間の自由意志を強調していたが，ここでは神の

の国civitasterrena」（悪魔に従う悪人の集［孔

恩寵論を展開する．人間は自由意志を与えられて

自己愛が支配）の闘争の歴史であり，創造に続い

創造されたが，自由意志は悪への意志・能力でし

て，堕天使と人間の神に対する反逆に始まり，最

かない．人間は肉体をもち，情念と自己愛に支配

終的に最後の審判で「神の国」が勝利するまでの

され，原罪から逃れるすべはなく，人間はすべて

歴史神学が論じられる．

罪人であり，神の恩寵によってのみ救済にあずか

このように，『神の国』はキリスト教歴史神学

れる．この原罪一神の恩寵論がローマ教皇の支持

を扱った神学の著作であって，政治の著作ではな

によって正統教義となり，ベラギウス派は異端と

い．しかし，政治思想も異教と異教文化批判とい

断罪された．

う形で展開されており，アウグステイヌスはキリ

アウグステイヌスの晩年には，西口ーマ帝国の

スト教がローマ帝国によって国教とされた時代の

滅亡の危機が追ってきた．ローマ帝国の永遠の都

思想家だが，まだキリスト教の悲観主義的国家観

ローマは408年にアラリック王率いる西ゴート族

の伝統に立って展開されている．アウグステイヌ
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スにとって国家とはローマ帝国のことであり，

アウグステイヌスは以上のように，キリスト教

ローマの政治思想とはキケロの『国家論』のこと

の悲観主義的国家観の伝統に立って政治思想を展

であり，キケロ『国家論』批判という形で，キリ

開し，正義が実現するのは「神の国」においてだ

スト教の政治思想を展開した．

けであり，「地の国」には正義の実現などありえ

キケロ（紀元前106−43年）はローマ共和政期

ないと断固拒否した．

最後の思想家で，ローマ最大の思想家である．『国

家論』はプラトンとアリストテレスをローマに焼
き直した著作であり，ローマ共和政が理想的な最

3．ヨーロッパ：ローマ・カトリック教世界，
成立から13世紀まで

善政体の混合政体（王政・貴族政・民主政の混合

ゲルマン諸民族の民族大移動の第1波の大波が

政体）であることを共和政期最大の軍人・政治家

終り，ローマ・カトリック教の布教活動が活発と

スキピオ・アフリカーヌスに語らせた著作であ

なり，ゲルマン諸民族がフランク王国の王クロー

る．この著作はこれ以後失われ，19世紀に再発見

ヴイスの改宗（496年頃）以来ローマ・カトリッ

されるまで主にアウグステイヌスの紹介によって

ク教に改宗してゆくなかで，ローマ・カトリック

のみ知られ，今日でも不完全な著作である．

教世界としてのヨーロッパがはっきりと姿を現わ

アウグステイヌスはキケロ『国家論』の国家の

すのは800年である．この年にヨーロッパの中央

定義を紹介し，ローマ国家を激しく批判する．キ

部を占めるフランク王国のカール大帝（在位768

ケロによれば，国家とは国民の集合体のことだが，

−814年）がローマ教皇レオ3世によってローマ

単なる集合体ではなく，法（jus）についての同

で皇帝に戴冠した．これはローマ教皇がカールに

意と利益の共有によって結合した集合体である．

諮らずに仕組んだ，教皇主導によるローマ帝国の

アウグステイヌスは直ちに「法」という概念を問

再興であり，教皇は何の権限もないこの行為を正

題にする．キケロも法を正義・理性・自然法と一

当化するために偽書「コンスタンティヌス大帝の

体のものと理解しているように，法は正義なしに

寄進状」（コンスタンティヌス大帝がキリスト教

はありえない．強大な軍事力で征服と破壊を繰り

に改宗する際に，宗教的至上権と世俗的統治権を

返し，異教と異教の退廃文化を助長してきたロー

ローマ教皇シルウェステル1世に寄進したとする

マが正義を実現したことなど歴史上一度もなく，

偽書）を作って，正当化した．帝国理念はカール

ローマがキケロの言う国家であったことなど一度

の死後一旦消えるが，962年にドイツ王オットー

もないと激しく批判した（第2巻21章，第19巻21，

大帝（在位936−73年）が教皇ヨハネス12世によっ

24章）．

てローマで皇帝に戴冠することによって再興し，

アウグステイヌスは更に一般化して，国家は盗

神聖ローマ帝国として継続することになる．この

賊団と同じ武装集団にすぎないと激しく批判した

キリスト教帝国理念は東口ーマ帝国（ビザンティ

（第4巻4章）．盗賊団も仲間同志の掟と利益の共

ン帝国）とギリシア正教を含まず，現実にはヨー

有によって結合した集合体であり，国家とは規模

ロッパとローマ・カトリック教，それもその一部

が異なるだけで，同じ武装集団にすぎないと批判

を支配しているにすぎなかったが，理念的には

した．アレクサンドロス大王に捕らえられた海賊

ヨーロッパは1つのキリスト教帝国・キリスト教

の親分は，大王からお前はどういう了見で海を荒

普遍国家であり，2つの頭（教皇と皇帝）をもつ

らしまわるのかと詰問されると，次のように返答
した．「あなたが世界中を荒らしまわるのと同じ

1つの体だと考えられた．
ヨーロッパ・カトリック世界は10世紀末までに

了見です．私は′トさな船団でやっているので海賊

ほぼ今日と同じ姿を現わす．ゲルマン諸民族の民

と呼ばれていますが，あなたは大船団でやってい

族大移動の第2波の′ト波も終り，イギリス・北欧

るので皇帝と呼ばれているのです」と．

はカトリック化し，東欧ではポーランド，ボへミ
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ア，マジャール人のハンガリーがカトリック化し，

アラブの自然科学書とアリストテレスを中心にし

唯一の例外は8世紀にイスラムの支配下に入った

た，アラビア語やギリシア語からの大翻訳運動で

スペインだけであった．

あり，知的革命をヨーロッパにもたらすことにな

そして，ヨーロッパ・カトリック世界は11世紀
から急速な発展期に入り，13世紀に頂点を迎える．

る．

ヨーロッパ・カトリック世界は豊かになると異

農村は気候の温暖化のなかで大開墾・三国制・水

端の問題に南面し，12世紀半ばから危機的様相を

車と鉄製品・牧畜の普及によって急速に発展し，

おび，徹底的に弾圧することになる．教会を震撼

それに対応して都市が急速に発展し，中央にはロ

させた最初で最大の異端はカタリ派である（フラ

マネスク様式，13世紀からはゴシック様式の教会

ンスではアルピ派と呼ばれる）．カタリ派（catha

と塔をもち，周りを城壁で囲み，遠くから見ても

ri）という呼び名はドイツ語の猫（Kater，Katze）

文明を誇示した．封建制が確立し，華やかな騎士

に由来し，猫の姿をした悪魔を崇拝する異端とい

道文化が生まれ，封建王政は13世紀からフランス，

う意味である．カタリ派はブルガリアのボゴミル

イギリスを先頭に王権の周りに君主国家を形成し

派が十字軍によってヨーロッパにもたらされたも

てゆく（シチリアは1282年の晩椿事件によって潰

ので，12世紀末から13世紀初めにイタリア北・中

えた）．イタリアの諸都市も富と権力を集中し，

部と南西フランスに広まった．カタリ派は善悪二

都市国家を形成してゆく．

元論の異端で，絶対的清貧の完徳者の魅力から多

ヨーロッパ・カトリック世界は発展期に入る

くの者を引き付けた．

や，ただちにイスラム世界に対する反撃に出，レ

南西フランスにおけるカタリ派＝アルピ派異端

コンキスタ（国土再征服運動）と十字軍に打って

に対する戦いのなかで設立されるのが，絶対的清

出た．ヨーロッパ世界は唯一神文明であり，攻撃

貧の托鉢修道会のドミニコ会である．1215年にス

性を最大の特徴とする．イスラム世界はムハンマ

ペイン人のドミニコによって設立され，異端弾

ドによって7世紀に創始されるや急速に発展・拡

圧・布教活動に専念し，都市を中心に急速に広ま

大し，8世紀には北アフリカからスペインを支配

り，多くの大学の神学講座を占め，アクイナス以

し，11世紀にはパレスティナを支配し，ビザンティ

下多くの著名な学者を輩出する．

ン帝国に追っていた．南イタリアのシチリアにも

カタリ派に続いて，すぐにワルド派という強大

ビザンティン帝国のギリシア人とイスラム教徒の

な異端も広まり，ローマ教皇は異端審問所を設立

アラブ人がいた．レコンキスタは1085年にトレド

し，ドミニコ会とフランシスコ会という2大托鉢

を奪い返し，13世紀までにグラナダ周辺にまで追

修道会がそれにあたり，徹底的に弾圧することに

い詰めた．後にここから更に新世界に向かうこと

なる．

になる．十字軍の方はエルサレムの聖地巡礼が妨

ヨーロッパで学校が広まるのも12世紀ルネサン

げられたこととビザンティン皇帝の援助要請に答

スからである．学校は聖職者養成が目的で，修道

えて，ローマ教皇主導の下に行われ，1096年に始

院や司教座聖堂の付属学校で，一般にラテン語学

まる第1回十字軍以来，1270年の第7回十字軍ま

校とか文法学校と呼ばれる．学校では自由学芸7

で実に200年間も続くことになる．

科，つまり人文学3科（文法，修辞学，弁証法［後

レコンキスタと十字軍はヨーロッパに2つの重

に論理学］）と自然学4科（幾何学，算数，大文

要な成果をもたらした．1つはヴェネツィアと

学，音楽）が教えられた．勿論学校の実態は様々

ジュノヴァの地中海貿易航路の確立であり，莫大

で，ラテン語文法の初歩と聖歌・聖務日課を専ら

な富をヨーロッパにもたらすことになる．もう1

暗詞させるだけの学校から神学・教会法まで教え

つは12世紀ルネサンスであり，スペインのトレド

る学校まで様々であった．

とシチリアのバレルモを拠点に，古代ギリシア・
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