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 資　　料
訳注：グローティウス「戦争と平和の法・三巻」（Ⅰ）

―「献辞」および「序論・プロレゴーメナ」―

渕　　　倫　彦
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第五部　「人名表」（人名解説ならびに人名索引）

　　訳者前書き
　訳者は、田中治男教授ご退任のあとをうけて、2006年から、
法思想史の講義担当を命ぜられた。法思想史を講義した経験
などまったくなかった訳者にとって、この命令はいわば青天
の霹靂であり、訳者は、講義案および学生諸君に配布する資
料を準備するために、急遽、古典的作品の原典と邦語訳を読
み直さなければならなかった。その際に、グローティウス「戦
争と平和の法・三巻」についても、グローティウスの自然法論、
法および正義の概念を検証するために、「献辞」、「プロレゴー
メナ」、「第 1巻、第 1章」を読み直した。ところが、既存の
邦訳を読み返してみると、訳文が現在の学生諸君にとって必
ずしも読みやすいといえないことや、引用文献の注記だけで
なく、そこにはどんなことが書かれているのかということも
紹介されていなければ、教材として使いにくいということが
判明した。そこで、「戦争と平和の法・三巻」の最初の部分、
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すなわち「献辞」、「プロレゴーメナ」、「第 1巻、第 1章」を、
現在の学生諸君にも読めるように訳し直し、あわせて注釈を
補完する仕事に取りかかった。本稿の本文および原注の訳文
は、基本的に、佐々木有司代表・グローティウス研究会訳に
依拠している。訳者が行ったことは、読みやすくするための
書き換えと、若干の不適切な訳語の修正、そして訳注の訂正
と追加である。しかし、訳注を大幅に追加し、また書き改め
たことによって、本邦訳および訳注は、全体として、独立の
作品と見てよいものになったと考える。そこで、本稿を訳者
名義の「資料」として公表することとした。

　　凡  例
　1.　本文および原注の訳文は、次の邦訳に基づいている。
　グローティウス「戦争と平和の法・三巻」　佐々木有司代表・グローティウス
研究会訳　 ○「献辞およびプロレゴーメナ（一）～（一二）」、日本法学、第 51巻、
第 1号、1985年、127～ 145頁。 ○「プロレゴーメナ（一三）～（三八）」、日本法学、
第 51巻、第 2号、1985年、163～ 189頁。 ○「プロレゴーメナ（三九）～（六一）」、
日本法学、第 51巻、第 3号、1985年、94～ 112頁。 ○「第一巻、第一章、（一）
～（一一）」、日本法学、第 52巻、第 1号、1986年、165～ 189頁。
　2.　原注は、該当する翻訳箇所に原 1、原 2、……、の記号を付してこれを示し、
各段落の末尾に訳出した。  
　3.　訳注は、1、2、、……の記号を付して示し、それぞれ、第二部「献辞」、第
三部「序論・プロレゴーメナ」、第四部「第 1巻、第 1章」の末尾に一括して記
載した。
　4.　グローティウスは、ギリシア語の著作を原文のまま引用している。しかし、
そのほとんどすべてに、ラテン語の訳文が添えられている（この処置については、
「プロレゴーメナ」第 60節のグローティウスの説明を参照されたい）。そこで、
本邦訳では、テクストに記載されたギリシア語文は邦訳の対象としないで、グロー
ティウスのラテン語訳部分のみを翻訳することとした。しかし、グローティウス
のラテン語訳は、グローティウスの読み方を示すものであって、必ずしもギリシ
ア語原文に忠実な翻訳とはいえない。そこで、ギリシア語原文の邦語訳が存在す
るものについては、可能な限り、その邦語訳を付記することとし、グローティウ
スの訳文とギリシア語原文との相違が顕著な場合には、邦語訳が存在しないもの
についても、可能な限りそれを明らかにするようにした。なお、文中に併記した
ギリシア語については、印刷技術上の問題を考慮して、アクセント記号をすべて
省略した。したがって、ギリシア語表記はあくまでも参考、目安にすぎないこと
をご諒承いただきたい。また、ヘブライ語については、原語を示すこと自体が印
刷技術上困難なので、辞書の発音表記に従って、発音のみを表示した。
　5.　グローティウスが本文および原注で言及している人名とその作品、ならび
に訳注で言及した人名およびその作品に関する解説を「人名表」にまとめ、第五
部として本邦訳の末尾に一括して掲載した（本誌次号に掲載の予定）。
　6.　「人名表」で解説されている人名については、本文、原注、訳注のいずれ
かの初出箇所に＊ 印を付して、これを示した。
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　7.　参考資料として、「グローティウスの略歴」および「全体の目次」を収録し、
第一部とした。「全体の目次」は、「戦争と平和の法・三巻」の各章の冒頭に記載
されている、グローティウス自身の手になる各節の内容の要約を訳出したもので
ある。
　8.　本邦訳の底本として、1939年に刊行されたレイデン版の復刻版（1993
年）を使用した。Hugo Grotius, De Iure Belli ac Pacis Libri Tres, in quibus ius naturae 
et gentium, Item iuris publici praecipua explicantur. Curavit B. J. A. De Kanter - Van 
Hettinga Tromp, Editionis Anni 1939, quae Lugduni Batavorum in aedibus E. J. Brill 
emissa est, exemplar photomechanice iteratum. Annotationes novas addierunt R. Feenstra 
et C. E. Persenaire, adiuvante E. Arps - De Wilde, 1993, Scientia Verlag Aalen.このレイ
デン版は、グローティウスが生前に自ら補訂した 1631、1632、1642、1646年の
各版のうちの 1631年版に基づいている。しかし、その後の版との異同も注記さ
れているほか、1993年の復刻版には、新たに、フェーンストラその他の学者の
手になる詳細な解説および追加注が付されており、1631年版を使用する際の注
意点や、テクストおよびグローティウスの引用文献に関する前世紀末までの研究
成果なども注記、解説されている。したがって、現時点では、これを底本として
使用するのが最善と判断した。
　9.　グローティウスの文章は、「献辞」、「序論・プロレゴーメナ」の全体および「第
1巻、第 1章」の各節が、段落のない一連の文章として記述されている。原文の
ままでは非常に読みにくいので、邦訳に際して、「献辞」ついては、適宜、段落
を設け、「序論・プロレゴーメナ」および「第 1巻、第 1章」については、底本
のテクストに採用されている小区分ごとに行を替えた。
  10.　［ ］印括弧内の語句は、訳文を整えるため、または意味を明確にするために、
訳者が補った語句である。

　　　【第一部】　「グローティウスの略歴」および
　　　　　　　　「戦争と平和の法・三巻」全体の目次

　　　　　（一）　「グローティウスの略歴」1

　フーゴー・グローティウス Hugo Grotius; Huig van Groot
（1583~ 1645）は、オランダ（ホラント州）、デルフトの裕福
なプロテスタントの家に生まれた。父親はリプシウスについ
て哲学を学んだ教養人であった。当時のオランダは、ホラン
ト州を主力とする北部七州にフランドル、ブラバントの二都
市を加えたいわゆる「ユトレヒト同盟」が結成され（1579年）、
スペイン国王の支配を拒否する宣言が決議された（1581年）
直後であった。この宣言を契機として本格化した「オランダ
独立戦争」は、ヴェストファリア条約（1648年）によってオ
ランダの独立が承認されるまで、約 80年間にわたって、断続
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的に行われた。したがって、グローティウスは、オランダ独
立戦争の開始と共に生まれ、オランダ独立戦争の推移を外国
から見つめながら、しかし、祖国の独立を目撃することなく、
生涯を終えたことになる（ちなみに、南部諸州は独立戦争を
拒否してスペインの統治下にとどまり、1815年のウィーン条
約でネーデルラント連合王国に併合された。しかし、1830年
にネーデルラント王国からの独立を宣言して、1831年にベル
ギー王国となった）。
　グローティウスは、早熟かつ天才的な少年で、すでに 7才
の時にラテン語の詩を書いたといわれる。かれは、父親から
人文主義的古典学およびアリストテレース哲学について教育
を受け、12歳でレイデン大学に入学した（大学入学前に、ラ
テン語、ギリシャ語、ヘブライ語を使いこなせるようになっ
ていた）。大学では法律学を専攻した。そして、1598年、15
歳のとき、かれの才能を高く評価したフランス駐在オランダ
大使によってオランダ代表団の一員に加えられて渡仏し、フ
ランス国王アンリ 4世に拝謁した。そのとき、グローティウ
スは、アンリ 4世にラテン語の即興詩を献げ、アンリ 4世が「見
よ、このオランダの奇跡を」Voilà le miracle de Hollande !と賞
賛して褒美を賜ったと伝えられる。グローティウスは、その
後も単身フランスにとどまり、オルレアン大学で再度法律学
を学び直して、1599年に同大学から「両法博士」の学位を与
えられた。
　1599年にオランダに帰国したグローティウスは、ハーグで
弁護士を開業した。1601年には、オランダ歴史編纂員に就任
している。これが、グローティウスの最初の公職歴である（こ
のときの研究成果は、「バタヴィア国家古事記」De Antiquitate 
Reipublicae Batavicae, 1610.として刊行された）。グローティ
ウスは、その後、1607年にホラント州財務訴訟官、1613年
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にロッテルダム行政長官などの公職を歴任した。また、1613
年には、航海および通商の自由について協議するために、オ
ランダがイギリスに派遣した使節団の一員としてイギリスに
渡り、イギリス国王ジェイムズ１世にオランダの複雑な宗教
事情を説明して、オランダに対するイギリス国王の支援を求
めている。
　しかし、ホラント州では、1618年に、総督マウリッ
ツ Maurits van Oranje（1567~1625; 1587 年総督就任）と最
高指導者オルデンバルネフェルト Johan van Oldenbarnevelt
（1547~1619）との対立が激化して、マウリッツによるオル
デンバルネフェルト派（かれらは、オランダの宗教改革者アルミニウス
Jacobus Arminius, 1560-1609.の教説を支持する、いわゆるアルミニウス派と見ら

れていた。アルミニウス派は、カルヴァンの予定説を批判し、人間の自由意思

を容認する、いわばリベラルな改革派である。後に抗議派 Remonstrantsとも呼ば

れた）に対する弾圧が始まり、グローティウスもその一味であ
るとの嫌疑をかけられて逮捕された。そして、翌年、終身刑
の判決を受け、ローフェシュテイン城に拘禁された。ところ
が、グローティウスは、1621年に、妻マリアの機転でこの城
から脱出し、いったんアントウェルペンに逃れた後、さらに
パリに亡命した。
　フランス国王ルイ 13世はグローティウスを保護し、かれ
に 3000リーブルの年金を約束した。しかし、この約束はほ
とんど実行されなかった。このため、グローティウスは、パ
リで、生活費にもこと欠く耐乏生活を余儀なくされた。その
ような生活を送りながら書かれたのが、「戦争と平和の法・
三巻」De iure belli ac pacis libri tres, Paris 1625.である。グロー
ティウスは、その後 1631年に、いったんオランダに帰国す
るが、オランダはかれを受け入れなかった。このため、かれ
は、数ヶ月間オランダに滞在しただけで、ハンブルクに移住
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した。そして、1635年以後ふたたびパリに戻り、駐仏スェー
デン大使の職を得て、さらに 11年間パリで生活した。そして、
1645年に、任務修了の儀礼訪問のためスェーデンに向かう途
中で海難事故に遭い、ロシュトックで死去した。
　グローティウスには多数の著作があり、主著とされる「戦
争と平和の法・三巻」のほかにも、次のような作品が知られ
ている。「インディオについて」De Indis, 1604/1605（本書は、
もともと、その一部が出版されただけであったが、その全体
が、1868年に、「捕獲法論」De Iure Praedaeとして刊行され
た。この書の第 12章が「自由海論」Mare Liberumである。
「自由海論」は、その一部が 1608年に刊行され、1864年に全
体が発見された）、「キリスト教の真理について」De veritate 
religionis Christianae, 1627（グローティウスが獄中にあったと
き、中国やギニア、トルコ、ペルシャなどの非キリスト教国
に出向く船員を主たる対象として、オランダ語で著した「真
の信仰に関する証明」Bewys van den Waren Godtsdienstを改訂
増補し、自らラテン語に翻訳して、パリで出版した作品）、「オ
ランダ法学入門」Inleydinge tot de Hollantsche rechtsgeleertheit, 

1631,「宗教事項に関する最高支配権について」De imperio 
summorum potestatum circa sacrea, 1647.
　　【注】

　  1.　グローティウスの「戦争と平和の法・三巻」については、研究論文集として、
大沼保昭編「戦争と平和の法」、東信堂、1987年（補正版 1995年）があり、グローティ
ウスの生涯およびかれの作品に関する解説に、柳原正治「グロティウス」、清水
書院「人と思想 178」、2000年がある。これと比較すれば、「グローティウスの略
歴」はいわば蛇足である。しかし、本文とくに「献辞」を読むためには、グロー
ティウスの生涯に関する最低限度の知識が必要となる。そこで、本稿に、あえて
蛇足を付け加えることとした。
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　　　　　 （二）　「戦争と平和の法・三巻」全体の目次

　　献辞                             
　　序論・プロレゴーメナ               

第一巻
　　第 1章　「戦争とは何か。法とはなにか」     
　1.　叙述の順序                        
　2.　戦争 bellumの定義、および戦争という名称の起源
　3.　法は行為の属性として説明され、支配者的な法［支配
者と被支配者との間の法］ius rectoriumと平等者間の法 ius 
aequatoriumとに区分される
　4.　［道徳的］資格 qualitas としての法ないし権利は、権能
facultasと適性 aptitudoとに区分される
　5.　権能または厳密な意味の法ないし権利は、［自分自身ま
たは他人に対する］権力、所有権、債権に区分される   
　6.　権能のもう一つの区分。通常の権能と卓越した権能 
　7.　適性とはなにか                        
　8.　補 完 的 正 義 iustitia expletrix と 帰 属 的 正 義 iustitia 
attributrixについて。これらは、幾何学的比例と算術的比例に
よっては適切に区分されないこと。また、帰属的正義が共通
のものに、補完的正義が個別のものにかかわるわけではない
こと  
9.　法は規則 regulaと定義され、自然法 ius naturaleと意思
法 ius voluntariumとに区分される    
10.　自然法の定義、区分、および本来自然法とはいわれな
いものとの区別 
11.　本能は、それがほかの動物と共通のものであろうと、
人間に固有のものであろうと、それによって、もうひとつ別
の種類の法が作られるわけではない
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12.　自然法はどのような仕方で証明されるか
13.　意思法は人法 ius humanumと神法 ius divinumとに区分
される
14.　人法は、国法 ius civile、それよりも狭い範囲の法、そ
してそれよりも広い範囲の法すなわち諸国民の法 ius gentium
に区分される。これらについての説明、また、これらはどの
ような仕方で証明されるか
15.　神法は普遍的［神］法と一国民に特有の［神］法とに
区分される
16.　外国人がヘブライ人の［律］法によって義務づけられ
たことは、かつて一度もなかった
17.   キリスト教徒はヘブライの［律］法からどのような論
拠を求めることができるか。そしてそれはどのような仕方で
か
　　第 2章　「戦争をすることが正しいとされるときが、い

つかあるか」
1.　自然の法は戦争と矛盾しない。このことがいくつかの
論拠によって証明される
2.　歴史による［証明］
3.　一致した見解による［証明］
4.　諸国民の法は戦争と矛盾しないことが証明される
5.　福音の時代以前の神意法は戦争と矛盾しない。このこ
とが、異論に対する解答とともに証明される
6.　戦争は福音の法と矛盾するか。この設問のための予備
的注意 
7.　否定的な見解のために、聖書から導き出される論拠
8.　肯定する側のために聖書から導き出される論拠と、そ
れに対する解答
9.　このことに関する初期のキリスト教徒たちの一致した
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見解が検証される
　　第 3章  「戦争は公戦と私戦とに区分される。最高支配権

の説明」
1.　戦争は公戦 bellum publicumと私戦 bellum privatumとに
区分される
2.　自然法によれば、裁判［制度］が樹立された後でも、
すべての私戦が非合法とされるわけではない。このことが、
いくつかの範例を付して弁護される
3.　なんらかの福音の法によっても［すべての私戦が非合
法とされるわけではない］。このことが、反対論に対する解
答とともに［検証される］
4.　公戦は盛式な戦争 bellum publicum solemneと盛式度の
低い戦争とに区分される
5.　最高権力をもたない執政官 magistratusの権威に基づい
て行われる戦争は公戦か。そして、それはどのような場合か
6.　国家の統治権 potestas civilisは何からなり立っているか
7.　最高権力 summa potestasとはなにか
8.　最高権力はつねに人民のもとにあるとする見解が退け
られ、その論証に解答が与えられる
9.　国王と人民の間にはつねに相互の服従関係があるとす
る見解が退けられる
10.　正しい見解が正しく理解されるために、いくつかの注
意事項が示される。第一は、ことがらが等しくない場合に、
類似の用語が区別されなければならないことについて
11.　第二は、権利と、権利を保有する仕方とが区別されな
ければならないことについて
12.　いくつかの最高支配権 summum imperiumは完全な仕方
で、すなわち譲渡可能な仕方で保有されることが明らかにさ
れる
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13.　いくつかのものは不完全な仕方で保有される
14.　いくつかの最高ではない支配権も、完全な仕方ですな
わち譲渡可能な仕方で保有される
15.　いま述べた区別は、王国において摂政ないし後見人を
任命するときの方法の相違から確認される
16.　最高権力はいかなる約束によっても失われない。ただ
し、その約束が自然法または神法に属するものであるときは、
この限りでない
17.　最高支配権は、ときには、従属的部分と優越的部分と
に区分される
18.　しかし、この結論を、国王は、ある集会の承認がなけ
れば、自らのいくつかの行為を認証されたものとすることを
欲しない、ということから導き出すのは誤りである　
19.　この結論は、その他のいくつかの範例からも、誤って
導き出されている
20.　正しい範例　　
21.　不平等な同盟条約 foedusによって拘束されている者も、
最高権力を保有することができる。このことが、反対論に対
する解答とともに［明らかにされる］
22.　そして、貢納の義務を負う者も
23.　さらに、封建法によって拘束されている者も
24.　権利と権利の行使の区別。このことが、範例とともに［説
明される］
　　第四章  「下位の者が上位の者に対して行う戦争につい

て」
1.　問題の性質　
2.　自然の法によれば、上位者に対する戦争は、上位者が
正規の ordinarie上位者である限り許されない
3.　それは、ヘブライの［律］法によっても許されていな
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い
4.　なおさらのこと、福音の法によっても許されない。こ
のことが、聖書から証明される
5.　また［このことが］、初期のキリスト教徒の行いによっ
て［証明される］
6.　下位の執政官が最高権力［者］に対して行う戦争は適
法であるとする見解が、いくつかの理由および聖書に基づい
て反駁される　
7.　もし必要性が最高度のものであり、ほかに避けようが
ないものである場合には、どのように考えられるべきか　
8.　自由な国民には、その元首に対する戦争の権利が与え
られる場合がありうる
9.　支配権を放棄した国王に対して
10.　王国を譲渡しようとする国王に対して（ただし、この
場合には、引渡しを妨げるためのみである）
11.　自らを明白に全国民の敵とした国王に対して
12.　委任の条項に基づいて［＝委任の条項に違反したため
に］王権を喪失した後の国王に対して
13.　たんに支配権の一部を保有するにすぎない国王に対し
て（国王のものではない部分を守るために）
14.　もし特定の場合に抵抗する自由が［国民に］留保され
ているならば
15.　他人の支配権を簒奪した者に対して、どこまで服従し
なければならないか
16.　他人の支配権を簒奪した者に対しては、なお継続して
いる戦争の権利に基づいて、実力で抵抗することができる
17.　あるいは、従前からの法ないし権利に基づいて
18.　また、支配すべき権利をもつ者の委任に基づいて
19.　これらの場合以外には、実力で抵抗することはできな
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い。それはなぜか
20.　支配権を巡る抗争においては、私人がその裁定を引き
受けてはならない
　　第五章　「適法に戦争をすることができるのは誰か」
1.　戦争を［適法に］始めることができるのは、ひとつは、
自分のもののために、本人が行う場合である
2.　あるいは他人のもののために［この場合には、補助者
として戦争を行う］
3.　またひとつは、手段としてすなわち奴隷ないし臣民と
して　
4.　自然の法によれば、何人も戦争［すること］を禁止さ
れていない

第二巻
　　第一章  「戦争の原因について。第一に、自分自身および

自己の財産の防衛について」
1.　戦争の正しい原因といわれるものは何か  　
2.　そのような原因は、防衛、われわれの財産または［他
人が］われわれに負っているものの回収、あるいは刑罰から
生ずる
3.　生命を守るための戦争は適法である
4.　ただし、それは攻撃する者に対してのみである
5.　危難がたんなる風評としてではなく、確実かつ現在の
ものである場合
6.　さらに、四肢の安全のため
7.　とりわけ貞節のため
8.　防衛をしないことも許される
9.　公共のために大いに有用である人物に対する防衛は、
ときには、愛の掟のために不適法とされることがある
10.　キリスト教徒が、殴打、もしくはこれと類似の侮辱を
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避けるために、あるいは逃亡されないために［人を］殺害す
ることは、適法ではない　
11.　財産を守るために人を殺害することは、自然の法によ
れば、違法ではない
12.　それは、モーセの律法によって、どの範囲まで許され
ているか
13.　それは、福音の法によって許されているか。その範囲
はどこまでか
14.　防衛のために人を殺害することを許す国法 lex civilisは、
殺害の権利を与えるのか、それともたんなる不科罰性を与え
るだけなのか。このことが、区別とともに説明される
15.　個人の闘争はどのような場合に適法とされるか
16.　公戦における防衛について
17.　たんに近隣の者の勢力を弱めるためだけの防衛は適法
ではない
18.　戦争の正当な原因を与えた者が行う防衛も適法ではな
い
　　第二章 　「人々に共通に属するものについて」
　1.　われわれに属するものの区分
　2.　所有権の起源およびその進展
　3.　いくつかのものは所有物とされえない。たとえば、全
体として、もしくはその主要部分として把握された海である。
それはなぜか
　4.　占有されていない土地は、全体としての国民によって
占有されているのでない限り、それを［現に］占有する個人
に帰属する
　5.　野獣、魚、鳥は、法律によって妨げられない限り、そ
れを占有する者に帰属する
　6.　［個人の］所有物とされた物についても、必要なときに
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は、それを利用する権利が人々にある。これは何に由来する
のか
7.　その他の仕方では必要を回避することができないとき、
人々はその権利を有する
8.　しかし、占有する者にとっての必要が［人々のそれと］
等しい場合は、この限りでない
9.　さらに、原状回復が可能な場合には、原状回復の負担
が付加される
10.　戦争［時］におけるこの権利の範例
11.　所有者の利益を損なわないかぎり、人々には、ある［個］
人の所有物とされた物を利用する権利がある
12.　ここから、流水に対する権利が生ずる
13.　土地および河川を通行する権利も。このことが説明さ
れる
14.　通過する商品に対して通行税を課すことができるか
15.　一時的に滞在する権利
16.　自分の居所から追放された者は、［他の任意の地に］居
住する権利がある。ただし、その地の支配権に服することを
条件とする
17.　荒蕪地を所持する権利。これはどのように理解される
べきか
18.　人間生活が要求する行為をする権利［ここから、行為
に対する共通の権利の説明が始まる］
19.　たとえば、必要な物を購買する権利
20.　しかし、自分の物を売却する権利も、というわけでは
ない
21.　婚姻を締結する権利。このことが説明される
22.　外人に対しても差別なく許されていることを行う権利
23.　しかしそれは、なんらかのことが、恩恵に基づいてで
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はなく、自然法に基づいて許されている場合だと理解されな
ければならない
24.　ある国民との間に、かれらが自分たちの穀物をすでに
契約した人々に［のみ］売り、その他の人々には売らないと
いう契約が結ばれたとき、その契約は適法か
　　第三章  「物の原始取得について。そこでは、海および河

川について［も説明される］」
　1.　原始取得 acquisitio originaria は、分割または先占
occupatioによって行われる
　2.　ここでは、［たとえば、地役権や質権といった］無体権
ius incorporaleの承認のような、これとは別の方法による権利
の取得は排除される
　3.　同じく加工 specificatio［による権利の取得も］
　4.　先占は二重の目的をもつ。すなわち支配のためと所有
のためである。その区別が説明される
　5.　動産の先占は、法律によって予めこれを無効とするこ
とができる
　6.　幼児および精神異常者の所有権はいかなる法に基づい
ているか
　7.　河川は、これを先占することができる
　8.　それでは、海はどうか
　9.　かつて、ローマ帝国のいくつかの地方では、それ［海
に対する先占］は認められなかった
10.　しかし自然の法は、海のある部分、すなわちあたかも
土地によって囲まれているような部分に対する先占を妨げな
い 
11.　そのような先占はどのような仕方で行われるか。そし
ていつまで継続するか
12.　そのような先占からは、無害通行を妨げる権利は生じ
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ない
13.　海の一部に対する支配権も先占によって取得すること
ができる。そして、それはどのような仕方でか
14.　海を航行する者に対しては、一定の事由に基づいて、
通行税を課すことができる
15.　ある国民に対して、一定の境界線を越えて航行するこ
とを禁止する協約 pactioについて
16.　河川の流れが変化すると領土が変わるか。このことが、
区別とともに説明される
17.　河床が完全に変わる場合には、どのように考えられる
べきか
18.　ときには、河川全体がひとつの領土に帰属する
19.　放棄された物は、国民がそれに対してなんらかの一般
的所有権を取得しているのでない限り、先占する者に帰属す
る
　　第四章  「放棄の推定およびそれに続く先占について。そ

して、なにが使用取得および時効と異なるの
か」

　1.　本来の意味の使用取得または時効が、異なる国民ない
しその支配者たちの間で生じないのはなぜか
　2.　しかし、これらの人々の間でも、通例、長期間の占有
が主張される
　3.　その理由は、人間の意思の推定［＝権利放棄の推定］
に求められている。しかしその推定は、たんに文言だけから
導き出されるわけではない
　4.　むしろ、行為の結果から
　5.　また、不作為からも
　6.　非占有と結びついた時間および沈黙は、どのような仕
方で、権利の放棄を推定させるか
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　7.　記憶の範囲を超える時間は、通常、そのような推定の
ために十分である。これはどのような時間か
　8.　何人も自己の［所有］物の放棄を推定されるべきでは
ない、という異論に対する解答
　9. 　推定がなくても、諸国民の法により、記憶にない昔か
らの占有に基づいて、所有権が移転すると考えられる
10.　まだ生まれていない者の権利も、このような仕方で奪
われうるか
11.　最高権力の権利でさえも、長期間の占有に基づいて、
国民あるいは国王によって取得されうる
12.　使用取得および時効に関する国法の規定は、最高権力
の保有者を拘束するか。このことが、区別とともに説明され
る
13.　分離可能な仕方で、あるいは他に伝達可能な仕方で最
高支配権と結合している権利は、使用取得または時効によっ
て、取得または喪失される
14.　従属者はいつでも自由を取り戻すことができる、とす
る見解が退けられる
15.　純然たる権能 mera facultasに属するものは、時間によっ
ては決して失われない。このことが説明される
　　第五章　「人に対する権利の原始取得について。そこで

は、親権について、婚姻について、団体につ
いて、さらに、従属者および奴隷に対する権
利について［論じられる］」

　1.　子に対する親の権利について
　2.　幼児期の区分。そこでは、物に対する幼児の所有権に
ついて［も説明される］
　3.　幼児期をすぎて家族の中にとどまる期間
　4.　その場合の子に対する懲戒権について
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　5.　子を売却する権利について
　6.　幼児期および家族の中にとどまる期間を超えるとき
　7.　［子に対する］親の自然的権力と国法上の権力の区別
　8.　妻に対する夫の権力について
　9.　［婚姻の］不解消性および妻を一人に限定すること［単
婚性］は、自然の法に基づいて婚姻の要件とされるのか、あ
るいはたんに福音の法に基づいているだけなのか
10.　婚姻が、親の同意の欠如のために無効とされないのは、
もっぱら自然の法による
11.　福音の法によれば、他人の夫または妻との婚姻は無効
である
12.　親と子の婚姻は、自然の法によって非合法かつ無効で
ある
13.　兄弟姉妹間ならびに義理の親子間の婚姻、およびそれ
に類似する婚姻は、意思法としての神法により、非合法かつ
無効である
14.　親等の遠い親族との婚姻は、これと同じではないと考
えられる
15.　法律上内縁 concubinatusという名で呼ばれているある
種の婚姻は、可能であり適法である
16.　ある種の非合法な婚姻も締結することができる。そし
て、［締結されれば ]有効である［＝認証婚 connubium ratum］
17.　多数者の権利［＝多数決制］はいかなる社会にも見ら
れる
18.　［可否］同数のとき、どの見解が優越すべきか
19.　いかなる見解が分割されるべきか、あるいは統合され
るべきか
20.　欠席者の権利は出席者に付加される
21.　いかなる序列が、同等者間に、さらには国王の間にさ
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え存在するか
22.　ある物に基礎を置く社会では、各人がその物に対して
有する持ち分に従って、その意見が決定されなければならな
い
23.　従属者［＝臣民］に対する国家の権利
24.　国民は国家から離脱することができるか。このことが、
区別して説明される
25.　国家のいかなる権利も、追放された者には及ばない
26.　養子に対する権利は合意に基づく
27.　奴隷に対する権利
28.　この［奴隷に対する］権利には、どの程度まで生殺与
奪の権が含まれているといえるか
29.　自然の法によれば、奴隷から生まれた者について、何
が定められられなければならないか
30.　奴隷状態のさまざまな種類
31.　自発的に従属する国民に対する権利は、合意に基づく
32.　不法行為ないし犯罪から生ずる、人に対する権利
　　第六章　「人間の行為による承継取得について。そこで

は、支配権の譲渡ならびに［支配権に属する］
財産の譲渡について［も論じられる］」

　1.　譲渡が［有効に］行われるために、与える側の者に何
が必要とされるか
　2.　受領する側の者には何が必要か
　3.　支配権は、ときには国王によって、ときには国民によっ
て譲渡されうる
　4.　国民の一部に対する支配権を、国民が、その部分の意
に反して譲渡することはできない
　5.　また、その部分自身も、極度の必要がある場合を除いて、
自らに対する支配権を譲渡することはできない
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　6.　この相違の理由
　7.　場所に対する支配権は、これを譲渡することができる
　8.　国王は、利便または必要のために、支配権のある部分
を正当に譲渡することができる、とする見解が退けられる
　9.　授封および質権の設定は譲渡の概念に含まれる
10.　下級の統治権 iurisdictioを譲渡するためにも、国民の特
別の合意、または慣習による国民の合意が必要とされる
11.　国王は、国民の世襲財産を譲渡することはできない
12.　世襲財産の果実である物と世襲財産とは区別されなけ
ればならない
13.　国王は、［国民の］世襲財産のある部分を質入れするこ
とができる。それはどの範囲までか。また、それはどういう
理由によってか
14.　遺言は譲渡の一種であり、自然法に属する
　　第七章  「法律によって行われる承継取得について。そこ

では、［法定］相続について［論じられる］」
　1.　国の法律のいくつかは不正な法律であり、したがって
所有権を移転しない。たとえば、難船した人々の財産を国庫
に納入する［ことを命ずる］法律がそれである
　2.　自己の債権を行使するために他人の物を受け取る者は、
自然の法によって、その物［の所有権］を取得する。それは
いつ生ずるか
　3.　無遺言相続の起源。それはどのようにして自然から生
まれたか
　4.　親の財産のあるものは、自然の法によって、子のため
に義務づけられている。このことが、区別によって説明され
る
　5.　相続において、子は死者の親に優先する。それはなぜ
か
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　6.　代襲相続と呼ばれる、代位相続の起源
　7.　相続の放棄および相続人の廃除
　8.　私生子の権利について
　9.　子がいないとき、遺言も明確な法律も存在しない場合
には、祖先の財産は、その財産の元の所有者またはその子に
与えられなければならない
10.　新たに取得された財産は、最近親者に与えられなけれ
ばならない
11.　相続に関する法律の多様性
12.　世襲の王位について、相続とはどのようなものか
13.　もしその王位が分割できないならば、長子が優先され
る
14.　国民の合意に基づく世襲の王位は、［国民の合意に関し
て］疑義がある場合には、分割できない
15.　その王位は、最初の国王の子孫を越えてまでは存続し
ない
16.　その王位は、私生子には（そして私生子に限り）帰属
しない
17.　その［王位継承の］場合に、親等が同じであれば、男
子が女子に優先する
18.　男子の間では、長子が優先する
19.　そのような王位は相続財産の一部か
20.　王位については、王国が創設されたとき他の財産につ
いて行われていたのと同様の相続［方法］が定められたと推
定される。王位が自由保有地のようなものだった場合
21.　あるいは、封土のようなものだった場合
22.　血族による相続とは何か。その場合に、権利の移転は
どのような仕方で行われるか
23.　男系血族による相続とはどのような性質のものか
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24.　最初の国王との近親性をつねに考慮する相続
25.　息子が王位を相続しないようにするために、その息子
を相続から廃除することができるか
26.　ある国王が、自分のためもしくは子のために、王位を
放棄することができるか
27.　［王位の］相続に関する本来の意味の裁判権は、国王に
も国民にも属さない
28.　父が王位に就く前に生まれた息子は、その後に生まれ
た者に優先すべきである
29.　ただし、なんらかの定めによって、王位が移譲された
ことが明らかな場合は、この限りでない
30.　長男の男子は、次男以下の息子に優先するか。このこ
とが、区別によって説明される
31.　同じく、兄王の死後に生存している弟は、兄王の息子
に優先すべきか
32.　国王の兄弟の息子は、国王の叔父に優先するか
33.　国王の息子から生まれた男子は、国王の娘に優先する
か
34.　国王の息子から生まれた年下の男子は、国王の娘から
生まれた年長の男子に優先するか
35.　国王の年長の息子から生まれた男子は、父の弟に優先
するか
36.　姉妹の息子は兄弟の娘に優先すべきか
37.　兄の娘は弟に優先すべきか
　　第八章　「一般に、諸国民の法による取得といわれてい

る取得［方法］について」
　1.　多くのことが諸国民の法に属するといわれているが、
正確にいえば、そうではない
　2.　池あるいは囲いの中の魚や獣は、自然法によって、所
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有物とされる。これに対して、ローマ法は、反対のことを言
明している
　3.　獣は、たとえ逃亡したとしても、正しく識別すること
ができる限り、それを［最初に］捕獲した者の所有物でなく
なることはない
　4.　占有は道具によって取得されうるか。また、それは、
どのような仕方でか
　5.　野獣は国王のものである。このことは、諸国民の法と
矛盾しない
　6.　その他の無主物の占有は、どのような方法で取得され
るか
　7.　財宝は、自然に従えば、誰のものとなるか。この点に
関する法律の多様性
　8.　島および沖積地に関してローマ法が言明していること
は、自然的ではないし、諸国民の法に属することでもない
　9.　河川の中の島や干上がった河床は、自然に従えば、河
川もしくはその一部を所有する者、すなわち国民のものであ
る
10.　自然に従えば、畑地の所有権は洪水によっては失われ
ない
11.　沖積地について疑義がある場合には、沖積地もまた国
民のものである
12.　しかし、畑地が河川以外の境界線をもたないときは、
その畑地の所有者のものとなると考えられる
13.　河川敷および干上がった河床の一部についても、同じ
ように考えられるべきである
14.　何が沖積地とされ、何が島とみなされるべきか
15.　沖積地はいつ［君主の］家臣 vassallusのものとなるか
16.　ローマ人がかれらの法をあたかも自然的であるかのよ
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うに擁護する、その論証に解答が与えられる
17.　道路は、自然に従えば、沖積地［に対する所有権の取得］
を妨げる
18.　子が母体にのみ従うのは、自然的なことではない
19.　他人の材料を加工してあるものが作られる場合のよう
に、混合によって生じたものは、自然に従えば、共有物であ
る
20.　たとえ、その素材が悪意により占有されたものであっ
ても
21.　物の価値に応じて、価値の小さい物がより大きい価値
の物に吸収されるのは、自然的なことではない。そこでは、
ローマの法学者のその他の誤謬についても注意が払われる
22.　自然に従えば、他人の土地に植物を植えたり、種をま
いたり、建物を建てたりすることによって、共有が生まれる
23.　自然に従えば、［他人の物の］占有者は、果実を自分の
ものとすることができない。しかし、費用を請求することは
できる
24.　たとえ、かれがそれを悪意によって占有しているとし
ても
25.　自然に従えば、所有権の移転のために、引き渡しが必
要とされることはない
26.　これまでに述べたことの用例
　　第九章　「支配権または所有権はいつ消滅するか」
　1.　所有権および支配権は、その権利をもっていた者が死
亡し、かつ相続人が存在しないとき失われる
　2.　同じように、家族に対する権利は家族が消滅すること
によって失われる
　3.　同じように、国民に対する権利は国民が国民でなくな
ることによって消滅する
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　4.　それは、［国民であるために］必要な部分が取り去られ
ることによって生ずる
　5.　国民全体が取り除かれることによって
　6.　［共通の法に従うというような］国民としての形態が失
われることによって
　7.　ただし、移住によっては生じない
　8.　あるいは、統治の変更によっても消滅しない。そこでは、
新たな国王または新たに自由になった国民によって占められ
るべき地位について［も説明される］
　9.　複数の国民が統合される場合はどうか
10.　一つの国民が分割される場合はどうか
11.　かつてローマの支配権に属していて、譲渡されなかっ
たことが明らかなものは、いま誰の手に属するか
12.　相続人の権利について
13.　勝利者の権利について
　　第十章　「所有権から生ずる義務について」
　1.　他人の物を所有者に返還する義務。これは何に由来す
るか、また、それはどのような性質の義務か
　2.　他人の財産から利得した者は、それを返還しなければ
ならないという義務。このことが、多数の範例によって明ら
かにされる
　3.　善意の占有者は、物が滅失した場合には、返還の義務
を負わない
　4.　しかし、同人［善意の占有者］は、現存する果実を返
還する義務を負う
　5.　そして消費された物［果実も含めて］も。ただし、そ
れが他人の物とわかっていれば消費されなかったであろうと
考えられるときは、この限りでない
　6.　かれが収取することを怠った果実については、返還の
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義務を負わない
　7.　同人は、すでに他人に贈与した物については、返還の
義務を負わない。このことが、区別とともに説明される
　8.　購入したものを売った場合にも、［それが他人の物で
あっても］返還の義務を負わない。このことが、同じく、区
別とともに［説明される］
　9.　他人の物を善意で購入した者は、いつ、その代金また
は代金の一部を留保することができるか
10.　購入した他人の物を売り主に返還することはできない
11.　所有者不明の物を所持する者は、何人に対しても、そ
れを譲与する義務を負わない
12.　自然に従えば、恥ずべき原因のため、もしくはその他
の原因のために与えることを義務づけられた物を受領したと
きは、その物を返還する義務はない
13.　重さや数や分量からなる物は、所有者の同意なしにそ
の所有権を移転することができる、とする見解が退けられる
　　第十一章　「約束について」
　1.　自然に従えば約束 promissumから権利は生まれない、
とする見解が退けられる
　2.　裸の［＝無方式の］言明は拘束しない
　3.　自然に従えば、一方的な約束 pollicitatioは拘束する。
しかし、そこから他方当事者に権利が発生するわけではない
　4.　そこから［他方当事者に］権利が発生するような約束
とは何か
　5.　権利が発生するためには、約束する者について、理性
の使用が求められる。そこでは、自然法と未成年者に関する
国法とが区別される
　6.　自然に従えば、錯誤による約束は拘束するか。また、
それはどの範囲までか
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　7.　恐怖による約束は拘束する。しかし、恐怖の原因を与
えた者は、約束した者を解放する義務を負う
　8.　約束が有効であるためには、約束された物が、約束す
る者の権力下になければならない
　9.　自然に従えば、邪悪な原因のための約束は有効か。こ
のことが、区別によって説明される
10.　予め自分に［与えられることを］義務づけられた物を
取得するために行われた約束について、何が考えられなけれ
ばならないか
11.　われわれ自身が有効に約束するための方法
12.　他人を介して有効に約束する方法。そこでは、指令の
範囲を超えて行動する使節について［も説明される］
13.　船主および支配人の義務は、どこまで自然の法に由来
するか。そこでは、ローマ法の誤りに注意が払われる
14.　約束が有効となるためには、受諾が必要である
15.　受諾は約束する者に知られなければならないか。この
ことが、区別によって説明される
16.　約束は、約束の相手方がそれを受諾する前に死亡した
ときは、それを撤回することができる
17.　仲介者の死亡によっても撤回されるか。このことが、
区別によって説明される
18.　約束は、代理人によって受諾された後でも撤回するこ
とができるか。このことが、区別によって説明される
19.　約束された内容に負担を追加することができるのは、
いかなるときか
20.　無効な約束は、どのような方法で有効化されうるか
21.　自然に従えば、原因を欠く約束は無効ではない
22.　自然に従えば、他人の行為を約束した者は、何につい
て拘束されるか
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　　第十二章　「契約について」
　1.　他者に対して有益な、人間の行為の区分。第一に、単
純行為 actus simplexと混合的行為 actus mixtusの区分
　2.　単純行為は、純粋に恩恵的な行為と、相互の義務づけ
を伴う行為
　3.　さらに、交換的行為とに分けられる。交換的行為は、
ひとつは、［当事者間の利害を］調整する行為であり
　4.　もうひとつは、ものごとを共通のものとする行為であ
る
　5.　混合的行為には、主物に関するものと
　6.　附合によるものとがある
　7.　これらの行為のうち、どれが契約と呼ばれるか
　8.　契約においては、公平性が要求される。まず第一に、
先行行為に関して
　9.　［事実の］認識に関して
10.　意思の自由に関して
11.　第二に、それが交換的なものである場合には、行為そ
れ自体に関して
12.　第三に、契約の対象とされることがらに関して［公平
性が要求される］。このことが説明される
13.　純粋にまたは部分的に恩恵的な行為については、どの
ような公平性がなければならないか
14.　売買において、物の価格はどのように決定されなけれ
ばならないか。また、どのような理由に基づいて、その価格
を正しく増減することができるか
15.　自然に従えば、売買はいつ完成するか。そして、所有
権はいつ移転するか
16.　いかなる独占が、自然の法または愛の掟に反するか
17.　金銭はどのような仕方でその通用力を得ているか
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18.　自然に従えば、［賃貸物の］不毛を理由として、またそ
れと類似の理由に基づいて、いかなるものも賃料から差し引
かれるべきはでない。もし最初の賃借人が賃貸物の使用を妨
げられ、それが他の者に賃貸された場合はどうか
19.　正当な報酬は、どのような方法で増減されうるか
20.　利息の徴収はどの法によって禁止されているか
21.　どのような利得は利息徴収の名に該当しないか
22.　このことに関して、国法はどのような効力を有するか
23.　危険回避契約あるいは保険契約については、どのよう
に判断されなければならないか
24.　組合についてはどうか。そこでは、組合の多様な種類
が説明される
25.　海上航行組合について
26.　諸国民の法によれば、不公平なことがらについて合意
がある場合には、その不公平性は、外部的行為に関する限り、
考慮されてはならない。そして、これが自然的といわれるの
は、どのような意味においてか
　　第十三章　「宣誓について」
　1.　宣誓 iurisiurandumの力がいかに大きいかは、異教徒の
意見からでさえも明らかである
　2.　宣誓しようとする場合には、たしかに、慎重な心構え
が必要とされる
　3.　宣誓する者の言葉は、それを宣誓の受け手が理解した
と信じられる意味において、［宣誓者を］義務づける
　4.　悪意によって誘発された宣誓から義務が生ずるのはい
つか
　5.　宣誓の言葉は、その語の慣用上の意味以上に拡大され
てはならない
　6.　非合法なことがらについてなされた宣誓は義務を生じ
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ない
　7.　あるいは、それがより大きな道徳的善を妨げる宣誓で
あるとき
　8.　あるいは、それが不可能なことについての宣誓である
とき
　9.　その不可能が一時的である場合はどうか
10.　宣誓は神の名において行われる。そして、それはいか
なる意味においてか
11.　しかし宣誓は、神に関連して、他のものの名において
も行われる
12.　偽りの神［の名］によって誓われたとしても、宣誓で
ある
13.　宣誓の効果。宣誓から二重の義務が生まれる。ひとつ
は宣誓のときに、もうひとつはその後で。このことが、明確
に説明される
14.　宣誓に基づいて、人および神はいつ権利を取得するか。
神だけの場合はいつか
15.　海賊または暴君に対してなされた宣誓は神に対しては
拘束されない、とする見解が退けられる
16.　不誠実な者 perfidusに対して宣誓した者も、その宣誓を
履行しなければならないか。このことが、区別して説明され
る
17.　宣誓者が神にのみ義務を負う場合には、宣誓者の相続
人はいかなるものにも拘束されない
18.　宣誓が履行されることを望まない者に対して履行しな
い者、あるいは、宣誓がある性質ないし条件のゆえに行われ、
その性質ないし条件が失われたために宣誓を履行しない者
は、偽誓者ではない
19.　宣誓に反して行われたことは、いつ無効になるか
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20.　上位者は、従属者が宣誓したことに関して、あるいは
従属者に対して宣誓されたことに関して、どのような行為を
することができるか。このことが、区別とともに説明される
21.　「誓うな」というキリストの忠告は、本来、どのような
宣誓に関するものか
22.　宣誓を伴わない信約が、慣習に基づいて宣誓の効力を
有するのは、どのような場合か
　　第十四章　「最高支配権を保有する者の約束、契約、宣

誓について」
　1.　原状回復の権利は国法に由来し、それが国王としての
行為である限り国王の行為にも及ぶ、とする見解が退けられ
る。同じく、国王は宣誓に拘束されない、という見解も退け
られる
　2.　法律は国王のどのような行為にまで及ぶのか。このこ
とが、区別によって説明される
　3.　国王が宣誓によって拘束されるのは、あるいはされな
いのは、どのような場合か
　4.　国王は、無因の約束をしたことがらについて、どこま
で拘束されるか
　5.　国王の契約に関する法律の効力についてすでに述べら
れたことの用例
　6.　正しい意味で、国王が従属者に義務を負うといわれる
のは、自然に基づく場合のみか、それとも、国法によっても
か
　7.　［国王は］どのような仕方で、従属者の既得権を適法に
奪うことができるか
　8.　ここでは、既得権を自然法に基づくものと国法に基づ
くものとに区分する見解が退けられる
　9.　国王の契約は法律か。そして、それはどのような場合

法学26号本文_5校.indd   211 2010/03/04   16:00:02



212

か
10.　［国王の］包括相続人が国王の契約によって拘束される
のは、どのような仕方でか
11.　王位を継承した者がその同じ契約によって拘束される
のは、どのような仕方でか
12.　そして、それはどの範囲までか
13.　国王の恩恵について、撤回しうるものとそうでないも
のとが、区別して説明される
14.　支配権の簒奪者が結んだ契約に、支配権のもとの保有
者も拘束されるか
　　第十五章　「盟約および誓約について」　
　1.　公の協定 conventio publicaとは何か
　2.　それは、盟約 foedus、誓約 sponsio、およびその他の合
意 pactioに区分される
　3.　盟約と誓約の識別、誓約は何に対して義務づけるか
　4.　［アンティオキア王の使節］メニップスが行った盟約の
区分が排除される
　5.　盟約は、自然の法（盟約はここから生まれた）と同じ
ことを定めるものと
　6.　それに何かを付け加えるものとに区分される。そして、
その中のあるものは平等的である
　7.　また、あるものは不平等的である。そして、これもま
たいくつかに再区分される
　8.　真の宗教と無縁な人々との盟約は、自然の法によれば
適法である
　9.　それはまた、ヘブライの律法によっても、一般的に禁
止されてはいない
10.　また、キリスト教徒の法によっても
11.　そのような盟約に関する注意事項
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12.　すべてのキリスト教徒は、キリスト教の敵に対抗して
同盟することを義務づけられている
13.　複数の同盟者の間で戦争が行われる場合に、どの同盟
者を優先的に援助すべきか。このことが、区別して説明され
る
14.　盟約は、黙示的に更新されたとみなすことができるか
15.　一方当事者の不誠実 perfidiumは、他方当事者を［盟約
から］解放するか
16.　誓約が否認されたとき、誓約した者は何に拘束される
か。そこでは、カウディナの誓約［前 321年］についても［説
明される］
17.　否認されない誓約は、告知および［相手方の］沈黙に
基づいて義務を発生させるか。このことが、区別して説明さ
れる。そこではルクタティウスの誓約［前 241年］について
も［説明される］
　　第十六章　「解釈について」
　1.　約束されたことは、どのような仕方で、外的に［たと
えば、それに関する争いを裁判で解決することができるよう
な仕方で］義務づけるか
　2.　［約束の］文言は、他の推定が存在しない限り、一般的
な意味に従って理解されなければならない
　3.　術語はその学問 ars［上の意味］に従って
　4.　推定が用いられるのは、言葉の曖昧さや表現に矛盾が
ある場合か、あるいはそうせざるをえないという理由からで
ある
　5.　たとえば、主題の性質から
　6.　効果の点から　
　7.　また、前後の関係から。たとえば、言葉の起源から、
あるいはそれが使われている場所からでさえも
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　8.　このような推定に属するのは、動機に基づく推定であ
る。これらは、いつ、そしてどのような仕方で使用されるの
か
　9.　言葉の意味は、広義と狭義に区分される
10.　約束は、好意的約束、嫌悪的約束、混合的約束そして
中間的約束に区分される
11.　国民もしくは国王の行為に関して、信義誠実に基づく
契約と厳格法に基づく契約の区分が排除される
12.　上に述べた文言の意味および約束の区分から、解釈に
関するいくつかの規則が形成される
13.　同盟者 sociusという名称には将来のものも含まれるか。
それは、どの範囲までか。そこでは、ローマ人とハスドゥル
バルとの盟約［前 226年］およびこれと類似の争論について［も
説明される］
14.　一方の国民が他方の国民の許可なしには戦争しないと
いう［盟約の］条項は、どのように解釈されるべきか
15.　「カルタゴは自由たるべし」という文言について
16.　どのような合意 pactumが人的で、どのような合意が物
的と考えられるべきか。このことが、区別によって説明され
る
17.　国王との間で結ばれた盟約は、王位を追われた国王に
も及ぶ
18.　しかし、王位の簒奪者には及ばない
19.　あることを最初に行う者に対してなされた約束は、も
し複数の者が同時にそれを行った場合には、誰に対して義務
づけるか
20.　自発的に生ずる推定。そのひとつは、意味を拡大する
推定である。これはいつ生ずるか
21.　そこでは、指示されたのとは別の方法で履行されるべ
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き指令 mandatumについて［も説明される］
22.　他のひとつは、意味を限定する推定である。これは、
たとえば、不条理な約束の文言から知られるような、意思に
関する原初的な欠陥から生ずる
23.　また、［約束の動機となった］唯一の原因の消滅から
24.　また、［約束の文言に示された］対象物の欠如から
25.　（直前で述べられた推定に関する考察）
26.　また、意思と矛盾する事態の発生から。このような事
態は、ことがらが適法でない場合に生ずる
27.　また、行為の動機を考慮すると負担が過重であること
から
28.　さらに、その他の徴候から。たとえば、書面に記載さ
れた部分が相互に矛盾している場合
29.　その場合に、どのような規則が守られなければならな
いか
30.　疑問がある場合には、書面［の作成および交付］は、
契約の有効性のために必要ではない［と考えられる］
31.　国王間の契約の解釈は、ローマ法に基づいて行われる
のではない
32.　条件を受諾する者の言葉と、条件を申し込む者の言葉
のいずれが優先されるべきか。このことが、区別によって説
明される
　　第十七章　「不法侵害による損害、およびそこから生ず

る義務について」
　1.　過失は損害の回復を義務づける
　2.　損害とは、厳密な意味の法すなわち権利と抵触するも
ののことだと理解される
　3.　適性と厳密な意味の法すなわち権利は、両者が競合す
る場合には、慎重に区別されなければならない
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　4.　損害は果実についても生ずる
　5.　得べかりし利益 lucrum cessansについても。それはどの
ような仕方でか
　6.　損害を与えるのは、行為する者［作為者］である。第
一次的作為者
　7.　そして、第二次的作為者［＝行為を命令または教唆す
る者］
　8.　同じく、なすべきことをしない者［不作為者］も。第
一次的不作為者
　9.　そして、第二次的不作為者［＝説得すべきなのに説得
しない者、当然告げなければならない事実を隠す者］
10.　回復が義務づけられるためには、［作為者または不作為
者の］行為に関してどのような効果が必要とされるか
11.　かれらは、どの順序で義務を負うか
12.　この義務は副次的な損害にも拡張されなければならな
い
13.　殺人者の場合の範例
14.　他人に暴行を加えた者の場合［の範例］
15.　姦通者および姦淫者の場合［の範例］
16.　窃盗、強盗、およびその他の者の場合［の範例］
17.　詐欺または不正な恐怖［＝脅迫］によって、約束の原
因を与えた者の場合［の範例］
18.　もし、自然に従えば正当な恐怖である場合には、どう
なるか
19.　諸国民の法によれば正しいと考えられる恐怖の場合に
はどうか
20.　国家の諸権力は、従属者が与えた損害によって、どこ
まで責任を負わされるか。そこでは、公的支配権［の保有者
の意思］に反して、同盟者に対して行われた海上捕獲の問題
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［が説明される］
21.　自然に従えば、自己の動物または船舶によって生じた
損害については、過失がない限り、義務を負わされない
22.　名声や名誉に対しても損害が与えられる。それはどの
ような仕方で償われるか
　　第十八章　「使節の権利について」
　1.　若干の義務は、諸国民の法から生まれる。たとえば、
使節の権利である
　2.　使節の権利は、どのような人々の間で生ずるか
　3.　使節はつねに容認されなければならないか
　4.　危険をもたらす使節に対する防衛は適法である。ただ
し、刑罰を科すことは許されない
　5.　使節が派遣された相手方でない者は、使節の権利によっ
て拘束されない
　6.　使節が派遣された相手方であれば、敵もまた［使節の
権利に］拘束される
　7.　また、使節に対して報復の権利 ius talionisを行使する
ことはできない
　8.　この［報復の対象とされない］権利は、もし使節が望
むならば、使節の随員に対しても拡張することができる
　9.　さらに、動産に対しても
10.　強制権を伴わない義務の範例
11.　この使節の権利はいかに重要であるか
　　第十九章　「埋葬権について」
　1.　同じ諸国民の法に基づいて、死者を埋葬する権利が生
まれる
　2.　それはどこから生じたのか
　3.　敵に対しても埋葬の義務がある
　4.　顕著な極悪非道の犯罪者に対してもか
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　5.　自殺した者に対してもか
　6.　この他に、諸国民の法に基づいて義務が生ずるものに
は、どのようなものがあるか
　　第二十章　「刑罰について」
　1.　刑罰の定義および刑罰の起源
　2.　刑罰は補完的正義に関係する。それはどのような仕方
でか
　3.　自然に従えば、刑罰［を科すこと］は、特定の人に義
務づけられているわけではない。むしろ、自然の法に関する
限り、同じような犯罪を犯したことがない者は、適法に刑罰
を要求することができる
　4.　刑罰は、人間のもとでは、神のもとでとは異なって、
なんらかの利益のために要求される。それはなぜか、
　5.　自然に従えば、報復はいかなる意味で非合法とされる
のか
　6.　刑罰の三重の効用
　7.　ひとつは、犯罪を犯した者の利益のために。そして、
この場合には、自然に従えば、誰でもが刑罰を要求すること
ができる。以上のことが、区別とともに［明らかにされる］
　8.　さらに［第二に］、罪が犯された相手方の利益のために。
そこでは、諸国民の法に基づく適法な報復について［説明さ
れる］
　9.　同じく［第三に］、すべての人々の利益のために
10.　福音の法がこの主題に関して定めていることは何か
11.　福音中に表明されている神の憐れみから導き出された
論証に対する解答
12.　また、悔悛の機会が奪われるということから［導き出
された論証に対する解答］
13.　刑罰の不完全な分類が退けられる
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14.　諸国民の法によって許されている場合でも、キリスト
教徒個人が刑罰を実行することは、安全ではない［＝危険で
ある］
15.　あるいは、すすんで告発することも
16.　あるいは、死刑にかかわる裁判官の職を望むことも
17.　刑罰のために人を殺害することを許容する人法は、殺
害の権利を与えるのか、それともたんなる不可罰性のみを与
えるのか。このことが、区別によって説明される
18.　内的行為［良心の法廷において裁かれる内心の行為］は、
人間のもとでは罰することができない
19.　外的行為であっても、人間の弱さのために避けること
ができない行為は、罰することができない
20.　人間の社会がそれによって直接的にも間接的にも害さ
れるわけではないような外的行為も、罰することができない。
その理由が示される
21.　刑の宥恕は決して許されない、とする見解が退けられ
る
22.　刑法［が制定される］以前にはそれが許されていたこ
とが明らかにされる
23.　しかし、それは常にというわけではない
24.　刑法［が制定された］以後でさえも
25.　刑の宥恕が行われるための、是認しうる内在的原因［た
とえば、他人のパンを盗む以外には食べるものがないような
窮乏状態］は何か
26.　外在的原因［たとえば、自分の行為をよく理解できな
い者の場合には、法の側に罰する理由がなくなること］は何
か
27.　刑の免除 dispensatioは、それが黙示の例外規定という
仕方で法律に含まれている場合以外には、正当な理由がまっ
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たくない、とする見解が反論される
28.　犯罪にふさわしい量刑
29.　ここで、犯罪を誘発する諸原因が考察される。そして、
それらが相互に比較される
30.　さらに、罪を犯すことを抑制するはずの諸原因につい
て［考察される］。そして、そこでは、隣人およびその他の
いくつかのことに関する十戒の規定の段階について［も考察
される］
31.　さらに、この両者［＝犯罪を誘発する原因と抑止する
原因］に対する犯罪者の適性について、さまざまな観点から
考察される
32.　応報としての刑罰は、犯罪によって生じた損害以上に
拡大することができる。それはなぜか
33.　刑罰における調和的均衡に関する見解が退けられる
34.　刑罰は慈愛 caritasに基づいて軽減することができる。
ただし、より大きな慈愛がそれを妨げる場合は、この限りで
ない
35.　犯罪を犯すことの容易性は、どのように刑罰を誘発す
るか。同じく、犯罪を犯す習慣はどのように刑罰を誘発する
か、あるいは刑罰を抑制するか
36.　刑罰を軽減するための慈愛の使用例
37.　以上のことがらと、ヘブライ人およびローマ人が刑罰
について考察されることを望んだことがらとが関係づけられ
る
38.　刑罰のための戦争について
39.　未完成の犯罪のために行われる戦争は正戦か。このこ
とが、区別によって説明される
40.　国王および国民は、自然の法に反して行われたことで
あるが、かれら自身およびかれらに従属する者たちに対して
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行われたのではないことのために、正しく戦争を行うことが
できるか。このことが説明される。また、自然に従えば刑罰
を要求するために裁判権ないし統治権 iurisdictioが必要であ
る、とする見解が退けられる
41.　自然の法と、広く受け入れられている国家の慣習とは
区別されなければならない
42.　さらに、すべての人によって認知されているわけでは
ない神意法とも
43.　自然の法に基づいて明白なことと、明白でないことと
が区別されなければならない
44.　神に対する犯罪のために戦争を行うことができるか
45.　神に関する最も普通の観念、それはなにか。そして、
それはどのような仕方で、十戒の第一戒によって明らかにさ
れているか
46.　これらの観念を最初に侵害した者［＝神を否定する教
義を提唱した者］には、刑罰を科すことができる
47.　しかし、その他の者には刑罰を科すことができない。
このことが、ヘブライの律法を証拠として明らかにされる
48.　キリスト教を受け入れようとしない人々に対しては、
正戦を行うことはできない
49.　たんにその宗教だけを理由として、キリスト教徒を残
酷に取り扱う者に対しては、正当に戦争を行うことができる
50.　神法の解釈に関してひどく誤解している者に対しても、
戦争を正当に行うことはできない。このことが、いくつかの
権威および範例によって明らかにされる
51.　しかし、自分たちが神だと考えるものに対して不敬な
者たちに対しては、正当に戦争を行うことができる
　　第二十一章　「刑罰の分担について」
　1.　刑罰は、どのようにして、犯罪に荷担した者に及ぶか
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　2.　共同体またはその長 rectorは、従属者の犯罪に基づい
て責任を負わされることがある。ただし、そのことを知って
おり、それを禁止することができかつ禁止すべきであったの
に、禁止しなかった場合に限る。
　3.　さらに、他の場所で犯罪を犯した者を受け入れること
によっても
　4.　その者を罰するか、あるいは引き渡さない限り。この
ことが、範例によって明らかにされる
　5.　不幸な人々 infortunati［たとえば避難民］のための請願
権は、加害者には帰属しない。このことが、いくつかの例外
とともに明らかにされる
　6.　しかし、［すべての］請願者は、その事案が審理されて
いる間、保護されなければならない。その審理はどのような
法に基づいて行われるべきか
　7.　従属者は、どのような仕方で、その長の犯罪の共犯者
となるのか、あるいは共同体の成員は、どのような仕方で、
共同体の犯罪の共犯者となるか。また、共同体に対する刑罰
と個人に対する刑罰とは、どのように異なるか
　8.　全体に対する刑罰権は、どれほどの期間存続するか
　9.　犯罪の分担 delicti communicatioがないとき、刑罰が及
びうるか
10.　直接なされたことと、結果として生じたこととの区別
11.　犯罪を動機として生ずること［＝たとえば、犯罪者側
の宣誓証人の責任］と、罪を原因として生ずること［＝たと
えば、犯罪実行者の責任］との区別
12.　正確にいえば、何人も、他人の犯罪のために、正当に
罰せられることはない。それはなぜか
13.　親の犯罪のために子が罰せられることはない
14.　加害者の子に関して神が行ったことについて、解答が
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与えられる
15.　その他の親族はなおさらのこと［罰せられない］
16.　しかし、加害者の子および親族は、そうでなければも
ちえたであろうなんらかのものを、否認されることがありう
る。このことが、範例とともに説明される
17.　また、従属者を国王の犯罪のために罰することは、本来、
できないことである
18.　また、［犯罪行為に］同意しなかった個人を、全体の犯
罪のために罰することもできない
19.　相続人は、それが刑罰としての刑罰である限り、被相
続人に対する刑罰には拘束されない。それはなぜか
20.　しかし、刑罰が他の種類の債務に転換された場合には
拘束される
　　第二十二章　「［戦争の］不正な原因について」
　1.　［戦争を］正当化する原因と［戦争の］動機となる原因
との区別が説明される
　2.　この二種類の原因を欠く戦争は、野蛮な戦争である
　3.　動機となる原因はあるが、正当化する原因がない戦争
は、盗賊の戦争である
　4.　いくつかの原因は、外見上、正当であるように装って
いる［が不正である］
　5.　たとえば、不確実な脅威や
　6.　必要性のない利益や
　7.　女性の大群の中で拒否された婚姻［＝女性が大勢いる
のに、その中の一人との婚姻が拒否されること］や
　8.　より良質の土地に対する欲望や
　9.　他人によって占有されている物の発見［＝すでに他人
が占有している物を、発見したと主張すること］である
10.　最初の占有者が精神異常者であるとしたら、どうなる
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か
11.　さらに、従属している国民の自由への願望も、不正な
原因である
12.　また、他人を、その意思に反して、かつあたかもその
者のためであるかのように装って、支配しようとする意思も
13.　さらに、若干の人々が皇帝に認めた普遍的支配の権原
も。そして、この権原が退けられる
14.　ある人々が教会に認めた［普遍的支配の権原］も。そ
して、これも同じように退けられる
15.　同じく、神の命令がないのに、予言を完成させようと
する意思も［＝予言を完成させると称して戦争を行うこと］
16.　同じく、厳格な意味の法すなわち権利に基づくのでは
なく、それ以外のなんらかの理由に基づいて義務づけられて
いることも［不正な原因である］
17.　原因が不正な戦争と、どこかに誤りがある戦争との区
別。および、両者の効果の相違について
　　第二十三章　「［戦争の］疑わしい原因について」
　1.　道徳的なことがらにおける疑いの原因はどこから生ず
るか
　2.　［心の命令が］たとえ誤っているとしても、心の命令に
背いて、何ごとも行われてはならない
　3.　しかし、判断は、ことがらからの推論によって、別の
方向に導かれうる
　4.　あるいは、権威によっても
　5.　もし、重大な問題について［良心の命令と判断の］両
方の側に疑問があり、しかも一方を選ばなければならないと
きは、より安全な方が採用されるべきである
　6.　そこから、そのような場合には戦争が避けられなけれ
ばならない、という結論が得られる
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　7.　ところで、戦争は、会談によって避けることができる
　8.　あるいは、仲裁によって。そこでは、戦争当事者に関
するキリスト教徒の国王の義務について［も説明される］
　9.　あるいは、籤によってさえも
10.　戦争を避けるための個人の決闘 certamen singulareは許
されうるか
11.　［平和条約の条項の解釈について双方から出された］疑
義が同等の場合には、現に占有している者の方に、より有利
な条件がある
12.　疑義が同等であって、いずれの当事者も占有していな
い場合には、そのもの［係争物］は分割されなければならな
い
13.　双方の側から見て正当な戦争というものがありうるか。
このことが、多くの区別によって説明される
　　第二十四章　「正当な原因に基づく場合でさえも、安易

に戦争に訴えてはならないという忠告」
　1.　［戦争の］権利は、戦争を避けるために、しばしば放棄
されなければならない
　2.　とくに刑罰のための戦争権は
　3.　とりわけ、侵害された国王によって
　4.　また、国王は、自分自身およびかれに従属する者を守
るためにも、しばしば、戦争を避けなければならない
　5.　善いことを選択するための賢明な規則
　6.　自由の追求と平和の探求との間で働く熟慮の範例。そ
れによって国民の滅亡が避けられる
　7.　力においてそれほど勝っていない者は、処罰の要求を
自制しなければならないか
　8.　残っているのは、必要のない限り、戦争に訴えてはな
らないということである
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　9.　たとえば、きわめて重大な原因があり、かつきわめて
重大な動機があるのでない限り
10.　目撃された戦争の害悪
　　第二十五章　「他人のために行われる戦争の原因につい

て」
　1.　戦争は、従属者のために、正当に行うことができる
　2.　しかし、いつでも行うべきだというわけではない
　3.　危難を避けるために、無辜の従属者を人質として与え
ることができるか
　4.　さらに、戦争は、対等な同盟者および対等ではない同
盟者のためにも、正当に行うことができる
　5.　そして、友人のためにも
　6.　また、たしかに、いかなる人々のためにも
　7.　しかし、あるいは自分自身の身を案ずる者、あるいは
加害者の生命を［奪うことを］恐れる者は、戦争をしなくても、
罪にはならない
　8.　他国の従属者を守るための戦争は正戦か。このことが、
区別によって説明される
　9.　戦争の原因を識別することなく、同盟を結んだり傭兵
になったりすることは、不正である
10.　さらに、とりわけ、戦利品または賃金のために戦うこ
とは、邪悪である
　　第二十六章　「他人の支配権の下にある者によって戦争

が行われる場合の正当な原因について」
　1.　どのような人たちが、他人の支配権の下にあるといわ
れるか
　2.　もし、かれらが熟考することを許され、あるいは自由
な選択権をもっているとすれば、かれらによって何がなされ
なければならないか
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　3.　かれらが命令され、しかも、その戦争の原因は不正で
あると信じている場合には、かれらは戦ってはならない
　4.　かれらが［原因の正当性を］疑っているときはどうか
　5.　この場合に、疑いを抱いている者を任務から外し、特
別の税負担を課すことは、慈悲に適っている
　6.　不正な戦争において、従属者が武器を取って戦うこと
が正しいとされるのは、どのようなときか

第三巻
　　第一章  「自然の法に基づいて、戦争においてどれだけの

ことが許されるか。その一般原則。そこでは、
悪意ないし偽計および虚偽について［も説明
される］」

　1.　叙述の順序
　2.　第一の原則。戦争においては、その目的のために必要
なことがすべて許される。このことが説明される
　3.　第二の原則。［戦争の］正しさは、その開始［の原因］
からだけでなく、戦争に伴って生ずる原因からも考察されな
ければならない
　4.　第三の原則。［戦争においては］その目的からは許され
ないいくつかのことが、結果として、かつ違法ではなく生ず
る。これに対する注意事項が付け加えられる
　5.　敵に物資を供給する者に対して何をすることが許され
るか。このことが、区別によって説明される
　6.　戦争において悪意ないし偽計 dolusを用いるのは適法か
　7.　消極的な行為における悪意ないし偽計は、それ自体と
しては、許されないことではない
　8.　積極的な行為における悪意ないし偽計は、その行為を
自由に解釈する人に対するものと、その行為をあたかも協約
conventioに基づくものであるかのように解釈する人に対する
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ものとに区分される。そして、前者の種類の悪意ないし偽計
は適法であることが明らかにされる
　9.　第二の種類について、問題の難しさが示される
10.　言葉が［一般の使用法とは］異なる意味に受け取られ
るべきであると分かるような使われ方をしている場合には、
そこで用いられている悪意ないし偽計がすべて不適法だとい
うわけではない
11.　虚言が許されない行為とされるのは、その形式が他人
の権利と抵触するからである。このことが説明される
12.　また、幼児や精神異常者の前で嘘をいうことは許され
る。このことが明らかにされる
13.　また、対話の相手ではない者が騙される場合のように、
ある者を言葉の外で騙すことは許される
14.　さらに、そのように騙されたいと思っている者と対話
するときも
15.　そして、話し手が［嘘をいうことによって］自己に従
属する者に対する支配的権力を行使するときも
16.　そして、おそらく、無実の者の生命またはそれと同等
の何かを、われわれが、それ以外の方法では守ることができ
ないときも
17.　いく人かの著者が考えたように、敵の前で嘘をいうこ
とは適法である
18.　しかし、これは、約束の言葉にまで拡大されるべきで
はない
19.　また、宣誓にまで拡張されるべきではない
20.　しかし、敵に対しても嘘をいうことを避けるのは、いっ
そう気高いことであり、かつキリスト教的純真さにいっそう
適うことである
21.　あることが、われわれには許されているがある人には
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許されていないとき、それが誰であろうと、われわれが、か
れをそのことへと強制することは許されない
22.　しかし、自発的に提供された労働を利用することは許
される
　　第二章　「諸国民の法によれば、どのよう仕方で、従属

者の財産が支配者の債務のために義務を負わ
されるか。そこでは、復仇について［も説明
される］」

　1.　自然に従えば、何人も、他人の行為により義務を負わ
されることはない。ただし、相続人はこの限りでない
　2.　しかし、諸国民の法によって、支配者の債務のために
従属者の財産および行為が義務を負わされる仕組みが導入さ
れている
　3.　人を捕える［人質とする］場合の範例
　4.　そして、物を捕える［報復拿捕の］場合［の範例］
　5.　これが生ずるのは、［不正な裁判によって］権利が否定
された後である。権利が否認されたと判断せざるをえないの
はいつか。そこでは、判決の対象とされたことは、厳密にい
えば、権利を与えるものでも、奪うものでもないことが明ら
かにされる
　6.　しかし、生命は責任を負わされない
　7.　この問題における、国法に属することと諸国民の法に
属することとの区別
　　第三章　「諸国民の法に基づく正戦もしくは盛式戦争に

ついて。そこでは、宣戦について［も説明さ
れる］」

　1.　諸国民の法に基づく盛式戦争 bellum solemneは、異な
る国民の間に存在する
　2.　たとえ国民が不正に行動するとしても、国民は、海賊
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や盗賊とは区別される
　3.　しかし、国民と海賊および盗賊の地位は、ときどき、
変化する
　4.　［戦争が］盛式戦争の性質を備えるためには、その戦争
を始める者が最高権力の保有者であることが必要とされる。
このことは、どのように理解されなければならないか
　5.　また、宣戦の布告 denuntiatioも必要とされる
　6.　宣戦の布告について、何が自然の法に属することであ
り、何が諸国民の法に固有のことであるか。このことが、区
別によって説明される
　7.　宣戦の布告は、あるいは条件付きであり、あるいは絶
対的である
　8.　宣戦の布告に関して、諸国民の法にではなく、国法に
属すること
　9.　ある者［＝君主］に対して布告された宣戦は、同時に、
その従属者に対して、さらに同盟者がかれに追随する場合に
はその同盟者に対しても、布告された［ものとみなされる］
10.　しかし、従属者および同盟者自身が［補助者としてで
はなく本人として］考えられる場合には、そうではない。こ
のことが、範例によって説明される。
11.　宣戦の布告は、いくつかの効果のために必要とされる。
それはなぜか
12.　これらの効果は、その他の戦争では生じない
13.　宣戦の布告と同時に戦争を開始することができるか
14.　使節の権利を侵害した者に対しても宣戦を布告しなけ
ればならないか
　　第四章　「盛式戦争において敵を殺害する権利、および

身体に対するその他の実力［の行使］について」
　1.　盛式戦争の効果が一般的に説明される
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　2.　「適法であるないし許される」licereという言葉は、犯
罪性がないわけではないが、罰せられることなく行うことが
できるものと、たとえそれを行うことがある人の徳にはなら
ないとしても、犯罪性はないものとに区分される。このこと
が、いくつかの範例を加えて［説明される］
　3.　一般的性質の点から考えると、盛式戦争の効果は、［あ
る行為が］罰せられることなく適法とされることに関係して
いる
　4.　なぜそのような効果が導入されているのか
　5.　これらの効果に関する証言
　6.　この［盛式戦争の］法ないし権利に基づいて、敵の境
界内にあるすべての者を殺害し、攻撃することができる
　7.　戦争前に敵の境界内に入った者についてはどうか
　8.　敵の従属者は、他の領国の法がそれを妨げない限り、
どの場所ででも、これを攻撃することができる
　9.　この攻撃権は、児童および女性に対してさえも拡張さ
れる
10.　また、捕虜に対しても。この場合に、時の制約はない
11.　また、降伏することを望んでいるが受け入れられない
者に対しても
12.　さらに、無条件降伏した者に対しても
13.　この権利が、報復や執拗な抵抗［に対する復讐］のよ
うな、その他の事案に適用されるのは誤りである
14.　また、［この権利は］人質に対しても及ぶ
15.　殺害の対象が誰であれ、毒物を用いて殺害することは、
諸国民の法によって禁止されている
16.　さらに、武器またはある種の水［＝泉］を毒物によっ
て汚染することも
17.　しかし、その他の方法で水を腐敗させることは禁止さ
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れていない
18.　暗殺者を使用することは諸国民の法に反するか。この
ことが、区別によって説明される
19.　婦女を陵辱することは諸国民の法に反するか
　　第五章　「破壊し、略奪することができる財産について」
　1. 　敵の財産は、破壊し、略奪することができる
　2. 　神聖物 res sacra［たとえば、神殿とそれに付属するもの］
でさえも。このことは、どのように理解されなければならな
いか
　3. 　また、宗教物 res religiosa［たとえば、墓地や墓］も。
このことが、同じく注意事項を付して［説明される］
　4. 　この［破壊、略奪の］場合に、どの範囲まで悪意ない
し偽計が許容されるか
　　第六章　「戦争において捕獲された物を取得する権利に

ついて」
　1.　戦争において捕獲された物の取得に関して、どのよう
な自然の法があるか
　2.　どのような諸国民の法があるか。これに関する証言が
付け加えられる
　3.　諸国民の法によれば、動産が捕獲されたとみなされる
のはいつか
　4.　畑地はいつか
　5.　敵に属さない物は、戦争によって取得することができ
ない
　6.　敵の船中で発見された物についてはどうか
　7.　われわれの敵が戦争においてわれわれとは別の者から
捕獲した財産は、諸国民の法によって、われわれのものとさ
れる。このことが、証言によって証明される
　8.　敵によって捕獲された財産はけっしてそれを捕獲した
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個人のものとはならない、とする見解が反論される
　9.　自然に従えば、占有権および所有権は、他人を通じて
取得することができる
10.　戦闘行為 actus bellicorumは、公的なものと私的なもの
とに区分される
11.　[捕獲された ]畑地は、国民によって、あるいは戦争の
名義人［戦争がその者の戦争とされている者］によって取得
される
12.　私人の行為によって捕獲された動産は、捕獲した個人
のものとされる
13.　ただし、国の法律にそれと異なる定めがある場合は別
である
14.　公的行為によって捕獲された財産は、国民または戦争
名義人のものとされる
15.　しかし、将軍たちには、そのような財産に対するなん
らかの裁量権が認められるのが通例である
16.　将軍たちは、あるいは、それを国庫に納入するか
17.　あるいは、兵士に分配する。それは、どのような仕方
でか
18.　あるいはまた、略奪することを許す
19.　あるいは、他人に与える
20.　あるいは部分に分け、ある部分は［ある者］に、ある
部分は［他の者］にと定める。それは、どのような仕方でか
21.　捕獲物に関して犯される横領の罪
22.　捕獲物を取得するこの共通の権利に対しては、法律ま
たはその他の意思行為によって、なんらかの変更を加えるこ
とができる
23.　こうして、捕獲物を同盟者に与えることができる
24.　そして、しばしば、従属者にも。このことが、陸上お
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よび海上のさまざまな範例によって明らかにされる
25.　上に述べられたことの用例
26.　戦争中の両当事者の領土外で捕獲された財産を、戦争
の法に基づいて取得することができるか
27.　われわれが述べたこの権利は、どのようにして、盛式
戦争に固有の権利とされるのか
　　第七章　「捕虜に対する権利について」
　1.　諸国民の法によれば、盛式戦争において捕虜となった
者は、すべて奴隷にされる
　2.　また、かれらの子孫も
　3.　かれらに対しては、なにごとも罰せられずに行うこと
ができる
　4.　捕虜の財産は、たとえそれが無体物であっても、主人
のものとなる
　5.　そのように定められた理由
　6.　こうして［＝盛式戦争において］捕虜とされた者が逃
亡することは適法か
　7.　また、かれらが主人に抵抗することは適法か
　8.　この権利は、すべての国民のもとでつねに維持されて
いたわけではない
　9.　また、現在、キリスト教徒の間で維持されているわけ
でもない。それに代わるものとして、何があるか
　　第八章　「敗者［被征服者］に対する支配権について」
　1.　国家的支配権 imperium civile（それは、国王のもとにあ
るときもあれば、国民のもとにあるときもある）も戦争によっ
て取得することができる。そして、その取得の効果［について］
　2.　国家が消滅したときにその国民であった者に対する主
人としての支配権 imperium herileも、［戦争によって］取得す
ることができる
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　3.　この二つの支配権は、ときおり、混同される
　4.　国民の財産［＝国有財産］も、たとえそれが無体物であっ
ても、［戦争によって］取得することができる。そこでは、テッ
サリア人の小書付 chirographum Thessalorumの問題［＝アレ
クサンドロスがテーバイを占領したとき、テッサリア国民が
テーバイに対して負っていた 100タラントの債務を免除した
ことに関する法律問題］が論じられる
　　第九章　「復帰権について」
　1.　「復帰権」postliminiumという言葉の起源
　2.　どのような場合に復帰権が生ずるか
　3.　復帰権によって、あるものは返還され、あるものは取
り戻される
　4.　復帰権は平和時にも戦時にも存在する。平和時のこと
について何もいわれていないとき、どう考えたらよいか
　5.　自由な人間［もともと自由人であった者］は、戦争継
続中に、いつ復帰権によって帰還することができるか
　6.　かれは、どのような権利を取り戻すことができ、どの
ような権利を取り戻すことができないか
　7.　かれに対する権利もまた回復される
　8.　自ら降伏した者が復帰権をもつことができないのはな
ぜか
　9.　国民は、いつ復帰権をもつことができるか
10.　復帰権によって帰還した者について、どのような国法
の規定があるか
11.　奴隷は（逃亡奴隷でさえも）、どのような方法で、復帰
権に基づいて取り戻されるか。買い戻された奴隷の場合はど
のような仕方でか
12.　従属者は、復帰権によって取り戻されるか
13.　畑地は、復帰権によって取り戻される
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14.　動産に関して、従来どのような区別が守られていたか
15.　こんにち、動産に関して、どのような法の規定がある
か
16.　どのようなものが、［実際には復帰権がないのに］あた
かも復帰権が欠けていないかのように取り戻されるか
17.　［この原則は］従属者に関する限り、国法によって変更
されている場合がある
18.　復帰権は、敵ではない者の間で、どのように守られて
いたか
19.　こんにちでは、いつ、そのようなことが起こりうるか
　　第十章　「不正な戦争において行われることに関する忠

告」
　1.　法が許していることを恥が禁止するといわれるのは、
どのような意味においてか
　2.　これ［＝この格言］が、諸国民の法によって許されて
いるとわれわれが述べたことがらに対して適用される
　3.　不正な戦争から生ずることは、内的不正義 interna 
iniustitia［この世の法廷ではなく、神の法廷で裁かれる不正］
に照らして、不正である
　4.　これによって、どのような者が、そしてどの程度まで、
損害の回復を義務づけられるか
　5.　不正な戦争において捕獲された財産は、捕獲した者に
よって返還されなければならないか
　6.　あるいは、その財産は、それを所持する者によって［返
還されなければならない］か
　　第十一章　「正戦における殺害権に関する緩和」
　1.　正戦におけるいくつかの行為には、内的正義が欠けて
いる。このことが説明される
　2.　どのような者たちを、内的正義に従って殺害すること
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ができるのか
　3.　何人も、不運のために（たとえば、強制されて一方に
荷担した者の場合）、正当に殺害されることはない
　4.　また、（不運と悪意ないし偽計との中間にある）過失の
ために、正当に殺害されることもない。この場合の過失の性
質が明らかにされる
　5.　戦争を始めた本人 auctorと、かれに追随する者とは区
別されなければならない
　6.　さらに、戦争の本人自身に関して、是認することがで
きる原因と、是認することができない原因とが区別されなけ
ればならない
　7.　死に値する敵に対してでさえも、しばしば、刑罰を正
当に宥恕することができる。
　8.　無実の人間が、たとえ意図的でなくても殺害されない
ように、できるかぎりの注意が払われなければならない
　9.　子供［を殺害すること］は、つねに差し控えられなけ
ればならない。婦女および老人についても、重大な犯罪を犯
したのでない限り、かれらを殺害することは、つねに抑制さ
れなければならない
10.　もっぱら聖職あるいは学問にのみ携わっている者につ
いても、抑制されなければならない
11.　また、農民についても
12.　また、商人およびこれと類似の者についても
13.　そして、捕虜についても
14.　公正な条件のもとで降伏することを望む者は受け入れ
られなければならない
15.　無条件に降伏した者についても、［かれらを殺害するこ
とは］抑制されなければならない
16.　これは、かれらが以前に重大な犯罪を犯した場合を別
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とすれば、真実である。このことは、どのように理解される
べきか
17.　犯罪を犯した者についても、その数が多いことを理由
として、［かれらの殺害を］差し控えることは正しい
18.　人質は、かれ自身が犯罪を犯したのでない限り、殺害
されてはならない
19.　一切の無益な戦闘が抑制されるべきである
　　第十二章　「略奪およびその他のこれと類似のことがら

に関する緩和」
　1.　どのような略奪 vastatioが正当か。また、それはどの範
囲までか
　2.　ある物がわれわれにとって有用であるが敵の権力外に
ある場合には、それを略奪することは抑制されなければなら
ない
　3.　すみやかな勝利に対する期待ないし公算が大きい場合
には
　4.　敵が、自分たちの生活を維持する手段をどこか別のと
ころにもっている場合には
　5.　物それ自体が、戦争を援護するのにまったく役立たな
い場合には
　6.　これは、とくに、神聖物またはそれに付加された物に
ついて生ずる
　7.　同じく、宗教物についても
　8.　このような緩和から得られる利点が注記される
　　第十三章　「捕獲された財産に関する緩和」
　1.　敵の従属者の財産は、戦争において捕獲されたもので
も、債務［の弁済］と同じ仕方ないし限度で、保持されなけ
ればならい
　2.　まして、他人の犯罪に対する罰のために保持されては

法学26号本文_5校.indd   238 2010/03/04   16:00:03



グローティウス「戦争と平和の法・三巻」（Ⅰ）　 239

ならない
　3.　ここにいう債務とは、戦争において生じたものも含ま
れると理解されるべきである。その範例
　4.　この権利を最大限にまで使用しないことは、人道に適っ
ている
　　第十四章　「捕虜に関する緩和」
　1.　内的正義によれば、捕獲することができる人の範囲は
どこまでか
　2.　内的正義によれば、主人は奴隷に対して何をすること
ができるか
　3.　無実の者［奴隷］を殺すことはできない
　4.　無慈悲な仕方で罰することはできない
　5.　あまりにも重い仕事を課してはならない
　6.　［奴隷の］特有財産は、どこまでが主人のもので、どこ
までが奴隷のものか
　7.　奴隷が逃亡することは許されるか
　8.　奴隷から生まれた子は主人に拘束されるか。また、そ
れはどの程度までか
　9.　捕虜が奴隷として使用されない場合には、何がなされ
るべきか
　　第十五章　「支配権の取得に関する緩和」
　1.　内的正義によれば、支配権の取得が許容されるのはど
の範囲までか
　2.　敗者に対してこの権利を抑制することは、賞賛に値す
ることである
　3.　あるいは、かれらを勝利者と混合することによって
　4.　あるいは、支配権を、もともとそれを保有していた人々
のもとに残すことによって
　5.　ときには、駐屯兵を置くことによって
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　6.　もしくは、租税その他の負担を課すことによってさえ
も
　7.　この緩和から得られる利点が明らかにされる
　8.　その範例。および、敗者のもとで生ずる国家形態の変
更
　9.　支配権が勝利者のものとされなければならない場合で
も、その一部が敗者に残されることは正しい
10.　あるいは、少なくとも、なんらかの自由が
11.　とりわけ、宗教における自由が
12.　敗者は、少なくとも、慈悲をもって取り扱われなけれ
ばならない。それはなぜか
　　第十六章　「諸国民の法によっては復帰権が認められな

いことがらに関する緩和」
　1.　内的正義は、われわれの敵が不正な戦争において他人
から奪った物がすべて返還されることを要求する
　2.　その範例
　3.　そこからどのようなことが導き出されるか
　4.　従属する国民あるいはその一部でさえも、かれらが敵
によって不正に捕らえられた場合には、もとの支配者に返還
されなければならない
　5.　返還の義務はいつ消滅するか
　6.　［戦争の正当性について］疑義がある場合には、どうし
なければならないか
　　第十七章　「戦争において中立である者について」
　1.　平和な関係にある者からは、最高度の必要性がありか
つその代償が支払われるのでない限り、いかなる物も取り去
られてはならない
　2.　抑制の範例と、［聖書の記述その他から導き出される］
いくつかの掟

法学26号本文_5校.indd   240 2010/03/04   16:00:04



グローティウス「戦争と平和の法・三巻」（Ⅰ）　 241

　3.　平和な関係にある者が交戦中の者に関して負う義務と
はどのような義務か
　　第十八章　「公戦において私的になされることがらにつ

いて」
　1.　［公戦において］私的に敵に危害を加えることができる
か。このことが、自然法、諸国民の法、そして国法の区別と
ともに明らかにされる
　2.　内的正義によれば、自己の費用で戦い、あるいは艦船
を装備する者は、敵に関して何をすることができるか
　3.　自国に関してはどうか
　4.　キリスト教的愛の掟は、かれらに何を要求しているか
　5.　私戦が公戦と混同されるのは、どのような仕方でか
　6.　命令がないのに敵に危害を加える者は、何に対して義
務を負うか。このことが、区分とともに説明される
　　第十九章　「敵同士の間の信義について」
　1.　いかなる敵との間でも、信義は守られなければならな
い
　2.　海賊や暴君に対しても信義が守られなければならない。
このことを否定する見解が反論される
　3.　そのような者［海賊や暴君］たちは刑罰に値するとい
うことから導き出された論証に、解答が与えられる。そして、
かれらの行為があたかもそのような［海賊や暴君としての］
行為である場合には、信義の遵守は顧慮されないことが明ら
かにされる
　4.　約束が脅威から生まれたことは、もしその脅威が約束
した者に対して与えられたのでなければ、妨げとならない
　5.　あるいは、もしその約束に誓い iuramentumが付け加え
られているならば、たとえそれが海賊に対するものであって
も［その約束は守られなければならない］。しかし、人間に
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関する限り、その約束を破ったとしても、罰せられることは
ない
　6.　同じことは、従属者と戦争している者［＝君主］にも
適用される
　7.　［この場合に］従属者に対してなされた約束に関して、
［君主が保有する］卓越した支配権のために、特別に困難な
問題が生ずる。この問題が論じられる
　8.　そして、そのような約束は国家の宣誓によって確認さ
れることが明らかにされる
　9.　あるいは、第三者が介在し、この者に対して約束され
た場合
10.　政体 status publicusは、どのような仕方で変更されうる
か
11.　脅威metusは、諸国民の法に基づく盛式戦争においては、
［約束に拘束されることの］例外とはならない
12.　諸国民の法によって認められる脅威について、どのよ
うなことが知られなければならないか
13.　信義は、不誠実な者に対しても守られなければならな
い
14.　しかし、条件が欠けた場合にはそうではない。このこ
とは、合意の当事者の一方が合意を守ろうとしない場合に生
ずる
15.　また、正当な代償［の要求］に異議が唱えられた場合
にも
16.　これは、任意のその他の契約から生ずる
17.　あるいは、損害が発生した場合に生ずる 
18.　そして、もちろん、刑罰からも生ずる
19.　これらのことは、戦争においては、どのような仕方で
生ずるか
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　　第二十章　「戦争を終結させる公的信義について。そこ
では、和平の合意［＝平和条約］について、
籤引きについて、決闘について、仲裁、降伏、
人質、質物について［説明される］」

　1.　敵同士の間の信義は、以下の順序に従って区分される
　2.　王政の国家においては、和平を結ぶ権利は国王にある
　3.　もし、国王が幼児であったり、狂乱者や捕虜であったり、
追放された者であったらどうか
　4.　貴族政または民主政の国家 procerum aut populi statusで
は、和平の締結権は多数者のもとにある
　5.　どのような方法で、支配権あるいは支配権の一部ある
いは王国の財産を、和平のために、有効に譲渡することがで
きるか
　6.　国民またはその継承者は、国王によって締結された和
平にどこまで拘束されるか
　7.　従属者の財産は、和平に基づいて、公共の利益のため
に［和平の相手方に］供与することができる。しかし、損害
を賠償する負担が伴う
　8.　すでに戦争中に失われた財産についてはどうか
　9.　この場合には、諸国民の法に基づいて取得された財産
と、国法に基づいて取得された財産とは区別されない
10.　公共の利益［のためになされた国王の行為］は、外国
人のもとでも、承認されたものとみなされる
11.　和平［条約］を解釈するための一般原則
12.　疑わしい場合には、現状が維持されるべしという合意
があるものと信じられなければならない。このことは、どの
ように受け止められなければならないか
13.　すべてのことが戦争以前の原状に回復されなければな
らない、という合意がなされた場合はどうか
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14.　その場合に、自権者であった者がその後自発的に従属
したときは、その者の自由は回復されない
15.　［和平に関して］疑義がある場合には、戦争中に与えら
れた損害［の賠償請求権］は放棄されたものとみなされる
16.　しかし、もちろん、戦争の前に私人に対して負ってい
た債務は放棄されない
17.　刑罰は、［和平に関して］疑義がある場合には、戦争前
に公けに責任があるとされた刑罰でさえも、放棄されたもの
とみなされる
18.　刑罰に対する私人の権利［＝処罰を求める権利］につ
いてはどうか
19.　戦争前に公けに主張された［国王または国民の］権利で、
それについて争いがあった［係争中の］ものは、容易に、放
棄されたものとみなすことができる
20.　和平の後に捕獲されたものは返還されなければならな
い
21.　戦争中に捕獲されたものの返還に関する合意について
は、いくつかの原則がある
22.　果実について
23.　地域の名称について
24.　以前の合意との関係について。および、以前の合意に
よって妨げられることがらについて
25.　履行遅滞について
26.　疑わしい場合には、その条項を作成した者［の利益］
と反対の解釈が行われるべきである
27.　戦争の新たな原因を発生させることと、和平を破るこ
ととは区別されなければならない
28.　和平は、どのような仕方で、あらゆる和平に内在する
ものに反する行為［たとえば、戦争の原因がないのに相手国
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を侵略すること］によって破られるか
29.　同盟者が武力をもって攻撃した場合はどうか
30.　それが従属者だった場合はどうか。そして、かれらの
行為が［公的に］承認されているか否かをどのような仕方で
判定しなければならないか
31.　従属者が他の者［君主］のために武器をとって戦う場
合はどうか
32.　従属者が危害を受けた場合はどうか。このことが、区
分して説明される
33.　同盟者が危害を受けた場合はどうか。このことが、同
じように区分して説明される
34.　和平は、和平［条約］の中で命じられていることに反
する行為によって、どのように破られるか
35.　和平の条項は区別されるべきか
36.　和平に罰則が付記されている場合はどうか
37.　必要性が［和平の遵守を］妨げる場合はどうか
38.　被害当事者が望む場合には、和平は維持される
39.　和平は、それぞれの和平に特有の性質に関することが
らに反する行為によって、どのように破られるか
40.　友好 amicitiaという名で表されるものは何か
41.　従属者および追放された者を受け入れることは、友好
に反するか
42.　どのような仕方で、戦争を籤によって終結させること
ができるか
43.　決闘による場合にはどのような仕方でか。それは適法
か
44.　この場合に、国王の［決闘］行為は、国民を拘束する
か
45.　誰が［決闘の］勝利者と判定されるべきか
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46.　戦争を、どのような仕方で、仲裁によって終結させる
ことができるか。この場合の仲裁は、上訴が認められないも
のと解されなければならない
47.　［仲裁人の権限に］疑義がある場合には、仲裁人は法［な
いし衡平］iusに拘束されるものと理解されなければならない
48.　仲裁人は、占有［物］について判定してはならない
49.　単純な降伏 deditio pura［＝無条件降伏］の効力とは何
か
50.　このような仕方で降伏した者に関する、勝利者の義務
は何か
51.　条件付き降伏について
52.　どのような者を人質として与えることができるか、ま
た与えるべきか
53.　人質に対する権利とは何か
54.　人質が逃亡することは適法か
55.　人質を他の原因のために留置することは正しいか
56.　人質をとった者が死亡したとき、人質は解放されなけ
ればならない
57.　人質を提供した国王が死亡したとき、人質は拘束され
続けなければならないか
58.　人質は、ときには、本人としての義務を負う。しかし、
ある人質が他の人質の行為に基づいて義務を負うことはない
59.　質物の義務とはどういうものか
60.　請け戻しの権利はいつ失われるか
　　第二十一章　「戦争継続中の信義について。そこでは、

休戦、自由通行権、捕虜の請け戻しにつ
いて［説明される］」

　1.　休戦 induciaeとは何か。その期間は平和の名の下にあ
るのか、あるいは戦争の名の下にあるのか
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　2.　休戦という言葉の起源
　3.　休戦［が終了した］後は、［戦争を再開するために］新
たな宣戦の布告を必要としない
　4.　予め定められた休戦の期間は、どのように計算されな
ければならないか
　5.　休戦はいつから当事者を義務づけるか
　6.　休戦期間中にできることは何か
　7.　退却すること、城壁を修復すること、およびこれに類
似したことができるか
　8.　占領することができる土地の区分
　9.　より大きな力［＝不可抗力］によって抑留された者は、
休戦の終了時に帰還することができるか
10.　休戦に関する特別の合意について。そこから、通常、
何が求められるか
11.　休戦に関する合意が一方当事者によって破られたとき、
他方当事者は戦争を再開することができる
12.　［休戦協定に］罰則が付記されている場合はどうか
13.　私人の行為によって休戦が破られるのはどのようなと
きか
14.　休戦協定の外にある自由通行権については、どのよう
な解釈が採用されるべきか
15.　兵士 militesという名の下にあるのはどういう人々か
16.　行く ire、 来る venire、出立する abireという言葉は、こ
こでは、どのように理解されなければならないか
17.　［この解釈の］人への拡張について
18.　物への拡張について
19.　随伴者 comesおよび国民 gensの名の下にあるのは、［そ
れぞれ］どういう人々か
20.　付与された自由通行権は、［付与者の］死亡によって消
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滅するか
21.　もし、それが、付与者の望む期間に限定して与えられ
た場合はどうか
22.　安全は、領土の外でも認められなければならないか
23.　捕虜の請け戻し優遇 favor redemptionisについて
24.　法律によって請け戻しを禁止することができるか。こ
のことが、区分して説明される
25.　捕虜に対する権利は譲渡することができる
26.　一人の者が、複数の者のために、身代金の支払いを義
務づけられることもありうる
27.　捕虜の富裕度を知ることができないという理由で、［身
代金に関する］合意を無効とすることができるか
28.　捕虜の財産のうち、どのような財産が捕獲者のものと
なるか
29.　捕虜の相続人は身代金支払いの義務を負うか。このこ
とが、区分して説明される
30.　他人を解放するために釈放された者は、その他人の死
亡によって戻らなければならないか
　　第二十二章　「戦争における下位の権力［将軍あるいは

執政官］の信義について」
　1.　将軍 duxの種類
　2.　かれらの合意は、どこまで最高支配権［者］を義務づ
けるか
　3.　あるいは、［最高支配権者の］義務の動機となるか
　4.　［最高支配権者の］命令に反する何かがなされた場合は
どうか。そこでは、いくつかの区分が示される
　5.　そのような場合に、合意の他方当事者は義務を負うか
　6.　戦争の将軍または執政官は、下位の者［＝兵士または
国民］自身に関して、もしくは下位の者のために、何をする
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ことができるか
　7.　和平を締結することは、将軍の権限ではない
　8.　休戦を結ぶ権限が［将軍に］あるか。このことが［和
平の締結の場合と］区別される
　9.　将軍は、どのような安全を、そしてどのような財産を、
［休戦の相手方に］与えることができるか
10.　そのような合意は、厳格に解釈されなければならない。
それはなぜか
11.　将軍によって受け入れられた［敵方の］降伏はどのよ
うに解釈されるべきか
12.　「王または国民がよしとしたならば」という注意書きは
［どのように解釈されるべきか］
13.　町を引き渡すことに関する約束は
　　第二十三章　「戦争における私人の信義について」
　1.　私人は敵に対して与えられた信義には拘束されない、
とする見解が退けられる
　2.　私人は海賊や盗賊に対する信義にさえも拘束されるこ
とが明らかにされる。それはどの範囲までか
　3.　これに関しては、未成年者も除外されない
　4.　錯誤は［信義から］解放するか
　5.　公共の利益から導き出された異論に解答が与えられる
　6.　先に述べたこと［信義を守る義務］は、牢獄に戻ると
いう約束にも適用される
　7.　特定の場所に戻らない、武器を取って戦わないという
約束［も同様である］
　8.　しかし、逃亡しないという約束には適用されない
　9.　捕虜は［かれを捕虜とした者以外の］他の者に降伏す
ることはできない
10.　私人は、約束したことの履行を、その［上位の］権力
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によって強制されるべきか
11.　その種の合意に対して、どのような解釈を付け加える
ことができるか
12.　生命 vita、衣服 vestis、援軍の到来 adventus auxiliiとい
う言葉は、どのように受け取られなければならないか
13.　敵のもとに戻ったということができるのは、どのよう
な者か
14.　［正当な援軍が来れば降伏しないという］条件付き降伏
における、正当な援軍 iustum auxiliumとは何か
15.　合意の実行［方法］に属することは、条件にはならな
い
16.　そのような合意のための人質について
　　第二十四章　「黙示の信義について」
　1.　信義は、どのような仕方で、黙示的に与えられるか
　2.　国民あるいは国王によって、その保護下に受け入れら
れることを希望する者の範例
　3.　会談を要請する者もしくは会談を許す者［の範例］
　4.　しかし、これらの者には、会談の相手方を害さない限り、
自己の利益の増進を図る自由がある
　5.　慣習によればあることを表示するような、無言の合図
について
　6.　誓約の黙示的承認について
　7.　刑罰が黙示的に宥恕された［と考えられる］のはいつ
か
　　第二十五章　「結論、信義と平和のための忠告とともに」
　1.　信義は守られなければならないという忠告
　2.　戦争においては、つねに平和が目的とされなければな
らないという忠告
　3.　そして、損害を伴う場合でさえも、和平が進んで迎え
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入れられなければならないという忠告。とくにキリスト教徒
によって
　4.　それは、敗者にとって利益となることである
　5.　また、勝者にも
　6.　そして、［勝利が］どちらのものか疑わしい場合でも
　7.　締結された和平は、最高の敬虔さをもって遵守されな
ければならない
　8.　［著者の］祈願ならびに本書の結び
　　付属文書
　1. 　ジョワンヴィルによって記述された、フランス国王聖
ルイ伝、第 89章から 1

　2. 　国王聖ルイの命令に基づいてその息子に与えられた同
王の伝記から、パリ市財務委員会議事録より 2

　　【訳注】
　　1.  この文書には邦訳がある。伊藤敏樹訳、ジャン・ド・ジョワンヴィル「聖
王ルイ」、ちくま学芸文庫、2006年（伊藤訳では第 137節末尾の 2段落分、287、
288頁がこれに相当する）。
　　 2.  この二つの付属文書は、いずれも、1642年版から付加された。したがって、
1642年版および 1646年版にしか存在しない。ちなみに、一又正雄訳「グローチ
ウス・戦争と平和の法」全三巻、酒井書店、1951年（復刻版 1996年）には、こ
の二つの付属文書は訳出されていない。
　　【付記】　グローティウスは、「見出し」の中で、「自然の法」ius naturaeと「自
然によって」ないし「自然的に」naturaliterの二語を、ほぼ互換的に使用している。
しかし、この「全体の目次」の作成に際しては、ぎこちない訳文になることを承
知の上で、念のために、naturaliterを「自然に従えば」などと訳出し、自然の法
ius naturaeおよび自然法 ius naturaleと区別した。
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　　　 【第二部】　献辞

ルイ 13世陛下
キリスト教徒のなかのキリスト教徒、

フランスおよびナヴァラの国王陛下に 1　

フーゴー・グローティウス

　諸王の中のもっとも卓越した国王であられる陛下よ、本書
に陛下の尊いみ名をあえて記しましたのは、本書そのものへ
の自信や著者の自負心からではなく、その主題に対する確信
からのことです。なぜなら、本書は、正義のために書かれた
ものだからです。この正義の徳こそ、まさに陛下のものであ
り、陛下は、ご自身の功績により、また人類の同意に基づい
て、これほど偉大な国王にもっともふさわしい添え名を受け
られ、いまやいたるところで、ルイという名に劣らず、正義
王という呼び名によって知られています 2。 
　ローマの将軍たちには、クレタやヌミディア、アフリカ、
アジアその他の、征服した諸国民にちなんで贈られた称号が
輝かしいものと思われました 3。しかし陛下の称号は、それ
と比べて、いっそう高貴で輝やかしいものです。と申します
のは、陛下の称号は、陛下が、なんらかの国民、なんらかの
人間に対する勝利者ではなく、いたるところで不正なことに
敵対し、つねに勝利する者であることを示しているからです。
エジプトの国王たちは、あるいは父を、あるいは母を、また
あるいは兄弟を愛する国王と呼ばれたならば、それは偉大な
ことであると考えました 4。しかしこれらは、陛下の名のい
かにわずかな部分でしかないことでしょうか。なぜなら、陛
下の名は、これらのことのみでなく、美しさや高潔さの表れ
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と考えることができるすべてのことによって縁取られている
からです。
　陛下が、言葉ではいい表せないほど偉大であった亡き父王
を讃え、父王に倣うとき、陛下は正しいのです 5。弟君をあ
らゆる仕方で、しかし、なによりも陛下の範例によって教え
導かれるとき、陛下は正しいのです。妹君たちに最高の婚姻
を準備なさるとき、陛下は正しいのです 6。陛下が、ほとん
ど葬られようとしていたもろもろの法律をよみがえらせ、ま
すます悪化する一方の時代に、できるかぎり抵抗されるとき、
陛下は正しいのです 7。陛下の善意を知らずに義務の限界を
踏み越えた臣民から罪を犯す自由以外のなにものも奪わない
とき、また、神の問題に関して陛下と異なる見解をもつ人々
に対して暴力を加えないとき、陛下は正しく、同時に慈悲探
いのです 8。陛下が、抑圧された国民や苦難に直面している
君主の重荷を、陛下の権威によって軽減し、運命のなすがま
まにさせないとき、陛下は正しく、同時に憐れ深いのです 9。
　陛下のこのような特別の慈悲心は、人間に許されたものと
してのきわみであり、神にも似たものです。そして、陛下の
この特別の慈悲心に対して、わたしは、この公けの献辞にお
いても 10、わたくし個人として、謝意を表わさないではいら
れません。なぜならば、天の星が、世界の大部分に光を注ぎ
込むだけでなく、個々の生き物にもその力が注がれるのを許
しているように、地上におけるもっとも恵み深い星であられ
る陛下は、君主たちを励まし、諸国民を助成することに満足
されず、祖国において不正な扱いを受けていたわたしに対し
ても、守りと慰めがあるようにと望まれたからです 11。
　さらに、正義の世界を完全なものとするために、陛下には、
これらの公的行為に加えて、純真無垢な私生活が備わってい
ます 12。これは、人々の賞讃のみならず天上の霊たちの賛嘆
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にも値するものです。なぜなら、陛下は、運命によって、罪
を犯す無数の誘惑に取り囲まれた境遇の下に置かれているの
ですから。もっとも身分の低い庶民の中のどれだけの者が、
またこの世の交わりを断った人々の中でさえもどれだけの者
が、陛下と同じように、あらゆる罪から免れていることでしょ
うか。罪を犯す者のさまざまな実例が、もろもろの用務の
間に、群衆の中に、宮廷において、これほど多数存在する中
で、純真無垢な私生活を送られることは、なんと偉大なこと
でしょうか。実際、それは、陛下以外の人々の場合には、た
とえ孤独な生活を送る者の場合でも、ほとんど見られないか、
あるいは、しばしば、まったく見られないことです。これは、
まさに正義王の名に値するばかりか、陛下がすでに在世中に、
聖王の名、すなわち陛下の先祖シャルルマーニュやルイが、
敬虔な人々の一致した意見に基づいてその死後授けられた名
をも 13、受けるに値することです。陛下は、同じ家系に属す
ることによってではなく、陛下ご自身の権利に基づいて、キ
リスト教徒の中のキリスト教徒なのです 14。
　正義のいかなる部分も陛下と無縁ではありません。しかし、
本書の主題に関する部分、すなわち戦争と平和の考察に向け
られた部分は、特別に陛下のものです。なぜならば、陛下は
国王であり、それもフランス国王だからです。この王国は巨
大であり、恵まれた広大な国土はふたつの海にまで伸びてい
ます。しかし、もしこの国が他の王国を求めようとしないな
らば、この王国はいっそう偉大な王国です。何人の権利も武
力によって侵害しないこと、古くからの境界線を乱さないこ
と、さらに、戦争中でも和平の仕事を遂行すること、そして、
きるだけ早く終結させるという誓いを立てない限り戦争を始
めないこと、これらは、陛下の敬虔さにふさわしいことであ
り、その崇高な地位にふさわしいことです。
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  神が陛下をその王国へと召されるとき（ちなみに、陛下の
王国よりもすぐれた王国はこの王国だけです）、陛下が、恐
れずに、「わたしは、正義を保護するためにあなたからこの
剣を受け取りました。いまこれを、いかなる者の血であれ、
理由もなく流された血によって汚されたことがないまま、清
浄かつ潔白な状態であなたにお返しします」ということがで
きるならば、それは、なんと立派な、そしてなんと輝かしい
ことでしょう。また、それは、陛下の良心にとってなんと喜
ばしいことでしょう。もしそういうことになれば、われわれ
がいま書物から求めている諸規則は、今後は、陛下の行為か
ら、あたかも完璧この上ない範例から求められるかのように、
求められることになるでしょう。
　これは、それ自体、きわめて偉大なことです。しかし、キ
リスト教諸国民は、陛下に、それ以上のことをあえて求めて
います。それは、いたるところで武器が根絶され、陛下が発
起人 auctorとなって、諸国家の間のみならず諸教会の間にも
平和が回復されること、さらに、真の信仰そして純粋な信仰
［が維持されていた］という意味でまさにキリスト教的時代で
あったとすべてのキリスト教徒によって認められている、あ
の時代の教え arbitriumに 15、われわれの時代が従うことを学
ぶようにすることです。数々の不和に飽いた人々の心をこの
ような希望へと奮い立たせますのは、最近、聡明さと神聖な
平和を愛することにおいて並ぶ者のない大ブリテン国王と、
陛下との間に結ばれた友好関係、すなわち、陛下の妹君のま
ことに幸先のよい婚姻による盟約です 16。［諸国家および諸教
会の間に平和を回復し、人々を原始キリスト教時代の教えに
立ち戻らせるという］この仕事は困難な仕事です。なぜなら、
日ごとに激しさを増す憎悪の中で、党派的な熱情がたきつけ
られているからです。しかし、これほど偉大な両国王にとっ
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ては、困難なことや他のすべての人々が絶望していること以
上に、ふさわしい仕事はないのです。
　平和の神、正義の神が、正しい王、平和を愛する王のために、
他のすべての善いことと共に、この［困難な仕事をなし遂げ
たという］栄誉によっても、神の尊厳にもっとも近い陛下の
尊厳をさらに増大させて下さいますように。

　　　　　　　　　　　　　　　　1625年 17

　　【訳注】
　  1.　 ル イ 13 世 Louis XIII（ 正 義 王 ル イ Louis le Juste, 1601-1643； 在 位
1610-1643年）は、ブルボン王朝第 2代目のフランスおよびナヴァラ国王。フラ
ンス国王アンリ 4世 Henri IV（1553-1610; 在位 1589-1610年）とその妃マリー・
ド・メディシスMarie de Médicis（1573~1642）の長男として生まれ、1610年に
アンリ 4世が暗殺された後、8歳半で国王となった。しかし、統治の実権は摂政
となった母親マリー・ド・メディシスにあり、ルイが 13歳になって戴冠式を行
い、正式に国王に即位した後も、彼女が統治の実権を握り続けた。この母親の対
ハプスブルグ政策の一環として、ルイ 13世は 1615年にスペイン国王フェリペ 3
世の娘アンヌ・ドートリッシュ Anne d'Autrichと結婚させられ、妹のエリザベト
も、同年に、フェリペ 3世の息子フェリペ 4世（1605~1665；在位 1621-1665年）
と結婚させられた。しかし、このハプスブルグ家との婚姻同盟は、国内の反ハプ
スブルグ勢力、すなわちプロテスタントおよびガリカニスムを主張するカトリッ
ク聖職者の反発を招き、国内政治の不安定化の要因となった。マリーの摂政時代
は、コンデ公の反乱など有力貴族との抗争が絶えず、カトリックとプロテスタン
トの間の抗争も激しさを増す一方であった。さらに、マリーが、イタリアからマ
リーに随行してきたコンチーニ Concino Concini（1575~1617）夫妻を重臣として
用いたことも、貴族の反感を強めた。このため、ルイは、1617年に、リュイヌ
公ダルベール Charles d'Albert, duc de Luynes（1578~1621）と謀ってコンチーニを
暗殺し、母マリーをブロワに追放して、親政を開始した。しかし、1621年にダ
ルベールが死亡すると、ルイは母親と和解し、母親を含む国王顧問会を組織して、
国内外の諸問題の解決にあたった。ルイ 13世が当面した主要な国内問題は、国
王の親族を含む有力貴族の反乱を押さえて、フランスを国王が支配する一つの国
家に統合することであった。それに対する大きな障害となっていたのがユグノー
の存在である。かれらは、有力貴族と結んでしばしば国王に反抗し、国内の数カ
所でいわば国家内国家を形成していた。ルイは、顧問会の進言に基づき、1622
年にユグノーの拠点の一つモンペリエを攻撃した。しかし、これを制圧すること
はできなかった。そこで、ルイは、かれらと和平協定を結んで（モンペリエの勅
令 édit de Montpellier）ナントの勅令を確認する一方で、ユグノー安全区をラ・ロッ
シェルおよびモントーバンの二箇所に限定した。フランスの統一国家への歩みは、
1624年に、顧問会の一員であり母マリーの相談役でもあった枢機卿リシュリュー
Armand-Jean du Plessis Richelieu, cardinal（1585-1642）が宰相に登用されると、か
れの采配のもとで一段と加速された。ルイとリシュリューは、まず、ユグノーと
結んで国王と対立していた貴族を制圧し、フランス国内の混乱に乗じて送り込ま
れたイギリス軍を破った。そして、1629年に、アレーの勅令 édit de grâce d'Alés; 
paix de Alaisを発布して、モンペリエの勅令によって認められていたユグノー安
全区を廃止したほか、ユグノーの政治的権利を制限することに成功した。また、
三十年戦争に際しては、ハプスブルグ家の勢力を弱体化させることに全力を注ぎ、
あえてプロテスタント勢力の総帥スェーデン国王グスタフ 2世を支援した。1635
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年には、スペインに対して正式に宣戦を布告し、北イタリアのいくつかの都市を
スペイン・ハプスブルグ家から取り戻したほか、ロレーヌ地方をフランス領とす
ることにも成功した。こうして、ルイ 13世の時代に、フランスでは、封建貴族
の抵抗に終止符が打たれ、フランスが統一国家となった。しかし、国王がこの国
家を統一的に支配するための行政機構の整備は、次の国王の仕事として残された。
三十年戦争において、ルイは、ハプスブルグ勢力の強大化を阻止し、ヨーロッパ
諸国の勢力の均衡と国際情勢の安定化に貢献したことから、ヨーロッパ諸国間の
紛争に対するよき仲裁者という評価を獲得した。ただし、後世の歴史家たちは、
国内外でフランスの威信を高めた功績は、もっぱら宰相リシュリューの才覚に負
うものであり、ルイ 13世の功績は、そのような優れた宰相を登用して、国政の
すべてを委ねた点にとどまると評価している。ちなみに、三部会États générauxも、
母親マリーが摂政であった 1614/1615年に開催されたのを最後として、フランス
革命時の 1789年まで開催されなくなった。
　グローティウスの献辞は、ルイ 13世の資質や業績について、きわめて慎重に
言葉を選んで作られている。しかし、ルイ 13世の評伝と合わせて読むと、過大
評価や露骨な阿諛追従とさえ思われる表現も見られる。これは、一つは、「献辞」
というものの性質によるのであろう。しかし、また、「戦争と平和の法・三巻」
の執筆当時、グローティウスがオランダから亡命し、フランスで保護されていた
という事情によるものとも考えられる。さらに、そればかりでなく、国家の問題
と宗教の問題とを切り離して、宗教から自立した統一的国家を樹立しようとした
アンリ 4世およびルイ 13世の統治に、グローティウスが大いに期待していたか
らでもあろう。また、スペイン・ハプスブルグ家の支配に対する独立戦争を継続
中であった祖国に対する、イギリスおよびフランスの支援を確実なものにしたい、
という思いもあったかもしれない。この献辞において、アンリ 4世やジェイムズ
1世がほぼ無条件に賛美されているのは、このような事情によるものと思われる。
この両王に対する評価と比較すると、ルイ 13世に対するグローティウスの評価
はやや異なる。たとえば、グローティウスは、ナントの勅令を発したアンリ 4世
を「言葉で言い表せないほど偉大であった」と表現する一方で、ルイ 13世に対
する献辞の年号「1525年」を 1646年になって書き加えている。1643年に死去し
たルイ 13世に対する献辞の年号を 1646年になってわざわざ遡って書き加えた理
由の一つは、グローティウスが、ルイ 13世の対ユグノー政策の強化や、スェー
デン大使としてリシュリューと交渉した経験などから、少なくとも 1625年以後
のルイ 13世の統治については、あまりよい印象を抱いていなかったからではな
かろうか。ちなみに、1629年の「アレーの勅令」は、1685年のナントの勅令の
廃止に道を開くものであった。なお、献辞に「1625年」という年号を遡って書
き加えたその他の理由については、訳注 16を参照されたい。
　  2.　「正義王」Le Justeという添え名は、ルイ 13世の出生日（9月 27日）が
黄道十二宮の天秤座に属し、天秤座の標語が「釣り合い」・「平衡」であることに
由来する（正義の女神は天秤をもっている）。したがって、この添え名はルイ 13
世の功績によるものではない。グローティウスは、献辞で、この添え名をキー・
ワードとして、ルイ 13世の資質や功績をたたえている。しかし、それらはいず
れも実態を反映しているとはいい難い。グローティウスは、むしろ、この献辞を
通じて、自らが理想とする正義王の姿を提示し、あわせて「戦争と平和の法・三
巻」を献呈するのにふさわしいルイ 13世像を創作しようとしている、と理解す
ることができよう。グローティウスが、聖ルイをモデルとしてルイ 13世を理想
化しているらしいことについては、訳注 13を参照されたい。
  　3.　共和政期のローマでは、ローマの国威発揚に功績のあった将軍（たいて
いは執政官）に対して、元老院または国民が征服地にちなんだ添え名を贈る習慣
があった。古代のギリシア人やローマ人は祖父母または両親の名前を子に継承
させることが普通だったので、添え名は個人を識別するための標識としても役
立った。グローティウスがあげている添え名の成立事情は次の通りである。クレ
タ島は、前 69年に、メテッルス Quintus Caecilius Metellus（c. 135~c. 50 BC）麾
下のローマ軍によって征服され、メテッルスに「クレティクス」Creticusという
添え名が与えられた。ヌミディアはユグルタ戦争（112~105 BC）によってロー
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マの支配下に編入されたが、この戦争を指揮した、同名のもう一人のメテッル
ス Quintus Caecilius Metellus（c. 160~91 BC）に、「ヌミディクス」Numidicusと
いう添え名が与えられた。また、第二次ポエニ戦争の指導者（大）スキピオ
Publicus Cornelius Scipio （236~183 BC）には、「アフリカーヌス」Africanusという
添え名が贈られ、マグネシアの戦い（190 BC）で勝利を収めたスキピオ Lucius 
Cornelius Scipio（前 183年頃没）には、「アシアティクス」Asiaticusという添え
名が与えられた。
　　4.　出典不詳。
　　5.　1625年の初版では、ここに、「陛下が最良の母君を、私人たちもそうす
る慣わしである以上に敬われるとき、陛下は正しいのです。」Iustus, cum Matrem 
Optimam revereris plus quam vel privati solent; という文章が入っていたが、1631年
版以降削除された。ルイの母マリーは、夫のアンリ 4世が暗殺された後、少年国
王ルイの摂政となった。ただし、オリヴィエ・マルタンによれば、彼女は「理性
の光も、困難な事態に必要とされる性格も、持ち合わせていなかった」という。
マリーは、当初、アンリ 4世の顧問たちと相談しながら統治していたが、やがて、
イタリア人コンチーニを重用するようになり、彼女に対する貴族の不信感と反発
が強まった。これを見たルイは、盟友アルベールの助言に基づいてクーデタを敢
行し、コンチーニを殺害するとともに、マリーをブロワに追放した（訳注 1に既
述）。しかし、マリーは 1620年にブロワを脱出し、不平貴族を集めて反乱を起こ
した。この反乱は失敗に終わったが、このとき、リシュリューの説得が功を奏し
て、マリーは処罰を免れたと伝えられている。1621年には、マリーとルイとの
間に和解が成立し、マリーは宮廷に復帰した（彼女は、リシュリューらと共に国
王顧問会の一員として国政に参加している）。ところが、マリーは、1624年に宰
相となったリシュリューの反ハプスブルグ政策に反対して、王弟ガストンらと共
に、リシュリューの追放を画策した（1630年）。ルイは、当初、この計画に賛成
していたが、一夜にして意見を変えてリシュリューの追放に反対し、逆に、この
陰謀事件に荷担した一味の貴族らを逮捕、処刑した。マリーもムーランに追放さ
れた。彼女は、これを契機として国政から完全に身を退き、その翌年、国外に亡
命した。そして、ブリュッセル、アムステルダムを経て、イギリス、ドイツの宮
廷を転々とし、ふたたびフランスに戻ることなく、1642年に、旅行先のケルン
で死去した。マリーの遺体はリシュリューの手によってフランスに運ばれ、サン・
ドニの王廟に安置されたが、葬儀などは一切行われなかったという。グローティ
ウスが、1631年版以後、マリー・ド・メディシスに関する記述を削除したのは、
このような、国王ルイと母親マリーとの関係の変化を考慮してのことであろう。
　　6.　ルイ 13世には、エリザベト Elisabeth、クリスティーヌ・マリー Christine 
Marie、ニコラ Nicolas、ガストン Gaston、アンリエット・マリー Henriette Marie
の 5人の弟妹がいた。エリザベトは、ハプスブルグ家のスペイン国王フェリペ 4
世と結婚し（1615年）、クリスティーヌ・マリーは、1619年にサヴォワ公ヴィク
トール・アマデウス 1世と結婚した。ニコラはオルレアン公の称号を保有してい
たが 4歳で夭逝し、その弟アンジュー公ガストンがオルレアン公の地位を継承し
た。ガストンは、1626年に、リシュリューの提案を受け入れて、モンパンシエ
女公マリー・ド・ブルボンと結婚し、マリー・ド・ブルボンの死後、ロレーヌのマー
ガレットと再婚した（1632年）。末妹アンリエット・マリーについては、1624年に、
イングランド国王ジェイムズ 1世 James I（1566~1625；在位 1603~1625年）の息
チャールズ Charles（1600~ 1649；チャールズ 1世としてイングランド国王在位
1625~1649年）との間に婚姻協定が整えられた（アンリエット・マリーの結婚に
ついては、訳注 16を参照されたい）。そして、1625年 3月にジェイムズ 1世が
死去したため、6月にイングランドに渡ったアンリエットは、新国王チャールズ
1世と結婚することになった。ルイ 13世が関与したのは、クリスティーヌ・マリー
とアンリエッタ、およびガストンの結婚である。
    7.　ルイ 13世は、1622年に、モンペリエの勅令によってナントの勅令を確認
した。この他にルイがどのような法令を復活させたのかはよくわからない。ル
イ 13世の代表的立法は 1629年に公布された王令、いわゆる「ミショー法典」Le 
Code Michauである。この法典は、パルルマンの法令登録権を制限し、貴族が商
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業に従事することを認めたほか、裁判制度から贈与、婚姻にいたるまでの広範な
領域を対象とした包括的法典（全 461条）であった。この法典はほとんど実施さ
れなかったといわれるが、フランス法の法典化への道を開いたものとして、歴史
的に重要な法典と評価されている。しかし、この法典の編纂が命じられたのは
1627年だから、グローティウスがこの法典を念頭に置いていたとは考えられな
い。
　  8.　ルイ 13世は、母マリーと弟ガストンのたび重なる反抗、反乱について、
かれらを追放しただけで処刑はしなかった。また、ユグノーに対しても、少なく
とも信教の自由を保障し、かれらが自発的に降伏した場合には、重罰や処刑を科
していない。この点に、フランス国王の、政治と宗教を分離し、国家を宗教から
切り離して統治するという考え方が表れている。しかし、宮廷内の権力闘争や有
力貴族（これには、アンリ 4世の庶子たちも含まれる）の反乱に対しては、厳罰
をもって臨むことも厭わなかった。オリヴィエ・マルタンは、ルイではなくリシュ
リューの施策としてではあるが、次のように指摘している。「リシュリューは、
常に策謀や叛乱をしようと身構えている高級貴族層を挫くが、これに際して、か
れは、確かにそれ自体では重大であるが、大罪人によってというよりは、むしろ
軽い混ぜ返しの気持ちによって犯された行為を、峻厳に罰するという手段をもっ
てした。たとえば、かれは、シャレ、両モンモランシー、サンク・マール、およ
びドゥ・トゥーを、ことに貴族層を怯えさせるために、そして、貴族層に、自
身の王に服すべきときが遂に来ていることを鮮やかな諸例でわからせるために、
斬首させた」（塙浩訳「フランス法制史概説」、創文社、1986年、439頁）。リュ
クス伯モンモランシー François de Montmorency-Bouteville（1600~1627）も、1626
年に公布された決闘禁止令に違反した罪に問われて処刑されている。したがって、
ルイ 13世が慈悲深かったとするグローティウスの評言は、一般的に妥当するも
のとは解されない。
　  9.　ルイ 13世の外交政策を検証することができるのは、リシュリューが宰相
となってからのことである。したがって、グローティウスの指摘するようなこと
が 1625年の段階で存在していたというのはかなり疑わしい。あるいは、アンリ
4世のとき、フランスがイギリス、オランダと同盟を結んで、ハプスブルグ家の
支配するスペインに対抗したこと（1596年）などを念頭に置いた記述かもしれ
ない。
　　10.　「この公けの献辞においても」hac quoque publica allocutioneという言葉
は、1625年版では、in hac quoque publica allocutioneと表記されていた。1631年
以降の版では "in"が削除されている。意味の上で違いはないが、"in"があった方
が読みやすいと思われるので、あるいは 1631年版の誤植かもしれない。
　　11.　グローテイウスは、ルイ 13世の保護の下で約 10年間パリに滞在し、
この間に「戦争と平和の法・三巻」を執筆・出版した。この間の事情については、
第一部、（一）「グローティウスの略歴」を参照されたい。
　　12.　ルイ 13世の資質や、かれが少年時代に受けた教育については、少年
期のルイの侍医であり、病弱なルイに終始付き添っていたジャン・エロアール
Jean Héroard（1551-1628）の「ルイ 13世の幼年期および青年期に関する日記」
Journal sur l'enfance et la jeuness de Louis XIII（1601-1628）, Paris, 1868.が詳細に伝
えている。それによれば、ルイは、母親の愛情をまったく受けずに育ち、宮廷の
女官たちによって、父王の庶子たちと一緒にときには笞によってしつけられ、お
よそ学問や芸術などとは無縁の教育を授けられた。その結果、ルイは、優しさと
臆病、頑固さと周囲の人々の言動にきわめて敏感に反応する繊細な性質とを併せ
もった子供に成長した。かれの幼少時の遊びは戦争ごっこであり、長じてからの
趣味はダンスであった。ルイの興味を引いた学問・芸術は、ダンスと音楽のみだっ
たといわれる。しかし、他方で、ルイは、きわめて敬虔なカトリック教徒であり、
自らの使命に忠実で、女性関係の醜聞とも無縁であった。アンヌ・ドートリッシュ
と結婚して 20年以上も子供に恵まれなかったのに、当時の国王には珍しく、ル
イ 13世には庶子がいない。
　　13.　シャルルマーニュ Charlemagne; Carolus Magnus（742~814；768~814年
フランク国王；800~ 814年ローマ皇帝兼任）は、神聖ローマ皇帝フリードリッヒ
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1世バルバロッサ Friedrich I, Barbarossa（c. 1122~1190；1152~1190年ドイツ国王；
1155~1190年神聖ローマ皇帝）の強い要請により、1165年に聖人に認定された。
フランス国王ルイ 9世 Louis IX（聖王ルイ Saint Louis, 1215~1271: 在位 1226-1270
年）は、十字軍遠征中のチュニジア近傍で 1270年に病没し、1297年に列聖された。
ルイ 9世の 10代目の子孫がルイ 13世である。終生カトリック教会に忠実だった
ルイ 13世は、十字軍遠征の途中で死亡し、聖王と讃えられたルイ 9世の生き方
にあこがれていたといわれる。なお、グローティウスは、1642年および 1646年
版「戦争と平和の法・三巻」の末尾に、ルイ 9世に関する記事を二つ収録してい
る。一つは、ジョワンヴィル Jean de Joinville（1224~1317）の「聖王ルイ言行録」
Livre des saintes paroles et des bons faiz nostre roy saint Louys. の一節であり、もう一
つは、パリ市財務委員会の記録中に保管されている、ルイ 9世の命令 mandatum
に基づいて作成され、長男フィリップに宛てられた「ルイ 9世伝」の一節である。
前者は、1258年に締結された英仏国王間のパリ条約、およびその他の領主間の
紛争に対するルイ 9世の考え方を述べたものであり、後者は、国王の任務が神の
命令に従って平和を実現することにあり、戦争は、平和を実現するために、戦争
に訴える以外に方法がない場合にのみ行うべきものであって、その場合でも、敵
対しない者や損害を与えない者を攻撃してはならないこと、また、臣下の間に対
立や抗争が生じたとき、国王は、まず双方の和解と協調に向けて努力しなければ
ならないこと、などを説いたものである。グローティウスが、1642年になって、
なぜこの二つの記事を付け加えたのか、その理由は定かでない。しかし、ルイ 9
世に関するこの二つの記事の内容は、献辞の中でグローティウスが描き出してい
る、平和に対するルイ 13世の姿勢や業績と酷似している。グローティウスは、
ルイ 13世を語るとき、これらの伝記に記されたルイ 9世の姿を思い浮かべてい
たのではなかろうか。
　　14.　「キリスト教徒の中のキリスト教徒」Christianissimusという尊称は、15
世紀中葉以降、フランス国王に対して用いられるようになった慣用的尊称である。
したがって、グローティウスは、この献辞における「キリスト教徒の中のキリス
ト教徒」という尊称がたんなる慣用にとどまらないことを強調しているといえよ
う。
　　15.　グローティウスは、「キリスト教の真理について」の中で、「真の純粋
な信仰」とは、キリストおよび使徒たちの教えに忠実であり、それになにものも
付け加えず、そこからなにものも差し引かずに、かれらの教えをそのまま信ずる
ことだ、と述べている。したがって、グローティウスのいう「真の純粋な信仰」は、
プロテスタント、カトリックの違いを越えて通用する概念となっている。このよ
うな信仰が維持されていた時代が「キリスト教的時代」ということであろう。一
般的に「原始キリスト教時代」と呼ばれている時代が、ほぼこれに相当すると思
われる。「教え」arbitriumという語は、「キリスト教の真理」で用いられている「規
律」disciplinaあるいは「教え」doctrinaに相当すると考えられるので、この点を
考慮して「教え」と訳した。ちなみに、グローティウスの「キリスト教の真理」は、
公刊直後から高く評価され、広く読まれたが、それだけに、オランダでも、フラ
ンスでも強い批判に曝された。したがって、グローティウスのこの真摯な発言が、
どれほど説得力をもちえたかは疑問である。
　　16.　イギリス皇太子チャールズは、父王ジェイムズ 1世によって、スペイン・
ハプスブルグ家の王女マリア・アンナとの結婚が予定されていた。これには、マ
リアの持参金がイギリス王室の財政的窮乏を緩和してくれるという国王の計算が
働いていたといわれる。しかし、議会はこの結婚に反対し、チャールズはプロテ
スタントと結婚すべきこと、スペインに対して宣戦を布告すべきことなどを列挙
した請願書を起草した。これに対して、国王ジェイムズは、スペインを相手とし
て戦争するためには戦費が続かないことなどを理由として、この請願を退けた。
そして、1623年に、国王の匿名使節をスペインに派遣して、スペイン王室の意
向を確認させた。ところが、スペイン側は、チャールズがカトリックに改宗する
ことなどの条件を提示したために、使節はなんらの成果もあげることができずに
帰国した。そして、チャールズとマリアの婚姻約束は、その直後に解消された。
このようないきさつを経て、すでに 23歳になっていたチャールズのために、急遽、
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白羽の矢を立てられたのが、ルイ 13世の末妹アンリエット・マリーである。こ
の婚姻同盟は、バッキンガム公ジョージ・ヴィリエとリシュリューとの間で整え
られ、イギリス議会の反対を押し切って実現された。チャールズは、議会に対し
ては、プロテスタントを擁護し、カトリック教徒に対する制限措置を緩和しない
と約束したが、チャールズとアンリエットの婚姻契約には、それと正反対のこと
が書かれていた。イギリス国内におけるアンリエットの不人気はその後も続いた。
イギリスの内戦の直接のきっかけとなったのが、アンリエットに対する議会側の
不穏な動向を懸念したチャールズが、兵を率いて議会に乗り込んだ事件にあった
ことはよく知られている。一方、アンリエットは、1644年に、戦費調達のため
と称してパリに脱出し、そのままフランスにとどまった。そして、1649年に処
刑された夫のチャールズ 1世と再会することもなかった。グローティウスは、少
なくとも、かれ自身が「戦争と平和の法・三巻」に最後に手を加えた 1646年に
は、チャールズとアンリエッタの結婚に期待することができないことを知ってい
たはずである。そうだとすると、それにもかかわらずチャールズとアンリエット
の婚姻に対する期待を表明した文章を削除しなかったのはなぜか、という疑問が
生ずる。グローティウスは、献辞の中で、この婚姻同盟について二度繰り返して
言及している。したがって、かれが、婚姻による英仏間の協調を心底願っていた
ことは確かであろう。そこで、グローティウスは、1646年版で、献辞の年号「1625
年」を書き加えることにより、この部分を削除しなくてもよいようにした、とは
考えられないであろうか。なお、グローティウスは、イギリス国王ジェイムズ 1
世を、「聡明さと神聖な平和を愛することにおいて並ぶ者のない」国王と形容し、
1603年にジェイムズ 1世によって初めて使用され、イギリス国内で物議を醸し
た大ブリテン Great Britain; Magna Britanniaという言葉を早速採用している。これ
らは、グローティウスが、ジェイムズ 1世の統治に大きな期待を寄せていたこと
を示すものであろう。ジェイムズ 1世が死去したのも 1625年であった。ちなみ
に、ジェイムズ 1世には、王権神授説に基づく君主制論「自由な君主制の真の法」
The Trew Law of Free Monarchiesと 4歳の息子ヘンリーのために書かれた帝王学
の書「国王の贈り物」Basilikon Doron の二つの著作がある。
　 17.   この献辞の年号MDCXXVは、ルイ 13世の死（1643年）後、1646年版
で初めて書き加えられた。その理由に関する訳者の推測については、訳注 1およ
び 16を参照されたい。
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　　　【第三部】　序論・プロレゴーメナ

〔1〕　ローマの国法であれ、その他いずれかの国の法であれ、
国家の法 ius civile1を註解によって説明しようとした者、ある
いは要約して提示しようとした者は少なくない。これに対し
て、多くの国民の間もしくは国民の支配者たちの間に存在す
る法については、それが自然そのものに由来するものであれ、
あるいは〈神の法によって定められたものであれ〉2、あるい
は慣習や黙示の合意によって導入されたものであれ、これに
取り組んだ者はわずかである。まして、これを包括的に、ま
た一定の順序に従って論じた者は、いままでのところ一人も
いない。しかしながら、もしこれが実現されるならば、それ
は人類全体の利益となるであろう。
〔2〕　実際、キケロー *は、諸国民、諸国王ならびに諸外国
間の同盟条約や協定や協約に関する知識、つまり戦争と平和
の法全体に関する知識を、これは卓越した知識であると語っ
ている 1。また、エウリピデース *は、この知識を、神事お
よび人事の知識にまさるものとしている。すなわち、かれは、
［へレネーをして］テオクリュメネスに対して、次のように
いわせているのである。

「人々ならびに神々の、現在および将来のことを
ご存じのあなたが、正義のなんたるかをご存じないとは、
なんと恥ずべきことでしょう 2。」

〔3〕　さらに、法のこの部門をあたかも空虚な名称 1以外には
なにもないかのように軽視する人々が、われわれの時代にい
ないわけではないし、過去にいなかったわけでもない。それ
だけに、この仕事はいっそう必要である。ほとんどすべての
人が、トゥキュディデース *に引用されたエウフェムス *の
「王や支配権を有する国家にとっては、［自らの］利益になる
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ことで不正なものは何もない」という言葉原 1を口にする。ま
たこれと似た言葉に、最高の運命がかかっているときは、強
いことが正しいことである 2とか、国家は不正なしには治め
ることができない 3、という言葉がある。さらに、これに、
諸国民あるいは諸国王の間に生ずる紛争は、たいてい、［軍
神］マルスを裁定者とする、という言葉が付け加わる 4。また、
戦争はおよそ法とは縁遠いものであるという意見は、一般民
衆だけが抱いているわけではない。学識があり分別を備えた
人々の口からも、こうした意見を支持する言葉がしばしばも
らされている。実際、法と武器とを対置させることほど、頻
繁に繰り返されているものはないのである。たとえば、エン
ニウス *はこういった。

「法に基づいて争いを始めるのではなく、むしろ鉄の
武器によって財物を取り戻そうとする 5。」

　またホラーティウス *は、アキレウス *の狂暴さを次のよ
うに描写している。

「自分に対して作られた法を否定し、なにひとつとし
て武器によって要求しないものがない 6。」

　さらに別の［詩］人は、開戦に際して、別の人物に次のよ
うにいわせている。

「ここに、わたしは、平和と汚された法とを捨て去る。7」
  　〈老王アンティゴノス *は、敵の都市を攻撃しているかれ
のもとに、正義に関する著作を持参したある人物を嘲笑した 8。
また、マリウス *は 9、武器の響きの前では法［の声］は聞こ
えない、と語った原 2。〉10あれほど内気な顔つき 11のポムペイ
ウス *でさえも、あえて、「武装しているとき、どうして法を
考えることができようか」といっているのである原 3。

　【原注】　1.  この言葉は、トゥキュディデース「戦史」第 6巻［85］にあ
る 12。同様の考えが、同書第 5巻にもある。そこでは、当時優勢だったアテ
ナイ人が、メロス人に向かって次のように話している。「この世の常識に従

法学26号本文_5校.indd   263 2010/03/04   16:00:05



264

えば、正義というものは、双方が対等の関係にある場合に認められるもの
である。それ以外の場合には、強者はそのなしうることをなし、弱者は耐
え忍ぶのだ 13。」14

   2.  プルータルコス *によれば、リューサンドロス *は、自分の剣を示し
てこういった。「これをもつ者こそ、領土の境界について最もよく論ずるこ
とができるのだ 15。」同じ著者によると、カエサル *は、「武器と法とでは、
使うときが違う」と述べた 16。セネカ *「恩恵について」 第 4巻には、「王
たちは、ときには、とくに戦時においては、目をつむって見ないふりをし、
多くの贈り物を与える。正しい人間といえども、一人では、多くの武力に
支えられた欲望にすべて応えることはできない。立派な人間であると同時
に立派な将軍であることは、誰にもできはしないのである 17」と記されてい
る 18。
   3.  プルータルコスは、ポムペイウスが［シチリア北東部メッセーナの］
マメルティーニ族に対して語ったこの考えを、次のように表現している。「諸
君は、剣を帯びたわれわれに、法を読み聞かせることをやめないのか 19。」
また、クールティウス *は、第 9巻で 20、「それほどまでに、戦争は自然の
法をねじまげてしまうのだ」と述べている。21

〔4〕　キリスト教徒の著述家たちのもとでも、このような見
解が数多くみられる。ここでは、多数の証言にかえて、テル
トゥリアーヌス *の 1「策略、凶暴、不正は、戦いという仕
事につきものである」という言葉 2をひとつあげれば、それ
で十分としよう。このような考をつ人々は、きっと、〔ローマ〕
喜劇のなかのつぎのような台詞を持ち出して、われわれに異
議を唱えようとするであろう。

「あなたさまが、こういうはっきりしないものを、
理性によってはっきりしたものにしようとするなら、
それは
理性を働かせて気違いになろうと努めるのと同じで
す 3。」

〔5〕　しかし、もし法などというものがそもそも存在しない
とすれば、法に関する議論をしようとしても無駄である。そ
こで、われわれの仕事が推奨に値するものであることを示し、
あらかじめ防御を固めておくために、このきわめて重大な誤
謬を手短に論駁しておかなければなるまい。ただし、われわ
れが一度に大勢の者を相手としなくてすむように、かれらに
一人の代弁人を指定しよう。それには、カルネアデース *を

法学26号本文_5校.indd   264 2010/03/04   16:00:05



グローティウス「戦争と平和の法・三巻」（Ⅰ）　 265

おいて、他に誰か適任な者がいるだろうか。なぜならば、カ
ルネアデースは、かれのアカデメイアの最高の地位に到達し
た人であったし、雄弁の力を、真実のためにも虚偽のために
も、同じように用いることができたからである。かれは、正義、
すなわち、われわれが、いま、とくに問題としている正義に
対する攻撃を企てた 1。そして、その際に、次のような論拠
以上に有力な論拠はないということを見出した 2。すなわち、
人間は自分たちの利益のために自分たちに対して法を制定し
たが、その法は習俗によって異なり、同じ人々の間でも時に
応じてたびたび変化する。また、自然法というものは存在し
ない。なぜなら、人間もその他の動物も、すべて、自然に導
かれて自己の利益へと駆り立てられるからである。それゆえ、
正義などというものは存在しないか、あるいは、もしなにか
そのようなものが存在するとしたら、それは、愚昧のきわみ
である。なぜならば、他人の利便をはかることは、自分自身
の利益を害することなのだから 3。
〔6〕　しかし、ここでこの哲学者がいっていること、またこ
れにしたがって、ある詩人が、

「自然は、正と不正とを判別することができない」
と述べていることは 1、決して容認されてはならない。なぜ
なら、人間はたしかに動物であるが、しかし格別な動物で
あって、他のすべての動物とは大いに異なっており、その違
いは、他の動物たちの種が相互に異なっているのよりも、は
るかに大きいからである。この点に関する証拠は、人類に特
有の多くの行動がこれを示している。さらに、人間に特有の
ものであるこれらの行動の間には、社会［的結合］への欲求
appetitus societatis、すなわち共同生活への欲求がある。ただし、
それは、どのようなものでもよいというわけではなく、平穏
な、そして人間知性のありように応じて秩序づけられた、同
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類である人々との共同生活である。〈ストア派の学者たちは、
これをオイケイオーシス2と呼んだ原1。〉3したがって、
すべての動物は、自然によって、もっぱら自分の利益［を追
求するよう］に駆り立てられるといわれていることは、人間
を含めた一般的な意味で受けとめられる限り、承認されては
ならないのである。

　 【原注】　1.　クリュソストモス *「ローマの信徒への手紙に関する 31の
説教」、「われわれ人間は、その本性にしたがって、［他の］人々と共に社会
を［オイケイオーシン］作っている。野獣でさえ相互にそのようなものを
もつのであるから、人間がなぜそうしないことがあろうか。4」同じ著者の「『エ
フェソスの信徒への手紙』第 1章に関する説教」を見よ。そこで、かれは、
自然がわれわれに徳へと向かう種子を与えた、と説いている 5。最高の哲学
者でもあった皇帝マルクス・アントニーヌス *は、こういっている。「われ
われが社会をもつように生まれついていることは、ずっと以前に［哲学者
たちによって］明らかにされた。それとも、劣った者は優れた者のために
あり、優れた者はお互いのためにある、ということは明らかでないという
のか 6。」7

〔7〕　たしかに、他の動物のなかには、一部はその子孫に対
する考慮から、また一部は自分と同類の他のものに対する考
慮から、自分自身のある種の利益の追求をある程度まで緩和
するものがある原 1。しかし、これらの動物の場合には、それ
が、たしかに、外部的に認識できるなんらかの原理 1から生
じていると、われわれは信ずる。なぜならば、これらの動物
たちの場合には、このような行動と比べて決して困難ではな
い別の行動に関して、同じような知性が現れないからである。
これと同じことは、幼児についてもいえる。幼児の場合には、
プルータルコスが賢察したように、いっさいの教育が始まる
前にすでに、他人に対して善を行おうとするある種の性向が
現れる 2。このように、憐れみの心情はこの年齢で自然に現
れ出るのである。しかし、成年に達した人間は、同じような
ことがらに関しては同じように行動することを知り 3、社会［的
結合］へのきわだった欲求を備えている原 2。また、そのため
の特別の道具として、動物のなかでただひとり言語をもって
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いる 4。さらに、人間には、一般的な原則に従って知りかつ
行動する能力も内在していること、そして、この能力と一致
するものは、〈もはや〉5決してすべての動物の性質に合致す
るのではなく、人間の本性に［のみ］合致するものだという
ことも、同じように認められなければならない。

 【原注】　1. 　古い諺に、「犬は犬の肉を食らわぬ」というのがある 6。ユウェ
ナーリス *はこういっている。

「［インドの］狂暴な虎は虎と［恒久的な］平和を保つ。
野獣は［同じ］斑点をもつ同族には危害を加えない。7」

フィローン *には、「十戒」の第 5戒に関する註解の中に、すばらしい一節
がある 8。これを読みたいと思う者は、ギリシア語で読むことができる。し
かし、それはかなり長いので、わたしは、これを一つの言語だけで、すな
わちラテン語だけで引用しておこう。「［あなたたちは］人間なのだから、
せめて、ものいわぬ動物たちの模倣者でありなさい。十分に教え込まれた
動物たちは、恩に報いることを知っている。犬は家屋の番人である。いや
そればかりか、主人が突然危険にさらされたときには、主人のために自分
の命をも捧げる。羊の群れを託された犬は、群れの先頭を進み、羊飼いを
危害から守るために、死にいたるまで闘うといわれる。恩に報いるという
点において、人間が犬に、もっとも優しい動物がもっとも獰猛な動物に負
けるとは、恥ずべきことの中でも最たるものではないか。もし、われわれ
が地上にある動物から十分な教えを得られないというのであれば、われわ
れは、空を旅する鳥たちのところにいって、かれらから、われわれがなす
べきことを学ぼう。年老いたコウノトリは、飛ぶことができずに巣にとど
まっている。そしてその子らは、陸と海のいたるところを（少し前のとこ
ろで、わたしはそういった）飛びまわり、あらゆる場所で親鳥の食糧を捜
し求める。親鳥はその年齢のゆえに、安息、飽食、さらには贅沢さえも当
然のこととして亭受する。しかしその子どもたちは、孝行についての自覚
から、また、いずれ自分たちが年老いたとき、自分たちの子どもから同じ
ようにしてもらえるという期待をもって、旅の労苦を自ら慰める。こうし
てかれらは、しかるべき時に必要な義務を果たし、受け取ったものを返す
のである。なぜならば、かれらは、まだ幼少である一生の始めにも、また
すでに年老いた一生の終わりにも、それ以外のものから食物を得ることが
できないからである。そのために、ほかならぬ自然を師として、かれらは、
幼少であったとき養育してくれた老齢の鳥たちを養うことを学んだのであ
る。このことを聞いて、親の世話をしない者や、その人だけはどうしても
援助しなければならないか、あるいは他の誰にも優先して援助しなければ
ならない人をないがしろにする者たちが、恥ずかしさのあまり、身を隠す
のも当然ではなかろうか。とくに、かれらが援助するのは、なにかを与え
るためではなく、むしろ返すべきものを返すためにすぎない場合には、な
おさらである。なぜなら、子のもので、以前に親のものでなかったものは
なに一つとしてなく、親は自分のものの中からそれを与えたか、あるいは
それを獲得するための手だてを与えたのだから。」鳩がそのひな鳥に対して
行う並外れた世話については、ポルフュリオス *「肉食しないことについて」
第 3巻 9を見よ。〈ブダイやハシナガサンマの同族仲間に対する関係につい
ては、カッシオドールス *第 11巻 4010を見よ〉11。
　 2.  マルクス・アントニーヌス第 9巻〔42〕「人間は他人に対して善を行
うように生まれついている。12」また同巻〔9〕「土のなにかで、大地と結び
つかないものをみつける方が、人類から切り離された人間を見出すよりも
容易であろう。13」さらに第 10巻〔2〕「理性を使うものは、必然的に社会
的交わりを求める。14」コニアのニケタス *は、「自然が、われわれの中に、
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われわれの同類との協調の精神を刻みつけ、植えつけた」といっている 15。
これに、アウグスティーヌス *「キリスト教の教えについて」第 3巻、第
14章 16を加えよ 17。

〔8〕　ところで、われわれがすでに荒削りな仕方で述べたこ
とだが、人間の知性と合致する方法で社会［的結合］を保護
すること原 1、これこそが、本来の意味で法という名で呼ばれ
るものの源泉である 1。このような法に属するのは、他人の
ものを欲しがらないこと原 2、もしわれわれが他人の財産を所
持していたり、あるいはそこから利益を得たときは、これを
返還すること、約束を履行する義務、過失によって与えた損
害を賠償すること、人々の間で刑罰という報い［が与えられ
ること］、である。
【原注】　1.　セネカ「恩恵について」第 4巻、第 18章「感謝の念を心に抱
くことは、それ自体望ましいことであり、恩知らずは、それ自体避けられ
なくてはならないことである。このことを、あなたは知るであろう。なぜ
ならば、恩知らずの悪徳ほど、人類の調和を引き裂き、破壊するものはな
いからである。実際、われわれが安全であるのは、われわれが互いの親切
によって支えられているからに他ならないのではないか。われわれが、よ
り充実した生活を営み、突然の攻撃に対してよりよく防衛することができ
るのは、ひとえにこのような恩恵の交換による。われわれを、めいめい孤
立したものと想像してみよ。そうすれば、われわれは何になるであろうか。
動物の餌食であり、獣たちへの生け贄にすぎない。そして、もっも尊い血
がきわめて安易に流されるであろう。なぜならば、人間以外の動物には、
身を守るための十分な力が備わっているからである。また、放浪するもの
として生まれ、孤立して生活を送るように定められたどの動物にも、武器
が与えられている。しかし、人間が身につけているのは弱さである。人間
には、他の動物を恐れさせる爪の力も歯の力もない。〔そのかわりに、神は〕
ふたつのもの、すなわち理性と社会とを人間に与えた。それらは、人間を、
他の動物からの危害に対して最も強いものとした。こうして、人間は、も
し孤立した状態にあるならば、他のいかなる動物とも対等ではありえない
のに、万物の支配者となったのである。社会は、人間に、すべての動物に
対する支配権を与えた。社会は、地上に生まれた支配権を、自然の他の領
域にまで移し、海までも支配するように命じた。また、社会によって、病
気の猛威がくい止められ、老年の支えが準備され、悲しみに対する慰めが
与えられた。社会は、われわれを強くし、われわれが、運命に対抗して、
その助けを求めることができるようにする。人間から社会［的結合］を取
り去ってみよ。そうすれば、われわれの生活の支えとなっている人類の一
体性が切り裂かれることになろう。しかし、もしあなたが、恩知らずの心
はそれ自体避けるられるべきものではないと論証するなら、社会が、人間
から取り去られることになろう 2。」3

　 2.　  ポルフュリオス「肉食しないことについて」第 3巻「正義とは、他
人の財産に手を出さず、害を加えない者に害を与えないことである 4。」5
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〔9〕　法のこの［本来の］意味から、もうひとつの、より広
い意味が生まれた。というのは、人間は、他の動物にまさっ
て、すでにわれわれが述べたような社会的［結合の］力をもっ
ているだけでなく、判断力ももっており、これによって、現
在ばかりか将来のことがらについても、なにが有益でありな
にが有害であるか、いかなるものがそのいずれの結果を導き
うるかを査定することができるからである。人間の本性に合
致するとは、こういったことについても、人間知性のありよ
うに応じて正しく形成された判断に従い、恐怖や目前の快楽
の誘惑によって堕落させられないこと、あるいは無分別な衝
動に駆られないことである。したがって、そのような判断と
明白に矛盾することは、自然の法すなわち人間本性の法にも
反している、ということがわかる。
〔10〕　さらに、各人あるいは各団体にそれぞれのものを与え
るための賢い配分もまた、このような判断にかかわっている 1。
たとえば、各人の行為やことがらの性質が要求するところに
したがって、あるときはより賢い者をさほど賢くない者に優
先させ、あるときは近親者を他人に、またあるときは貧者を
富者に優先させるのがそれである原 1。すでに昔から、多くの
人々が、これを、固有のかつ厳格な意味で法といわれるもの
［＝権利］の一部とみなしてきた 2。しかし、本来の意味で法
と呼ばれるものは、それとは大きく異なる性質をもっている。
なぜなら、この本来の意味の法の性質は、すでに他人に属し
ているものがその他人に任されるようにすること、あるいは
実現されるようにすることにあるからである。
【原注】　1.　この問題については、アムブロシウス *が「［教役者の］義務
について」第 1巻で 3論じている 4。

〔11〕　そして、このこと、すなわちわれわれがいま述べた
ことは、神は存在しないとか、神は人事を顧慮しないといっ
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た、最大の冒涜を犯さずには認めることができないことをあ
えて容認したとしても 1、〈ある程度まで〉2妥当するであろう。
ただし、われわれには、反対のこと［＝それを容認しえない
こと］が、一部は理性によって、また一部は恒久的な伝統に
よって植え付けられている 3。そして、これは、あらゆる時
代にその存在が証明される数多の論証や奇跡によって確認さ
れる 4。したがって、われわれは、創造主であり、われわれ
自身とわれわれの持ち物のすべてを負っている神自身に対し
て、例外なく服従しなければならない。とくに、神は、自ら
が最善かつ全能であることをさまざまな仕方で示し、そうす
ることによって、神に服従する者に対して、最大の、〈しか
も神自身が永遠であるところから〉5、永遠の報酬を与えるこ
とができることを示したのであるから、［われわれは］神に
服従しなければならないのである。また、神がそれを明白な
言葉で約束した場合には、なおさらのこと、神はそうするこ
とを望んだと信じられなければならない。われわれキリスト
教徒は 6、疑問の余地なく信用することができるもろもろの
証拠に基づいて、このことを確信している 7。
〔12〕　そしていまや、これ［＝神の存在に対する確信］が、
あの自然的淵源とは別の、もうひとつの法の淵源となる。す
なわち、神の自由な意思に由来するもの原 1がそれである 1。
われわれが神の自由な意思に従わなければならないことは、
われわれの知性自身が、争いの余地がないほどはっきりと、
われわれに命じている。すでに述べたように、自然法それ自
体は、それが社会的なものであろうと 2、あるいはより広い
意味で自然法といわれるものであろうと、人間に内在する諸
原理から現れ出るものであるが 3、その自然法でさえも、これ
を正当に神に帰することができる原 2。なぜならば、そのよう
な諸原理がわれわれのうちに存在することは、神自身が望ん
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だことだからである。この意味で、クリューシッポス *やス
トア派の学者たちは、法の淵源はユーピテル自身以外のとこ
ろには求められない、といったのである。ラテン人の［用いる］
「法」iusという言葉は、おそらくこのユーピテル Jupiterとい
う名に由来するということができよう原 3。
【原注】　1.　それ故、裁判官マルクス・アントニーヌスは。第 9巻で、「不
正をなす者は、不敬である」と述べたのである 4。
　 2.    クリュソストモス「『コリントの信徒への第一の手紙』第 11章、第 3
節に関する説教」には、「わたしが自然という場合には、わたしは神のこと
をいっている。なぜならば、神こそが自然の創造主だからである、」とある 5。
また、クリューシッポス「神について」第 3巻には、「なんらかのものごと
の始まりまたは正義の起源は、ユーピテルおよび共通の自然以外には見出
しえない。したがって、善および悪について論じようとする場合には、そ
れが出発点とされなければならない 6」とある 7。
   3.    もしそうでないとすれば、〔語の〕切り離しによって作られたという
のが、おそらく正しいのであろう。ちょうど〔骨を意味する古語〕ossumか
ら骨 osという言葉が作られたように、〔命令されたことを意味する〕iussum
から法 iusおよびその〔古い〕属格 iusisが作られ、その後さらに、Papisii
から Papiriiが作られた（これについては、キケロー「〔友人への〕書簡集」
第 9巻、第 21書簡を見よ 8）のと同じように、iusisから［iusの現在の属格］
iurisが作られた 9のである 10。

〈〔13〕　これに加えて、神は、もろもろの掟 1を授けること
により、理性を働かせて考える精神の力が比較的乏しい人々
にとってさえ、そのような諸原理それ自体がいっそう明瞭な
ものとなるようにした。そして、神は、われわれが、これと
は異なる方向にわれわれを引きずろうとする衝動、すなわち、
われわれ自身の利益や他人の利益をはかろうとする衝動の命
ずるがままになることを禁止した。なぜなら、この衝動はか
なり激しいものなので、神は、これを厳重に 2統御し、一定
の範囲ないし限度内に押し込めようと欲したからである 3。
〔14〕　さらに、聖史は、いくつかの掟からなる部分のほかに、
すべての人間が同じ最初の両親から発したことをわれわれに
教えることによっても 1、少なからずあの社会的結合への性
向 affectus socialisを喚起している。フローレンティヌス *が
別の意味で、われわれの間には自然によって確立された血縁
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関係があり、したがって、人間が人間を害するのは不正・不
法である 2と述べたことは、この意味でも正しいということ
ができる。〉3人の間では、両親はあたかも神のような存在で
ある原 1。したがって、人は、両親に対して、無制限ではない
が人間に特有の仕方で、服従しなければならないのである。
【原注】　1.　ヒエロクレース *の「［ピュタゴラスの］金言註解」には、［両
親は］「地上の神」とあり 4、フィローンの「十戒について」では、「［両親は］
生命を授けることにおいて、本来の神に似た、目にみえる神」と記されて
いる 5。また、ヒエロニュモス *の第 92書簡には、［母と娘の関係は］「神
と人との結合に次ぐ第二の結合である」とある 6。プラトン *の「法律につ
いて」第 11巻には、「両親は神の似姿」とあり 7、アリストテレース *は「ニ
コマコス倫理学」第 9巻、第 2章で、「神々に対するのと同じように、両親
に対して敬意を示さなければならない 8」と言明している 9。

〔15〕　次に、約定したこと pactum［合意・契約］を守るのは
自然の法に属することであるから（なぜなら、人の間で相互に
義務づけ合うなんらかの方法が必要とされたとき、これ以外の
自然的方法を考え出すことは不可能だからである）1、このこ
と自体を淵源として、もろもろの国法が出現した。というのは、
なんらかの団体を結成した人々、または一人もしくは複数の人
間に従属した人々は、団体の多数の部分または権力を委譲さ
れた一人もしくは複数の者の決定に従うことを、明示的に約束
したか、あるいは行為の性質から、黙示的に約束したものと理
解されなければならなかったからである 2。
〔16〕　それゆえ、カルネアデースのみならずその他の人々ま
でもが
　　　　　「効用は、いわば正義と衡平の母である」原 1

と述べているのは 1、厳密にいうと正しくない。なぜならば、
自然法の母は、人間の本性そのものだからである。人間の本
性は、たとえわれわれがなにも必要としなくても、相互の
社会的交わり societasを求めさせる。また、国法の母は合意
consensusに基づく拘束ないし義務であるが、この拘束ないし
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義務はその力を自然法から得ている。したがって、自然はこ
の法［＝国法］の曾祖母のようなものでもある、ということ
ができる 2。しかしながら、自然法には効用が加わっている。
というのは、自然の創造主は、われわれが個人としては弱く、
生活を正しく営むために必要な多くのものを欠いていること
を望んだので、われわれは、それだけいっそう、社会的交わ
りを大切にするように迫られることになったからである。さ
らに、効用は、国法の出現に対しても、その誘因となっている。
すなわち、われわれがさきに述べた団体の結成または他者へ
の従属は、なんらかの効用のために始められたものだからで
ある。したがって、他人に法を命ずる者たちも、その法にな
んらかの効用を見込むのが通例であり、またそうしなければ
ならないのである。
【原注】　1.　この一節について、アクロン *、あるいは誰か他のホラーティウ
スの古い註解者が、「これはストア派の教えに反する。かれ［ホラーティウス］
は正義が自然的なものではなく、効用から生まれたことを示したいのである」
と述べている 3。この見解に反対するものとして、アウグスティーヌスが「キ
リスト教の教えについて」第 3巻、第 14章で論じているところ 4を見よ 5。

〔17〕　ところで、各国の法がその国の利益を顧慮するのと同
じように、国と国の間でも、すなわちすべての国家の間また
は多数の国家の間でも、合意に基づいて、個々の団体の利益
ではなく、その［総体である］大きな全体［＝国際社会］の
利益を顧慮する、ある種の法が生まれることが可能であった。
また、それは、実際に生まれた。このことは明らかである。
そして、これが、諸国民の法 ius gentiumと呼ばれる法である。
われわれは、この法を自然法と区別する場合に、そのつどこ
の［諸国民の法という］名称を用いることとする。カルネア
デースは、諸国民の間で行われる法について論じようとした
とき（というのは、かれの弁論は、戦争や戦争において獲得
された物についても及んだのだから 1）、この法に必ず言及
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しなければならなかったはずである。しかし、かれは、すべ
ての法を自然法と個々の国民の国法とに区分することによっ
て、法のこの部分を見逃してしまった。
〔18〕　また、正義が、カルネアデースによって、愚昧の名を
冠せられているのは誤りである。なぜならば、かれ自身が認
めているように、国家においてその国の法に従っている国民
が、その法に対する恭順のために、たとえ自分たちにとって
利益となるなんらかのものを放棄しなければならないとして
も、その国民は愚かではないからである。また、これと同じ
ように、ある国民が、諸国民に共通の法を無視してまでは自
分たちの利益を重んじないとしても、その国民は愚かではな
い。なぜならば、この両方の場合に、その理由は同じだから
である。すなわち、現在の利益のために国の法を犯す国民は
原 1、自分自身とその子孫の恒久的な利益を保全する柵を引き
抜く者であり、これと同じように、自然法および諸国民の法
を侵害する国民は、かれらの将来の平安を保全する保塁を切
り崩す者だからである。また、法を遵守することからなんら
の利益も見込まれないとしても、われわれが、われわれの本
性によって導かれていると判断する方向に向かうのは、賢明
なことであって、愚かなことではないであろう。
【原注】　1.　まさにこの比喩を適切に用いて、マルクス・アントニーヌスは、
第 9巻で、「君のなんらかの行為が、直接的であれ遠隔的であれ、共同生活
の目的を目指すものでなければ、その行為は君の生活を分裂させ、これが
統一的であることを許さず、かつ、国民のなかにあって別途に分派をなす
者に劣らないくらいに、反乱的となるのだ」と語っている 1。〈そして、第
11巻では、「人間は、ひとりの人間から切り離されたとき、人類全体から切
り離されたとみなされざるをえない 2」と述べている。〉3同じアントニーヌ
スがいったように、たしかに、「蜂の群れに役立つことは、一匹の蜂にも役
立つ 4」のである 5。

〔19〕　したがって、あの
「法は、不正に対する恐怖から発明されたと認めざる
をえない」1
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という言葉、そしてプラトンの著作で、ある〔対話〕者が、
法は不正な侵害を受けることに対する恐怖から案出されたの
であり、人はなんらかの力によって正義を尊重するように強
制されるのであると説明していることは 2、一般的には、真
実でない。なぜなら、この説明は、たんに法の実現をいっそ
う容易にするために案出された制度や法律にかかわるものに
すぎないからである。たとえば、自分たちだけでは弱い力し
かもたない多数の人々が、力においてまさる人々によって抑
圧されないために裁判所を設立し、これを共同の力で保持す
ることによって、個人としては対等でない人々に対して、全
体として優位に立とうとする、という説明がそれである 3。
そして、少なくともこの意味でなら、強者の欲するところが
法であるといわれるのは 4、適切なことだと認められる。す
なわち、われわれは、法は、実力という侍女をもたないかぎり、
その外的効果を発揮することができない、と理解しなければ
ならないのである。〈ソローン *が、自分が偉大なことをな
しとげたのは、

「力と法とをひとしく一つの絆に結び合わせ 5」て原 1

であった、と公言しているように。〉6

【原注】　1.　オウィーディウス *は「正当な理由があり、またその理由を守
るだけの強大な武力をもっている 7」と記している 8。

〔20〕　しかしながら、法は、たとえ力を欠いているとしても、
まったく効果がないわけではない。なぜならば、正義は良心
に平安をもたらすが、不正は、プラトンが暴君の胸中につい
て描写したように、良心に拷問の責め苦や引き裂かれる痛み
をもたらすからである 1。正義を是認し不正を非難するのは、
高尚な人たちの一致した見解である。しかし、もっとも重要
なことは、不正は神を敵とし、正義は神を友とするというこ
とである。たしかに、神はその審判を来世に留保している。
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しかし、神は、現世においても、しばしば、その審判の力を
現わす。このことを、歴史上の多数の事例が 2、［われわれに］
教えている。
〔21〕　ところで、多くの者が、個々の市民 civesには正義を
要求しながら、国民 populusまたは国民の支配者 rectorにつ
いては、それを余分なものとみなしている。この誤謬の原因
は、第一に、かれらが、法に関して、法から生ずる効用以外
にはなにも顧慮しないことにある。個々の市民の場合には、
個人では自分自身を守る力をもたないのだから、法の効用は
明白である。しかし、大きな国家 civitasは、生活を正しく維
持するのに必要なすべてのものをそれ自身のうちにもってい
るとみられるので、正義と呼ばれる、外に向けられた 1徳が
必要だとは思われないのである。
〔22〕　しかしながら、法はたんに効用のためにのみ定立され
るのではないという、すでにわたしが述べたこと 1を繰り返
すまでもなく、いかなる国家も、いつか、自国以外の他国の
援助を必要とする。そうしないでいられるほど強大な国家は
存在しない。あらゆる国家が、あるいは通商のために、ある
いはまた自国に向けて結束した多数の外国人の勢力に対抗す
るために、他国の援助を必要とする。だからこそ、われわれは、
もっとも有力な国民や国王によってさえ、同盟が求められる
のをみるのである。ところが、法を国境の内側に閉じ込めよ
うとする人々は、この同盟の力をまったく認めない。まこと
にもって、法から遠ざかるやいなや、すべてのものが不確か
になるのである 2。
〔23〕　アリストテレースが、盗賊に関する注目すべき事例 1

によって証明したように原 1、いかなる共同体も、法なしにこ
れを維持することはできないのだとすれば、たしかに、全人
類からなる共同体、または多数の国民が互いに結合して作ら
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れる共同体も、法を必要とする。醜悪なことはたとえ祖国の
ためにでも行ってはならないと述べたあの人物も、これを認
めている 2。〈アリストテレースは 3、自分たちの間では、支
配権をもつ者でないかぎり、何人にも支配することを認めよ
うとしないのに、外国人に対しては、なにが正しいこと［ius法］
であり、なにが不正であるかについてまったく意に介さない
人々を、厳しく非難している原 2。〉4

【原注】　1.  クリュソストモス「エフェソの信徒への手紙、第 4章に関する
説教」には、こう記されている。「しかしそれでは、と、ある人がいう。いっ
たいどうして、盗賊たちが平和に生活するのでしょうか。それは、いつでしょ
うか。どうぞ、わたしに教えて下さい、と。それは、もちろん、かれらが
盗賊として行動しないときである。なぜならば、もし［略奪した］品物の
分配に際して、かれらが正義の命ずるところに従わず、公平に分配しない
ならば、あなたは、かれらが互いに戦闘や抗争に陥るのを見るだろうから
である。5」プルータルコスは、自分の子供たちのなかでもっとも鋭い剣を
もつ者に王国を譲るといった、ピュロス *の言葉を引用し、これは、エウ
リピデースが「フェニキアの女たち」のなかで、「かれら［兄弟］は尖った
鉄（剣）で家を分割する 6」と表現したのと少しも違わないと述べ、さらに、
次のようなすばらしい感嘆詞を付け加えている。「自分のもの以上のものを
持とうとするかれの貪欲さは、それほどまでに非社会的かつ野獣的だった
のだ 7。」また、キケロー「書簡集」第 11書簡、第 16章には、「法が見捨て
られるとき、すべてのものは不確かになる」とある 8。さらに、ポリュビオ
ス *第 4巻には、「なぜならば、罪人や盗賊の私的な結合は、かれらの間で
法が守られないとき、つまりかれらの間で信義が失われたとき、もっとも
破壊されるのが通例だからである 9」とある 10。
   2.  またプルータルコス「アゲーシラオス *」には、「ラケダイモン人は、
祖国の利益に自分たちの名誉の主要な部分をおいている。かれらは、スパ
ルタの力を増すことができると思われるもの以外の法を知らないし、学び
もしない」とある 11。この同じラケダエモン人について、トゥキュディデー
スの第 5巻で 12、アテナイ人が、「かれらは、自分たち相互のことや国の法
に関しては、この上なく厳しく徳を行う。しかし、外国人に対してどのよ
うであるのか。この点については多くのことがいわれうるであろうが、こ
れを一言で説明すれば、かれらには心地よいことが名誉で、有益なことが
正義とみなされる、ということになろう」と語っている。13

〔24〕　われわれが、さきに、われわれとは別の意見をもつ
者として言及した 1あのポムペイウス自身、スパルタのある
国王が、国境を槍と剣で定める国家はもっとも幸福であると
いったのを訂正して、最も幸福な国家は、正義を国境とする
国家であると語っている 2。この点に関して、かれは、別のス
パルタ王の権威を利用することもできた。この国王は、勇気
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はなんらかの正義によって統御されなければならないが、も
しすべての人間が正しければ、そのような勇気など必要とし
ないであろうと語り、このことを論拠として 3、正義を武勇に
優先させたのである原 1。〈ストア派の学者たちは、この勇気を、
衡平のために戦う徳と定義している。〉4また、テミスティウ 
ス *は、〔皇帝〕ウァレンス *に宛てた弁論の中で、弁舌さ
わやかに、英知の尺度に適う国王とは、たんに自らに委ねら
れた民 gentesを考慮するだけでなく、全人類をも考慮に入れ
る者、テミスティウス自身のいい方に従えば、たんに「マケ
ドニア人を愛する者」や「ローマ人を愛する者」
であるだけでなく、「人類を愛する者」

でもある原 2、と論じている 5。〈ミーノス原 3の名が後世
の人々に嫌われたのは、かれが衡平を自分の王国の国境の範
囲に限定したからに他ならない。〉6

【原注】  1.　 アゲーシラオスは、ペルシア人の王が大王と呼ばれるのを聞い
て、「もしかれがわたしよりも正しいというのでないならば、どうして、か
れは、わたしより偉大なのであろうか」といった 7。この言葉は、プルータ
ルコスにある 8。
   2.　 マルクス・アントニーヌスは、非常に巧みに、「アントニーヌスとし
てのわたしにとって、国家と祖国はローマであり、人間としてのわたしに
とって、それは世界である 9」と述べている。ポルフュリオス「肉食しない
ことについて」第 3巻には、「理性に導かれる者は、〔仲間の〕市民に対し
て有害な行動をとらない。外国人およびすべての人間に対してはなおさらで
ある。理性が前面に出れば出るほど、人は、いっそう神に似るのである 10」
とある 11。
   3.　この人物については、昔の詩人の一節がある。

「ミーノス *の桎梏のもとで、全島が嘆き悲しんだ。12」
このことについては、キュリロス *「ユリアーヌス駁論」第 6巻をみよ 13。

〔25〕　ところで、ある人々は、戦争においてはすべての法が
停止すると考えているが 1、こればかりは認められてはなら
ない。戦争は、法を実現するためでなければ始められてはな
らないし、ひとたび始められれば、法と信義の枠内でしか行
われてはならないのである 2。デモステネース *が、戦争は、
裁判によって強制することができない者に対して存在する、
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と語ったのは正しい 3。なぜならば、裁判は、自らの力が劣っ
ていると感ずる人々に対して有効なのであって、対等に振る
舞うか、または対等と考える人々に対しては、戦争が選択さ
れるからである。しかし、当然のことながら、戦争が正当で
あるためには、その戦争が、裁判が行われるときに通例求め
られる厳正さと比較して、決して劣らないだけの厳正さを
もって行われなければならない。
〔26〕　したがって、法は武器の間では沈黙するのだとしても 1、
その法は、国家の法や、裁判に関する法や、平和時に固有の法
のことであって、その他の恒久的な法や、すべての時代に適用
される法のことではない。プルサのディオ*は、敵と敵の間では、
成文の法すなわち国家の法は効力をもたないが、不文の法すな
わち自然が命ずる法あるいは諸国民の一致した見解によって定
立される法は有効である原 1、と述べている 2。これは至言であ
る。「わたしは、これらのものを、非難の余地のない敬虔な戦
争によって求めなければならないと考える 3」というローマ人
たちの古い式語も、このことを教えている。ウァッロー *が記
しているように 4、同じ昔のローマ人たちは、戦争を急がず、けっ
して恣意的に戦争を企てたりはしなかったし、敬虔な戦争でな
ければ、いかなる戦争も行ってはならないと考えていた。カミッ
ルス *は、戦争は、勇敢に戦われるのに劣らず、正しく戦われ
なければならないと語り 5、〈アフリカーヌス *は、ローマ国民
は、戦争を正しく始め、正しく終える、と述べている 6。〉7また、
あなた方は、ある著者の作品に、「平和の法があるのと同じよ
うに、戦争にも法がある、」と書かれているのを読むであろう 8。
さらに別の著者は、ファブリキウス *を偉大な人物と称賛し、
きわめて難しいことだが、ファブリキウスは戦争において清廉
であり、しかも、敵に対する不正というものも存在すると信じ
ていた、と述べている 9。
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【原注】  1.　それゆえ、［アラゴンの］アルフォンソ［5世］王 *は、書物と
武器のどちらに負うところが大きいかと尋ねられたとき、自分は書物から
武器［の技術］と武器の法とを学んだ、と語ったのである 10。プルータルコ
スは、「正しい人の間では、戦争に関するなんらかの法が存在する。勝利を
追求するあまり、邪悪かつ不敬な行為から生ずる利益を拒否しない、とい
うことであってはならない 11」と記している 12。

〔27〕　正義の自覚が戦争においていかに大きな力をもつか原 1。 
このことを、歴史の著述家たちは、しばしば、勝利を主とし
てこの原因に帰着させることによって、いたるところで明
らかにしている。そして、そこから、兵士の力は戦争の原
因によって強められもし弱められもするとか 1、不正に武器
をとる者が無事に帰還することは稀であるとか 2、よき原因
には希望がともなう 3、といった格言が生まれた。この他に
も、同じ意味の格言がいくつかある。不正な志しが運よく成
功を収めたとしても、それに心を動かされてはならない。な
ぜなら、たとえ行動のための何らかの力が、人事によくある
ように、しばしば、他の原因の抵抗によってその効果［の発
生］を妨げられるとしても 4、原因の公正さが行動のための力、
それも大きな力となっているならば、それで十分だからであ
る。また、友好関係 amicitiaを築くことが個人の場合に必要
であるのと同じように、国民にとっても、多くの場合に、友
好関係を築くことが必要である。そして、この友好関係を築
くためにも、戦争が安易にあるいは不正に始められたのでは
なく、かつ公明正大に行われたという評判は大いに有効であ
る。なぜならば、法や正義や信義を軽視するような人々とは、
だれも安易に手を結ぼうとはしないからである。
【原注】　1.   アッピアーヌス *には、ポムペイウスの語ったすばらしい言葉
が記されている。すなわち、ポムペイウスは、「われわれは神々を信頼し、
またこの戦争の原因を信頼しなければならない。この戦争は、祖国の国制
を守るために、誠実かつ正当な目的をもって始められた戦争である」と語っ
たのである 5。同じ著者によれば、カッシウス *は、「戦争における最大の
希望は、原因の正しさにある」といった 6。ヨーセフス *「〔ユダヤ〕古代史」
第 15巻には、「正義が味方する者は、神が味方をする者」とある 7。プロコ
ピウス *の作品には、この見解を示す箇所が多数ある。その一つは、べリ
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サリウス *がアフリカ遠征の途上で行った演説中にある。そこには、とり
わけ次のような言葉がある。「勇敢さは、正義を戦友としない限り、勝利を
もたらさないであろう 8。」また、カルタゴから遠くない場所での戦闘を前
にした、別の演説の中にもある 9。さらに、ランゴバルド人がヘルリ人に対
して行った演説中にも見出される。そこには、次のような言葉がある（た
だし、原文の誤りをわたしが訂正した）。「われわれは神を証人とする。神
の力は、その最小の断片でさえ、すべての人間の力に匹敵する。したがって、
われわれは、神が、戦争の原因を斟酌し、双方にしかるべき戦争の結果を
与えるであろうと信じることができる。10」この言葉は、その後まもなく、
すばらしい出来事によってたしかに証明された。同じ著者によれば、トティ
ラ *は〔配下の〕ゴート人たちにこう語った。「暴力と不正に訴える者が、
戦闘において栄誉を獲得することなど起こりえない。そんなことは決して
ない。戦争の命運は、各人の生き方に応じて各人に帰せられるのだ 11。」ロー
マが占領された直後に、トティラは、同じことがらに関するもう一つの演
説を行っている 12。また、アガーティアス *は、［「歴史」］第 2巻において、
「不正と神をないがしろにすることは、つねに避けなければならないし、ま
た有害である。とくに戦場において戦争の命運が決定されるとき、それは
最も有害である」と述べている 13。また、かれは、このことを、別の箇所
で、ダリウス *、クセルクセス *そしてシチリアにおけるアテナイ人に関す
る有名な事例によって証明している 14。気が進めば、ヘロディアーヌス *第
8巻に記された、アクィレイア人に対するクリスピーヌス *の演説も見て
いただきたい 15。トゥキュディデース第 7巻には 16、ラケダイモン人は、か
れらがピュロスその他の戦場で損害を蒙ったのは、提案された（仲裁）裁
判の受諾を拒んだ自分たちの過ちによるものだと受け取めていた。そこで、
後にアテナイ人たちが、数多くの非道な行為を重ね、かつ（仲裁）裁判を
拒否したとき、ラケダイモン人に、より大きな成功の望みが呼び戻された、
と記されている 17。

〔28〕　わたしは、すでに述べたいくつかの理由から、諸国民
の間になんらかの共通の法が存在しており、その法は、戦争
に訴えるときも、戦争においても行われるということを、き
わめて確実なことだと考えていたのであるが、さらに、わた
しがその法に関する著作を決意したのには、多くの重大な理
由があった。わたしは、キリスト教世界のいたるところで、
蛮族でさえ恥ずべきことだと考えるような、戦争に対する身
勝手さを見てきた。人々は、取るに足りない理由から、ある
いはなんらの理由もなしに武器へと殺到し、ひとたび武器を
手にすると、神法に対する尊敬も人法に対する尊敬も消え失
せる。それは、あたかも一片の布告によって、あらゆる邪悪
な行為に向けた狂暴さが解き放たれたかのようである 1。
〔29〕　このような非人間的行為を目にして、どの点から見
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ても悪人とはいえない多くの人々が、キリスト教徒の守るべ
き教え disciplinaは、とりわけ、すべての人間を愛すべしと
いう点にあるのだから、キリスト教徒に対して、あらゆる武
器［の使用］を禁止すべきである原 1、と主張するまでになっ
た 1。ヨアンネス・フェルス *やわが同胞エラスムス *といっ
た、教会および国家の平和をこよなく愛する人々も、ときお
り、かれらの意見に傾いているのが見受けられる 2。しかし、
わたしが思うに、かれらの目的は、ある方向に行き過ぎたも
のを反対方向に曲げ戻すことによって、それを正しい範囲内
に戻そうとする点にある 3。ところが、過度に反対方向に向
けようとするこの努力それ自体が、しばしば、あまり役に立
たないばかりか、障害にさえなっている。なぜなら、そこに
は行き過ぎた点が容易に見出され、それが、真理の範囲内に
ある他の立言の権威までも失わせているからである。それゆ
え、なにごとも許されないとか、あるいはすべてのことが許
されるなどと信じられないようにするために、この両方［の
主張］に対する治療法が提示されなければならなかった。
【原注】　1.　テルトゥリアーヌス「肉体の復活について」には 4、「剣は、戦
争で血塗られてこそ立派なのであり、［そのように使用されて］さらに立派
な殺人［の道具］となる」とある 5。

〔30〕　それと同時に、わたしは、かつてわたしが公務におい
て 1できるかぎり誠実に実践した法律学を、いま、私人とし
て注意深く探求することによって助成したいと考えた。とい
うのは、数多くのわたしの仕事によって飾られている祖国か
ら不当に追放されたわたしにとって、いまなお残されている
のは、この仕事だけだからである 2。これまでに、多くの人々
が、法律学に学問としての形態 artis formaを与えようと試み
た。しかし、誰もそれを達成することができなかった。たし
かに、それは、従来十分に配慮されていなかったこと、すな
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わち定立されたことに由来するものと、自然に由来するもの
とを正しく分離しない限り、達成することができないのであ
る。なぜなら、自然的なものは常に同一であり、容易に一つ
の［体系的な］学問 arsにまとめることができるのに対して、
定立されたことに由来するものは、しばしば変化させられ、
また場所によって異なっているために、その他の個別のこと
がらに関する観念と同じく、［体系的な］学問の外に置かれ
ているからである 3。
〔31〕　もし真の正義の祭司たちが 1、法律学の自然的かつ恒
久的な部分について論じようとするならば、まず、自由意思
から生じた部分を分離し、そのうえで、ある者は法律につい
て、ある者は公租について、ある者は裁判官の職務について、
ある者は意思の解釈について、またある者は事実の証明につ
いて論ずるようにすれば、その後で、それらのすべての部分
を寄せ集めることによって、一つの全体 corpusを作り上げる
ことができるであろう 2。
〔32〕　われわれが、実際に、どのような道を進むべきだと判
断したか。この点を、われわれは、法律学のきわめて高尚な
部分を含む本書において、言葉によってではなく、むしろこ
とがらそれ自体によって明らかにした。
〔33〕　すなわち、われわれは、第一巻で、まず［序論とし
て］法の起源について述べた後、はたして正戦というものが
存在するのか、という一般的な問題を検討した。次いで、公
戦と私戦の違いを知るために、最高支配権 summum imperium1

そのものについて説明しなければならないと考えた。つまり、
いかなる国民が、またいかなる国王が完全な最高支配権を有
するのか、誰が部分的にそれを有するのか、譲渡の権利とと
もに最高支配権を有するのは誰か、誰がそれ以外の方法で最
高支配権を有するのか、ということである。さらに、これに
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続いて、他人の権力に従属する者が上位者に対して負う義務
についても、述べなければならなかった 2。
〔34〕　第二巻では、戦争を発生させうるすべての原因を明ら
かにしようと試みた。そこでは、なにが〔すべての人々に〕
共通の物であり、なにが［個人に］特有の物か、人の人に対
する権利とはなにか、所有権からどのような義務が生まれる
か 1、王位継承の規範とはなにか、合意もしくは契約からど
のような権利が生まれるか、盟約の効力および解釈とはなに
か、私的宣誓あるいは公的宣誓の効力および解釈とはなにか、
与えられた損害からどのような義務が生ずるか、使節の不可
侵性とはなにか、死者の埋葬権とはいかなるものか、刑罰の
本質はなにか、といった問題が幅広く追求されている 2。
〔35〕　第三巻では、最初に、戦争において許されることはな
にかという主題が取り上げられている。そこでは、行なって
も罰せられないことや 1、外国人の間でさえ法に適うものと
して弁護されることと、そもそも罪悪ではないこと 2とが区
別され、そこからさらに、和平の種類、そして戦争中に結ば
れるすべての合意へと議論が進められている 3。
〔36〕　ところで、すでに述べたように 1、これまで、この主
題の全体を論述した者は誰一人としてなく、部分的に論述し
た者も、多くのことを他の人々の努力に残すような仕方でし
か論じていない。それだけに、本書の価値はいっそう大きい
と思われる。古代の哲学者には、この種の作品は存在しない。
ギリシア人の作品も（アリストテレースが「戦争の権利」と
いう題名の書物を著したが 2）存在しないし 3、初期のキリス
ト教にその名を献げた人々 4の作品も（それがあれば、大い
に望ましいことだったのだが）存在しない。また、古代ロー
マ人の祭官団の法 ius fetialeに関する書物 5も、われわれに、
その法の名称以外にはなにも伝えていない。「良心の事案集」
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casus conscientiaeと呼ばれる〔聴罪司祭のための〕事案集 6の
編纂者たちは、他のことがらについて［それぞれの章を設け
ているの］と同じように、戦争や、約束［約定］や、誓約や、
復仇について、［それぞれ］章を設けているにすぎない。
〔37〕　わたしは戦争の法に関する専門的な書物もみた。その
一部は、フランチェスコ・ヴィトーリア *や、へンリクス・
ゴリケモ *、ウィルヘルム・マテイ *のような神学者によっ
て書かれたものであり原 1、一部は、ヨハンネス・ループス *や、
フランチェスコ・アリアス *、ヨハンネス・デ・リニャーノ *、
マルティーヌス・ラウデンシス *のような法学者によって著
されたものである。しかし、これらの著者たちは、おしなべて、
このきわめて内容豊かな題材について、最少限のことしか述
べていない。しかも、かれらの大半が、自然法に属するものと、
神法に属するもの、諸国民の法に属するもの、国法に属する
もの、さらにカノン法に由来するものとを、無秩序に混ぜ合
わせ、混乱させてしまっている。
【原注】　1.　 これらの人々に、［その著作が］1609年にローマで刊行された
ヨハンネス・デ・カルタヘナ *を加えられたい 1。

〔38〕　これらの著者たちすべてにもっとも欠けているのは、
歴史の照明である。最高の知識人ファーベル *は、「セメスト
リウム」のいくつかの章で 1、この欠陥を補おうとした。しかし、
それは、かれの目的の範囲内でのことであり、［そこでは］
たんにいくつかの典拠があげられているにすぎない。同じこ
とをもっと広範に行い、一群の範例からいくつかの定義を導
きだそうとしたのが、バルタザール・アヤラ *であり、そし
て、それをいっそう進めたのが、アルべリクス・ゲンティー
リス *である。わたしは、ゲンティーリスの入念な仕事が他
の人々の助けになりうることを知っている。また、実際、そ
れが、わたしの役に立ったことを認める 2。しかし、かれの

法学26号本文_5校.indd   285 2010/03/04   16:00:07



286

説明の仕方や、その順序、問題の区分の仕方、および種々の
法の区別については、なお望みうることがないわけではない。
それがなにかという点は、読者の判断に委ねたい。一つだけ
指摘しておくと、かれは、意見が対立している問題の解決に
あたって、しばしば、いつでも是認されるとは限らない少数
の範例に従ったり、あるいは、解答 responsa3中に示された、
最近の法学者の見解にさえも従っている。しかし、これらの
解答の少なからざるものは、依頼人の利益のために作成され
たものであって、衡平と善の性質に従って作成されたもので
はない。また、戦争は、その原因によって、正しい戦争とか
不正な戦争といわれるが、アヤラは戦争の原因には取り組ん
でいない。一方、ゲンティーリスは、かれが最上位の類概念
summa genusと考えたものについて、その概略を示したが、
比較的よく知られ、またしばしば繰り返されている多くの論
争点には、まったく触れていない 4。
〔39〕　われわれは、なにかそのような、まだいわれていない
ことを見失わないように注意し、判断の根拠をも示すことに
よって、もしわれわれの見逃したことがあったとしても、そ
れを容易に特定できるようにした。残っているのは、わたし
が誰の助けを借りて、またどのような点に留意してこの仕事
に着手したかということである。これを、手短に説明しよう。
第一にわたしが留意したのは、自然法に属することを、力を
加えない限り誰も否定できないような、いくつかの確実な観
念に関連づけて証明することである。というのは、自然法の
諸原理は、〈もしあなたが正しい仕方でそれに注意を向ける
ならば、〉1われわれが外的感覚によって認識することがらと
同じ程度に 2、すなわち、外的感覚は、感覚器官が正しく形
成され、その他の必要なものが備わっているならば、われわ
れを欺かないが、それと同じ程度に、おのずから明瞭かつ明
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白だからである。それゆえに、エウリピデースは、「フェニ
キアの女たち」の中で、ポリュニケースをして次のようにい
わせ、明らかにポリュニケースの側に正当な理由があった［彼
女の言い分が正しかった］、といおうとしているのである。

「母上、わたしがお話したことは、決してまわりくど
く分かりにくいものではありません。それは、衡平お
よび善の準則に支えられ、無学な者にも博学な者にも
ひとしく明白なことなのです 3。」原 1

　そして、エウリピデースは、そのすぐ後に、この発言を是
認する合唱隊（この合唱隊は、女性たち、それも蛮族の女性
たちからなる合唱隊である）の判断を付け加えている 4。
【原注】　1.　 同じくエウリピデースは、ヘルミオネーが「この都では、だ
れも蛮族の風習にしたがって生活してはいないのです」と述べたのに対し
て、アンドロマケーに、「かれら［蛮族］にとって恥ずべきことは、ここで
も決して非難を免れません 5」と答えさせている 6。

〔40〕　わたしは、この［自然］法を証明するためにも、哲学
者原 1、歴史家、詩人、さらには弁論家の証言を利用した。そ
れは、かれらの証言が無差別に信頼できるからというわけで
はない。というのは、かれらの証言は、通例、学派や主題 1

や訴訟事件に奉仕するものだからである。しかし、時間や場
所を異にする多数の人々が、同じことを、それは確実なこと
だと断言している場合には、その同じことは、普遍的原因に
帰着させられなければならない。普遍的原因とは、われわれ
の問題に関していえば 2、自然の諸原理から生ずる正しい結
論であるか、あるいは、〔万人に〕共通のなんらかの合意で
あり、それ以外のものではありえない 3。前者は自然法を指し、
後者は諸国民の法を指す。両者の区別は、けっして証言その
ものからでなく（というのは、著述家たちは、いたるところ
で、自然法という言葉と諸国民の法という言葉とを混同して
いるからである 4）、ことがらの性質から認識されなければな
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らない。たとえば、あることについて、それを確実な［自然の］
諸原理から、確実な論証によって導き出すことはできないが、
しかし、あらゆる場所でそれが遵守されていることが明らか
な場合には、そのことの起源は、〔人間の〕自由な意思にあ
るという結論になるのである 5。
【原注】　1.　 哲学者の証言を利用しない理由はなかろう。なぜなら、アレ
クサンデル・セウェルス *は、キケローの「国家について」や「義務につ
いて」をたえず読んでいた 6のだから 7。

〔41〕　そこで、わたしは、この二つの法と国法とを区別する
のに劣らず、二つの法を相互に区別することにも、常に、特
別の注意を払った。そして、もちろん、諸国民の法について
は、あらゆる点から見て真に法であるものと、あの原初的な
法 1と同じように、せいぜい、いくつかの外的効果を生ずる
にすぎないもの 2、たとえば実力でそれ［＝その法］に抵抗
することはもちろん許されないとか、なんらかの利益のため
もしくは重大な被害を避けるために、いかなる場所において
も、公の力によってそれが保護されなければならないという
ようなものとを区別した。このような考察が、多くのことが
らに関していかに必要であるかということは、本書の行論そ
れ自体の中で明らかになるであろう 3。さらに、われわれは、
これに劣らず慎重に、厳格かつ固有の意味の法［＝権利］に
属するといわれ 4、したがってそこから回復の義務が生ずる
ものと、ある行為が正しい理性のなにか他の命令に反すると
いう理由で、それとは別の仕方で行為することが法に属する
といわれる場合とを区分した 5。なお、われわれは、すでに
上のところで、このような法の多様性について、いくつかの
ことを述べておいた 6。
〔42〕　哲学者のなかでは、アリストテレースが第一人者の
地位を占めている。アリストテレースは、その論述の順序か
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ら見ても、あるいは区分の精緻さや論拠の重みの点から考え
ても、その地位にふさわしい。願わくば、この第一人者の地
位が、この数世紀の間に、専制君主の地位に転じてしまわな
かったことを。というのは、いまや、アリストテレースが誠
実に探究しようとした真理が、他ならぬアリストテレースの
名によって抑圧されているからである 1。わたしは、ここでも、
またほかのところでも、昔のキリスト教徒の自由に従ってい
る。かれらは、哲学のいかなる学派にも追随しなかった。そ
れは、かれらが、いかなるものも認識されえないという、こ
の上なく愚かなことを説いた人々 2に同意したからではなく、
いかなる学派もすべての真理を認識したわけではないし、い
かなる学派も真理の中からなんらかのものを認識しなかった
わけではない、と考えたからである。こうして、かれらは、個々
の哲学者および学派の間に散在している真理を拾い集めて一
体とするならば原 1、それこそが、真にキリスト教の教えを伝
えるものにほかならないと判断したのである。
【原注】　1.　この言葉は、ラクタンティウス *「信教提要」第 6巻、第 9章
にある 3。ユスティーヌス *は、「第一護教論」において、「プラトンの教説
がキリストの教えとまったく異なるからではなく、両者が完全には一致し
ないからである。この点では、その他の人々の教え、たとえばストア哲学
者や詩人や歴史家の教えも変わらない。なぜならば、かれらは、いずれも、
生まれながらに備わっている理性によって、理性に合致したものを部分的
に認識し、そのかぎりで正しく語ったからである 4」と述べている。テルトゥ
リアーヌスは、「セネカは、しばしば、われわれのものである［＝われわれ
の側に立っている］」といっている 5。また、テルトゥリアーヌスは、われ
われに忠告して、すべての霊に関する資格証明書は、いかなる人間にもそ
れをもつ資格がなく、ただキリストにのみその資格がある、と説いている 6。
アウグスティーヌスは、書簡 202において、「キケローやその他の哲学者た
ちが推奨する道徳律は、世界中に広がりつつある教会において、教えられ
かつ学ばれている 7」といっている。この点については、もし余裕があれば、
同じアウグスティーヌスが、書簡 56で、プラトン主義者について、かれら
は少し変わればキリスト教徒である、と述べているところを見よ 8。さらに、
「真の宗教について」第 3章 9、「告白」第 7巻第 9章、第 8巻第 2章 10も見
よ 11。

〔43〕　その他のことがらのうち、次のことは、われわれの目
的と無縁ではないので、ついでにいっておこう。いく人かの
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プラトン主義者や、昔のキリスト教徒［の著述家］たちは原 1、
アリストテレースが、徳の本質はまさに情念ならびに行為に
おける中庸にあるとした点に関して 1、アリストテレースか
ら離れているように思われる。しかし、それは、理由のない
ことではない。というのは、ひとたびこの命題が立てられる
と、アリストテレースはそれに引きずられて、気前のよさと
倹約のような、性質の異なる徳を一つに結び合わせ、はった
りと猫かぶりといった、決して同等の対応関係にはないもの
を［一括して］真理に対置し、さらに、快楽および名誉の蔑
視 2、人に対する怒りの欠如といった、実際には悪徳でない
と考えられるものや、それ自体は悪徳でないものに対しても、
悪徳の名を与えているからである 3。  
【原注】　1.　 ラクタンティウスは「信教提要」第 6巻、第 15、16、17章で、
この問題を広範にわたって追求している 4。カッシオドールスは、「情念に
よって動かされるのではなく、情念に呼応して動かされるとき、有益とか
有害とかということになる 5」と述べている 6。

〔44〕　しかし、この［中庸という］基礎が一般的に設定され
ているのは正しくない 1。それは、正義の例から明らかである。
アリストテレースは、正義に対立する過多および過少を、情
念および情念の結果としての行為の中に見出すことができな
かったので、過多と過少の両者を、正義の説明に用いられる
ことがらそのもののうちに求めようとした 2。しかし、第一に、
そのこと自体が、ひとつの類から他の類への飛躍である（ア
リストテレースは、他のことがらにおいては、この点を正し
く批判している）。さらに、自己の分よりも少なく受け取る
ことは、さまざまな事情から自分および自分に依存する者た
ちに対して責任を負っている場合には、たまたま、悪徳とな
ることがありうるが、それが正義に反するなどということは
ありえない 3。このことは明らかである。なぜなら、正義とは、
そもそも他人の物に対する（欲望の）抑制のうちに存するの
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だから 4。この欺瞞と類似しているのは、かれが、情念にも
とづく姦通や怒りによる殺人を、本来の意味の不正に属する
ものとは認めようとしないことである 5。しかしながら、不
正の本質は他人のものの侵奪にほかならず、不正が貪欲から
生ずるか、あるいは情欲や怒りや分別を欠いた同情心から生
ずるか、あるいはまた、最大の侵害行為がそこから発生する
のを常とするような、優越的地位に対する欲望から生ずるか
は、重要なことではない。なぜならば、もっぱら人間社会が
侵害されないことのみを考えて、それへの刺激となるような
ものをすべて蔑視すること、これこそが正義の特質だからで
ある 6。
〔45〕　話をもとに戻そう。たしかに、少なからざる徳の場合
に、情念を抑制するという効果が伴うことは事実である。し
かしこれは、情念を抑制することがあらゆる徳に固有のかつ
恒久的な性質だからではなく、あらゆるところで徳が従って
いる正しい理性が、あるものについては限度を越えないよう
に命じ、あるものについては極限にまで駆り立てるからなの
である原 1。たとえば、われわれが神を崇拝しすぎるというこ
とはありえない。なぜならば、迷信が罪であるのは、神を崇
拝しすぎるからではなく、その反対だからである。また、わ
れわれが、永遠の幸福 bonum aeternumを希求しすぎるとか、
永遠の罰を恐れすぎるとか、罪を憎みすぎるといったことも
ありえない 1。〈それゆえ、ゲッリウス *が、その広がりを制
限するいかなる境界線ももたず、大きくかつ膨張すればする
ほどそれだけ称賛に値するような徳がいくつかある 2、と語っ
たのは正しい。また、ラクタンティウスは、情念について多
くのことを論じた際に、次のように述べている 3。「英知に基
づく理性の目的は、これら［の情念］を抑制することにある
のではなく、」とかれはいう、「その原因を抑制することにあ
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る。なぜならば、情念は外部から動かされるものだからであ
る。また、情念そのものに対して手綱をきつく引きしめる必
要はない。というのは、情念そのものは、最大の犯罪におい
ても微小でありうるし、犯罪をともなわなくても最大であり
うるからである。」〉4われわれは、アリストテレースを大い
に尊重したいと思う。しかし、それは、かれが真理を探求す
るためにその師たちについて自らに許容したのと同じ自由を
われわれももつ、という条件をつけてのことである。
【原注】　1. 　アガーティアス第 5巻、べリサリウスの演説中に 5、「心の動
きのなかで、純粋かつ誠実なもの、義務と一致し選択されるに値するものは、
そのまま完全に受け入れられなければならない。これに対して、悪に向か
い悪に傾く結果となるものは、それがなんらかの役に立つのでない限り、
まったく用いられてはならない。賢明さは、純粋かつ汚れのない善である。
このことは、誰も否定しないであろう。しかし、怒りについては、活気を
もたらすものは賞賛に値するが、限度を越えるものは避けるべきであり、
また、それは損害をもたらす」とある 6。

 
〔46〕　歴史は、われわれの主題にとって二重の効用がある。
なぜなら、歴史は、実例と判断とを提供してくれるからであ
る。実例は、それが属する時代および国民が立派であればあ
るほど、それだけ大きな権威を有する。それゆえ、われわれは、
古代のギリシアおよびローマの実例をその他のものより上位
に置いた。また、判断も軽視されてはならない。とくに、歴
史における多くの判断が一致する場合には。なぜならば、前
述したように 1、自然法はある程度までこれによって証明さ
れるし、諸国民の法は、これ以外の仕方で証明されることが
ないからである 2。
〔47〕　詩人や雄弁家の見解は、それほど重要ではない。われ
われはかれらの意見をしばしば利用した。しかし、それは、
かれらの意見を利用することによって［われわれの論証の］
信頼性を増強するためではなく、かれらの言葉を借りること
によって、われわれの言いたいことになんらかの飾りを付加
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するためである。
〔48〕　われわれは、神から霊感を受けた人々によって書き記
されたか、あるいは承認された書物［＝聖書］の権威を、し
ばしば利用した。そしてその際に、旧約の律法と新約の掟と
を区別した。旧約の律法は自然法そのものであると主張する
人々がいるが 1、この主張は明らかに間違いである。なぜな
らば、旧約の律法の多くは、神の自由な意思に由来するから
である（しかし、神の自由意思は、決して真の自然の法と対
立するものではない）。その限りでいえば、もしわれわれが、
神がときどき人間を介して実現する神の法と人間相互の間の
人の法とを厳密に区別するならば、そこから、［法に関する］
正しい論証を導き出すことができるであろう。したがって、
われわれは、この［旧約の律法は自然法そのものであるとい
う］誤謬と、もうひとつのこれと反対の誤謬、すなわち、新
約の時代以後、旧約に属するものはすべて無用になったとす
る誤謬 2とを、できるだけ避けるようにした。［後者の誤謬に
ついて］われわれは、次の二つの理由からこれに反対する。
そのひとつはすでに述べたとおりである 3。もうひとつの理
由は、新約の本質が、旧約中で命じられた道徳的な徳に属す
ることがらを、そのまま、あるいはそれ以上に命ずる点にあ
るからである 4。われわれの見るところ、昔のキリスト教徒
の著述家たちは、このような仕方で旧約の証言を利用した。
〔49〕　さらに、旧約に属する書の意味内容を理解するために
は、ヘブライの著述家たち原 1、とくに祖国の言語や習俗を知
悉している人々が 1、少なからずわれわれの役に立つであろう。
【原注】　1.　 カッシアーヌス〔正しくはカッシオドールス〕は「聖俗文献
提要」で 2、そのように考えている 3。

 
〔50〕　わたしが新約を利用するのは、他のものからは学びえ
ないこと、すなわちキリスト教徒に許されているのはなにか
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ということを示すためである。しかし、多くの人々が行って
いるのとは反対に、わたしは、そのこと自体［＝新約によっ
て、ある行為がキリスト教徒に許されていること］と自然法
とを区別した。ちなみに、わたしは、あの至聖なる掟において、
たんに自然法が単独でわれわれに要求すること以上に神聖な
ことがわれわれに命じられているのは確実だ、と考えている 1。
また、わたしは、われわれに対して命令というよりもむしろ
勧奨されていることがあれば、それを指摘するのを忘れない
ようにした 2。それは、命令から逸脱することは不正 nefasで
あり罰に値することであるが、最高のものを目指すことは高
尚な意図の現れであり、それに対しては、必ずや、相応の報
酬が与えられるであろうということを、われわれが知るよう
にするためである。
〔51〕　教会会議の決議教令 canonesは 1（それが正しいもの
である限り 2）、神によって発布された一般的な掟が実際に生
ずることがらに適用された事例を収集したものである。これ
もまた、神法の命ずるところを教示しているか、あるいは神
が勧告することを奨励している。そして、これこそが、本当
の意味での、キリスト教会の義務である。言い換えれば、キ
リスト教会の真の義務とは、まさに、神が教会に伝えたもの
を伝えられたとおりの仕方で伝えることにほかならないので
ある。とはいえ、初期のキリスト教徒、すなわちキリスト教
徒という名の基準を十分にみたしていた人々の間で受け入れ
られていた慣習や、かれらによって称賛された慣習もまた 3、
当然に、［教会会議］決議教令と同等の効力をもっている。そ
して、この［決議教令および慣習の］後に、第二の権威が続く。
それは、それぞれの時代に敬虔と学識とによってキリスト教
徒の間で名声を博し、いかなる重大な誤謬も知られていない
人々の権威である 4。これが第二の権威とされるのは、これ
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らの人々があたかも確実なことであるかのように大いに確信
をもって述べていることは、聖書のなかで不明瞭と思われる
箇所を解釈するのに少なからず重要だと考えられなければな
らないからである。この重要性は、一致した見解をとる者の
数が多ければ多いほど、また、最初期の純粋な時代、すなわち、
専制的支配やなんらかの野合が 5原初の真理を汚すことがで
きなかった時代に近づけば近づくほど、それだけいっそう大
きくなる。
〔52〕　この人たちのあとを継いだのはスコラ学者である 1。
かれらは、しばしば、その才能においていかに優れているか
ということを示している。しかし、かれらは、たまたま、す
ぐれた学術 artes bonaeというものを知らない不幸な時代にめ
ぐり合わせた。したがって、［かれらの著作において］称賛
すべき多くのことがらの中に、宥恕されなければならないこ
とがいくつかあるとしても、それは少しも驚くことではない。
しかしながら、倫理上のことがらについてかれらの見解が一
致するとき、かれらが誤りを犯していることは稀である。そ
の理由は、かれらが、他人の言説の中で非難されるべき可能
性がある点を看取することに、きわめて鋭敏だからである。
しかし、相異なる見解を熱心に擁護するときでも 2、かれらは、
その熱心さに関して、称賛に値する節度の範例を提供してい
る。すなわち、かれらは、理由を示してお互いに論争するの
であって、学問の名を汚し始めるところまで広まっている最
近の習慣のように、無能な精神の恥ずべき産物である罵りを
もって論争したりはしないのである。
〔53〕　ローマ法の学識を公言する人々には三つの種類がある。
第一の種類は、その著作が、「学説集」、テオドシウス帝 *およ
びユースティニアーヌス帝 *の「勅法集」、そして「新勅法」
の中に見出される人々である 1。第二の種類に属するのは、イ
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ルネリウス *を継いだ人々、すなわちアックルシウス *、バル
トールス *およびその他多数の、長く法廷を支配した人々で
ある 2。第三の種類に含まれるのは、人文主義の学問と法律
の研究とを結合した人々である 3。わたしは、第一の種類の
人々に重要性を認める。なぜならば、かれらは、しばしば、
自然法に属することを明らかにするための最良の論拠を提供
してくれるし、諸国民の法についても、しばしば、自然法に
対するのに劣らない証拠を提供してくれるからである。しか
しながら、かれらは、他の人々と同じように、この二つの名
称をしばしば混同している。そればかりか、かれらは、たか
だかいくつかの国民の間の法にすぎないもので、合意に基づ
くのではなく、ある国民が他の国民を模倣した結果か、ある
いは偶然に受け入れたにすぎないものを、しばしば、諸国民
の法と呼んでいる。さらにまた、かれらは、しばしば、真に
諸国民の法に属するものをローマ人の法に属するものと区別
せず、両者を混同して論じている。このことは、たとえば、
捕虜および復帰権に関する章から明らかである 4。それゆえ、
われわれは、これらを区別するように努めた。
〔54〕　第二の階層の人々は、神法や古代の歴史をなおざりに
し、諸々の国王や国民の間の争いをすべてローマ法にもとづ
いて、また時にはカノン法を利用して、解決しようとした。
しかし、これらの人々の場合も、その時代の不幸［な状態］が、
しばしば、ローマ法を正しく理解する妨げとなった。もっと
も、かれらは、それ以外の点では、衡平および善の性質を探
り出すのに十分な巧みさを備えていた。その結果、かれらは、
しばしば、法を定立する法創定者としては最良であるが、同
時に、制定された法の解釈者としては劣悪である、というこ
とになった 1。しかし、かれらが、われわれの時代の諸国民
の法を形成している慣習について証言している場合には、そ
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の証言は大いに傾聴されなければならない。
〔55〕　第三の順位の教師たちは、ローマ法の領域内に閉じこ
もり、あの〔諸国民に〕共通の法にはまったく足を踏み入れ
ていないか、あるいは、ごくわずかにしか踏み入れていない。
したがって、かれらは、われわれの主題に対してほとんど役
に立たない。しかし、二人のスペイン人、コヴァルビアス *
とヴァスケス *は、スコラ学の精緻さとローマ法およびカノ
ン法に関する知識とを結び合わせて、諸々の国民ならびに国
王の間の紛争（について論ずること）も回避しなかった。ヴァ
スケスは大いに自由に論じ、コヴァルビアスは比較的控えめ
に論じている 1。しかし、この二人の判断にある種の正確さ
が欠けているというわけではない。ローマ法およびカノン法
の研究に、さらに歴史を導入しようと試みたのは、フランス
人の学者である。かれらの中では、ボダン *とオトマン *が
名声を得ている。ボダンの名声は一連のまとまった著作によ
るものであり、オトマンの名声は散発的な個別の設問による
ものである 2。かれらが提示する結論とその論拠は、しばしば、
われわれに、真理を探究するための材料を提供してくれるで
あろう。
〔56〕　この仕事全体を通してわたしがもっとも力を入れて
心がけたのは、次の三点である。すなわち、［概念や議論を］
確定する場合に、その根拠をできるかぎり明瞭に示すこと、
論述の対象を一定の順序にしたがって整理すること、そして、
相互に等しいように見えるが実際には等しくないものを明確
に区別すること、である。
〔57〕　わたしは、たとえば、なにをすれば利益になるかとい
うことを教えるような、別の主題に属することについては、
論述を差し控えた。なぜならば、そうしたことについては、
政治学という、それに特有の学問があるからである 1。アリ
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ストテレースは、これを正しい仕方で、すなわち、これを単
独でかつ異質なものはなにも混入せずに論じている 2。これ
に対して、ボダンは反対のことを行っている。すなわち、か
れの場合には、この学問と法に関するわれわれの学問とが混
同されているのである。ただし、わたしも、いくつかの箇所で、
有用であることに言及した 3。しかし、それは、いわば傍論
としてであり、また、有用であることと正義の問題とをいっ
そう明白に区別するためである。
〔58〕　もし、誰かある人が、わたしの考察したことは、現代
のなんらかの紛争、すなわち、すでに発生しているか、ある
いはこれから発生するであろうと予測される紛争に関するも
のだと考えるならば、かれは、わたしに対して不正を働くこ
とになろう。なぜなら、本当のことを告白すると、わたしは、
ちょうど数学者が物体から隔たった図形を考察するのと同じ
ように、法について論ずるとき、わたしの関心をあらゆる個
別の事実から遠ざけたからである。
〔59〕　叙述の仕方に関して、わたしは、読者の利益に配慮し、
論ずべき多くのことがらにさらに多くの言葉を付け加えるこ
とによって、読者に不快な思いをさせないようにした。した
がって、わたしは、できるかぎり簡潔で、かつ教えるのにも
適した話し方をするように心がけた。こうすれば、公務にた
ずさわる人々が、一目見ただけで、通常発生する紛争の種類
と、その解決を可能にするもろもろの原則とを把握すること
ができるであろう。また、これらのことが認識されれば、か
れらの課題に適した議論が容易となり、好きなだけそれを拡
張することもできるであろう。
〔60〕　わたしは、ときどき、古代の著者の言葉をそのまま引
用した。それは、その言葉が権威をもって、あるいは特別の
美しさをもって語られていると思われた場合である。ときに
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は、ギリシア人の著者についてもそうした。ただし、それは、
主として、文章が簡潔であったとき、あるいはわたしがラテ
ン語でその優美さを表現することができるとは思えなかった
場合である。しかし、どの場合でも、わたしは、ギリシア語
を学ばなかった人々の便宜のために、ラテン語［訳］を添え
ておいた。
〔61〕　わたしは、他の人の見解や著作を判断するとき、自由
な姿勢でのぞんだ。この著作を手にするすべての人々が、こ
れと同じ自由な姿勢をわたしに対してもとるように、切にお
願いする。わたしが誤謬を犯していると忠告してくれる人が
あれば、わたしはただちにその忠告に従うであろう。最後に、
もう一つお願いしたいことがある。それは、もし、わたしが、
なんらかの、敬神に悖ることや、善良な慣習に反することや、
聖書と矛盾することや、キリスト教会の一致した意見と異な
ることや、ある真理に反することを述べているとしたら、そ
れはいわれなかったことにしてもらいたい、ということであ
る。

　　【訳注】
［1］
1-1.　グローティウスは、ius civileと ius gentiumをローマ法学で用いられるの
とは異なる意味で使用している。したがって、この邦訳では、ローマ法学におい
て定着している「市民法」、「万民法」という訳語は避けた。グローティウスのい
う ius civileは、ある国民 populus; gensないし国家 civitasの法である。また、ius 
gentiumは慣習に基づいて諸国民の間で行われる法を指し、ローマ法源の一種で
ある万民法とは異なる。
1-2.　〈〉印括弧内の文は 1631年版で加えられた。

［2］
2-1.　キケロー「バルブス弁護論」第 6章［15］。ただし、グローティウスは、
ここで、キケローの文章を微妙に変えている。キケローの文章は、「諸国民、国
王たち、異国の諸民族との間の条約、協定、取り決め、また戦争と平和の法全体
に関して、かれ［＝グナエウス・ポムペイウス］には卓越した能力と傑出した
知識がある」（宮城徳也訳「バルブス弁護」、「キケロー選集 2」所収、岩波書店、
2000年、203頁）というものであるが、グローティウスは、キケローの文章の
praestabilem 〈eius〉esse scientiamを praestabilem hanc dixit scientiamと書き変える
ことによって、キケロー自身が、一般的に、「諸国民、諸国王、諸外国間の同盟
条約や協定や協約に関する知識、約言すれば戦争と平和の法全体に関する知識は
卓越した知識である」といったことにしている。
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2-2.　エウリピデース「へレネー」ver. 922-923。へレネーはここでテオノエに
向かって語っているが、彼女が本当に批判したかったのは、テオノエではなく、
その兄のテオクリュメネスである。この二人はプローテウスの解放自由人であっ
た。岩波版「ギリシア悲劇全集」では、次のように翻訳されている。「父君の正
しさを捨てて、正しくない兄君を喜ばせるなら、それは恥ずべきこと、神々の考
えは今のこと先のことすべて知っているあなたが、何が正しいかは知らない、と
いうのでは」（細井敦子訳「ヘレネー」、「ギリシア悲劇全集 8」所収、岩波書店、
1990年、57頁）。
［3］
3-1.　 実体を欠いた、言葉の上でだけ存在するものの意。このような表現の例
として，グロノヴィウス *は、スエトニウス *「ローマ皇帝伝」ユリウス・カエ
サル 77の「国家とは無である。つまり名称だけであり、実体を欠いている」と
いうカエサルの言葉をあげている。ちなみに、国原吉之助は、これを「共和国は
白日夢だ。実態も外観もない。ただ名称のみ」と翻訳している（国原吉之助訳「ロー
マ皇帝伝」上、岩波文庫、1986年、79頁）。
3-2.　 タキトゥス *「年代記」第 15巻 1に、「大きな領土を維持するには、消
極的な方法ではだめである。兵力と武器を行使して戦いを試みるべきだ。最高の
地位がかけられているとき、力は正義である」（国原吉之助訳「年代記・下」、岩
波文庫、1981年、234頁）と記されている。これは、アルメニア戦役において異
国出身のティグラネスによってアルメニア王位から放逐されたティリダテスが
語った言葉である。グロノヴィウスは、これとの関連で、「より強い者にとって
有益なものが法である」という文章をあげ、その出典をキケロー「国家について」
第 3巻としている。しかし、この文章は、アウグスティーヌス「神の国」第 19
巻第 21章中に存在する。「心得違いをした人びとによってよく主張されるような、
強い力を持つ者にとって有益であるものが法であるという、法についての誤った
観念である」（服部英治郎訳「神の国（五）」、岩波文庫、1991年、87頁。訳文を
一部変更）。そして、訳者服部は、この「法についての誤った観念」の例として、
プラトン「国家」第 1巻 12の、「正義とは強者の利益である」とするトラシュマ
コス *の論をあげている。
3-3.　 アウグスティーヌス「神の国」第 2巻第 21章に紹介されている、キケロー

「国家について」（第 3巻。ただし、この部分のキケローの原文は現存しない）の
一節。「このように語ってから、スキピオはいくらか立ち入って、詳細に、どれ
ほど正義は国家に役立つものか、また、正義がなくなればどれほど国家に害にな
るかを説明したとき、その議論に加わっていた一人であるフィルスはそれをうけ
ついで、国家は不正なしには治められないことは一般にいわれているのであるか
ら、この問題をもっと詳細に論じ、正義についてくわしく語ることを要求した」（服
部英治郎訳「神の国（一）」、岩波文庫、1982年、129~130頁）。ちなみに、グロ
ノヴィウスは「神の国」第 19巻第 21章の「国家は不正によらずしては存続しえず、
また統治もされえない」nisi per iniustitiam rem publicam stare aut geri non posse.を
あげているが、これはアウグスティーヌスがスキピオ［＝キケロー］らの議論を
要約した文章であり、グローティウスの用語との適合性という点から見ても、適
切な例とはいいがたい。
3-4.　その例として、グロノヴィウスは、アレクサンドロス *がダリウスの使
者に語った言葉、「さあ、帰って、ダレイオスに告げるがよい。貴王が失ったも
のも、今なおもっているものも、戦争の報酬である。次の日の運命が割り当てた
ものを各自が受け取り、それが両国の境界となるであろう」（谷栄一郎、上村健
二訳・クールティウス「アレクサンドロス大王伝」、京都大学出版会、2003年、
109頁）をあげている。
3-5.　エンニウス「年代記」第 8巻「ハンニバル戦争について」の一節。ちなみに、
この断片の Pellitur以下はゲッリウス「アッティカの夜」第 20巻 10に収められ
ており、グローティウスはこれを利用した。現在知られている断片（「アッティ
カの夜」に収録されたものよりも 2行多い）の全文とその試訳を記しておく。

おぞましい不和の女神が、鉄の
武具さらには戦争の門を開放し
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た後、知恵が中央から退き、暴
力によってことが行われる。正
しい弁論家が退けられ、粗暴な
兵士が愛される。洗練された言
葉によって争うことはほとんど
なく、悪しき言葉を交えて、お
互いの間に敵意を増長させる。

訴訟を提起するのではなく、鉄の武器によって財産を取り戻し、さらに、
王国を要求して、強固な武力をもって突進する。

3-6.　ホラーティウスの文章は次の通りである（「詩論」ver. 119-122）。「もしも、
あなたが評判の高いアキレスをふたたび登場させるのなら、［かれを、］行動的で
激しやすく、情け容赦のない荒武者、己れの従うべき掟はないと宣言し、なにご
とであれ剣に訴えて要求する者［として描きなさい］」（岡道男訳「ホラーティウス・
詩論」、岩波文庫、1997年、237頁。ただし、引用に際して訳語を若干変更した）。
したがって、ホラーティウスは、アキレスを描写するときにはこうしなさいといっ
ているのであって、アキレスが、実際に、このように狂暴だったといっているわ
けではない。
3-7.　ルカーヌス *は、カエサルがルビコン川を渡ったときにこの言葉を発し
たと伝えている。「カエサルが、渦巻く水を乗り越えて対岸に到達し、禁じられ
た地イタリアの野にしっかり立ったとき、『ここに』、とかれはいった。『わたしは、
ここに、平和と汚された法とを捨て去る。運命の女神よ、わたしはあなたに従う。
もろもろの盟約は直ちにここから遠ざかれ。われわれは、かつて、これらの盟約
を十分に信頼した。しかし、いまや、戦争が裁判官として用いられなければなら
ない』」（「ファルサリア」第 1巻 225）。
3-8.　プルータルコス「アレクサンドロス大王の運命または英雄的行為」（モラー
リア 24）9。グローティウスのいう「ある人物」とは「一人のソフィスト」のこ
とである。
3-9.　マリウスの言葉は、プルータルコス「対比列伝」マリウス 28、同「王お
よび将軍の金言集」（モラーリア 15）マリウスにある。この言葉は、マリウスが
キンブリア戦争で抜群の働きをした 1000人余のカメリア人にローマ市民権を与
えようとしたとき、それはローマの法律に反すると反対されたのに対して、マリ
ウスが答えた言葉である。
3-10.   「老王アンティゴノスは」以下〈〉印括弧内の文は 1631年版から付加さ
れた。
3-11.　グロノヴィウスは、「ポムペイウスが、集会に出るたびに、また重大な
ことを実行するときに赤面したこと」（セネカ「道徳書簡集」11:4）を指すとし、
関連文献をいくつかあげて説明している。セネカ「道徳書簡集」11:4には、「ポ
ムペイウスの顔ほど内面を敏感に示すものはなかった。彼は大勢の前では赤面し
なかったことがなかった。とりわけ集会のときはそうだった」とある（高橋宏幸
訳「道徳書簡集 I」、「セネカ哲学全集 5」、岩波書店、2005年、37頁）。また、小
プリーニウス *は、ポムペイウスの控えめな顔について語り（「書簡集」7:12お
よび 37:2）、サルスティウス *は、ポムペイウスを、「顔は控えめであるが、心は
向こうみずである」と評している（スエトニウス「著名文法家列伝」15）。
3-12.  トゥキュディデース「戦史」第 6巻 85に、次のようなエウフェムスの演
説の一節が記録されている。「僣主の座にある人間にとって、あるいは帝国を支
配する国家にとって、道理は利益の代わりではなく、血縁は信頼の証拠ではない」
（城江良知訳「歴史 2」、京都大学学術出版会、2003年、186/187頁）。ちなみに、
久保正彰はこの箇所を「独裁の座にある人間、あるいは支配権を牛耳る一国にとっ
て、利得はすべての論理に優先し、また信頼に値せぬ者を身内に近づけぬことを
則とする」と訳出している（久保正彰訳「戦史・下」岩波文庫、1967年、113頁）。
3-13.  トゥキュディデース「戦史」第 5巻 89。メロスはスパルタの植民市であっ
たため、ペロポネソス戦争初期には中立を保っていた。そこにアテナイ軍が侵入
してきて、アテナイとの同盟を強要した。メロスはこの要求に対処するために民
会を開催することとしたが、アテナイの使節に、民会に先立って、少数の有力市
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民の前でアテナイとの同盟の必要性を説明するように求めた。このときのアテナ
イの使節の演説の一節がこの文章である。西洋古典叢書版では次のように翻訳さ
れている。「正義は力の等しい者の間でこそ裁きができるのであって、強者は自
らの力を行使し、弱者はそれに譲る、それが人の世の習いというものだ」（城江
良知訳「歴史 2」、前掲、75頁）。
3-14.　原注 1は 1642年版から付加された。   
3-15.　プルータルコスは、「王および将軍の金言集」リューサンドロス 6で、
アルゴス市民（ペロポネソス戦争で中立を維持した）の間で、アテナイにつくべ
きかスパルタにつくべきかを巡って意見の対立があることを聞いたリューサンド
ロスが、剣を抜き、「これを支配する者が、国境に関する紛争を最もよく解決す
ることができるのだ」と語った、と伝えている。
3-16.　プルータルコス「対比列伝」カエサル 35。内乱の際に、ギリシアに移
動したボムペイウスを撃つために艦隊の整備を急いだカエサルが国庫の金を引き
出そうとしたのに対して、護民官メテルスはいろいろな法律を持ち出してそれを
阻止しようとした。長谷川博隆訳によれば、そのときカエサルは、「武器と法律
とは使う場合が同じではないと主張した」（長谷川博隆訳「カエサル」、村川堅太
郎編「プルータルコス」世界古典文学全集 23所収、筑摩書房、1966年、435頁；
ちくま学芸文庫版「プルタルコス英雄伝」下、1996年、223頁）。ただし、「武器
と法律とは使う場合が同じではない」という言葉は、プルータルコスが、その後
に紹介されているカエサルの言葉を要約した言葉であって、カエサルの言葉その
ものではない。
3-17.　セネカ「恩恵について」 第 4巻 37。ここで、セネカは、次のような話を
紹介している。マケドニア国王フィリッポス *の部下に、勇敢ではあるが貪欲な
兵士がいた。あるとき、その兵士が、フィリッポスに、ある人の所有地を譲って
欲しいと懇願し、フィリッポスはその願いを聞き入れた。これについて、セネカ
は、王者はときに、とりわけ戦争では、目を閉ざしたまま多くの贈り物を与える
と指摘して、そのとき、フィリッポスが心中で「公正な人間も、一人では多くの
強欲な兵士に対抗できない。立派な人間であると同時に立派な将軍であることは、
誰にもできはしないのだ」とつぶやいた、と伝えている（小川正廣訳「恩恵につ
いて」、「セネカ哲学全集 2」倫理論集 II所収、岩波書店、2006年、339頁）。
3-18.　原注 2は 1642年版から付加された。
3-19.　プルータルコス「対比列伝」ポムペイウス 10。ここで、プルータルコスは、
次のような話を伝えている。反スッラ派の討伐を命じられてシチリアに進軍した
ポムペイウスは、将軍ペルペルナから引き渡されたシチリアの多数の都市に対し
て恵み深く接したが、メッセナの町にいたマメルティーニ人に対してだけは容赦
しなかった。それは、かれらが、ポムペイウスが司法権を行使することはローマ
人の古い法によって禁止されていると主張して、ポムペイウスの司法権の行使を
認めようとしなかったからである。これに対して、ボムペイウスは、「剣を帯び
ている予に向かって法律を読み聞かせることなど、やめるがよい」と叱った（吉
村忠典訳「ポムペイウス」、川堅太郎編「プルータルコス」世界古典文学全集 23
所収、筑摩書房、1966年、375頁；ちくま学芸文庫版「プルタルコス英雄伝」下、
1996年、74頁）。
3-20.　クールティウスは、「アレクサンドロス大王伝」第 9巻、第 4章 5-7で、
インダス川まで到達したアレクサンドロスの軍隊がある都市を包囲したとき、「も
う一つ都市を攻略しようと試みたが、守備兵の強い抵抗に遭って撃退され、多数
のマケドニア兵を失った。ところが、あくまで包囲を続けていたとき、住民が身
の安全に絶望して建物に火を放ち、妻子もろとも炎に身を投じた。住民は自ら火
を煽り、敵はそれを消そうとするという、過去に例のない戦いであった。これほ
どまでに戦争は自然の法則をも逆転させるのである」と記している（谷栄一郎、
上村健二訳「アレクサンドロス大王伝」、前掲、392頁）。
3-21.　原注 3は 1642年版から付加された。

［4］
4-1.　テルトゥリアーヌス「ユダヤ教徒駁論」第 9章（底本では第 7章と注記
されている）。テルトゥリアーヌスの文章は次の通りである。「『拡大し栄えよ、
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前進し治めよ。』そして、［ダヴィデは］こうつけ加えた。『汝の平安と正義のた
めに』［詩編 45, ver. 4-5］。しかし、誰が、一方で剣を振り回して働きながら、他
方で、すなわち、残念ながら、戦いという仕事につきものの策略や凶暴や不正を、
平安と正義に反しないように行おうとするであろうか。」
4-2.　「不正は戦いにつきもの」propria negotia praeliorumという言葉は、1625、
1631、1632年版では「不正は戦争につきもの」propria bellorum negotiaとなって
いた。本文のように訂正されたのは、1642年版からである。底本のテクストは
変更後のものを採用している。なお、テルトゥリアーヌスの言葉は、現代の普及
版では、proeliorumである。
4-3.　テレンティウス *「宦官」第一幕、第一場 ver. 60-62。この言葉は、遊女
タイスに夢中になったファエドリアに対して、かれの奴隷パルメノが語った言葉
である。西洋古典叢書版（谷栄一郎訳「宦官」、「ローマ喜劇集 5」テレンティウ
ス、京都大学出版会、2002年、246頁）では、次のように翻訳されている。「恋
にはあらゆる災いが詰まっています。侮辱、疑惑、喧嘩、休戦、戦争、また平和。
こんな不確かなものを理性で確かなものにしようたって、それは理性的に発狂
しようと努めるようなもので、得られるものはなにもありません」（ver. 58-63）。
ちなみに、「古代ローマ喜劇全集 5」（鈴木一郎訳「宦官」東京大学出版会、1979
年、207頁）では、「こういうもやもやしたした事に、きっぱり理屈をつけようと、
するなあまるで思慮深く、気狂いになるみてえだよ」と翻訳されている。
［5］
5-1.　グロノヴィウスは、この「正義に対する攻撃」は、大カトー *の時代に、
カルネアデースがアテナイ市民の代表者としてローマに派遣され（前 155年）、
ローマで行ったものであり、グローティウスは、本文中のカルネアデースの議論
を、ラクタンティウス「信教提要」第 5巻、第 14章および第 17章から引用した
と説明し、さらに、ラクタンティウスの記述は、キケロー「国家について」第 3
巻 12章の叙述に基づいている、と注記している（ただし、この部分のキケロー
の原文は現存しない）。正確にいえば、「信教提要」第 5巻、第 14章［版によっ
ては第 15章］は、その前の「カルネアデースは、かれのアカデメイアの最高の
地位に到達した人であったし、雄弁の力を、真実のためにも虚偽のためにも、同
じように用いることができたからである」という文章の出典であり、第 17章［版
によっては第 16章］は、「すなわち」以下のカルネアデースの論証の出典である。
第 5巻、第 14章には、次のような文章がある。「カルネアデースはアカデメイア
派の哲学者で、かれ自身の作品については何も知らない者でも、キケローやルキ
リウス *が賞讃しているところから、討論においてかれがいかに力強かったか、
いかに弁舌さわやかであったか、舌鋒が鋭かったかを知ることができるであろう。
……中略……かれが、アテナイの人々によってローマに使節として派遣されたと
き、かれは、ガルバ *や戸口総監カトーといった、当時の偉大な弁論家を聞き手
として、正義について雄弁に論じた。ところが、この同じ人物が、次の日には、
反対の議論によって前日の議論を覆し、前の日にかれが賞讃した正義を取り除い
た。」
5-2.　「すなわち」以下、本節末尾までの本文は、ラクタンティウス「信教提要」
第 5巻、第 17章［または第 16章］の文章をそのまま引用したものである。この
中に有名な「カルネアデースの板」の話も出てくるので、ラクタンティウスが紹
介しているカルネアーデスの議論全体を訳出しておく。「カルネアデースの議論
の要旨は次の通りである。『人は自分たちの利益のために、自分たちに対して法
を定めた。すなわち、法は習俗に応じてさまざまであり、同じ人々のもとでも、
時代に応じてしばしば変化させられている。他方、自然法というものは存在しな
い。人間やその他の動物も、すべてのものは、自然に導かれて自己の利益へと駆
り立てられる。それ故に、正義などというものは存在しないか、または、なにか
そういうものがあるとすれば、それは愚昧のきわみである。なぜならば、他人の
利便を図ることは、自分を害するからである。』そして、かれは、この議論をさ
らに進めてこういった。『支配の下で繁栄しているすべての国民は、全世界を支
配しているローマ国民もまさしくそうなのだが、もし正しい国民でありたいと
欲するならば、すなわち、他人のものを返還して、［自分たちの］家に戻らなけ
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ればならず、窮乏と悲惨に身を投じなければならない。』そして、次に、かれは、
すべてのものに共通のことがらを省略して、［人間ないし国民に］特有のことが
らへと話題を進めた。『善良な人が』と、かれはいう、『逃亡奴隷または不健康で
病気に汚染された家をもっており、かれだけがその欠陥を知っているとしよう。
そして、かれは、その欠陥の故に、それを売りに出した。かれは、逃亡奴隷また
は病気に汚染された家を売りに出していることを、買い手に秘密にしておくであ
ろうか。もし、それを告白するとすれば、たしかに、かれは善い人である。なぜ
ならば、かれは人を騙さないから。しかしながら、かれは愚か者だと判定される
であろう。なぜならば、かれはそれを安い値段で売るか、あるいはまったく売ら
ないことになるからである。もし、かれがその欠陥を秘密にしておくならば、た
しかに、かれは賢い人であろう。なぜならば、かれは、自分の利益を図っている
からである。しかし、同じかれは悪人であろう。なぜならば、かれは人を欺くの
だから。さらに、もし、かれが、誰かある者が、本当は金であるのに、真鍮だと思っ
て売ろうとしているとか、あるいは、本当は銀であるのに、鉛だと思って売ろう
としているのを知ったとき、かれは、それを安い値段で買うために、黙っている
であろうか、それとも、高い値段で買うために、［本当のことを］知らせるであ
ろうか。高い値段で買う方を選択するのは、あきらかに、愚かなことだと考えら
れる。』これによって、かれは、正しくかつ善良とされる者が実は愚か者であり、
賢いとされる者が実は悪人であることを理解してもらいたかったのである。しか
し、人が貧しさに満足している場合には、そのようなことが、破滅を招くことな
く行われうる。そこで、かれは、もっと大きな問題へと話題を移した。それは、
生命の危険をともなうことなしには何人も正しい人ではありえない、という問題
である。すなわち、かれは、こういったのである。『人を殺さないことや、他人
のものをまったく奪わないことは、たしかに、正義である。それでは、もし、た
またま舟が難破して、かれよりも弱い人々の中の誰かが一枚の板につかまってい
たとすると、この場合に、正しい人は、どうするであろうか。かれは、その人を
板から突き落として、自分がその板にのぼり、それに支えられて脱出するのでは
なかろうか。とくに、海の真中で、証人が一人もいない場合には。もし、かれが
賢い人なら、そうするであろう。なぜなら、そうしなければ、かれは、死ななけ
ればならないからである。けれども、もし、かれが、他人に手を下すよりも自分
が死ぬ方を選択するならば、かれは本当に正しい人である。しかし、他人の命を
惜しんで自分の命を惜しまない者は愚か者である。同じく、もし、自分たちの部
隊が破れ、敵が追跡を開始したときに、正しい人が、負傷して馬に乗っている者
にたまたま出会ったとき、かれは、自分が殺されるためにその者を見逃すであろ
うか。それとも、自分が敵から逃れるために、その者を馬から引きずり下ろすで
あろうか。もしそうするならば、かれは賢い人である。しかし、かれは、それに
もかかわらず悪人である。もしそうしないならば、かれは、正しい人である。し
かし、同人が愚か者であることは必定である。』こうして、かれは、正義を二つ
の部分に分割し、その一方を市民［国民］的正義 iustitia civilisと呼び、他方を自
然的正義 iustitia naturalisと呼んだ。そして、その両方を覆した。市民［国民］的
正義はたしかに賢明である。しかし、それは正義ではない。一方、自然的正義は
たしかに正義である。しかし、それは賢明ではない。こういったことが、明確か
つ有毒な仕方で論証された。したがって、マルクス・トゥッリウス［・キケロー］
も、それを反駁することができなかった。」
5-3.　「利益に基づいて」utilitateは、1625年版では、ラクタンティウスの文章
と同じく「利益のために」 pro utilitateと表記されていた。本文の表記になったのは、
1631年版からである。1631年版の誤植が踏襲されたということも考えられる。
［6］
6-1.　ホラーティウス「風刺詩集」第 1巻、第 3歌「この欠点は誰にでもある」

Omnibus hoc vitium est, ver. 113。筑摩版「世界文学大系」（.鈴木一郎訳「風刺詩集」、
世界文学大系 67、「ローマ文学集」、筑摩書房、1966年）では、表題が「あばた
もえくぼ」と訳され、113行目は、「世界の歴史や記録などをよくよく調べてみ
るならば、正義などという観念は、不正不義への恐れから出ていることを知るだ
ろう。善を悪から区別したり、避くべきものと求むべきものとをわけたりするよ
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うに、正と不正の判定は、自然にできることではない」（149頁）と訳されている。
6-2.　グロノヴィウスは、オイケイオーシスを、家族 familia、家族的結合

domesticatio, familiaritas domesticaと言い直している。また、バルベイラックは、
オイケイオーシスという言葉の使用例として、グローティウスがあげているク
リュソストモスの文章の他に、ポリュフュリオス「肉食しないことについて」第
1巻 7「おそらく、人間と人間との間には、たしかに、なんらかの自然的な親近
性ないし連帯性（オイケイオーセオース ）が存在する」や、マルクス・
アントニーヌス「自省録」第 9巻 1「あらゆる存在は今までに存在したものと密
接なつながりを（オイケイオース ）もっている」（神谷美恵子訳「自省録」
改版、岩波文庫、2007年、166頁）、その他いくつかの文章をあげ、これらはすべて、
アリストテレース「ニコマコス倫理学」第 8巻、第 1章の「たとえば、旅におい
ても、人間どうしであればだれでも互いに身内のようにどんなに親しくするかを
（オース・オイケイオン ）、われわれは目にすることができるであろう」
（朴一功訳「ニコマコス倫理学」、京都大学学術出版会、2002年、355頁：原文 
）と
いう文章に依拠したものと思われる、と注記している。オース・オイケイオンは、
岩波版「アリストテレス全集」では、「どれほどお互いに身内の親しい者である
かを」と翻訳されている（加藤信朗訳「ニコマコス倫理学」、岩波書店、1973年、
251頁）。
6-3.　〈〉印括弧内の文は、1631年版から付加された。
6-4.　クリュソストモスは、「ローマの信徒への手紙に関する 32の説教」（底本
の注では「31の説教」）、説教 5で、次のように述べている。「キリスト自身も、
これ［自然ないし本性に反すること］が悪徳の原因であることを明言してこう
いっている。『不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える』（マタイによる福音
書、24:12）。これと同じように、パウロも、ここ［ローマの信徒への手紙、第 1
章、第 31節］で、かれらを「約束を破る者、無情な者、無慈悲な者」と呼んで、
かれらは自然の賜物をさえ裏切る者であることを示しているのである。なぜな
ら、われわれは、その本性上、相互に、一種の家族的親近感［オイケイオーシン］、
すなわち野獣たちでさえ［同類に対して］お互いにもっているような親近感を抱
いているからである。『すべての生き物［野獣］は、その同類を愛し、人間もす
べて、自分に近い者［隣人］を愛する』（集会の書、13:15）。しかし、人間はそ
の他の生き物以上に獰猛になった。パウロは、これらの証言によって、悪しき教
えがこの世にもたらした秩序の乱れを、われわれに明らかにしているのである。」
6-5.　「『エフェソスの信徒への手紙』第 1章に関する説教」、説教 2の「第 1章
14」に関する部分（底本の注は、説教 1の「第 1章 16」に関する部分としてい
る）で、クリュソストモスは、次のように述べている。「それでは、罪は暴力と
抑圧の結果なのか、それとも不注意や大いなる怠慢の結果なのか、という問題を
検討してみることにしよう。律法では『人を殺してはならない』と命じられてい
る。ここに、どのような力、どのような暴力があるのだろうか。たしかに、人を
殺すように自らを強制するためには、暴力を使用しなければならない。なぜなら、
だれが好んで隣人ののどに刃を突き入れ、その手を血で汚すであろうか、そんな
人間はいないからである。したがって、おまえたちは、これと反対に、罪は暴力
と抑圧にかかわることがらであるという方が正しい、ということがわかるであろ
う。なぜならば、神は、われわれがお互いに愛し合わなければならないようにす
る魔力を、われわれの本性に植え付けたからである。『すべてのいきもの［野獣］
は、その同類を愛し、人間もすべて、自分に近い者［隣人］を愛する』［集会の書、
13:15］。だから、おまえたちは、われわれが、徳へと向かう種子を自然から受け
取っていることを知るであろう。反対に、悪徳の種子は自然に反するのではない
か。もし、後者が前者を凌駕するならば、それは、われわれがひどく怠慢である
ことの証拠に他ならない。」
6-6.　「自省録」第 5巻 16。この引用文の後半は意味が取りにくい。「自省録」
第 5巻 16では、引用文の前に、「それぞれのものは、それぞれがそのために作ら
れているものへと向かって引かれる。そしてそれぞれのものがそこへ向かって引
かれるものの内に、それぞれのものの目的がある。そして目的がある所に利益と
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善もまたあるのだ。したがって、理性的な生きものにとっての善は社会的連帯で
ある」という文が置かれ、引用文の後に、「ところで、魂のないものよりは魂を
もつものが、そして単に魂をもつものよりは理性的なものがすぐれているのであ
る」という文章が置かれている（水地宗明訳「自省録」、京都大学学術出版会、
1998年、90、92頁）。さらに、第 6巻 14で、マルクス・アウレリウスは、「大衆
が嘆賞する事物の大多数は、最も一般的な項目に帰着せしめると、持力［ヘクシ
ス］あるいは［植物的］自然によって保持されるもの、例えば石、木材、イチジ
クの木、ぶどうの木、オリーブの木である。また、もうすこしましな人々によっ
て嘆賞されるものは、魂によって保持されるものに帰着する。例えば、羊の群れ
や馬牛の群れである。また、さらにいっそう洗練された人々によって嘆賞される
ものは、理性的な魂によって保持されるものに帰着する。ただし理性的であるか
ぎりでの理性的な魂ではなくて、技芸に優れているとか、その他なんらかの学術
に熟達しているかぎりでのそれである。あるいは、平たく言うならば、多数の奴
隷を所有していることである。しかし理性的で国家的な魂そのものを尊重する人
は、もはや他のいかなるものにも心を惹かれないで、自己の魂が理性的で社会的
な性格をもっていることを、そしてそのように活動していることを、何にもまし
て大切に守り抜くのである。そしてこの目的のために同類者と協働するのである」
と述べている（同訳書、108, 109頁）。
6-7.　原注 1は、1642年版から付加された。

［7］
7-1.　グロノヴィウスは、「外部的に認識できるなんらかの原理」を、神や神の
侍女としての自然によってということ、と注記し、バルベイラックは、これは神
自身のことを指す、このことは「キリスト教の真理」の記述から明らかだとして
いる。ちなみに、グローティウスは、「キリスト教の真理」第 1巻、第 7章で、
次のように述べている。「［獣たちは］つねに同じように行動し、いっそう困難と
はいえないことでも、けっして別のことはしない。このことから明らかなように、
獣たちには発見する力や判断し決定する力が備わっていないのである。それ故、
そのような行動は、必然的に、獣たちの行動を規律し、その効果を獣たちに刻み
込む、外在的な原因 ratio extrinsecaから発することになる。そして、この原因こ
そまさに、神と呼ばれるもの以外のなにものでもないのである。」
7-2.　プルータルコスは、4人の男子の後に生まれた待望の女子に、母親の名
を取ってティモクセナ Timoxenaと名付けた。しかし、ティモクセナは 2歳で夭
逝した。その衝撃と悲しみを慰めるために、故郷カイロネイアにいる妻に書き送っ
た「妻を慰める手紙」（モラーリア 48）［2］の中に、次のような一節がある。「あ
の娘は、生まれつき驚くほどやさしく穏和だった。愛情に応えて喜びを表し、わ
たしたちを楽しませると同時に人間愛をも垣間見せてくれた。というのは、あの
娘は乳母に対して、他の赤ん坊にも乳を与えて世話するように勧めただけでなく、
お気に入りの道具や玩具にまでそうするように勧めたのだ。それは、まるで、人
間愛によってみんなを自分の食卓に招き、自分がもっているすばらしいものを分
け与え、それを一緒に喜びあうことを自分の何よりの喜びとしているようだった」
（田中龍山訳「妻を慰める手紙」、「モラーリア 7」所収、京都大学出版会、2008年、
323頁）。
7-3.　グロノヴィウスは、「これは野獣にはないことである。野獣がある一つの
ことにおいて同一の行動をとることがあるのは、自然の衝動がそれに駆り立てた
り、あるいは嫌悪感がそれから遠ざけるからである」とした上で、キケロー「善
と悪の究極について」第 2巻 14（45）の次の言葉をあげている。「理性［＝知性］は、
ものごとの原因や結果を見抜き、類似点を抽出し、分離しているものを結合さ
せ、現在と未来とを連結し、連続した生の全体像を思い描くことができます」永
田康昭・兼利琢也・岩崎務訳「善と悪の究極について」（「キケロー選集 10」所収、
岩波書店、2000年、99頁）。
7-4.　グロノヴィウスは、この箇所に続くべきものとして、キケロー「法律に
ついて」第 1巻 9［27］の次の言葉を加えている。「人間は、声の統御や言語の
能力をもつ。これは人間の交わりにおいてもっとも有力な仲介者となる」（岡道
男訳「法律について」、「キケロー選集 8」所収、岩波書店、1999年、198頁）。
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7-5.　「もはや」iamという語は 1631年版から付加された
7-6.　「犬は犬の肉を食らわぬ」Canis caninam non est.この言葉は、ウァッロー「ラ
テン語論」第 7巻 3にある。なお、これは Canis canem non est.と表記されること
もある。
7-7.　ユウェナーリス「風刺詩」第 15編 ver.163, 159。グローティウスは、「［イ
ンドの］狂暴な虎は虎と［恒久的な］平和を保つ」を ver.163から、それに続く「野
獣は〔同じ〕斑点をもつ同族には危害を加えない」を ver.159から採用している。
7-8.　フィローン「十戒について」23。ちなみに、第 5戒は「殺してはならない」
である。
7-9.　ポルフュリオスは、「肉食しないことについて」第 3巻 23で、自然はあ
らゆる動物に理性を賦与しているが、その理性の働かせ方は動物によって異なる
と指摘し、ヤマウズラと鳩とを比較して、次のように述べている。ヤマウズラの
メスは、抱卵中オスとの接触を拒否する。そして、オスが近寄るときは、その卵
を隠したり、壊したりする。しかし、鳩は、抱卵中もオスとメスが互いに助け合
い、交代で卵を育てる。そして、雛がかえると、最初は共同で雛を育てる。さら
に、その後メスが巣から長い間離れようとすると、オスはメスを嘴でつついてメ
スを巣に戻す。
7-10.　カッシオドールスは、「雑考」第 11巻、第 40書簡で、平素は厳格な正
義の実現が求められるが、教会の大祝日には、救いを考慮して、囚人に対する恩
赦が行われるべきであると論じている。その中で、カッシオドールスは、囚われ
の身となった者に慈悲を施すべきことを強調して、ブダイ（ベラ？）とハシナガ
サンマ（？）の例をあげ、次のように説明している。前者は、漁師の仕掛けたわ
なに捕らえられると、尾びれが外に出るまで少しずつ後退する。それは、その魚
がわなに捕らえられたことを仲間に察知してもらい、仲間がかれを助けにくるよ
うにするためである。また、後者は、とても賢い、そして早く泳ぐことができる
魚で、その群れが網の中に入ると、一本のロープのような形にまとまり、群れ全
体を後方に引きずって仲間を助けようとする。
7-11.　原注 1の初めから「ポルフュリオス「肉食しないことについて」第 3巻
をみよ。」までは 1642年版から付加され、「ブダイや」以下〈〉印括弧内の文章は、
1646年版で付加された。
7-12.　引用句は、「自省録」第 9巻 42の末尾にある。ここでは、人が善を行っ
ても、それは当然のことをしたまでのことであり、それに対して報酬を期待して
はならないと説かれ、その理由が、「人間もその自然によって善行的であり、何
らかの善行を行った場合には、自己の素質がそのために作られていることを行っ
たのであり、自己自身の果実を得るのであるから」（水地宗明訳、前掲、212頁）
と説明されている。
7-13.　「自省録」第9巻9で、マルクス・アウレリウスは、いわゆる「類は朋を呼ぶ」
ということについて考察している。そして、「理性を欠く動物においてすでに、
蜂の群居や馬牛の群れや子育てや、いわば恋のようなものが見出される。.....他
方で理性的な生きものにおいては、国制や友情や家庭や集会や戦争での条約や休
戦協定がみられる」と指摘した後に、この節の末尾で、「人間が人間からすっか
り切り離されている状態よりも、むしろ土のたぐいのなにかが、どのような土の
たぐいのものとも結合していないのを、人はより早く見つけ出すであろう」（水
地宗明訳、前掲、196頁）と述べている。
7-14.　マルクス・アウレリウスは、「自省録」第 10巻 2で、たんに［植物的］
自然によって管理されている自分と、動物としての自然に従う自分と、理性的動
物としての自分の役割とを比較検討し、「理性的な動物は、すなわち国家的社会
的でもあるのだ。さてそこで君は［＝マルクス・アウレリウス自身のこと］これ
らの準則を適用し、余計なことをなにひとつ行うな」（水地宗明訳、前掲、215頁）
と語っている。［植物的］自然、動物的自然、理性的動物の区別については、前
節訳注 6-6に紹介した、「自省録」第 6巻 14の文章を参照されたい。
7-15.　コニアのニケタス「イサーゴ・アンゲルス *について」第 3巻 8。この
言葉は、東ローマ皇帝イサキオス 2世（イサーゴ・アンゲルス）が、弟のアレク
シオスによって廃位、幽閉させられる直前に、アレクシオスを含む会衆に向けて
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語った言葉である。なお、グローティウスは、ニケタスを「コマテスのニケタス」
Nicetas Chomatesと表記している。同じ表記が他の著者にも見られるが、正しく
は「コニアのニケタス」Nicetas Coniatesである。
7-16.　アウグスティーヌス「キリスト教の教えについて」第 3巻、第 14章に
は、次のような文章がある。「この人々は、『あなたは、自分にしてもらいたくな
いことを他人にしてはならない』（トビト、4:16）ということは、民族の相違によっ
て変わることは決してありえないことに気付かなかったのである。この考えが神
の愛に結びつけられるとき、すべての悪念は消え、隣人への愛に結びつけられる
ときにすべての悪行はなくなる」（加藤武訳「キリスト教の教え」、アウグスティ
ヌス著作集 6所収、教文館、1988年、170頁）。
7-17.　原注 2は 1642年版から付加された。

［8］                                                            
8-1.　「社会［的結合］を保護することこそが、法の源泉である」という言葉に
ついて、グロノヴィウスは次のように注釈している。「人間は社会 societasを欲
する。それは、社会によって助けられかつ守られるからである。しかし、たとえ
誰からも助けられず自己充足している場合でも、なお人間は社会を求めるであろ
う。かれにとって、会話は決して無益なものではないからである。それゆえ、人
間は、他人と交わることによって利益を得ることになる。なぜならば、善はそれ
自体に伝達性があり、あるいは少なくとも、それは他人に示されるべきものであ
り、喜びは、当然に証人を必要とするからである。誰かが、ひとたび他人を仲間
として、また隣人として認めるならば、かれは、その他人に何かを分け与え、何
かをしなければならない。また、逆に、仲間から同じ結果が得られることに固執
してはならない。同居人を受け入れる者は、この者に寝室の一部を、配偶者を得
る者は、これに寝床の一部を許さなければならない。最初に、孤独な生活を避け
るための、そして相互に助け合うための、相互の忍耐力が人間に備わっており、
次いで、それが、黙示的または明示的に締結された合意によって確認され、法に
変化するのである。キケローは、『法律について』第 1巻 5 で、こういっている。
『わたしたちはどんな任務を目標として遂行するために生まれ、この世の光を仰
いだのか、人間同士の結びつきとは何か、人間のあいだの自然な結合とは何か。
……中略……これらの事柄が解明されてはじめて、法律と法の根源を見出すこと
がができるのだ。』」キケローの文章の訳文は、岡道男訳「法律について」、前掲、
151頁によった。また、ハインリッヒ・フォン・コクツェーイ *は、本節に対す
る註解において（Hugonis Grotii De Iure Belli ac Pacis libri tres Commentariis, insuper 
locupletissimis Henr. L. B. de Cocceii; Sub Titulo Grotii Illustrati antea editis; nunc ad 
calcem cujusque capitis adjectis, insertis quoque observationibus Samuelis L. B. De 
Cocceii, Tomus Primus, Lausannae 1751, p. 41: Ad Hug. Grotii Prolegom., ad §. 8.）、は
じめに、一般論として、グローティウスは「普遍的な法」iura universaliaとして
4種類のもの、すなわち、社会的法 ius sociale、広義の自然法 ius naturae laxiori、
神の意志に基づく神法 ius divinum voluntarium、人間の意思に基づく諸国民の法
ius gentium voluntariumを考えていると述べ、次いで、本節で取り上げられている
のは、その中の「社会的法」であり、これこそが本来の意味の自然法 ius naturae 
proprieであると指摘して、キケローの「法律について」や「義務について」、セ
ネカの「恩恵について」や「怒りについて」などの文章を引用している。そして、
その帰結として、「それ故、古えの人々にとって、一般的な原理とは、社会ある
ところに法あり、というものだった。」Generale igitur veteribus principium fuit : ubi 
societas, ibi ius est.と記している。このコクツェーイの文章から、「社会あるとこ
ろに法あり」ubi societas, ibi iusという法格言が生まれたことは周知の通りであ
る。なお、リープスは、ペーター・ランダウの教示によると断った上で、この法
格言の出典として、プロレゴーメナ第 8節および第 22節に対するコクツェーイ
の註解をあげている（Detlef Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, 
München 1982, S. 213.）。しかし、訳者が参照しえたローザンヌ版では、プロレゴー
メナ第 22節に対する註解中には、「社会あるところに法あり」という言葉は存在
しない。
8-2.　この引用文の訳出にあたっては、小川正廣訳「恩恵について」、前掲、
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315頁を参照した。
8-3.　原注 1は、1642年版から付加された。
8-4.　ポルフュリオスは、「肉食しないことについて」第 3巻 26で、大要、次
のように述べている。「動物はいわば人間の仲間であり、ピュタゴラス *によれば、
動物は人間と同じように魂を持っている。したがって、同類のものに対して不正
な行為をやめようとしない者は、神を冒涜する者と考えられて当然である。また、
動物を飼育することは、二重の意味で不正である、なぜならば、それは、もとも
とおとなしい動物を飼い慣らして殺害するからであり、さらにそれをわれわれが
食べるからである。ソクラテースは『空腹は食事のための最上のソースである』
といったが、ピュタゴラスは『誰に対しても不正を行わず、正義によって活気づ
けられることこそが、最も美味なソースである』といった。動物を食べないこと
は、食事に関して不正を行わないことだといえる。もっとも、これはある種の博
愛であって、正義とは異なると考えられるかもしれない。なぜならば、われわれ
が正しい人という場合の正義とは、自分に危害を及ぼさない何ものに対しても危
害を加えないことだからである。しかし、この『何もの』は、すべての動物にま
で拡大されなければならない。というのは、正義の本質は、理性的なものが非理
性的なものを支配し、非理性的な部分が理性的な部分に従うことにあるからであ
る。もし、この原理が貫徹されるならば、人間は、他のすべてのものに対して無
害となるはずである。」したがって、グローティウスが「正義とは、他人の財産
に手を出さず、害を加えない者に害を加えないことである」と翻訳しているのは、
ポルフュリオスの文脈からすると、やや外れていることになる。
8-5.　原注 2は、1642年版から付加された。

［9］  訳注なし
［10］
10-1.　これは、いわゆる配分的正義の問題である。アリストテレースによれば、
配分的正義とは、「名誉や財貨、その他およそ国制を共有する人々に分け与えら
れうるかぎりのものに関する配分に見出される」正義である。グロノヴィウスは、
これを「報酬ならびに役務または負担の分配が正しくおこなわれること」と説明
している。 
10-2.　グロノヴィウスは、固有の意味の法と厳格な意味の法とを区別して、固
有の意味の法を「法務官が付与し、そこから訴権が生ずる」法と説明し、厳格な
意味の法を「ローマ法大全中に伝えられ、そこから訴権が発生する」法と説明し
ている。しかし、グローティウスは、本節後続の本文で、配分の対象物が、もと
もと、配分される者に属している場合を想定し、この場合が、「本来の意味の法」
に関係するとしている。したがって、グローティウスがいいたいのは、配分的正
義が問題とされるのは、より広い意味での法に関してであり、「固有の法」や「厳
格な法」は、アリストテレースのいう「交換的正義」もしくは「匡正的正義」（グ
ローティウスは、「戦争と平和の法・三巻」、第 1巻、第 1章 7および 8節で、こ
れを「補完的正義」iustitia expletrixと呼んでいる）と関係する、ということであ
ろう。グローティウスは、別の箇所で、かれのいう補完的正義を「固有のまた
は厳格な意味の正義」と表現している（第 1巻、第 1章、8）。したがって、iuris 
proprie stricteque dicti parsは、バルベイラックが注記しているように、「固有のか
つ厳格な意味で法といわれるものの一部」と読まれるべきであろう。
10-3.　グローティウスは、アムブロシウス「義務について」第 1巻とのみ注記
しているが、バルベイラックやその他の注釈者は、これを限定して、第 1巻、第
30章としている。しかし、第 30章の主題は、「親切」beneficentiaはどうあらね
ばならないかということであって、アリストテレースのいう配分的正義が問題と
されているわけではない。アムブロシウスは、ここで、大略、次のように論じて
いる（アムブロシウスの「親切」は霊魂の救済と関係づけられているが、霊魂の
救済と関係する部分は除外する）。「親切という美徳は善意と気前のよさという二
つの要素からなる。そして、それが徳として成立するためには、たんに与える者
の善意・親切心だけでなく、行為がともなわなければならない。さらに、与える
者が与えられる物を正当に取得していることや、与えられる物が正当な目的のた
めに使用されること、などの条件が満たされなければならない。また、人は、万
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人に与えることができるほど物持ちではないから、与える相手を選ばなければな
らない。その場合に、まず、家族、近親者（アムブロシウスの場合には、キリス
ト教信者は兄弟であり、近親者である）が優先される。さらに、与える相手の年
齢や身体の強弱も考慮されなければならない。すなわち、高齢者や病弱者には、
より多くの物が与えられなければならないのである。」グローティウスは、おそ
らく、アムブロシウスが指摘しているような事例を、配分的正義の問題だと理解
しているのであろう。それ故、グローティウスにとって、配分的正義は、広い意
味の法の問題ではあっても、「固有のかつ厳格な意味の法」の問題ではないので
ある。
10-4.　原注 1は、1642年版から付加された。

［11］ 
11-1.　「神は存在しない」および「神は人事を顧慮しない」とほぼ同じ表現が、
キケロー「神々の本性について」第 1巻に見られる。キケローは、そこで、次の
ように述べている。「ほとんどの哲学者は神が存在すると主張してきた。たしかに、
この考えがもっとも真理に近いように思われるし、自然を導き手とすれば、誰も
がこの考えに導かれるであろう。しかし、プロータゴラース *はその可能性を疑
問視したし、メーロス島のディアゴラース *やキューレーネーのテオドールス *
に至っては、断じて神は存在しないと考えた。」（第1巻1。訳文は、山下太郎訳「神々
の本性について」、「キケロー選集 11」所収、岩波書店、2000年、4、5頁による）。
また、「じじつ、神々は人間界の出来事にまったく関与しないと考える哲学者は
過去にいたし、現在もいる」とも述べている（第 1巻 2。同訳書、6頁）。ただし、
ここでは哲学者の名前をあげていない（翻訳者の山下は、「エピクーロス派の立
場を指す」と注記している）が、第 1巻 43で、キケローは、「エピクーロス *は、
不死なる神々の配慮と恩恵を否定することによって、人間の心から畏怖心を根こ
そぎ追い出した。すなわち、神々の本性がもっとも優れた、もっとも卓越したも
のであると認めながら、神には人間への好意は一切ないと主張した。つまり、神々
のもっとも優れた、もっとも卓越した本性になによりふさわしいものまで否定
したのである」と述べている（同訳書、84頁）。また、エピクロスのラテン語版
といわれるルークレティウス *「事物の本性について」第 5巻 ver.146~165でも、
神は人間と関わりをもたないことが詠われている（ただし、キケローは、ルーク
レティウスには言及していない）。なお、グローティウスは、「「キリスト教の真理」
第 1巻、第 2章および第 6章以下で、唯一の神が存在し、その神はこの世のすべ
てのことがらを司ることを強調しているが、これと反対の見解を主張する学者の
名はあげていない。したがって、グローティウスと同時代の無神論者を特定する
ことは困難である。
11-2.　この限定の語〈ある程度まで〉は、1631年版で初めて付加された。
11-3.　「一部は理性によって、また一部は恒久的な伝統によって植え付けられ
ており」という文章は、初版では「われわれの心に植え付けられた光が、たとえ
われわれが欲しなくても、われわれに強いるところであり」nobis etiam nolentibus 
ingerat lux animis nostris insitaであった。本文のように改められたのは、1631年
版からである。なお、グローティウスは、「キリスト教の真理」第 1巻、第 2章
で、次のような方法を用いて、神の存在証明を試みている。一つは、アリストテ
レース =トマス・アクィナス *を継承した方法で、何ものにも「始め」があるが、
その「始め」を最初に与えたものはなにかと考えると、「始め」がないものに行
き着かざるをえない、それが神である、というものである。これは、理性による
論証の一つといえよう。また、神の存在は、古来、すべての人々が一致して認め
てきたところである、という論拠もあげている。これは、恒久的な伝統による証
明に相当する。たとえば、グローティウスは、「キリスト教の真理」第 1巻、第
22章で、伝統 traditioという語をこの意味に用い、ホメーロス *、ギリシアの哲
学者、ガリア人、インド人、エジプト人、ゲルマン人、カナリア諸島やアメリカ
の原住民、ストラボン *、ディオゲネス・ラエルティオス *、プルータルコスら
の書をあげて、「霊魂は肉体を超えて生きる」ことがこれらの書において一致し
て認められていると指摘し、この命題を証明するための論拠としている。
11-4.　グローティウスが「キリスト教の真理」第 1巻であげている奇跡は、歴

法学26号本文_5校.indd   310 2010/03/04   16:00:09



グローティウス「戦争と平和の法・三巻」（Ⅰ）　 311

史とくにユダヤ人の歴史に記録された様々な奇跡と、世界の開闢物語、洪水物語、
病気や障害の治癒に関する物語、死者の蘇りに関する物語など、その記録が世界
中に広く存在している奇跡である。グローティウスは、これらの奇跡は、人間の
力を超えた、神にしかできないことであり、したがって神の存在を証明する証拠
になるとしている。この他に、グローティウスは、神はなぜ人が罪を犯すのを許
しているのか、しばしば善人が抑圧されるはなぜかなど、神の存在を否定する論
に対する反論において、トマス・アクィナスの神の存在証明と同様の論証方法も
採用している。
11-5.　〈〉印括弧内の「しかも神自身が永遠であるところから」は、1631年版
から付加された。グローティウスは、「キリスト教の真理」第 1巻で、神の属性
として、唯一、完全、無限、永遠、全能、全智、最高善そしてすべてのものの原因、
の 8個の性質をあげている。さらに、同書、第 2巻、第 10章では、キリスト教
こそが真の宗教であり、キリスト教は他の宗教より優れているという主張の主要
な論拠の一つとして、キリスト教は神を信ずる者に永遠の生命を約束する、とい
う理由があげられている。
11-6.　この一句「［われわれ］キリスト教徒は」は、1625年および 1631年版では、

「昔のヘブライ人たちに続いて、［われわれ］キリスト教徒は」quod post Hebraeos 
veteres, Christianiと記されていた。「昔のヘブライ人たちに続いて」という語句が
削除されたのは、1632年版からである。底本のテクストは、変更後の文を採用
している。訳者は、この変更が「キリスト教の真理」の出版（1627年）と関係
しているのではないかと推測する。グローテイウスは、「キリスト教の真理」第
5巻でユダヤ教を取り上げ、主として民族性と普遍性の相違という視点から、ユ
ダヤ教とキリスト教の相違を強調している。したがって、ここでも、ユダヤ教と
キリスト教とを連続的に捉えるのではなく、両者を区別した方がよいと考えたの
であろう。
11-7.　本節は、プロレゴーメナの中でもっともよく知られている一節である。
ここで、グローティウスは、理性的自然法を神の領域から独立させるために、信
仰の世界とどのように折り合いを付けたらよいかという難問に取り組んでいる。
すでに多数の論者によって繰り返し指摘されているように、グローティウスは、
基本的にスコラ神学の主知主義的伝統を継承しており、オッカム流の意思主義の
立場には立っていない。したがって、グローティウスの自然法は、たしかに、人
間理性に基づく法であって、神の意志に基づく法ではないが、グローティウスの
考える人間理性は、究極的には神の支配に服している。そして、このような枠組
みを維持しながら、自然法を、可能な限り、神や神法から自立化させなければな
らないというのが、グローティウスの基本的な思想であった。その具体的な法源
論は、「戦争と平和の法・三巻」第 1巻、第 1章で展開されている。
［12］
12-1.　グローティウスは、「戦争と平和の法・三巻」第 1巻、第 1章（15）で、
アナクサルコス *の「神は、それが正しいから欲するのではなく、神が欲するが
ゆえに、それが法によって義務づけられるのである」という言葉を引いて、「神
の自由な意思」libera voluntas Deiが、神法と人法ならびに自然法とを区別する基
準であるとしている。もし、グローティウスが「神の自由な意思」を、自然を超
越するものと考えているとすれば、本節で、「神の自由な意思」を法の源泉とし
て一般的に述べているのは、バルベイラックが指摘しているように、いささか論
理的整合性を欠くことになろう。ただし、グローティウスも、「われわれは、先に、
自然法は神法と同じだということができる、といった」と述べて、本節では、神
法が自然法と同じものと考えられていることを認めている。
12-2.　グロノヴィウスは、「社会的なもの」を、「諸国民および人間の社会を維
持し、整えるもの」と説明している。したがって、社会的な法とは、「人間知性
に合致する仕方で社会［的結合］を保護」するための法ということになる（プロ
レゴーメナ第 8節）。ちなみに、アリストテレースは、「ニコマコス倫理学」第 5
巻、第 6章で、ポリーティコン・ディカイオン は、「互いに自
足することを目的にしながら、自由かつ平等な者として、生活を共にする人たち
において認められるものである。したがって、このような条件が欠けている人た
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ちにとっては、人間相互の関係におけるポリーティコン・ディカイオンというも
のはなく、たんに、それとの類似性に基づくある種の正しさが認められるにすぎ
ない。なぜなら、自分たち相互の関係を律するために法をもっている人たちの間
にこそ、正しさもまた見出されるからである。法というのはしかし、不正があり
うる人たちのところに存在するのである。事実、『法的正義（ディケー）』という
のは、『正しいこと』と『不正なこと』の判定なのである」と述べている。そして、
西洋古典叢書版「ニコマコス倫理学」では、この「ポリーティコン・ディカイオ
ン」が「社会的な正しさ」と翻訳されている（朴一功訳、前掲、226頁）。なお、
より広い意味の法については、プロレゴーメナ第 9節で説明されている。
12-3.　グロノヴィウスによれば、人間に内在する諸原理とは、「野獣には存在
しないとされる正しい理性によって植え付けられたもの」をいう。なお、本文の
この箇所は、1625年版では「必然的に現れ出る」necessario profluitとなっていた
が、1631年版から、たんに「現れ出る」profluitと改められた。
12-4.　原注 1は 1642年版から付加された。「自省録」第 9章 1の初めの文章は
次のとおりである。「不正を行う者は、不敬虔の罪を犯すのである。なぜなら、
万有の自然は理性的な生き物たちの素質をお互いどうしのためになるように作っ
て、彼らがお互いをその価値に応じて益し合うように、そして害し合うことは決
してしないようにと計らったのであるから、自然のこの意思に逆らう者は、明ら
かに、神々のうちでも最も長老の方に対して不敬虔の罪を犯すのである」（水地
宗明訳「自省録」、前掲、190頁）。マルクス・アウレリウスは、神の自由意思に
ついてなにも語っていない。したがって、この文章は、神の自由意思が法の淵源
であるという主張の論拠としては適切でない。ただし、神が自然を支配し、その
自然が理性を通じて人間に法を示すという論旨に関しては、本節のグローティウ
スの議論と矛盾しない。
12-5.　クリュソストモスは、「コリントの信徒への第一の手紙」、第 11章、第
3節に関する説教のまとめの部分で（「説教」26:4）、神の定めや自然の秩序に反
することが罪であると説き、その一例として、女が裸でいてはならないという掟
をあげている。そして、女が裸でいることが［律］法に反するのは、それが自然
に反しているからであると述べた後、「しかし、わたしが自然という場合には、
それは神を意味している。なぜなら、神が自然を創ったからである。したがって、
もしおまえたちがこの限界を踏み越えるならば、その結果、どんなに重大な不正
が生ずるかを知るであろう」と述べている。
12-6.　クリューシッポスの「神について」という作品は現存しない。グロー
ティウスは、クリューシッポスの言葉を、プルータルコス「ストア派の自己矛盾
について」（「モラーリア」72）9から引用している。なお、この文章については、
二種の邦語訳がある。中川純雄・山口義久訳「クリュシッポス」、「初期ストア派
断片集 4」所収、京都大学出版会、2005年、201頁、および、戸塚氏七郎訳「ス
トア派の自己矛盾について」、「モラーリア 13」所収、京都大学出版会、1997年、
140頁。
12-7.　原注 2は 1642年版から付加された。
12-8.　キケローは、パピーリウス・パエトゥス宛書簡の中で、こう語っている。
パピーリウス氏族 gens Papiriiの始祖は、「ルーキウス・パピーリウス・ムギッラー
ヌス Lucius Papirius Mugillanusだが、かれは、ルーキウス・センプローニウス・
アトラティーヌス Lucius Sempronius Atratinusと共に、ローマ建設後 312年目（前
443年）に監察官になり、その前には、同人物と執政官を務めていた。ただし、
当時君たちはパピーシウス氏族 gens Papisiiと呼ばれていた。かれの後、ルーキ
ウス・パピーリウス・クラッスス Lucius Papirius Crassus（前 336年および 330年
の執政官）までの間に、13人が高位高官に就いた。ルーキウス・パピーリウス・
クラッススは、『パピーシウス』と呼ばれなくなった最初の人だ。」高橋宏幸、五
之治昌比呂、大西英文訳「縁者・友人宛書簡集 I」（キケロー選集 15）所収、岩
波書店、2002年、411頁。
12-9.　グロノヴィウスによれば、原注 3で述べられているグローティウスの語
源論は、スキピオ・ゲンティーリス *の「学説集のための起源論・単巻」に依拠
している。ラテン語の法 iusの語源については、本文および原注でグローティウ
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スが紹介しているもののほかに、「学説集」第 1巻、第 1章、第 1法文（ウルピアー
ヌス *）中の「法 iusの名称は正義 iustitiaに由来する」や、イシドールス *「語源録」
第 5巻、第 3章、第 1節の「法は正しい iustumが故に、法 iusと呼ばれる」など
がある。しかしこれらは、いずれも言語学的に正しい説明とはいえない。現代の
通説によれば、法という意味の iusは、サンスクリット語の「健康・健全さ」を
意味する yohなどと同じく、インド・ゲルマン語系の古語から派生したと考えら
れている。
12-10.　原注 3は 1642年版から付加された。

［13］
13-1.　原語は legesである。グロノヴィウスはこれを「十戒」と解しているが、
ここでは、神がすべての人間に与えた掟（法）の意であろう。ちなみに、グロー
ティウスは、「戦争と平和の法・三巻」第 1巻、第 15章、第 2節で、神は人類全
体に、三回法を与えた。一回目は人間が創造された直後に、二回目は大洪水の後
に、三回目はキリストによるいっそう崇高な救済に際して、と述べている。
13-2.　「厳重に」addictiusという語は、1632年版では「厳しく」adductiusと表
記されていた。その他の版では「厳重に」addictiusと表記されている。おそらく、
1632年版の誤植であろう。
13-3.　本節全体（および次節の「「正しいといえる」まで）は、1631年版から
付加された。
［14］
14-1.　聖史 historia sacraは、聖書に記された歴史を指す。人類はすべてアダム
とイヴの子孫であるから、いわば同族であり、一体のものとみなされるという見
解は、トマス・アクィナスにより、原罪論と関連づけて展開された。「神学大全」
第 2部の 1、設問 81、第 1項で、トマスは次のように述べている。「アダムから
生まれたすべての人間は、かれらが第一の親から受けとった自然本性において合
致しているかぎりにおいて、一人の人間として考察されることができる、という
べきであろう。それは政治社会の分野で一つの政治共同体に属するすべての者が
あたかも一つの体であるかのように見なされ、全共同体があたかも一人の人間で
あるかのように見なされるのと同じ意味においてである。ポルフュリオスもまた
『種を分有することによって多くの人間は一人の人間である』とのべている。こ
のようなわけで、アダムから出てきた多くの人間はいわば一つの体の多くの部分・
肢体のようなものである」（稲垣良典訳、「神学大全 12」、創文社、1998年、236頁）。
グローティウスの記述は、トマスの議論そのままではないが、トマスの議論を前
提としているように思われる。
14-2.　フローレンティヌスは、「学説集」第 1巻、第 1章、第 3法文（フロー
レンティヌス『法学提要』第 1巻から採用された法文）で、次のように述べている。
「われわれは、暴力および不法侵害から身を守る。なぜならば、この法［＝万民法］
に基づいて、各人が自らの身体の保護のためになすことは、すべて適法に行われ
たとみなされるからである。そして、自然がわれわれの間に一種の血縁関係を設
定したのだから、人間が人間によって害されることは不正・不法 nefasだという
結論になる。」ただし、グローティウスが引用している箇所（下線部）には改ざ
んがあったと推定されている。
14-3.　〈〉印括弧内の文章（前節全体および本節の「正しいといえる」まで）は、
1631年版から付加された。
14-4.　ヒエロクレースの作品はほとんど散逸し、その断章がストーバエウス *
などによって伝えられているにすぎない。「地上の神」という言葉も、グローティ
ウスが指示する文献中にではなく、ストーバエウスの「詞華集」第 79章、第 53
節にある。
14-5.　フィローンの言葉は、プロレゴーメナ第 7節の原注 1で引用されている
文章（「十戒について」23）のすぐ後に出てくる。ただし、フィローンの論旨は、
両親は子を生むことにおいて神の召使いなのであり、召使いを尊敬しない者はそ
の主人も尊敬しない者だ、というものであり、両親は目に見える神であるという
主張を、フィローンは、大それた主張だとして非難している。
14-6.　ヒエロニュモスは、ガリアに住むある母娘に宛てた書簡の中で（第 117
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書簡、第 2節）、お互いにいがみ合っていて、しかも不品行の噂のある母娘に対
して、こう述べている。「母と娘は愛情の代名詞です。そこには、自然の結びつ
きと相互の義務とが含まれています。そして、それらは、霊魂を神へと結ぶもの
にならって、最も緊密な人間関係を作り出すのです。ですから、もし、あなたた
ちがお互いに愛し合っているのなら、あなたたちの行動は、どのような賞讃も必
要としません。しかし、もし、あなたたちがお互いに憎しみ合っているのなら、
あなたたちは罪を犯しているのです。」
14-7.　プラトンは「法律について」第 11巻、第 11章で、大要、次のように語っ
ている。「神を崇拝するのには、慣習的に二通りの仕方がある。一つは肉眼ではっ
きりと見える神を敬う場合であり、もう一つは、神の似姿を像として建て、これ
を敬うことによって、本当の神が嘉せられると考える場合である。両親または祖
父母が年老いて、家の中で横たわっている場合には、人は、炉端にそのような生
きた像をもっていることになる。そして、その像は、神に愛されるのに最も効き
目のある像である。したがって、これにしかるべき正しい方法で仕えるならば、
その像は自分に最も大きな利益を与えてくれる像となる。」プラトンは、この章で、
「両親は神の似姿」とはいっていない。この言葉は、グローティウスが読んだギ
リシア語版またはラテン語版「法律について」の中に存在するか、あるいはグロー
ティウスの造語であろう。
14-8.　アリストテレースは、「ニコマコス倫理学」第 9巻、第 2章で、「神々に
対してそうすべきであるように、親たちに対しても名誉を与えるべき」であると
述べている（朴一功訳「ニコマコス倫理学」、前掲、409頁）。ただし、ここでの
アリストテレースの議論は、自分に注がれた愛情に対してお返しをする際に、お
返しとして与えられるべきものが相手に応じてそれぞれ異なる、ということの論
証を目的としている。そして、アリストテレースは、神に対する場合と、人間に
対する場合とでは、お返しの仕方が異なり、両親の間でも、父親と母親に対する
お返しの仕方は異なる、と述べている。
14-9.　原注 1は 1642年版から付加された。

［15］　  
15-1.　「約定は守られなければならない」というルールは、古今東西を通じて
見られるルールであり、いわば普遍的な道徳律である。この掟は、ローマ人によっ
て法原則として採用され、中世ヨーロッパでは、封建制社会における騎士の道徳、
すなわちキリストの兵士の道徳の中心に据えられ、カノン法の原則として定着し
た。たとえば、リベル・エクストラ（1234年）のある法文の見出しには、「合意は、
たといそれが裸の［すなわち無方式の］合意であっても、守られなければならない」
（Liber Extra, I. 35. 1. Rubrica: Pacta quantumcunque nuda servanda sunt.）と書かれて
おり、第六書（1298年）には「契約はその法律［上の効力］を合意から得てい
ると認められる」という法文（Liber Sextus, V, 13. 85 :  Contractus ex conventione 
legem accipere dinoscuntur.）がある。グローティウスの議論の特徴は、「合意は守
られなければならない」というルールを自然法の一部と考える点にある。このグ
ローティウスの発想が、さらにプーフェンドルフ *らによって発展させられ、近
代私法および国際法上の重要な法格言「合意は拘束する」Pacta sunt servanda.と
なったことは周知の通りである。
15-2.　本節の後半で、グローティウスは、国法が生まれるのは、人々が合意に
よって立法者を立て、その立法者の制定した法に従うことを約束したからだと説
明している。一種の社会契約論であるが、バルベイラックは、「これ自体を源泉
として、もろもろの国法が出現した」という文章に注記して、「いかなる種類の
法といえども、それ自体において、国法以上に恣意的な法はない。しかし、その
国法でさえも、その基礎においては、自然法の延長にすぎない。それは、すべて
の者が自分の約束したことを真摯に守らなければならないという、侵すべからざ
る自然の掟の結論にすぎないのである」と述べている。
［16］
16-1.　引用文「効用は、いわば正義と衡平の母である」Utilitas iusti prope mater 

et aequiの出典は、ホラーティウス「風刺詩集」第 1巻、第 3歌 ver. 98.である。
鈴木一郎訳（前掲、訳注 6-1参照）では、「（人によっては『人間の短所はすべ
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て同じだ』と頭の中で考える者もないわけではないけれど、ひとたび事実に接
すれば、かれらは困惑してしまう。感情や平素の習慣が、出てきてこれを妨げ
る。）まさに正義［と衡平］の母である常識［効用？］なども、こうなれば、ちっ
とも役には立たぬのだ」（同書、149頁）と翻訳されている。ちなみに、ホラー
ティウスの原文は、sensus moresque repugnant atque ipsa utilitas, iusti prope mater et 
aequi.である。
16-2.　自然が国法の曾祖母であって祖母でないのは、国法 ius civileの母が「合
意に基づく拘束ないし義務」であり、この「拘束ないし義務」の親は「自然法」
ius naturaeであり、さらにその「自然法」の母が「自然」naturaだからである。
16-3.　アクロン「ホラーティウス註解」ad v. Atque ipsa utilitasには、こう記さ
れている。「真の効用は、たしかに、正しさと徳の母である。しかし、金銭的［効
用］と見られるものは、それとは別である。それ故、そのような［金銭的］効用
が正しさの母であるというのは、ストア派の教えに反する。［詩人は］正義が自
然的なものではなく、［真の］効用から生まれたことを示したいのである。」した
がって、グローティウスは、アクロンの論旨をやや歪曲しているといえよう。
16-4.　アウグスティーヌスは、「キリスト教の教えについて」第 3巻、第 14章
で、絶対的、普遍的な正義などというものは存在しないという見解を、慣習を素
材として論駁している。この章で、アウグスティヌースは次のように述べている。
「（叡智の光によって目覚めることができない者は、）変わることのない正義がい
つまでも存続すべきであるといっても、こういう［人々が正しいと思っている］
慣習 consuetudoはすべての民族にとって異なっているのだから、いかなる正義
も決して存在しないことは明らかであると思いこんでいる。一例をあげれば、こ
の人々は、『あなたは、自分にしてもらいたくないことを他人にしてはならない』
（「トビト」4;16）ということは、民族の相違によって変わることなど決してあり
えないことに気づかなかったのである」（加藤武訳、前掲、171~172頁）。したがっ
て、グローティウスは、アウグスティーヌスの文章の「正義」と「慣習」を、「法」
と「効用」に読み替えて、アウグスティーヌスの主張を、「この見解に反対する
もの」としている、ということになる。
16-5.　原注 1は、1642年版から付加された。

［17］
17-1.　キケロー「国家について」第 3巻 12。ただし、この部分はテキストが
欠けており、その内容はラクタンティウス「信教提要」第 5巻、第 15章の記述
などから知られる。後者によれば、カルネアデースは、法は効用に立脚しており、
正義などというものは存在しないか、あるいは存在するとしても、それは愚昧の
きわみだと主張したのに続いて、これを論証するために、もしローマ人が正義に
従うなら、かれらが戦争で獲得したものをすべて返還し、自らは窮乏生活を送ら
なばならないはずなのに、実際は、異邦人の土地や財産や生命を奪って同胞を富
ませる者が神のごとく賛美されている、と指摘している。ラクタンティウスが伝
えるカルネアデースの議論の全体については、訳注 5-2を参照されたい。
［18］
18-1.　「自省録」第 9巻 23では、引用文「君のなんらかの行為が、直接的であ
れ遠隔的であれ、共同生活の目的を目指すものでなければ、この行為は君の生活
を分裂させ、それが統一的であることを許さず、かつ、国民のなかにあって別途
に分派をなす者に劣らないくらいに、反乱的となるのだ」の前に、「君自身が国
家的社会的組織の一構成員であるように、そのように君の一つ一つの行為もまた、
社会的生活の一構成要素たらしめるべきである」という文章が置かれ、引用文の
後に、「あたかも共和国において、自分の分担の務めを果たさないことによって、
社会的な協調から自己を離反させる人間のように」という文章が続いている（水
地訳、前掲、200頁）。なお、訳者水地宗明は、「国家的社会的組織」
という語について、これは「宇宙という国家」を指す、
と注記している（同訳書、201頁、訳注 5）。
18-2.　「自省録」第 11巻 8。この節の前半で、マルクス・アウレリウスは次の
ように語っている。「隣の枝から切り離される枝は、同時にその木全体から切り
離されないわけにはいかない。まさに同様に人間も、一人の人間から切り離され
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ることによって、社会全体から脱落することになるわけだ。ところで枝の場合は、
それを切り離すのは他者であるが、人間は隣人を憎み、嫌って避けることによっ
て、自分で自分を隣人から分離するのであり、しかも彼は、そのことによって同
時に共同体全体から自分を切断したのであることに気づかない」（水地訳、前掲、
244頁）。
18-3.　〈〉印括弧内の文は、1646年版から付加された。
18-4. 　「自省録」第 6巻 54。この文はグローティウスの翻案である。したがって、
ギリシア語原文が付されていない。「自省録」第 6巻 54の文章は「ミツバチの群
れを益しないことは、［個々の］ミツバチをも益しない。」（水地訳、前掲、127頁）
である。
18-5.　原注 1は 1642年版から付加された。

［19］                                  
19-1.　ホラーティウス「風刺詩集」第 1巻、第三歌（前出）ver.111。鈴木訳では、「正
義などという観念は、不正不義の恐れから出ていることを知るだろう」と翻訳さ
れている（鈴木一郎訳「風刺詩集」、前掲、149頁）。
19-2.　プラトン「国家」第 2巻 2では、グラウコンが、トラシュマコスを代弁
する形でこう語っている。「自然本来のあり方からいえば、人に不正を加えるこ
とは善（利）、自分が不正を受けることは悪（害）であるが、ただ、どちらかと
いえば、自分が不正を受けることによってこうむる悪の方が、人に不正を加える
ことによって得る善よりも大きい。そこで、人間たちがお互いに不正を加えたり
受けたりし合って、その両方を経験してみると、一方を避け他方を得るだけの力
のない連中は、不正を加えることも受けることもないように互いに契約を結んで
おくのが、得策であると考えるようになる。このことからして、人々は法律を制
定し、お互いの間の契約を結ぶということを始めた。そして、法の命ずることが
らを『合法的』であり『正しいこと』であると呼ぶようになった。……つまり、（正
義）とは、不正を働きながら罰を受けないという最善のことと、不正な仕打ちを
受けながら仕返しをする能力がないという最悪のこととの、中間的な妥協なので
ある。これら両者の中間にある（正しいこと）が歓迎されるのは、けっして積極
的な善としてではなく、不正を働くだけの力がないから尊重されるというだけの
ことである」（藤沢令夫訳「国家」、プラトン全集 11、岩波書店、1976年、108頁）。
19-3.　プラトン「ゴルギアス」38では、カリクレスが次のように語っている。「し
かしながら、ぼくの思うに、法律の制定者というのは、そういう力の弱い者たち、
すなわち、世の大多数を占める人間どもなのである。だから彼らは、自分たちの
こと、自分たちの利益のことを念頭において、法律を制定しているのであり、ま
たそれにもとづいて賞讃したり、非難したりしているわけだ。つまり彼らは、人
間たちの中でもより力の強い人たち、そしてより多く持つ能力のある人たちをお
どして、自分たちよりも多く持つとがないようにするために、余計に取るのは醜
いことで、不正なことであると言い、また不正を行うとは、そのこと、つまり他
の人よりも多く持とうと努めることだ、と言っているのだ。というのは、思うに、
彼らは、自分たちが劣っているものだから、平等に持ちさえすれば、それで満足
するだろうからである」（加来彰俊訳「ゴルギアス」、プラトン全集 9所収、岩波
書店、1974年、114頁）。
19-4.　プラトン「国家」第 1巻 12で、トラシュマコスは、「正しいこととは、
強い者の利益に他ならない」と主張している（藤沢令夫訳「国家」、前掲、34頁）。
なお、この主張については、「プロレゴーメナ」第 3節および訳注 3-2も参照さ
れたい。
19-5.　ソローン「断片」36-16。ただし、グローティウスは、この言葉をプルー
タルコス「対比列伝」ソローン 15から引用している。この断片の出典は、アリ
ストテレース「アテナイ人の国制」第 12章 5である。「アテナイ人の国制」では、
ソローンは、かれが行った負債の切り捨てと、いわゆる「重荷おろし」によって
自由にされた人たちに対してかれがどのような配慮をしたかを説明し、「私はこ
れらのことを力もて、強制と正義とを調和せしめつつ成し遂げ、約束した通りに
行ってきた」と語っている（村川堅太郎訳「アテナイ人の国制」、アリストテレ
ス全集 17、岩波書店、1972年、278頁）。ちなみに、ブルータルコスの文章につ
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いても村川訳があるが、ここでは「彼自身述べているように、力と正義とを一緒
に合わせて、実行した」と翻訳されている（村川堅太郎訳「ソロン」、世界古典
文学全集 23「ブルタルコス」所収、筑摩書房、1966年、52頁；ちくま学芸文庫「プ
ルタルコス英雄伝」上、1996年、122頁）。
19-6.　原注 1は 1642年版から付加された。
19-7.　オウィーディウス「変身物語」第 8巻 ver.59。この言葉は、ミーノスが
メガラを攻めた時、ミーノスのりりしい武将ぶりに心を奪われたメガラ王ニーソ
スの娘がつぶやいた言葉の後半部分にある。ニーソスの娘は、こうつぶやいた。「あ
あ、もしわたしに翼があって、空をよぎり、グノススの王の陣屋に舞い降り、わ
たしという者がいることをわからせ、愛をうちあけることができたら、また、わ
たしにどれほどの婚資を要求するかを知ることができたら、ほんとうにわたしは
三倍も幸福になれるのだけど。ただ、父の城を要求されることだけは、こまるわ。
祖国を裏切ることによって自分の願いを叶えるくらいなら、いっそのこと望みの
結婚なんかすててしまってもいい !もちろん、寛大な勝利者の温情が多くの人々
にとって敗北をかえって有利なものにすることがしばしばあるのだけど。殺され
たわが子の仇を討とうというのだから、あの人がおこしたこの戦争は、たしかに
正当なものにちがいない。それだけの正当な理由があるのだし、また、その正当
さをあくまでもまもる強大な兵力を擁しているのだから、鬼に金棒というものだ
わ。どう見たって、わたしたちの敗色は濃い」（田中秀央・前田敬作訳「変身物語」、
人文書院、1966年、264頁）。なお、この文章の邦訳は、中村善也訳「変身物語上」、
岩波文庫、1981年、309頁にもある。
19-8.　〈〉印括弧内の文章は、1631年版から付加された。

［20］
20-1.　プラトンは、「ゴルギアス」80で、独裁者の魂の惨めさについて語り、「ペ
ルシャ王でも、あるいは他のどんな権力者でも、それと知らずに取り押さえてみ
ると、その魂には、なにひとつ健全なところがなく、むしろ、偽誓や不正のために、
その魂はいたるところで鞭でひっぱたかれていて、その傷跡でいっぱいになって
いるのを見て取るのだ。……こういったありさまを見て取ると、ラダマンテュス
は、その魂を見下げるようにして、まっすぐに牢獄の方へ送るのである。そして、
その魂のほうは、そこへ着いたら、その魂にふさわしい責苦を堪え忍ばなければ
ならぬことになっているのだ」と述べている（加来彰俊訳「ゴルギアス」、前掲、
235~236頁）。また、「国家」では、第 9巻全体を費やして、独裁者の悪しき性格
や惨めな生き様について語り、不正な独裁者と正しい王とを比較して、独裁者は、
「法と秩序から最も遠く隔たって」おり、愛欲という偽の快楽しか得ることがで
きない。したがって、「真実の快楽を得ることのできる王が 729倍の快い生活を
送る」のに対して、独裁者は、同じだけ「苦しく生きる」と述べている（引用部
は、藤沢令夫訳「国家」、前掲、674~676頁）。
20-2.　そのひとつについて、訳注 27-9を参照されたい。

［21］             
21-1.　グロノヴィウスは、「外に向けられた」foras spectatの句を、「すなわち、
正しい人は、自分自身のためよりも、むしろ他人のために正義を守る、ということ」
と説明し、その出典をアプレイウス *「道徳哲学について」（「プラトンの教説に
ついて」第 2巻）に求めている。アプレイウスの文章は次の通りである（第 7節）。
「しかし、［一般的意味の正義の徳を］所有する者自身にとって効用がある場合に
は、それは親切［という徳］である。しかし、それが外に向けられ、他人の利益
を忠実に反映する鏡である場合には、それは正義［の徳］と名付けられる。」こ
れに対して、バルベイラックは、たしかに、ここに「外に向けられた」という語
が出てくるが、アプレイウスの文章は個人の徳の分類に関するものであり、グロー
ティウスの論旨からすれば、むしろ、キケロー「国家について」第 2巻［第 3巻
7］の「正義は戸外を眺め、そのすべてが顕著で卓越する」（岡道男訳「国家につ
いて」、前掲、114頁）をあげるべきではないか、と注記している。
［22］
22-1.　「プロレゴーメナ」第 3節ないし第 6節参照。
22-2.　「法から遠ざかるやいなや、すべてのものが不確かになる」という言葉は、
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キケロー「友人への書簡集」第 9巻、第 16書簡（パエトゥス宛）3にある。ただし、
キケローの書簡では、「法が見捨てられるとき」cum a iure discessum est, と記され
ており、「法から遠ざかるやいなや」simul a iure recessum est.とは記されていない。
この句は次節［23］原注 1でも引用されているが、そこでは、キケローの言葉通
りに引用されている。ちなみに、「キケロー選集」では、この箇所は「カエサル
については、恐れるべきことは何も見あたらない。ただひとつ懸念するのは、司
法が蔑ろにされてしまったら、あらゆることが不確かになってしまう .....」と翻
訳されている（前掲「書簡集 I」、421頁）。
［23］            
23-1.　この事例の出典として、注釈者は、ストーバエウス「詞華集」第 10章「不
正および貪欲について」第 50節をあげている。そこには、アリストテレースの
言葉として、8人ほどの盗賊仲間が捕獲品を巡って互いに争い、まず 4人がそれ
を取り、次に 2人がそれを取り、最後に 1人がそれを取った、ところが、さらに
それを巡って右手と左手の間で争いになった、という話が記録されている（ちな
みに、この断片は、岩波版「アリストテレス全集 17」の「アリストテレス断片集」
には収録されていない）。しかし、これが、どのような意味で「いかなる共同生
活も法なしには維持されえない」ことの例証となるのかは、必ずしも明瞭でない。
そこで、バルベイラックは、グローティウス自身がアリストテレースの作品名お
よび該当箇所を指示していないこと、さらに、バルベイラックが調べた限りでは、
アリストテレースの「ニコマコス倫理学」や「政治学」の中に、「いかなる共同
生活も法なしには維持されえない」ことを明言した箇所は見あたらないことを理
由として、グローティウスがここで言及すべきであったのはプラトンおよびキケ
ローである、と注記している。ちなみに、プラトンは、「国家」第 1巻 23で、「国
家にせよ、軍隊にせよ、盗賊や泥棒の一味にせよ、あるいは他のどんな族でもよ
いが、いやしくも共同してなにか悪事をたくらむ場合に、もし仲間同士で不正を
働き合うとしたら、いささかでも目的を果たすことができるだろうか」と問い、「も
しそういう人々が純粋一途に不正な者ばかりだったとしたら、お互いに手を出し
合わずにはいなかっただろうからね。かれらの内には何ほどかの（正義）が存在
していたことは明らかであり、その（正義）こそがかれらをして、自分たちが襲
う相手に対してはたらく不正を、同時にお互いに対してまでも向けることを控え
させ、かくてこの（正義）のおかげでかれらは、当面の行動を果たすことができ
たのだった」と語っている（藤沢令夫訳、前掲、91、94頁）。また、キケローは、「義
務について」第 2巻 11節（40）で、「山賊一味の一人が仲間のものを盗むか奪う
かすれば、その者は山賊団の中ですら居場所を失う。また、いわゆる海賊頭と呼
ばれる者が衡平に略奪物を分配しなければ、仲間に殺されるか見放される。それ
ばかりか、山賊にも法律があって、それに従い、守らなければならないのだとい
う」（高橋宏幸訳「義務について」、キケロー選集 9、岩波書店、1999年、39頁）
と述べている。
23-2.　「あの人物」とは、キケローのこと。かれは「義務について」第 1巻 45
節（159）で、「というのは、中には非常に面汚しであったり、非常に恥さらしであっ
たりして、そのようなことは祖国を守るためであっても、賢人は、決してしよ
うとしないというほどの行為がある」（高橋宏幸訳「義務について」、前掲、219
頁）と述べ、さらに「国家について」第 3巻、第 22章で、「じつに、真の法律と
は正しい理性であり、自然と一致し、すべての人にあまねく及び、永久不変であ
る。それは命じることにより義務へと召喚し、禁じることにより罪から遠ざける。
……中略……この法律を廃止することは正当ではなく、その一部を撤廃すること
は許されず、またそのすべてを撤回することはできない。わたしたちは、元老院
によって、あるいは国民によってこの法律から解放されることはできない。……
中略……また、この法律はローマとアテーナイにおいて互いに異なることも、現
在と未来において互いに異なることもなく、唯一の永久不変の法律がすべての民
族をすべての時代において拘束するだろう」と述べている（岡道男訳「国家につ
いて」、前掲、123、124頁）。
23-3.　アリストテレースは、「政治学」第 7巻、第 2章で次のように述べてい
る。「ただ力によって征服するだけなら、それは不正な仕方でもできることである。
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しかし他の知識の分野ではそうしたことはみられない。なぜなら医者にしても船
長にしても、その仕事は患者や船員を説得したり強制することではないからであ
る。しかるに多くの人は政治の術となると、奴隷に対する主人のような支配の術
を思い浮かべるようである。そしてそれぞれが自分自身にとっては正しいことで
も利益になることでもないと反対する、まさにそうしたことを他国人に行って恥
じることがない。かれらはみずから自身のところでは統治が正しく行われること
を求めるのに、他国人に対しては正しいことはなんら意に介さない」（牛田徳子
訳「政治学」、京都大学学術出版会、2001年、347/348頁）。　
23-4.　〈〉印括弧内の文章は、1631年版から付加された。
23-5.　クリュソストモスは、「エフェソの信徒への手紙に関する説教」、「説教」
9; 3で、人々を相互に受け入れさせ、相互に結びつけるための絆が壊されるのは、
金銭欲、権力欲、名誉心などのためであると指摘し、「不法がはびこるので、多
くの人の愛が冷える」（マタイによる福音書、24; 12）という言葉を引いて、愛と
反対のもののなかで罪ほど大きなものはないと述べた後、「それでは、どうして、
盗賊たちでさえも平和でいられるのでしょうか、といわれるかもしれない。かれ
らはいつ平和でいられるのですか、わたしに教えてください、と。それは、かれ
らが盗賊の心をもって行動しないときである。というのは、もし、かれらが、獲
物を配分する仲間同士の間で正義の掟を守らず、各人にその権利の主張を認める
ならば、あなたは、かれらもまた、言い争いを始め、戦争状態に陥るのを見るで
あろうから」と述べている。
23-6.　エウリピデース「フェニキアの女たち」ver.68. この言葉は、テーバイ王
の未亡人で、実子オイディープスの妻となったイオカステーが、最初に、物語の
前提となる状況を説明している部分にある。イオカステーは、自分とオイディー
プスとの間で生まれた息子たちが、父親を閂のかかる部屋に閉じこめたこと、そ
して、オイディープスが息子たちに呪いをかけたことを述べ、次のように独白
している。「あの人は、ですから、この館の中でまだ生きています。そればかり
か、わが身を襲った運命のめぐりにこころを狂わされて、父親にはあるまじき呪
わしい言葉を息子たちにかけてしまったのです。この家の支配権は、尖った鉄を
手にして奪い合え、などと」（安西真訳「ポイニッサイ」、前掲「ギリシャ悲劇全
集 8」所収、113頁）。なお、底本のテクストには、グローティウスの訳語として
sanguiuanteという語が記されている。訳者は、これがどのような意味の言葉なの
か確認できなかった。あるいは、sanguinanteの誤植かもしれない。もし、そうだ
とすると、本文は「血塗られた鉄」と翻訳することができる。しかし、原詩にも、
次注に紹介するプルータルコスの文章にも、「血を流して」sanguinansに相当す
る語は存在しない。そこで、本稿では、原詩に合わせて、本文を「尖った鉄」と
訳出した。
23-7.　プルータルコスは、「対比列伝」ピュルロス 9で、次のように述べてい
る。「アンティゴネーからは息子のプトレマイオス、ラーナッサからは息子のア
レクサンドロス、ピュルケンナーからは息子のヘレノスが生まれた。これらの息
子は武器を取れば勇ましく火のやうな気象に育て、生まれると直ぐピュルロス自
身がさういふ風に鍛へた。息子の一人がまだ幼かつた時、王位は誰に遺すかと訊
いたのに対して、ピュルロスは『お前たちのうちで一番鋭い刀を持つてゐる者に。』
と云つたさうである。これは悲劇で有名な言葉、兄弟が『磨ぎすました鉄で家を
分け合ふ』のと少しも違はない。貪欲の素質がこれほど露骨で野獣的だつたので
ある」（河野与一訳「プルターク英雄伝 6」、岩波文庫、1954年、18頁）。グローティ
ウスは、を「非社会的」insociabileと訳し、河野与一は「露骨で」と訳
出しているが、いずれの翻訳も可能である。
23-8.　この書簡については、前節の訳注 22-2を参照されたい。
23-9.　ポリュビオス「世界史」第 4巻、第 29章 4。この言葉はマケドニア王フィ
リッポスの言葉である。フィリッポスは、かつてアイトリア人と組んでキュナイ
タを劫略したイリュリアの将軍スケルディライダスが、十分な分け前をもらえな
かったためにアイトリア人に対して恨みを抱いているのに着目し、アイトリア人
を非難する言葉としてこのように語り、スケルディライダスを味方につけること
に成功した。城江良知訳「ポリュビオス・歴史 2」（京都大学学術出版会、2007年、
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47頁）では、次のように翻訳されている。「個人の悪行と国家の悪行は、そこか
ら生じる結果の大きさと広がりが違うだけで、それ以外にはなんら異なるところ
はない。個人の場合でも、盗賊や泥棒の集団がつまづく最大の原因は、仲間どう
しの信義を守らないこと、総じて言えば集団内の不誠実である。」
23-10.　原注 1 は、「それほどまでに非社会的で、野蛮なのだ、と記している。」
までが 1642年版で付加され、〈〉印括弧内の「キケロー「書簡集」第 9巻、第
16書簡」以下末尾までの文章は 1646年版で付加された。
23-11.　プルータルコス「対比列伝」アゲーシラオス 37。スパルタ王アゲーシ
ラオスは、度重なる敗戦の結果、エジプト国王配下の傭兵軍指揮官となった。し
かし、自身はスパルタ政府から派遣された将軍であると主張し、エジプト王タコー
スの甥ネクタビネスが反乱を起こしてアゲーシラオスに助勢を求めたとき、スパ
ルタの人々の意見を問い、その回答に従って反乱軍側に寝返った。グローティウ
スが引用している文章は、この事件を評して、プルータルコスが述べた言葉であ
る。岩波文庫版「英雄伝」では、「スパルタ人は祖国の利益に名誉といふ事の第
一の部分を宛ててゐるので、スパルタの力を増すと見做すもの以外に正義という
ものを学ばず理解もしない」と翻訳されている（河野与一訳「英雄伝 8」、アゲー
シラーオス 37、岩波文庫、1955年、119頁）。
23-12.　トゥキュディデース「戦史」第 5巻、第 105章。この言葉は、アテナ
イ軍が非同盟のメロス島に侵攻した際に（前 416年）、領土を侵略する前に送ら
れた交渉使節が、メロスの有力者たちを前にして行った演説の一節である。西洋
古典叢書版では、次のように訳出されている。「ラケダイモン人というのは、た
しかに同国人や祖国の法に対しては、比類ない徳性を発揮する。しかし他国人に
対する振る舞いとなると、さまざまな言い方ができるであろうが、一言で表現す
ればこうなるだろう。快楽を美徳と見なし、利益を正義と同一視することにかけ
て、ラケダイモン人の右に出る者はいないと」（城江良知訳「歴史 2」、京都大学
学術出版会、2003年、81、82頁）。
23-13.　原注 2は 1642年版から付加された。

［24］
24-1.　プロレゴーメナ第 3節に、ポムペイウスが「武装しているとき、どうし
て法を考えることができようか」と語ったことが紹介されている。
24-2.　出典不詳。バルベイラックは、プルータルコス「スパルタ人の金言集」
に記されているアゲーシラオスの逸話と、「対比列伝」ポムペイウスに記されて
いる別の逸話を、グローティウスが記憶のうえで混同したものと考えている。「ス
パルタ人の金言集」アゲーシラオスには、アゲーシラオスが、スパルタの国境は
どこまで広がるのかと問われて、槍を振り回し、「これが届く範囲だ」と答えた
という話や、なぜスパルタには市壁がないのかと聞かれて、武装した兵士を指し
示し、「かれらがスパルタの市壁だ」と答えたという話、あるいは、同じ質問に
対して、「都市は石や木材の壁で囲まれるべきではなく、住民の勇気によって囲
まれるべきだ」と答えた、という逸話が記されている。一方、「対比列伝」ポム
ペイウスには、これに相当する逸話は存在しない。国境に関するポムペイウスの
逸話は、「対比列伝」ポムペイウス 33および「王と将軍の金言集」ポムペイウスに、
アルメニア王ティグラーネスの息子ティグラーネスが降伏してきた後、その舅に
あたるパルティア国王フラアテースが使節を送って、ティグラーネスの身柄の引
き渡しと、ユーフラテス川を国境とすることを提案したのに対して、ポムペイウ
スは、「ティグラーネスの身柄は、舅よりも父親に属すべきであり、ローマ人は、
正しいものを国境とするべきだと考える」と答えた、という話が伝えられている
のみである。なお、グローティウスは、本節で、二人のスパルタ王を指示している。
そのうちの一人「別のスパルタ王」はアゲーシラオスであるから（次訳注参照）、
最初の「ある国王」は、アゲーシラオスとは別の国王でなければならない。しか
し、この「ある国王」が誰を指すのかは不明である。バルベイラックが指摘して
いるように、「ある国王」もまたアゲーシラオスである可能性が高いといえよう。
24-3.　「別のスパルタ王」とはアゲーシラオスのことである。プルータルコス
は、「スパルタ人の金言集」アゲーシラオスで、アゲーシラオスが「徳ないし勇
気と正義とでは、どちらが優れているのか」と問われて、こういったと伝えてい
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る。「もし正義がなければ、勇気はなんの役にも立たないであろう。そして、も
しすべての人が正しい人であるならば、勇気など必要としないであろう。」ただ
し、アゲーシラオスは、「武勇」militaris fortitudoという言葉は使っていない。な
お、訳注 24-7も参照されたい。
24-4.　「ストア派の学者たちは」以下、〈〉印括弧内の文章は、1631年版で付
加された。この文章の出典は、キケロー「義務について」第 1巻、第 19節（62）
である。ここで、キケローは、「それゆえ、ストア派が正しく定義しているように、
勇気が美徳といえるのは、戦う目的が公正さにあるときなのである」と述べてい
る（高橋幸宏訳、前掲、164頁）。訳者高橋幸宏は、「ストア派の学者」の定義に
ついて、「このような定義について他の出典は知られていない。『トゥスクルム荘
談話集』4・53参照」と注記している（同訳書、165頁）。「トゥスクルム荘対談
集」4・53では、キケローは、スパエルス *とクリューシッポスの名前をあげて、
「勇気とは、物事に耐える際自然の基本原則に従順な魂のありようである。ある
いは、身のすくむようなできごとに対して、耐えるにせよ、反撃するにせよ、確
固たる判断を維持することである。あるいは、恐ろしいこと、恐ろしくないこと、
まったく無視すべきことを区別し、確固たる判断を維持するための知恵である［以
上はスパエルスの定義］。あるいは、簡単にクリューシッポス流にいえば、......勇
気とは、物事に耐える知恵であり、苦難を耐え忍ぶ時に怖がることなく自然の基
本原則に従おうとする魂のありようである」（木村健治・岩谷智訳、キケロー選
集 12、岩波書店、2002年、254頁）という見解を紹介している。さらに、クリュー
シッポスは、上級の徳として、思慮、勇気、正義、節制をあげ、勇気の下位の徳
として、隠忍持久、剛毅、度量の大きさ、確固たる心、苦を厭わぬ心をあげて、
「隠忍持久とは、正しく判断されたことに留まる知識である［別の箇所では、我
慢すべきことと、我慢すべきでないことと、どちらでもないことの知識である、
とも述べられている］。剛毅とは、われわれが屈しないということを知る知識で
ある。度量の大きさとは、優れた人にも劣った人にも起こるのが当然であること
に対して超然とさせる知識である。確固たる心とは、魂を打ち負かされぬものと
する知識である。苦を厭わぬ心とは、課題を果たすことができ、労苦に倦み疲れ
ない知識である」と定義し、さらに「勇気とは、さまざまなことがらを耐えると
きに最高の法に従順な心のあり方である」と述べている（中川純雄・山口義久訳
「クリュシッポス」初期ストア派断片集 4、京都大学学術出版会、2005年、162、
167~168、176頁）。
24-5.　テミスティウス「弁論集」第 10篇。引用句は、帝位簒奪者プロコピウ
スの反乱を鎮圧した（366年）ウァレンス帝に対して、テミスティウスが、369
年の末または 370年の初めに、戦後処理の仕方について、とくにアリウス派に対
する寛大な処置を求めて、コンスタンティノポリスの元老院で行ったとされる演
説の一節にある。
24-7.　プルータルコス「スパルタ人の金言集」アゲーシラオスには、アジアの
人たちがペルシャの国王を大王と呼び習わしていることについて、アゲーシラオ
スが、「もしかれが、わたしよりも正しくかつ温和でないとすれば、どうして、
かれがわたしより偉大なのだろうか」といった、と記されている。ただし、「対
比列伝」アゲーシラオス 23では、この言葉は、訳注 24-3に掲げたアゲーシラオ
スの発言「もし正義がなければ、云々」を聞いて、「そういう説はペルシャの王
が喜びそうだ」といった人々に対して、アゲーシラオスが答えた言葉とされてい
る。
24-8.　原注 1は、1642年版から付加された。
24-9.　マルクス・アウレリウスは、「自省録」第 6巻 44で、「それぞれのもの
に有益なのは、自己の素質と自然に合致するものである。そして、私の自然は
理性的で国家的社会的である」と述べた後、「アントニヌスとしての私にとって
は、国家と祖国はローマであり、人間としての私にとっては、それは宇宙であ
る。それゆえ、これらの国家に有用なものだけが、私にとって善なのである」（水
地訳、前掲、123頁）と記している。グローティウスは、宇宙 を「世界」
mundusと翻訳している。
24-10.　ポルフュリオスは、「肉食しないことについて」第 3巻 27の前半部分
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で、非理性的な行動や利得、貧しさが不正の源泉であると指摘し、神に似ること
が人生の究極目的だとすれば、すべてのものに対して無害であることこそ、正し
い人の道であり、最高度に神に似ることであると説いて、次のように述べている。
「感情に導かれる者は、その子供や妻に対してのみ無害なのであって、仲間の同
国人や外国人を軽視し、かれらを欺くことを意に介さないが、これは、かれらの
非理性的な部分がかれを支配する結果である。これに対して、理性に導かれる者
は、非理性的な部分を抑制することによって、仲間の同国人に対して、また、そ
れにもまして外国人およびすべての人間に対して、無害な行動を保つ。したがっ
て、かれは、感情に導かれる者よりもいっそう理性的であり、いっそう神に似て
いるのである。」
24-11.　原注 3は 1642年版から付加された。 
24-12.　キュリロスによれば、「古の詩人」とは、紀元前 3世紀のキュレネーの
詩人カリマコス *のことである。キュリロスは、背教者ユリアーヌスをこのミー
ノスに譬えている。ただし、ミーノスを「その桎梏のもとで、全島が嘆き悲しん
だ」と表現したカリマコスの作品名は確認されていない。
24-13.　「ミーノース」以下〈〉印括弧内の文章は、1631年版で付加された。

［25］
25-1.　「戦争においては、すべての法が停止する」については、プロレゴーメ
ナ第 3節および第 26節を参照されたい。ただし、グローティウスの同時代人に、
そのような見解を取る者があったのかどうかについては、よくわからない。
25-2.　「戦争は法の実現のために行われる」は、「戦争と平和の法。三巻」第二
巻の主要テーマであり、「戦争においても、法と信義が守られなければならない」
は、第三巻の主要テーマである。
25-3.　バルベイラックの註釈によれば、ここでグローティウスが念頭において
いるのは、デモステネース「ケルソネーソス情勢について」（「弁論集」3）29である。
この演説は、アテナイの古くからの植民地で、アテナイに対する主要な食糧供給
源でもあったケルソネーソス地方の情勢について、前 341年に、デモステネース
がアテナイの民会で行った演説である。当時、ケルソネーソス地方への植民を組
織していたディオペイテスは、アテナイ人の入植を認めないカルディア人を攻撃
した。ところが、カルディア人はマケドニアのフィリッポスに保護を求めたため、
ディオペイテスは、フィリッポスの領地であるトラキア沿岸部に出撃して、周辺
を荒らした。これに対して、フィリッポスはアテナイに書簡を送り、ディオペイ
テスの行為は前 346年の和平協定に反すると抗議した。この抗議を巡って、アテ
ナイ市民の意見が紛糾し、和平派は、ディオペイテスを処罰してフィリッポスの
怒りをそらすことを強く求めた。そこで、デモステネースは、この演説によって、
問題はディオペイテスをどうするかではない、アテナイ市民は国際情勢を冷徹に
見極めて行動する必要がある、とアテナイ市民を説得しようとした。この演説の
第 28および 29節で、デモステネースはこう述べている。「『ヘレスポントへ別の
将軍をもう一人送れ』というのも、ちょうどそれなのです。もし、ディオペイテ
スがひどいことをしていて、船舶を連行して海賊的な行為をしているというのな
ら、ほんのちょっとした書き付けを出すだけで、アテナイ人諸君、すべてそうい
うことをやめさせることができるでしょう。法律はそういう罪を犯した者を弾劾
告発することを命じているだけなのです。なにもそんなに多額の費用を使い、そ
んなに多くの三段櫂船を派遣してまで、われわれお互いを見張れなどとはけっし
て命じておりません。そんなことは狂気もはなはだしいことですからね。しかし、
敵国に対しては、法律によって捕捉することもできないのですから、兵員を養い、
三段櫂船を派遣し、戦時財産税を納める必要があり、また、それを避けることも
できません。しかしわれわれお互いの間では、議決があり、弾劾告発があり、召
喚船パラロスの派遣があれば、それでいいのです」（田中美知太郎・北嶋美雪訳「ケ
ロネソス情勢について」、「デモステネス・弁論集 1」所収、京都大学学術出版会、
2006年、184-186頁）。
［26］
26-1.　「武器の間では法は沈黙する」という言葉は、キケロー「ミロ弁護論」
第 4章にある。ただし、キケローがそこで問題としているのは、いわゆる正当防
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衛の事例である。すなわち、キケローは次のように論じている。「もし、われわ
れの生命が何かの待ち伏せに、追い剥ぎなり対立する者なりの暴力に、また武器
に出くわしたなら、身の安全を確保するためにどんな手だてを用いようと、それ
はすべて真っ当なものだということだ。というのも、諸々の法律は武器の間では
沈黙し、自分らを頼みとせよと命ずることもないからだ」（山沢孝至訳「ミロー
弁護」、キケロー選集 2「法廷・政治弁論 II」所収、岩波書店、2000年、350頁）。
なお、「プロレゴーメナ」第 3節も参照されたい。
26-2.　プルサのディオ（ディオ・コッケイアーヌス）「弁論集」第 76篇。ディ
オは、この弁論で慣習について論じ、次のように述べている。「慣習は人の心に
書き込まれているので、木板や石に刻まれた法よりもよく保存される。また、成
文の法は敵に対しては効力をもたないが、慣習はすべての人によって守られる。」
そして、かれは、その例として、戦争の敗者に対しても死者の埋葬が認められる
こと、などをあげている。したがって、本文の記述は、グローティウスの翻案で
ある。
26-3.　この式語は、リーウィウス *「ローマ建国以来の歴史」第 1巻、第 32
章 12に記載されている。ローマでは、トゥルス王の死後、アンクス・マルキウ
スが国王に選出されるが、そのアンクスがまず行ったのは、「ヌマが平時におけ
る祭祀を創設したように、戦争の儀式を制定することであった。それは、戦争の
遂行だけでなく、戦争の宣言もまた決められた儀礼に従って行おうとするもので
あり、手順そのもの ius［鈴木一州訳（岩波文庫）では、「掟」と翻訳されている］は、
由緒ある民アエクィリ人から学び入れた。そしてそれは今も宣戦使が受けついで
賠償請求 res repetuntur［鈴木訳は、「財物返還」］に際して執り行っている。まず、
使者は、賠償を請求すべき相手の国境まで来ると、頭に羊毛の紐を巻いて、こう
言う。『聞け、ユッピテルよ。聞け、（相手国がどこであれ、その）国境よ、聞け、
正義よ。私はローマ人民の公式の使節、正義と敬虔の使者としてやってきた。わ
が言葉に信義が宿らんことを。』このあとに、さまざまな要求が唱えられる。続
いてユッピテルを証人としてこう述べる。『もし、これらの人間、これらの品物
を引き渡せという要求が不当かつ不敬なものであるならば、この私が再び祖国の
地を踏むことを許し給うな。』……要求したものが、（慣例上定まっていた日数の）
33日間を経過してもなお引き渡されないとき、使節は次のように戦争を宣言す
る。『聞け、ユッピテルよ、聞け、ヤヌス・クィリヌスよ、天上のすべての神々よ。
そしてまた、地上と地下の神々よ、聞け。私はあなた方を証人として、かの人民
の（ここでその民の名を挙げる）不当、不正を公にする。だが、本件については
わが祖国において長老たちに諮ることとする。いかなる方法により我らの権利を
回復するべきかを』。こう述べたあと、使節はローマに戻る。ただちに王は次の
ような言葉で、元老院の意見を求めることになる。『ローマ市民から選ばれた外
交神官長 pater patratus［鈴木訳は、「代理父」］が、古ラテンの外交神官長および
古ラテンの民人に対して通告を行った賠償 res［鈴木訳は、「財物」］、係争、主張
について、考えを述べよ。返還されるべきものが返還されず、解決されるべき事
が解決されず、通るべき主張が通らないままになっている』。王はいつも最初に
意見を求める元老院議員に向かって、『いかに考えるや』と尋ねる。聞かれた相
手はこう答える。『神聖かつ敬虔なる戦いによって勝ち取るべきである。私はそ
のように考え、その意見に一票を投ずる』。」（岩谷智訳「ローマ建国以来の歴史 1」、
京都大学学術出版会、2008年、76および 77頁。参考・鈴木一州訳「ローマ建国史・
上」、岩波文庫、2007年、87および 88頁）。最後の一文「神聖かつ敬虔なる戦い
によって勝ち取るべきである」は、鈴木訳では「正当かつ敬虔な戦を以て財物を
求むべきだ」と翻訳されている。なお、グローティウスが引用する式語中の「こ
れらのもの」eas resという語句は、現在の普及版たとえばロウブ版には存在しな
い。鈴木訳には「財物」という訳語があるが、鈴木訳の既刊分では底本について
何も記されていないので、これがグローティウスの読んだリーウィウスの原文中
に存在するのか否かについては確認できなかった。
26-4.　ウァッロー「ローマ国民の生活」第2巻（De vita populi Romani, II）。ただし、
この作品は現存しない。グローティウスが引用しているのは、ノーニウス *「学
識要覧」第 12巻 1, V. 「フェティアーレス」Fetialesの項目に引用されたウァッロー
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の文章の冒頭部分である。「学識要覧」では、この後に「不正な侵害を行ったと
確認された人々に対して戦争を宣言する前に、フェティアーレスは、財物の返還
ないし補償を求めるための 4人の使節を派遣した。かれらは代弁人 oratoresと呼
ばれた」という文章が続いている。
26-5.　リーウィウス「ローマ建国以来の歴史」第 5巻、第 27章 6。この言葉は、
カミッルスがファリスキ人の町ファレリイを包囲したとき、ファレリイのある教
師が教え子を人質としてローマ軍に降伏を申し出たのに対する、カミッルスの返
事の中にある。カミッルスは、そのとき、こう答えた。「このならず者め。おま
えが恥知らずな任務を帯びてやってきた相手は、おまえと同じように恥知らずな
国民や恥知らずな将軍ではない。われわれとファリスキ人との間には、人間の協
約に基づいて作られる結びつき societasは存在しない。しかし、両者の間には、
自然から生まれる結びつきが存在するのであり、これは将来も存続するであろう。
平和についてと同じように、戦争についても法がある。そして、われわれは、勇
敢に戦うことに劣らず、正しく戦うことも学び知った。われわれは、占領された
都市においてさえ［武力の行使が］差し控えられる年齢の者を相手に、武器を取っ
たりはしない。われわれが武器を取るのは、われわれと同じく武装した者で、か
つ、ウェイイにおいて、われわれから損害を被ったわけでも挑戦されたわけでも
ないのに、ローマの陣営を攻撃した、そういう者たちに対してである。」
26-6.　リーウィウス「ローマ建国以来の歴史」第 30巻、第 16章 9。アフリカー
ヌスの言葉は、カルタゴ側がハンニバルの到着を待つ間の時間稼ぎとして和平を
提案したときに語られた。リーウィウスはそれを次のように紹介している。「わ
たしは、一つの希望を抱いてアフリカにやってきた。それが成就される見込みは、
戦争の成果によってますます膨らんでいるのだが、その希望とは、本国に、和平
ではなく勝利を報告することである。しかし、いま、勝利をほとんど手中にして
いるからといって、わたしは和平を拒否するつもりはない。和平を拒否しなけれ
ば、すべての諸国民が、ローマ国民は正しく戦争を始め、正しく終える、という
ことを知るであろう。」
26-7.　「アフリカーヌスは」以下〈〉印括弧内の文章は、1631年版で付加された。
26-8.　リーウィウス「ローマ建国以来の歴史」第 5巻、第 27章 6（本節訳注 5
を参照されたい）。
26-9.　セネカ「道徳書簡集」第 120書簡（ルキリウス宛）6。セネカは、この
書簡で次のように記している。「同じファブリキウスは、ピュッロスの侍医が王
に毒を盛ることを約束した時、ピュッロスに対して陰謀に気をつけるよう忠告し
た。同じ魂のなせる業だった。黄金にも屈せず、毒にも屈しなかったことは。わ
たしたちがこの大いなる人物について驚嘆するのは、かれが王の約束にも、王に
背く約束にも折れることがなかったことだ。善き模範を堅持し、また最も困難な
ことだが、戦いにおいても清廉潔白を貫き、敵に対してさえ何か許されざる行為
があると信じて、すでにみずからの誉れとしていた極貧の中でも富を毒と同じよ
うに拒否したことだ」（大芝芳弘訳「倫理書簡集 II」、セネカ・哲学全集 6、岩波
書店、2006年、365頁）。なお、セネカのファブリキウス評を裏づける逸話は、ゲッ
リウスや、プルータルコスによっても伝えられている。たとえば、ゲッリウスは、
「アッティカの夜」第 3巻、第 8章で、次のような逸話を紹介している。ピュロ
スがまだイタリアにとどまっていたとき、ピュロスの部下のティマカレス（また
はニキアス）という者が執政官ファブリキウスのもとにやって来て、「自分の息
子がピュロスの食事係をしているので、ピュロスを毒殺することは容易である。
もし、殺害に成功したら、報酬を貰いたい」といった。ファブリキウスは、これ
を元老院に報告し、元老院は、以下のような手紙をもたせて使節をピュロスに送
り、注意を促した。「ローマの両執政官はピュロス王にご挨拶申し上げる。われ
われは、貴殿が不正な行為を継続しているために、心安からぬ思いをさせられ、
貴殿を敵として戦うことを強く望んでいる。しかし、一般的な範例および信義に
照らしてみたとき、われわれが貴殿を武器によって打ち倒すことができるように
するために、われわれは貴殿の健康を望むべきであると思われた。実は、貴殿の
部下のニキアスがわれわれのところに来て、もしかれが貴殿をひそかに殺害した
ら、われわれから報酬を貰いたいといったのである。われわれは、そのようなこ
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とは望まないし、そのようなことのために、かれがなんらかの利益を期待するこ
とはできないだろう、と答えた。そして、同時に、もしそのようなことが起これば、
諸国は、それが、われわれの助言に基づいて行われたことだと考えるであろうか
ら、そんなことが起こらないようにするために、そしてまた、実際、われわれは、
対価や報酬や奸計を用いて戦うことを望んではいないのだから、この一件を貴殿
に通報しなければならないと考えた。もし、貴殿が身の回りに気を配らないなら、
貴殿は身を滅ぼすことになるであろう。」そして、この手紙を受け取ったピュロ
スは、ローマ国民に感謝の手紙を送ると共に、捕虜として収容されていたすべて
の者に衣装を与え、ローマに送り返した。他方、プルータルコスは、「対比列伝」
ピュロス 20、21において、この逸話の他に、次のような逸話も伝えている。ファ
ブリキウスが、捕虜に関する使節としてピュロスのもとに派遣されたとき、ピュ
ロスは友情と歓待の印として金を取らせようとした。しかし、ファブリキウスは
これを受け取らなかった。そして、その翌日、ピュロスは、ファブリキウスを驚
かそうとして、会議の席に象を引き出した。しかし、このときもファブリキウス
は少しも騒がず、「昨日は黄金がわたしを動かさなかったが、今日は象がわたし
を動かさない」といった。こうして、ピュロスはファブリキウスの気位の高さと
高潔さを知り、かれを尊敬するようになった。そして、ファブリキウスに捕虜た
ちの身柄を託すことにし、捕虜たちが身内の者と挨拶を交わしサトゥルヌス祭を
祝った後に、また自分の方に送り返して貰いたいと条件をつけた。ローマの元老
院は、後に残った者は死刑に処すると決議したため、すべての捕虜がピュロスの
もとに戻った。……前者の逸話が、セネカのいう、毒に屈しなかったファブリキ
ウスであり、後者の逸話が、黄金に屈しなかったファブリキウスである。なお、ゲッ
リウスは、この話を伝える人によって名前が異なっていることを指摘している。
そして、ゲッリウスがティマカレスあるいはニキアスと呼んでいる人物を、セネ
カもプルータルコスも共に、「ピュロスの侍医」としている。ちなみに、キケロー
「義務について」第 1巻、第 14章［40］では、この人物が「ピュロスのもとから
の脱走兵」とされている。
26-10.　アルフォンソ王の言葉は、アントーニオ・ベッカデッリ *「アルフォ
ンソ王言行録」第 4巻 19にある。短い文章なので、全文を転記しておく。「ある
とき、王は、武器と書物のどちらに、より大きな恩恵を負っているかと尋ねられ
た。そのとき、王は、自分は、書物から武器と武器の法とを学んだ、と答えた。」
Cum aliquando rex interrogaretur, utrum ne armis an libris maiorem gratiam deberet, 
respondit, ex libris se arma, et armorum iura didicisse.
26-11.　この言葉は、プルータルコスが「対比列伝」カミッルス 10において（本
節訳注 26-5に紹介した事件の際に）、カミッルスが語った言葉として伝えている
ものである。西洋古典叢書版では、次のように翻訳されている。「戦争というも
のは、たいへんな不正や暴力的な行為によって遂行されるものだが、それでもな
お、正しい人が戦うには掟がある。勝利にしても、神を恐れぬ人間が差し出す有
利な条件を買ってまで求めるべきではない」（蓮沼重剛訳「英雄伝 1」、京都大学
学術出版会、2007年、386頁）。
26-12.　原注 1は、1642年版から付加された。

［27］
27-1.　バルベイラックによれば、この格言の出典は、プロペルティウス *「哀歌」
第 4巻、第 6歌 ver.51, 52「兵士の力は、原因によって弱められもし、強められ
もする。正当な原因に基づかない限り、恥辱が武器を振り落とす」である。
27-2.　バルベイラックは、この格言の出典として、エウリピデース「エレクテ
ウス」断片 353「不正な戦いに赴いて、無事に帰ってきた者は一人もいない」（安
村典子訳、「エレクテウス」、「ギリシア悲劇全集 12：エウリーピデース断片」所収、
岩波書店、1993年、156頁）をあげている。
27-3.　バルベイラックは、この格言の出典を、ルカーヌス「ファルサリア」第
7巻 ver. 349「よりよい原因は、天の加護を期待させてくれる」であると注記し
ている。ルカーヌスによれば、この言葉は、ファルサリアの戦い（前 48年）を
目前にしたポムペイウスが、兵士を激励するために行った演説中にある。
27-4.　バルベイラックは、その一例として、タキトゥス「歴史」第 1巻、第
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83節の「実際どんなに清廉潔白な動機も思慮分別をともなわないと、しばしば
危険な結末を招く」（国原吉之助訳「同時代史」、筑摩書房、1996年、58頁）、と
いう文章をあげている。
27-5.　アッピアーヌス「ローマ史」第 14巻［＝「内乱記」第 2巻］、第 8章
51。この文章は、東方に逃れたポムペイウスが、カエサルの追求を目前にして、
ポムペイウスに追随した元老院議員と全軍の兵士を前にして行った演説（前 48
年）の一節である。
27-6.　アッピアーヌス「ローマ史」第 16巻［＝「内乱記」第 4巻］、第 3章
97。この文章は、内乱でポムペイウス側についたブルートゥス *とカッシウスが、
前 42年のフィリッピの戦いを目前にして、小アジアのメラス湾（現在のサロス湾）
で軍勢の点検をした際に、カッシウスが全軍の兵士の前で行った演説の一節であ
る。ちなみに、この演説の末尾で、カッシウスは、「兵士諸君、さあ、前進しよう。
そして、揺るぎない勝利への確信と清廉な熱意をもって、ローマ国の自由のため
に戦おう」と兵士たちに檄を飛ばしている。
27-7.　ヨーセフス「ユダヤ古代史」第 15巻、第 5章 3。この言葉は、ユダヤ
が大地震に見舞われたのを絶好の機会として侵攻したアラブ人に対して、これを
迎え撃ったユダヤ王ヘロデが、兵士たちを激励するために行った演説（前 31年）
中にある。ヘロデ王は、「もっとも、ある者は言うかもしれない。神聖なるもの
と正義とはわれわれの側にあっても、数と勇気はかれらの側にあるのではないか、
と。しかしながら、お前たちの口からそのようなことを言い出すことは許されな
い。なぜなら、正義の味方をする者は神の味方をする者、そして神を味方とする
者こそ、数においても、勇気においても敵をしのぎうるのである」と語った（秦
剛平訳「ユダヤ古代史・新約時代編 2」、山本書店、1980年、249、250頁）。
27-8.　プロコピウス「ヴァンダル戦争」第 1巻［＝「ユースティニアーヌス帝
の戦争」第 3巻］、第 12章。グローティウスが引用している言葉は、531年に、
ベリサリウスが艦隊を率いてマルモラ海のヘラクレイアに寄港したときに行った
演説の締めくくりの言葉である。
27-9.　プロコピウス「ヴァンダル戦争」第 1巻［＝「ユースティニアーヌス帝
の戦争」第 3巻］、第 19章。この言葉は、531年に、カルタゴ近郊に宿営したベ
リサリウスが、兵士たちの前で行った演説中にある。この演説で、ベリサリウスは、
部下の兵士たちに、ヴァンダル人は強敵ではあるが、「われわれの側には、勝利
へと導いてくれる数多くの利点がある。というのは、われわれは正義を手にして
おり、かつヴァンダル人はかれらの暴君を憎んでいるからである。神は、当然、
正義を前面に押し出す側に味方する。そして、支配者に好感を抱いていない兵士
は、勇敢な兵士の役割を果たす術を知らない」と語って、兵士たちを鼓舞している。
27-10.　プロコピウス「ゴート戦争」第 2巻［＝「ユースティニアーヌス帝の戦争」
第 6巻］、第 14章 9。ヘルリ人（西ローマ帝国を滅ぼしたオドアケルの出身部族）は、
皇帝アナスタシウス Flavius Anastasius（c. 430~518; 在位 491~518年）の即位後し
ばらくおとなしくしていたが、3年後に、ランゴバルド人に対して攻撃をしかけ
た。ランゴバルド側は、再三使節を送って戦争を回避しようとしたが、へルリ人
は聞き入れなかった。このため、三回目に送られたランゴバルドの使節は、次の
ように警告した。「もしヘルリ人がランゴバルド人に理由もなく戦争をしかける
ならば、ランゴバルド人も、望むところではないが、必要に迫られて、攻撃して
くる者を迎え撃つであろう。ランゴバルド人は神を証人として立てる。神は、そ
の気になれば、ちょっとした息づかいで秤を傾けることができ、人間たちのすべ
ての力を結集してもその力にはけっして及ばない。また、神は、戦争の原因に心
を留め、それにしたがって双方の戦闘の帰趨を決定するであろう。」しかし、ヘ
ルリ人は、この警告を無視し、ランゴバルド人に対して開戦することを決めた。
ところが、双方の軍勢が互いに接近したとき、突然、ランゴバルド軍の上にだけ
雲がかかり、ヘルリ軍の上空には一点の雲もないという状況が出現した。このた
め、ヘルリ軍はランゴバルド軍の動きを見ることができず、その戦いは、ヘルリ
人側の一方的な敗北に終わった。グローティウスが「その後まもなくすばらしい
出来事によってたしかに証明された」と述べているのは、このヘルリ軍の完敗を
指している。なお、グローティウスが、「原文を訂正した」と述べているのは、「けっ
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して…ない」という語に関してである。この語は、グローティウス以前には、
あるいはなどと記されていた。グローティウスによるこの校訂は、
現在もなお維持されている。
27-11.　プロコピウス「ゴート戦争」第 3巻［＝「ユースティニアーヌス帝の戦争」
第 7巻］、第 8章。この言葉は、ナポリ攻防の際（543年）に、トティラが自軍
の兵士たちに語った言葉である。
27-12.　プロコピウス「ゴート人戦争」第 3巻［＝「ユースティニアーヌス帝
の戦争」第 7巻］、第 21章。このとき（549年）、トティラは、ゴート人全員を
集めて、略奪や乱暴狼藉をしないように命じ、次のように語った。「すでにお前
たちが手にしている財産を守ることができるか否かは、お前たち次第である。も
ちろん、その際に、正義が尊重されなければならない。もし、正義から外れるな
らば、ただちに、神がお前たちに立ち向かうであろう。............. 人間である裁判
官のつとめは、たんに不正を抑制するだけである。しかし、神は、すべてのもの
をその支配下に置き、すべてのものに対する権限をもっている。なぜ［奪うので
はなく］与えることが必要なのか。その理由を説明しよう。それは、お前たちの
間で、また服従者たちに関して、お前たちが公正の義務を守るためである。そし
て、これこそが、お前たちに確かな幸福を得させるのだ。」
27-13.　アガーティアス「歴史」第 2巻、第 1章。イタリアで略奪を繰り返し
ていたフランク人やアレマン人などを討伐するために、ナルセス *はイタリアで
兵士を徴募した。グローティウスが引用している文は、その兵士たちに対してナ
ルセスが与えた訓辞の内容を、アガーティアスが要約して紹介している文章の一
節である。
27-14.　アガーティアス「歴史」第 2巻、第 10章。この章で、アガーティアスは、
マラトンの戦い（前 490年）でダリウスが敗れたのは、かれがアジアの覇権に満
足せずにヨーロッパまでも支配しようとし、公正でも正当でもない原因に基づい
て遠征軍を派遣したからであり、クセルクセスがギリシア遠征を企てたとき（前
480年）、テルモピュライの戦い（8月）で圧倒的勝利を収めたのに、翌月のサラ
ミスの海戦で敗北したのは、ギリシア人が公正に行動し、自らの自由のために戦っ
たのに対して、クセルクセスは、傲慢かつ不正に行動し、軍隊と装備の優勢を頼
りにして、正しい忠告に耳を貸さなかったからだ、と説明している。また、ペロ
ポネソス戦争の帰趨を決定する重要な作戦となったシチリア遠征（415-413 BC）
において、スパルタの将軍ギュリッポスが勝者となり、アテナイの将軍ニキアス
とデモステネースが敗者となったのは、アテナイ人がシュラクサイの人々に対し
て略奪、狼藉などの不正なことを行ったからだ、と述べている。
27-15.　ヘロディアーヌスは、「歴史」第 8巻、第 3章 5、6で、次のように
伝えている。初の軍人皇帝マクシミヌス Caius Iulius Verus Maximinus; Maximinus 
Thrax（c. 173-238；在位 235-238年）は、蛮族討伐で大きな成果をあげたが、元
老院議員を始めとするローマの有力者たちからは嫌われていた。その結果、238
年になると、ゴルディアヌス父子がアフリカで反乱を起こし、元老院もまた皇帝
から離反した。このとき、アクィレイア市が元老院側についたため、パンノニア
の軍団がアクィレイア市を攻撃した。しかし、この攻撃は失敗し、マクシミヌス
は自らアクィレイア市に出撃して、武器を捨てて降伏するように勧告した。当時
のアクィレイア市防衛指揮官の一人が元老院議員クリスピーヌスである。クリス
ピーヌスは、アクィレイア市民に徹底抗戦を説き、次のように語った。「他人の
ために戦う者は、戦争の結果がどうであれ、戦争のもたらす利益は自分たちのも
のではなく、他人のものであることをよく知っている。そして、かれらが危険を
冒しているのに、勝利という最大の報酬は、他人が刈り取るであろうということ
も知っている。したがって、かれらは熱心に戦おうとはしない。しかし、祖国の
ために戦う者は、いっそう大きな神の恵みを期待することができる。なぜならば、
他人の財産を獲得するために助けを求めて神に祈るのではなく、すでにかれらの
ものである財産を、安全に保持することが許されるように求めるだけだからから
である。かれらは、戦闘に熱意を示す。それは、その戦闘が、他人の命令から生
まれたのではなく、かれらのやむにやまれぬ心情から生まれたものだからである。
また、勝利の果実が、すべてかれらのもの、かれらだけのものとなるからである。」
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27-16.　トゥキュディデース「戦史」第 7巻、第 18節には、こう記されている。
「今回はアテナイの方が先に休戦条約を破ったという認識であった。というのは、
前の戦争［前 431~422年のアルキダモス戦争］では、条約を侵犯したのはむし
ろ自分たちの方だった。つまり休戦期間中にテバイ軍がプラタイアに進攻したと
いう事実、さらに前の協定［前 445年に 30年間の休戦協定が締結された］には、
相手が裁定を求める意向を示している場合、武力に訴えてはならないと明記され
ていたにもかかわらず、自分たちはアテナイからの裁定付託の要求に耳を貸さな
かったという事実があった。だから、自分たちが戦争で勝利に恵まれなかったの
は、その報いを受けたのだと考え、ピュロスでの惨敗［ピュロスはペロポネソス
半島南西部の港町。前 425年に、ここでスパルタ軍が破れた］やその他の不運を
思い起こしたのである。しかし今回アテナイは、軍船 30隻をアルゴスから出撃
させ、エピダウロスやプラシアイの一部領土ほか各地を荒廃させただけでなく、
ピュロスを拠点とする略奪もやめようとせず、しかも休戦条約をめぐる対立点に
ついて見解の相違が生じるたびに、ラケダイモン人から裁定付託の要求が出され
たにもかかわらず、それを認めようとしなかった。そのためラケダイモン人は、
前回は自分たちの方にあった条約侵犯の罪が、今回はアテナイ人の方に所を移し
たと確信し、躊躇なく開戦を目指したのである」（城江良知訳、「歴史 2」、前掲、
232/233頁）。
27-17.　原注 1は、1642年版から付加された。

［28］ 
28-1.　本節は、グローティウスが「戦争と平和の法・三巻」執筆の動機を記し
た箇所としてよく知られている。ここで、グローティウスは、「戦争と平和の法・
三巻」の執筆を決意した動機を二つあげている。一つは、キリスト教の名の下に
野蛮な戦争を繰り返しているヨーロッパの現状を打開すること。もう一つは、そ
のために、すべての戦争当事者が認めざるをえないような、戦争に関する法のルー
ルを確立することである。ちなみに、「蛮族のもとでさえ見いだせないようなひ
どい戦争が、しかもごく些細な理由から、キリスト教徒たちによって行われてい
る」ことは、すでにエラスムスによって指摘されている。エラスムスは、「戦争は、
それを経験したことのない者にとっては甘美である」の中で、次のように述べて
いる。「しかるに今日では、そこかしこで、いとも気易く、いかなることをも口
実に設けて［戦争が始められ］、残酷 immaniterかつ野蛮な［仕方で］戦争が行
われている。それも、異教徒のみならずキリスト教徒までもが、俗人のみならず
司祭や司教までもが、戦争を知らぬ若者のみならず幾多の難儀を経た老人までも
が、また、その生まれからして付和雷同の性を余儀なくされる卑賤な民衆のみな
らず、その民衆の愚かで思慮のたらぬ軽挙妄動を知恵と理性とをもって沈静する
のが努めであるべき王公までもが、好んでこの戦争を行っているのである」（月
村辰雄訳「戦争は体験しない者にこそ快し」、二宮敬「人類の知的遺産 23」エラ
スムス所収、1984年、講談社、292頁。ただし、引用に際して訳文を一部変更した）。
なお、本節後半の文章については、プロレゴーメナ第 3節本文、原注および訳注、
とくに訳注 3-5に掲げたエンニウス「年代記」の断片を参照されたい。
［29］
29-1.　グローティウスは、「戦争と平和の法・三巻」第 1巻、第 2章 5節以下
で、聖書の記述によれば一切の戦争、流血が禁止されているように読み取られる
場合でも、それは自然法によって認められる正戦を否定するものではないことを
論じ、とくに第 8節で、キリスト教徒に対して戦争あるいは武器の使用を禁止し
たものと一般的に解釈されている、旧訳および新約聖書の記述を逐一検討して、
一定の戦争は聖書の記事と矛盾しないことを示そうとしている。グローティウス
が第 8節で取り上げているのは、イザヤ書、II: 4、マタイによる福音書、V: 38、
39、マタイによる福音書、V: 43、44、使徒パウロのローマの信徒への手紙、XII: 
17、同じくコリントの信徒への第二の手紙、X: 3、同じくエフェソの信徒への手紙、
VI: 11、12、ヨハネによる福音書、IV: 1, 2、3である。さらに第 9節では、この
問題に関する初期の教父たちの見解を検討し、その最初の部分で、戦争それ自体
とキリスト教徒が武器を執ることに反対する者として、オリゲネス *とテルトゥ
リアーヌスをあげている。ただし、グローティウスは、戦争の正しさを死刑の正
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統性と関連づけて論証しようとしているために、その論証の道筋が必ずしも明瞭
ではない。
29-2.　ヨアンネス・フェルス（ヨーハン・ヴィルト）の名は、「戦争と平和の
法・三巻」では、ここにだけ記されている。グローティウスはフェルスの作品を
指示していないから、グローティウスが何を念頭に置いてヴィルトの名を記した
のか、その事情はよくわからない。バルベイラックによれば、ツィーグラー *の
「グローティウス・戦争と平和の法・三巻註解」の中に、シエナのシクストゥス

*の「聖なる図書館」に収録されたフェルスの文章があげられているとのことで
ある。しかし、訳者はこの文献を確認できなかった。他方、エラスムスは、「格
言集」に収められた小論「戦争は、それを経験したことのない者にとっては甘美
である」や、「平和の訴え」あるいは「痴愚神礼讃」などにおいて、戦争それ自
体を、人間の行為の中で最低、最悪の行為であると繰り返し非難している。「平
和の訴え」には、「『哲学者の教説は数えられぬほどあり、モーセの律法はさまざ
まであり、王の布告はおびただしい種類にのぼる、しかし』と主は申されます、
『わたしの教えはただ一つ、互いに愛し合えということのみである』。同じく主は、
お弟子たちのために祈りの形式を規定なさいましたが、これによってまず一番に、
キリスト教徒の和合ということをもののみごとに訓えられたのではないでしょう
かしら？……それなのに、彼らが絶え間なく戦争をしてお互いに激闘し得るなど
という意見に、誰が賛成できるでしょうか？血を分けた兄弟の腹に剣を突き刺し
たりして、私たちすべてに共通の父の御名を、あなたはどんなにして呼ぶつもり
ですか？……キリスト教徒がキリスト教徒と鉾を交えるなどとは、まったく世に
も珍しい快事と申せましょう」（箕輪三郎訳「平和の訴え」23、岩波文庫、1961年、
40、41頁）と記されている。また、「戦争は、それを経験したことのない者にとっ
ては甘美である」では、ヒューマニズムおよび福音に忠実なキリスト教徒という
視点から、戦争の愚劣さと非道徳性、非合理性が指摘され、徹底した非戦論が展
開されている。ただし、エラスムスは、これらの作品の中で、キリスト教徒同士
が武器を手にして互いに争い合うことは福音の教えに反すると説いてはいるが、
しかし、だからといって、かれが、「キリスト教徒に対してあらゆる武器［の使用］
を禁止すべきである」といっているわけではない。したがって、本稿では、本文
の ad quos accedereを「かれらの意見に賛同する」としないで、「かれらの意見に
傾いている」と翻訳した。
29-3.　グロノヴィウスは、この文章について、「これらの人々は、あらゆる戦
争を否とするのではなく、戦争が、理由もなく、かつあまりに安易に行われては
ならないと主張しているのだ」と注記し、セネカ「恩恵について」第 7巻、第
22章中の、「われわれは、ある種の事柄を過度に誇張して説くが、それは、そう
した事柄を本然の姿に立ち戻らせるためである」（小川正廣訳、前掲、471頁）
という言葉をあげている。バルベイラックは、さらに、このような処理方法は「多
くのモラリストによって頻繁に用いられている」と指摘している。
29-4.　テルトゥリアーヌスは、「肉体の復活について」第 16章で、肉体を霊魂
の容器もしくは道具だとする異端的見解を論駁している。その中で、かれは、容
器や道具はその所有者の意図や資質に依存しないそれ自体の価値をもつが、肉体
はそのような固有の価値をもたず、つねに、霊魂と共にあり、霊魂と共に人間の
行動に参加するのだから、これを容器や道具と考えることはできないと説いてい
る。そして、その際に、剣を道具の一例としてあげ、剣の固有の価値は人をよく
殺傷する点にある、と指摘している。グローティウスが引用しているのは、この
ような文脈で語られている文章の一節である。したがって、この一節を、「［キリ
スト教徒に］あらゆる武器の使用を禁止せよ」という主張の典拠としてあげるの
には、いささか無理があるといわなければならない。なお、グローティウスは、「戦
争と平和の法・三巻」第 1巻、第 2章、第 9節で、戦争に関するテルトゥリアー
ヌスの見解について詳細に検討しており、そこでは、「［キリスト教徒に］あらゆ
る武器の使用を禁止せよ」という主張に近い考え方（グローティウスは、テルトゥ
リアーヌスがそう考えているとは断言していない）の典拠として、「偶像崇拝に
ついて」第 19章の文章をあげている。
29-5.　原注 1は、1642年版から付加された。　
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［30］
30-1.　グローティウスは、1601年、18歳でネーデルラント歴史編纂官となり、
1607年にホーラント、ジーラント、フリースラント州の財務訴訟官に任命され、
1613年には、ロッテルダム市法律顧問（市代表）となって、遣英使節も経験し
た。しかし、1618年に終身禁錮刑を言い渡されてローフェスタイン城に幽閉され、
その後亡命したために、それ以後のオランダにおける公職歴はない。
30-2.　グローティウスは、この文章を 1625年に、亡命先のパリで書いている。
30-3.　法を学問的な形態 arsに整理して説明しようとする試み自体は、古代ロー
マ以来存在する。しかし、学問的形態 arsとは何かという点については、時代によっ
て考え方が異なる。グローティウスが学問的形態 artis formaという場合には、人
文主義のもとで生まれた学問像を前提としている。法に関する人文主義の学問像
は、主としてキケローの作品に基づいている。キケローには、現在では失われて
しまった「国家［市民］法を一つの学術に組み直すことについて」De iure civile 
in artem redigendo. という著作があり、これが人文主義法学に大きな影響を与えた
ことはよく知られている。なお、キケローは、「法律について」の中で、次のよ
うに語っている。「（マルクス）人間には何が自然によって与えられているか、人
間の精神の中には最善のものがいかに豊富にあるか、わたしたちはどんな任務を
目標として遂行するために生まれ、この世の光を仰いだのか、人間同士の結びつ
きとは何か、人間のあいだの自然な結びつきとは何か、これらの点は、ほかのい
かなる種類の議論によっても明らかにすることはできない。じじつ、これらの事
柄が解明されてはじめて、法律と法の根源を見出すことができるのだ。……中略
……（マルクス）しかし、この議論ではわたしたちは、法一般と法律のすべての
問題をひっくるめて扱わなければならないため、市民法とわたしたちが呼んでい
るものは、いわば小さな狭い場所に押し込められることになる。じじつ、わたし
たちは法の自然本性を解明しなければならないし、それを人間の自然本性に求め
なければならない。また国々がそれに従って治められるべきである法律を考察し
なければならないし、ついで、諸国民の、集成され記述された法と布告を取り扱
わなければならないが、その中にわが国民の、いわゆる市民法もその場所をきっ
と見出すだろう。（クィントゥス）では、兄上、わたしたちが探求していること
をあなたは深く掘り下げ、そして……当然そうすべきですが……根源に求めると
いうことですね。別のやり方で市民法を教えている人たちは、正義の道よりも、
訴訟の道を教えているということになります」（岡道男訳「法律について」第 1
巻 5 et 6、前掲、191-193頁）。
［31］
31-1.　「正義の祭司」iustitiae sacerdotesは、法律家ないし法学者を指す。この
言葉は、おそらく、ユ帝「学説集」冒頭のウルピアーヌス文「法の仕事に従事し
ようとする者は、まず第一に、法という名称の由来を知らなければならない。法
の名称は正義に由来する。なぜならば、ケルスス *が優雅に定義しているように、
法は善と衡平の術 arsだからである。1. われわれが法の祭司 sacerdotesと呼ばれ
るのは、その術の故である。なぜならば、われわれは、衡平［公正］と不正を区
別し、適法と不適法とを識別し、たんに刑罰の恐怖によってのみならず、報賞を
もって勧告することによっても善を実現しようと欲し、もしわたしの考えが間
違っていなければ、見せかけの哲学ではなく、正しい哲学を追求することによっ
て、正義に奉仕し、善と衡平の観念を明らかにするからである」（D. I. 1. 1. pr. et 1.）
に由来する。
31-2.　本節でグローティウスが示している方法は、キケロー「法律について」
の叙述方法と類似している。おそらく、グローティウスはこれを念頭においてい
るのであろう。
［32］  訳注なし
［33］
33-1.　グロノヴィウスは、これを主権 ius majestatisと説明している。しかし、
グローティウスのいう最高支配権 summum imperiumには、絶対性・不可分性と
いう属性は認められない。したがって、この最高支配権は、ボダンらによって
提示された近代的主権概念とは異なるものだと考えられる。「戦争と平和の法・
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三巻」を通じて見ると（とくに第 1巻、第 3章）、この言葉は、最高権力 summa 
potestasあるいはたんに支配権 imperiumと互換的に用いられている。たとえば、
グローティウスは、第１巻、第３章で「最高支配権について」説明しているが、
この章には「最高支配権」の定義は存在せず、第７節で、最高支配権に相当する
ものとしての「最高権力」について、「その実行が他者の法によって制約されず、
他の人間の自由意思によっては無効とされえない権力をいう」という定義が与え
られている。
33-2.　第１巻の構成については、第一部「戦争と平和の法・三巻」全体の目次、
第１巻の部分を参照されたい。
［34］
34-1.　この義務は、所有者が負う義務ではなく、他人が所有者に対して負う義
務のことである。たとえば、善意または悪意の他人の物の占有者はその物および
果実を返還しなければならないとか、他人の物によって得た利益は返還しなけれ
ばならない、という義務である。グロノヴィウスは、そのような義務の例として、
ユ帝「法学提要」の法文「もしある人が、所有者でない者を所有者と信じて善意
で土地を購入したか、または贈与あるいはその他の正当な原因に基づいて善意で
土地を取得したときは、自然の理によって定められたところによれば、［その土
地から］収取した果実は、耕作および払われた注意に応じて、その者の所有に属
する。したがって、もしその後所有者が出現して、その土地について返還請求の
訴えが提起されたときは、かれによってすでに消費された果実について訴訟を提
起することはできない。しかしながら、事情を知って他人の土地を占有した者に
は、同じことは許容されない。したがって、かれがその果実をすでに消費してい
たとしても、土地のみならずその果実の返還も強制される」（Inst. II. 1. 35.）をあ
げている。 
34-2.　第２巻の構成および本節本文でグローティウスが記している述語の原語
と翻訳については、第一部「戦争と平和の法・三巻」全体の目次、第２巻の部分
を参照されたい。
［35］
35-1.　この不可罰性を、グロノヴィウスは、「死すべき人間である現世の裁判
官によっては追求されないこと」と説明している。つまり、国法によっては罰せ
られないということである。たとえば、嘘をいうことは一般的には罪であるが、
場合によっては適法とされる。その事例は、第３巻、第 1章、第 6節以下で詳細
に説明されている。
35-2.　グロノヴィウスは、これを「健全な良心に徒って行われ、神のもとで弁
護されること」と説明している。つまり、いかなる意味でも罪にはならないと
いうことである。グローティウスは、消極的な悪意ないし偽計 dolus、たとえば、
相手が誤解しているときに本当のことをいわず、結果として相手を欺く場合には、
それは悪徳 malusではないという見解を紹介している（第３巻、第 1章、第 7節）。
35-3.　第３巻の構成については、第一部「戦争と平和の法・三巻」全体の目次、
第３巻の部分を参照されたい。
［36］
36-1.　プロレゴーメナ第 1節。
36-2.　バルベイラックによれば、グローティウスは「戦争の権利」

という作品名を、文法家アンモニウス *の「相互に関連するさまざまな
言葉の意味の違いについて」から採用している。しかし、これはアンモニウスの
誤記で、正しくは、「国の裁判所の判決」という作品である。
そして、この作品は、ディオゲネース・ラエルティオスの伝える「アリストテレー
ス著作目録」129の「裁判所の判決」と同じものだと考えられている。
一方、ラエルティオスの「アリストテレース著作目録」には、「戦争の権利」あ
るいは「戦争の法」という作品は存在しない。ちなみに、加来彰俊訳「ギリシア
哲学者列伝・中」（岩波文庫、1989年）では、「裁判所の判決」は「判
例集」と翻訳されている（同訳書、37頁）。
36-3.　1625年版では、「ギリシア人のものも」の後に、「ローマ人のものも」

neque Latinorumという語句があったが、この語句は、1631年版以降削除された。

法学26号本文_5校.indd   331 2010/03/04   16:00:12



332

その理由は定かでないが、あるいは、本節の後半で、ローマの祭官団法について
言及されていることとの整合性を考えてのことであろうか。
36-4.　グロノヴィウスは、「すなわち教父たちのこと」と注記している。しかし、
この解釈では少し範囲が広すぎるように思われる。グローティウスは、おそらく、
比較的初期のギリシア教父やラテン教父を念頭に置いているのであろう。
36-5.　祭官団の法については、キケロー「義務について」第 1巻、第 11章に、

「実際、戦争の公正はローマ国民の軍事祭官法 ius fetialeにもっとも神聖犯すべか
らざるものとして規定されている。そこから理解できるように、公式の原状回復
要求、あるいは、事前の通告ないし宣言を経ないいかなる戦争も正当ではない」
（高橋宏幸訳、前掲、148頁）とあるほか、リーウィウス「建国以来のローマ史」
第 1巻第 24章および第 32章、第 30巻第 45章、第 32巻第 8章に比較的詳しい
記述がある。グロノヴィウスは、これをまとめて、「祭官［フェティアーレス］は、
信義の女神の祭司であり、主として公的な信義を監督していた。したがって、法
律に照らして、ある戦争を行うことができるか否かについての諮問が、かれらに
対してなされた。かれらは、また、ローマ国民の使節となり、賠償を要求し、戦
争を宣言し、同盟条約を締結した」と説明している。
36-6.　「良心の事案集」summa casuum conscientiaeは、カノン法上の著作の一形
式である。1215年に開催された第四ラテラノ公会議において、「少なくとも年に
一度、復活祭のとき、聴罪司祭に罪を告白し、許しの秘跡を受けなければならない」
（決議第 21条）と定められたのを契機として誕生した。この決議により、神の前
で罪とされること、すなわち良心に関する事案 casus conscientiaeについて、聴罪
司祭がどのように判断すべきかという問題が表面化し、この問題を解決するため
の手引きとして、「良心の事案集」が編纂されるようになった。初めは、「贖罪規
定集」poenitentialesあるいは「告白者の手引き」summa confessorumなどとも呼
ばれていたが、やがて、「良心の事案集」という名称が定着した。「良心の事案集」
は、とくにドイツその他の地域で、15世紀にいたるまで、刑法典に代わる役割
を果たしたといわれる。ただし、「良心の事案集」が編纂されるのは 16世紀前半
までで、17世紀には、もはや新たな事案集は編纂されていない。15世紀末から
16世紀前半にかけて繰り返し重版された作品に、「アンゲルスのスンマ」Summa 
Angelica（初版 1476年）や「バプティスティヌスのスンマ」Summa Baptistiniana（初
版 1494年）などがあり、16世紀に出版され 17世紀初頭にも重版された作品に、
「シルヴェステルのスンマ」Summa Sylvestrina（初版 1518年）がある。とくに、「シ
ルヴェステルのスンマ」はヴィトーリアによって利用され（ちなみに、ヴィトー
リア「最近発見されたインディオについての第一の特別講義」、「インディオにつ
いての、または野蛮人に対するイスパニア人の戦争の法についての第二の特別講
義」の二作品については、工藤佳枝氏によるすぐれた翻訳がある。「中世思想原
典集成 20」、「近世のスコラ学」所収、平凡社、2000年、161~335頁）、グローティ
ウスも、「戦争と平和の法・三巻」の中で、戦争、使用貸借、殺人、誓約、脅威、
教皇、復仇、回復、埋葬などの言葉に関連して、「シルヴェステルのスンマ」に
言及している。
［37］
37-1.　原注 1は 1642年版から付加された。

［38］
38-1.　ペトルス・ファーベル（ピエール・デュ・フォール）は、「セメストリウム」
第 2巻の最初の数章で、自然法と万民法、君主に求められる憐れみの心、戦争の
法（第 3章および第 4章）、戦争捕虜として奴隷にされる場合と奴隷身分からの
解放、軍の刑罰などの問題を取り上げ、それを、ギリシア・ローマの歴史からさ
まざまな事例を引いて説明している。グローティウスが念頭においているのは、
おそらく、これらの数章、とくに「戦争の法について」De iure belliと名付けら
れた第 3章および第 4章の記述であろう。
38-2.　グローティウス「戦争と平和の法・三巻」とゲンティーリス「戦争の法
註解・三巻」とを対比してみると、その構成および機能的・実証的論証方法など
の点で、グローティゥスが少なからずゲンティーリスに依拠していることが読み
取られる。なお、ゲンティーリスの所説とグローティウスの叙述との関係につい
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ては、訳注 38-4に掲げた伊藤不二男氏の論考も参照されたい。
38-3.　解答 responsaとは、現実に発生した訴訟事件について、訴訟当事者から
の依頼に応えて法学者が作成した、書面による助言をいう。
38-4.　最上位の類概念 summa generaという言葉が、具体的にどのような概念
を指すのかはよくわからない。おそらく、伊藤不二男「ゲンティリスにおける戦
争の質量因」（「法政研究」第 25巻、第 2/4号、1958年、429-448頁）で検討さ
れている、戦争の正当原因に関するゲンティーリスの分類概念（戦争の正当原因
には、動力因、形相因、目的因、質量因があり、質量因は、神的なもの、自然的
なもの、人的なものに分類される）や、かれの戦争概念などがそれに相当するも
のと思われる。なお、ゲンティーリスの自然法、諸国民の法、戦争などの概念、
およびグローティウスが指摘している欠点については、この論考の他に、同じく
伊藤不二男氏の「アルベリクス・ゲンティリスの国際法の観念」（｛法政研究｝第
22巻、第 2/4号、1955年、243-260頁）および「「アルベリクス・ゲンティリス
の戦争概念」（「法政研究」第 24巻、第 1号、1957年、21-40頁）によって、そ
の概要を知ることができる。
［39］
39-1.　〈〉印括弧内の「もしあなたが正しい仕方でそれに注意を向けるならば、」
という句は、1631年版で付加された。
39-2.　この文は、1625年版では「外的感覚によって認識することがらよりも
はるかに」multo magis quam quae sensibusと記されていたが、1631年版以降、
「外的感覚によって認識することがらと同じ程度に」ferme ad modum eorum quae 
sensibusと改められた。
39-3.　エウリピデース「フェニキアの女たち」ver.494-496.この言葉は、オイ
ディープスの呪いをかけられた二人の息子エテオクレースとポリュニケースとの
間で起こった紛争について、両者が母親イオカステーに仲裁を依頼したとき、ポ
リュニケースが語った言葉である。岩波版「ギリシア悲劇全集」では次のように
翻訳されている。「以上申し上げたことは、母上、それぞれみなあるがままの事
実です。そこには、どんな表現の上での綾も織り込まれてはいません。でも、知
恵のある者でなくとも、正しいことだと理解できたはずだ。そう私は思います」（安
西真訳「ポイニッサイ」、前掲、145頁）。なお、原詩には「衡平および善の準則
に支えられ」という句は存在しない。これは、おそらく、グローティウスの翻案
であろう。ちなみに、この引用文にはギリシア語原文が添えられていない。
39-4.　原詩ではコロス（合唱隊）の長が、「私になら分かりましたよ。私の生
まれ育ったのがヘラスの地でないことは確かです。それでも、あなたの主張が正
しいものであることぐらいは分かります」（ver.497-498.）と口を挟んでいる（安
西真訳、前掲、145頁）。ちなみに、大竹敏雄訳「フェニキアの女たち」では、
コロス（合唱隊）が「このわたしにも、ギリシアの土地に生まれ育った者ではあ
りませんが、それでも、あなたのおっしゃることは尤もだと思われます」と歌っ
たとされている（「ギリシア悲劇全集 IV」所収、人文書院、1960年、278頁）。
なお、この合唱隊はフェニキア人の女性たち、すなわち蛮族の女性たちによって
構成されている。このことは、合唱隊が最初に登場する ver.202-205で、「テュロ
スの海を後にして、私はここへやってきた。ロクシアース様への捧げもの、ポイ
ポス様のお社に仕える婢となるべき乙女として、ポイニーケー人の住まう島から
送り出されて、やってきた」（安西真訳、前掲、123頁）と歌われているところ
から明らかである。
39-5.　エウリピデース「アンドロマケー」ver.243.この一文は、マケドニア国
王の娘でテッサリアのプティーアーの王ネオプトレモスの妃となったヘルミオ
ネーと、もとヘクトールの妻で、夫がアキレウスに殺害された後、ヘルミオネー
の奴隷となったアンドロマケーとの間で、結婚生活に関して交わされた言葉の中
にある。ヘルミオネーが「確かにおまえの言葉は慎み深いが、行いには慎みのか
けらもない」というと、アンドロマケーは「またまた愛の痛みを心にしまってお
れないのですか」と応じ、ヘルミオネーが「何と、女にとり愛ほど大切なものは
ないではないか」というと、アンドロマケーは「はい、ただしきれいな愛でなけ
ればだめですが」と答え、その後に、ヘルミオネーが「異国の仕来りなど、われ
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らの国には無縁のもの」といい放つと、アンドロマケーが「異国であろうとなか
ろうと、見苦しいものは見苦しい」と切り返している（西村太良訳「アンドロマ
ケー」、「ギリシア悲劇全集 6」所収、岩波書店、1991年、18、19頁）。
39-6.　原注 1は、1642年版から付加された。

［40］
40-1.　バルベイラックは、「主題」argumentumという言葉に関連して、歴史家
や詩人は、かれらが語ろうとする人物の性格を保つために、しばしば、その人物
に自然法に反する格言をいわせていると注記し、その例として、「プロレゴーメ
ナ」第 3節で引用されたトゥキュディデースおよびタキトゥスの文章をあげてい
る。エンニウスおよびホラーティウスの文章についても、同じことがいえよう。
40-2.　「普遍的原因」causa universalisについて、グローティウスは、「キリス
ト教の真理」第 1巻で、アリストテレース =トマス・アクィナスの方法にならっ
て、神を「第一原因・普遍的原因」causa prima atque universalisと定義している（第
23節）。本節で「われわれの問題に関していえば」という断り書きが付されてい
るのは、おそらく、それと区別するためであろう。
40-3.　グローティウスは、「戦争と平和の法・三巻」第 1章、第 12節で、この
二つの証明方法を、「先験的」apriori、「経験的」a posterioriと呼んで区別している。
40-4.　諸国民の法（万民法）を自然法と同一視する見解は、すでにガイウス *
に見られる。「自然の理がすべての人々の間に定める法は、すべての国民によっ
てひとしく遵守され、すべての民族の用いる法として、万民法と呼ばれる」（「法
学提要」第 1巻、第 1章、1）。また、アルベリクス・ゲンティーリスの国際法す
なわち諸国民の法が、自然法であると同時に意思法でもあることについて、伊藤
不二男「アルベリクス・ゲンティリスの国際法の観念」、前掲、245ないし 252
頁を参照されたい。
40-5.　グローティウスは、「戦争と平和の法・三巻」第 1章、第 14節で、人法
とは「人間の自由意思」に基づく法であるとし、人法を、一つの国家ないし国民
の法と諸国民の法とに区分している。したがって、諸国民の法は「［人間の］自
由な意思に起源をもつ法」として、自然法から区別されることになる。
40-6.　アエリウス・スパルティアヌス他「皇帝伝」所収の、アエリウス・ラム
プリディウス「アレクサンデル・セヴェルスの生涯」30に、次のような記述がある。
「軍事であれ政事であれ公務の後は、アレクサンデルはギリシア語の書物を読む
ことに公務以上に専念し、プラトンの『国家』をよく読んだ。ラテン語のものを
読む際には、キケロの『義務について』と『国家』をもっとも好んだ。時には弁
論家や詩人、中でもとくに、自分が知っていて尊敬もしていたセレヌス・サンモ
ニクス *と、加えてホラティウスとを好んだ」（桑山由文訳「アレクサンデル・
セヴェルスの生涯」［桑山由文・井上文則訳「ローマ皇帝群像」3所収、京都大
学学術出版会、2009年、51、52頁）。
40-7.　原注 1.は、1642年版から付加された

［41］
41-1.　「あの原初的な法」illum primitivum iusという言葉は、プロレゴーメナに
おいては、この箇所でだけ用いられている。これが何を指すのか必ずしも明確で
ないが、おそらく、プロレゴーメナ第 19節で述べられた「恐怖から案出された」
法を指すものと思われる。訳注 41-3を参照されたい。
41-2.　グロノヴィウスは、「せいぜい、いくつかの外的効果を生ずるにすぎな
いもの」について、「理性によって強制されるわけではないが、習俗によってひ
としく遵守されている法のことである。たとえば、自然は、不正な暴力に対して、
わたしおよびわたしのものを守るように命じている。それ故、戦争が承認される。
しかし、その戦争において、わたしがどのように行動することができるのか、武
器とまっとうな策略だけしか用いてはならないのか、あるいは毒物を使用しても
よいのか。こういったことを定めているのは、自然ではなく諸国民の法である」
と注記している。しかし、この注は、自然法と諸国民の法との区別の説明であっ
て、諸国民の法に二種類のものがあるというグローティウスの論旨には適合的で
ない。グローティウスがあげている事例については、次訳注 41-3を参照されたい。
41-3.　バルベイラックは、「本書の行論それ自体の中で明らかになるであろう」
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という文章に対応する例として、「戦争と平和の法・三巻」第 3巻、第 7章、第 6、
7節をあげている。たとえば、グローティウスは、第 6節で、不正な戦争におい
て捕獲され奴隷とされた者が逃亡することは許されるかという問題を設定し、そ
の奴隷が戦争継続中に同胞の下に逃亡する場合には、復帰権によって自由と財産
を回復するが、同胞以外の者の下に逃亡した場合、または和平が成立した後に同
胞の下に逃亡した場合には、元の主人が返還を請求するときに限り返還されなけ
ればならないと述べ、その理由を、不正な戦争による奴隷は逃亡しないという良
心の拘束を受けるわけではないが、法ないし権利には、外的効果を生ずるにすぎ
ず、内心の義務づけを伴わないものがあるからだ、と説明している。つまり、諸
国民の法に従って奴隷とされた捕虜の復帰権 postliminiumに関して、本来の意味
の法ないし権利と、たんに外的効果を生ずるにすぎないものとの区別があり、不
正な戦争で奴隷とされた者が同胞以外の者の下に逃亡した場合、または和平が成
立した後に同胞の下に逃亡した場合が、後者の例だというわけである。このグロー
ティウスの説明に従えば、「たんに外的効果を生ずるにすぎないもの［＝法ない
し権利］」とは、内心の義務づけを伴わないもの［法ないし権利］のことだと理
解される。
41-4.　「固有のまたは厳格な意味の法」は、ほぼ「権利」と同義と考えられる。
この点については、「プロレゴーメナ」第 8節の他に、「戦争と平和の法・三巻」
第 1巻、第 1章、第 5節を参照されたい。ちなみに、この第 5節で、グローティ
ウスは、「法学者たちは、権能 facultasをその人自身のもの suumという名称で呼
んでいる。しかし、われわれは、今後、それを固有のまたは厳格な意味での法す
なわち権利 iusと呼ぶことにする。この権利に含まれるのは、自由と呼ばれている、
自分自身に対する権力や、家父権、主人権のような、他人に対する権力、そして
所有権（これには、完全な所有権と、用益権や質権のような完全ではない所有権
とがある）および債務に対応する債権である」と述べている。
41-5.　この区分については、さしあたり、「プロレゴーメナ」第 9節および第
10節を参照されたい。
41-6.　「プロレゴーメナ」第 8節ないし第 10節。

［42］
42-1.　「他ならぬアリストテレースの名によって抑圧されている」のが、具体
的にどのような人物もしくは学説を指しているのか、この点は不明である。エラ
スムスは、「戦争は、それを経験したことのない者にとっては甘美である」の中で、
次のように述べている。「雄弁もまた、初め、人々［キリスト教徒］から遠ざけ
られていたのみならず、むしろ隠されていたとするほうが妥当であって、次いで
ようやく公認されるにいたるや、異教徒を言い籠めるという口実のもとに、身の
ほど知らずの野望が頭をもたげ、この論戦の欲求は少なからぬ災厄を教会にもた
らした。それが嵩じれば、今度はアリストテレスの出番で、ほかならぬ神学のた
だ中に、彼の一切合切が招来されたわけだが、その権威たるや、ほとんど当のキ
リストを凌いで崇め奉られるありさまであった。たとえば彼の言説がキリスト教
徒の風儀に染まぬものであっても、その義はやわらげられて言葉巧みに釈明され、
反対にわずかでも彼の託宣に論難を試みた者は、たちまち難詰の怒号を浴びせら
れた」（月村辰雄訳「戦争は体験しない者にこそ快し」、前掲、320、321頁）。つ
まり、アリストテレースに依拠しながら発展したスコラ神学がカトリック教会に
おいて圧倒的な支配力をもつようになるのに伴って、アリストテレースの教説が
絶対視されるようになり、その結果、福音の真理に立ち戻るべきであるというまっ
とうな主張が、アリストテレースの託宣に反するとして論難され、あるいは異端
として断罪され、あるいは抑圧されているというのである。グローティウスの文
章も、エラスムスの記述とほぼ同様に理解することができよう。
42-2.　グロノヴィウスによれば、「いかなるものも認識されえないという、こ
の上なく愚かなことを説いた人々」とは、キケロー「義務について」第 1巻 2お
よびディオゲネス・ラエルティオス「ギリシア哲学者列伝」に記されているピュ
ロン*や、へリロス*その他の懐疑派哲学者を指す［キケローは、さらにアリストー
ン *をあげている］。そして、グロノヴィウスは「かれらは、すべてのことがら
を疑った。これについては、ディオゲネス・ラエルティオスのピュロン伝を見よ」
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と注記している。ラエルティオスの文章は次の通りである。ピュロンは「アナク
サルコスの弟子になり、その人の伴をしてどこへでも出かけて行ったので、イン
ドでは裸の行者たちとも、また（ペルシャの）マゴス僧たちとも交わりを結んだ。
そしてこの経験から彼は、アブデラのアスカニオスが述べているように、ものご
との真理は把握できないということ（アカタレープシアー）と、判断の保留（エ
ポケー）という形の議論を哲学のなかに導入して、まことに気位の高いやり方で
哲学活動を行ったように思われる」（加来彰俊訳「ギリシア哲学者列伝・下」、岩
波文庫、1994年、151頁）。したがって、グローティウスの「いかなるものも認
識されえないという、この上なく愚かなことを説いた人々」は、ピュロンに代表
される懐疑派の哲学者を指しているということができよう。ただし、岩波文庫版
「義務について」の翻訳者泉井久之助は、「この人たちの学説はさまざまであり、
ことにあとの二人［ヘリロスとアリストーン］はキケローがこの個所で義務論に
関して推賞する学派のひとつのストア派に属しているが、しかもその教説がキケ
ローによってここに一様に排撃されているのは、かれら三者の学説が徳に関して
実践的な意味での積極性をもつものを説かなかったためであろうと思われる」と
注記している（泉井久之助「義務について」、岩波文庫、1961年、216頁、註 6）。
また、岩波版「キケロー選集」、「義務について」の翻訳者高橋宏幸は、「三者に
共通するのは、貧富、病気と健康といった外的、物質的なものを善悪の考慮に無
関係とする点。したがって、現実の行為の選択にあたって、どちらが望ましいか
という比較の余地がない」と注記している（「義務について」、前掲、131頁、注 3）。
したがって、グローティウスの評言は、懐疑派の哲学に対するいわば通俗的な理
解に基づくものだといえよう。
42-3.　ラクタンティウス「信教提要」第 6巻、第 9章には、次のように記され
ている。「もし、誰かが、もろもろの個人および学派の間に分散している真理を
拾い集め、それを一体のものにまとめるならば、かれの意見は、たしかに、われ
われの意見と異ならないであろう。」
42-4.　この文章は、ユースティヌス「第一護教論」ではなく、「第二護教論」
第 13章にある。「キリスト教教父著作集」では、次のように翻訳されている。「わ
たしはキリスト教徒と認められることを願い、またあらゆる困難と戦いながらそ
れを告白する者です。それは、プラトンの教えがキリストのそれと異質であるか
らではなく、すべての点で類似してはいないからです。このことはプラトンにか
ぎらず、ストア派や詩人や作家の教えについても同様です。その理由を述べます。
この人々はそれぞれに神のロゴス・スペルマティコスの部分によって、同類のも
のを見る場合には、正しいことを語ったのです。しかし他面で重要問題について
は相互に矛盾することを語っているので、揺るぎなき認識とか疑問の余地なき知
識は、まだ有していないと思われます」（柴田有訳「（ローマの元老院にあてたキ
リスト教徒のための）第二弁明」、「キリスト教教父著作集 I」ユスティノス所収、
教文館、1992年、156頁）。
42-5.　テルトゥリアーヌス「霊魂について」第 20節には、こう記されている。「セ
ネカはしばしばわれわれの側に立っているが、そのセネカがいうように、われわ
れの中には、生命のすべての術と年齢の種が植え付けられている。そして、われ
われの教師である神は、秘密裏に、われわれの素質を作り出す。すなわち、幼児
期に植え付けられ、隠されていた種から、われわれの素質を作り出すのである。
それが知性である。」
42-6.　テルトゥリアーヌス「ユダヤ教徒駁論」第 9章。テルトゥリアーヌスの
文章は次の通りである。「そこからキリストが生まれるのにふさわしい乙女は、
ダヴィデの一族の種から出なければならなかった。このことを予言者は、次のよ
うに明言している。『エッサイの株から一つの新芽が萌えいで（新芽とはマリア
のことである）、その根から一つの若枝が育ち、その上に神の霊がやどる。知恵
と分別の霊、知識と神への畏れの霊、思慮と強さの霊。かれは、神を畏れ敬う霊
に満たされる』［イザヤ書、XI:1~3］。キリスト以外のいかなる人間も、それらの
霊のすべてについての資格証明書をもつ資格はないのだから、そして、確かに、
キリストは、栄光と恩寵の故に若枝に譬えられているが、マリアを通じてエッサ
イの家系から出ているのであるから、キリストはここから出たものと判断されな
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ければならない。」
42-7.　アウグスティーヌス「書簡集」第 91書簡［ネッタリオ宛、 c.408/409］、
第 3節。ただし、Migne版では、「しかし、これらの道徳律は」Hi autem mores
と記されていて、「キケローや他の哲学者たちが推奨する道徳律」Mores illi quas 
Cicero philosophique alii commendantとは記されていない。また、この第 91書簡
全体でも、キケローの名前はあげられていない。しかし、キケロー「国家につい
て」に言及している箇所はあり、グローティウスは、あるいはこれを踏まえて、「キ
ケローや他の哲学者たちが推奨する道徳律」といったのかも知れない。
42-8.　アウグスティーヌス「書簡集」第 118書簡［ディオスコロス宛、c. 
410/411］、第 21節。「ここからして、プラトン学派の哲学者たちでさえも、キリ
スト教の教えが認めないものを少し変更して、唯一の無敵の王であるキリストに
敬虔な心で服従し、人間の体をまとった神の言葉を理解する必要がある［と感じ
ていた］ことが知られる。というのは、神は、かれらが公言するのを恐れていた
こと［＝真理］を命じ、それがかれらによって信じられているからである。」
42-9.　アウグスティーヌス「真の宗教について」序文、第 4節（グローティウ
スは第 3章と記しているが、それは、おそらく、グローティウスの使用した版が
現在の普及版と異なるからであろう）で、アウグスティーヌスは次のように述べ
ている。「もし、人々によってその名をたたえられている者たち［プラトンたち
のこと］が再びこの世に戻って来て人々のあふれる教会と、見捨てられ荒廃した
神殿とをまのあたりにするなら、また、今や人類が移ろい流れ去る財宝への欲望
から離れて、永遠の生命への希望と霊的にして叡智的な財宝へと招かれ、馳せ参
じているのを見るならば、おそらく、『そのことはわれわれがあえて人々に説こ
うとしなかったことである。われわれは彼らをわれわれの信仰と意思にひき入れ
るよりもむしろ彼らの慣習に従ったのだ』ということであろう。それゆえ、もし
それらの人々が再度われわれと共にこの世の生をおくることができるとすれば、
彼らはきっと、だれの権威によって人間に対する救いが配慮されるかを知るであ
ろう。そして、彼らはほんのわずかの言葉と内容を変えることによって、近年わ
れわれの時代のきわめて多くのプラトン派の哲学者たちがそうであるように、キ
リスト教徒になることであろう」（芝泉昭男訳「真の宗教」、アウグスティヌス著
作集 2（初期哲学論集 2）所収、教文館、1979年、294頁）。
42-10.　アウグスティーヌス「告白」第 7巻、第 9章の冒頭には、「そこで、あ
なたはまずはじめに、わたしに、どのように『あなたが高慢な者を退け、謙遜な
ものに恵みを与えたもう』かを、また『あなたの言が肉体となり人の間に住んだ』
ということになり、いかに大きなあなたの憐れみが人間に謙遜の道を示されたか
を、明らかにするために、恐るべき傲慢の膨れあがっていたある人物を通して、
ギリシア語からラテン語に翻訳されたプラトン派の書物を、わたしのために準備
されました。その書物の中で、わたしはこれらの同じ言葉ではありませんでした
が、これと同じことが、種々さまざまな根拠により、説かれているのを読みまし
た」（宮谷宣史訳「告白録・上」、「アウグスティヌス著作集 5/1」、教文館、1993年、
344頁）という文章があり、第 8巻、第 2章には、「わたしはシンプリキアヌスに、
自分の誤りに満ちた経歴を語りました。かつて、ローマ市の修辞学者で、キリス
ト教徒として生涯を全うしたウィクトリヌスがラテン語に翻訳したプラトン派の
ある文書を読んだ、と話しますと、彼は、この世の諸原理に従い著されている他
の哲学者たちの文書は虚偽と欺瞞に満ちているが、プラトン派のものにはさまざ
まな仕方で、神と神の言葉が暗示されている、とわたしのために喜んでくれまし
た」（同訳書、380、381頁）と記されている。
42-11.　原注 1は 1642年版で付加された。

［43］
43-1.　アリストテレースは、「ニコマコス倫理学」第 2巻、第 6章でこう述べ
ている。「徳は情念と行為にかかわっており、情念と行為における超過と不足は
誤っているけれども、中間は賞讃され、正しいあり方をしているのである。しか
るに、賞讃と正しいあり方のどちらも徳にふさわしいことがらなのである。こう
して、徳とは、中間を狙うものである以上、ある種の『中庸［メソテース］』な
のである。」朴一功訳「ニコマコス倫理学」、京都大学学術出版会（2002年）、73頁。
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43-2.　「快楽および名誉の蔑視」contemtum voluptatis et honorumという語句は
1625年版で用いられ、その後 1631、1632、1642年の版で「快楽の蔑視や名誉」
contemtum voluptatis et honoremと改められたが、1646年版でふたたびもとの表現
に戻された。おそらく、誤植に気がついた、ということであろう。
43-3.　アリストテレース「ニコマコス倫理学」第 2、3、4巻の記述によれば、
アリストテレースが「気前のよさと倹約」をひとつの徳とするのは、その二つが
相互補完的で、浪費と吝嗇に対して中庸だからである。また、「はったりと猫か
ぶり」を真理に対置するのは、真理が、言葉と行為によってことがらの本来の姿
を明らかにする徳であるのに対して、本来の姿以上にみせるのがはったりであり、
それ以下にみせるのが猫かぶりだと考えられるからである。さらに、「快楽の蔑視」
が悪徳とされるのは、美しい音楽や優雅なものに対する野蛮な憎悪に関連してで
あり、「怒りの欠如」が悪徳でありうるのは、それが愚鈍や純重に由来する場合
のことである。したがって、グローティウスの評言は、必ずしも、アリストテレー
スの真意を正しく伝えているとはいえない。なお、バルベイラックは、本節にお
けるグローティウスのアリストテレース理解について詳細な注釈を加え、グロー
ティウスのアリストテレース理解が正確でないことを指摘している。これは、思
想史上の観点からすれば興味のある指摘であるが、さしあたりグローティウスの
文章を正確に読んでみようという本稿の目的の範囲からは逸脱している。また、
グローティウスの引用が必ずしも原作品の文脈と一致していないのは、とくにア
リストテレースの場合に限ったことではない。そこで、本稿では、バルベイラッ
クの詳細な注釈には立ち入らないことにした。
43-4.　ラクタンティウスは、「信教提要」第 6巻、第 15、16、17章において、
ストア派や逍遙学派の説く徳が、実は徳ではなく、かれらの説く悪徳が、実は悪
徳ではないことを論証しようとして、大要、次のように述べている。欲望、喜び、
恐れ、悲しみなどの情念は、人間に植え付けられたものだから、ストア派がいう
ように、それを人間から取り去ることができるというのは正しくない。たとえば、
かれらにとって快楽を抑制することは美徳であるが、もしかれらの教説が正しい
とすると、ある人が快楽そのものに何らの欲望も感じない域に到達したとすると、
その人にとって、快楽を抑制することは美徳ではないことになる（そもそも抑制
すべき対象が存在しないのだから）。これは、かれらが、欲望を人間から取り去
ることができると考えたことから生ずる矛盾である。また、逍遙学派は、人間の
中に悪徳へと向かう情念が存在することを認め、それを緩和することが徳である
と考えている。しかし、情念から悪徳が生ずるのは、情念そのものに原因がある
のではなくて、情念を働かせる誘因にその原因があるのである。つまり、情念の
働かせ方が問題なのである。たとえば、かれらは、勇気は徳であり、臆病、恐怖
は悪徳であるという。しかし、これは正しくない。なぜならば、神を恐れ、神の
前で臆病であることは決して悪徳ではないし、神に反抗するほどの勇気は勇気の
極みであるけれども、それは決して美徳ではない。また、中庸が正しいとするか
れらの教説も、正しいとは考えられない。たとえば、かれらは、欲望をほどほど
に抑えることは正しいことだというが、神が与える永遠の生命を、死をも恐れず
に求める欲望は、欲望の極みであるけれども、決して悪徳ではなく、むしろ美徳
の極みであり、それをほどほどに抑制することこそが不正なのである。このよう
に考えると、そこから、唯一の神の宗教を知らない者は、およそ徳のなんたるか
を知ることができないし、その正確な限界も理解することができない、という結
論が導き出される。
43-5.　カッシオドールス「友情について」。この作品は、1588年に出版された

「カッシオドールス選集」に収録されている。しかし、その後、ピェール・ド・
ブロワ *の作品であることが判明した。グローティウスが引用している文章は、
ピェール・ド・ブロワ「キリスト教的友愛について、および神の愛と隣人の愛に
ついて・二論」の中の第二論文「神の愛と隣人の愛について」第 49章にある。
Migne版では、「それ故、われわれは、このような情念によって動かされること
が有益であるとか、あるいは有害であるという判断はしない。なぜならば、これ
らの情念が心を動かすときに、あるいは試練あるいは誘惑が生ずるのは、そのと
きまで、心の中に、それに同意するものが不完全な形で存在していたからである」

法学26号本文_5校.indd   338 2010/03/04   16:00:13



グローティウス「戦争と平和の法・三巻」（Ⅰ）　 339

と記されている。なお、この引用文はラクタンティウスの議論とほぼ軌を一にし
ているが、アリストテレースから離れているか否かについては、かなり疑わしい。
次節訳注 44-2に紹介するように、アリストテレースは、情念だけから生ずる行
動は、それだけでは正とも不正ともいえず、そこに行為者の選択が作用するとき、
初めてその行為が正であるとか不正であるといえるのだ、と説明しているからで
ある。
43-6.　原注 1は、「広範にわたって追求している。」までが、1642年版で付加され、

「カッシオドールスは」以下の部分は 1646年版で付加された。
［44］
44-1.　アリストテレースは、「ニコマコス倫理学」第 2巻、第 6章で、徳を「選
択にかかわる性格の状態［ヘクシス・プロアイレティケー］なのであり、その本
質はわれわれとの関係における『中庸［メソテース］』にあるということになるが、
その場合の中庸とは、『道理［ロゴス］』によって、しかも思慮ある人が中庸を規
定するのに用いるであろうような『道理』によって規定されたものなのである。
すなわちそれは、二つの悪徳の、つまり超過に基づく悪徳と不足に基づく悪徳と
の間における中庸なのである。またさらに、徳が中庸であるのは、情念や行為に
おいて一方の悪徳は必要以上に不足し、他方の悪徳は必要以上に超過するのに対
し、徳の方は中間を発見し選ぶ、ということによるのである」と説明している（朴
一功訳、「ニコマコス倫理学」、前掲、74頁）。そして、第 3巻、第 5章では、徳
の一般的輪郭として次の 5点をあげている。「① 徳とは、中庸であること、そし
て② 徳は状態であり、特定の行為から生まれること、しかも③ 徳はそうした行
為を徳そのものに基づいてわれわれに行わせるものであること、さらに④ 徳は
われわれの力の範囲内にあり、自発的なものであって、⑤ 『正しい道理』が規定
するような仕方でわれわれに行為させるところのものであること」（同訳書、116
頁）。
44-2.　アリストテレースは、「ニコマコス倫理学」第 5巻、第 5章で、「また、
正義とはある種の中庸であるが、それが中庸であるのは、他のさまざまな徳と同
じ仕方によるのではなく、まさに中間を見出すことによるのである」（朴一功訳、
223頁）と述べて、正義と他の徳とでは中庸のあり方が異なることを指摘してい
る。さらに、アリストテレースは、正義とは「他者との関係での正しさ」なので
あって、「われわれの［心の］状態」を指す徳とは性質が異なり、「徳の全体とは
別の種類の正義がある」こと（第 2章、同訳書、205頁）、「正しいこと」とは「合
法的なこと」と「公正なこと」を意味するが、前者は一般的な正義であって完全
な徳にほかならないのに対して、後者は徳の部分であると分析し、徳の部分とし
ての正義（たとえば、配分的正義や矯正的正義）について、「正義が中庸である
のは、中間を見出すことによるのである」と説明している。したがって、「正義」
そのものと「中庸」との関係が、情念および行為の過多と過少とに関連づけて説
明されていないというグローティウスの批判は、事実としては正しい。しかし、
グローティウスは、アリストテレースが正義と他の徳との間に認めた性質の相違
を、まったく無視している。
44-3.　アリストテレースは、「ニコマコス倫理学」第 5巻、第 11章で、自己の
分より少なく受け取ることは、中間よりも少なくもつことであり、これは、不正
な行為を身に受けることであるとし、「不正な行為を身に受けることも、不正な
行為をすることも、どちらも低劣であるのは明らかである。しかしながら、それ
にもかかわらず、不正な行為をすることの方が、不正な行為を身に受けるよりも
悪いのである。なぜなら、不正な行為をすることは、悪徳をともなっており、非
難されるべきものであって、しかもその悪徳は完全かつ無条件なものか、あるい
はそれに近いものであるが、他方、不正な行為を身に受けることの方は、悪徳も
不正もともなっていないからである」（朴一功訳、250 et 251頁）と述べている。
また、「『品位ある人［エピエイケース］というのは、』より少なく取る控えめの
傾向の人である」（第 5巻第 9章、同訳書、240頁）とも述べている。したがって、
アリストテレースは、「より少なく受け取ることが正義に反する」といっている
わけではない。
44-4.　「正義とは、そもそも他人のものに対する（欲望の）抑制のうちに存する」
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という文章は、「ニコマコス倫理学」第 5巻、第 1章の記述と一致する。アリス
トテレースは、こう述べている。「われわれは、一つの意味では、社会共同体に
とっての幸福ないしは幸福の諸部分をつくり出したり、それらを保護する性質の
ものを『正しいこと』というのである。そして、法は、たとえば……姦通をした
り、乱暴をはたらいたりしないような、節制ある人の行動を命じ……、同様にし
て他のさまざまな徳と邪悪に応じて、一方の行為を命令し、他方の行為を禁じる
のであるが、……かくして、このような意味での正義とは『完全な徳［テレイアー・
アレテー］』にほかならない。しかし無条件にそうなのではなく、『他者との関係
における』完全な徳なのである。そしてこのゆえに、しばしば、正義は、さまざ
まな徳のなかでも最高のものと考えられており、……われわれはことわざにしな
がら、次のようにも言っている。すなわち『正義のうちにはすべての徳がつまっ
ている』と」（朴一功訳、200~202頁）。
44-5.　アリストテレースは、「ニコマコス倫理学」第 5巻、第 2章で、欲望の
故に金を払って損をしてまでも姦通する行為や怒りにまかせて人を殴る行為は、
「放埒」や「臆病」とも関係づけられるのであって、不正にだけ関係づけられる
わけではなく、全体的な正義にかかわる問題であるとし、利得を得るために姦通
するような場合が、固有の意味の正義すなわち部分的正義に属するのである、と
述べている。また第 5巻、第 6章では、他者との関係において、ある人の正、不
正が問題なるのは、その人の行為がたんなる情念に基づくだけでなく、そこに、
自発的な選択（プロアイレンス）という要素が存在する場合であり、情念によっ
て姦通する者や、盗みをはたらく者は、たしかに不正な行為をしてはいるが、そ
れだけで不正な人だとはいえない、と説明している。アリストテレースは、正義
と不正義、正しいことと不正なこと、不正な行為と不正な人とを、それぞれ区別
しているが、グローティウスはこの区別を無視し、独自の「本来の意味の不正」
の概念を設定して、これに基づいてアリストテレースを批判している。アリスト
テレースは、他人のものを盗むという行為や情念にもとづく姦通が不正ではない、
といっているわけではないし、「ニコマコス倫理学」には、いかなる意味におい
てであれ、殺人が不正な行為ではない、などという記述は存在しない。
44-6.　本節で、グローティウスは、アリストテレース「ニコマコス倫理学」の
正義論を引き合いに出しながら、アリストテレースの文章の複雑な論理構造をか
なり強引に単純化して、独自の正義論を展開している。図式化していえば、グロー
ティウスは、アリストテレースの一般的正義と特殊的正義を統合して、正義とは
「人間の社会的結合を維持発展させる」ことに資するものを保護し、それを毀損
しかねないものを抑制することだと考えた、ということになろう。
［45］
45-1.　ここまでの本文の記述については、訳注 43-4に紹介したラクタンティ
ウスの所論を参照されたい。
45-2.　アウルス・ゲッリウス「アッティカの夜」第 4巻、第 9章 14。ここで、
ゲッリウスは次のように述べている。「敬虔な」religiosusという言葉の "-sus"と
いう接尾語は、もともと過剰を意味し、religiosusは過剰な宗教心、すなわち迷
信という悪い意味の言葉であった。しかし、その後、「威厳と尊敬の念に満ちた」
という、よい意味に用いられるようになった。他方、同じ "-sus"という接尾語が
つく言葉でも、初めからよい意味をもっていた言葉もある。たとえば、「才能が
ある」ingeniosus、「職務に忠実な」officiosus、「美しい」formosus、「よくしつけ
られた」disciplinosus、「知恵のある」consiliosus、「勝利の」victoriosus、「能弁な」
facundiosusがそれである。これらの単語の語幹が意味する徳の広がりは、いかな
る限界によっても制限されず、それが大きくかつ膨張すればするほど賞賛に値す
る。
45-3.　ラクタンティウス「信教提要」第 6巻、第 16章。ここで、ラクタンティ
ウスは、逍遙学派が悪徳の存在を認めるのは正しいが、それを中庸によって緩和
するのは誤りであるとし、その理由を、悪徳は生まれるのではなくて、われわれ
が情念を悪用することによって作られるのであるから、悪徳を緩和するためには、
情念を抑制するのではなく、情念を働かせる原因を抑制しなければならないから
である、と説いている。グローティウスが本文で引用しているのは、ラクタンティ
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ウスがこの結論を敷衍して説明している文章の一節である。
45-4.　「それゆえ」以下〈〉印括弧内の文章は、1631年版から付加された。
45-5.　アガーティアス「歴史」第 5巻、第 18章。引用文は、東ローマ帝国領
内に進出したフン族との戦いを目前に控えた 558年に、ベリサリウスが行軍中の
全兵士を前にして、兵士の間に見られたおごりと士気の弛緩を誡めるために行っ
た演説の一節である。
45-6.　原注 1は 1642年版で付加された。

［46］
46-1.　プロレゴーメナ第 40節。
46-2.　グローティウスは、「戦争と平和の法・三巻」第 1巻、第 1章で、自然
法ならびに諸国民の法の証明について論じている。そして、第 12節で、自然法
の証明方法には、先験的証明と経験的証明の二つの方法があると指摘し、歴史に
おける「一致した判断」は、その中の経験的証明に該当すると説明している。ま
た、「諸国民の法」については、第 14節で、「不文の国法と同じ方法で、すなわち、
継続的な使用と法に通じた人々の証言によって」証明されると述べている。
［47］  訳注なし           
［48］
48-1.　グロノヴィウスは、「旧約の律法は自然法そのものであると主張する人」
を、「たとえばボダンや、その他のユダヤ教に通じたキリスト教徒の学者のこと
である」と注記している。しかし、訳者はそれぞれの該当作品を確認することが
できなかった。ボダンは、「秘密の場所に隠された崇高なことがらに関する七人
の討論会」第 4巻で、律法が絶対的であるというユダヤ人サロモの主張に対して、
ボダンの見解の代弁者とみられる自然宗教派のトラルバに、「救いを得るために
は、人間の心に植え付けられた自然法と自然宗教とで十分であるとするならば、
祭儀や礼拝に関するモーセの律法がなぜ必要なのか、わたしにはその理由がわか
らない」といわせている。グロノヴィウスは、あるいはこの文章を念頭に置いて
いたのかもしれない。なお、旧約の律法を古代のヘレニズム世界に適合させるこ
とは、ユダヤ人哲学者の重要な課題であった。たとえば、アレクサンドリアのフィ
ローンは、律法の中の道徳的な部分は自然法と同じものと考えてよいと主張して、
律法の民族性を克服し、旧約の律法に普遍性を与えようとしている（「モーセの
生涯について」第 2章、第 14節など）。
48-2.　グロノヴィウスは、この見解がアナバプティスト（再洗礼派）のもので
あると注記し、バルベイラックは、ツィーグラー「グローティウス・戦争と平和
の法・三巻註解」によれば、シエナのシクストゥスの「聖なる図書館」に、この
見解をとる数名の再洗礼派の名が記されていると注記している。しかし、訳者は、
その名前を確認することができなかった。ちなみに、「新約の成立後は、旧約に
属するものがすべて役立たなくなった」という見解を最初に主張したのは、2世
紀のマルキオン *である。
48-3.　「プロレゴーメナ」第 12節ないし第 14節。
48-4.　イエスは、自ら、「わたしが来たのは、律法や予言者を廃止するためだ、
と思ってはならない。廃止するためではなく、完成させるためである」（「マタイ
による福音書」5: 17）といっている。また、グローティウスは、「キリスト教の
真理」第 4巻、第 6節および第 7節で、旧約の律法と新約のイエスの掟とを比較
対照し、この両者の関係は、「たとえば、ある王が、国民の間で激しい敵対があっ
た後、平和を樹立するためにさまざまな法を廃止し、すべての人々に共通のそし
て完全な法を定め、かつ将来に向かって自らを正す者に対して、すでに犯した罪
の許しを約束する」のと同じようなものだと説明し、「廃止された個別の法は、
神を嘉する結果をもたらすことができず、常に維持されるべきものとは考えられ
ない法である」として、律法の犠牲に関する規則、肉食に関する規則、日の計算
方法に関する規則、割礼に関する規則などの例をあげている。
［49］                             
49-1.　グロノヴィウスは、その例として、マイモニデース *とその作品「迷え
る人々のための手引」をあげている。
49-2.　カッシオドールス「聖俗文献提要」序文。カッシオドールスは、ここで、
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聖書は最初から最後までギリシア語で書かれていたと指摘し、ギリシア語に通じ
たアレクサンドリアのクレメンス *や、キュリロス、ヨハンネス・クリュソスト
モスらの著書をとりあげる理由を、「祖国の言葉で語られていることは、誰でも、
より心地よく受け止める。そこからして、昔の教師たちがやったように、それ［ギ
リシア教父の著作を読むこと］により、新しい教師たち［ラテン教父］によって
は完成されえなかったことが可能になるのである」と述べている。カッシオドー
ルスは、ラテン語版聖書とギリシア語版「七十人訳聖書」のみを念頭に置いてい
るので、「ヘブライ人の著述家」には言及していない。なお、バルベイラックは、
ヘブライ語はすでに久しい以前から死語になっており、これを祖国の言葉とする
著述家など存在しないし、タルムードが聖書解釈の参考になるとは思えないとし
て、グローティウスの見解に批判的な注を記している。
49-3.　原注 1は、1642年版で付加された。

［50］   
50-1.　グロノヴィウスは、「たんに自然法が単独でわれわれに要求すること以
上に神聖なこと」に対する注として、「マタイによる福音書」第 5章、第 20節の
「あなたたちの正義が律法学者やファリサイ派の人々の正義にまさっていなけれ
ば、あなたたちは決して天の国に入ることができない」という言葉を指示してい
る。ちなみに、「あの至聖なる掟」とは、「十戒」のことである。
50-2.　「命令というよりもむしろ勧奨されていること」について、グロノ
ヴィウスおよびバルベイラックは、これを、いわゆる「福音的勧告」consilium 
Evangelicumのことであると注釈している。いわゆる「福音的勧告」は 12世紀
以降の神学において確立した概念で、清貧、貞潔（または独身）、従順の三つの
徳目をその内容とする。グローティウスが「命令というよりもむしろ勧奨されて
いること」という場合も、これとほぼ同じ内容のことが考えられていると見てよ
かろう。ちなみに、新約聖書の掟の中に、すべてのキリスト教徒が守らなければ
ならない命令 praeceptumと、さらにより完全な信徒としての生活を目指す者の
ために与えられた勧告 consiliumとがあることを指摘し、はじめて両者を明確に
区分したのは、アムブロシウスであった。アムブロシウスは、次のように述べて
いる。「福音書の中で、人を殺すな、姦淫をするな、偽証するなと命じられてい
る場合には、この命令は、その違反に罰が伴う命令である。しかし、これらの掟
の命令を完全に果たした者に対して、『すべてのものを売り払って、主に従え』
（「マタイによる福音書」第 19章、第 18~21節）と勧告されている場合には、こ
れは、命令として課されているのではなくて、勧告として与えられているのであ
る。……すなわち、かれは命令に拘束されているのではない。かれには選択の余
地が残されている」（「寡婦について」第 12章 73）。そしてさらに、「ルカによる
福音書」第 17章、第 9および 10節の「命じられたことを果たしたからといって、
主人が下僕に感謝するであろうか。あなたがたも同じことだ。自分に命じられた
ことをすべて果たしたら、『わたしたちはとるに足りない下僕です。しなければ
ならないことをしただけです』と言いなさい」を引用し、命令を守るだけでなく、
勧告をも実行する者こそが、天の報酬を求めることができるのだ、と述べている
（「寡婦について」第 12章 74）。
［51］
51-1.　グローティウスは、教会会議 synodusと公会議 conciliumとを同義語と
して互換的に用いている。したがって、この「教会会議」にはいわゆる「公会議」
も含まれる。教会会議ないし公会議の決議条項はカノン canonesと呼ばれ、そこ
からカノン法という言葉が生まれた。カノンの原義は「すべてのキリスト教徒が
守るべき規範」であるが、カノン法は、通例、教会会議ないし公会議が制定した
教会の一般法、さらには教会が制定した一般法を意味する。本稿では、カノンを「決
議教令」もしくは「カノン法」と翻訳した。ただし、グローティウスは、カノン
を限定的に捉えている。したがって、かれがカノン法というとき、それは、通常
用いられるカノン法・教会法と同義ではない。この点について、次訳注 51-2お
よび 51-3も参照されたい。
51-2.　「それが正しいものである限り」という限定詞は、グローティウスが「カ
ノン」を一般的な意味よりも狭く、厳格に解していることを示している。この点
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について、グロノヴィウスは、「これによって、［グローティウスは、］公会議が
ときどき誤りうることを確認している」と注記している。また、バルベイラック
は、「これは、教会会議の決議教令がグローティウスの目的にとってあまり役立
たないことを示すものである」として、次の 4つの理由をあげている。第 1は、
キリスト教信仰が純粋に保たれていた初代教会時代については、公会議の記録が
ほとんど存在しないこと、そして、存在するいくつかのものについても、誤りや
改竄が多く見られること。第 2は、教会会議ないし公会議の決議教令は、概して、
教義に関する思弁的性質の事項や、教会内部の規律に関する事項について規定し
ているにすぎないこと。第 3は、教会会議ないし公会議は、理論上誤りうるだけ
でなく、実際にも、しばしば、誤りを犯したのだから、その決議教令の正しさを
判定し、決議教令を正しく解釈するためには、結局、聖書に立ち戻らざるをえな
いということ。そして第 4は、現実の教会会議ないし公会議は、しばしば、皇帝
の隠れ蓑としての役割を果たす聖職者や、地域の有力者の利益を代表する聖職者
によって牛耳られ、その決議教令は、必ずしも、問題を正しく検討するのにふさ
わしい学識と能力とを備えた聖職者によって定立されていないこと、である。他
方、グローティウスは、「カノン」を狭く解する理由を、「本当の意味のキリスト
教会の義務は、神が教会に伝えたものを伝えられたとおりの仕方で伝えることに
ほかならない」と述べている。したがって、バルベイラックが指摘している理由は、
グローティウスの基準をみたすような教会会議の決議教令はそう多くないことを
説明するための理由として読まれるべきであろう。それは、結果として、「教会
会議の決議教令はグローティウスの目的にとってあまり役立たないことを示す」
ことになりうる。しかし、グローティウスは、たとえ少数であっても、本来の意
味の教会会議決議は大きな権威を有するといっているのだから、バルベイラック
の評言はやや適切さを欠いているといえよう。なお、グローティウスは、「戦争
と平和の法・三巻」第 1巻、第 2章、第 9節で、ニカエア公会議（325年）、エルヴィ
ラ公会議（300年頃）、第一回トレド公会議（400年）、第一回アルル公会議（314
年）などの公会議名をあげ、その決議教令に言及している。
51-3.　グローティウスが、ここで、具体的にどのような慣習を考えているのか
は不明である。しかし、かれは「戦争と平和の法・三巻」第 1巻、第 2章、第 9
節 13で、「使徒の掟」Canones Apostolorumをあげ、これは教会のきわめて古い
慣習であると説明している。「使徒の掟」は 85箇条からなる一種の教会法令集で、
それ以前の教会の慣習法や最初期の公会議決議教令を収録しものである（この法
令集は、もともと 380年頃に成立した「使徒憲章」Constitutiones Apostolicaeの一
部をなしていたが、西方においては単独で流布し、中世のローマ法大全やグラー
ティアヌス教令集の写本中にも挿入された）。したがって、グローティウスが「初
期のキリスト教徒たちの慣習」というとき、かれは、「使徒の掟」のような、初
期の教会法令集に収録された慣習法を考えていたと理解することができよう。ち
なみに、バルベイラックは、初期のキリスト教徒を、無条件に、純粋で正しい信
仰の持ち主であったとするグローティウスの見解に対して、それはあまりにも単
純すぎると批判し、聖書に書かれていないことがらに関するかれらの判断や行動
がそのまま法的規範となるわけではないと指摘している。そして、その例として、
戦争に参加すること、訴訟をすること、公職に就くこと、宣誓をすること、商業
に従事すること、再婚すること、利息を取って金を貸すことをあげ、初期のキリ
スト教徒の大部分は、これらを、してはいけないことだと考えていたが、理性的
に考えても聖書に照らしても、これらはそれ自体が悪いわけではないのだから、
かれらの判断は法的規範になりえないと述べている。バルベイラックの批判の当
否は別として、おそらく、このような事例も「初期のキリスト教徒たちの慣習」
に属すると考えることができるであろう。
51-4.　グロノヴィウスによれば、第二の権威を有するのは、「教父ならびに教
会の著述家たち、たとえば、アウグスティーヌスや、テルトゥリアーヌスおよび
その他の人々」である。グロノヴィウスはラテン教父の名前しかあげていないが、
グローティウスはギリシア教父の作品も多数引用している。
51-5.　グロノヴィウスは、「専制的支配」dominatusについて、「ローマ教皇の
支配、すなわち教皇君主制のことである」と注記し、「グローティウスはガリア
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で執筆しているので、これを攻撃することを望まなかった」と補足している。また、
「野合」coitioについては、「同じ共犯者グループからなる公会議のこと。教父お
よび教会著述家たちのこと」と注記している。グロノヴィウスは具体的な公会議
あるいは教父の名前をあげていないが、おそらく、ローマ教皇首位権の確立に寄
与した公会議、教父および教会著述家などを想定しているものと思われる。ちな
みに、教皇首位権論の発端とされるのはニカエア公会議（325年）である。
［52］
52-1.　グロノヴィウスは、この「スコラ学者」を「『命題集』の教師ペトルス・
ロムバルドゥス *以降の学派のこと」と注記している。しかし、グローティウス
はペトルス・ロムバルドゥスには言及していない。「戦争と平和の法・三巻」で
引用ないし言及されているのは、ソールズベリーのジョン *およびトマス・アクィ
ナス以降のスコラ学者である。
52-2.　グロノヴィウスは、「相異なる見解を擁護する」diversa tuendiについて、

「対立する見解のそれぞれに有利な議論をすること」と注記している。
［53］
53-1.　第一の種類の人々は古代ローマの法学者である。ユースティニアーヌ
ス帝の「学説集」Digesta; Pandectae（533年）には、クィントゥス・ムキウス *、
ラベオー *、サビヌス *、ケルスス、ユリアーヌス *、ポムポーニウス *、パピニ
アーヌス *、パウルス *、ウルピアーヌスなど、約 39名のいわゆる古典ローマ
法学者の 200点あまりの著作から抜粋された 9000余の法文が、その出典を示し
て収録されている。グローティウスは、「戦争と平和の法・三巻」において、上
記の法学者を含む多数の古典ローマ法学者とその作品に言及している。「テオド
シウス法典」Codex Theodosianus（438年）はテオドシウス 2世 *によって編纂、
公布された法典で、これには、コンスタンティヌス帝 *以降の勅法約 3400が、
16巻に分類されて収録されている。ユースティニアーヌス帝「勅法集」Codex 
Iustinianus（534年）には、ディオクレティアーヌス帝 *以降の勅法から抜粋さ
れた約 4600の法文が、12巻に分類、集成されている。また、「新勅法」Novellae
は、ユースティニアーヌス帝の勅法を後の皇帝たちが集成した法典で、168法文
からなる。「新勅法」のラテン語訳版は「権威書」Authenticumと呼ばれ、これに
は 134法文が収録されている。そして、勅法集および新勅法の法文中でも、しば
しば、法学者の名前があげられている（ただし、作品名は記されていない）。なお、
グローティウスは、ユースティニアーヌス帝「法学提要」Institutiones Iustiniani （533
年）をあげていないが（その理由は、おそらく、「法学提要」には、法文の源泉
とされた法学者の作品や法学者名が記されていないからであろう）、「戦争と平和
の法・三巻」では、第 2巻、第 3章などで、「法学提要」の法文も利用している。
53-2.　第二の種類の人々は、中世のローマ法学者、すなわちイルネリウスに始
まり、アーゾ *を経てアックルシウスに終わる註釈学派、およびバルトールス、
バルドゥス *らに代表される後期註釈学派の人々である。グローティウスは、「戦
争と平和の法・三巻」において、註釈学派についてはイルネリウスおよびアック
ルシウスに、後期注釈学派については、バルドゥス、バルトールス、チーヌス・ダ・
ピストイア *、アルベリクス・デ・ロサーテ *、アレクサンデル・タルターニス *、ヤー
ソン・デ・マイノー *、その他多数の法学者に言及し、その作品を援用している。
また、グローティウスは、これら中世ローマ法学者の他に、ホスティエンシス *、
シニバルドゥス・フィエスキ *、グィレルムス・デュランドゥス *、ヨハンネス・
アンドレアエ *、コヴァルビアス、パノルミターヌス *などの、いわゆる中世カ
ノン法学者の著作も頻繁に利用している。
53-3.　第三の種類の人々は、いわゆる人文主義法学者である。人文主義法学は、
16世紀にアルチャート *、ビュデ *、ツァジウス *を先駆者として発展し、とり
わけフランスで隆盛をみた。キュジャス *、ドノー *がその頂点をなす。かれらは、
人文主義的古典研究の方法をローマ法に適用し、中世のローマ法学者たちが古代
ローマ法に加えた不純物を取り去って古代の純粋なローマ法を復元することによ
り、本来のあるべき正しい法の原則を導き出すことができると考えた。このよう
な手法はガリア風 mos Gallicusと呼ばれ、伝統的な中世のローマ法学、すなわち
注釈学派および後期注釈学派の法律学はイタリア風 mos Italicusと呼ばれた。グ
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ローティウスは、「戦争と平和の法・三巻」で、アルチャート、キュジャス、ドノー、
ツァジウスらの著作を引用している。
53-4.　「捕虜および復帰権に関する章」とは、「学説集」第 49巻第 15章のこと
である。グローティウスは、たとえば、「戦争と平和の法・三巻」第 3巻、第 9章、
第 3節で、「学説集」第 49巻、第 15章、第 12法文（トリュフォニヌス「討論集・
四巻」）「戦時には復帰権が存在する。また、戦争で捕虜となり、和平協定の中で
何も言及されていない者については、平和時においてもその権利が存在する。セ
ルウィウス［スルピキウス・ルーフス］は、このように定められた理由を、ロー
マ人が、帰国の希望とは、［ローマ］国民にとって、果敢に戦うことへの復帰であっ
て、平和の状態に復帰するのではないことを欲したからである、と書き記してい
る」（D. 49. 15. 12. pr.）をとりあげ、「しかし、この理由は、ローマ人に特有のも
のであって、諸国民の法を構成することはできない」と述べている。
［54］　　
54-1.　グロノヴィウスは、この文章について、かれらは「なにが法であるべき
か、ということに関してはこの上なく正しく論じたが、その際に、古代ローマの
法律家の文章をねじ曲げ、」法文の適用を誤った、と注記している。
［55］
55-1.　グロノヴィウスは、ヴァスケスについて、「戦争と平和の法・三巻」第 2巻、
第 1章、第 9節の記述を指示している。ここで、グローティウスは、君主の一身
は神聖かつ不可侵であるから、君主に対する正当防衛として君主の生命を奪うこ
とは許されないと説き、「無辜の人の生命に危害を加える君主は、そのこと自体
によって、もはや君主ではない」とするヴァスケスの見解を、「正しいとはいえ
ないばかりか、むしろ危険である」と評している。また、グローティウスは、同章、
第 10節で、生命にかかわるほどの危害ではない場合でも、防衛のために加害者
の生命を奪うことができるとする見解について論じ、コヴァルビアスの「人間の
知性は、自然法について無知であることを許されない。自然の理性によって許さ
れるすべてのことが、神のもとで、すなわちそれ自身が自然であるもののもとで、
同じように許されるわけではない」という言葉を引いて、「われわれは、この言
葉によって、用心するように教えられる」と評している。なお、コヴァルビアス
の法律学については、グローティウス「戦争と平和の法・三巻」との関係も含め
て、佐々木有司「コバルビアスと普通法」（佐々木有司編「法の担い手たち」所収、
国際書院、2009年、37～ 89頁）に、要領を得た優れた解説がある。
55-2.　バルベイラックによれば、ここでグローティウスが念頭に置いているの
は、ボダンの「国家論・六巻」と、オトマンの「著名設問集」である。グローティ
ウスは、「戦争と平和の法・三巻」の中で、ボダン、オトマンの他に、いわゆる
ガリア風学派に属するドノー、デュアレン *、デュムーラン *らの著作も援用し
ている。
［56］  訳注なし
［57］
57-1.　バルベイラックは、グローティウスが「有用性」を政治学の基準として
いることについて、次のように注記している。「正義のルールに反することを認
めないのがよい政治である。国家の利益を唯一の原理とするマキャヴェッリ *流
の考えは誤った政治学であり、忌避されるべきである。しかし、政治の領域にお
いても、正義と有用性はつねに二つの別のものである。このことは、まさに本書
の主題に属することがらから一つの事例を取り出してみれば、容易に理解される
であろう。戦争を正当に行うためには、なによりもまず戦争に訴えるための正当
な原因がなければならない。しかし、たとえどんなに立派な正当原因があったと
しても、諸般の事情から、武器に訴えれば必ずや公共の利益が害されるであろう
という理由に基づいて、武器を取ることが許されない場合がある。また、戦争に
よって得られるであろう利益よりも損失の方が大きいとわかっているときに、戦
争に踏み切るのはよい政治の原則に反する」と注記している。
57-2.　グローティウスは、ここで、アリストテレース「政治学」を念頭におい
ていると思われるが、「政治学」では、政治学の学問としての性質について何も
説明されていない。その説明は「ニコマコス倫理学」で与えられている。アリス
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トテレースは、「ニコマコス倫理学」の最初の部分と最後の部分で政治学に言及
している。かれは、まず、第 1巻、第 2章で、倫理学と政治学とは相互に関連し合っ
ていることを指摘して、こう述べている。「政治学は国家のなかにどのような知
識がなければならないか、また国家の各市民層はどのような知識をどこまで学ぶ
べきかを規定する。のみならずわれわれは、さまざまな能力のなかでも最も尊ば
れるもの、たとえば統帥術、家政術、弁論術のような技術でさえも、現に政治学
に従属しているのを見るのである。しかも政治学が、他の知識を用いるだけでな
く、さらには、人々が何をなし、何をさけるべきかをも立法するのであってみれ
ば、政治学の目的は他のさまざまな知識の目的をも包含するであろうし、その目
的こそまさに人間にとっての善であることになるだろう。なぜなら、たとえ目的
が個人にとっても国家にとっても同じものであるにせよ、国家の目的の方が、そ
れを達成するにしても、その成果を保全するにしても、とにかくより大きく、よ
り完全であるように思われるからである。つまり目的の達成や成果の保全は、た
しかに一個人にとっても望ましいことではあるが、しかし民族や国家にとっては
いっそうすばらしく、かつ神的なことなのである。かくして、われわれの研究は
こうした目的を目指しているのであって、一種の政治学なのである」（朴一功訳、
前掲、6、7頁）。そして、第 10巻、第 9章では、「政治学」の領域および目的と
探求の方法を明らかにして、次のように述べている。「法はしかし、思うに、政
治術の作品なのである。……われわれの先人たちは、立法に関する領域を未開拓
のままに残した以上、むしろわれわれ自身がその領域について、したがってまた、
国制全般についても考察を加えた方がよいであろうし、そのことによって『人間
の事柄に関する哲学』が可能なかぎり完全なものとなるであろう。そこで先ず第
一に、個別的な論題に関して先行の思想家たちによって適切に語られている事例
が何かあるなら、そうしたものをわれわれは通覧し、次いで、収集されたさまざ
まな国制の事例に基づいて、どのような事柄が個々の国家を保全したり滅ぼした
りするのか、またどのような事柄がそれぞれの種類の国制を保全したり滅ぼした
りするのか、そしていかなる原因によってある国家は適切な仕方で治められ、ま
た他の国家はそれと反対の仕方で治められるのか、こうした点についてわれわれ
は研究することにしよう」（朴一功訳、前掲、494、495頁）。
57-3.　ここでの「有用であること」quod utile estが、具体的にどのような場合
を指すのかを確定することはできない。「有用性ないし効用」utilitasと法および
正義との一般的な関係については、「プロレゴーメナ」第 16節および第 22節で
説明されている。
［58］～［62］  訳注なし
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