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エゴイズム・ユニパーサリズム・アルトルイズム
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Egoism， Universa1ism， and Altruism 

Tamotsu TOYOT A 

わが国では， エゴイズムはよくないという観

念が支配的である。どから，倫理学者の中に

も，エ ゴイズムについて，何故に，エ ゴイズム

が悪いのか，あるいは，反対にエゴイズムはそ

んなに排斥さるべきことではないのか，などに

ついて， 深く検討しようとした人が多くはな

い。なぜだろうか。これに対する答は，社会史

的，思想史的角度からなされるでもあろう o し

かし，ここでは，この問題に立ちいる ことは割

愛して， とにかく ，エ ゴイズムは簡単に切りす

てらるべきでないと 思 うので，それについて，

少しばかり注目してみ よ うと思う。 エゴイズム

について考察しようとすると ，いきおい，それ

と対称的である アル トルイズムにも 目を向けざ

るをえない。また，イ個としての エゴ (Ego)に

対する ユ=バ戸ス (Universe)が浮んでくる

ので，ユ=パーサリ ズムについても ，いくばく

かの考察が必要になってくる。

大雑把には，エゴイ ズム，ユ=バーサリ ズ

ム， アル トルイズ ムは， 自己と他の人間との関

係において，どちらの側面に道徳理想をおくか

ということに よって生ずる諸見解であるという

ことができる。

Egoismは，利己主義と和訳されたり ，

自己主義と訳されたりしているが，自己本

位主義とした方が適当かもしれない。しか

し，いずれにしても，いかなる場合にもあ

てはまる完全な和訳であるとは言われえな

いので，エ ゴイズ ムという言葉そのままを

用いることにしておく。

Universalismは，もともと，神学説の

一つであって，普遍救済説と和訳される

が，この小論では道徳、論の一つの立場とし

て，普遍主義とでも訳すのが適当であろ

う。

Altruismは，利己主義に対する利他主

義と訳されたり ，これに似た形で，愛他主

義と訳されたりする。しかし，これらの訳

語も，いかなる場合にもあてはまるとは言

われえないので，アル トルイズムという語

をそのまま用いることにする。

E 

エゴイズ ムは，厳密には，倫理学的主張の場

合と ，心理学的主張の場合とでは，その意味が

ちがう。簡単にいうことが許されるなら，前の

場合のエゴイズムは，人がおのれ自身の幸福ま

たは利益を求めることは，彼の義務である， と

考える立場である。後の場合のそれは，人は常

に自分の幸福または利益をもとめる 行動をな
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す，という見解である。この見解は， また，次

のように言いかえることができる。人間 存在

は，彼自身の幸福または利益しか求める ことが

できないものとして造られていると。この考え

方によると ，人聞は，他人の幸福をもとめてい

るように見えるときでも ，彼自身の幸福をもと

めているのである。心理学的エゴイ ズムの最も

一般的な形は，心理学的快楽説であり ，エゴイ

ズムに対する反駁は， 大ていの場合，この説

(人は本性上自己の幸福すなわち快楽を求める

ものであるとなす説〉に対するものである。

前者すなわち倫理学的エゴイ ズムは，人聞が

彼自身の幸福 (利益〉を求めるのは，彼の義務

であると主張する。そして，それは，その厳密

な形においては，人は他人の幸福(利益〕がど

うなろうと (他人の幸福が彼自身の幸福の手段

である場合を除いて)，それを顧慮すべさでな

い，と主張する。ことで道徳的目的を完成とし

て考えるならば，エ ゴイズムは他人の完成のた

めにほとんど何もなすべさ でないことを主張す

ることになる。しかし，これは，人は他人と何

等の関係もないことを合意しない。事実とし

て，人は多少とも他人に影響を与えることがで

きるが，自分の活動を統御することができる よ

うには，他人の活動を統御することはでさな

い。カン トの道徳論が，各人はみずからの完成

と他人の幸福とを求めるべきことを主張したと

するなら，彼の見解は，上の事実を認めた上で

のものであったと考えられるが，徹底したエゴ

イズム は，自己の完成と也人の幸福という こつ

の目標を併立させようとしない。それは，人が

真に統御できるのは，自己の活動のろえである と

いう見解を更に一歩すすめて，人が完全に善き

く幸福な〉世界のためになしうることは，彼自

全

身の善(幸福〉の実現のみであるから， このた

めの行為のみが，道徳的義務にかなっていると

考える。ここに，われわれは，心理学的エゴイ

ズムと倫理学的エゴイズムの混在を認めること

ができる。

またエゴイズムといえども ，他人に奉仕する

場合を全く無視することはできないので，それ

は，そのような他人への奉仕をば自己の幸福を

実現するための手段としてとらえ，ほんとうの

目的は自己の幸福の実現であるとなし，この実

現の行為が人閣の心理の自然であるし，その自

然に副うことが道徳的義務であるとなすかもし

れない。あるいは，人は共同の幸福を目標とす

ることにおいて，彼みずからの最善に達するこ

とができるので，こ のような方向において行為

するのが，人聞の義務であると主張する者があ

る。この立場も ，究極的に求めることができ，

そして求められるべきことは，各人の幸福であ

るとなすのであるから， エゴイステックであ

る。これらの立場にも，すでに気づかれたであ

ろうように，心理学的見解と倫理学的見解とが

混在している ことは明らかである。

エゴイ ズムが主張する心理学的性質が事

実として存在し，そこに誤謬がない として

も，一入念に考察すると ，人聞の心性がエ

ゴイズムの主張する見解の通りであるかど

うかは疑わしいーその事実からして直ちに

人は自己の幸福または利益を追求すベぎで

あるという倫理的命題を導き出すのは，正

しくないと，思う。

さて，エ ゴイズムは，それが快楽説的であろ

うが，完成説的であろうが，それをス トレ{ト

に実現しようとすると 困難に突きあたる。理知

的なエゴイズムは，社会生活において，自分自
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身の幸福を端的に目標とすることは，その幸福

が快楽の形をとるにしても，自己完成の形をと

るにしても ，幸福という目標に到達するために

は，不適当な道であることを知るであろう。そ

して自分自身の利己的諸目的の実現のために

は，かえって，これらの目標を自分の眼前にあ

まりに意識的におかない方が賢いやり方である

ことを知るであろう 。スベンサ ーは，純粋の直

線的なエゴイズム は自分自身の利益にとって有

害であることを指摘した。 (H.Spencer : 

Data of Ethics， Ch. 12， ~ Lxxix.)。他人のた

めに配慮しない者は，他人からも配慮されな

い。人はたれでも彼自身の幸福を得るには，他

人の援助を必要とする。ホップスは，自然の状

態、においては，人は他人の幸福には顧慮するこ

となく，自分の幸福を追求するものであるが，

各人がそれぞれ他人の幸福(利益〕を顧慮する

ことなしに，自己の幸平吾をもとめる社会におい

ては，各人の生活は不愉快なもの， 狂暴なも

の，そして短いものになるであろうと主張し

た。 (Th.Hobbes: Leviathan， Part I.)。エゴ

イズムに対する最も強い反駁は，それが入閣の

道徳的直覚に反するということである。入閣の

良心は，人聞に彼自身の幸福よりも他人の幸福

を追求すべきことを告げ，エ ゴイズムのように，

すべての人閣の常識的直覚に対立する倫理説

を堅持することは不可能であると思わしめる。

快楽説を主張する人が，その理論的根拠を心理

学的快楽説に求めるとき，彼らは，エゴイスト

の聞に共通である誤り ，すなわち人聞の性質に

ついて誤った見解をもっている。ーそして前に

もいったように，たとえそこに言呉りがないとし

ても，その人閣の事実左しての心理的性質か

ら，道徳的義務または道徳的命令を導き出すの

は誤りであるといわねばならない。(拙著 :行

為する人間，快楽説批判の節参照〉一。人聞の

衝動や欲求は，彼自身から出ているという意味

において，自己のものである。しかし，これら

の衝動や欲求のあるものは，他人のためにうご

くことがある。たとえば，同情ゃあわれみの如

さである。そしてこれらをもつことは，野心や

欲ばりのように自分のためのものをもつことと

同様に自然的である。人聞の自然の生活は社会

生活である。自分だけの利益をもとめ，他人に

よって援けられず，他人のために何等の援助を

もしない人は，現実の人間ではない。そのよう

な人は， アリストテレス の言うところによる

と，動物か神かである。

エゴイズムは，一つの真理をもっている。そ

れは，道徳生活における個人の重要さを指摘し

ている。ーエゴイ ズムは個人主義と同じではな

いが，自己の発見は個人の発見と無関係ではな

い。 一人はややもすれば，社会を全体，個人を

部分となし，そして部分よりも全体が優先する

との確信にもとづき，更に全体としての社会を

実体としてとらえ，そ して 目的自体 で あ る の

は，その実体としての社会であり ，個人はその

手段であると考える場合があるが，それは誤り

であって，個人こそが自由なる行為の主体であ

り，いうなれば，実体であることが忘れられで

はならない。もしもわれわれがエゴイズムよ り

はむしろ普遍主義あるいはアルトルイズムを受

容すべきであるとしても ，われわれは，自由な

る個人の幸福が道徳生活の目標であって，ある

体制の不明瞭な普遍的福祉が目標ではないこと

を銘記しなければならない。 エゴイ ズムが誤り

に陥いるのは，ある特定の個人すなわち当事者

自身のみを強調することによるのである。
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E 

普遍主義は，共同体全体の福祉を追求する こ

とが各人の道徳的義務であると主張する。 この

場合，共同体の福祉は，当事者の利益と他人の

刺益とを共に合むべきであるから，それはエゴ

イズムとブル トルイズムとの中にあるそれぞれ

の要素を結合することになる。普遍主義は，人

聞の道徳的内観が深まるとき，ほとんど無限に

拡大する可能性をもっ。人は，彼自身の仲間の

幸福，彼の土地の共同体の幸福，彼の圏全体の

幸福，全人類の幸福，あるいは感覚をもっすべ

ての存在者の幸福さえも追求することができ

る。それはまた，道徳的義務の系列に対して，

せまい制限をおかないことを求めることがでさ

る。しかしながら，それは，少なくとも三つの

点において批判にさらされている。

(司 普遍主義は具体的個人の幸福よりは共同体

の抽象的幸福を示唆している。もしもわれわ

れが共通の幸福を目ざすべきならば，その共

通の幸福とは何かを具体的に検討しなければ

ならないが，この仕事は極めて困難であり ，

ほとんど不可能に近い。

(b) 普遍主義には，自己犠牲という言葉はな

い。あるいは，それは自己犠牲をば幻想だと

する。 何 となれば，われわれが共同体のため

に，われわれ自身を犠牲にするとき，それ

は，結局われわれ自身のために最大の幸福を

もたらす一連の行為に従事していることにな

るというのが，個人を全体の中に包摂してし

まう普遍主義の言い分であるからである。 ア

ルトルイ ズムを根源的に支えるのは，他人の

幸福のために自己の幸福を犠牲にすることは

正 しいという人閣の道徳的直覚であって，こ

全

の立場からする と， 共同体全体の中に個人を

とか しこ み，自他の観念を無視する普遍主義

の試みは，良心の直覚に反することになる。

(c) エゴイズムの見地からすると ，共同体の最

大の福祉の達成が常に (あるいは正常な状態

において〉その共同体の構成員各自の最大の

幸福の達成を随伴するかどうかは疑わしい。

高級な精神的財はわかつことができるが，食

物のような生存に必須な基礎的な財はわかつ

ことができない場合がある。たとえば，すぐ

れた絵画は，すべての人によってみられうる

が，一片のバンをすべての人が食うことはで

きない。共同体のための奉仕の生活が，共通

の幸福を追求する個人に対して十分な量の基

礎的な必要財を供給するだろうという保障は

ない。 社会がその肢も無私の奉仕者が飢える

のをゆるし，社会の共同の生活必需品を欠乏

せしめたことは，人々のよく知っている事実

である。普遍主義は，各人の幸福の実現の十

分な見通しを ‘それが要求するようには，与

えない。

W 

ブルトルイ ズムは，自分の利益を顧慮、しない

で，他人の利益を追求することが，入閣の道徳

的義務であると考える。人が共同体に奉仕する

とさには，彼は彼自身よりは他人のために奉仕

すべきであると考える。 エゴイズムは，自己実

現をはかるが，アルトルイ ズムは，自己犠牲を

はかる。 ブルトルイ ズムが普遍主義と異なるの

は，求められる幸福文は利益の他者性の強調に

ある。そして アルトルイ ズムには，公共に奉仕

することに よって，自分自身の利益を間接的に

求めるという主張はない。 スベン サー は，完全

なアルト ルイズムは，完全なエゴイズ ムと同様
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に，一般に幸福または利益を減少せしめること

を指摘した。 (H.Spencer: Data of Ethics， 

Ch. 11， S Lxxii. )。もしもある人が，他人に奉

仕することに熱中して，彼自身の健康を完全に

無視するならば，あるいは， もしも彼が他人の

ことばかりに熱中して，自分の技術をみがくこ

とを全くしないならば，彼はアルトルイズムが

要求する他人への奉仕をなすことはできなくな

るであろう 。宗教家，一般に熱狂的婦人の聞に

は，他人に奉仕するのあまり ，自分の健康につ

いての注意を怠たり ，その結果，病気にかか

り，彼らが意図した他人への奉仕ができない

で，かえって自分の病気のために他人の奉仕を

必要とするような アル トルイストが見うけられ

るo 大ていの善良な人にとっては，人が他人の

ために自己の利益を犠牲にすべきFことは，良心

の自明の直覚の一つである。しかし目的論派の

倫理学者は，この直覚を人聞がもつことを基礎

にして理論を構成しようとしない。彼らの良心

は彼らの理論によって誤導さ れているようにみ

える。ラシュダ{ルは 「自己犠牲のための自己

犠牲は，常に 非合理的であり ，非道徳的であ

り，J (H. Rashdall: The Theory of Good 

and Evil， Bk. II， Ch.3， S ii.-vol. II， P.70-) 

そして良心は，われわれが放棄する自己の利益

が，われわれの隣人のためにする利益よりも少

ないか，あるいは，それと等しいか， ある い

は，たかだか僅かばかりそれよりも大きいか，

である場合にのみ，自己犠牲を合理的 だ と思

う，といった。もしも ラシュダ{ルが，首尾ー

買を固守しようと欲したならば，上の場合に，

彼が，われわれ自身の失った利益が， そのこ

とによってわれわれの隣人の得た利益よりも僅

かばかり大きい場合を合めた ことは，彼自身を

裏切 ることになる。しかし彼はこの場合人聞の

アルトルイステ ックな良識的直覚に不覚にも譲

歩したのであった。また，ステイスは，あなた

との関係において，私がエゴイステックでない

ということの本来の意味は，あなたと私とが相

当なそして衡平な満足の配分を受ける結果を生

むであろうという見込みに立っていることであ

る，という意味のことをいっている。 (w.T. 

Stace: Concept of Morals， pp. 171， 172.)。

そして彼はアルト ルイズムを正義の一種に分類

しているが，これは，アルトルイズムは正義を

越えて，利益をうけるに値しないものにも利益

を与えることにあるとする一般の見解に対称的

である。 一般の人の良心は，衡平ということを

唯一の原理にすることなく ，極端な形の自己犠

牲を是認することがある。貧しい女性が，イエ

スに，彼女の全財産に相当するほどの高価な油

びんの油をそそいだ行為の如きは，正義の観念

では説明がつかない。あのとき ユダによってな

されたような合理的計算は，決して彼女マ リア

の行為を正当とはしないであろう。しかし直覚

は，それを正当となす。 ラシュダールの場合に

みたように，目的論派の人は，自己の利益の放

棄が自分あるいは他人によるより大きな利益の

獲得を意味するときにのみ，自己犠牲を正当と

みることができる。しかし，直覚主義的良心論

派とでもいわれうる人は，自己犠牲には，それ

自体に内在する正当性があると主張する o すな

わち，彼らは，自己犠牲は，自然にかなってお

り，小麦の実が死んで新しく芽をだしたり ，動

物がその子のために自分を犠牲にするのに対応

する事柄であって，入閣の良心は，この自然の

理を直覚すると考える。しかし，アルトルイズ

ムが，自己犠牲のみが道徳的に妥当な行為であ
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ると主張するならば，それは誤りである。入閣

の良心は善についての他の直覚も与えるのであ

るo 宗教的禁欲者は，自己犠牲を善とする一つ

の特殊的直覚にしたがって，他の直覚には無頓

着であることがしばしばである。自己蟻牲が要

求することと ，他の原理たとえば親に対する義

務が要求することとの聞に現実的な葛藤が生ず

る場合がある。ある青年にとって，自己犠牲の

道は僅かの給料のポス トを引きうけて公共のた

めにつくすことであると思われるかもしれな

い。しかし彼の両親のために家庭をつくる義務

は，給料の多いポストを受けとることを要求す

るかもしれない。自己犠牲的行為がいつも正 し

い行為であるとはかまらない。自分が楽しくつ

とめることのでまる職業において，最もよく仲

間に奉仕することになるであろう場合は，しば

しばある。医学的研究にむいた才能をもってい

る医師は，恐らく研究室の仕事に従事すること

を楽しく思い，その仕事において，ある面にお

ける彼自身の完成に至ることができるであろ

う。そして彼は，この仕事において，チフスあ

るいはベストに汚染しているスラム街の患者を

往診する困苦と危険においてより ，より多く他

人のためにつくすことになるであろう。しか

し，ある人々にとっては，ひどい環境におい

て，普通の人にとっては馬鹿らしく思われる自

己犠牲が善い行為であるであろう。たとえば，

賀川豊彦が日本の貧民窟にすみ，多くの不幸な

人々の幸福のために自己を犠牲にしたり，シュ

ヴァイツア ーが音楽と哲学におけるすぐれた経

歴を犠牲にして，アフリカのジヤングルの中の

未聞の土民につくした如きである。このような

自己犠牲の極端な場合においでさえ，事実とし

て，当事者がそれをほとんど意識していないと

全

しでも，何等かの自己実現がある。このような

人は，とにかく彼ら自身の個性の完成にむかつ

て，何かをなしているのである。

V 

スベンサ{その他の倫理学者は，アルトルイ

ズムの理想、と エゴイズムの理想、との聞には協和

があるにちがいないと考えた。ブラッドレイは

絶対的実在の世界において，自己実現の要求と

自己犠牲の要求の和解の可能を認めることはで

ぎないが，道徳、は現象の位界に属すると考え

た。 (F.H. Bradley: Appearance and Rea-

lity， Second Edition， pp. 415 ~420. )。そして

ブラッドレイは『私のもち場とその義務」の把

握において，この二つの相矛盾する要求の和解

の困難に対して，実践的解決を与えた。道徳

は，何が何でも自己犠牲を要求するのではな

い。チフスの流行地において働らく医師は，科

学が彼の仕事のために与える薬なし に働らくこ

と，あるいは彼を困難な仕事に耐えさせる食物

や予防薬なしに働らくことを義務だと考ーえるべ

きだ，とは誰も思わない。要求されるのは，そ

の人のもち場，すなわち，彼の特定のまわりの

事情，によって求められる犠牲である。普通の

状態では，金銭が身体に香のよい池をそそぐこ

とよりほかのことに費された方がよい とするユ

グは，恐らく 正しかったであろう。しかし，イ

エスの身体に池をそそいだマリアは，自分の大

きな感謝と近づきつつあるイエスの死という特

別の状況においては，こ の一つの自己犠牲の行

為は正しいと思ったのである。イエスもまたそ

れを義としたのである。その人のもち場によっ

て要求される自己犠牲は，彼の自己実現のため

にならないどころではなく，かえってそのため

の最善の方向でありうるのである。何となれ
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ば，彼の特定のもち場は，彼の能力のうちどれ

が実現されねばならないかを，彼をして決定せ

しめるからである。 しかも，特定のもち場にお

いて究極的に決定するものは，その人の人格の

信念もしくは自己ともいわるべきものである。

だからこそ行為の責任は，それぞれの行為の主

体たる人が持つのである。アリストテレスが，

徳を状況との関速において論じたのは，高く評

価されねばならない。

われわれの道徳的目標は，アルト ルイズムで

あるか，エゴイ ズムであるか，という二者択一

的設聞は適当でない。われわれの道徳的直覚

が，他人の幸福を目ざすべきだと教えるとして

も，如何なる状況においても ，自己犠牲が正し

いとはいわれない。一見 エゴイ ズムと忠われる

行為も深いところにおいてアルトルイズムに転

化することもあり，また，この逆の場合もあ

る。カントの如く ，結果の如何を問わず，行為

者が義務なるが故にその義務に従わんとする心

情から決断するとき，そのような意志のみが菩

に値するとする見解は，善についての極めて単

純明白な規定であるように思われるが，複雑な

現実の生活においては，へーゲルも指摘してい

るように， このような心情道徳 (Gesinnungs-

moral)によると， 善が悪に転化する場合があ

る。 もちろん，道徳生活から人聞の心情を除外

することは誤りである。個々人の心情は重視さ

るべきである。しかし，人聞は，物と心とから

のがれることのできない人間と人間と が織りな

す社会生活を営なんでいる。一口にいって人聞

は状況においであることが忘れられではならな

し、。

- 1969. 10_ 30受 付 一
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Summary 

In this country there is a common sense that Egoism is bad， and a few men make 

a wider and deeper study of it. But it is the question， whether Egoism on the whole 

is bad or not. In this work I am going to research into the above question. When we 

are engaged in deeper studies of Egoism， we cannot neglect the research in Altruism 

that is confronted with Egoism， and farther we must notice Universalism that grasps， 

as a principle， a universe (whole human beings) which is confronted with Ego as 

individual. 

The moral ideal， in so far as it refers to the relations of an individual to other 

human beings， may b巴 consideredunder the headings of Egoism， Universalism， and 

Altruism. 

Universalism cannot keep itself against Criticism from Egoism and Altruism. lt is 

not fitting that we think the moral ideal as the alternative of Egoism and Altruism. 

It appears that Egoism and Altruism logically contradict each other. But in our 

actual life the above two do not always contradict each other， rather they often 

reconcile each other. 




