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なぜ、エゴイズムは受け入れられないのか 

 

久保田進一 

 

はじめに 

 われわれの社会はエゴイズム（利己主義）に対して、拒絶する立場をとるこ

とが多い。少なくとも、エゴイズムに対して、両手を挙げて賛成する人はそれ

ほど多くはいないだろう。逆に言えば、われわれの社会において、エゴイズム

は受け入れられていないように思われる。一方、個人の幸福追求の権利は、日

本国憲法にも認められており、アメリカの独立宣言では自然権として認められ

ている。しかし、自己の幸福を追求するあまりエゴイズムに走ると、法律に違

反していなくても、あるいは法律に則っていても世間から多くのバッシングを

受けたりする。もちろん、法律自体がザル法である場合もあるし、法律を犯し

てはいなくても倫理的に問題である場合には、バッシングを受けるであろう。

それでは、バッシングする人たちはどのような根拠でバッシングしているので

あろうか。エゴイストの立場から言えば、法律には違反していないし、バッシ

ングする人たちにも迷惑をかけていないのであるから、なぜ、自分はバッシン

グを受けなくてはいけないのかと反論したくなるだろう。しかし、エゴイスト

だと思われてバッシングをされた人は、誰にも迷惑あるいは不利益をもたらし

てはいないのにもかかわらず、謝罪する場合があったりする。 

 そこで、本稿においては、エゴイズムが受け入れられない理由を検討する。

まず、エゴイズムとは何であるのか、を一瞥しておく。次に、エゴイズムの立

場として、ホッブズと心理的利己主義を紹介しておく。そして、人間が社会を

形成することになったことに触れておく。そのことを受けて、協力と裏切りに

ついて考えるために、囚人のパラドックスを紹介し、コンピュータ選手権にお

いて成功した「しっぺ返し」戦略について検討し、その戦略の背後にある互酬

性（互恵性・返報性）について触れておく。次に、利己主義と利他主義に触れ、
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道徳の原理として分配の原理がどのように働いているのかを確認する。最後に、

エゴイズムが受け入れられない理由を示すつもりでいる。そして、エゴイスト

が取るべき戦略を示したいと思う。 

 

1. エゴイズムとは 

 そもそもエゴイズム（利己主義）とは、自己（ego, エゴ）を中心に考えて、

自らに利益をもたらすように行動することである。このような行動をした場合、

周囲の人たちはその人に対して、いい印象を受けない。しかし、われわれが行

動する際、このように行動する場合は、かなり多いだろう。もちろん、他人の

ために行動する利他行動もあるが、実際には自分のために行動することが多い

のも事実である。ただし、自分のために行動するだけで他人に不利益をもたら

さないのであれば問題はないだろうが、実際には自分の利益になることが誰か

の不利益になる場合もある。一般にエゴイズムをイメージする場合、自己を中

心に自分の利益のためなら、相手はどうなってもいいということで相手の不利

益が生じてでも自己の利益を優先することがイメージされるだろう。本稿のタ

イトルにあるように、われわれはそうしたエゴイズムを受け入れられないのも

事実としてある。それはどうしてなのだろうか。この疑問が本稿のテーマであ

る。 

 井上達夫によれば、「正義論の根本問題は『なぜエゴイストであってはいけ

ないのか（Why not be ego-ists ?）』である」(1) と言っている。井上は、正義論

の問題としてエゴイズムを扱っている。つまり、エゴイズムが正義論に関わっ

てくるのは、公平の原理に反しているように思えるからである。そもそも、正

義論が問題とする点は、(1) どのような行為が既存のルールに照らして正しい

のか、ということであり、(2) さらには、どのようなルールが「正しさの規準」

に照らして正しいのか、ということである。そして、(3) そもそも「正しさの

規準」とはあるものなのかどうか、あるとすればどのような規準なのか、とい

うことを問題にしているのである。 
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 われわれは社会の中で生きており、さまざまな行為及び行動をする。その行

為や行動が正しいのかどうか、道徳的であるのかどうかが問われるのである。

もちろん、その行為や行動がルールや法から外れていたら、不正である。当然、

その報いや責任を取らざるをえない。しかし、ルールや法に外れていなくても、

そのルールや法が「正しい規準」と考えられていることから外れていたら、人々

はおかしいと思うだろう。それが明るみになった時には、法の改正や制度の見

直しなどが求められるのである。 

 

2. エゴイズムの立場 

2.1. ホッブズの人間観 

 そもそも、エゴイズムは正当化できるのか。正当化とまでは言わなくても、

エゴイズムを真理だと考えていると思われる哲学者として、しばしばホッブズ

が挙げられる。彼は自然状態を戦争状態と考えている。ホッブズによると、「自

分たちすべてを畏怖させるような共通の権力がないあいだは、人間は戦争と呼

ばれる状態、各人の各人にたいする戦争状態にある」(2) と、述べている。つま

り、絶対的な権力のない状態、すなわち自然状態にあっては、人間の社会は戦

争状態であると考えている。そして、その戦争状態のなかでも、自己保存、つ

まり自分の生命を守るためにあらゆる手段を行う自由、すなわち《自然権》が

あるとする。 

著作家たちが「ユス・ナトゥラレ」と一般に呼んでいる《自然権》とは、

各人が自分自身の自然すなわち生命を維持するために、自分の力を自分

が欲するように用いうるよう各人が持っている自由である。したがって、

それは自分自身の判断と理性とにおいて、そのためにもっとも適当な手

段であると考えられるあらゆることを行う自由である (3)。 

そして、人が権利を放棄したり譲渡することはできても、すべての権利が譲渡

されうるわけではないとする。つまり、敵に襲われ命を奪われようとしている

ときに、その敵に対して抵抗する権利を放棄することはできないとする。 
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人がその権利を譲渡したり放棄したりするときには、それと交換的に彼

に譲り渡されるなんらかの権利、あるいはそれに伴って彼が希望しうる

なんらかの利益が考慮されている。なぜならば、それは意志的行為であ

り、意志的行為はだれのばあいでも、その目的が「自己の利益」にある

からである (4)。 

このように、ホッブズは人間の行為は「自己の利益」に直結している、と考え

ている。もちろん、ホッブズ自身がどれだけエゴイズムを支持していたのかは、

解釈の余地はあるが、エゴイズムを基盤に人間を捉えているのは間違いない。

そのためホッブズは、リヴァイアサンという絶対的な権力を持った国家に対し

て、人々は各人の自然権をすべて譲渡することによって、社会契約を結ぶべき

である、と考えているのである。そして、この社会契約を結ぶことによって、

社会秩序は保たれ、各人の安全保障と生活の維持が可能であると考えるのであ

る。ホッブズは、次のように述べている。 

最後に、このような権利の放棄あるいは譲渡が行われる動機および目的

は、わが身の安全保障にある。つまり生命の安全保障と、生活に飽くこ

とのないよう生活を維持してゆくための手段を確保することにほかなら

ない (5)。 

ホッブズ自身がどの程度のエゴイズムの持ち主であったのかはわからない

が、ホッブズの考えによれば、人間の本性はエゴイズムであるので、そのまま

では戦争状態になってしまう。その戦争状態を避けるためには、絶対的な権力

を持つリヴァイアサン、すなわち国家またはコモンウェルス（commonwealth）
が必要であるというのである。 

 こうしてみると、ホッブズの立場はエゴイズムを人間の本性として認めるが、

そのエゴイズムから生じる戦争状態を抑えるために、リヴァイアサンすなわち

国家に各人の自然権を委ねるのである。 
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2.2. 心理的利己主義  

哲学においては、伝統的に心理的利己主義（psychological egoism）という立

場がある。この考えは「われわれの全ての行為は自分自身にとっての最良の効

用と最大の利益のために常に動機付けられている」(6) というものである。一

方、心理的利己主義とは異なる立場の倫理的利己主義（ethical egoism）という

ものがある。この立場は、「人間の行為は自分自身の利害に動機付けられるべ

きである」とする考えである。この両者は一見似ているように思われるが、か

なり立場が異なる。前者は「評価抜きに、ただ事実問題として、人間は自己利

益を求めてしか行為しないと主張するもの」(7) に対して、後者は「自己利益

を求めて行為するのが道徳的にいって「良い」とか、そのように「すべき」な

のだとする説」(8) なのである。つまり、心理的利己主義は事実問題について

の言及であるが、倫理的利己主義は「人間の行為がどうあるべきであるのか」

という価値の問題に言及するのである。 

両者の以上のような違いだけではなく、倫理的利己主義には問題点があるこ

とが指摘される。フランケナによると「倫理的利己主義は, 何が善であり何が

悪であるか, あるいは個人の福利は何であるのかについて, どんな種類の理論

でも主張することができる」(9) ということである。そうすると、「だれでも他

人に向かっては利他主義（altruism）を弁護しつづけることすらできる。そし

てそうすることも十分自分の利益になるかもしれない。しかしもしそうすれば, 
人は道徳的原則を採用していないことになる」(10) という。したがって、「倫理

的利己主義は自己矛盾をおかしていることになる, といわれている。というの

は, 他のひとびとが皆自己の利益をかくもたゆみなく追い求めるならば, それ

は一個人の利益にはなりえないからである」(11) というのである。つまり、倫

理的利己主義の場合、自分のためではなく、結局他人のためになるということ

になり、利己主義の立場としては不十分なものと言わざるをえない。 

フランケナは倫理的利己主義と心理的利己主義の関係を次のように捉えて

いる。「倫理的利己主義の根拠として用いられてきた主要な論議は心理的なも

のであり, 人間本性に由来するものである」(12) としている。そして、「倫理的
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利己主義は一般に, いわゆる心理的利己主義（psychological egoism）――すな

わち、快楽、幸福、知識、［権］力、自己実現あるいはこれらの混合生活のい

ずれが考えられるにせよ, われわれはだれでもこのような自分自身の最大善

をつねに求めているのだということ――を前提してきたのである」(13) として

いる。倫理的利己主義が心理的利己主義を前提にしているのであれば、利己主

義の典型的なものとして、前提されている心理的利己主義を検討対象にした方

がいいだろう。したがって、本稿においては、心理的利己主義を利己主義の典

型的なものとして扱うことにする。  

 

3.  社会を形成するということ 

 人間の特徴を挙げるのに、いまさらアリストテレスを持ち出さなくとも

「人間は社会的な動物である」(14) ということは明らかであろう。もちろん、

社会性を持つ動物は人間以外にも存在するし、動物だけではなく昆虫にも見ら

れる。しかし、人間ほどこれだけ複雑な社会を形成するような動物はいない。

それは、人間が言語を使用することにも関わっており、言語の影響から高度な

知識社会を形成したのも事実であろう。 

 そもそも、人間は、なぜ社会を形成したのであろうか。答えは明らかであ

ろう。それは、生存するためである。なぜなら、社会を形成しなければ、人間

は存在できなかったからである。社会を形成しなければ、野獣や外敵から身を

守れないのは確かだからである。人類学者のドナ・ハートとロバート・Ｗ・サ

スマンによれば、「初期ヒト科（700 万～数十万年の間に生きていた）はおそ

らく、自然条件下で生息する現生霊長類と同じ割合で捕食の影響を受けていた」

という 
(15)。つまり、火や武器を使用できるまでにヒトは、トラ、ライオン、

ヒョウ、ピューマといったネコ科の大型肉食獣やクマ、オオカミ、ハイエナ、

ヘビ、ワニ、ワシといった動物たちに捕食されていたということである。こう

した捕食者に対抗し生存率を上げるためには、できるだけ一人でいるのではな

く、群れでいるべきであるのは言うまでもない。その群れの集まりから社会が

形成されていくのである。 
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さらに言えば、人間は生まれてから自立するまでに長い時間を要する。すな

わち、協力し合うということがなければ、とっくに絶滅していた種であろう。

子育てをするということは、利他行動があるということでもある。その利他行

動の範囲は、最初は親子関係から始まり、家族にひろがり、その地域のコミュ

ニティや社会にまで拡大していくのであろう。それによって、人間は社会を形

成してきたと考えられる。そして、社会を形成することによって、デメリット

もあるだろうが、生存という観点からはメリットの方が十分にあったと言える

だろう。 

 

4. 協力という行為と裏切りという行為 

4.1. 囚人のジレンマ 

人は社会を形成することによって、繁栄を築くことになるが、そのなかには

協力という要素が大きい。しかし、一方で、協力に対して裏切りという行為も

ある。その裏切りによって、自分に利益があるのなら、どのように行動するの

であろうか。よく知られたものではゲーム理論における「囚人のジレンマ」と

いうものがある。これは協力し合えば、お互いの利益となるが、協力し合わな

ければ損害を被る、ということである。しかし、これだけの話なら、みんな協

力し合うだろう。この「囚人のジレンマ」には、さらなる仕掛けがあり、相手

が裏切った場合、自分にはさらなる刑が与えられ、裏切った相手は刑が軽くな

る。逆に言えば、自分が裏切った場合、相手にさらなる刑を与えることができ

て、自分は刑を軽くすることができる。しかし、自分も相手も二人とも裏切っ

た場合、相応の刑が与えられることになる。具体的には次のように考えるとわ

かりやすいだろう。 

① 二人とも自白すれば、互いに裏切りを働くことになり、結果は最悪

の事態で、二人とも五年の刑（二人合計十年）。 
② 片方だけ自白すれば、自白者は無罪、黙秘者は七年（刑は全部で七

年）。 
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③ どちらも黙秘して協力的なかばいあいをすれば、二人とも一年の刑

（合計二年）である (16)。  

こうした設定で考えると、どのように行動すればいいのであろうか。もちろ

ん、二人の間では連絡が不可能であるので、二人で相談することはできないの

である。この場合、どのような選択肢をすればいいのであろうか。このジレン

マには、集団（二人）としての利益と個人としての利益の対立が関わっている

のである。集団として考えれば、どちらも黙秘していれば、二人とも一年ずつ

の刑になり、集団としては二年の刑ということになる。しかし、どちらかが裏

切り行為を働いた場合、裏切った方は無罪で釈放されるのに対して、裏切らな

いで黙秘を続けていた方は七年の刑をくらうことになる。これは、たまったも

んではないとして、二人とも自白してしまったら、お互い五年の刑となり、集

団としては十年の刑をくらうことになるのである。囚人にとっては、悩ましい

ことなのである。 

 

4.2. 「しっぺ返し」戦略の結果 

もし「囚人のジレンマ」が現実の世界で起こることであるなら、１回限りの

ことなので、判断は慎重にならざるをえない。しかし、もしこれがゲームの上

での話であり、何回もできるということであれば、どうであろうか。社会心理

学者のロバート・アクセルロッドは、「囚人のジレンマ」はゲームを繰り返す

ことで解決できるのではないかと考えたのである (17)。彼は、自分の予想を実

証するためにコンピュータ選手権なるものを開催して確かめた。このコンピュ

ータ選手権のやり方は、それぞれ一回ごとに協調か非協調かのどちらかを選ぶ

決定規則を記述したコンピュータ・プログラムによって、対戦するというもの

である。このプログラムには様々なプログラムがあり、たとえば「でたらめ」

戦略というのは、協調行為と非協調行為を等しい確率ででたらめに選択するも

のである。また、発案者にちなんで「ダウニング」というプログラムの戦略は、

人間を被験者にして囚人のジレンマの実験を行い、どのように行動するかを観

察し、それを考察した中から生まれてきたものである。他にも「フリードマン」
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という戦略は、決して自分の方から裏切ることはないが、相手が一回でも裏切

ると、その後ずっと裏切り続けるというものである。このように、さまざまな

戦略をプログラム化して、コンピュータ上で戦わせたのである。そのなかで、

この戦いを制したのは「しっぺ返し」という戦略であった。これは、どのよう

な戦略かと言えば、二つの規則から成り立つ単純な規則である。それは、① 最

初は協力する ② それ以降は、相手が前の回に取った行動を選択する、という

ものである。結局は、獲得した平均点で一番高かったのが、この単純な規則の

「しっぺ返し」戦略であった。アクセルロッドは、次のように「しっぺ返し」

の戦略の強さの秘訣を述べている。 

「しっぺ返し」が非常にたくましい規則で、さまざまな状況で実力を発

揮することを物語っている。その成功は、他の規則が「しっぺ返し」の

手の内を予想し、うまくつきあえるようにつくられているからだとも考

えられる。「しっぺ返し」とうまくつきあうためには協調しあう方がよく、

それは「しっぺ返し」の利益に跳ね返ってくるのである。「しっぺ返し」

を相手に利益をかすめ取ろうなどと考える輩は、自分も損するだけであ

る (18) 

「しっぺ返し」が成功した要因をもう一度繰り返すと、自分の方から裏切り

始めることはなく、相手の裏切りには即座に報復し、心が広く、相手に対して

わかりやすい行動をとったことである。上品にしていれば無用なトラブルを避

けることができ、即座の報復は相手に対して裏切りたいという誘惑を断ち切ら

せ、心の広さは協調しあう関係を回復するのに役立つ、そして、態度のわかり

やすさによって、相手が自分を理解してくれて、長い協調関係をもたらすので

ある (19)。 

この結果、「しっぺ返し」戦略が優れていることがわかる。この「しっぺ返

し」戦略が、人間の道徳の原理にも働いているとすれば、自己中心のエゴイズ

ムを取っていると、むしろ自分の利益にはならないことがわかる。むしろ自己

の利益に結びつけようとするならば、エゴイストは協調せざるをえなくなるの

である。ある意味、この「しっぺ返し」戦略では、状況によって、エゴイスト



 

-87- 

をエゴイストでなくしてしまう可能性がある。つまり、エゴイストは一種の自

己矛盾に陥ってしまうことになる。そのようなエゴイストは、本稿で問題にす

るエゴイストではなくなってしまう。なぜなら、自己の利益のためと言いなが

らも、結局は相手に対して協調なり、協力することになるからである。相手に

対して協力するようなエゴイストは、エゴイストと呼んでいいのであろうか。 

 

4.3. 「しっぺ返し」戦略から見る互酬性 

アクセルロッドのコンピュータ選手権から「しっぺ返し」戦略が優れている

ことがわかる結果であったが、この戦略の背後には互酬性（互恵性・返報性）

があることがわかる。互酬性とは相手に何かをしてもらったら、同じようにし

てあげることである。キリスト教の黄金律である「あなたが他人からして欲し

いと思うことを、そのまま他人に行え」（「マタイ伝」7-12、「ルカ伝」6-31）と

いうものでもある。また、ハンムラビ法典に見られる「目には目を、歯に歯を」

というものも互酬性を表している。互酬性は贈与というものもあるが、報復と

いうものもある。「しっぺ返し」戦略が、有効であったということは、われわ

れの社会においても「しっぺ返し」戦略は有効であり、その背後には互酬性が

働いているからである。しかし、問題点もある「『しっぺ返し』の少しいや味

な点は、目には目をという方法に固執すること」(20) である。また、「『しっぺ

返し』の困った点は、ひとたび争いが始まると、際限なく続いてしまうこと」

(21)  である。たとえば、冷戦時代の米ソの軍拡競争は、まさにその通りである。

また、中東での紛争状態はお互いの報復合戦になっている。 

さて、道徳性と互酬性の関係について、動物行動学者のフランス・ドゥ・ヴ

ァールは「道徳性のないところでも、互酬性は存在する。だが互酬性のない道

徳性はありえない」(22)  と言う。つまり道徳性にとって、互酬性は必要不可欠

なのである。さらに、次のように言う。 

互酬的利他現象はもっと柔軟で多様性に富んだものである。しっぺ返し

という言いかただけでは味もそっけもないといった感があるが、道徳的
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な義務や負い目が発達する最初の兆しは、すでにはっきりと確認できる

のである (23)。 

 道徳性が現れる最初の兆しが、互酬性の場面で確認できると言う。確かに、

互酬的利他現象によって、われわれは何かをしてもらえれば感謝したり、次回

は自分が相手に何かしてやらなければいけないという義務を感じたりする。特

に、人間関係を形成していく上では欠かせないことである。どのようなときに、

それは起こるのであろうか。フランス・ドゥ・ヴァールは次のように言う。 

道徳性と互酬性の結びつきがはっきりわかる例は、食物をはじめとする

資源配分をおいてほかにない。テーブルだろうとたき火の前だろうと他

人を食事に招き、後日お返しとして招かれるという行動は、もてなしと

友情の証として人間が広く行なっている儀式だ (24)。 

このようなことは、われわれが日常的にやっていることでもある。こうしたと

ころから、道徳が形成されていくのである。しかも、この互酬性（互恵性・返

報性）は影響力の武器として強力であるというのである。この点について、社

会心理学者のロバート・B・チャルディーニが次のように言っている。 

返報性が、他者から承諾を得る手段としてこれほど効果的に使われる理

由の一つは、その威力にあります。このルールには恐ろしいほどの力が

あり、相手に借りがあると言う気持ちがなければまず断るような要請で

さえ受け入れさせてしまうのです (25)。 

この返報性（互酬性）は様々な場面で使われていると言う。政治の世界はもち

ろん商売の世界においても使われているということである。つまり、マーケテ

ィングのテクニックとして、無料の試供品を配るというやり方である。販売員

は無料で配ることによって、商品の存在を知ってもらいたいということだが、

実は贈り物につきものの報恩の義務を利用して商品を買わせようとするので

ある。実際、われわれは無料でもらったものに恩義を感じてしまい、商品を買

ってしまうことがある。試食コーナーなどはまさにそのやり方である。試食コ

ーナーで試食したら、そのまま帰るのは悪いなと思い、商品を買ってしまうの
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である。互酬性にはギブ・アンド・テイク（持ちつ持たれつ）があり、もらっ

た以上は返さなければならないという強迫観念が生まれてくるのである。ある

意味、返報性（互酬性）は、他人に影響を与える強力な武器となる。しかし、

利己主義者なら無料の試供品をもらっても、何も買わずに立ち去ることができ

るだろう。試食コーナーでさんざん食べても、何も買わずに立ち去ることがで

きるのだろう。ある意味、エゴイストは互酬性（返報性）を無視することがで

きなければならないだろう。 

 

5. 利己主義と利他主義 

 上記（4.2.）に示したように、エゴイストは自分の利益を最大限にしようと

するのであれば、相手に協調するなり協力をした方が、自己の利益に繋がると

いうことになり、ここにエゴイストは自己矛盾を抱えてしまうことになる。そ

れでは、利己主義者は利他主義者になってしまうのだろうか。本稿において想

定していた利己主義者は、心理的利己主義者であった。しかし、心理的利己主

義者がどういう存在であったのかと言えば、「われわれの全ての行為は自分自

身にとっての最良の効用と最大の利益のために常に動機付けられている」もの

であった。しかし、いま、改めて考えてみると、この心理的利己主義というも

のは「しっぺ返し」戦略を行う利己主義者ということになり、結局、他人に協

力する利他主義者であるということになってしまう。 

 日本の諺に「情けは人の為ならず」というものがある。この諺の意味は、情

けすなわち親切を他人に対してやっておけば、それがいつか巡り巡って、自分

にもその恩恵が回ってくるから、誰に対しても親切にしなさい、ということで

ある。つまり、親切は他人にやるのではなく、結局は自分に対してやることな

のであるということを意味している。この諺は、利他主義を言いながら、その

結果、恩恵や利益は自分自身に返ってくるので、ある意味、究極的な利己主義

とも言える。この諺が意味しているのも、結果的には利己主義であるが、実践

としては利他主義を勧めているように思われる。 
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 利己主義と利他主義は一概に決められないこともある。同じ出来事でも違う

捉え方をすれば、全く異なる見方ができるのも事実である。一方で利他主義と

言えることが他方では利己主義にも思えてくることもある。加藤尚武は次のよ

うな例を挙げている。 

自分の肝臓を切り取って子どもに移植してもらった母親について、ある

人は「これ以上純粋な自己犠牲はない」と褒めたが、ある人は「わが子

かわいさのエゴイズムで、子どもが移植を本当に望むかどうか分からな

い」と言った。もしかしたら、これらはすべて正しい。悪人の中にすら

人間的価値がある場合があり、逆に母の愛の中にすらエゴイズムがひそ

んでいるかもしれない (26)。 

 この場合、確かに利己主義者といえば、利己主義者であろう。しかし、子ど

ものために自分の肝臓を移植したということを考えれば、利他主義者とも言え

る。このように捉え方によって、利己主義者でもあり、利他主義者でもなって

しまう場合がある。これは捉え方の違いによるので、どちらかが正しくてどち

らかが間違いだということも判断できないのである。そもそも、本稿で扱おう

としていたエゴイズムとは、このような利己主義にも利他主義にもどちらにも

取れるエゴイズムではなく、もっと明らかに自己の利益にだけこだわる単純な

自己中心的なエゴイストのことであった。エゴイズムかどうかの行動が現れる

時というのは、分配のときであろう。次に分配について検討してみよう。 

 

6. 分配の原理 

 ある人がエゴイストかどうかと判断する場合、往々にして分配をめぐる場面

が挙げられるだろう。分配といっても、社会的にもっとも多く採用される分配

には二つの原理がある。一つは「公平の原理」である。これは貢献度に相応し

て分配するものである。たとえば、株の配当金はこれにあたる。ある会社の株

をどれだけ購入しているのかということで、配当金は決められている。多くの

株を持っているということは、その会社に多くの投資をしていることになるし、
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少ない株を持っているということはその会社には少ない投資しかしていない

ということになる。多くの株を持っている人は、配当金も多く手にすることが

できるし、少ない株しか持っていない人は、配当金も少ないのである。他方、

貢献度とはかかわりなく均等に分配する「平等の原理」もある (27)。これは貢

献度に関係なく均等に分配されるので、ちょうど現在の選挙制度による投票権

と同じである。現在の日本では 18 歳以上であれば、一人一票の投票ができる

ことになっている。年齢制限はあろうが、所得や財産に関係なく、平等に投票

権が与えられるのである。以前は性別や納税の額によって選挙権は制限されて

いたが、現在では平等の原理が働いていると言えるだろう。 

エゴイストはこうした「公平の原理」や「平等の原理」を無視したり、これ

らの原理から外れるようなことをする者と考えた方がいいだろう。このような

原理に則っていれば、誰も文句は言わないだろう。たとえば、メジャーリーガ

ーのイチローが多額な契約金を得ても、誰も文句は言わないだろう。彼の並外

れた野球の能力に関しては、誰もが認めるところだからである。これは、「公

平の原理」に則っているのである。こうした分配の原理は、人間以外の動物に

も見ることができる。フランス・ドゥ・ヴァールは以下のように述べている。 

チンパンジーの平等関係志向は、群れが魅力的な食べ物に出会ったとき

に観察できる。ボスは食べ物をひとり占めにするのか、それとも分けあ

うだろうか？チンパンジーのあいだでは、食べ物のおねだりがよく見ら

れる。おねだりをしても無視されると、興奮して不満をぶちまける。か

んしゃくの爆発は劇的な効果があり、しかたなく相手は持っている食べ

物を少し分けあたえることになる (28)。 

このようにチンパンジーには平等関係志向があり、「平等の原理」に基づく行

為がなされていることが見受けられる。また、公正感も備えている場合がある

と主張する研究者もいる。 

チンパンジーを対象とした類似の研究でも、ヒトがチンパンジーにキュ

ウリなどの（チンパンジーにとって）価値の低い食物を与えた場合は、

通常はそれを受け取ることが確かめられています。しかし実験者が他の
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チンパンジーをひいきして、ブドウなどの価値の高い食物を与えると、

それを見たチンパンジーは、これまで受け取ろうとしてきたキュウリを

拒否するというのです。ここでの著者たちの解釈は、社会的比較――あ

いつの方が自分よりもいいものを貰った――と、公正感――この不公平

な分配はフェアじゃない――に基づいたものでした (29)。 

 以上のように、この話からチンパンンジーの行動にも「公平の原理」が働い

ていることがわかる。こうした「平等の原理」や「公平の原理」に反するよう

なことをすると、癇癪を起こしたり、キュウリを拒否するという行動に出るの

である。この点については、人間も同じであろう。こうした「公平の原理」や

「平等の原理」がわれわれのなかにもあり、これらの原理に外れたり、出し抜

かれたりすることに非常にイヤな思いをするのである。ここにエゴイストの取

る行動を受け入れたくない理由があるのかもしれない。 

 

7. エゴイズムが受け入れられない理由 

 これまで、いろいろな観点から考察をしてきたが、エゴイズムが受け入れら

れない理由は、われわれの道徳の原理になっている特徴的なものからはみ出て

いるという点が大きいと思われる。たとえば、互酬性（互恵性・返報性）に反

するとしたら、われわれはイイ気がしない。つまり、見返りを口頭では要求し

ないが、こちらが何らかのものを与えたりしたら、そのお返しはしてもらいた

いものである。しかし、それがなされないとしたら、与えた側はイヤな気分に

なるだろう。少なくともイイ気分はしないだろう。 

 また、「公平の原理」や「平等の原理」に反するようなことをしたら、やは

り、多くの人はイイ気がしないに違いない。つまり、独り占めということであ

る。みんなで食べ物や資源を平等に分配すれば、トラブルは発生しないだろう

が、誰か一人が独占してしまったら、そこには何らかのトラブルが発生するだ

ろう。 
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 エゴイストの行動は、社会を形成している原理に反した行為をしているかの

ように思える。人間が「社会的動物」であるということから、協力していくこ

とが前提なのに、その協力に対して裏切り行為を続けたり、相手を出し抜いて

自分が有利になったり、自分に有益になることばかりしていたら、その社会か

らバッシングを受けることになってしまう。たとえ、法律に則っていると言っ

ても、互酬性（互恵性・返報性）や「公平の原理」・「平等の原理」は法律以前

のものであり、それらが社会を形成するルールにもなっているのである。さら

に言えば、これらの原理や特性は、人類に共通しているものではないだろうか。

チンパンジーにさえ、「公平の原理」や「平等の原理」を持っているのである

から、ましてや人間はこれだけの高度な社会を形成してきた以上、多くの人が

備えているとも言っていいのかもしれない。それに反するような行為をするの

であるなら、われわれはその行為を受け入れることはできないのである。 

 エゴイストでも利他行動をして、自分の利益を最大限にしようとするエゴイ

ストは受け入れられるかもしれない。しかし、そのエゴイストは利他行動を起

こしていることで、表向きはエゴイストではなくなってしまう。逆説的ではあ

るけれども、最強のエゴイストは共同体の中でルールを守りながら利他行動を

なして、自分の利益や評価を上げていく者であるだろう。 

 

おわりに 

 以上のように、エゴイズムが受け入れられない理由として、互酬性（互恵性・

返報性）や「公平の原理」や「平等の原理」に反するからということになる。

しかし、こうしてみると、エゴイストが行おうとする行為は、長い期間で考え

ると、全く自分の利益を損ねる結果となってしまいそうである。つまり、本来

エゴイストは自分の利益を最大限にするために、相手を出し抜いたり、裏切っ

たりするのであるが、短い期間で見れば、それも効果があるのかもしれないが、

長い期間で見ると、最終的には相手にされなくなってしまうので、エゴイスト

は自分の利益を最小にしてしまうところがある。 
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 アクセルロッドのコンピュータ選手権で見たように、最も平均点を高く上げ

たのが「しっぺ返し」戦略だったということで、この戦略が自己の利益を最大

限に上げる戦略なのである。それは自己の利益を上げるのに、最適な戦略なの

である。しかも「しっぺ返し」戦略は、自分からは裏切らないのであるから、

相手が裏切った時に報復に出ればいいのである。したがって、エゴイストが自

己の利益を最大限にするためには、裏切りや相手を出し抜く行為をしないこと

なのである。もちろん、短い期間でならば、裏切りや相手を出し抜く方法は効

果的であるかもしれないが、長い期間においてはむしろ損失が大きくなってし

まうだろう。つまり、エゴイストであることは、結果的には自分の利益を最大

限には上げられないことになってしまう。エゴイストの目的が、自分の利益を

最大限に上げることであるならば、エゴイストであることを放棄することが賢

明であることになる。もしくは、少なくとも周囲にはエゴイストであると思わ

れないように、他人の評価を気にしながら、その共同体のルールを守りながら

利他行動をなすことなのである。 

 
脚注 
(1) 井上 (1986) p. 60. 
(2) Hobbes, T. (1651 (1996)). p. 84. ホッブズ (1971) p. 156. 
(3) ibid., p.  86. 同上 p. 159. 
(4) ibid., p.  88. 同上 p. 162. 
(5) ibid., pp. 88-89. 同上 p. 163. 
(6) Baier, K. (1991) p. 197. 
(7) 片岡 (2016) p. 323. 
(8) 同上 p. 323. 
(9) ウィリアム・K・フランケナ (1967) pp. 30-31. 
(10) 同上 p. 31. 
(11) 同上 p. 31. 
(12) 同上 p. 34. 
(13) 同上 p. 35. 
(14) Aristotle, 1253A9-10. アリストテレス『政治学』第 1 巻第 1 章。 ここでの

「社会的」という訳はかなり意訳的であると言える。正確には「ポリス的」

と訳すべきであろう。アリストテレスの時代の「ポリス」と現代の「社会」



 

-95- 

とは同じではないからである。英訳でも social ではなく、political が使わ

れている (Aristotle(1941(2001)) p. 1129)。しかし、一般的に「社会的動物」

という言葉が流布しているのも事実であり、ここでは「社会的動物」とい

う言葉にした。 
(15) ドナ・ハート、ロバート・W・サスマン (2007) p. xv. 
(16) 加藤 (1997) p. 152 
(17) ロバート・アクセルロッド (1987) 
(18) 同上 pp. 53-54. 
(19) 同上 p. 55. 
(20) ロバート・アクセルロッド (1987) p. 145. 
(21) 同上 p. 45. 
(22) フランス・ドゥ・ヴァール (1998) p. 24. 
(23) 同上 p. 24. 
(24) 同上 p. 224. 
(25) ロバート・B・チャルディーニ (1991) p. 28. 
(26) 加藤 (1997) p. 56. 
(27) 狩野 (1985) p. 106. 
(28) フランス・ドゥ・ヴァール (1998) p. 164. 
(29) マイケル・トマセロ (2013) p. 34. 
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