
は じ め に

　法・国家を対象とする思想において，人間
の社会性，即ち他の人間存在への向き合いの
有り様をいかに想定するかは，思想家の理論
構成を大きく左右する重要性を備えている。
人間同士が共同体を作ることができないため，
実力を備えた国家の存在は正当化されるとい
った主張や，人間は強制されずとも，自然的
な社会を形成する能力があるため，国籍を異

にする人間同士の協調も可能であるという主
張に代表される様に。
　前者の敵対的な社会性の理解はホッブズに
代表され，後者のように友好的な社会性理解
の代表がグロティウスやロックだと理解する
のが旧来の通説であった1)。それに対してタ
ックは，グロティウスやロック，ルソーとい
った思想家も，ホッブズ同様に人間同士の敵
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　本稿はビトリアの『政治権力論』内における，人間を社会的動物と形容するビトリアの人間像を
明らかにする。現行の研究においては，ビトリアを含めた後期スコラ学者の社会性概念を，人民に
よる自発的な社会構築と道徳形成の可能性を認め，国家の役割を縮減するものだと理解する先行す
る解釈が存在している。それに対し本稿ではまずビトリアを，従来の研究が想定したような強い社
会性を主張する論者として読み解く可能性を提示する。そこにおいてアリストテレスに依拠した，
友好的な社会性を備えた人間による社会形成について肯定的な議論を検討し，ビトリアの社会性概
念の有する，社会へ向かう傾向と，社会の必要性という二つの意味を確認する（第 1 節）。次に，前
節で確認した友好的な社会性を想定する議論から反すると思われる，人間の敵対性を強調するビト
リアの議論を提示する（第 2 節）。次いで前節までで確認した議論に連関する先行研究を確認し，問
題が，「人間が社会を自発的に形成し得ない」ことと，「人間が社会への傾向性を有する」ことはい
かにして整合的かという点に存することを明らかにする（第 3 節）。その上で，ビトリアの典拠とす
るアリストテレスとの対比を行い，ビトリアによる語の選択が，本来のアリストテレスの議論が想
定している，自然的なポリスの形成という結論の内実を読み替える結果をもたらしていることを確
認する。その上でビトリアによる社会的な人間という概念は，アリストテレスのポリス的という表
現に由来しているのであるが，人間の平等性や，人間同士の共通感覚の存在についての理解の相違
により，両者はその内実を大きく異にしていることを明らかにする（第 4 節）。友好的な社会性概念
の備える，社会への傾向性や社会形成の能力といった含意は，ビトリアにおいても部分的に受け継
がれてはいるが，その作用は政治社会とは区別された社会への傾向へと役割を減殺された上，単な
る社会では安定せずに解体してしまうといった議論と重ね合わされることで，その意義を極小化さ
せられてしまっているのである。このことは更に，ビトリアの議論が，アリストテレスを援用しつ
つ敵対的な社会関係および国家形成に際しての強制の必要を述べているという点で，中世思想にお
けるアリストテレス主義，キケロ主義，アウグスティヌス主義といった図式から逸脱していること
を含意しているため，そのことも説明する。
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対性を強調し，国家の自律を国際協調や，道
徳的義務よりも優先させる立場の側に包摂さ
れると主張する2)。
　タックの図式の出発点となっているのは，
16 世紀前後における，人文主義者とスコラ
学者の理論的な対抗である。タックによれば，
人文主義者はキケロやセネカのテクストから，
前国家的社会における人間の希薄な結びつき
と，国家における強い結びつきとの間の区別
や，道徳への懐疑，利己的人間像を学びとっ
た3)。そして，その教義をグロティウス，ホ
ッブズが受け継ぎ，それ以降の国家思想にお
ける主流になったとされる4)。
　それに対してスコラ学者については，グロ
ティウスや，タックにより友好的な社会性を
強調した思想家と理解されるプーフェンドル
フにおいてさえ，彼らの見解が継承されたと
する説明はなされない。タックは，スコラ学
者と括る思想家達による社会性理論や，人間
同士の道徳的紐帯の理解について，彼らが人
文主義者やそれ以降の理論家の立場よりそれ
らの役割を肯定的なものとして強調したと指
摘するが，その内実については，曖昧な説明
に留まっている5)。そのため，適切な意味で
の比較が行われたとは言い難く，後の時代と
の関係を論ずるための十分な土台を提供して
いないままである。そのことは，16 世紀の
スコラ学者の理論とそれ以降の議論に決定的
な相違があることを推察させるが，実のとこ
ろそれはほのめかされただけで証明はされて
いない。16 世紀のスコラ学者がいかなる社
会性理論を描いていたかを明らかにし以上の

ような図式の含意を掴むことで，より正確な
思想状況の理解を得ることは不可欠であろう。
　タックの研究は初期近代ないしは近世から
論述を開始することにより，人文主義と密接
な連関を有する社会性をめぐる近代政治思想
に共通の前提を見出し，従来の政治思想の図
式を塗り替える画期的なものであった。しか
しながら，以上のような思想史叙述が，中世
における人間と社会（ないしは国家）との関
係をめぐる議論といかなる関係を取り結ぶの
かは殆ど明らかにされていない。そのことは
タックが人文主義者を強調し，それまでの中
世の伝統と断絶したかのような古典への接触
と，それに由来する思想に重きを置いている
ことから導かれた帰結だと考えられる。
　だが，中世においても，近代における人間
の社会性をめぐる議論に相当するような思想
潮流は存在していたのである。タックに先行
する研究が既に，アリストテレスの再発見以
降，政治権力を人間の罪と堕落に対する矯正
とみなす，それ以前に主流であったアウグス
ティヌス主義的な議論に対抗する議論の存在
を指摘している。そこでは人間が家からポリ
スへと，植物が成長するかのような意味で自
然的に進展するといった発生論的な社会観と，
政治社会が人間の善を満たすために欠かせな
い存在であることを主張するアリストテレス
主義や，人間の意思に基づいた協約，言語を
介した自発的な合意による社会形成に重点を
置いたキケロ主義といった思潮の存在が示さ
れており6)，古典を利用した人間と社会の関
係の理論化には多様な仕方が存在していると

1）　Tuck, Richard, The Rights of War and Peace: Political Thought and the International Order from Grotius to Kant, Oxford 
University Press, 1999, pp. 12-13.

2）　ibid, loc. cit.
3）　ibid, pp. 16-77.
4）　ibid, pp. 108-109.
5）　ibid, pp. 74-75.
6）　柴田平三郎 『トマス・アクィナスの政治思想』，岩波書店，2014 年，148,149 頁 ; 土橋茂樹「13・14 世紀における

アリストテレス『政治学』の受容」上智大学中世思想研究所編，『中世の社会思想』，創文社，1996 年，183-192 頁，当該
議論が詳細になされた Nederman, Cary J., “Nature, Sin and the Origins of Society: The Ciceronian Tradition in Medieval Political 
Thought”, Journal of the History of Ideas, 49-1(1988), pp. 3-26 前半の議論は以下のように説明される。 従来の研究は社会的，
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言えよう。上に述べた両思潮は共に，友好的
な社会性を強調しているのであるが，前者が
無意識的な衝動，傾向の役目を持ち出してい
るのに対し，後者が自発的な人間の活動や言
語の役割を強調しているという点で区別され
るのであり，肯定的な社会性も一枚岩で説明
がつくものではないのである。このような状
況において，近世において中世との連続性を
有しているスコラ学者の側の思考を深入りせ
ず素通りしてしまうことは，その豊かな実り
を見逃してしまうことになる。
　以上の様な問題点に対し，本稿では近世ス
コラ学の創始者であるフランシスコ・デ・ビ
トリア（Francisco de Vitoria, 1483-1546）の

『 政 治 権 力 に つ い て（De Potestate Civili, 

15287)）』8) からその社会性に関する議論を読
み解いていく。
　タックの研究においてもビトリアは，スコ
ラ学者の代表例，その伝統の中で最も重要な
人物だとしていくらか言及がなされているう
え9)，本文で検討するように，アリストテレ
スの援用という中世的な伝統を受け継いでい
る以上，既述した不十分さを埋めるための格
好の対象だと言えよう10)。
　これまでビトリアが，インディアス問題な
どで先駆的な主張をなしたサラマンカ学派の
創始者，近代国際法の父祖として評価されて
きたこともあり，現在に至るまでビトリア研
究で中心とされている対象テクストは，『イ
ンド人論（De indis, 1539）』や『戦争法論

政治的自然主義をアリストテレスのみに誤って求めていたが，中世の思想家は自然的社会性とキリスト教の原罪の教義を
調和させる必要の下にあり，罪深い人間像と社会的な人間像の間に存在する矛盾に目を背けるわけにはいかなかったので
ある。そして，その問題への対処の仕方には大きく二つの流れが存在していた。一方は，アウグスティヌス（『神の国』12
巻）に従い，人間を非常に堕落した，欲深い存在とみなし，政治組織を人間の自然本性とは無縁の人工物とみなすもので
あり，もう一方は人間の結合へと向かう衝動を肯定し，一般的には社会，特定的には政治社会が人間の身体的精神的必要
を満たすもので，十分に構造化された政治社会において完全な幸福が得られると考えるものであった。後者によれば，現
実における人間の不正な振る舞いが存在していても，人間の内部には不変の行動原理があり，それにより同胞とともに生
きるようになるというのである。それに加えて第三の伝統として，キケロの著作（アウグスティヌスやラクタンティウス
を介した De re publica, De legibus の間接的受容や De officisの直接的利用）から影響を受けた一連の思想が存在した。それ
らの思想は，人間の社会に向かう傾向性は認めた上で，その傾向性は理性や言論による説得を介することで彼らがその本
性を自覚した上で初めて社会形成が可能になるものだと考え，人間の堕罪の教義に一定の余地を与えた。中世の論者は，
『義務について』（1.11-12）より，家族から国家までのあらゆる形態の社会の形成の第一原因は，理性と言論の能力であり，
盲目的な本性や実力によって社会が形成されるのではないとする教義を学びとった（pp. 3-11）。後に見るビトリアの社会
性の概念が直前に説明されたキケロ主義の思想とも異なることは，人間本性の自覚の有無や説得の過程が問題とされてい
ないこと，社会形成以前における言語や理性の作用が否定されており，社会形成後も言語的交流による集団の安定といっ
た自体は想定されていないこと，そして最終的に社会的傾向を人間が自覚することで十全な政治社会を形成するようにな
ると考えられていないことに求めうる。キケロ主義においては社会の原因を契約や同意に求める側面が強くなるが，その
点は契約論の含意を克服するというビトリアの議論とは適合しない。注釈 39 の論考を参照のこと。ネーダーマンは後の
Nederman, Cary J., “The Meaning of “Aristotelianism” in Medieval Moral and Political Thought”, Journal of the History of Ideas, 
57-4(1996), pp. 563-585 においては，12 世紀ルネサンス以降におけるアリストテレスの流入に過剰な断絶を見出すことが，
それまでのキケロやボエティウスを通じた間接的接触の伝統を踏まえて諌められなければならず，そこに完全に一元的な
流れを見ることも，翻訳ヴァージョンの相違を念頭において緩和されなければならないということを主張している。アリ
ストテレス主義の意味を拡張させてアリストテレス主義の影響下にある思想家の人間観が多様であったことを論じようと
しており，彼自身のアリストテレス主義観に揺らぎがあることはここに指摘しておく。16 世紀においてアリストテレス主
義の意味が更に多様化したという彼の指摘は，今回のビトリアのアリストテレス利用の独創性を示す傍証ともなる。ただ
し，後に言及するコラスの研究が示すように，アリストテレス利用において翻訳用語における一貫性は存在しており，内
容的な纏まりも一定程度有していたことは認めうるのである。ネーダーマン自身は批判しているが，ブライアン・ティア
ニー（鷲見誠一訳）『立憲思想』，慶應通信，1986 年，53,54 頁の指摘する，アリストテレス主義的な自然主義とストア派
的な協約主義な並存といった図式も有効だと考えられる。

7）　以下，『政治権力論』と表記，教会論との対比を強調するために世俗権力論と表現する場合もある。
8）　 『政治権力論』の参照，引用は最新の批判校訂版である Francisco de Vitoria, Jesús Codero Pando(ed), Relectio de 

Potestate Civili ;Estudios sobre su Filosoía Política, Madrid, 2008 に依拠し，ページ数はタイトルの略号である PC の後にペー
ジ数を付して表記する。

9）　Tuck, op. cit., pp. 72-75.
10）　既に注釈に挙げた研究も，その射程を後期スコラ学にまで伸ばしてはおらず，ビトリアの思想を扱った先行研究

も，それらの研究を踏まえて詳細にビトリアの社会性についての議論を吟味してはいない。
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（De iure belli, 1539）』であった11)。『政治権力
論』についての研究は，それが現存する最初
期のビトリアのテクストであり，国家権力の
性質，目的という非常に重要な主題を取り扱
っているにも関わらず，前二者に比すれば非
常に乏しいと言わざるを得ない12)。そのため，

『政治権力論』で他のテクスト以上に詳細に
展開されているビトリアの社会性に関する議
論は近年に至っても十分に検討されてこなか
ったと言える13)。本稿はそのような研究動向
上の空隙を埋めるものである。

　本論は以下のように展開する。まずビトリ
アを，従来の研究が想定したような強い社会
性を主張する論者として読み解く可能性を提
示する。そこにおいてアリストテレスに依拠
した，友好的な社会性を備えた人間による社
会形成について肯定的な議論を検討し，ビト
リアの社会性概念の有する，社会へ向かう傾
向と，社会の必要性という二つの意味を確認
する（第 1 節）。次に，前節で確認した友好
的な社会性を想定する議論から反すると思わ
れる，人間の敵対性を強調するビトリアの議

11）　一例として　Alves, André Azevedo, “Vitoria, the Common Good and the Limits of Political Power”,  At the Origins of 
Modernity: Francisco de Vitoria and the Discovery of International Law, eds. José María Beneyto, Justo Corti Varela, Springer, 2017, 
pp. 63-77.

12）　1960 年代において既に，後期スコラ学が私法や自然法の分野に及ぼした影響への着眼が存在しており，その創
始者であるビトリアに対する注目がなされていたが（ハンス・ティーメ（久保正幡監訳）『ヨーロッパ法の理念と歴史』，
岩波書店，1978 年，7-12 頁），その場合にも，ビトリアによるトマス・アクィナス注解に対する研究が中心であった。ビ
トリアの国家・法に関する理論を包括的に検討したものとしてベッケンフェルデの研究（Böckenförde, Ernst-Wolfgang, 
Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie: Antike Und Mittelalter, Mohr-Siebeck, 2006, pp. 333-355）が挙げられる。当該研
究は自然法理論の検討という側面においては，16 世紀固有の状況を踏まえ，トマス・アクィナスやドゥンス・スコトゥス
といった先行者とビトリアとの距離を描き出し，ビトリアの議論に内在する連続性と断絶の両者に光を当てた功績を有す
る。ただし，『政治権力論』が関連する後半の政治理論の分析においては，その他の研究と比すればビトリアの国家理論が，
近代的にも映る権利論を備えつつも，国家主義的ないしは絶対主義的色彩を帯びていることを適切に捉えているが，思想
史的状況への参照を欠き，さらには異なる時期に展開されたビトリアの議論を原則なく利用しているため，ビトリアのそ
れぞれの著作で展開される議論の固有性を捉え損ねることになっている。その他にもティアニーが『政治権力論』も含め
たビトリアの権利論，自然法思想が，15 世紀の神学者のそれとは大きく異なっていることをテクストに即して説明してい
るが，分析は貫徹されずいくつかのテクストの理解困難性を示唆するに留まる（Tierney, Brian, The Idea of Natural Rights, 
Scholars Press for Emory University, 1997.）。そしてバーンズは 16 世紀初頭に至るまでの国家論，教会論を紹介する中でビ
トリアについて言及し，カイエタヌス，ジョン・メイアーといったビトリアに十年ほど先行する論者が，論争の中でも国
家権力が容易に覆されるものという前提を共有していたにも関わらず，ビトリアにおいては国家権力の市民社会に対する
優位性が前提されていることを指摘している（Burns, “J. H., Scholasticism: survival and revival”, The Cambridge History of 
Political Thought 1450–1700, eds. Goldie, M., Cambridge University Press, 1991, pp. 132-156）。いずれの視点も重要であるが，
本稿が取り組む社会性の問題は議論の俎上に挙がっていない。

13）　Valadares, Jeferson da Costa, “Notas sobre o humanismo jurídico de Francisco de Vitoria e o ius communicationis em 
contexto”, Synesis, 8(2016), p. 101-120 は『政治権力論』の社交性に関する議論について言及しているが，それは後の時代の

『インド人論』などで展開される国際関係の議論と連関するものとして解釈され，人間が自然的に国際的な交流を行えると
いった意味での社交性が論じられていると説明されるが，本稿で指摘されるビトリアの人間の敵対性に関する議論を認識
していない｡ Llano-Alonso, Fernando Higinio, “Humanismo renacentista, razón universal y sociedad humana en el pensamiento 
jurídico de Francisco de Vitoria”, Derechos y Libertades: revista de filosofía del derecho y derechos humanos, 34(2016), pp. 91-114 は

『政治権力論』の議論が，先行する解釈とは異なり統治の自然主義に傾いていること，アリストテレス主義，キケロ主義，
トマス主義といった潮流がビトリアの込み入った形で影響を与えていることを適切に指摘しているが，それらの先行する
思想との関係の分析は行われない上，社会性に関する議論への言及を欠いている。Redondo, Maria Lourdes Redondo, “Fran-
cisco de Vitoria: La sociedad international, Un ideal realizable”, Revista española de Filosoffa Medieval, 13(2006), pp. 89-100 は『政
治権力論』の社会性に関する議論にページを割いているが，当該論考はビトリアが人間の肯定的な社会性と，社会の必要
を論じていることを言及した上で，それと個人の権利の重要性が対立するということを，ビトリアのトマス注解の権利論
を持ち出して説明し，その個人の権利に関連するビトリアの dominium 論の説明へと移るものであり，ビトリアの社会性に
関する議論の解釈困難性は意識されず素通りされることになる。Maurice Barbier, “La notion d`etat chez Vitoria”, Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance, 61-1(1999), pp. 7-21 は国家，社会の自然性をビトリアが説明したという理解に基づいて『政治
権力論』を解釈している。政治社会の設立が人間の意思に基づいていてもなおそれが自然的であるという説明の仕方をビ
トリアが採用していることを適切に指摘しており，政治社会がもっとも完全であること，人間の弱さと相互扶助の義務や
政治社会が人間の高次の目的に資するものであることを見出す点も正確である。しかし，res publica の自然性と，societas
の自然性を区別せず論じており，それに並行して，人間が社会的動物であるというビトリアの主張を，人間が政治的動物
（zoon politikon）であるという主張と同一視している。そのため，本稿における，ビトリアが単なる社会への集合と政治社
会の設立という場面において，議論の性格を異にしているという指摘は見出されない。
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論を提示する（第 2 節）。次いで前節までで
確認した議論に連関する先行研究を確認し，
解明すべき点を明らかにする（第 3 節）。そ
の上で，アリストテレスによるポリス的とい
う表現の含意と，ビトリアの社会性概念の関
係を論じることで，ビトリアの社会性の概念
への明確な理解へと迫り，ビトリアが中世的
な枠組みを利用して議論をしつつも，その内
実においてタックが示したような近代以降の
社会性の理解に足を踏み入れていることを明
らかにする（第 4 節，小括）。
　なお，本稿の議論において社会性にしばし
ば付される「自然的」という言葉は，多義的
で問題となりうるため一言しておく14)。既に
述べたように，人間の社会性を肯定的に描き，
その自然性を指摘する思想においても多様性

が存在していた。そのため「自然的」とは，
人間に相応しい（「自然本性的」）といった意
味15) に加えて，人間が無意識的な傾向によ
ってそちらへ「自然的」に向けられていると
いった傾向性を含意する意味，そして人間は
自然的に協議や契約によって「自然的に」社
会を形成するといった能力に近い意味も有し
ている。本稿においては初めに，全ての意味
での「自然的な」社会性を肯定しているかの
ようなビトリアの主張を見た上で，直後にそ
の反例が示されることで意味を分析する必要
が提示され，第 4 節の分析によってアリスト
テレスとの対比を経ることで，ビトリアが上
のような社会性の諸側面のうちどの側面をど
の程度認めていたのかが明らかにされる。

1　社会的動物

　まず，ビトリアによる人間の友好的な社会
性を肯定する議論を簡潔に確認していく。ビ
トリアが国家を超えた規模での協調，交流の
価値を認め，その可能性を追求した思想家で
あるという見解は既に存在する16)。そのよう
な解釈を念頭に置きつつ，ビトリアの唱える
社会性を肯定的に描くことは確かに可能であ
る。
　人文主義的風潮が強いパリ大学における
14 年間の研鑽期に，アリストテレスにギリ
シア語で触れたビトリアは17)，アリストテレ
スによる社会的な人間像を積極的に引き受け
ているように見える。

　ビトリアはアリストテレスの『政治学』を
引用し，「人間は社会的動物（hominem ani-
mal esse sociabile）」18) であると述べる。その
後には更に進んで，「というのも，自然は孤
独を全く以て好まない，アリストテレスも述
べるように，自然によって私たちの全ては共
同 生 活（communicatio） に 向 け ら れ て い
る」19) との主張も行っている。それに加えて

　PC18,20: «Quare et Timon Atheniensis, qui se 
instituto ab hominum communitate segregabat, 
inhumana brutalique natura ab Aristotele 1 
Politicorum censetur, et inter feras huiusmodi 

14）　以下のような広がりに加えて，後に引用する箇所ではビトリアが自然を擬人的に語っている箇所もあり，彼が自
然という語を非常に広い意味で把握していることは確かである。但し，以下に述べるような特性は，常に自然の語と結び
付けて論じられているわけではないため，その語の登場しないテクストを分析する際にも分析枠組みとして利用される。

15）　この意味の内部でも，自然本性的であるがゆえに，一旦成立した社会は非常に安定的であるといった傾向性を含
意するものとそうでないものという区分は観念可能であろう。

16）　Koskenniemi, Marti, “Colonization of the “Indies” The Origin of International Law?”, La idea de América en el pensamien-
to ius internacionalista del siglo xxi, 2010, pp. 43-63.

17）　Noreña, Carlos, Studies in Spanish Renaissance thought, Springer, 1975, p. 39.
18）　PC16.
19）　PC18 : «Nihil enim natura solitarium amat, omnesque, ut ait Aristoteles, natura ferimur ad communicationem.»
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homines ponuntur. »
　  「アリストテレスは政治学の一巻において，
意図的に人間の共同体（communitas）から
離脱したアテナイのティモンを，非人間的
で野蛮な自然本性（natura）を有するもの
とみなしており，そうした類いの人間を野
獣に属するものに数え上げている。」

　とも述べている。
　以上のようにビトリアは，アリストテレス
を引用する形で，人間の集まりから離れて生
きようとする営みは非人間的，獣的（inhuma-
nus brutalusque）だと形容する議論を肯定的
に紹介している。このような議論に従うなら
ば，人間の織りなす共同生活に組み込まれる
ことは，人間がその本性に相応しい生を送る
ために不可欠な要素だと考えられる。ここに
おいて，社会に属しているということは人間
性の根幹に据えられているのである20)。共同
生活（communicatio）や共同体（communi-
tas）という表現は，社会（societas）同様に，
ビトリアにおいては広義の人間集団を含意す
る表現として用いられている21)。そして，社
会的動物である人間はそのような集団に傾向
づけられており，そこに属することが人間本
性の核心をなしているといった主張が仄めか
されている。このような人間本性の理解を踏
まえて，ビトリアは次のように主張する。

　テクスト 1

　PC20: «Patet ergo quod fons et origo civi-

tatum rerumque publicarum non est inventum 
commentumve humanum, neque inter artifici-
ata numerandum, sed tanquam a natura pro-
fectum, quae ad mortalium tutelam et conser-
vationem hanc rationem mortalibus suggessit»

　  「そのため以下のことが明らかである。都
市や共同体 /国家の由来ないし起源は人間
の発明物や捏造物，人工物に数えいれられ
るべきものではない。そうではなく，自然
によって生じるものであり，その自然は，
可死的存在（である人間）を保護し，保全
するために，可死的存在にこの道理を提示
するのだ」

　都市や共同体が自然本性によって完成され
るというビトリアの主張の含意を確認する。
ビトリアは，人間が獣と異なり理性と徳性を
有すると論じるが，代わりに角や牙のような
身を守るための生まれつきの手段を有してお
らず，身を守るために結集する必要があると
主張する22)。そして，家族などの小集団では，
必要を満たしつつ，安全を保って存続するに
は不十分なのである。一方それに対して，

　PC20 : «inter omnes societates civilis societas 
ea sit, in qua commodius homines necessitati-
bus subveniant, sequitur civitatem esse, ut ita 
dixerim, naturalissimam communicationem 
naturae convenientissimam.»

　  「そこにおいて容易に人間が必要性を満た
すことができる社会とは，政治社会（socie-

20）　PC18.
21）　Colas, Dominique, translated by Amy Jacobs, Civil Society and Fanaticism: Conjoined Histories, Stanford University 

Press, 1997 が示すように，ロバート・グローステスト，メルベケのウィリアム，トマス・アクィナス，アルベルトゥス・
マグヌスといった中世の神学者や，レオナルド・ブルーニのような人文主義者，フィリップ。メランヒトンといった宗教
改革側の神学者においても，アリストテレスにおける koinonia は，societas，communicatio ないしは communitas といったラ
テン語で把握されており，それと区別されるポリス的共同体（koinonia politike）は必ず，civilis や politica といった形容詞
を付されることで，その特殊な類型であることを明示されている。そのような共同体の典型であるポリス（polis）は，グ
ローステストが police という表現を用いた事例を除いては，civitas ないしは res publica として把握されている。ビトリア
の用語法も以上の伝統に忠実に，communicatio，societas，communitas について集団一般を広く指す語として用いており，
civitas や societas civilis をそれぞれ完成度の高い集団として把握しているが，res publica に関しては国家における統治者と
は区別された部分を支持するために用いられている箇所もあるため整理が必要である。

22）　PC14,16.
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tas civilis）なのであり，そのため，都市
（civitas）こそが，既に述べたように，最
も自然的で，最も自然に一致する共同体な
のである。」

　との説明が与えられている。ビトリアにと
っては都市こそが最も自然的な共同体なので
あり，それは人々の平和の確保といった目的
に資するという点で政治社会の一類型として
分類される。そのような相応しさについての
説明のみならず，創世記に記された原初の
人々は家族という小規模集団で存続すること
ができず，都市（civitas）を形成したのだと
する説明も行われ，同時代にとっての歴史的
事実も援用した形での正当化も行われてい
る23)。その援用に際してビトリアは，人間が
孤立状態や家族だけでいることの不便を認め，
社会形成に至るという過程について言及す
る24)。都市や共同体の設立は，自身の周囲の
条件や，自身の本性といった意味での自然本
性が，理性を有する人間に対し，自己保存の
方法を提示することで果たされるということ
が上記引用箇所の含意だと理解される。それ
は，人間の盲目的振る舞いが，神慮によって
最終的に良い帰結を齎すという図式や，完全
に合理的な人間が，計画した通りの結果の恩
恵を受けるといった理論とも異なっているの
であり，自然が人間に提示（suggessit）する
ことで社会が完成されるという，純粋な技術

にも，自然のみにも還元されない政治社会の
性質が示されている25)。
　以上の箇所から確かに，人間は自然に依拠
する形で社会を形成するということが理解さ
れるのであり，そのような意味で，人間は自
然的に共同生活に向けられているということ
は理解可能であろう。
　更に，社会は生存以外の目的にも資すると
ビトリアは主張する。人間は生存に必要な振
る舞いを備えた獣と異なり，近しい仲間の存
在を前提として陶冶が果たされるというので
ある26)。よって，ビトリアによれば，社会を
欠いた状態では，知性も徳性も，意志も正し
く保持することができないのであり，「共同
の生活（vitae communicatio）を欠いては完全
に無に帰する」27) のである。この箇所や，す
でに引用したアリストテレスをビトリアが援
用する箇所からも読み取れるように，人間が
本性上共同生活に，傾向づけられているとい
う仕方でも，自覚を介して形成する仕方でも
向かっていくのみならず，共同生活がなけれ
ば，人間が人間たり得えないという主張もビ
トリアは行なっているのであった。このよう
に，ビトリアの社会性概念は，人間の社会へ
の傾向性や，人間の自覚に基づいた社会形成
という意味に加えて，社会，ひいては政治社
会の人間にとっての不可欠性や相応しさとい
った肯定的な含意を帯びていることが確認さ
れる。

2　敵 対 性

　本節では議論を更に進め，社会的本性を持
つ人間から成る集団についてビトリアがいか
なる評価をしているかを見る。前節で確認し

たビトリアの社会的本性に関する議論からは，
積極的な社会性を人間が有しており，人間に
とって相応しい存在である社会に人間が安住

23）　PC20.
24）　聖書に言及する例においては，ハムやニムロドといった創世記の人物が，都市を建設したことが実例だとされて

おり，人間が無目的に振る舞うことで勝手に都市が形成されたといった主張が展開されている訳ではない。
25）　この箇所は一見するとキケロ主義的含意を帯びていると評価できるだろう。
26）　PC16,18.
27）　PC18: “omnino sine vitae communicatione interiretur.

user


user
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することは難なく果たされるといった帰結が
読み取れるようにも思われる。しかし，ビト
リアの議論は決して楽観的な人間観や権力の
ない社会の安定性を含意するものではないこ
とが，以下の箇所を読解していくことにより
理解される。ビトリアは自然の助けにより人
間が社会を形成しようとすること，社会を必
要としていることを述べた直後に，そのよう
な共同体に統治する者が存在しなかったなら
ば，各人は自身の恣意に従って行動するため
に分裂をすると主張する。

　テクスト 2

　PC22: «Nam si omnes aequales essent et nulli 
potestati subditi unoquoque ex sua sententia 
et arbitorio in diversitatem tendente, necessar-
io distraheretur res publica, dissolveretur civi-
tas nisi aliqua esset providentia, quae in com-
muni curaret consuleretque communi bono.» 

　  「もし全員が平等であり，いかなる権力に
も従わず，各人の考えと意思でそれぞれの
目的へ行為を行うという条件の下で，共通
のもののために配慮し，共通善を考慮する
先見の明（としての役目を担う人物）がな
ければ必然的に国家は分裂し，都市は解体
しているだろう。」

　この主張と前節の議論との擦り合わせは次
節以降の議論に譲り，以下ではビトリアが，
人間が集合するという事態へいかなる評価を
下しているかについて具体的に見ることで，
そのような主張の意味するところを探る。
　ビトリアは，支配関係が存在しない人間同
士においては，防衛のために力を振るうこと
が許されていると理解している。その点のみ
ならば個人の自己防衛の権利を積極的に肯定

したという点で評価できるだろうが28)，以下
の箇所においてはそういった主張とは別の議
論のための論拠として利用されている。

　テクスト 3

　PC24: «Si enim priusquam in civitatem homi-
nes convenierent, nemo erat aliis superior, non 
est aliqua ratio, cur in ipso coetu seu conven-
tu civili quisque sibi super alios potestatem 
vindicaret, maxime cum quilibet homo iure 
naturali habeat potestatem et ius dedendendi 
se, si quidem nihil magis naturale quam vim 
vi repellere.»

　  「というのももし，人々が都市へと集合す
る前は，誰かが誰かに対して優越するとい
うことはないのであるならば，政治的な集
まりにおいて，特定の人物が他の人に優越
する権力を自らに対し主張する理由も存在
しない。それというのも，確かに力を力で
もって押し戻すことほど自然な事態はない
とするならば，人間は自然権に基づいて防
衛のための権力と権利を持つためである。」

　ここにおいては，自己防衛の権利が人々の
平等性を主張するための論拠として持ち出さ
れているのであり，その平等性も，政治的な
平等主義を主張し不平等を糾弾するといった
目的のために提示されているのではなく，政
治社会形成以前の集団において人間が協働を
果たすことの困難を示すために参照されてい
るのである29)。現に，引用した箇所の直後に
おいては，そのような平等で相互に防衛しあ
う人間が集まった場合について，以下のよう
に，聖書を援用して相争い滅びるだろうと主
張している。

28）　ビトリアによる主観的権利の強調という側面については Koba, Tomoyuki, “Francisco de Vitoria’s idea of natural law 
and its relationship with division of things”, Interface - Journal of European Languages and Literatures, 11 (2020), pp. 1-18 を参照。

29）　ティアニー前掲書， 68,69,110,111 頁などで見られるように，人間の原初的な平等性はむしろ，支配の根拠は支配
される側の同意に基づかなければならないといった議論と結びつくものであるが，ビトリアはそのような論者の根拠であ
る平等性を異なった結論を導くために利用している。
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　PC22 : «Omne enim regnum in se ipsum divi-
sum desolabitur, et ubi non est gubernator, ut 
ait sapiens, dissipabitur populus.»

　  「というのも，知者が述べるように30)，内
部において分断を含むあらゆる王国は分か
たれて滅びるであろうし，そこに統治する
者がいない場合も，民はバラバラになって
しまうだろう。」

　ここにおけるビトリアの説明には，平等な
人間同士が自発的に協調をするという視点は
見られない。各人が自己の良いと思う事，欲
する事を行い，それが見えざる手によりよい
帰結をもたらすという事もなく，秩序の破綻
に至るという見立てが提示されており，ここ
においては，中世におけるアリストテレスや
キケロを援用した社会観の伝統とは大きな断
絶を示している31)。
　このような見解がビトリアの議論の背景に
あることは以下のことからも推察される。国
家の構成員である多数者について，ビトリア
は群衆（multitudo）という言葉を用いて彼ら
を表現しており，立法を行い，刑罰を科すこ
とが彼らだけでは出来ないと述べた上で，社
会が成立した後でも，人間集団が政治的な行
為を行う可能性について否定的な評価を下し
ており32)，統治者の存在しない人間集団は自
発的に行為する主体として把握されていない。
その他にも民主制，貴族制，君主制を比較し
ている箇所においては，複数者が支配する体

制では統治する仲間（socius）の相互に信頼
（fides）がないために反乱や紛争が絶えない
と聖書を引用して述べ，支配を担う同格な人
間が多数存在することに警戒を示す33)。そこ
においては君主制の正当化という文脈が存在
しているとはいえ，多数であることは否定的
な意味を持つ事態として評価されているので
ある。
　その他にも，ビトリアは統治者の権力は神
ではなく人間が作り上げたものだという見解
を批判する際に，そのような見解に従う党派
的で野心を有する人間は，君主に反旗を翻す
だろうという主張を行う（PC22）。これは単
なる空想ではなく，ビトリアが講義を行う 7

年前の 1520 年に勃発し，講義の直前までそ
の処分を巡って紛糾していた大規模な反乱で
あるコムネロスの乱が念頭にあった34)。社会
における実際の人間の不和はビトリアの議論
に深く影を落としている35)。
　ビトリアが，人間同士の不和や分裂を強調
していることは，その統治者選択のための多
数決についての議論からも推察される。彼は，
構成員全員の意見を尊重する全会一致の考え
を採用せず，多数者の決定が少数者に優先さ
れるべきだと述べる。その際に，議論によっ
て妥協点を探すという選択肢は浮上せず，意
見の不和という事態が強調される。そして，
少数者と多数者の間で矛盾が存在しているた
め，多数者の意見に従うべきだという主張を
行い，更には一度統治者を選んだ後は改廃す

30）　聖書の知恵の書からの引用を示唆する言い回しである。
31）　このような議論は，自然過程として国家の成立を把握するといった意味におけるアリストテレス主義，人間同士

による自発的な協調による国家形成の可能性を肯定するキケロ主義の思考とは明確に異なっている。
32）　PC30: «Quia cum res publica potestatem habeat in rei publicae partes, haec autem potestas per ipsam multitudinem exer-

ceri non potest: nec enim respublica leges condere, edicta proponere lites dirimere, transgressores coercere et denique ius suum uni-
cuique dicere et reddere.»

33）　PC42 : «Necesse est enim ut, ubi multi in administratione sunt pares, dissensionibus et seditionibus laborent, et diversis 
sententiis rempublicam distrahant, nulla enim fides regni sociis, ut ait Poeta.»

34）　Campagna, Norbert, Francisco de Vitoria : Leben und Werk, Lit-Verlag, 2010, pp. 24-25.
35）　コムネロスの乱という文脈から見た際のビトリアの議論の特性については，木場智之「内乱をめぐる言語――フ

ランシスコ・デ・ビトリアの世俗権力論をめぐる政治思想史的文脈――」，『一橋社会科学』，11（2019），pp. 33-50 を参照。
当該論考においてビトリアの議論がコムネロスの乱の主導者について敵対的であり，ビトリアが自治都市の自由といった
反乱者側の主張の前提を簡潔に退けていることが確認されている。
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ることは認められないとも述べる36)。
　以上確認したところによれば，ビトリアは
自由な人間が寄り集まって共同生活を送った
としても，統治者を欠いているならば直ちに
分裂すると述べている。その理由として，各
人がそれぞれ求める事を勝手に追求するため
だという，タックの図式における人文主義の
立場を想起させるような人間観を披露してい
る。更に，その人間像は，政治社会における
統治者についても指摘されており，それ以外
の共同体の人間についても，自らが立法を行
う能力を持たない存在として，単に多数決で
変更できない統治者を選ぶことのみを期待さ
れた存在とされた。
　スキナーによれば，ビトリアやスアレスが，
アリストテレスに従い，人間は本性上社会的
であると考え，人間は本性的に，自身のため
の政治社会を創設する能力を持っていると主
張したとされるが37)，以上の検討を踏まえる
とビトリアに関しては大幅な留保が必要にな
るだろう。少なくとも本節で確認した箇所を

踏まえると，ビトリアの述べる社会性概念は，
人間が全くもって自由な状態にある時に，立
法や司法制度を備えた国家を自発的に形成す
るといったことも，衝動や傾向によって安定
的な集団へと結集するといったことをも含意
しないように思われるためである。だが，第
1 節で見たように，テクスト内で人間の社会
性の肯定や，アリストテレスの援用が実際に
されている事を踏まえるなら，斯様な見解を
抱くことは必ずしも不合理であるわけではな
い。
　第 1 節と第 2 節でそれぞれ確認したビトリ
アの主張の関係が説明されることで，上記の
ような対立する見解のうちどちらを採用する
べきかが明らかになるだろう。そのため，こ
れまで確認した事を踏まえた分析を行い，ビ
トリアが主張する社会性の意味を更に明確に
する必要がある。その分析に移る前に，一旦
節を改め，先行研究の解釈を確認する。その
作業を介することで，行うべき分析の方向づ
けを明確にする。

3　先行解釈

　前の 2 節においては，それぞれ特定の視角
からビトリアの議論を提示しその意味を検討
することを行った。その結果，ビトリアの社
会性について両義的とも言い得る外観が浮か
び上がってきた。その両義的な外観をいかに
分析するかの方向づけを得るためにも，先行
研究の解釈を確認する。
　デッカースは先ほどまで確認したテクスト
の箇所でも，特に人間が共同生活を欠いては

人間らしい生が送れないとビトリアが述べて
いること38) を指摘した上で，それにもかか
わらずビトリアの議論からは人間が自発的に
社会形成を行うことは期待し難いとの主張を
行い，カントに準えた形で「ビトリアの非社
交的社交性（ungesellige Geselligkeit）のジレ
ンマ」を指摘している39)。以下では彼の解釈
を確認していく。
　デッカースは「個人は社会的政治的共同体

36）　PC44,46，当該箇所では，最終的にキリスト教徒全体のための君主を立てることが以上のような多数決主義によ
り正当化されているのであるが，多数決主義の妥当性はその事例のみに限定されていないため，通常の統治にも当てはま
るものとして理解する。

37）　クエンティン・スキナー（門間都喜郎訳）『近代政治思想の基礎』，春風社，2009 年，36 頁。
38）　PC18.
39）　Deckers, Daniel, Gerechtigkeit und Recht: eine historisch-kritische Untersuchung der Gerechtigkeitslehre des Francisco de 

Vitoria, Universitätverlag Freiburg, 1991, p. 50. 当該箇所でデッカースはビトリアのトマス注解を扱った上で，そこから見出さ
れる，人間が自然的に他の人々の善を志向することがないという見解を，政治社会に関する議論においても確認するとい
う目的のために，『政治権力論』の議論を参照している。
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における生に向けられている。これはビトリ
アの政治的人類学の中心的な仮定なのである。
そしてこれは，『政治権力論』の最初の箇所
において体系的な形式において具体的に展開
されている。」40) と述べ，『政治権力論』がビ
トリアの社会性に関する議論を展開している
テクストだという認識を示している。
　そこでデッカースは『政治権力論』の冒頭
を確認し，人間が理性と言語を有する点と，
個体のみでの生存に必要な防衛手段を欠いて
いる点において動物と区別されるというビト
リアの主張を取り上げている。その上でビト
リアの画期性として，社会の必要性を単に生
存のみではなく，知性や倫理性の発揮のため
に主張したことを挙げている41)。
　だが，デッカースによればビトリアはその
ような主張をしているにも拘らず，人間の倫
理性，他者の利益を促進しようとする傾向に
懐疑的であったため人類学的なジレンマを抱
えているのである。「一方において人間は社
会的そして国家的共同体における生に必然的
に割り振られていながら，他方において人間
はそのために相応しい自然的な諸前提を備え
てはいない」42)。デッカースは以上のように
解釈上の難点を示した上で，その解決策の提
示を行ってはいない43)。
　デッカースの見解に対しては，数点批判が
可能である。彼の論証はビトリアの『政治権
力論』を用いることで途中まで議論が進めら
れるのであるが，後半の社会の自発的形成の
困難を指摘する箇所では，『政治権力論』の

テクストでは殆ど言及されない概念44) への
援用と，ビトリアのテクスト自体に殆ど依拠
しない概説的な説明によって議論が進められ
ており，ビトリアのテクストから人間が社会
へと向けられていないという点を論証してい
るわけではない45)。このことは，当該箇所が
トマス注解に大きく依拠しており，『政治権
力論』のみに分析対象を絞っている訳ではな
いとしても，問題含みだと言える。
　そして，ビトリアが述べた社会性の概念は
ジレンマを有するものとして評価できるのか
が問題となる。デッカースの持ち出すジレン
マとは，あくまでも「人間が社会を必要とし
ている」という意味での肯定的な社会性と，
トマス注解から導かれた利己的人間像を持ち
出して「人間が社会を自発的に形成し得な
い」という敵対的な社会性を対抗関係で把握
するのみで，『政治権力論』の分析としては
不十分である。そこには，第 1 節で確認した
ような，ビトリアが『政治権力論』で提示す
る社会性概念の「人間が社会への傾向性を有
する」という含意を素通りしていまっている。
　「人間が社会を自発的に形成し得ない」こ
とと，「人間が社会への傾向性を有する」こ
とはいかにして整合的に説明可能なのだろう
か。確かにデッカースは，「人間が社会への
傾向性を有する」という側面を否定（ないし
は無視）することでその問題を回避している
が，先に述べたように彼はビトリア自身によ
る人間の社会形成についての分析を行っては
いないため，再検討の必要がある。この問題

40）　ibid, p. 53.
41）　ibid, pp. 54,55.
42）　ibid, p. 53. 類似の表現は pp. 57,58 においても用いられる。
43）　ibid, pp. 57,58 でデッカースはビトリアは集団的生活の基礎を純粋に探求する倫理学者であるのみならず，神学者

であったため，利己的な人間というものはその根拠を神に帰されることになってしまうことが問題であるといった説明が
なされるが，少なくとも利己心に関する議論はトマス注解から導かれたものであるのだから，『政治権力論』の論理を一層
追求した上で答えを得るべきであろう。

44）　«inclinatio ad bonum proprium»
45）　Deckers, op. cit., p. 57. 当該箇所では『政治権力論』の言及がなされた直後に，トマス注解から得られた自然的な

自己利益追求に人間が向けられているという見解が提示される。その上で両テクストの見解を組み合わせて，自己は他者
に依拠しているにも関わらず，他者の生存を配慮しないという問題が提示され，そのような問題に対応するために正義の
徳が必要となるといった議論の展開がなされる。



「社会的動物としての人間」と「政治社会」 103

に応答するために，次節では，ビトリアが引
用したアリストテレスの社会性に関する議論

と，ビトリアの議論を対比することで，ビト
リアの社会性の概念を更に明確にする。

4　アリストテレスとの対比

　ビトリアは，アリストテレスの『政治学』
一巻二章における「人間は本性上，ポリス的

（πολιτικός）な動物である」（1253a）という
主張をラテン語で引用している（PC16）。ア
リストテレスの当該箇所においては，ビトリ
ア同様に人間が社会に属することが自然的で
あると述べられており，更には人間が社会へ
と向かう衝動を有することが想定される

（1253a）。この想定は，すでに引用したビト
リアの以下の主張に反映されていると考えら
れるだろう。

　PC18: «Nihil enim natura solitarium amat 
omnesque, ut ait Aristoteles, natura ferimur ad 
communicationem.»

　  「というのも，自然は孤独を全く以て好ま
ない，アリストテレスも述べるように，自
然によって私たちの全ては共同生活（com-
municatio）に向けられている」。

　更には共同体の役割についても，単に生存
のためだけではなく，善き生活のためにある
と述べており（1253a），ビトリアが社会を生
存のためだけでなく知性や徳のためにも必要
だと述べたこととも照応する。以上のように，
いくつかの類似点を指摘することができるが，
両者の間には無視できない明確な相違がある。
　まず，アリストテレスにおいては，ポリス
の形成に先立って，生まれつき奴隷的である
者と主人的である者，支配されるのに相応し

い者と支配するに相応しい者というような区
分が前提とされており，ポリスの秩序もその
正しい区分の現実化として理解されている。
（1252a,1252b）。
　それに対してビトリアは，テクスト 3 にお
いて見られるように，社会形成以前の人間の
原始的な状態は平等であるという前提を踏ま
えて思考し，その前提から出てくる帰結自体
を解釈によって否定したとしても，その前提
自体は崩されることがない。ここにおいて両
者の人間の階層性の理解の相違が議論の展開
に影響を及ぼしていることが推察される。
　その他にも，アリストテレスは，人間が

「ポリスや家を形成し得るのは，善悪その他
のことへの認知を共有しているためである」
（1253a）と述べ，社会を作る以前より人々は
善悪の観念を共有していると想定する。アリ
ストテレスにおいて，ビトリアの政治社会に
相当する組織であるポリスへの移行は，人間
に内在する自然によって果たされるものなの
であり，そこにおいては原初的な階層秩序や
善悪の観念の一致といった，ポリス形成以前
より存在する社会的紐帯が重要なファクター
となっている。その移行は，植物が種から成
木へ成長するのと同様の意味で「自然的」な
のである46)。
　それに対してビトリアは，テクスト 2 にお
いて見られるように，一旦平等な人々を想定
した上で，そのような人間から構成される集
合体（coetus, conventus）においては，誰か

46）　土橋前掲論文，188 頁においては，アリストテレスのポリスへの目的論的過程とは，植物の生長と同様のプロセ
スであるとの説明が与えられる。とは言え，荒木勝 「アリストテレス国家論の位相」， 『岡山大学法学会雑誌』，57-2（2007）， 
346-350 頁が指摘するように，アリストテレス自身も単なる衝動とは区別された，理性的な作用による国家形成を認めて
いるうえ，立法者という主導者の作為の可能性も肯定していた。ただし，その行為と人々の衝動が協働するという調和的
な関係が想定されていた点でビトリアとは区別される。
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が誰かに対して命令を行う正当性が存在して
いないということを述べる。権力関係を前提
としない人間集団は分裂をすると述べるビト
リアは，共通感覚のような機構による協調の
成立に期待をしておらず，政治社会の成立は，
先述した（植物が勝手に生育するような意味
で）意味において「自然的」ではないのであ
る。そのことは以下のことからも推察される。
ビトリアはアリストテレスを援用して，人間
が他の動物と異なり，理性を媒介する手段と
しての言語を有している点を強調しているが，
その直後に理性や言語は「人間社会の外では
役に立たない」47) という留保を行なっている。
ビトリアによるアリストテレスの援用におい
ては，「知恵が言語を介さなければ，その知
恵も不愉快で，非社会的な（insociabilis）存
在となるだろう」48) という言葉に示されるよ
うに，言語の役割が強調されている。
　ビトリアの理解によれば，アリストテレス
は，言語こそが人間をそのほかの動物と異な
るものとする唯一の特性だと考えたのだとさ
れ，社会以前の道徳的な結びつきの可能性に
ついては言及されない。更に，その言語とい
うものが社会や国家の成立に寄与し，その解
体を防ぐといった側面も取り上げられないの
である49)。アリストテレスがコミュニケーシ
ョンを介した価値や知覚の共有によってポリ
スを形成することができると論じたのに対
し50)，「共同の生活（vitae communicatio）を
欠いては完全に無に帰する」51) という命題が

含まれるビトリアのテクストにおいては，社
会形成以前の言語を介さない認知の共有とい
ったものが存在する余地はないのであり，単
に傾向や衝動による社会形成のみならず，意
思や契約に基づいた自発的な社会形成の可能
性も閉ざされている。ビトリアの議論は言語
や善悪の観念の一致が社会に先立って社会形
成や社会の安定を助けるといったものではな
く，社会が存在しなければ言語も意味を有さ
ないというものであり，あくまでも言語は社
会によって生み出される産物として把握され
ている。更にはテクスト 2 で確認したところ
によれば，平等な人間間においては，なにが
しかの集団が形成されていても分裂が生じる
という主張をビトリアは行なっているのであ
り，その局面において言語が果たす役割につ
いては何も言及されないのである52)。
　以上の事例における，道徳や言語，人間の
階層性についての理解の相違に見られるよう
に，ビトリアのアリストテレスからの引用，
援用は，引き写しでは有り得ない独自性を含
んだものであった。その点について更に確認
する。
　第一節でも確認したようにビトリアは，村
などの集団と区別されるポリスを完全な社会
だとした，アリストテレスを思わせる仕方で
（1253b），家族やその他の社会（societas）と，
政治社会（societas civilis）との区別を明記し
ているが53)，そのような用語法が，両者の議
論の帰結にも影響を及ぼしている。以上の箇

47）　PC18.
48）　ibid, loc. cit.
49）　PC18,20. アリストテレスの理解する動物と区別される人間の社会性概念については，Lloyd, Geoffrey, “Aristotle on 

the natural sociability, skills and intelligence of animals”, , Politeia in Greek and Roman philosophy, eds. Verity Harte and Melissa 
Lane, Cambridge University Press, 2013, pp. 277-312 を参照。

50）　川本愛「アリストテレスの正義論」山口雅広，藤本温編『西洋中世の正義論』晃洋書房，2020 年，30-34 頁。
51）　PC18: «omnino sine vitae communicatione interiretur».
52）　柴田前掲書，155-161 頁で指摘されるように，トマスにおいては言語という装置によって仲間と意思伝達を行う

ということが統治論の文脈において明示されており，更には人間同士の友愛の傾向も述べられる。但し，『神学大全』第 2
部第 2 章で示される後者の論点を適切に対比するためには，ビトリア自身の『神学大全』注解を持ち出す必要があるが，
それは本稿の範囲を超えている。

53）　PC20: «scilicet ut alter alterius onera portaret et inter omnes societates societas civilis ea sit, in qua commodius homines 
necessitatibus subveniant, sequitur communitatem esse, ut ita dixerim, naturalissimam communicationem naturae convenientissi-
mam.» そのほかにも PC20 «Quamquam enim mutua officia sibi praestent, non tamen familia una sufficiens est sibi, et maxime 
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所においては，アリストテレスが「ポリス
（πόλις）」54) と表現している組織について，ビ
トリアは「政治社会（societas civilis）」の語
で表現している55)。この箇所においてビトリ
アはアリストテレスのポリスこそが自身の述
べる政治社会の概念に一致するものだとして
理解していると言えよう。
　だが，アリストテレスが，人間が本性的に
ポリスに向かう衝動を有していると述べてい
る箇所（1253a）を，ビトリアが援用する際
には，

　PC18: «Nihil enim natura solitarium amat, 
omnesque, ut ait Aristoteles, natura ferimur ad 
communicationem.»

　  「そのため，自然は孤独を全く以て好まな
い，アリストテレスも述べるように，自然
によって私たちは共同生活（communica-
tio）に向けられている」

　という表現に置き換えられている。ここに
おいては，ポリスが政治社会とは表現されて
おらず，共同生活（communicatio）と表現さ
れている。既に述べたように，共同生活

（communicatio）という用語は，ビトリアに
とり，更に言えば中世において伝統的に，広
義の社会一般を指す言葉であり，ポリスや政
治社会とは区別されているものであった56)。
しかしながら，以上の箇所では，訳語を統一
させて，人間が政治社会へと傾向づけられて
いるとは述べられていないのである。このこ
とは，人間が自然本性に基づいて社会を形成
するという意味での社会性について，ビトリ
アがその意味の射程を政治社会までは及ぼし
ていなかったことが推察されるのである。す
なわちビトリアは，アリストテレスが人間に
とってポリスが不可欠であると述べる議論を，
政治社会に関する主張として把握している一
方で，ポリスへの傾向や衝動を有していると
理解し得る箇所については，単なる共同生活
や社会への傾向性の議論として読み替えてい
るのである57)。
　その推測を補強するために，ビトリアが政
治社会の形成過程として言及した，聖書の記
述を確認する。ビトリアが，政治社会形成の
実例として言及したのは，創世記の十章の記
述である。そこにおいて，彼の言及したニム
ロドについての説明を見ると，「ニムロドは

adversus vim injuriamque propulsandam.»
54）　既に注釈で指摘したように，ポリスはトマスでは civitas と訳され，ブルーニにおいてもそう訳されているのであ

るが，ここにおけるビトリアの記述は異なっている。societas civilis は寧ろポリス的共同体（koinonia politike）の訳語とし
て採用されている。

55）　平子友長，「西洋における市民社会の二つの起源」，『一橋社会科学』，1（2007），27-29 頁によれば，アリストテ
レスによる，人間をポリス的動物だとする主張は，以下のような含意を持つ。ポリスとは，「最高最善の共同体」であり，
そこにおいて，単に生きることのみならず，善く生きること（εὖ ζῆν）が果たされるのであり，その中でこそ人間の自然本
性が完成されるのである。「人間とは，このように自己の自然の完成をめざして努力しつつ，ポリス的共同体の形成をもっ
て完成に至るという独特の自然本性 φύσιςを有する動物であるという認識をこめて，アリストテレスは人間を「ポリス的動
物　πολθτιλὸν ζῶιον」と定義したのである」。それに対して，ベッケンフェルデはビトリアの政治社会の概念を以下のよう
に必然性の概念と連関させつつ説明しており，ビトリアとアリストテレスの概念的相違が推知される。Böckenförde, op. cit., 
p. 357「確かに，政治社会というものは人間によって定立されうる。しかしながらそれは多数者によって廃止されることは
出来ないのである。客観的な人間本性に根を張った目的論が，個人の自由意志に先行しており，共同体の中に公的権力が
存在していることがふさわしい。共同体はある必然性にも適っている。というのも身体の秩序づける力，ある部分がある
部分を規制する力と健康のアナロジーから，政治共同体は，全員が平等でいかなる権力にも従わないならば，意見，信念
によって共同体は粉砕してしまうためである。そのため秩序づける支配権力は政治共同体自身に属しているのである。」

56）　Colas, op. cit., pp. 42-98.
57）　ビトリアのアリストテレスとの距離については，Cortest, L, The Disfigured Face: Traditional Natural Law and Its 

Encounter with Modernity, Fordham University Press, 2008, p.46 がアリストテレスの奴隷論のビトリアによる読み替えの実例
を提供している。本稿の社会性をめぐる議論においても，人類全体を適用対象とするビトリアと，ポリスを有するギリシ
アの民を具体的適用対象として想定していたアリストテレスの相違が，両者の結論に相違をもたらしていることは言うま
でもない。
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この世で権力を有した（esse potens）最初の
人である」58)，との表現がなされている。そ
して，政治社会の確立については，アッシリ
アやニネヴェといった都市（civitas）を彼が
建てた59) という説明が行われる。ここにお
いて都市を立てる主体は確かに単数の主体で
ある彼ニムロドだとされている。以上の記述
からは，ある支配者，権力者の主導により，
政治社会を形成するということは読み取り得
るが，自由な人間が自然本性によって政治社
会を形成するといった含意は読み取り得ない
のである。ニムロドは伝統的には，拡大する
支配欲を体現する人間，暴君として言及され
ており，その人物を正当な政治社会成立の実
例としてあげることは，同時代における暴政
批判への応答として特別な政治的意味を備え
ている60)。
　その他にも相違が存在している。アリスト
テレスは，『政治学』七巻十四章において，

「あらゆるポリス的共同体は支配するものと
されるものから構成される」（1332b）と述べ
ている。このことは，ビトリアがすでに引用
したように

　PC22: «Nam si omnes aequales essent et nulli 
potestati subditi unoquoque ex sua sententia 
et arbitorio in diversitatem tendente, necessar-
io distraheretur res publica, dissolveretur civi-
tas nisi aliqua esset providentia, quae in com-
muni curaret consuleretque communi bono.»

　  「もし全員が平等であり，いかなる権力に
も従わず，各人の考えと意思でそれぞれの

方向へ行為を進行するという条件の下で，
共通のもののために配慮し，共通善を考慮
する先見の明（の役目を担う人物）がなけ
れば必然的に国家は分裂し，都市は解体し
ているだろう。」

　と述べていることと類似しているように思
われる。少なくともポリス，政治社会のどち
らにおいても，権力が必要であることが認め
られているからである。だが，既に確認した
ように，アリストテレスが前社会的な権力の
存在や，人間同士の善悪の観念の共有を認め
ているのに対して，ビトリアにおいては，社
会形成以前における両者の存在は明示されな
い。そのため，ビトリアの議論において，人
間が共同生活に向かう社会的な（sociabile）
本性を有していることが認められても，それ
だけで安定した政治社会（societas civilis）が
形成されるという結論には至らないのである。
　 ア リ ス ト テ レ ス に お け る ポ リ ス 的
（πολιτικός）という語は，権力や支配に関わ
る概念としては表現されていない。これは，
アリストテレスがポリス成立以前と以後どち
らの状態においても，権力関係や，支配する
者，される者の区別の存在を前提しているこ
とから，ポリスの成立と権力，支配の確立を
強く結びつけなかったためだと解釈できる61)。
それに対してビトリアの社会性，ないしは人
間の社会的な（sociabilis）性質の概念は，権
力とは区別されて論じられているという意味
では， ポリス的（πολιτικός）の語と共有する
面もある。だが，権力や支配を介さず人間が

58）　Gen10-8, «Nemrod ipse coepit esse potens in terra».
59）　Gen10-11, «de terra illa egressus est Assur et aedificavit Nineven et plateas civitatis et Chale».
60）　例えば，フォーテスキューの『自然法論』第一部七章でニムロドは王に相応しくない者，殺害されるべき暴君と

して言及される。更に教会法の基本法令集であるグラティアヌス教令集　第一部六分節末尾でも不正な暴君とされる。
(D.6 d.p.c.3)«Quod ex eo tempore factum creditur, ex quo Cain civitatem edificasse legitur, quod cum diluvio propter hominum rari-
tatem fere videatur exstinctum, postea a tempore Nemroth reparatum sive potius immutatum existimatur, cum ipse simul cum aliis 
alios cepit opprimere; alii sua inbecillitate eorum dicioni ceperunt esse subiecti, unde legitur de eo: “Cepit Nemroth esse robustus 
venator coram Domino,” id est hominum expressor et exstinctor, quos ad turrem edificandam allexit.»

61）　Colas, op. cit. が説明するように，ポリス的という語は，ラテン語圏においては，まずは politicus と音をなぞる形
で訳された後，civilis と表現されるようになり，societas と結び付けられて特殊な社会形態を表現するようになった。
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結合するという意味での社会性だけでは，政
治社会を齎すことは出来ないという意味では，
相違を有するのである62)。これは，トマス・
アクィナスが『神学大全』の一部の箇所では
人間をポリス的 （politicum）と形容し（Ⅰ -
Ⅱ , q.61, a.5, co.63)），『君主の統治について』
では，社会的そして政治的（sociale et civi-
le）と形容していることとは大きな断絶が見
られる64)。友好的な社会性概念の備える，社
会への傾向性や社会形成の能力といった含意
は，ビトリアにおいても部分的に受け継がれ
てはいるが，その作用は政治社会とは区別さ
れた社会への傾向へと役割を減殺された上，
単なる社会では安定せずに解体してしまうと
いった議論と重ね合わされることで，その意
義を極小化させられてしまっているのである。
そのようなビトリアの人間観が導く結論は，

以下のように，社会の中にあることと，統治
権力の下にあるという事態を結びつけ，両者
を神に由来するものとして一括するのであっ
た。

　PC24: «Si ergo Deus necessitatem istam atque 
inclinationem hominibus impressit ut nisi in 
societate, sub aliqua regente potestate, vivere 
non possent, hoc ipsum Deo auctori referri 
necesse est.» 

　  「社会の中でなければ，すなわち統治権力
の下でなければ生存することができないと
いうような，必要性と傾向性を神が人間に
刻み込んでいるならば，そのこと自身が神
という創造者に由来するものされなければ
ならない」

お わ り に

　以上の分析を踏まえ，ビトリアの社会性概
念について述べるならば次のようになる。ビ
トリアは，社会形成以前の支配や権力の存在
を前提とせず，人間同士が集合しただけでは
直ちに支配関係が形成されるとは考えなかっ
た。アリストテレスと区別されるこの特徴は，
ビトリアがキリスト教的伝統に身を置いてい
ることにも求められるだろう。だが，そのよ

うな伝統の中でも，直前で示したように65)，
トマスのように人間本性の中に政治性を読み
込んだ思想とは一線を画しているのである66)。
　更に，ビトリアにおいては，社会形成以前
に既に道徳的な結びつきが存在するという発
想も，社会形成以前の善悪の共有を論じたア
リストテレスや，人間の政治的側面や人間同
士の友愛を強調したトマス67) と比較すれば

62）　植物の生育を示すような意味での自然性が権力成立において見られないことこそが権力の神的起源を却って強調
するのであり，同時に人民自身の統治能力を大きく減殺することになるのである。

63）　«Et quia homo secundum suam naturam est animal politicum,»
64）　Nederman, art. cit., 1988, p.3 が述べるように，政治的かつ社会的という表現はアリストテレスの議論の普及以前よ

り，セネカやラクタンティウスを通して頻繁に利用されていた。
65）　柴田前掲書，148 頁。
66）　単に国家と区別される社会を形成する傾向を有しているというだけであるならば，伝統的な社会性を強調する論

者とみなしても問題はない（少なくとも統治の正当化には結びつかない）。というのも，それを形成して安定して存在する
というのならば，本稿の冒頭で述べたように，国家が存在しなくとも人間には社会を形成する本性があり，そこに向けら
れているため，国家の役割は限定されるべきであるし，社会に生きる人間の要求によって国家の権力は限定されるべきだ
といった主張とも結びつき得ただろう（木場前掲論文が描き出す反乱の主導者達の主張もこのような立場から発せられた
ものと理解し得る）。だが同時に，ビトリアは単なる社会とは区別されたポリスないしは政治社会を最高善とし，そこに至
ることを理想とするアリストテレスの主張を，傾向性に関する議論を部分的に受容することで，強固な統治権力の正当化
論と結びつけている。これは，ビトリアの理解する人間観の下では政治社会に人は「自然に」至るのではなく，ニムロド
のような権力者の主導によって初めて至るとされているためである。

67）　柴田前掲書，139-148 頁。
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希薄である。そのため，ビトリアの社会性を
めぐる議論が含意する，「人間が社会を必要
としている」，「社会は人間にとって相応しい，
自然的な存在である」という側面は，それが
権力を含む安定した政治社会まで要求すると
いう意味で徹底しているが，「人間が社会へ
の傾向性，ないしは社会への自覚的な意思を
有する」という側面は，それが政治社会には
及んでいないという意味では不徹底なのであ
り，その両者の空隙を埋める，政治社会を可
能にし，ひいては社会の安定をもたらす，相
応しさ，当然さといったものを含意した統治
権力の自然性が演繹されることになるのであ
る。
　ビトリアの社会性概念の有する，人間が無
自覚的ないしは自覚的な仕方で本性上社会に
向けられているという意味と，人間の自発的
な社会形成を否定するかのようなビトリアの
議論の間の関係は，前者が政治社会と区別さ
れる社会のみの形成を意味しており，後者が
権力を介さない政治社会設立の不可能性を述
べていると理解することで整合的に理解可能
なのである。
　そのような改変を行いつつもビトリアは，
人間の罪の側面を強調し，政治社会の自然的
起源を否定するという，冒頭で提示したアウ
グスティヌス主義的な議論へとは向かってい
ない68)。それまでの秩序観が揺らぎ，実際に

政治的状況が不安定化していることを見据え
た上でなおも，アリストテレス的な社会性の
教義を形式的にでも受け継いでいることは，
事物の原因を質料のみに求める唯物論的な世
界観を拒絶し69)，統治権力の正当化に関して，
単なる安定した統治による利益の為の配慮に
留まらない，自然法による強い基礎づけ70)

を与えようとする営為だと評価できる71)。現
に，人間本性が十全に発揮される社会形態と
しての政治社会や都市という理念自体は統治
権力の正当化と結びついているとはいえ放棄
されないまま保持されているのであり，個人
が国家・社会，そして権力と媒介されない対
峙関係にたつことは否定されている72)。
　ビトリアによる，人間が社会的（socia-
bile）な存在であるという表現は，アリスト
テレスによる人間はポリス的（πολιτικός）
な存在であるという主張に由来している。だ
が，人間の平等性や道徳的紐帯の評価をめぐ
って両者には相違があり，ビトリアにおいて
は，前社会的状態では存在しない，社会にお
ける権力の設立という問題に対処する必要が
生じた。ビトリアの議論においては，権力を
有する政治社会（societas civilis）を可能にす
るためには，単なる社会に向かう傾向のみで
は不十分で，政治的（civilis）の語で表現さ
れるような，支配や権力の要素を組み込むこ
とになっている。それは，自由な人間が統治

68）　同時代においてそのような議論を展開した代表例こそが，ルターであろう（Evans, G. R., Problems of Authority in 
the Reformation Debates, Cambridge University Press, 1998, pp. 205-208.）。

69）　PC10: «Anteriores enim, non modo rudes et eruditionis expertes, sed primi etiam nominis philosophi, necessitatem rerum 
materiae tribuebant et imponebant, ac si, ut ipsius Aristotelis exemplo utar, quispiam domun ita necessario structam arbitraretur non 
quia ita humanis usibus expediret, sed quia gravia deorsurm, levia quidem sursum suapte natura ferantur.» その他にも，同時代の
人文主義者が好んで援用していたエピクロスへの批判も行なっている。«Atque ex hoc capite manavit Epicuri stolidissimum 
placitum et quod epicureus discipulus delirat Lucretius.»(PC12), 質料因以外に目的因を重視する思考は，統治権力論の文脈では，
統治権力の質料因たるそれ以前の社会形態が，統治権力に対してその起源としての権利主張を行う可能性を封じ，究極の
目的たる神に権力成立の過程の原因を記することになる。

70）　この議論は特に後のインディアス問題において重要になる。あらゆる人間にとり自然的な統治を含んだ政治社会
は，単に人間の恣意によりそのあり方を左右して良い人工物とは一線を隠しているが故に，ヨーロッパの外においても尊
重されるべきなのである。

71）　ビトリアの理論が自然的秩序の概念に敵対的な人文主義や主意主義的神学の思想に対抗していることについては
Koba, art. cit. を参照。

72）　このような議論は同時代において，世俗国家の教会に対する明確な劣等性を否定するという点で決定的な意味を
持つ（Evans, op. cit., p. 209）。
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機構や評議会，ポリスを創るといったもので
はなく，統治者主導による都市の創設，支配
の形成を念頭に置いた要素であるが，それは
自然的である政治社会の完全な形態を構成す
るものとして，自然的かつ神の承認を得たも
のの中に組み込まれているのである。ビトリ
アの社会性をめぐる議論は伝統的なアリスト
テレス主義を受け継いでいるように見受けら

れるのであるが，その議論の内実において，
社会の不安定性，敵対性を念頭に置いたもの
へと組み代わっているのであった。本稿で得
られた知見を踏まえて，すでに社会性に関し
て描かれたビトリアによる従来の枠組みの新
しい状況への適用と，枠組みの組み替えとい
う知的営為について，更なる探求の領野が開
けてくることになる。 （東京大学）

付記　本研究は科学技術研究費 課題番号 20J20501 の支援を受けて行われた。


