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化表現であるo raltra d ition に関する浩翰な著作を準備中だと述べており， その成果

を期待したい.

James M. Blythe: 

Ideal Government and the Mixed Constitution 

in the Middle Ages 

Princeton University Press， Princeton， New Jersey， 1992， pp. xvii+343 

土 橋 茂 樹

本書は， 著者Ja m e s M. Blyth e がB .T iern ey の指導の下に理想的統治と混合政

体 (m ix edcon stitution )をテーマにして書き上けγ4博士論文 に基づいている. ホメ

ロスから説き起こし， 混合政体論の変遷を近代初期 ま で追い続ける著者の手腕と博

識， さらには中世と近代の連続性を通説に抗して強調していく姿勢はまさに師匠ゆず

りと言ってよい. しかし同時に， Q. Sk inn er やJ. G .  A . Po co ck らによって提起さ

れた思想史における方法論論争の洗干しを受けた世代らしい周到さで， 本題に入る前に

両者への自らの位置づけを明らかにして おくことを忘れてはいない . まずSk inn er

に対しては， 一方で思想家の意図を無視したテクスト主義を排し， 他方でコンテクス

ト主義による決定論を回避すべく言語世界的コンテグストを思想史研究に取り込もう

とする彼の論究姿勢に著者は概ね共感を示すが， 従来の思想史研究の方法から敢えて

逸脱する必要性までは認めていない. Po co ck に対しては， 後で見るような見解の相

違のため， また彼の方法の没歴史的傾向のために著者の対応は概ね批判的である.

さて， 一般に政治思想史において， 混合政体論の古代ギリシア起源及び近代初期の

英国におけるその重要性は周知のところである. しかし， 混合政体論に関する古典期

のアリストテレス (以下Ar)的お よ びポリュピオス (以下Pol)的伝統が， 一旦中

世の長い空白を経た後， 1 6世紀初め のPolのラテン語翻訳化に及んで， ょうやくル

ネッサンス思想において再生した， という「誤解」がいまだに根強い. 本書が目指す

ところは， 詳細な中世混合政体理論の研究によって， まさにこうした誤解を解き， 中

世Ar主義の後世への影響力を正当に評価することにある. この目的はさらに大きく
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二分さ れる. すなわち第1 には， 13・14世紀の大部分のAr主義的政治思想家たち

が， 何らかの形の混合政体を長善の政体として受容したということを示すこと， 第2

には， 中世混合政体論を中世後期， ルネッサンス， 近代初期における混合政体論の隆

礎へと関係づけることが本書の目的となる. 以下では本書の大部分を占める第1目的

を中心に， 本書の構成に沿って通観していくことにする.

全体は 4部から成る. 第1部では， 古代および中世初期の混合政体論を概観するこ

とによって， 後世の混合政体論が準拠すべき思考枠が抽出される. もちろん中心はAr

とPolである. とりわけ， Ar によって導入され， 中世の混合政体思想、に密接に関連

するようになった二組の概念群， すなわち(1)六種の単純な統治形態 (三種の普き統

治形態〔君主制・貴族制・善き民主制〕とその旗落形態〔借主制・ 寡頭制・民衆支配

制J)と( 2)四種の支配 (re ga1/politic a1/ despo t ic /  ec on o m ic r ule)を， (1) fo rm s (統

治形態)と( 2)m o des (支配方式)に区分す る 著者独自 の 解釈は， 本書を通じて最も

重要なものである. この解釈によれば， 統治形態は権力を所有する者の数量(一考，

少数者， 多数者)と関係し， 支配方式は権力がいかに行使されるか， その方式に関係

する. たとえばpolitic al rule と re gal rule は共に自由市民の支配であるが， 前者

は市民が交互に支配し支配されるのに対して， 後者は全権力をもった者が自らの意志

によって支配する方式を指す. また， 広い意味での混合政体は， 二つ以上の統治形態

による権力の共有ないしは それらの結合と定義さ れ る. Ar に却して見るなら， 彼に

とっての最善の政体は理念的には絶対君主制ないし貴族制だが， その一方で各階層の

徳を公正に統合し得る混合政体力:事実上の最善政体とされ， その究極として全市民が

単一の階層すなわち中間階層に融合した政体さえもが構想されていた， というのが著

者の主張である. これに対しPolは， 生物学的 な生滅と政体の盛衰を類比した政体

循環論を唱え， そうした政体の自然な類落を防ぐた め に， 3穫の善き統治形態におけ

る各権力当事者相互のチェ ック・ アンド・パランスによって政体の永続化を図った.

この意味で彼にとって混合政体は最善の政体とみなされた.

次いで第2部で は， ムールベケのグイレルムスによるAr W政治学』のラテン語訳

によって13世紀ヨーロッパに蘇った混合政体論が， トマスおよび13世紀を中心に活

躍した彼の後継者 5 人に各1章ずつを割り当てる形式で詳説される . ここでも議論の

要となるのは， 統治形態と支配方式の区別である. トマスは， Ar の用語法を自らの

政治的状況(既成事実としての君主制)に適用するために， しかもグイレルムスの誤
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訳にも助けられ( ? )以下のような抽象化をなした. すなわちトマスは， re gal r ule を

絶対的な支配 を 行う玉の支配に， political r ule を共同体全体によって確立された法

に従って支配を行う王を擁する統治体の支配に， それぞれ類比できると解釈した.

polit ical r ule を平等な全市民による交替支配的 なものと解 すAr に対して， あくま

で法による支配を強調したトマスにとって， pol iti cal r ule は それ自体が混合政体を

示唆し得るのである. したがって， トマスにとっての最善政体は， 少数の賢者と全市

民の政治力によって宥和されたpol iticalmon ar ch y， すなわち混合政体的君主制 (手=

絶対君主制)となる. こうした政体観は， 各統治形態の独裁化をその各々の徳の有無

にかかわらず制度的に抑止した上で均衡を 図るという点で は， Ar よりも結局彼が直

接知ることのなかったPolに近いといえる.

対して， トマスの『政治学註解』未完部分を書き継いだアノレヴェ ルニアのベトルス

は， 確かに混合政体を最善とみなしたが， それは混合政体が権力均衡化のシステムだ

からではなく， あくまで人民が有徳である限り諸特性 (王→統一， 貴族→知恵， 民衆

→力)を公正に統合できるからである. この点でベトルスはAr 的伝統に忠実である

と同時に， トマスの re ga!/po lit icalの裁然た る 区別を陵昧化し， よって後のトマス

解釈混乱の因となったとされる. ただし， 民衆を奴隷的/非奴隷的と二分し， 後者の

みが混合政体参与に値するとみなすべトルスの立場は， 民衆の集合的徳を軽視する点

ではむしろトマスに近い. 一方トマスの『統治論』未完部分を書き継いだルッカのプ

トレメ ウスは， トマスの re gal/po lit ical区分に忠実であ る点を含めて， 通説に反し

ベトルス以上にトマス説に親近性をもっ. あるいはre galr ule を実質的に despo t ic

r ule と同一視する点ではむしろトマス説の徹底化が図られているともいえる. また，

有徳な者だけが統治に参与すべきだという点では， この時代の大半の思想家と同様に

彼もベトルスに同意するが， 同時にそれをトマスの権力均衡説と結んだところに彼の

貢献がある. さらに第2部では， アエギディウス・ ロマヌス， アドモントのエンゲル

ベルト， そして教会における混合政体の意義を初めて擁護したパリのジャンが混合政

体論における貢献という観点から論じられる.

続いて第3部では， Ar主義的政治思想が相対主義化・世俗化を深める14世紀にあ

って， 明確な主権国家概念を提示したパドヴァのマルシリウスやザッソフェ ッラート

のパルトルス， さらにウィリアム・オッカムらに見られる (時に示唆的に伏在する)

混合政体擁護の思想が考察され， 最後にニコル・ オレームによるAr主義的政治思想
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の総合， 混合政体の強力な擁護に関する注目すべき1章が置かれる. 残る第4部は，

1 5世紀および近代初期を舞台にした本書の第2 目的に向け ら れ る. 結論を一言で述

べるなら， トマスやその他の中世A r 主義者を介するばかりでなく， ジャン・ジェル

ソンやピエール・ ダイイらの公会議主義者， さらにジョシ・ フォ}テスキューを介し

でもまた混合政体の中世的な観念はルネッサンスや近代初期の政治思想に甚大な影響

を及ぼした， となるだろう.

以上， 駆け足の要約に終始したが， 中世混合政体理論を政治思想史上に正当に位置

づけ， P ol的伝統を質量共に凌ぐ中世Ar主義の流れをテダストと社会的・歴史的コ

ンテグストの両面から過不足なく描出し得た点 は 本書 の 一大貢献と言 えよう. 最後

に， 批評というよりむしろ評者自身への課題という形で数点コメントを付加したい.

①絶対君主制か混合政体かという最善政体の聞いは， 単に政体論的議論の範囲内での

理想/現実の二項対立図式に留まるものなのか. たとえばA r の場合， 前者が哲学の

生と給ぶ線によってもう一本の議論の筋が描かれるはずではなかろうか. だからかど

うか， 本書におけるプラトン記述はまったく生彩を欠いている. ②近年， C. Flü eler 

によって進められている13・14世紀のパリ大学学芸学部 に お ける『政治学』註解と

政治学的A r主義の研究およびT. R enn a らによるフランス君主制の研究を本書と

突き合わせることにより， 著者のpoli ti c al m on arc h y 解釈の妥当性が吟味されねば

ならない. ③同じマルシリウスの中に， 権力分立論の創始者を見るA . G ewirth， そ

の解釈を神話と断じ， イデオロギ一史的観点から当時のイタリア・ コム}ネの政治的

混乱の中に立ち現れた政論家を見るSkinn er， A r  W政治学』のキケロ 主義的受容者の

姿を見るC. J. N ederm an ， こういった諸解釈に対して本書の混合政体論者マル、ンリ

ウスは果たして生き残れるのか. ④P oc ock の civi c h um ani s m はスコラ思想とルネ

ッサンス人文 主義との分断を主張し， そこに連続的影響関係を見落としているとい

う著者の批判は， 本書の影響史的考察から首肯しうるが， 事実上中世思想に負ってい

るルネッサンス人文 主義者がそれをA r とP olのものであるかの如く装う， ま さ に

その「意図」の解明としては， 本書は些か類型的で あ り， むしろ civi c h um anism 

論による補完が必要ではないか.

なお， ß;回引水ながら， W中世の社会思想JJ (創文 社， 1 996年)(拙稿í l3・14世紀

におけるA r W政治学』の受容」を含む)が本書理解の助けとなるであろう.


