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第 44回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会 読書会 

ニッコロ・マキアヴェッリ著 『君主論』（岩波文庫 河島英昭訳） 

２０１３年３月２３日  報告：工藤 敬吉  

〔はじめに〕 

 「・・・こうしてわたしは、脳にへばりついたかびをとり除き、このわたしに向けられた運命のいたずらに対し

て、怒りをたたきつける。自分をこのように踏みにじるのは、運命の神が、わたしを苦しめるのをいまだに恥ず

かしがっていないかを、ためすためなのだ。 

 夜がくると、家にもどる。そして書斎に入る。入る前に、泥やなにかで汚れた毎日の服を脱ぎ、官服を見に

着ける。 

 礼儀をわきまえた服装に身をととのえてから、古（いにしえ）の宮廷に参上する。そこでは、わたしは、彼ら

から親切にむかえられ、あの食物、わたしだけのための、そのためにわたしは生をうけた、食物を食するのだ。

そこでのわたしは、恥ずかしがりもせずに彼らと話し、彼らの行為の理由をたずねる。彼らも、人間らしさをあ

らわにして答えてくれる。 

 ４時間というもの、まったくたいくつを感じない。すべての苦悩を忘れ、貧乏も怖れなくなり、死への恐怖も

感じなくなる。彼らの世界に、全身全霊で移り棲んでしまうからだ。 

 ダンテの詩句ではないが、聴いたことも、考え、そしてまとめることをしないかぎり、シエンツァ（Scienza、科

学・知識）とはならないから、わたしも彼らとの対話を『君主論』（注：原文は君主政体について）と題した小論

文にまとめてみることにした」。 

 これは、ニッコロ・マキアヴェッリ（1469～1527）が 1513年、親友のフランチェスコ・ヴェット

ーリに宛てた手紙の一部である（塩野七生『わが友マキアヴェッリ』（新潮社））。1512年の政変によ

って官職を追われ、フィレンツェ郊外への隠棲を余儀なくされたマキアヴェッリの無念と、古典の

世界に没頭することで身の不運を忘れようとする姿が浮かび上がってくる。災いはさらに続き、1522

年には反メディチの陰謀に加担した疑い（無実）で投獄され、拷問を受けるのだ。まことに『君主

論』は、マキアヴェッリがフィレンツェ共和国第二書記局書記官長の職を全うしていたら書かれる

ことはなかったであろうし、ジョヴァンニ・デ・メディチがフィレンツェ人として初めてのローマ

教皇（レオ 10世）に選出され、その恩赦で釈放されなかったら生まれなかったであろう。 

マキアヴェッリが生きた時代のイタリア半島は、ヴェネツィア共和国・フィレンツェ共和国・ミ

ラノ公国・ローマ教皇領・ナポリ王国の５大勢力に加え、数多くの都市国家が混在するモザイク状

態にあった。このうちフィレンツェは、共和国でありながらメディチ家が僭主として支配し、イル・

マニーフィコ（偉大なとか豪華なという意味）と呼ばれたロレンツォ・デ・メディチの治世に黄金

期を迎えた。しかし、「半島内列強」のバランス・オヴ・パワーに心を砕いた大ロレンツォが 1492

年に亡くなる（チェーザレ・ボルジアの父ロドリーゴ・ボルジアがローマ教皇アレクサンデル６世

として即位し、スペインがレコンキスタを成し遂げ、コロンブスが新大陸を発見した年でもある）

と、情勢は一気に流動化する。半島内の勢力争いが激しくなるだけでなく、フランス・スペイン・

神聖ローマ帝国＝ドイツ・トルコなどが干渉してくる。戦争・合従連衡・陰謀・暗殺・裏切りなど

はほとんど日常茶飯事という感じの混迷の時代への突入である。 

 マキアヴェッリの晩年の友であった歴史家のグイッチャルディーニが「悲惨な時代の最初の年」

と呼んだ 1494年、ナポリ王フェランテが死ぬと、ミラノ公国の簒奪を狙うロドヴィーコ・スフォル
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ツァ（イル・モーロ＝ムーア人）と結託したフランス国王シャルル８世が、ナポリ王国の継承権を

主張してイタリアに侵攻する。それ以後の経緯は p362以降の解説に詳しい。かいつまんでおくと、

大ロレンツォの後継者ピエロ・デ・メディチ（イル・ファトゥオ＝愚鈍）の無能によるメディチ家

のフィレンツェ追放。老獪な政治家でもあったローマ教皇アレクンデル６世の働きかけによる反フ

ランス同盟の結成と、包囲されたシャルル８世のフランスへの逃走に近い帰国、修道士サヴォナロ

ーラによるフィレンツェでの神政政治と 1498年のサヴォナローラ火刑という激動があった。 

 アレクサンデル６世のもとで、教皇領の拡大を図ったのが息子のチェーザレ・ボルジアである。

一方、マキアヴェッリがフィレンツェ政府の“ノン・キャリア”の書記官長でありながら能力を認

められ、外交使節として東奔西走する様子は、p386～371の解説にあるとおりである。 

そのうちチェーザレ・ボルジアとの接触は３回である。１回目は 1501年６月にウルビーノでの数

日だけだが、２回目は 1501年 10月からイーモラを中心に３か月余り、３回目は 1503年 10月から

ローマでの２か月である。「マキアヴェッリは、この青年君主が、非常な勢いで上昇し、かつてなか

ったほどの輝きを放ちながら君臨し、そしてまた、非常な勢いで下降する様を、逐一観察したこと

になる」（塩野七生：前掲書）。後世、「眼をあけて生まれてきた男」とも形容されたマキアヴェッリ

が、冷徹にして、かつ熱い観察眼のもとに書き著したのが『君主論』である。 

 

〔『君主論』を読む〕 

 『君主論』は、『ローマ史論（ティトゥス・リウィウスのローマ史の最初の 10章についての論考）』

と並ぶマキアヴェッリの主著である。『ローマ史論』が、共和政へのマキアヴェッリの関心を示して

いるのに対し、『君主論』では共和政は初めから考察の対象とはされていない。冒頭で紹介したヴェ

ットーリ宛ての手紙の続きでマキアヴェッリは、「君主国とは、なんであるのか。どのような種類があるの

か。どうすれば、獲得できるのか。どうすれば保持できるのか。なぜ失うのか。（中略）君主には、とくに新興の

君主には、受けいれられるにちがいないと思うのだ」と書いている。 

 『君主論』を読み解くには、いくつかのキーワードがある。最も有名なのは「ヴィルトゥ」（virtu）

と「フォルトゥーナ」（fortuna）で、前者は力量・能力・才能・器量、後者は運命・幸運を意味す

る。「ヴィルトゥ」は、ラテン語のヴィルトゥスでは「徳」を意味した。マキアヴェッリの独創性は、

この「徳」に含意される倫理とか道徳から、政治を切り離したところにある。また、「獅子と狐を範

に」とか、「君主に必要なのはさまざまな資質を備えることではなく、それらを身につけているよう

に見せかけることだ」といった言葉も、マキャベリズムの代名詞としてよく知られている。そして

「ネチェシタ」(necessita＝時代の要求に合致すること・必要性)、「軍備」も忘れてはならない。 

 以下、章ごとに要約を試みる。各章の見出しは簡略化し、人名・地名・訳文も適宜変更にした。 

＜献辞＞ 

『君主論』が献呈されたのは、ロレンツォ・デ・メディチであるが、p200の訳注(1)にあるとおり、

このロレンツォは大ロレンツォではなく、その長男ピエロの息子である。大ロレンツォと区別する

ため小ロレンツォと称される。1512年にメディチ家がフィレンツェの支配者として復帰した際の当

主であった。しかし、小ロレンツォは献呈された『君主論』をまったく読まなかったと伝えられる。 

＜第１章 君主政体の種類と獲得方法＞ 

 すべての政体は、①共和政か②君主政である。このうち君主政体は、①世襲の政体か（第２章）
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②新興の政体である。新興の政体は、①全面的に新しいか②世襲政体に付加された増築箇所のよう

なものである（第３章）。獲得した支配地は①それまで君主の支配下にあったか（第４章）②自由で

あったかである（第５章）。支配地の獲得方法は①他者の軍備によったか（第７章）②自己の軍備に

よったか（第６章）③運命のためか④力量のためである（第７章～第 11章）。 

＜第２章 世襲の君主政体＞ 

 世襲の政体においては、新興の政体におけるよりも、これを保持するときの困難は遥かに少ない。 

先祖伝来の統治形態をなおざりにしないだけでよい。また、生まれながらの君主は新しく君主にな

った者に比べて人を害する必要もないから、臣民に愛され慕われるからである。 

＜第３章 複合の君主政体＞ 

 実は、この章の p18の「フランス王ルイ 12世は、たちまちミラノを占領し、たちまちこれを失っ

た」から、ｐ19の「一度ならず二度までも、彼は追い払われたのである」までのわずか１ページの

内容を理解するのに手を焼いた。訳注を読んでも、第 11章を読んでも点と点が結び付かないのであ

る。マキアヴェッリの「同時代史」なので、通史の形ではなく飛び飛びに書かれているためである。

14年間の出来事だが、ローマ教皇・ヴェネツィア・フランス・スペイン・神聖ローマ帝国が中心に

なって展開された「イタリア戦争」の危々怪々ぶりは驚くほかない。“きのうの敵はきょうの友”を

地でいくような戦乱の主役は教皇ユリウス２世である。彼もアレクサンデル６世同様教皇領の拡大

に熱を上げた。前線に出て危うく死にかけるほど血の気の多い教皇である。彼にとっては純粋な動

機に基づく、正義の行動であった。純粋と正義がよい結果を招くとは限らない、その典型である。 

 1499年２月 フランス王ルイ 12世、ヴェネツィアと密約の上、ミラノ占領（p209・訳注(5)）。 

 1500年２月 ミラノ公爵ロドヴィーコ・スフォルツァ（イル・モーロ）、ミラノ奪還。 

 1500年４月 イル・モーロ、再びフランスに敗北。ミラノ、フランス領に（p209・訳注(6)）。 

 1500年 11月 ルイ 12世とスペイン王フェルナンド、ナポリ王国分割の密約。 

 1503年８月 ローマ教皇アレクサンデル６世、死去。チェーザレも重態に。 

 1503年 10月 10年間亡命していた反ボルジア派のジュリアーノ・デッラ・ローヴェレ枢機卿（サ

ン・ピエトロ・アド・ヴィンクラ）が、教皇ユリウス２世として即位。 

1504年１月 スペイン、ナポリ王国全域を支配、以後スペイン総督領に。 

 1506年 12月 チェーザレ・ボルジア、捕囚先のスペインで戦死（31歳）。 

 1508年 12月 ヴェネツイアの勢力拡張に対し、フランス・スペイン・神聖ローマ帝国が「カンブ

レー同盟」を結成。翌 1509年３月、ユリウス２世、「カンブレー同盟」に参加。 

 1509年５月 アニャネッロの会戦。カンブレー同盟軍（主力フランス）ヴェネツィアに勝利。 

 1511年 10月 フランスの半島北部への伸長を恐れたユリウス２世の働きかけで、教皇庁・スペイ

ン・ヴェネツィア・イギリス・神聖ローマ帝国が「神聖同盟」を結成。 

  1512年４月 ラヴェンナの会戦。フランス軍対神聖同盟軍が激突。フランス軍は勝ったが総司令

官が戦死。ルイ 12世はフランス軍をミラノに呼び戻す。ルイ最大の失策。 

   1512年６月 神聖同盟軍にスイス軍が加わり、ミラノ攻略開始。ルイ 12世フランス軍の撤退を 

司令。フランスの勢力、イタリア半島から一掃される（p210・訳注(1)）。 

 1512年８月 ラヴェンナの会戦で敗れたスペイン軍の残兵 4,000、フィレンツェ近郊のプラート

を略奪。フィレンツェ城門に迫る。メディチ家が陰でスペイン軍を資金援助。 
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1512年９月 フィレンツェ共和国大統領ピエロ・ソデリーニ亡命で、共和国崩壊。このクーデタ

によりメディチ家、フィレンツェ復帰。 

 1512年 11月 マキアヴェッリ、フィレンツェ政庁第二書記局書記官長を免職となる。 

        スペインの勢力拡大をみて、ユリウス２世、神聖ローマ帝国と同盟。 

 1513年２月 ローマ教皇ユリウス２世、死去。 

“毒をもって毒を制する”政策でユリウス２世は、何を得たのか。当時は称賛、後は悲惨である。

彼の死後、神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン１世の孫、スペイン王カルロス１世が神聖ローマ帝

国皇帝カール５世を兼ねると、イタリア半島は南北からスペイン勢力に挟み撃ちされることになる。 

先を急ぎ過ぎた。第３章である。新興の君主政体に増築箇所のようなにつけ加わった、いわば複

合的な政体でも政変が起きる。フランス王ルイ 12世はミラノ（増築箇所）を占領して、ロドヴィー

コ・イル・モーロを追放したが、新しい君主への期待が裏切られると、民衆はルイ 12世への反感が

抑えられなくなった。そのため、イル・モーロはいったんミラノを奪還した。しかし再度フランス

に敗れ、獄死する。反乱を起こしたミラノを再び獲得すると容易に失うことがなく、ルイ 12世を追

い払うためには、全世界が一丸となって（「神聖同盟」のこと）、攻撃しなければならなかった。 

ルイ 12世がなし得なかったほど巧みに、獲得した地域を保持するにはどうすればよいか。元々の

領地と新領地の言語・風習が同じか似ていれば、そこを保持するのは容易である。それまで支配し

てきた君主の血筋を抹殺し、新領地の法律も税制も変えないと、短期間で元の領地と一体化する。 

一方、言語・風習・制度が違う地域を維持するのは困難であり、大きな幸運と器量が必要となる。

最上かつ最強の方法の一つは、支配地を獲得した人物がみずからそこに住みつくことだ。トルコの

ムハンマド２世が、1453年東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスを陥落させた後、住みつい

たように。そこに住んでいれば混乱が起きてもすぐ対処できるし、そこを家臣に奪われる恐れもな

い。もう一つは古代ローマ共和国がしたように、新しい支配地に植民兵を送り込むことである。大

量の軍団を駐留させるより費用もかからないし、支配地の住民に与える損害も少ない。 

ルイ 12世はヴェネツィアと密約を結んで、ロンバルディアを攻め落とすと近隣の弱小勢力が友好

を求めてきた。これらの弱小勢力の安全を保障し庇護を与えていれば名声を保てたものを、彼は逆

の行動に出て教皇アレクサンデル６世（実行はチェーザレ）のロマーニャ占領を許してしまった。

味方を離反させ、教会権力を強大なものにし、精神界の大きな権威に劣らぬ世俗の権威まで与えて

しまったのである。その上、ナポリ王国を手に入れようとして、スペイン王との間で分割した。 

 したがって、ルイ 12世は５つの誤りを犯したのである。①弱小勢力群を消滅させたこと、②イタ

リアの中で強大な一勢力（教皇）の権威を増大させたこと、③この地域にきわめて強大な外国勢力

（スペイン）を導入したこと、④みずからは移り住まなかったこと、⑤植民兵も派遣しなかったこ

と。これらの誤りがあっても、ヴェネツィア人の領土を奪うという誤り（アニャネッロの会戦で敗

れ、弱体化したヴェネツィアからクレモナやベルガモなどを奪った）を犯さなかったならば、生き

ているうちに、彼の身に危害は及ばなかったであろう（ミラノから追い払われたこと）。 

 ここから、決して過つことのない一般原則が抽き出せる。すなわち、他者が強大になる原因を作

った者は、みずからを亡ぼす。なぜならば、強大な勢力は才覚か武力か、いずれかを備えた者によ

って生み出されたのであり、これら二つの力のいずれかの持主に対して、強大な権力を備えた者は、

つねに疑いの目を向けるからである。 
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 ＜第４章 アレクサンドロスの死後、征服地で反乱が起きなかったのはなぜか＞ 

 新たに獲得した支配地を維持するのは困難である。短期間でアジアを征服したアレクサンドロス

大王が亡くなった後、新たな支配地で反乱が起きるのは当然ように思えるが、アレクサンドロスの

後継者たちは何の困難にも遭遇しなかった。それはなぜか。記憶に残る君主政体では、二つの異な

った方法で統治がなされた。①は、一人の君主のほかはすべてが下僕である者たちによって治めら

れるものであり、②は、一人の君主と封建諸侯たちによって治められる方法である。 

 ①の例はトルコ、②の例はフランスである。トルコのスルタンは、専制君主として全域を支配し、

行政区の執政官は君主の気の向くままに更迭できる。これに対してフランスでは、封建領主たちが

固有の領土と臣民を持っていて、臣民は領主を主君と仰いでいるから、王といえども危険なしに彼

らから領土を奪うことはできない。したがって、トルコを征服するのは困難だが、いったん征服し

君主の血筋を絶やしてしまえば、維持するのは容易である。逆にフランスを占領するのは容易だが、

みずから頭目になろうとする有力諸侯が存在するから、維持するのは極めて困難なことがわかる。 

 アレクサンドロスに敗れたダレイオスの政体はトルコに似ていたから、彼の死後、アレクサンド

ロスの王国は安全なものになった。一方、スペイン・フランス・ギリシアではローマ人に対して数

多くの反乱が起こった。これらの支配地には、数多くの諸侯の政体があったからである。これらの

違いは、征服者の力量の多寡から生じたのではなく、彼の置かれた状況の差異から生じたのである。 

＜第５章 征服前に固有の法によって暮らしていた都市や君主政体の統治方法＞ 

 獲得された諸政体（特に都市国家）が、固有の法によって自由に生活するのに慣れていた場合、

支配を維持する方法は三つある。①これらの政体を壊滅させること、②みずからそこへ移り住むこ

と、③固有の法によって暮らすことを認めつつ、内部に友好的な寡頭政を樹立し租税を取り立てる

ことである。実例として、スパルタ人とローマ人がある。スパルタ人は寡頭政を布いてアテナイと

テーバイを維持しようとしたが、いずれも失った。ローマ人は、カプアやカルタゴなどを維持する

ため、それらを破壊し失うことはなかった。しかし、ギリシアを維持しようとしてスパルタ人がし

たのと同じように自由にし、固有の法にも手をつけなかったところ、成功しなかったため、数多く

の都市を破壊しなければならなくなった。自由な生活に慣れてきた都市の主人になった者が、これ

を破壊しないでいれば、自分が破壊されるのを待っているようなものである。自由と固有の法は長

い時間経っても忘れ去られることはなく、フィレンツェ人に 100年も隷従させられたピサのように、

ひとたび変事があればたちまち元に戻ってしまうのである。 

＜第６章 自己の軍備と力量で獲得した新しい君主政体＞ 

 全面的に新しい君主政体についての話の中で偉大な人物を例に持ち出すのは、賢明な人ならば、

偉大な人物たちの真似に徹すべきだからである。全く新しい政体においては、君主の力量に応じて、

政体を維持するときの困難に多寡が生じる。私人から君主に成りあがるには、力量か運命を前提と

するが、このうち運命にあまり依存しなかった君主のほうが、より長く政権を維持できる。モーゼ・

キュロス・ロムルス・テセウスなどは、その中でも力量が抜きん出ていた。彼らの行動や生涯を吟

味してみると、彼らが運命から授けられたのは好機のほかに何もなかったことがわかる。好機がな

ければ彼らの力量は発揮できず、力量がなければ好機も生かせなかったであろう。 

 同様に、みずからの力量によって君主となった者にとって、君主政体の獲得までは困難を伴うが、

維持するのは容易である。君主政体を獲得した者にとって、新しい制度を導入することほど、実施
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に困難が伴い、成功が疑わしく、実行に危険が付きまとうものはない。なぜなら、新制度の導入者

は旧制度の恩恵に浴してきた人々を敵にまわすし、新制度によって恩恵を受けるはずの人々は味方

として頼むに足りないからである。 

 さらに改革者たちが①他者の力に依存しているか、②自力で立っているかを検討しなければなら

ない。①場合は、必ず弊害が生じて何事も達成できない。だが、②場合は、いざというとき実力を

行使できるならば、危機に瀕することは滅多にない。事実、武装した預言者は勝利し、武器なき預

言者は破滅してきたのである。モーゼ・キュロス・ロムルス・テセウスが、非武装であったならば、

みずからの律法や制度を長い間人々に守らせることはできなかったであろう。我々の時代のジロー

ラモ・サヴォナローラは、彼の説教を多数の人々が信じなくなると滅亡した。彼を信じてきた者の

心を繋ぎ止めておく方法も、不信の念を抱く者を力ずくで信じさせる方法も、彼にはなかったのだ。 

＜第７章 他者の軍備と運命で獲得した新しい君主政体＞ 

 力量あるいは運命によって君主となった者について、私たちの記憶に新しい二つの例を挙げてお

きたい。それはフランチェスコ・スフォルツァとチェーザレ・ボルジアである。フランチェスコは、

適切な手段と偉大な力量によって、私人からミラノ公になった。他方、ヴァレンティーノ公と呼ば

れたチェーザレ・ボルジアは父親の運命によって政体を獲得し、同じものによって失ったが、彼は

他者の軍備や運命によって譲り受けた政体のなかで、自分の根を張るために賢明で有能な人物がな

すべき一切の事柄を行い、手立ての限りを尽くしたのであった。もしも公の歩んだ来歴をつぶさに

熟慮してみるならば、彼が将来の権勢のために大きな土台を築いていたのが見て取れるであろう。

彼の行動の実例以上に、新しい君主にとってすぐれた規範を示してくれるものを私は知らない。 

 ここでチェーザレ・ボルジア（1475～1507）の生涯を追って、第７章の流れを理解したい。 

 1475年９月 ロドリーゴ・ボルジアとヴァノッツァ・カタネイの長男として生まれる。 

 1492年８月 ロドリーゴ・ボルジア枢機卿、ローマ教皇アレクサンデル６世として即位。 

       ヴァレンシア（スペイン）の大司教に（17歳）。ヴァレンティーノ公と呼ばれる。 

 1493年９月 枢機卿に選出（18歳）。教皇の子の枢機卿は、ローマ教会では前代未聞。 

 1497年６月 弟のガンディア公ホアン暗殺。証明されていないがチェーザレの犯行説が有力。 

 1498年７月 枢機卿とヴァレンシア大司教の職を返上（22歳）。 

        フランス王ルイ 12世、妻と離婚し、シャルル８世の未亡人アンヌ・ド・ブルターニ

ュとの結婚を希望。ブルターニュ公国を得るため。教皇アレクサンデル６世がこれ

を認める代わり、ルイがチェーザレにフランスのヴァランスと公爵の位（ヴァレン

ティーノ公と呼ばれる第二の理由）、および軍隊を貸し与えるなど９項目の密約。 

 1498年 10月 チェーザレ、教皇の離婚承認の教書を携え、フランスを訪問。 

 1499年５月 ルイ 12世再婚。これにより教皇側はルイのミラノ公国・ナポリ王国攻略に協力、ル

イはチェーザレのイタリア半島での行動に協力の契約成立。 

 1499年 11月 ルイから借りた 300の槍騎兵と 4000の歩兵でロマーニャ攻略の初陣（23歳）。 

 1500年３月 教皇アレクサンデル６世、チェーザレを教皇軍総司令官に任命。 

 1500年８月 妹ルクレツィアの夫、ビシェリエ公暗殺。チェーザレの指示であることは明白。 

 1501年４月 ファエンツァ陥落で全ロマーニャ制圧。ロマーニャ公爵に（25歳）。 

        チェーザレの勢力伸長に脅威を感じたルイ 12世、ボローニャ攻略に干渉。 
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 1501年５月 ボローニャ攻略から転進したチェーザレ軍、フィレンツェに迫る。軍事的に弱小の

フィレンツェ、チェーザレを年給２億円余りで傭兵隊長として雇う契約。この年給

の“値切り交渉”に差し向けられたのがマキアヴェッリであった。 

 1501年７月 フランス軍に同行してナポリ王国攻撃に向かったチェーザレ、カプアを陥落させ、 

        女・子供を含む住民を虐殺。グイッチャルディーニら歴史家、残虐性を非難。 

 1502年頃～ ロマーニャ公国の一家族あたり１人の兵士の提供を命令。常備軍の編制を始める。 

 1502年６月 ウルビーノ公国攻略、公爵グイドバルド逃亡。サン・マリノ共和国降伏。 

 1502年７月 レオナルド・ダ・ヴィンチ、チェーザレを訪問。建築土木総監督として城塞設計。 

 1502年 10月 配下の傭兵隊長が反乱（マジョーネの乱）。主謀者はヴィテロッツォ・ヴィテッリ、

パオロ・オルシーニ、フランチェスコ・オルシーニ、ジャンパオロ・バリオーニ、

オリヴェロット・ダ・フェルモ。結束に欠け、窮地のチェーザレ追い詰められず。 

 1502年 12月 ロマーニャ統治を任されていた腹心のレミーロ・デ・ロルカ、真っ二つに切断され

チェゼーナの広場に曝される。残酷な支配をしたロルカの処刑で民心を掌握。 

        チェーザレ、反乱軍側とシニガッリア城砦で和睦交渉。油断させて捕縛し、ヴィテ

ロッツォとオリヴェロットを処刑。後にオルシーニの２人も（シニガッリア事件）。 

 1503年８月 教皇即位 11年記念式典のためローマに到着したチェーザレと、アレクサンデル６世、

高熱で倒れる。アレクサンデル６世死去。チェーザレ、一命とりとめる。 

 1503年 10月 教皇軍総司令官の地位とロマーニャ公国の保証を条件に、ジュリアーノ・デッラ・

ローヴェレ枢機卿（サン・ピエトロ・アド・ヴィンクラ）の教皇選出に同意。ユリ

ウス２世約束を裏切り、チェーザレをスペインの城砦に幽閉。運命に見放される。 

 1507年７月 前年、城砦を脱獄。義兄が君主のナヴァーラ王国でスペイン軍と闘い戦死（31歳）。 

 アレクサンデル６世は、息子であるヴァレンティーノ公を偉大な存在にするため、どこかの地域

の支配者にしようとしたが、教皇領でさえ思うに任せなかった。特にヴェネツィア共和国は、半島

の５大勢力のなかでは最も安定していたが、東方からトルコの圧迫を受けていたため内陸への勢力

拡大に力を入れ、ロマーニャ地方のファエンツァやリミニを勢力下においていた。また、ローマを

中心に長年対立・抗争を繰り返してきたオルシーニ家とコロンナ家は、大貴族であり有力な傭兵隊

を擁していたが、教皇勢力が大きくなるのを恐れていた。アレクサンデル６世はそうした支配体制

の撹乱を謀り、ルイ 12世の離婚承認を利用して、公に兵力を持たせると、次々にロマーニャ地方の

都市国家を攻略した。公の進撃を警戒したルイ 12世がボローニャ攻略に干渉したため、公は二度と

他者の軍備や運命に依存するまいと考えを固めた。オルシーニ家や有力な傭兵隊長を配下においた

うえで、次々に小都市国家を征服し、彼らが公の残虐さを恐れ、反乱を起こすとシニガッリアにお

びきよせて、頭目たちを抹殺した。かくして公は全ロマーニャ地方を掌握して、みずからの権勢の

土台を固めた。またロマーニャ統治の全権を委ねた腹心のレミーロ・デ・ロルカが、あまりに残忍

であったため見せしめとして惨殺した。住民たちは呆然とすると同時に公の果断さに感心した。 

 公の目的は、常備軍を強化してフランスから自立することであった。アレクサンデル６世が 72歳

と高齢であったから、公はアレクサンデルが生きている間に①新しい教皇に付け入る隙を与えない

ため、奪い取った領土の支配者たちの血をことごとく絶やし、②ローマ貴族をみな味方につけ、③

枢機卿会議で多数派工作を行い、④自分だけの力で攻撃に耐えられるよう、アレクサンデルが亡く
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なる前に十分な領土を獲得しておくという対処方法を考えた。このうち③の対策まではできていた。

④の対策も達成目前であったが、公が剣を抜きはなってから５年にして、アレクサンデルは死んで

しまった。公は少なくとも、自分の望まない者が新しい教皇に選出されるのを阻まなくてはならな

かった。ユリウス２世が新しい教皇に選出された日、公はマキアヴェッリ言った。「父の死に際して、

その後に生ずるような事態はみな考えておいたから、その方法は一つ残らず見つけておいたが、父

の死のとき、まさか自分も死にかけることになろうとは、思いが及ばなかった」と。 

 彼は、大きな志を抱き高い的に狙いを定め、これ以外にないほど巧みに統治したのだから、この

人物の行動以上に新鮮な実例を見いだすことはできない。しかし、ユリウスを教皇の座に就けたこ

とだけは非難に値する。断じてジュリアーノ・デッラ・ローヴェレであってはならなかった。およ

そ名のある人物で、新しい恩恵が与えられたからといって、かつて受けた侮辱を忘れると考えると

欺かれる。公はこの選択において過ちを犯した。それが彼の決定的破滅の原因となったのである。 

＜第８章 極悪非道によって君主となった者たち＞ 

 私人から君主に成りあがるのには、更に二つの方法がある。それは①極悪非道な方法で君主の座

に昇った者の場合、②市井の私人が自分の同胞である市民たちの好意によって祖国の君主になった

者の場合である。①について古いものと新しいものの二つの実例を示そう。 

 シチリアのアガトクレスは下賤の身から軍事司令官に昇りつめ、シラクサの王に成りあがった。

彼は極悪非道の生き方を貫き、あるとき裕福な民衆と元老院議員を招集して皆殺しにした。この男

の生き方で運命に帰せしめられるような事柄が見当たらない。しかし、自分の同胞である市民を殺

害し、友人を裏切り、信義を欠き、宗教心を欠いた行動を力量と呼ぶわけにはいかない。 

 我々の時代では、フェルモのオリヴェロットがいる。軍隊の高い地位に就こうとヴィテロッツォ・

ヴィテッリの部下となり軍団の第一人者になった。しかし、他人の下にいるのよりもフェルモ占領

しようと考えついた彼は、育ての親のジョヴァンニ・フォリアーニや重要な市民を残らず宴会に招

き、皆殺しにした。フェルモの新しい君主に納まった彼は、新たな民事と軍事の体制を強化したの

で近隣諸国から恐れられる存在となった。しかし、先にのべたように、シニガッリアでチェーザレ・

ボルジアに欺かれ、恩人を殺してからわずか１年後に、ヴィテロッツォとともに縛り首になった。 

 残虐が良く用いられたと呼べるのは―ただし悪事に関して良くという言い方が許されるならば―

政権の安定を図る必要上、一挙に用いられた場合であり、その後は、可能な限り臣民の役に立つこ

とへと転換された場合である。つまり、加害行為はまとめて一度に、恩恵は少しずつ施してゆっく

り味わえるようにしなければならない。 

＜第９章 市民による君主政体＞ 

 もう一つは、私人が同胞である市民の好意によって祖国の君主になる場合であり、市民による君

主政体呼んでよいものである。この場合、民衆か有力者の好意によって、君主の座に昇ったといえ

る。民衆は有力者に命令されるまいと欲し、有力者は民衆に命令し抑圧しようと欲する。この二つ

の相対立する欲望から、どの都市でも君主政か、自由か、無秩序のうちどれかが生まれてくる。 

有力者の支持によって君主になった者は、民衆の支持で君主になった者より多くの困難に出会う。

君主になっても自分と同等と思われる多数の者たちが身近にいるから、自分の意のままに命令した

り支配することができないのである。しかし民衆の好意によって君主になった者は、身近に命令に

従わない者など一人もいないか、ほとんどいない。また、民衆の数は多く敵にまわしたら君主は身
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の安全を保ち得ないが、有力者は数が少ないから身の安全は保ち得る。結論として唯一つ言えるの

は、いかなる君主も民衆を味方につけておくのが必要だということである。民衆の上に基礎を置く

者は、泥の上に立つがごとしという古い諺を持ち出して、反駁する人もいるであろうが、民衆に基

礎を置いた者が命令を下すことのでき、逆境の中でもうろたえない勇敢な君主であって、備えを怠

ることなく勇猛果敢に万人を鼓舞するならば、民衆に欺かれることは決してないであろう。賢明な

君主は、つねに自分が必要であると、市民に思わせる方法を考えておかなければならない。 

＜第 10章 どのようにして君主政体の戦力を推し量るべきか＞ 

 さまざまな君主政体の特質で、いま一つ熟慮しておくべきは、①君主が独力で対抗できる権力を

持っているか、②つねに他者の防衛力に頼ろうとしているかである。このうち、①はさておき②の

他者に頼ろうとする者とは、戦場に打って出て敵と対抗できずに、城壁の内側に逃げ込んで防御せ

ざるを得ない者たちである。そのような君主には、ひたすら都市の防衛を強化し、物資を蓄え、周

辺領域については一切考慮しないことを勧める。 

 ドイツの諸都市には、周到に城壁や濠や水路がめぐらせてあり、大砲も到る所に配備され、公共

の倉庫には常に１年分の飲料と食料と燃料が貯蔵されている。平民のためには、つねに１年間は共

有の仕事が与えられ、都市の活力や生命力になっているほか、軍事訓練を尊重し、実践に励んでい

る。このように、思慮深い君主が食料と防衛のための武器を欠かさない限り、包囲攻撃を受けても

市民の士気を堅く保たせるのは、困難ではない。 

＜第 11章 聖職者による君主政体＞ 

 残された論点は、聖職者による君主政体のみであるが、神によって樹立され保持されている君主

政体について論ずるのは不遜というものだ。そうではなく、世俗における教会権力がかくも強大に

なった原因を問うならば、アレクサンデル６世よりも以前のイタリアの権力者たちは、いわゆる半

島内列強はもとより、弱小な封建君主や領主にいたるまで、教会の世俗権力は取るに足りないもの

と軽んじていた。それが今やフランス王を震え上がらせ、ヴェネツィア人を破滅させることすら可

能になった。かつては、オルシーニ家とコロンナ家の間では紛争の種が尽きず、しかも教皇の在位

期間が平均 10年だったので、両派の一方を無力化するのが精一杯で、次の教皇が反対派だと無力だ

った家系が息を吹き返す。このため、教皇の世俗権力の評価は低かったのである。ところが、アレ

クサンデル６世は、かつて存在したすべての教皇のなかで誰よりも、財力と戦力を備えた教皇がい

かに強大な権力を誇りうるかをあからさまに示した。彼の思惑は教会を大きくすることではなく、

ヴァレンティーノ公の権力を強大にすることであったが、結果的に教会の力を強大にした。彼が死

に公が滅びたあとも、教会はその所産を受け継いだ。教皇ユリウスが登場したときは、すでにロマ

ーニャ地方は手中にあり、ローマの封建貴族たちは無力化させられ、アレクサンデル以前には用い

られた例のない蓄財（聖職売買）の方法にも道が拓かれていた。もし、オルシーニ家とコロンナ家

のなかに枢機卿がいれば、彼らはおとなしくしてはいなかったであろう。枢機卿たちは、次の教皇

の地位を狙って党派を組むので、世俗の封建貴族も巻き込まれ、確執や騒乱が生じてくるのである。 

＜第 12章 軍隊の種類と、傭兵隊＞ 

 ここからは、君主政体における攻撃と防衛について論ずる。君主にとって必要なものは良き土台

であり、その基本は良き法律と良き軍備であるが、語りたいのは軍備についてである。 

 君主がおのれの政体を防衛する軍備は、自己の軍か、傭兵隊か、援軍か、混成軍である。傭兵軍
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と援軍は役に立たず危険である。傭兵軍の上に築かれた政体は、堅固でも安全でもない。傭兵軍は

不統一で、野心に満ち、規律が悪く、忠誠心を欠き、味方の前では勇敢だが敵の前では臆病になり、

神を畏れず、人間には不誠実だから。今日のイタリアの破滅の原因は、長年にわたって傭兵軍に全

面的に依存してきたことである。 

 傭兵隊長が軍事に卓越した人物の場合、君主は彼を信用してはならない。逆に傭兵隊長に力量が

なければ、君主を破滅させてしまう。だから傭兵軍に頼るのではなく、君主ならみずから陣頭に立

って指揮官の役割を果たさねばならない。共和政体ならばその市民を派遣しなければならない。経

験によれば、武装した君主と武装した共和政体だけがきわめて大きな進歩を遂げたのである。 

ローマとスパルタは何世紀にもわたって武装して自由を守った。スイス人は完全に武装して自由

を守っている。しかし、イタリアでは、近年、神聖ローマ帝国皇帝の権力が駆逐され、教皇が俗世

間での名声を手に入れるや否や、多くの政体に分裂した。大都市の多くが貴族に対して武器を執っ

た。皇帝の恩恵を受けていた貴族が都市を抑圧していたからである。一方、教皇は俗権を手に入れ

るため都市に恩恵を与えた。こうして、イタリアのほとんどが教会権力と共和政体の手に帰するこ

とになったが、聖職者も市民たちも軍事には不慣れだったため、外国の兵隊を傭兵として雇い入れ

るようになった。彼らの力量の結果、イタリアはシャルル８世に蹂躙され、ルイ 12世の餌食となり、

フェルナンドに侵略され、スイス人に侮辱されることになった。労苦と危険を避けることばかり考

えた傭兵軍が、イタリアを卑しめられ辱しめられたものへと転落させたのである。 

＜第 13章 援軍、混成軍、および自軍＞ 

 援軍というのは、無益な軍である。教皇ユリウス２世がフェラーラ攻略の際、傭兵軍が思うよう

に成果を挙げないので、スペイン王フェルナンドと同盟を結んで、援軍を送ってくれるように要請

した。この種の援軍は、それ自体としては優秀であるが、これを呼び入れた者にはほとんどつねに

害をもたらす。彼らが失敗すれば自分も滅亡してしまうし、勝利すれば呼び入れた者は虜になって

しまうから。ユリウスが誤った自分の判断の結果を引き受けずに済んだのは、援軍であるスペイン

軍がラヴェンナで敗北したのに、スイス人が予想に反してフランス軍をミラノから追い払ったため

である。要するに、傭兵軍において最も危険なのは無気力であり、援軍においては力量である。 

 チェーザレ・ボルジアが、最初、ロマーニャ地方へ入るときに率いていたのは、すべてフランス

の援軍であった。その後、傭兵軍を雇ったが忠実ではなかったので、自軍に頼ることにした。援軍

から傭兵軍さらに自分だけの軍を持つに至ると、公の名声は高まり、絶大な評価を受けたのである。 

 フランスのシャルル７世は、騎兵と歩兵による常備軍を創設した。ところが、息子のルイ 11世は、

歩兵を廃止してスイス人の歩兵を雇ったため、フランス軍は一部が傭兵軍で、一部が自軍という混

成軍になった。混成軍は、援軍や傭兵軍よりはるかに優れているが、自軍に比べればはるかに劣っ

ている。結論をいうなら、自己の軍隊を持たなければ、いかなる君主政体も安泰ではない。自軍と

は、臣民か市民か君主が養成した者たちから構成され、それ以外はすべて傭兵軍か援軍である。 

＜第 14章 軍隊のために君主は何をなすべきか＞ 

 君主は、戦争と軍事組織と軍事訓練のほかには何の目的も何の考えも抱いてはならない。またほ

かのいかなることも自分の業務（arte 技能・技術とも）としてはならない。逆に、君主が軍備より

も甘美な生活の方を重んじたとき、政体を失ってきたことは、現に見られるとおりである。 

 害悪のなかでも非武装であることは君主を侮らせる悪評の一つである。武装と非武装は比較を絶
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している。武装した者が非武装の者に従うとか、非武装の者が武装した者のあいだで安全でいられ

るなどというのは理にかなっていない。それゆえ、軍隊に理解を持たない君主は、配下の兵たちに

尊敬されるはずはないし、君主が彼らを信頼することもあり得ない。 

 したがって、君主は軍事訓練を疎かにしてはならない。戦時よりも、平時においてこそ、いっそ

う訓練に励まなくてはならない。訓練には二つの方法がある。①実戦訓練においては、兵たちを良

く統制するほか、狩猟を行って身体を労苦に慣らさなくてはならない。同時に自然の地形を身につ

けさせることに絶大な注意を払わなくてはならない。地形を熟知しない君主は、指揮官としての第

一の資格を欠くことになる。②精神の訓練においては、君主は歴史書を読まねばならない。卓越し

た人物たちの行動を熟慮し、戦争のなかでどのような作戦をとったか、彼らの勝因と敗因がどこに

あったかを見抜かなければはならない。また偉業を成し遂げた人物が、それ以前の卓越した人物を

模倣したように、自分も模倣に努めなければならない。 

＜第 15章 人間、とりわけ君主が褒められたり貶されたりすること＞ 

 残された課題は、臣民や味方に対する君主の態度と政策がどのようにあるべきかを見ることであ

る。人が今をどのように生きているのかということと、人はいかに生くべきかということとの間に

は、大きな隔たりがある。したがって、なすべき事を重んずるあまり、今なされていることを軽ん

ずる者は、みずからの存続よりもむしろ破滅を学んでいるのである。君主において必要なのは、み

ずからの地位を保持したければ、善からぬ者にもなり得るわざを身につけ、必要に応じてそれを使

ったり使わなかったりすることである。 

 君主はとりわけ高い地位にいるので、その資質によって褒められたり貶されたりする。ある者は

惜しみなく与え、ある者はケチで、ある者は気前がよくて、ある者は強欲であり、ある者が冷酷で

あれば、ある者は慈悲深く、一方が信義を破れば、他方は信義を守り、等々といった具合に。諸々

の資質のなかでも、善なるものばかり身につけた君主がいれば、それはまさに称賛に値すると誰も

が認めるであろう。だが、人間の条件としてそれは許されるはずもないので、それらを身につける

ことも完全に守り抜くこともできるわけがないから、必要なのは、ひたすら思慮深く振舞って、み

ずからの地位が奪われるような悪徳にまつわる悪評を逃れる術を知っていなければならない。しか

し、もし悪徳なしには政権を救うことが難しい場合には、悪徳にまつわる悪評を恐れてはならない。

なぜなら、美徳と思われる行為でも、おのれの破滅に到ることがあり、悪徳と思われる行為から、

おのれの安全と繁栄を生み出すことがあるのだから。 

＜第 16章 気前の良さと吝嗇（ケチ）＞ 

 君主の資質のうちに、気前の良さとケチがある。惜しみなく与えるという評判はいかにも好まし

いように思われる。しかし、気前が良いという評判が立つことを求めると、君主に害をもたらして

くる。気前の良さは目立たぬように使うのが正しいのだが、それでは人々に気前が良いとは認めら

れず、反対の悪評を免れることができない。気前が良いという評判を保つためには、民衆を抑圧し

て重税を課すことになって、結局、民衆から憎まれ、尊敬を失うことになるだろう。賢明な君主な

ら、ケチいわれることなど気にしてはならない。君主が警戒すべき事柄のなかに、侮られることと

憎まれることがある。気前の良さは、そのどちらへも君主を導いていく。 

それゆえ、気前が良いと呼ばれたいばかりに憎しみにまみれた強欲という評判へ陥っていくより、

憎しみの混じらないケチという評判を身につけた方が、遥かに賢明である。 
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＜第 17章 冷酷と慈悲、また恐れられるのと慕われるのとどちらがよいか＞ 

 慈悲深さと冷酷さという資質について。チェーザレ・ボルジアは冷酷であるとの評判を取った。

しかし、あの冷酷さによって彼はロマーニャ地方の乱れを治め、統一し、安定と忠誠に導いた。ゆ

えに君主は、臣民の結束と忠誠心を保たせるためならば、冷酷という悪評など意に介してはならな

い。過度の慈悲のために、殺戮と掠奪の温床となる無秩序を放置する者よりも、一握りの見せしめ

の処罰を下す君主の方が慈悲深い存在になる。あらゆる君主のなかでも、新しい君主にとっては、

新しい政体に危険が付きまとうから、冷酷の名前を免れることは不可能である。 

 ここから一つの議論が生まれる。すなわち、恐れられるよりも慕われるほうがよいか、それとも

その逆か。人はそのいずれでもありたいと答えるであろう。しかし、それらを併せ持つことはおよ

そ困難であるから、二つのうちの一つを手放さなくてはならないときは、慕われるよりも怖れられ

ていたほうが、はるかに安全である。というのも、人間というものは、一般に恩知らずで、移り気

で、惚けたり隠し立てしたり、危険があればさっさと逃げ出し、儲けることにかけては貪欲である。

君主のために自分たちの血も、財産も、命も、子弟も差し出すとはいうものの、いざという時は、

背を向けてしまう。彼らの口先だけの言葉に全幅の信頼を寄せるような君主は、備えもないので滅

んでしまう。また人間というものは、恐ろしい相手よりも、慕わしい相手のほうに危害を加えやす

い。なぜならば、愛は義務の鎖でつながれているが、人間は生来邪悪な存在であるので、自分の利

害に反すればいつでもこれを断ち切ってしまうが、恐怖のほうは、君主に握られている処罰という

恐ろしさによって、つなぎ止められているのである。 

 とはいえ、君主は慕われないまでも、憎まれることを避けながら、恐れられる存在にならなくて

はならない。恐れられることと憎まれないことは、充分に両立しうる。何よりも、他人の財産に手

を出してはならない。人間というものは、殺された父親のことは忘れても、奪われた財産のことは

いつまでも忘れないものなのだ。 

 だが、君主が軍隊を率いて大勢の兵士を統率しているときには、冷酷という評判を気にする必要

はまったくない。冷酷さなくしては軍隊の統一は保てないし、何らかの軍事行動を起こすことも不

可能だからである。ハンニバルが異郷にあって、膨大な軍隊を抱えながら赫々たる戦果を挙げ、部

下との間で一度も不和を生じなかったのは、彼の非人間的な冷酷さ抜きには考えられない。 

 結論としていえるのは、人間は自分の意に沿う限りにおいて慕うのであり、君主の意に従って怖

れるのだから、賢明な君主は自己の意思に従うべきであって、他人の判断に依存してはならない。 

＜第 18章 どのようにして君主は信義を守るべきか＞ 

 偉業を成し遂げた君主は、信義などほとんど考慮せず、人間の頭脳を狡猾に欺く術を知っていた

者たちである。結局、彼らが信義を重んじた君主たちに打ち勝ったのである。 

 戦いの方法には二種類ある。①は法に、②は力に拠るものである。①は人間に固有のものであり、

②は野獣のものである。だが、①の方法ではしばしば十分でないため、②の方法にも訴えなくては

ならない。そこで君主たるものは、野獣と人間を巧みに使い分けることが必要になる。二つのうち

一つを欠けば、君主として長続きしない。 

 このように、君主には野獣を巧みに使いこなす必要がある以上、なかでも、狐と獅子を範とすべ

きである。なぜならば、獅子は罠から身を守れず、狐は狼から身を守れないからである。それゆえ、

狐となって罠を悟る必要があり、獅子となって狼を驚かす必要がある。そこで慎重な君主は、信義
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を守るのがおのれにとって不利になりそうな場合や、約束をした際の根拠が失われたような場合は、

信義を守ることはできないし、また守るべきではない。人間は邪悪な存在であり、君主に対する信

義を守るはずはないから、君主もまたそれを守る必要はない。そして君主が信義の不履行を潤色す

る正当な口実を生み出すのに事欠かなかったことについては、無数の実例を挙げることができるし、

どれだけの和平が、どれだけの約束が、君主の不誠実によって虚しく効力を失ってしまったかを示

すこともできるであろう。そこでは狐の性質を巧みに使いこなした者が、よりいっそう成功を収め

たのであるが、必要なのは、この狐の性質を巧みに潤色することであり、偉大な偽装者、偽善者に

なる方法を会得することである。また人間というものは非常に愚鈍であり、目先の必要にすぐ左右

されてしまうので、欺こうとする者は、いつでも欺かれる者を見いだすことができる。 

 数ある実例のなかでも、アレクサンデル６世はほかのことは何一つせず、また何一つ考えずに、

ひたすら人間を欺こうと努めたので、つねに欺く相手を見いだすのに事欠かなかった。彼以上に熱

烈に断言することの効果を重んじ、熱烈に誓って約束しながらこれを守らなかった人物はかつてな

かった。しかも彼の欺瞞はつねにまんまと成功した。彼はこの世の、この面に長けていたのである。 

 したがって、君主にとって必要なのは、資質のすべてを現実に備えていることではなくて、それ

らを身につけているように見せかけることなのだ。敢えていえば、それらの資質を身につけて実践

することは有害だが、身につけているようなふりをするのは有益である。とりわけ新しい君主は政

体を保持するため、時に応じて信義・慈悲心・人間性・宗教に背いて行動することが必要である。 

 しかし、君主は、上に述べた資質が身に備わっていないことを暴露してしまう言葉を決して口に

出してはならない。外見上、慈悲・信義・人間性・誠実・宗教心に満ちているように振舞わなくて

はならない。特に最後の資質を身につけていると見せかけることは何よりも必要である。 

 人間、とりわけ君主の場合、結果だけが注目される。したがって、君主はひたすら勝って政権を

保持するがよい。手段はみな栄誉あるものとして正当化され、誰にでも称賛されるであろう。 

＜第 19章 どのようにして軽蔑と憎悪を免れるべきか＞ 

 そのほかの資質についてまとめて述べる。すでに言及したように、憎悪や軽蔑を招くようなこと

は避けるよう心しなければならない。とりわけ憎悪を招くのは、臣民の財産や婦女子を奪うことで

ある。軽蔑を招くのは、一貫しない態度・軽薄・軟弱・臆病・優柔不断な態度である。自分の行動

が、偉大で、勇気に溢れ、威厳に満ち、断固たるものであることを認められるようにし、臣民の間

の私的な事件に関しては、自分の決定が撤回不可能であることを知らしめなくてはならない。 

 君主にとって二つの脅威がある。①は対内的なもので、臣民との関係である。②は対外的なもの

で、半島内列強がそれである。②の脅威は、優れた軍隊と固い同盟によって防ぐことができる。し

かし、①に関しては、秘かに陰謀を企てているのではないかと恐れなくてはならない。陰謀を防ぐ

君主の最も強力な対応策は、大多数の人々から憎まれないことである。なぜなら、陰謀を企む者は

君主を殺せば、民衆を満足させられると思い込んでいるが、民衆を怒らせるのではないかと思った

ときには、そのような手段を取る勇気はない。陰謀を企む側には必ずや刑罰への恐怖・猜疑心・不

安があり、それに怯えている。一方、君主の側には、政体の権威と法律と守ってくれる味方がある。

結論として、君主は、民衆が自分に好意を抱いていれば、陰謀はあまり気にしなくてよい。だが、

自分に敵意や憎悪を抱いていれば、あらゆる事態やあらゆる人を恐れなくてはならない。 

 我々の時世で、秩序と統治が良く整っているのは、フランス王国である。ここには無数の優れた
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制度が見出され、王の安全と自由はこれらに依存している。その第一のものは高等法院とその権威

である。高等法院は、王の責任とは関係なく、豪族を罰して弱小民を支持する仕組みである。この

制度はまことに優れていて、王と王国の安全を確かにしている。 

＜第 20章 城砦その他、君主が政体維持のために行っていることは有益か＞ 

 新しい君主は、かつてただの一度も臣民の武装を解除したためしはない。それどころか、武装し

ていないと見れば、つねに武装させてきた。臣民を武装させると、その軍隊は君主のものとなり、

君主に疑心を抱いていた連中も忠実な存在となり、以前から忠実であった者は相変わらず忠実であ

り続け、臣民はこぞって君主の支持者になるからである。だが、君主が新しい領土を獲得して、そ

れを増築箇所のように自分の政体に付け加えた場合には、領土を獲得する際に支持した者を除き、

武装を解除する必要がある。また支持した者についても、機会あるごとに勢力を弱めて、君主の本

来の兵士たちと一体化するように組織を整える必要がある。 

 新しい君主が偉大な存在になろうと望むときは、何よりも運命が敵を次々に生じさせ、攻撃を仕

掛けて乗り超える機会を与えるのだから、賢明な君主は、そのような好機が到来したときには、い

かなる外敵の脅威をも巧みに利用して克服し、おのれの偉大さをいっそう高めなくてはならない。 

 君主たちは安全を保持するために、常套手段として城砦を築いてきた。それは謀反を企てる者を

抑制し、不意に外敵が襲来したときの避難場所とするためであった。城砦が有用であるか否かは、

時代によって異なる。外敵よりも民衆のほうを恐れる君主は城砦を築くべきだが、民衆よりも外敵

のほうを恐れる君主は、城砦なしで済ませるべきだ。最良の城砦とは、民衆に憎まれないことだ。

たとえどれだけの城砦を持っていても、民衆に憎まれれば、城砦によって君主が助かるわけはない。 

＜第 21章 尊敬と名声を得るために君主は何をなすべきか＞ 

 偉大な事業を起こしてみずから類稀な模範を示すこと以上に、君主の名声を高めるものはない。

我々の時代にあっては、現在のスペイン王、アラゴン家のフェルナンドがそれに当たる。弱小な王

から身を起こして、名声と栄光のなかを昇りつめ、キリスト教の第一の王になったからである。彼

は王位につくとすぐにグラナダの攻撃（レコンキスタ）を開始したが、この事業は彼の政体の基礎

を造った。教会と民衆の資金によって軍隊を養い、あの長引いた戦争によっておのれの軍備の基礎

を固めたのであり、その軍備が後に彼に名声をもたらしたのである。 

 君主が真の味方であり真の敵となるとき、すなわち、ためらわずに一方に味方し、他方に敵対す

る態度を示すとき、その君主は尊敬される。旗幟を鮮明にする態度は、中立を守るよりも、つねに

有益である。注意すべきは、やむをえない場合を除き、君主は自分より強力な相手と組んで第三者

を攻撃することがあってはならない。たとえ勝っても、強力な相手の虜になるだけだからである。 

また、いかなる政体も、常に安全な同盟が結べるなどと思い込んではならない。物事の成り行き

のつねとして、一つの不都合を避けようとすれば、もう一つの不都合に巡り合うのは必然である。

だから数々の不都合の特質をよく見分けて、最悪でないものを選び取るのが賢明というものである。 

＜第 22章 君主の秘書官＞ 

 君主にとって側近の選定は少なからず重要である。彼らが適任か否かは、ひとえに君主の明敏さ

にかかってくる。ある支配者の頭脳を推し量るとき、第一になすべきことは、彼が身近に置く人間

たちを見定めることだ。彼らが有能であり、かつ忠実であれば、つねに彼を名君とみなしてよい。

一方、側近が無能で忠実でもないときは、つねにその君主に対して良くない判断を下してよい。 
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君主が側近を見分けるのには、決して誤ることのない方法がある。すなわち、側近が君主のこと

よりも自分のことの方を考えているとき、またすべての行動においてひたすら自分の利益を追求し

ていることが明らかなときには、そういう輩を君主は断じて信頼してはならない。それというのも

君主から政権の運営を委ねられている者は、決して自分のことを考えてはならず、つねに君主のこ

とを念頭におくべきだからである。 

＜第 23章 どのようにして追従者を避けるか＞ 

 世の君主たちがよほど思慮深いか、あるいは賢明な選択をしないかぎり、身を守ることが困難な

問題は追従者のことであって、世の宮廷は彼らで満ち充ちている。それゆえ思慮深い君主であれば、

自分の政体のなかから賢者たちを選び出し、選ばれた者たちだけに真実を告げる自由を与えるべき

である。しかも自分が訊ねた事柄にだけ意見を言わせ、ほかのことについては、それを許してはな

らない。それから後は、君主が自分一人で決断を下さなくてはならない。そして助言を受けながら、

彼らの一人ひとりに対して、自由に真実を話せば話すほど、いっそう彼らの助言が受け容れられる

ことを彼らに判らせるようにしなければならない。君主は、つねに助言を求めなくてはならないが、

それは自分が望むときであって、他人が望む時ではない。 

 賢明でない君主は、良き助言など得ることはできないというのは、誤ることのない一般原則であ

る。また賢明でない君主は、一致した見解の助言者たちを持つことは決してないし、みずからの力

で彼らの見解を一致させる術など知らないであろう。助言者たちはそれぞれ自己の利害を考えてい

るから、賢明でない君主には彼らの考えを是正したり、その内実を見抜く術はないであろう。 

 結論として、良き助言というものは誰がしたにしろ、それは君主の思慮から生まれるのであって、

良き助言から君主の思慮が生まれるのではない。 

＜第 24章 イタリアの君主はなぜ政体を失ったのか＞ 

 以上書いてきたことを、思慮深く守るならば、新しい君主も古くからの君主のように思われるよ

うになり、先祖から受け継いできた政体よりも安定した、堅固な君主の座をたちまち築くであろう。

なぜならば新しい君主は、世襲の君主よりもはるかに行動が注目されるので、その行動が優れた力

量に基づくものと知れ渡るや、古い血筋の君主よりもはるかに多くの人間の心を惹きつけ、はるか

に強く人心を自分に結びつけるからである。そこでナポリ王やミラノ公など、我々の時世のイタリ

アで政体を失った支配者のことを熟慮してみると、まず、いままで論じてきた諸原因のなかでも、

軍備にまつわる共通の欠陥が見出されるであろう。次に、彼らのうちのある者は民衆を敵にしてし

まい、ある者は民衆を味方にしたとしても、貴族たちの心を掴めなかったことが分かるであろう。 

 それゆえ長年にわたってイタリアの支配者であった君主たちが政体を失ったのは、運命のせいで

はなく、自分の怠惰こそ責めるべきである。平穏な時代にあって、それが変転するかも知れないこ

とを考えない－凪の間に時化のことは考えない－のは人間に共通の欠陥であるから、君主自身の力

に支えられ、君主の力量に依拠した防衛だけが、優れた、確かな、永続的な防衛なのである。 

＜第 25章 運命はどれほどの力を持つのか、またいかにして逆らうべきか＞ 

 昔から多くの人々は、この世の事柄は運命と神によって支配され、人間がみずからの思慮によっ

て治められるはずがないのだから、あくせくしても仕方がないと考えてきた。しかし、人間の自由

意志は消滅せず、我々の行為の半分を運命の女神が支配しているのは真実だとしても、残る半分あ

るいは半分近くの支配は、彼女が我々に任せているのも真実なのだ。運命を破壊的な川になぞらえ
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てみると、怒り狂えば氾濫を起こし、樹木や建物を破壊し、人々は逃げまどう。しかし川が静かな

ときに、堤防や土手を築いて備えを固めておくことはできる。同様のことは運命についてもいえる。

運命が威力を発揮するのは、人間が対策を講じていなかった場合である。変転の舞台と化している

イタリアは、まさに堤防も土手もない野原のようなものだ。もしもイタリアが、ドイツやスペイン

やフランスのように、しかるべき人物の力量によって防衛されていたならば、洪水もいまのような

大きな変転はもたらさなかったであろうし、あるいは洪水そのものも生じなかったであろう。 

 だが、今日栄えていた君主が、明日には滅びることもある。それは君主が全面的に運命にもたれ

かかっていたためで、それが変転するや、たちまち滅びてしまうのである。また、君主が幸運に恵

まれたのは、彼の行動様式が時代の特質に合っていた（ネチェシタ＝必要）ためであり、不運だっ

たのは、行動が時代と合わなかったためである。例えば、慎重な態度をとった二人のうち、一方は

目標を達成できて、他方はできなかったり、一方が慎重、他方が果敢という異なった行動をとった

のに、二人が同じように幸運な結果に達することもある。これは時代の特質が彼らの行動に合って

いたか、いなかったかで、それ以外の何ものでもない。もしも時代と状況が変われば、君主のほう

が行動様式を変えない限り滅びてしまう。しかし、こうした変化に適応できるほど思慮深い人間は

見出せない。なぜならば、生まれつきの性質を変えることなど人間にはできないし、ましてや一つ

の方法で栄光に達した者に、そこから離れたほうが良いなどと説得することはできないからである。 

 私の結論では、慎重であるより果敢であるほうがまだ良い。なぜならば、運命は女だから。運命

の女神を組み伏せようとするなら、叩いてでも自分のものにする必要があり、周知のように、彼女

は冷静に行動する者より、果敢な者に身をまかせるのだ。それゆえ運命はつねに、女に似て、若者

の味方である。若者は慎重さに欠け、乱暴であり、しかも大胆に彼女を支配するからである。 

＜第 26章 イタリアを蛮族から解放せよ＞ 

 事ここに至るまでに、時折、仄かな光が差し込んできて、イタリアの救済のために、ある人物（チ

ェーザレ・ボルジア）が神によって差し向けられたと思わせられたことがあった。しかし、後に明

らかになったように、彼はその行動の絶頂期にあって、運命に見放されてしまった。その結果、イ

タリアは息も絶え絶えに、誰でもよいから、彼女の傷を癒してくれる人物の出現を待ち望み、ロン

バルディアの略奪やナポリ王国とトスカーナの収奪に歯止めをかけて、長年にわたって膿み爛れた

彼女の傷口を治してくれる人物の到来を待ち望んでいる。見るがよい、蛮族の残忍と暴虐から救い

出してくれる誰かを遣わしていただきたいと、神に祈るあの姿を。見るがよい、いつでも一つの旗

さえあればその下に馳せ参じる用意がある、あの姿を。 

 

〔『君主論』を読んで〕 

 『君主論』は、マキアヴェッリが死んで５年後の 1532年に、印刷本として出版された。写本は当

時の“インテリ層”にある程度読まれていたようであるが、1559年、マキアヴェッリの全著作は教

皇パウロ５世によって「良きキリスト教徒には不適当なもの」として禁書にされ、焼き捨てられた。

そのためか、本人の直筆本は発見されていない。禁書処分が解除されたのか、いないのかは分から

ない。ヴォルテールがマキアヴェッリを偉人として評価したのに対して、彼と交流のあった（啓蒙

的専制君主）プロイセン王フリードリヒ２世が『反マキアヴェッリ論』を著したことは、よく知ら

れている。一方、ジャン・ジャック・ルソーは『社会契約論』のなかで、「マキアヴェッリは君主に
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教訓を与えるふりをしながら、人民に大切な教訓を与えたのである。マキアヴェッリの『君主論』

は、共和主義者の宝典なのだ」と評価している。このように『君主論』ほど、時代と読む者によっ

て評価が分かれる著作も珍しい。 

今日では、政治学者、政治学を学ぶ者、政治の世界に身を投じる者にとって、『君主論』は避けて

通れない古典である。師、高畠通敏の講義・ゼミ・基礎文献講座で『君主論』が語られなかったこ

とはない。私の基礎文献での原書講読のテキストは『The twofold character of Machiavelli’s 

thought』（マキアヴェッリの思想の二重性、とでも訳せるか）であった。1999年１月の最終講義の

導入部も然りである。「近代の政治学の建設者はニッコロ・マキアヴェリであるとよくいわれます。

それは、彼による政治的リアリズムの提言によって開始されたものでした。（中略）『君主論』にお

いて、彼は、国家建設という最高の目的のためには手段を選んでいる余裕はないと主張しています。

君主は目的のためには手段を選ばず市民道徳も無視しなくてはならない。（中略）この彼の教説が、

彼自身はそういうことばは使っていませんが、その後「政治的リアリズム」と称されるようになっ

たものの出発点だとしてよいでしょう。（中略）そこに道徳的基準がまったくなかったというのは正

確ではありません。国家の建設と維持こそが最高の目標であり道徳だったのです。『君主論』でしば

しば登場するマキアヴェリのお気に入りの政治家チェーザレ・ボルジアのように、たとえ人間的に

「悪逆無道」と呼ばれようと、その能力によって強大な小国家をロンバルディアの平野に建設し、

20年の平和をもたらした君主こそが、賞賛されるべき君主なのです」（『現代における政治と人間』

（岩波書店）、『政治学への道案内（増補版）』（講談社学術文庫））。（不本意ながら、ここで師の誤りを指摘

しておかなければならない。上述の「強大な小国家をロンバルディアの平野に建設し、20年の平和をもたらした」のロン

バルディア以下は誤りである。チェーザレ・ボルジアが支配下に置いたのは、イタリア半島中部アドリア海側のロマーニ

ャ地方である。ロンバルディアというのは内陸北部で中心はミラノである。また、本書に「彼が剣を抜き放ってから５年

にして」とあるとおり、チェーザレが枢機卿の地位を捨てて（1498年）から、没落（1503年）するまでの活動期間はわず

か５年であり、全生涯も 31年でしかなかった。20年というのはどこから取った数字であろうか。平和、というのも違う

と思う。小領主の血筋の抹殺やシニガッリア事件を見てもその血なまぐさい支配は、（私の）平和という感覚からは遠い。

秩序とか安定、が実態に近い気もするが、ぴったり当てはまる用語を思いつかない）。 

丸山眞男はマキアヴェッリに言及することの少ない人であったが、次のように指摘している。「国

家理性（レーゾン・デタ）のイデオロギーはしばしば、無制限かつ盲目的な権力拡張の肯定と同視

されるが、そうした理解はその最初の大胆な告知者たるマキアヴェリにおいて、既に全くちがって

いる。それは具体的には教皇の世俗的支配権の武器として機能していたようなクリスト教倫理にた

いするアンチテーゼであり、彼はその批判を通じて政治権力に特有な行動規範を見いだそうとした

のである。いわば政治に対する外側からの制約の代わりにこれを内側から規律する倫理を打ち立て

ようというのが彼の真意であった。むろん彼はアンチテーゼを主張する点あまりにラジカルで、そ

の反面積極的な体系の建設においては必ずしも成功していないけれども、いわゆるマキアヴェリズ

ムが凡そ彼の本質から遠いことは確かである。この点、カール・シュミットが「若しマキアヴェリ

がマキアヴェリストであったとするならば、彼は彼の悪名高い『君主論』などの代わりに、むしろ

一般的には人間の、特殊的には君主たちの善性について、人を感動させるようなセンテンスを寄せ

集めた本を書いたであろう」といっているのは、よく問題の焦点を衝いた言葉である。」（『権力と道

徳』。『現代政治の思想と行動』（未来社）、『丸山眞男集第４巻』（岩波書店））。 
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『君主論』は危機の政治学である。マキアヴェッリの祖国フィレンツェは、一方で、彼と同時代

にボッティチェリ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ピコ・デラ・ミランドラ、ミケランジェロ、ラフ

ァエッロなど、ルネサンス史上に輝く天才を輩出しながら、もう一方では、サヴォナローラの神政

政治に熱狂するなど、驚くほど異なった貌を見せる。政治的には大ロレンツォの死後、混迷の一途

をたどっていた。破滅の危機の中で、なぜルネサンスという文化・思想の華が咲き得たのか、その

逆説的現象を考えるだけでも興味は尽きない。 

「自由と独立を最も尊重する」フィレンツェ市民に欠けていたのは、「一致団結の結束力」であっ

た。そこをフランスにつけ込まれた。共和国政庁の外交・軍事担当書記官長マキアヴェッリは、フ

ィレンツェの危機の克服を目指して懸命に働いていた。マキアヴェッリがチェーザレ・ボルジアの

もとに派遣されたとき、マキアヴェッリは 33歳、チェーザレは 27歳であった。その邂逅でマキア

ヴェッリは、自分の中に発酵しつつあった思考に大いなる示唆を受けたと考えられる。免職され、

ものを考えるしかなくなった不遇の時期に、それらが熟成し執筆されたのが『君主論』であった。 

チェーザレ・ボルジアを３回にわたって観察したマキアヴェッリは、いかなる示唆や刺激を受け

たのか。決断力、行動力、残虐さ、狡猾さ、人倫・道徳の無視など数え上げればきりがないが、私

は最大の示唆は「イタリア」と「常備軍」だと考えるので、この２点に絞って報告する。 

マキアヴェッリが住んでいたのは、「イタリア」なのだから、ことさら取り上げる意味は何かと、

不審に思われるかもしれない。しかし、この報告の中で私が、本書の訳文で「イタリア」と書いて

あるところを除いて、可能な限り「イタリア半島」とか単に「半島」と書いたのにはそれなりの意

味がある。『君主論』のなかで、「イタリア」という言葉が初めて多く使われているのが、軍の種類

と傭兵隊について論じた第 12章であることに気づかれたであろうか(p284 訳注(45))。 

塩野七生の『チェーザレ・ボルジアあるいは優雅なる冷酷』（新潮社）に印象的な場面が出てくる。

シニガッリア事件直後の二人の会話である。 

「夜の２時、マキアヴェッリはチェーザレに会った。チェーザレは、はればれとした顔をして彼に言った。 

「自分の、そして君たちにとっても敵である彼らを滅ぼすことができて喜ばしい。」 

そして彼は続けて言った。 

「イタリアの不和の源を滅ぼしたのだ。」 

マキアヴェッリは、思わずきいていた。 

「イタリア？」 

チェーザレは、その鋭く光る眼で、マキアヴェッリをじっと見つめて言った。 

「そうだ、イタリアだ。」 

 イタリア。この言葉は、何世紀もの間、詩人の辞書以外には存在しなかった。マキアヴェッリの知り合ったど

の人物も、その地位の上下を問わず、誰一人、この言葉を口にした者はいなかった。当時のイタリアには、フ

ィレンツェ人、ヴェネツィア人、ミラノ人、ナポリ人はいても、イタリア人はいなかったのである。」 

物語的に脚色しているであろうが、会話の内容はフィレンツェの外交使節であるマキアヴェッリ

が、共和国政府に送った報告書をもとにしている。 

チェーザレ・ボルジアの野望は、イタリアの統一にあったのだ。 

都市国家が割拠しているイタリアを軍事的に制圧できるのか、フランス・スペイン・神聖ローマ

帝国といった強国を相手に戦争をして勝てるのか、といった現実的な問題はさておき、イタリアに
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はイタリアならではの難題があった。いうまでもなく、ローマ・カトリック教会の存在である。上

述のように教皇は、“神の代理人”としてローマ教会に君臨すると同時に、世俗国家である教皇領の

君主でもあった。聖と俗、権威と権力の合体である。仮に、ユリウス２世が教皇領の拡大に成功し、

イタリア統一にまで到ったとしたら、そこにでき上がるのは「神政（神権）国家」でしかありえな

い。これに対しチェーザレ・ボルジアは“緋の衣”（枢機卿）を捨て、俗人としてロマーニャ公国の

支配者になったわけだから、その路線を突き詰めればイタリアを世俗国家として統一することにな

る。この点について 19世紀の歴史家ヤーコプ・ブルクハルトが興味深い論を展開している。彼は、

チェーザレ・ボルジアが父親のアレクサンデル６世を支配下に置き、孤立させるためにアレクサン

デルが寵愛していた弟のホアンを暗殺したという。そしてアレクサンデルの死後、みずからが教皇

の座に昇ろうという意図があったとする。「（チェーザレが）もし教皇になったら、教会国家の確保

ということも、長くはとうていつづけられなかったであろうということは、じじつ何の疑いもあり

えない。もしだれかが教会国家を世俗化するとすれば、この人こそそれをしたであろう」と述べ、

さらに「もしわれわれの思いちがいでないならば、これこそ、マキアヴェリがこの大悪人を、ひそ

かな共感をもってあつかっている本質的な理由である。「刃を傷口から引き抜くこと」、すなわちあ

らゆる干渉とあらゆるイタリアの分裂の根源を絶滅することを、マキアヴェリが期待しうる者は、

チェーザレ（のような人物）のほかには誰もいなかった」（『イタリア・ルネサンスの文化』（中公文

庫））と書いている。チェーザレとアレクサンデルの関係についての認識には意表を突かれ疑問も残

るが、後半は納得できる。チェーザレが本当にイタリアの世俗的統一を目指していたとするならば、

それこそは丸山眞男のいう「教皇の世俗的支配権の武器として機能していたようなクリスト教倫理

にたいするアンチテーゼ」の具現化であったろう。再びブルクハルトによれば、「もし宗教改革がな

かったならば－その仮定がおよそ許されるものとして－全教会国家はとうの昔に、世俗の手中に移

っていたことであろう」。またグイッチャルディーニは、自分の眼の黒いうちに実現してほしいこと

を三つあげ、その一つに「世界が、邪悪な坊主どもの横暴から解放されることだ」と言っている。

このように教皇の世俗的支配はイタリアにとって、大きな軛であったのだ。 

チェーザレ・ボルジアからインスピレーションを受けたマキアヴェッリも、イタリアの統一を構

想していた。それはヴェットーリとの往復書簡から読み取るしかないのだが、スペインの勢力下に

あるナポリとシチリア、フランスが根強い野心を抱くロンバルディア、半島内の最強国ヴェネツィ

を除いたイタリア、つまりロマーニャ地方を含む教皇領・フィレンツェ・フェラーラなどを中心と

する中部イタリアである。いかにもスケールが小さいように思われるが、ここをしっかり固めて外

国の干渉を許さず、それからイタリアの統一を目指す展望を描いていたかも知れない（チェーザレ

もこのようなプロセスを考えていたのではないか）。しかし、現役の書記官長時代に、破滅の危機に

瀕しているフィレンツェでそのようなことを唱えたら気狂い扱いされ、クビになっていたであろう。 

マキアヴェッリは焦っていたに違いない。チェーザレ・ボルジアはマキアヴェッリにとって、決

して“理想の君主”ではなかった。第 25章の p188でユリウス２世が「果敢に行動した」ことにつ

いて、「もしも、慎重に行動すべき時代が彼に迫って来たならば、その時には、彼は滅びることにな

ったはずだから」と書いてあるのと同様の存在であった。つまりチェーザレ・ボルジアは、時代の

要求に合致した（ネチェシタ）君主、激動の時代が生んだ必要悪である。マキアヴェッリが焦って

いたというのは、彼のような残虐な男でもいいから、一刻も早くイタリアを統一してくれる人物の
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出現を望んでいたという意味である。イタリア統一が達成されれば、チェーザレのような人物は、

必ずや「滅びることになったはず」である。乱暴な仮説が許されるなら、古狐のアレクサンデル６

世と、獅子のチェーザレ・ボルジアを合体させた君主が、マキアヴェッリにとって理想であった。 

歴史の現実をみると、“救国の英雄”はついに出現せず、ローマ・カトリック教会は「対抗宗教改

革」によって息を吹き返した。イタリアの統一は、ジュゼッペ・ガリバルディが登場する 19世紀半

ばまで達成されることはなかったのである。 

 第二の常備軍についてだが、チェーザレ・ボルジアがロマーニャで編制した軍隊は、当時のイタ

リアでは最強であった。チェーザレが没落した後の掃討戦でも忠誠を貫いて頑強に抵抗したという。

マキアヴェッリは“チェーザレ観察”を無駄にはしなかった。５大勢力のなかで、軍備においては

つねに弱小国であったフィレンツェ共和国の政府を口説き落として、1506年、400の歩兵による正

規軍の創設に成功した。農民兵ではあったが、1509年のフィレンツェのピサ再領有の戦争で勝利を

収めたのである。この正規軍は後に 4,000の歩兵、300の騎兵にまで増強された。しかし、1527年、

カール５世（カルロス１世）のドイツ傭兵軍による史上有名なローマ掠奪（サッコ・ディ・ローマ

＝Sacco di Roma）の直後、戦わずして解散された。『君主論』は 1513年で筆が措かれているから、

当時のローマの人口 90,000人のうち 20,000人が殺され、ローマ教皇庁が馬小屋にされたといわれ

るほど破壊されたこの悲惨な出来事は、もちろん書かれていない。マキアヴェッリが 58年の生涯を

閉じたのは、同じ 1527年の６月 22日であった。イタリア・ルネサンスは、サッコ・ディ・ローマ

をもって事実上終焉した。 

ブルクハルトは「一つの国家を組み立てることができると考えたすべての人間の中でも、マキア

ヴェリは比類のない最大の人物であった」と評価し、また「この人は、もっとも厳格な意味で、愛

国者であった」「この人の終始考えていたことは、何といっても国家の安泰であった」と書いている。

『君主論』全体の冷徹な論理の展開からすると“破調”のように激越な文体で書かれた第 26章、特

に p192の後半から p193の前半にかけての悲痛な叫びは、「厳格な意味での愛国者」でなくしては書

き得なかったであろう。グイッチャルディーニに宛てた一通の手紙の最後には、「私は、我が魂より

も、我が祖国を愛する ニッコロ・マキアヴェッリ」と書き記しされていた。 

後世から見ると、時はすでに「都市国家」の時代から、「統一国家（領土国家）」の時代へと移行

していたのである。フランス・スペイン・ドイツ（神政ローマ帝国としては、領邦国家であったが）

は一人の君主の下に「国家」として統治されるようになっていた。イタリア的都市国家もまた、サ

ッコ・ディ・ローマとともに終焉したといってもいいかも知れない。ユリウス２世の負の遺産は大

きく、イタリアはその後、長くスペインの勢力下に置かれたのである。 

『君主論』はもっと早く書かれるべきであったと思わないでもない。しかし、それはあり得ない

ことだ。『君主論』はまさにルネサンスという時代そのものが生み出した傑作なのだから。 

 語弊を恐れずにいえば『君主論』は、パワー・ポリティクスにおける究極の“ハウ・トゥー物”

である。これは『君主論』の価値を貶めているのではない。丸山眞男は常々「政治は人間の最高の

アート（英語で art、イタリア語で arte、ラテン語で ars 。この場合、芸術ではなく技術・技能を

意味する）である」と話していた。『君主論』で一貫して述べられているのは、君主の統治術である。

いかにして権力を保持するか、いかにして民衆から憎まれないか、等々。それが俗流の“ハウ・ト

ゥー物”に終わらず、「政治的リアリズム」の古典に成り得たのは、人間の本性への恐るべき観察が
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普遍性を備えていたからである。それは本書の随所に出てくる「人間というものは」に表れている。

例えば「人間というものは、邪悪な存在で信義を守らない」とか、「人間というものは、非常に愚鈍

で目先の必要性にすぐ従ってしまう」とか、「人間というものは、恩知らずで、移り気で、空とぼけ

たり隠し立てしたり、危険があればさっさと逃げ出し、儲けることにかけては貪欲である」といっ

た具合である。これは決して性悪論とか、シニシズムではない。中世カトリック神学の束縛から解

き放された、ルネサンス時代の思想家にして初めて語り得た人間存在の一面であり、その裏には人

間の可能性に対する揺るぎない信頼が隠されていると私は思うのである。     

～終わり～ 

 

〔付録 『君主論』余話〕・・・念のため、以下は報告では読みません。 

◆人間的な、あまりに人間的な――ルネサンスの働き蜂 

 マキアヴェッリというと、どんな人間をイメージしますか。謹厳、冷徹、偽悪家、逆に偽善家？ 

どれも違うようです。人間マキアヴェッリにアプローチした作品をほかに知らないので、塩野七生

の『わが友 マキアヴェッリ－フィレンツェ興亡』に拠るしかないのですが、例えば報告の冒頭で

紹介したヴェットーリ宛ての手紙の「・・・」のところには、隠棲した村の居酒屋で肉屋、粉屋、

レンガ職人と酒を飲んで賭博に熱中し、村中に聞こえるような罵声を浴びせ合っていた様子が書か

れているのです。また、別の手紙では遣り手婆に騙されて、ひどい娼婦をつかまされたことが、か

なりあけすけに書かれています。またマキアヴェッリは、生前は思想家としてより、喜劇作家とし

て知られていました。第一作は『マンドラゴラ』で結構当たったようです。第二作は『クリツィア』

で、主役を務めたのはマキアヴェッリの愛人でした。マキアヴェッリは飲む・打つ・買う何でもご

ざれの人だったわけです。もっとも、家族をないがしろにしたわけではありません。 

 それに『君主論』自体、はっきりいって“猟官運動”のために書かれた本です。共和国の官僚だ

った男が、自分を追放したメディチ家に取りいって職を得ようとしたのです。だから、メディチ家

の当主でも解るような、コンパクトな教則本として書いたわけです。それだけではありません。メ

ディチ家が再度フィレンツェから追い出されると、今度は共和国の書記官に復職しようと立候補し

ます（この職は高位というわけではないのに、選挙でえらばれました。１回目もそうです）。ところ

が、圧倒的少数で落選してしまいます。“二股膏薬”だと思われたのですね。自信家でもあったらし

いマキアヴェッリがその数日後に亡くなったのは、落選のショックだったといわれています。 

 マキアヴェッリは、とにかく愛するフィレンツェのために働きたかったのだと思います。共和政

であれ、僭主政であれ、祖国のために尽くしたいという、熱情の人というか、働き蜂というか、あ

るいはワーカホリックというか、マキアヴェッリはそういう極めて人間臭い側面を持った人でした。 

◆「見たい、知りたい、わかりたい」――ルネサンスのジャーナリスト 

 またまた塩野七生で恐縮です。対話形式で書いた『ルネサンスとは何であったのか』（新潮社）と

いう本があります。この中で塩野は「見たい、知りたい、わかりたいという欲望の爆発が、後世の

人々によってルネサンスと名づけられることになる、精神運動の本質でした」と、質問者に答えて

います。「見たい、知りたい、わかりたい」欲望の塊、マキアヴェッリその人を形容するのにこれ以

上適切な表現はないでしょう。若いころからラテン語を学び、古典には親しんでいました。ダンテ

やペトラルカも愛読していました。でも、マキアヴェッリの本領は、耳学問であり、観察だったと
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思うのです。そのことは、マキアヴェッリが出張先から本国に送った山のような報告書からも想像

できます。昔も今も外交官には、交渉役とともにスパイという役割もあります。だから、本国の耳

となり眼とならなければ役割を果たせません。その点、彼は非常に優秀な情報収集家でした。 

突然ながら、ここで本書の直訳調には辟易させられたことを白状します。訳者本人が「接続詞、

副詞、代名詞の一つたりとも、省略しないよう努めた」と書いているのですから、直訳調になるの

は当然でしょう。ただし、収穫がありました。マキアヴェッリはたたみかけるような文体で書く人

だったのだと。自分の商売柄でいうわけではないのですが、見て、聞いて、解りやすく、短い文章

を書くのがジャーナリストです。マキアヴェッリはジャーナリストの鑑ですね。 

◆これでもローマ教皇？――ルネサンスのモンスター 

 ルネサンス期のローマ教皇には、最後の十字軍を唱えたピオ２世とか、本書にも登場する戦闘的

なユリウス２世とか、「贖宥状（免罪符）」を乱発したレオ 10世など、個性的な人物が多くいます。

その中でも異彩を放っているのが、本書の助演男優ともいうべきアレクサンデル６世です。史上最

悪のローマ教皇という評価もあれば、現実政治の手腕を評価するむきもあります。本名、ロドリー

ゴ・ボルジア。スペイン人です。ヴァレンシアに領土を持っていました。だからチェーザレをヴァ

レンシア大司教にしたのです。教皇選出のコンクラーベでローヴェレ枢機卿に勝ったのは、多くの

枢機卿を買収した結果だといわれています。ローヴェレはその恨みを決して忘れませんでした。 

ところで、報告の中で、チェーザレ・ボルジアをアレクサンデル６世の息子と書きましたが、変

だとは思いませんでしたか。聖職者はカトリックの教義上、結婚できないはずですから、子供がい

るのはおかしいのです。そこはルネサンス、カトリック教義の間口が人間的に広げられたのか、知

らぬ顔の半兵衛ですませたのか、枢機卿など高位の聖職者に子供がいるのはそれほど珍しいなこと

ではありませんでした。それにしても、教皇が自分の息子を枢機卿に取りたてるのは、報告の年表

に記したとおり、ローマ教会にとって前代未聞のことでした。しかも、母親のヴァノッツァ・カタ

ネイという人は長年ボルジアの愛人で４人の子供をもうけますが、その前に離婚しています。です

から、チェーザレは俗人でいえば庶子ということになります。そこでアレクサンデル６世が使った

手が、「ヴァレンシア大司教は、公正なる結婚によって生まれた嫡子である。父は、ドメニコ・ダリ

ニャーノ。母は、ヴァノッツァ・カタネイ。両人ともに、ここに証明する」という教皇教書を出す

ことでした。ドメニコ・ダリニャーノという男は、ヴァノッツァ・カタネイの前の夫です。もっと

策をこらしていますが、ともかくこれで枢機卿会議を押し切ったのです。驚くことはまだあります。

チェーザレが枢機卿に選出されると、その日のうちにアレクサンデル６世は、「ヴァレンシア大司教

チェーザレ・ボルジアが、当時聖ローマ教会の副官房職、アルバーノの司教職にあった自分と、あ

る既婚夫人との間に、1475年９月 14日に生まれた子であることを証明する」という極秘の別の教皇

教書を出しているのです。マキアヴェッリが「彼以上に熱烈に断言することの効果を重んじ、熱烈

に誓って約束しながらこれを守らなかった人物は、かつてなかった」と書いたとおりです。唖然呆

然ですね。チェーザレを枢機卿、弟のガンディア公ホアンを教皇軍総司令官にしたことは、アレク

サンデル６世の閨閥主義（ネポティズム）と呼ばれます。アレクサンデル自身、伯父アロンゾ・ボ

ルジア（教皇カリスト３世）の“引き”で、ローマ教会の出世階段を昇っています。これはボルジ

ア一族に限らない、ローマ教会の悪習でした。聖職売買も有名ですが、省略します。 

 フランス王ルイ 12世の離婚を認めたのもアレクサンデル６世です。これも変です。後にイギリス
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のヘンリー８世が離婚問題をきっかけにローマ教皇と対立し、破門されてイングランド教会を作っ

たことは、周知のことです。それまでも離婚を認める教皇教書が出されれば離婚できないことはな

かったということですが、ルイとアレクサンデルの場合は両者の利害の一致による裏取引でした。

チェーザレの領土と爵位、軍隊の貸与、さらにチェーザレの結婚とか金もからんでいたのです。 

 サヴォナローラについては、ローマに呼び寄せて懐柔しようと何通も手紙を出しました。一説に

よると、一介の修道士に枢機卿の地位を与えようとしたともいわれています。それが通じないと次

第に脅しに変わり、「破門」などでサヴォナローラ本人とフィレンツェ共和国政府を追い詰めていき

ます。“飴と鞭”の使い分けとはこういうことをいうのでしょう。サヴォナローラは結局、死刑にな

ります。火刑と書きましたが、最初は絞首刑で、遺体を火刑に処したのです。骨が残らないように

灰になるまで焼きつくし、その灰を集めてアルノ川に流しました。サヴォナローラが殉教者と崇め

られ、骨が聖遺物になるのを防ぐためだったといわれています。 

 ボルジアといえば、毒薬！です。「ボルジア家の毒薬」という映画まで作られたほど有名です。本

書にあるとおり、アレクサンデル６世とチェーザレ・ボルジアは、同じ日に高熱を出して倒れまし

た。アレクサンデルは高齢のため命を落とし、チェーザレは九死に一生を得たものの没落の端緒と

なりました。その原因については、毒薬説とマラリア説があります。グイッチャルディーニやブル

クハルトは、ある枢機卿を毒殺するために料理人がワインに混入した毒薬を二人が誤って飲んだこ

とを疑っていません。「カンタレッラ」という名前まであり、「まっ白な、味のよい粉薬」（ブルクハ

ルト）だったといいます。アレクサンデルの宿敵ローヴェレ枢機卿が 10年間もフランスに亡命して

いたのは、毒殺を恐れたからだというのは本当らしいです。一方、塩野七生は当時ローマで大流行

していたマラリアに感染したという説を支持しています。あの時代に“諜報機関”がもっとも発達

していたヴェネツィア共和国の専門家が調べた記録では、ひどく幼稚な調合で成功例も皆無に等し

いこと、高熱が３日おきぐらいに出る症状がマラリアを示していることを根拠に、毒薬説に否定的

です。殺傷力のない毒薬を作るというのも解せない話ではありますが、今のところ、どちらの説も

決定力はなさそうです。アレクサンデルとチェーザレの遺体を掘り起こして、ＤＮＡ鑑定でもすれ

ば科学的根拠が得られるかも知れませんが、おそらく誰もそんな提案はしないでしょう。いずれに

しても、政略結婚の道具にされたチェーザレの妹ルクレツィア、暗殺された弟のホアンを含め、ボ

ルジアというのは謎めいて、おどろおどろしいイメージがつきまとう一族であることは確かです。 

◆織田信長はチェーザレ・ボルジアの生まれ変わりか？ 

 『君主論』を読んでいて、チェーザレ・ボルジアのところになると、どうしても織田信長を連想

せずにはいられませんでした。時代は似たような戦国の世です。その決断力と行動力、残虐さ（比

叡山焼き討ちとか、一向一揆の鎮圧）、天下統一の野望、非業の死と並べてみると、共通性が多いと

思いませんか。ためしに調べてみたら、チェーザレ・ボルジアが死んだのが 1507年、織田信長が生

まれたのが 1534年ですから、年数は離れていますが、ひょっとしたら織田信長はチェーザレ・ボル

ジアの生まれ変わりだったのかも知れません。ついでながら、アレクサンデル６世は徳川家康とい

ったところでしょうか。最後はお遊びになって申し訳ありません。 

                                    ～おしまい～ 


