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はじめに

　フアン・デ・マリアナ（1534-1624年）はトレド近郊のタラベラで生まれ、1554年にイエズス

会に入会し神学をアルカラ大学で学び、シチリアやパリのイエズス会セミナリオで教えた後、郷

里に帰りトレドのイエズス会で活動したスペインの人文主義の著作家である。とく彼を有名にし

たのは1592年に書いた、スペインの歴史についての著作『スペイン史（Historiae de Rebus His-

paniae）』であり、それは多くの版を重ね18世紀までスペイン史の標準的な歴史の著作となった。

さらにその後、彼はフェリペ２世の死の直後に、フェリペ３世への君主鑑として『王と王の教育

について（De Rege et Regis Institutione）』を1599年に出版している。しかしこの著作は、その

なかでフランス王アンリ３世の暗殺を暴君放伐として賞賛し、正統性のある君主でも暴君となれ

ば、無条件の暴君殺害が許されることを論じたがゆえにフランスではまもなく禁書となった。ま

たその暴君放伐論はイエズス会自体の主張ともみなされ、その後、世俗の王権がイエズス会を批

判する際の論拠とされた。実際にイングランド王ジェームズ１世は議会でマリアナの書を断罪し

たことは有名である（１）。

　しかしこれまでの政治思想史の研究において、マリアナの君主鑑についてテクストを精査した

本格的な研究は以外に少ない。マリアナの『王と王の教育について』は３巻からなる著作だが、

その１巻目において国家論、君主と国家の関係、暴君放伐論の議論がなされ、この部分がこれま

での研究では最も注目されてきた。２巻目は、君主の教育のあり方や君主にとって適切な娯楽と

は何かについて論じた部分であるが、この部分は私見のかぎりこれまで本格的な研究はなされて

いない。しかしこの２巻目は、マリアナが中世後期の世俗化した君主鑑の伝統を継承しつつ、君

主の教育と君主に必要な娯楽─狩猟、音楽、運動など─を論じ、君主の心身の健康を維持するこ

とがいかに重要かを論じており、16世紀の理想的君主像や宮廷の実態を知るために重要なテクス

トである。さらに３巻目では、君主に必要な軍事的な技術、徴税の方法、建造物の建築術、宮廷

の構成、君主が持つべき徳などが論じられている。この部分に関しても本格的な研究はないが、

マリアナの君主鑑を全体として分析すれば、この著作を近世的な君主統治論の一つとして位置づ

けることができよう。
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　このようにマリアナの書物は、君主と国家について様々な角度から議論した君主鑑でありなが

ら、同時期に書かれたボッテーロやリプシウスなどの著作に比較するとほとんど研究がなされて

いない現状である。マリアナの君主鑑の研究が少ない理由は、それが同時代の政治思想に影響力

がなかったからではなく、むしろ彼が展開した暴君放伐論がイエズス会に負のイメージを与えて

しまい、イエズス会研究のなかで積極的に取り上げられることがなかったからであろう。本稿で

は、マリアナの暴君放伐論について、これまで十分に議論されてこなかった暴君放伐論の中世的

伝統との関連から考察し、その政治思想史上の意義を改めて問い直してみたい。

１．マリアナの暴君放伐論とその影響

　マリアナの君主鑑でこれまで最も注目されてきたのは、１巻６章で展開される暴君殺害を肯定

する議論である。マリアナはこの章「暴君を討つことは許されるか」で、フランス王アンリ３世

がドミニコ会修道士ジャック・クレマンにより殺害された事件に触れ、それが賞賛すべき行為だ

とし、それに続いて、暴君殺害が許されるかどうかの議論を展開する。マリアナはまず、旧約聖

書でユダヤ人の王サウルが不正な君主にも従順だったという逸話に従い、暴君殺害を一切認めな

い立場もあることを紹介する。しかしマリアナは、旧約聖書ではエフドによるモアブ人の王エグ

ロンの殺害のように暴君殺害が正当化される箇所もあることを強調し、暴君殺害は容認されると

いう立場の方を擁護する（２）。このようにしてマリアナは暴君殺害の正当性を確認した後、暴君

殺害を行うにはどのような手続きが必要かを語る。彼によれば、暴君が現れた場合、まず民衆が

国家の会議を開き、君主への警告を行わねばならない。その警告が暴君により無視されれば、会

議は君主を公共の敵と宣言し、殺害は誰にでも許されることになる。また仮に、国家の会議が開

催できない状況にあれば、民衆の暴君弾劾の声が公に聞こえれば暴君殺害は許されるとする（３）。

しかし、このマリアナの議論では、君主が暴君になったかどうかを判断するのはいったい誰なの

かが明示されておらず、その点からマリアナの暴君放伐論は恣意的な君主殺害を容認するものだ

という批判を招くことになった。マリアナの著作はその後、1610年にフランス王アンリ４世が暗

殺されるとフランスでは禁書となる。なぜなら、彼の暴君放伐論はスペイン王フェリペ３世のフ

ランス併合の野心を正当化し、また、教皇がフランスの教会を支配しようとするためのアジテー

ションとみなされたからである。またイングランドでも、ジェームズ１世がマリアナをイングラ

ンド王権の敵対者として議会で断罪した。イエズス会自体はマリアナを公的に断罪はしなかった

が、マリアナの議論がこの後、各地で生じたイエズス会追放の一因となったのは事実である（４）。

　マリアナは暴君放伐論の前提として、君主が民衆からの委託で権力を得ており、法に拘束され

ていることを述べ、国家の利害に反する暴政を行えば、暴君殺害も許されるという議論を行った

ことから、政治思想史研究でマリアナは、中世に芽生える立憲主義思想、抵抗権思想を発展させ

た人物として評価されてきた（５）。しかし最近のイエズス会の政治思想に関する研究やマリアナ
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の著作の研究では、マリアナを近世の立憲主義者と見なしその暴君放伐論の革新性を擁護する政

治思想史の定説には疑念が示されている。つまり、マリアナの議論では、聖職者による国家の監

督の重要性を論じる中世的な議論が展開されており、そこには社会契約論に基づいて君主制を制

限する政治思想を見出すことはできないとされる（６）。マリアナは、その議論で法学的な言語を

多用してはいるものの、彼は法学者ではなく人文主義者として著作を書いており、彼の暴君放伐

論での過激な抵抗権の表明も、彼の体系だった政治思想というよりも一種の情緒的なレトリック

以上のものではない、といわれる（７）。

２．マリアナの暴君放伐論の中世的起源

　このように最近の研究では、マリアナの新しい近世的な抵抗権思想を論じた思想家としての側

面よりも、中世的な伝統のなかで君主や国家を論じ、教会聖職者の役割を強調した人文主義者と

しての側面が強調されている。ただ彼の暴君放伐論に関していえば、その文章を素直に読めば暴

君となった君主の殺害を肯定する以外には読むことはできない。また明らかにマリアナの暴君放

伐論は中世における暴君放伐論の伝統を継承し、中世の君主鑑で展開された議論を発展させたも

のであり、その意味で彼の暴君放伐論を人文主義的なレトレックとして片づけてしまうことはで

きないだろう。むしろ、中世以来、様々な形で論じられてきた暴君放伐論を継承したものとみな

す方が理にかなっている。しかしながら、これまでのマリアナの研究では、彼の暴君放伐論がど

のような点で中世の伝統を継承しているのかについて触れたものはない。実際、12世紀のソール

ズベリのジョン以降、中世において君主鑑を書いた知識人にとり、暴君放伐論は君主を論じる議

論に不可欠の要素であった。暴君放伐については旧約聖書に多くの例があることから、中世の政

治思想では、暴君を排除することは神の正義の実現とみなされていた（８）。マリアナもそのよう

な中世的伝統を十分に理解して彼の暴君放伐論を展開しているのは明らかである。そうみれば、

マリアナの暴君放伐論をたんなる人文主義的なレトリックとしてその政治思想的な意味を無視す

ることも、過度に近代的な抵抗権思想の文脈で理解することも彼の議論を正当に評価することに

はならない、といえよう。

　いずれにしても彼が暴君放伐論を展開した文脈を精査する必要があるが、マリアナが暴君放伐

の正統性を論じる箇所ではまず、コンスタンツ公会議でなされた暴君殺害への批判の決議が引き

合いに出されている。つまり、コンスタンツ公会議の第15回会期で、次のテーゼ─「暴君につい

ては、いかなる臣下も公然と暴力を用いてだけでなく、陰謀と虚偽をもってしても殺害すること

が許され、かつ殺害しなければならない」（９）─が否決されたという事実である。ここで否決され

たのは無条件の暴君放伐を容認するテーゼであるが、これは、神学者ジャン・プチがオルレアン

公ルイの殺害事件を暴君放伐として正当化したパンフレットで提示したテーゼであった（10）。こ

のテーゼについてコンスタンツ公会議では、神学者ジェルソンらが中心になり否決する決議を
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行った（11）。この公会議決議は、それまでのスコラ学の暴君放伐論で無条件の暴君殺害が否定さ

れてきた伝統に則ってなされたといえる。トマス・アクィナスが定式化しバルトルスらが継承し

た暴君論では、本来は正統的な支配者であったのに暴君となった支配者は侵略者や王位の簒奪者

とは区別される。つまり、もともと王の称号を持たない後者のみが臣下により殺害されてもよい

とされ、正統的な君主の臣下による殺害は否定される（12）。

　しかしマリアナは、コンスタンツ公会議での決議が教皇不在の際になされた決議でありそこに

教皇の認可はないので、拘束力のない教令だとみなす。ゆえにジャン・プチの唱えた無条件の暴

君殺害は、教会により禁じられてはいないと主張した。すなわちマリアナの暴君放伐論は、一つ

には中世後期の神学者ジャン・プチの議論を継承している。また彼は、12世紀の人文主義者ソー

ルズベリのジョンが『ポリクラティクス』で展開した暴君放伐論を読んでいたことも推定できる。

マリアナは『ポリクラティクス』をまったく引用していないが、16世紀にそれは印刷本で出回り、

暴君放伐に関心をもつ多くの知識人が参照していたからである。ソールズベリのジョンがキケロ

の暴君殺害の擁護や旧約聖書での暴君殺害の例などから暴君放伐論を展開したことも知っていた

はずである。その意味でマリアナの暴君放伐論は、他のイエズス会士が継承したようなトマス・

アクィナス、バルトルスらの暴君論の系譜よりも、ジャン・プチやソールズベリのジョンの系統

に入るといえる。

３．暴君放伐論の比較─マリアナとソールズベリのジョン

　マリアナの暴君放伐論は、彼自身がコンスタンツ公会議におけるジャン・プチの暴君放伐論の

否定の決議から始まっていることからわかるように、ジャン・プチが唱えコンスタンツ公会議で

否定されることになったテーゼ─「暴君については、いかなる臣下も公然と暴力を用いてだけで

なく、陰謀と虚偽をもってしても殺害することが許され、かつ殺害しなければならない」を擁護

する立場であることは明白である。ではなぜ、トマス・アクィナスやバルトルスが述べた簒奪者

のみに限定した暴君放伐論を放棄し、無条件の暴君放伐を容認する議論を展開したのだろうか。

その背景には当然、宗教改革の混乱のなかで、宗教的な正義を否定する君主は殺害してもよいと

したモナルコマキ論の族生という時代状況がある。しかし、モナルコマキ論者のように、暴君殺

害は国家の構成員がなすべき宗教的責務を伴った神の正義の実現の行為だとする伝統はすでに中

世にもある。つまり、そのことを明確に語ったのが12世紀にソールズベリのジョンにより書かれ

た君主鑑『ポリクラティクス』であった。マリアナも読んだであろう『ポリクラティクス』の暴

君放伐論とマリアナの暴君放伐論を比較すれば、マリアナの言説がジョンの議論をどのように継

承し、またどのように新しい議論に変化させたのかが理解できる。ここではまず彼が、ジョンの

議論をどのように継承したといえるのか考察したい。そのためにまず『ポリクラティクス』での

暴君放伐の議論をみておこう。
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　『ポリクラティクス』は中世で初めて詳細な暴君放伐論を展開した君主鑑として有名だが、ジョ

ンの議論にもマリアナと同様にほぼ無条件に暴君の殺害を認める文言がある。ただ、ジョンは最

後には暴君放伐の最大の手段として、神への祈りが重要だと結んでおり、その点で、マリアナほ

ど無条件の暴君殺害を一貫して認めているわけではない。ジョンは、キケロを引用して暴君殺害

を無条件に肯定するが（13）、後半では、暴君殺害に関して「誠実また誓約の義務により拘束され

ている者を殺そうとすべきではない」（14）と述べ、その例としてセデキヤでさえ彼が聖なる誠実を

無視した結果、捕らえられたことを上げる。さらにジョンは「かつて異教徒が毒を使ったことを

私は知っているが、知られるかぎり、どんな法も毒の使用を許してはいない」（15）と指摘し暴君殺

害における毒の使用を厳しく批判しながら、限定付きで暴君の殺害は認める。しかし後半の部分

では、「暴君を殺す最も有効で安全な方法は、次のようなものである。それは抑圧されている者

たちが謙虚に神の恵みの保護に避難し、汚れのない手を神に向かってあげ、敬虔な祈りによって

彼らが被っている罰を取り除くことである」（16）と述べ、ジョンは、暴君への神罰が様々な形態を

取りうることをいう。神は暴君を罰するために、あるときは自身の剣を使い、あるときには人間

の剣を使う。聖書からの例として、エジプトのファラオは神により疫病で罰せられたこと、ヒゼ

キヤの統治のときイスラエルの人民を抑圧したアッシリア王センナリブに対し神の天使が下りて

きて、アッシリア軍の宿営地で18万５千人が殺されたことなどを挙げる（17）。

　結局ジョンは、神に祈ることが最善であり、暴君には平和も安寧もないことを強調する。そし

て暴君放伐がなされた場合は、ユディトのように神意に従った神の道具として行為したことを指

摘する。神はその力を、自身に服する手を通じて行為しながら、それにより神の意志や正義を明

らかにするからである（18）。ジョンによれば、君主が暴君となり臣下に対して暴政を行うのは君

主自身の意思によるのではなく神の行為である。すなわち暴君は神の代理人であり、それは民衆

に与えられる神の罰以外の何物でもない。また暴君殺害を行うのも神自身である。なぜなら神は

人間の手を使う殺害だけでなく、自然の力、病気などのさまざまな手段を用いて暴君に対して行

動を起こすからである（19）。

　このようにジョンは、最後には神への祈りが有効な暴君排除の方法であると述べるが、一方で、

暴君殺害を容認する箇所では、誠実の関係にある君主は除外され、また殺害での毒の使用も禁止

される。とくに毒殺は一種の自殺行為であり、それはキリスト教の倫理では許容されないものと

される（20）。いずれにせよジョンは、暴君の殺害を認めるものの、殺害は神の意志を体現した者

のみが行うことができる行為だとみなした。その点で、ジョンにとり暴君殺害は国家の公益のた

めの行為であるのみならず、神の正義を実現する行為でもあった。

４．マリアナにおける暴君殺害の方法

　マリアナとジョンの君主と国家の議論を比較するとき、大きな違いは、ジョンが君主の法への
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拘束だけでなく法からの自由も語り、また、頭としての四肢への配慮とともに四肢への命令権も

語るのに対し、マリアナは一貫して君主の法への拘束、君主に優越する国家共同体の立場を語る

点にある。マリアナは、君主権力が民衆に起源し、民衆の代理者として権力を委託され統治する

ことを強調する（21）。そこには中世の君主鑑でのような王権の国家への優越に関する議論はない。

マリアナの場合、スペインにおけるコルテスの伝統、中世後期のマリシリウスらの新しい国家論、

公会議主義的な教会思想などが影響していると思われる。ゆえにマリアナが国家理性の理念をこ

の著作で明確に展開したともいわれてきた。

　その意味で、ジョンが暴君の殺害者を神の道具とみなし、暴君殺害を、人間を通じて神の意志

が働く行為だとみなしたのとはマリアナの議論は大きくことなる。同じような人文主義の立場で

暴君殺害を容認する議論を展開しながらも、ジョンとマリアナは、その間の約400年の間に変化

した現実を背景に大きく隔たっている。両者の暴君放伐論の本質的な差異は、マリアナが１巻６

章「暴君殺害は許されるか」に続いて７章で行った「暴君を毒殺してもよいか」の議論をみると

きに明らかになる。

　マリアナはそこで次のような議論を行う。暴君を社会から根絶することは栄誉ある行為であり、

それは腐敗した四肢を身体の他の部分に害を与えないように切断するのと同じである。人類にお

ける獣のような怪物の暴君は、剣で切り、国家から取り去らねばならない（22）。実際、これまで

多くの暴君が暴力により、あるいは暴君に対する策略や陰謀により殺害された。殺害者は偉大な

ヒーローとみなされ、失敗して犠牲となれば、後世の者はその高貴な企てを記憶してきた。ゆえ

に一般的に、暴君を宮殿であろうが公共の場であろうが武器で殺害することは合法的であるとみ

なされる。またエフドが策略をもって暴君エグロンに近づき殺害したように、国家のためならば、

いかなる背信行為も罠も、暴君殺害のために用いてよい、とする（23）。

　そのような手段を選ばない暴君殺害を容認する点で、マリアナの議論はまさに国家理性を肯定

する議論ともいえる。ただマリアナが唯一、暴君殺害の手段として批判するのは、毒の使用であ

る。しかしなぜ、マリアナは毒殺の禁止を主張したのか。彼の毒殺の批判は以下のようである。

一般に毒殺は、暗殺者の危険が少なく逃亡の可能性が大きいので、より確実な暴君殺害としてこ

れまでしばしば行われてきた。実際、古代から近代の歴史では、毒で殺害された多くの君主の例

があり、毒殺を正義にかなった行為として肯定する者もいた。だが、毒殺は凶悪なもの、キリス

ト教の原理に反するものである。なぜなら、毒殺では暴君が自殺をすることになるからである。

自分で自分の生命を奪う自殺は、人間の法、自然法に反するので禁止されている（24）。このよう

にマリアナは、自然法が人間に自殺を禁じているという論拠で暴君殺害での毒の使用を禁止する。

　ただ、現実には多数の毒殺の試みがあったことも彼は指摘する。ナヴァラ王シャルル残忍王は

多くの君主を毒で殺そうとし、フランス王、ブルゴーニュ公、ベリー公、フォワ伯に毒殺者を送っ

た。またとくにムスリムの世界では毒殺の慣習があることを指摘する。ムスリムの王たちは、し
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ばしば高価な衣服、亜麻布、武器、鞍の贈り物に毒を染み込ませ、それらを贈って相手の王を殺

そうとした。グラナダ王ユースフは衣服に毒があり死にいたった。グラナダ王グアディックスの

ムハンマドも下着の毒で死んだ（25）。

　マリアナの議論に従えば、暴君は国家にとり有害であるかぎり、いかなる陰謀を用いて殺害し

てもよいが、毒殺は厳しく禁じられる。理由は、毒殺が教会法、自然法に反する殺害であること

だが、またそれが、ムスリムの世界に蔓延した自然法に反する殺害の手段であり、キリスト教国

家であるスペイン王国にはふさわしくない殺害方法だと彼が考えたからである。

５．君主の徳としての「思慮」あるいは「国家理性」─君主と暴君の相違

　政治思想史家ネダーマンはソールズベリのジョンの暴君放伐論を扱った論文で、ジョンの暴君

放伐論では、暴君放伐が国家の公益を守る行為という以上に、神の意志の体現、神の正義の実現

と考えられていたことを強調した（26）。ジョンの議論では暴君とは神の罰であり、暴君の駆逐は

神が様々な手段を用いて行うものであった。まさに暴君の殺害は、神が人間を道具として用いて

行う神の正義回復の行為であった。ジョンの議論と類似するマリアナの暴君放伐論には、ジョン

のような神の正義の実現という理解はないのだろうか。だが実際、マリアナのテクストを読むか

ぎり、ジョンのような神の正義の実現という議論はない。むしろ国家や法に反する行為を行う暴

君は排除すべきだという国家理性的な視点がそこには現れている。しかしだからといって、政治

思想史がこれまで強調してきた立憲主義、抵抗権思想、社会契約論の萌芽としてマリアナの思想

を分類することにも無理があろう。マリアナの著作は何よりも君主鑑であり、そこで彼は自身が

考えた理想の君主像を提示するために、ネガティブな君主像として暴君を論じたといえる。次に、

ジョンとマリアナの暴君と君主の違いの議論からマリアナの議論の特徴を考察してみたい。

　ジョンにとってもマリアナにとっても、君主と暴君の最大の差異は法に従うかどうかである。

ジョンによれば、君主は法に従い、法のしもべとして人民を統治するのに対し、暴君は法に従っ

た統治を行わない。そして、君主が従うべき法とは永遠の正義であり、神の法であり、それはロー

マ法に従い衡平ともいわれる。さらに君主は、みずからを衡平のしもべとみなし、公共の利益の

理性に従い、国家の利益を配慮せねばならない。とくにジョンは、君主が守るべき神の法として

旧約聖書の「申命記」17章の「国王の法」を挙げ、支配者の倫理的な規範を述べる。つまり、支

配者は虚栄となる生活に不要な物を持たず、宮廷からは役者や道化師などを排除すべきだ、と（27）。

このようにジョンが「申命記」に従って述べる君主の規範は、華美な宮廷を避け、質素で貞潔な

生活を守るという宗教的なものである。

　ジョンの議論とマリアナの議論を比較すると、マリアナの場合は16世紀の状況を反映して、よ

り世俗国家に関わる諸問題が重視されるのは当然だが、同時にそこでは、華美な宮廷や君主の娯

楽がはるかに肯定的なものとして扱われている。またジョンの場合は君主の徳が何よりも宗教的、
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個人的な徳として語られるのに対し、マリアナの場合は君主の政治的な徳が国家を健全に動かす

ために不可欠な君主の能力だという認識が示される。マリアナとほぼ同時代にボッテーロが書い

た『国家理性論』（1589年）でも、君主の政治的な思慮が国家にとり重要であることが強調され

るが（28）、マリアナでも同様に君主の思慮の重要性が指摘される。ただマリアナの場合、君主の

思慮の徳についての議論は３巻14章で行うのみだが、そこでは君主が政策を実行する際に持つべ

きバランスある配慮としての意味が与えられている。つまり、君主は思慮の徳があれば自身の権

力の限界を知ることができ、その統治で他の思慮ある人間の助言を求めるようになり、また法や

慣習を配慮し、臣下にふさわしい報酬と名誉を与え、人々に新しい高額の税を課すことなく自身

の政治的目標を達成できるようになる。そして思慮の徳があれば、法的な原則を超えた判断が要

求される際に力を発揮する、と（29）。

　すなわちマリアナにおいて、思慮の徳とは行為を善に導く実践的な知のことであり、それはま

さにこの時代に、国家理性として表現されるようになる概念である。また中世以来の君主鑑では

一般的に、思慮の徳には君主の統治能力のような意味がすでに付与されている。その意味で、マ

リアナによる思慮の議論は、君主鑑の伝統の上に依拠しながら、16世紀の政治的現実の中で重視

された君主の国家理性の意味合いも入っている。このようなマリアナの思慮の議論からも、彼の

暴君放伐論が中世のジョンのような神の正義の実現という理念からかなり乖離したものであるこ

とが理解できる。つまりマリアナの暴君放伐論では、暴君が理想的な国家理性を体現する思慮あ

る君主のネガのイメージとして提示されており、その意味で、16世紀に強大になりつつある世俗

国家の現実を反映しているといえる。

６．「宗教的統一性」と暴君放伐論

　さらに、マリアナの君主鑑が中世以来の君主鑑と大きく相違する点があるとすれば、彼が同時

代の宗教改革を批判し、スペイン王国でのカトリックによる宗教的統一の必要性を強調する点で

あろう。マリアナにとりスペイン王国では、強く賢明な君主による支配以外に選択肢はありえな

い。その前提に立ってマリアナは彼の君主鑑で、賢明な統治がいかにして実現されるかを論じた。

とくに各巻での最後の章で、スペインのカトリック教会が国家の統治で担うべき役割が論じられ

る点が重要であろう。彼は、君主による賢明な統治をスペインの聖職者が支える必要性を強調す

る。実際1590年代終わりまでにスペイン王国では、王の政治や行政で聖職者が大きな影響力を及

ぼすようになっていた。王や貴族の宮廷には聴罪司祭、慈善官、礼拝堂付司祭が勤務し、統治の

助言を行うようになる。また16、17世紀のスペイン王国では、神学者が政治の方向性の決定に関

与するようになった。

　このようなスペイン王国での現実を背景にマリアナは、国家が宗教により統一されていなけれ

ば国家の安寧はないことを強調する。少なくとも彼は他のイエズス会の思想家よりもはるかに宗
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教的な寛容には否定的である。彼にとりカトリック信仰は、唯一の信頼できる社会の絆であり、

信仰のみが人間社会を結合する役割を果たす。つまり、宗教的な統一性がなくなれば、人々をつ

なぐ絆がなくなる。とくに彼は、宗教改革後に生じた宗教的多様性の現実を認めず、同時代人が

いかに宗教改革により危機に瀕したかを農民戦争の例などを出して述べている。彼にとり、宗教

の統一が国家の安寧にとり最重要なものであり、教会が政府の思慮ある行為を保証する役割を果

たす。ゆえに教会組織には、国家を支えるための十分な財源が与えられるべきだ、とする（30）。

　３巻16章では、一つの国家で多くの宗派が共存することが批判される。彼によれば、一つの都

市、国家、地域が、多くの宗派を持つことほど平和にほど遠いことはない。多くの都市や地域で

生じた宗派対立による殺戮は、宗教の相違がいかに破壊的なものかを教える。とくに宗派が父祖

伝来のものでなく、他地域から来たものである場合、それは破壊的になる。古い宗教が新しい宗

教理念の誕生で変化すれば、それにより支配者が永遠の困難に巻き込まれる。同じ都市や地域で、

ほぼ同数の貴族や民衆により支えられた二つの宗派が存在すれば、その行政はどうなるのか、一

方の党派が支配者に従うことを拒否したとき、民衆を統制し、法で統治することができるのか、

と彼は問う。もしそのようなことが起これば、統治や軍事は機能せず、秩序は崩壊すると述べ

る（31）。

　このような議論をみれば、マリアナの暴君放伐論は、宗教的な統一性を破壊する君主への警告

とみなすことができる。彼がアンリ３世の暗殺を肯定した背景には、宗教戦争で動揺するフラン

スへの批判の意識があったからにほかならない。マリアナの暴君放伐論は、カトリックで統一し

たスペイン国家の理想の君主像を提示するために不可欠な議論であったといえる。

おわりに─他のイエズス会士の暴君放伐論との関係

　マリアナの『王と王の教育について』を同時期のボテロの『国家理性』と比較すると、マリア

ナの著作での議論は圧倒的に世俗性が薄い。そこでは一貫して、カトリック信仰による統一の重

要性が指摘され、聖職者がスペイン王国で重要な政治的役割を果たすべきだと主張される。ゆえ

にマリアナは、いわゆる君主の国家理性を積極的に語ってはいないともいえる。とくに３巻の最

終章でマリアナは、カトリック信仰を、スペイン王国を統合する市民間の絆と理解し、社会を支

える基礎としての教会の役割を述べる。したがって彼の君主鑑は、スペイン王国の統治を神権政

治的な立場から改革する提案とも読める。つまり彼の著作は、16世紀後半のスペインで国家と教

会との関係がどうあるべきかを論じた君主鑑でもあった。その議論では、近世的な国家理性と国

益保持の論理もみられるものの、一方で、君主の統治が聖職者の監督下でなされるべきだとする

中世以来の君主鑑の理念も反映している。その意味で彼の暴君放伐論も、中世以来の伝統を継承

した聖職者の君主への訓戒とも読めるのである。

　いずれにしてもマリアナの暴君放伐論は、その後のイエズス会士が書いた暴君放伐論の原型と
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みなされるようになり、マリアナの暴君放伐論を理由に、イエズス会はフランスやイングランド

で大きな迫害に遭うことになった。そのため、マリアナの暴君放伐論はイエズス会の歴史の中で

の暗部として、カトリック思想史でも十分な分析はなされてこなかった。また最近のマリアナの

研究でも、マリアナの暴君放伐論を現実性のないレトリックとみなし、その過激さを否定する研

究が主流である。

　このように暴君放伐論をレトリックとしてその現実性を否定する潮流は、イエズス会の暴君放

伐論全体についての研究でもいえる。たとえばヘプフェルは、イエズス会の思想家たちがスコラ

学的な議論を継承して暴君放伐論に言及したにすぎず、暴君放伐を現実の問題としては考えてい

なかったとする（32）。しかしなぜイエズス会士が、16世紀から17世紀にかけて暴君放伐を論じた

のかは、改めてその意味を問い直す必要があろう。おそらくイエズス会士が暴君放伐論を展開し

た理由は、それがスコラ学の書物で扱われる標準的なトピックであったというだけではないであ

ろう。むしろそれが、対抗宗教改革のなかでプロテスタントと対抗してカトリック改革を推し進

めるために、彼らには必要な議論であったのではないだろうか。16世紀後半から17世紀前半にイ

エズス会が置かれた状況を考慮せずに、彼らの暴君放伐論をたんなるレトリックに還元すること

はできないだろう。

　マリアナ以降、イエズス会士にとり、中世のスコラ学が議論した暴君放伐論をどのように理解

するかは難しい問題となった。とくに、フランスでのアンリ４世の殺害後は暴君放伐論を論じる

ことは政治的に刺激的すぎるテーマとなる。だが、それでもイエズス会士たちは暴君放伐をその

著作で議論した。ただそこには、やはり二つの潮流があった。レッシウスらはその暴君放伐論で、

簒奪者のみを暴君放伐の対象として考えるトマス・アクィナス、バルトルス以降のスコラ学的な

暴君放伐論に従った。一方ケラーのように、マリアナの議論をほぼそのままドイツ語の俗語で展

開したイエズス会士もいる（33）。イエズス会士の暴君放伐論を同時代の文脈のなかで今後再考す

ることが必要であり、おそらくそれがイエズス会の政治思想を新たな側面から再評価することに

つながるだろう。

　実際、マリアナのように、毒殺を除けば背信行為も含め暴君殺害のあらゆる手段を肯定する議

論は、イエズス会の暴君放伐論のなかでもきわめて過激なものである。しかしマリアナの暴君放

伐論はたんなるレトリックではなく、彼の君主への教示において不可欠のものであった。それは

まさに16世紀の君主論でしばしばみられる、君主の政治的な思慮の要求であったが、それととも

に、王権がカトリック信仰による国家の統一性を保持すべき役割を果たさねばならず、それを

怠った暴君は殺害されてもしかたがないという、彼の教会人としての立場の表明であったともい

える。マリアナは彼の君主鑑で、宗教改革で揺れるヨーロッパ諸国や隣接するムスリムの国家を

見据えながら、カトリック国家としてのスペインが君主の思慮に従い統治されるべきことを要求

したといえよう。
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