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黄金律―特殊と普遍 

 

ローラン・ジャフロ 

 

要約： 

１７世紀から１８世紀にかけての古典的ヨーロッパの哲

学者は、倫理と宗教の関係に関する問いについて深く考察

してきた。そのために、彼らは同じ道具立て、すなわち、

自然法という概念（つまり根本的道徳規範の概念）を用い、

それはさまざまな仕方で解釈されはしたが、道徳生活と啓

示の関係を精密化するのにしばしば役立ったのであった。

西洋との対比で東洋（一般的に言って未分化で遠くにある

ものと思われていた東洋）を位置づけるのにも役立ったの

がまさにこの自然法の概念であったことは、驚くべきこと

である。この発表のテーマは、キリスト教的である哲学の

内部から作り上げられた自然法の概念が、どのように西洋

的伝統とその外部との関係を考察するのに等しく使われた

かを示すことである。ここで非常に重要な問いは、自然法

が、どの程度、様々な古い伝統の中や、とりわけ旧約聖書

とキリストの教え（マタイ福音書 VII１２）の中にみられ

る道徳黄金律（la règle d’or）（「他人にして欲しくな

いことはその人にするな。他人にして欲しいことをその人

にせよ」）と同一のものなのかである。とりわけ注意を引

くのは、キリスト教内部での宗教的な倫理と思想を述べる

だけでなく、キリスト教哲学や異教的な智慧を語るために

も自然法の概念が使われたことであろう。自然法の概念に、

とりわけ黄金律に結び付けられた特殊と普遍のあいだの関

係に、注意を向けたいと思う。 
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序 

 このシンポジウムの目的は、道徳倫理（morale）と宗教 

的思想（pensée religieuse）というテーマでフランスと日

本の双方の視点を対比させることにある。ただ、私は日本

の文化や哲学についての専門的知識をまったく持ち合わせ

ないので、私自身の文化の視点からここで課題となってい

る問題に取り組んでいこうと思う。 

 この発表のテーマを探すにあたって、私は、「道徳倫

理」を「宗教思想」に、そして同時に西洋を東洋に関連付

けることを可能にする論点を採用することはできないだろ

うか、と考えた。私は、しばらくの間、西洋の文化のある

特定の時期について調べてみた。その時期とは、１６世紀

から１８世紀の間で、西洋がその考え方に古典的な表現を

あたえ他の文化との接触によってその相対性に気づいた時

期であった。その普遍性への主張と多様性の発見を和解さ

せるために、古典時代の哲学者たちは、古めかしい哲学

（本質的には、「自然法」に関するアリストテレス主義、

特にストア派的な理論）と新しい「同盟の神学」を同時に

示すような手段に訴えた。すなわち、初期キリスト教が

（とくに聖パウロによって）二重の意味で、つまり、一方

でイエスの教えをモーゼの律法と関係付け、もう一方でヘ

ブライ人の選択を異教徒の改宗と関連付けたその手法に訴

えかけたのであった。まさにこの概念、「自然法」（根本

的な道徳規範という意味での）の概念こそ、以下の二つの

点を同時に考察することを可能にするのである。 

・ ユダヤ教的啓示（とそのキリスト教での「達成・完

成」）の外の智慧の可能性、およびその結果生まれ

た、啓示から離れて維持されてきた世界の各地域に

固有の存在体制 

・ 神によって求められた根本的な法規範、および国家

の個々の具体的な法律以前の法規範 

 一方で自然法、もう一方で占い師や神徳（あるいは、政

治的に確立された法）の学者などを通して明らかにされる

神の啓示、この二つの区別は、理性と啓示、哲学と神学、

国家の知とエクリチュール（書く行為）の知、ユダヤ人と

異教徒、ユダヤ人キリスト教と非ユダヤ人キリスト教、非

キリスト教徒とキリスト教徒、道徳（とりわけ宗教的でな

いもの）と宗教的道徳、自然と政治、自然法と実定法とい

った一連の対概念の中すべてに見出されるのである。 

 自然法の概念のことを考えるとき、その根本的な定式化

である、あの「黄金律（黄金規則）（la règle d’or）」

にとりわけ注意を向けたくなる。黄金律は、いま述べた用

語（理性と啓示）だけでなく、今回のシンポジウムのひと

しく中心テーマである用語、すなわち「西洋と東洋」「私

と他人」「特殊と普遍」といった表現をも明確にしてくれ

ることが分っている。 

 「汝の欲せざるところを他人にするなかれ」という黄金 
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律の古典的な定式化を考察する時、古典主義の「自然法」

のように、黄金率が理性と啓示の連関付けを可能にすると

言うことができるのは、いかなる意味においてであろうか。

それは、ただ、ヘブライ人に啓示されイエスによって呼び

起こされたこの規則が、生まれつき理性を備えた存在者す

べてによって、啓示とは無関係に理解され書物に書き留め

られることが可能だからである。その規則がたとえば儒教

のなかに定式化されているのは、そのためなのである。 

 この発表の目的は、二つである。第一に、黄金律と自然

法とのあいだの関係を明確にすること、そして第二に、黄

金律の射程を理解するようつとめることである。 

 

1.普遍と特殊、理性と啓示：自然法の理論 

 プーフェンドルフ（１６３２－１６９４年）は、人間の

行動を支配し良い行いと悪い行いを規定することを可能に

するような自然法の存在を明言した。それは、次の二つを

前提している。 

・ （「自然法」と呼ばれる）根本的な道徳原則が存在

し、その原則は、たとえ実際のところすべての人間、

すべての社会によって遵守されなくとも、すべての

人間、すべての社会にとって有効であるという意味

で普遍的なものであるということ。 

・ 理性によってであろうと、啓示によって、すなわち

旧約聖書と新約聖書の教えによってであろうと、す

べての者がこの自然法を見出すことが可能であるこ

と。とりわけ、啓示を受けていない人間が理性のみ

によってこの原理を見出すことができることである。

その律法は、いつも実際に知られているという意味

でなく、各自がおのれの力でその律法を見出すに十

分な能力を備えているという意味で、「心に刻み込

まれている」（p. 189）のである。自然法は「理性を

用いることのできるあらゆる人間に知られうる」の

であり、それはつまり、理性の使用に依存している

以上その認識は潜在的であるということなのである

（p. 191）。 

 要するに、「自然法」は二重の意味で普遍的なのである。

１）自然法は、実際のところ普遍的合法性（妥当性）を有

している（自然法は、すべての人間そしてすべての民族

（国民）にとって正しい）。２）自然法は、少なくとも可

能的（潜在的）には、普遍的に伝えられる（自然法は、す

べての人間そしてすべての民族によって知られ得るのであ

る）。 

 ここで、便宜的に、最初の普遍性を「実質的普遍性」、

第二の普遍性を「認識的普遍性」と呼ぶことを提案する。

認識的普遍性は、バルベイラックがカンバーランドやプー

フェンドルフの著作をフランス語に訳したときに、自然法

の「公開・公示（publication）」を名指したものに関係

している。 

 これらの二つの普遍性は、互いに異なるものではあるが、

密接に結びついている。認識的普遍性なしに実質的普遍性

を持つことができるのかと自問してみれば、それが理解で

きるであろう。認識的普遍性はないが実質的普遍性がある

という仮説的な状況では、すべての人間に有効だがすべて

の人間に認識されることはない原理というものが存在する

ことになる。しかしながら、当の原理がある指令（何をす

べきか、あるいはすべきでないかをひとに指示する規範）

である点で、こうした状況に満足できるかどうかは疑わし

い。というのも、この仮説に従えば、すべての人間を強制

する規範を構成するという意味ですべての人間に有効だが、

同時にこの規範が（少なくとも可能的にも）すべての人間

には認識されることはない、そのような原理が存在するこ

とになるからである。しかるに、ある人間が規範に強制さ

れるためには、その人間がこの規範を認識しているか、あ

るいは少なくとも、その規範を認識することが可能（その

場合は、実際の認識を得ることができなければ、それはそ

の人の責任であり、また、認識することができかつそうす

べきなのであるから、その人の過失でさえある）でなけれ

ばならないのではないだろうか。指令の実質的普遍性の場

合は、すべての人間が規範の認識に潜在的にも近づけない

のであれば、すべての人間にとって有効な規範なのに理解

することはできないということになってしまう。たとえ指

令に関して（たとえばプラトン主義のような）実在論の立

場を取ったとしても――すなわち、指令が、普遍的な指令

である限りにおいて（つまり、ここで「有効である」とい

うことが「どんな者をも強制するという性格がある」とい

うことを意味している限りにおいて）、われわれとは独立

に「イデーの天空」の中に存在するとみなしたとしても―

―、すべての人間がその認識に達することができることが

必要なのである。それが指令のみに固有のことなのかとい

う問題については、当面そのままにしておくことにする。 

 自然法の場合については、この二つの普遍性のあいだの

関係は少なくとも3つ方法で表現することができるであろ

う。 

（a）実質的普遍性が認識的特殊性を伴っている場合。こ

の状況では、根本的道徳規範は人間のある特殊なグル

ープ（たとえばある特殊な民族）によってしか知られ

えなくなる。他の民族や他の人間たちは、その道徳規

範が啓示されていないので、経験しないことになる。 

（b）実質的普遍性が認識的普遍性を伴っている場合。こ

の状況では、自然法はすべての者に認識される可能性
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があり、人間は自然法を守らないことに対して決して

弁解できないであろう。もしこの法がすべての者に認

識される可能性があるならば、それは理性によって見

出されうるからであり、すべての人間が理性を備えて

いるからである。 

（c）実質的普遍性が認識的特殊性を伴っているが、この

認識的特殊性が認識的普遍性に向かうような性質があ

る場合。この状況では、根本的道徳規範は特殊な人間

のグループに対して啓示されているが、この啓示の中

身には、この規範がこうした啓示なしにでも、つまり

単なる理性の働きによって等しく見出しうることを示

されているのである。この場合は、認識的特殊性が認

識的普遍性への方向を示していると言えるのである。 

 これらの区別を、自然法の内容が旧約聖書や新約聖書に

伝えられるその仕方に当てはめてみよう。時に、旧約聖書

はその根本的な道徳原理を最初の方法（ a ）に従って伝

えていると言われた。出エジプト記と申命記の物語によれ

ば、掟は、神によって特別な（特殊な）民、ヘブライ民族

に、モーゼを介して伝えられる。しかしながら、旧約聖書

は自然法を同時に上に述べた 3 番目の方法で、すなわち

（ c ）の方法で伝えていることを、私は指摘したい。認

識的特殊性（人間の特殊なグループのみが、その啓示に達

しうるという事実）は、認識的普遍性に連なっている。た

とえば、モーゼの律法の一部分をなし、かつモーセの律法

とは異なり（ユダヤ人であろうと非ユダヤ人であろうと）

すべての人間に適用されるノアの契約2を考えてみれば、

それは明らかであろう。 

 さて、話をプーフェンドルフに戻そう。プーフェンドル

フは、聖書それ自身が「自然法を、人間のこころに書き込

まれたものとしてわれわれに示して」おり、その意味で新

約聖書の認識的特殊性が認識的普遍性に向かっているのだ

と力説している。プーフェンドルフは、パウロの「ローマ

の使徒への手紙」第 2 章 15 節に言及している。その節に

よれば、律法の啓示はユダヤ人のみによって受け取られは

したものの、異教徒（従ってすべての人間）が自分自身の

中にこの啓示の代わりとなる何ものかを自分自身によって

見出すことができるとしている。「ローマの使徒への手

紙」第2章 14-15節を引用しよう。「たとえ律法を持たな

い異邦人も、律法の命じるところを自然に行えば、律法を

持たなくとも、自分自身が律法なのです。こういう人々は、

律法の要求する事柄がその心に記されていることを示して

います。彼らの良心もこれを証ししており、また心の思い

も、互いに責めたり弁明し合って、同じことを示していま

す」訳注１。プーフェンドルフは、この種の一節で「聖書の

表し手が、より確かにより明確に自然法の原理を認識する

ための大きな手がかりをわれわれに与えている」という事

実を強調している。要するに、新約聖書それ自身が、その

教えの中核が福音以外からも見出しうると告げているので

ある。 

 啓示というものは、啓示を超越する普遍性を示す能力を

持っている（上述の（ c ）を参照）。（大洪水以前の族

長であるノアから、生まれつつあるキリスト教の律法博士

であるパウロまでの）神の言葉は、自然の（すなわち啓示

されない）智慧が見出すことができる律法を含み、それが

正しいことを示しているのである。かくして、自然法の観

念によって、異教徒をユダヤ教に、また道徳を宗教に同時

に連関させる手段を手にすることになるのである。それは、

まさにパウロの一節が暗示することなのであり、異教徒の

うちには、神がモーセに啓示し、キリストが完成させた律

法に類したものがあるのである。分かちがたいほど道徳的

でかつ宗教的な律法のこの類似物こそ、異教徒においては、

純粋に道徳的な律法（行為すなわち律法の実践、および良

心すなわち承認や反対という道徳的判断）なのである。 

 プーフェンドルフは伝統的な難題に直面する。それは、

自然法の「根拠」、あるいはその「原理」の問題である。

それは、命題が自然法であることを何に対して認めるか、

という問題である。古典時代の理論家は、人間というもの

が、一般的にそのような律法を識別する仕組みをちゃんと

備えているのだと想定したのである。自然法の認識を手に

入れるためには、学問に裏付けられたりとりわけ洗練され

た理解力を備えている必要はないのである。それには良識

さえあれば十分なのだ。プーフェンドルフも概してこうし

た考え方と一致を見ているのだが、プーフェンドルフ自身

は、自然法の認識がその条件として人間とは何であるかの

認識を前提としていると考えている。人間というものがど

う形成されているかを認識していれば、人間がどのような

律法を欲し、どのような義務に従ったら有益なのかを理解

できるからである。ところで、人間は自身の保存にこだわ

っているものだが、同胞の助けなしには自分を保つことが

できない（p.194）。それゆえ、第一原理である自然法と

いう根本的な法は、人間に自己保存を可能にするような条

件を満たすよう勧める原理なのである。この条件を満たす

こととは、同胞とともに社会に加わることである。「各人

は、自分の能力に頼っている限りは、例外なくすべての人

間の資質と目標に従って、すべての他人と平和な社会を形

成し維持して行く傾向を持つはずなのである」（p.195）。

プーフェンドルフによれば、自然法の基本的原理とはその

ようなものなのである。プーフェンドルフは、ホッブスと

は異なり、結局のところ、社会性は自己愛と調和し、自己

愛は社会性を排除しないことを認めるのである。プーフェ



「魅力ある大学院教育」イニシアティブ：平成 17 年度活動報告書～シンポジウム編～ 
Ⅱ．哲学・倫理・宗教思想─日本とフランス：交差する視点─ 

 

103 

ンドルフは、採用の方法、すなわち人間学的考察から自然

法の理解を引き出す必然性についてはホッブスに同意する

が、ホッブスの人間学には賛成しない。だからこそ、プー

フェンドルフは自然法の考え方を支持するのであり、その

考え方によれば、どんな対価を払っても、たとえば他人が

死ぬことになってさえも自己保存にはしるべきではなく、

他人からの助けに頼りながら自分自身を保っていくという

ことが自然に奨励されているのである。 

 しかしながら、この報告での私の意図は、プーフェンド

ルフや彼が代表している自然法についての現代の学派の主

張を述べたりすることではない。プーフェンドルフの考え

で私の興味を引くのは、それが、これまで見たように、ユ

ダヤ教やキリスト教を異教と関連付け、宗教を道徳と、啓

示を理性と、特殊を普遍と関連付ける、自然法の機能につ

いての非常に明快な定式化になっていることである。その

上、『自然法と万民法』第二巻第3章には、私の関心を引

く問いについての興味ある議論が繰り広げられている。そ

の問いとは、自然法の最も素朴な定式化である、最も根本

的な道徳的規範は、ただ単に、自分が欲せざることを他人

にするなかれと奨励するあの「黄金率」のことではないの

かという問いである。 

 

2.黄金率は根本的規範か？プーフェンドルフの回答 

 われわれは、すでにその答えを知っているのである。私

はすでに、プーフェンドルフに従って、自然法の第一原理

がどのようなものかを示している。つまり「各人は、自分

の能力に頼っている限りは、……すべての他人と平和な社

会を形成し維持して行く傾向を持つはずなのである」と。

明らかにこれは黄金率と同じ定式化ではないが、しかし、

プーフェンドルフは、この原理を「イエス・キリストが、

われわれの隣人をわれわれの如く愛せよとして示した掟」

（p.200）に関連付けている。彼によれば、この比較は、

このキリスト教の掟が、社会性の自己愛との調和を前提し

ているという事実によって正当化される。だが、なぜこの

第一原理を黄金率と同一視しないのだろうか。 

 この問いについてプーフェンドルフが反対するホッブス

は、自然法の定式化と演繹において、黄金率に重要な役割

を持たせている。バルベイラックの翻訳でプーフェンドル

フを引用しよう。「自然法の格率の認識が手に入れやすい

ことを示すために、ホッブスは、最も無知な者でも、この

規則さえあれば自然法の知識を得ることができるのだと想

定するのである。すなわち、他人に対してしたいと思うこ

とが自然法に合致するのか否かを疑うたびに、彼らの立場

に身をおかなければならないということを。というのは、

彼の言うところによれば、自己愛や情念は一方で激しくバ

ランスを欠き、他方で、いわば色あせてしまうのだから、

理性がわれわれに何をもたらしてくれるかは容易に分るで

あろう。」プーフェンドルフは、この規則が古代ローマの

賢者（プーフェンドルフは好んでセネカ、マルクス・アウ

レリウス、キケロを引用する）に知られ同時にキリストに

よって示されたという事実を強調するのだが、そこで、ホ

ッブスの２つの節、すなわち『市民論』第 III 章第 26 節3

と『リヴァイアサン』の第15章4に言及している。 

 ホッブスが「自然法（loi naturelle）」と呼ぶものは、

権利（droit、ラテン語で  jus、英語で right と言われる

もの）と対比させられる一種の義務（ラテン語で  lex、

英語で law と言われるもの ）である。自然権（droit 

naturel）が無制限の許可、すべての事柄に関しての自由

であるのに対し、自然法（loi naturelle）はこの権利

（droit）の主体を拘束しながら、その権利（droit）を制

限しうるものである。ここでホッブスの理論の詳細に立ち

入るつもりはない。われわれにとって重要なのは、ホッブ

スは黄金率が自然法をよりよく知るのを可能にすると断言

していることである。それは、なぜなのだろうか。自然権

（droit naturel）、すなわち（ホッブスの考え方では）ど

のような対価を払っても自己保存しようとする個々人の要

求は、つねにわれわれが自分の視点のみを特別扱いするよ

うに仕向け、他者の視点に無関心にさせてしまい、従って、

（情念の支配の下では）自然法が奨励すること、すなわち

正義の実践を理解することをとても困難にしてしまうので

ある。黄金率が介入するのはここである。黄金率は、想像

によって他人の立場に身をおくようにさせながら、他人の

視点をあたかもわれわれのものであるかのように思い描く

ことを可能にする、すなわち、われわれ固有の利害関心へ

の執着を他人に移行するのを可能にするのである。この想

像上の移行を行う行為者にとっては、自らのエゴイズムを

括弧に入れ、自分の情念の重みを無にすることになる。利

己主義（エゴイズム）や情念がそのものとして無にされて

しまうのではなく、利己主義と情念はそれが当の行為者の

ものにすぎない限りで、つまり当の行為者のみに固有のも

のである限りで、無にされてしまうということに注意しな

ければならない。私個人の利己的な見方は、非利己的な見

方のために超えられるのではなく、任意の利己的な見方の

ために超えられるのである。 

 もし、私の個人的な見方と他人の見方の関係を、天秤の

二つの皿の関係のように見なすならば、次のような仕方で

二つの状況を区別できるであろう。 

（m）黄金率がない場合は、天秤は私の個人的見方の方に

激しく傾いてしまう。というのも、情念がもっぱら私

自身の見方を擁護し自分を守るためにあらゆることを
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するように差し向けるからである。もちろん、他人も

同じようにしうるのであるから、その場合は、生じる

のは均衡ではなく、絶え間ない揺れすなわち衝突であ

る。 

（n）黄金率がある場合は、私は、想像によって他人の立

場に思いを致し、私自身の利己主義を同じくつねに想

像によって他人に移行させるのである。他人もまた同

じことをしたくなり、従って、そこに、天秤は均衡す

なわち公平さを見出すのである。 

 最も重要と思う点を指摘したい。（m）の形であろうと

（n）の形であろうと、この手続きにおいては、利己主義

を手放したわけでは決してない。黄金率に従うとき、すな

わち、（m）のケースにいる場合はまさに、他人の見方に

行き着くのは、つねに利己主義を介して、あるいはさらに

正確な言い方をするならば、私の特殊性と私固有の愛着を

介してなのである。この側面については、またすぐに論ず

ることにする。 

 プーフェンドルフは、自然法からの演繹において黄金率

に訴えることに対する鋭い批判を展開した。プーフェンド

ルフは、この規則は自然法を正当化するのには役立たない

と考える。この規則は、自然法を演繹することができる、

あるいは自然法の同定において指針の役目を果たす「根本

的格率」にはならないからだ。なぜだろうか？それは、黄

金率が「すべての他人を、われわれと同じく生まれつき等

しいものとして見なすよう命ずる」(p.192)自然法を前提

するからである。黄金率は論理的に自然法の後に来るので、

この規則は自然法の源になれないのである。プーフェンド

ルフは、黄金率は人間のあいだの平等の要請を実際のとこ

ろ前提しているので、その起源になることはできない、と

指摘している。なぜそうなのだろうか？以下の二つの場合

（v）と（w）を区別しよう。 

（v）平等の要請がない黄金率の場合：この場合は、この

規則によって他人の視点に自らを置くようにさせられ

るが、他人と自分の視点が平等であるとは何ものも教

えてくれない。だからこそ、自分自身の視点より他人

の視点（そこに私は想像力で身を置くわけであるが）

を優先させようと、ともかくも決めることができるの

である。この場合は、黄金率の使用は不安定である。

黄金率が自然法を導出することのできる最初の格率に

はならないことが、ここに見て取れよう。 

（w）平等の先行要請がある黄金率の場合：この場合も、

規則によって他人の視点に自らを置くようにさせられ

る。しかし、自然法があらかじめ先行して定式化する

平等の要請は、他人と自分の視点が平等である、つま

り同等に正当であることを私に示すのである。この場

合は、黄金率に従うことは、私特有の利害が他人の利

害を侵害せずまたその逆も起きないように振る舞い、

その結果、その行為がお互いの権利と義務に背かない

ようにすることである。黄金率は、平等の要請に基づ

いていると安定し格率を形成しうることが、ここに見

て取れよう。 

 ここのすべての議論において、「平等の要請」は「すべ

ての差異を平均化することの要請」を意味するのではない

ことに注意すべきである。むしろ、視点の対等な正当性―

―価値や社会的地位（立場）の差異と、ある制限において

は両立可能な対等な正当性が問題なのである。 

 この問いをもっとよく理解するために、黄金率について

なされた反論に対してプーフェンドルフがした議論を見て

みることができよう。黄金率に対しては、主人がそれに従

うのなら彼は自分の召使の靴を磨かねばならない（なぜな

ら、それでこそ主人は、自分が召使にしてほしいことを彼

にしてやることになるからである）と、反論することがで

きると信じられていた。ところが実際は、この反論は、

（v）の場合、すなわち平等の要請がない黄金率のケース

に帰せられる黄金率解釈を拠りどころにしているのである。

この反論では、主人の視点が召使の視点のために（より正

確に言えば、召使の立場に身を置く主人の視点のために）

無視されていることは明らかである。平等の要請と黄金率

の組み合わせ（（w）の場合）が回避させようとしている

のは、まさしくここでいう無視なのである。 

 ここで私がプーフェンドルフの立論（それは、本節にお

いては非明示的なままであるが）を正確に再現していると

すれば、プーフェンドルフが、黄金率が有益であること、

また同時に、黄金率が道徳を理解する鍵として考えられう

るはずであることを示していることに感謝するはずである

と思う。要するに、上記の問いとは、黄金率が自然法を同

定するための指針になりうるかどうか、すなわち、黄金率

がその同定を見出し認識するのを可能にする格率となるか

どうか、あるいは、黄金率が自然法の単なる不完全な定式

化に過ぎないのかに関するものなのである。この問いに対

して、プーフェンドルフは、黄金率とは自然法の不完全な

定式化であり、他の原理によって完成されるものだと応え

たのであった。ホッブスは黄金率の中に自然法の要約やそ

の凝縮物を見ることを提案したのであるから、プーフェン

ドルフがホッブスと見解の一致を見ることはないのである

5。 

 私の発表の後半では、黄金率そのものを考察するため、

プーフェンドルフや近代の自然法学者は脇においておこう

と思う。私の論の意図は、はたしてプーフェンドルフのい
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うような種類の条件が正当化されるのかを決定することで

ある。端的に二つの考察に取り掛かろう。 

・ 黄金率そのものの考察 

・ 聖書の考察、すなわち、「マタイによる福音書」第 7

章12節の分析 

 

3.功利主義的解釈：黄金率と投影された利己主義 

 まず、黄金率は実質的に普遍的なものである（つまり、

すべての人間にとって価値がある）ことを思い出そう。黄

金率は、認識的に特殊である（つまり、まずモーセによっ

て、次にキリストによって啓示され、またある他の特殊な

伝統のなかにも示された）が、（ c ）の方法（上記４ペ

ージ参照）に従う。つまり、その特殊な啓示が認識的普遍

性に向かうのである（というのも、すべての人間に認識さ

れる可能性があるから）。特殊性と普遍性のあいだの関連

付けは、黄金率の身分すなわち黄金率の表明に関して言え

ば、明らかである。つまり、（ c ）のタイプに属する。 

しかし、黄金率がただ単に黄金率の身分や表明のレベル

で特殊性と普遍性のあいだの連関を提示しているのではな

いということに、ここでまさしく注目すべきであり、それ

が黄金率の深遠さと同時に曖昧さを成すのである。黄金率

が特殊性と普遍性のあいだの連関を、あるいはより正確に

言えば、特異性（かくかくしかじかの個人の視点）と他性

（誰か他の人間の視点）のあいだの連関を提示しているの

は、黄金率が表明するその中身においてもまさにそうなの

である。事実、黄金率が、私に、自分にしてほしくないこ

とを他人にすべきでないと表明する時、黄金率は私に認識

的特異性から出発して普遍性を発見するよう仕向けている

のである。確かに、その規則が私に示しているのは、「他

人にすべきではないこと」ということを理解したければ、

「私がされるのを欲しないこと」に基づいてそれを理解す

ることができ、またそうすべきであるということなのであ

る。私の特異性においては、私は私がして欲しくないこと

を極めてよく熟知している。そこで、それに基づいて、私

は、そのようなことを他人にすべきではない、あらゆる他

人にすべきではないと理解できるのである。 

従って、黄金率を次のように理解したくなるかもしれな

い。ある意味では私自身の利害関心への親密さこそ揺るぎ

ない基盤となるのであり、それに基づいて、他人に対して

はかくかくしかじかの仕方で振舞うべきことが理解できる

のであると。この解釈（私は「投影された利己主義の解

釈」と呼ぶ）によれば、黄金率に従って行動するのは、他

人に損害を与えるのを拒否することであり、それは、他人

に損害を与えることが道徳的に悪いからではなく、むしろ、

もし他人が私に対して同じように振舞ったら私にとって悪

いこととなる（私に害をもたらす）からなのである。同様

に、黄金率に従って行動するのは、他人に良いことをする

ことであり、それは、ある仕方ある状況で他人に良いこと

をするのが道徳的に良いからではなく、もし他人が私に対

して同じように行動すればそれは私に良いことをすること

になる（私に利益を与える）ことになるからなのである。 

 実は、この解釈は、完全に満足の行くものではない。な

ぜだろうか。次の二つの主張の違いを考えてみよう。 

( f ) もし各人固有の利害関心に（すなわち各々の利己主

義に）適っていることあるいはいないことについて考

えるならば、道徳的な善あるいは悪とそれぞれ見なさ

れるものの基礎を見出すことになる。 

( g ) 道徳的に良いことの観念をあらかじめ持っているな

らば、この観念がある者の利害に（他の者の利害でな

く）適ってるかどうかを考えることで、この観念が間

違っていないことを確認できる。 

投影された利己主義の解釈は、主張（ f ）に従って黄金

率を理解することである。 

 この解釈の一つの例を、ジョン・スティワート・ミルの

『功利主義』第２章に見出すことができる。「功利主義を

攻撃する人たちがほとんど認めてくれないことだが、それ

をここで繰り返し述べておきたい。正しい行為の功利主義

的基準をなすのは、行為者個人の幸福ではなく、関係者全

体の幸福なのである。自分の幸福か他人の幸福かを選ぶと

きに、功利主義は、行為者に利害関係を持たない善意の第

三者のように厳正中立であれと要求するのである。ナザレ

のイエスの黄金率の中に、われわれは功利主義倫理の完全

な精神を読みとる。おのれの欲するところを人に施し、お

のれのごとく隣人を愛せよというのは、功利主義道徳の理

想的極致である。」6 

 この考え方の誤りは、その解釈の内容に原因があるので

はなく、何よりもその方法に原因がある。その解釈の内容

とは、黄金率が、私の利己主義を普遍化すること、さらに

厳密に言えば、私の利己主義の代わりに任意のあるいは普

遍的な観察者の利己主義を置き換えることを誘発するに過

ぎないとすることである。結局のところ、一見もっとも寛

大そうな行動さえも含めて、現実の人間の行動が、この投

影された利己主義とは別の原理に従うことを完全に排除す

ることはできないであろう。人間の行動を描写するにあた

って、残念ながら功利主義がすべての道徳主義的主張に反

して正しいということがありそうなことになってしまう。

問題は、むしろ、私がここで異を唱えようとしている解釈

が暗黙裡に取り入れている方法にあるのである。実際のと

ころ、この解釈は、黄金率がわれわれに道徳的な善や悪を

規定する手段を与えるという考えに、その基礎を置いてい
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る。この論理に従えば、私が他人からして欲しくないこと

が、私がその他人にするべきではないことを規定し、その

結果、道徳的な悪を規定するのである。 

 ところが、この論理は、一つの誤謬に基づいている。黄

金率についての正しい解釈によれば、私が他人からして欲

しくないことがその他人にするべきではないことを「規定

する」とは、言えないのである。黄金率がせいぜい意味す

るのは、私が他人からして欲しくないことは、私がその他

人にするべきではないことについての指示を成すに過ぎな

いということなのである。ひとことで言えば、黄金率は道

徳性を規定する手段ではなく、道徳性を私に指示する手段、

すなわち、私が道徳的だと信じることが確かにそのとおり

であると補足的な仕方で私に確認してくれる手段なのであ

る。黄金率は道徳性を前提するのであって、道徳性を作り

上げるのではない。ゆえに、私は、黄金率の解釈では主張

（ g ）に同意することを提案する。 

 これら二つの解釈のあいだの衝突は、黄金率に関する他

の考察よりもより根本的であると思う――他の考察とは、

たとえば、積極的定式化（「汝がして欲しいと思うことを

他人にせよ」）が最も高尚であるなどと考える人たちと、

否定的定式化（「汝がして欲しくないと思うことは他人に

するな」）にとどまる方がより慎重な態度であると考える

人々のあいだの対立などである。積極的定式化がその意味

を持つのは私が提案した解釈内で、つまり、黄金率がそれ

自身よりもさらに深いなにものかとの依存関係のためであ

ることはありそうなことである。そして、さらに深いなに

ものかとは、愛のことである。 

 要約すれば、私は、道徳と黄金率のあいだの関係に関し

て、プーフェンドルフが平等の要請と黄金率のあいだの関

係について述べたことを繰り返したのである。すなわち、

黄金率は、基礎となる格率ではなく、自らが規定はしない

が前提している規範の真理を単にア・ポステリオリに（経

験に基づいて）解明するものなのである。 

 

4.イエスの教え：黄金率と実践的愛 

さて、黄金率の定式化を新約聖書の文脈に位置づけるた

め、「マタイによる福音書」第 7 章 12 節を検討する番で

ある。この点について私のねらいは、そのテーマについて

のいくつかの誤解を晴らし、黄金率についてのキリスト教

的な考え方を再構成することである。というのも、この考

え方は、現代の道徳理論が提案してきたような解釈のうち

に閉じ込められたままでいることはないからである。 

黄金率は、イエスが山上で語り（山上の垂訓として知ら

れる）「マタイによる福音書」に伝えられている教えの範

囲内で、イエスによって明確に述べられている。「人にし

てもらいたいと思うことは何でも、あなたがた自身もその

人たちにしなさい。これこそ律法と預言者である。」黄金

率が組み込まれている文脈は、モーセの律法とイエスが勧

めるこの律法の完成とのあいだの関係を明記する場面であ

る。黄金率は、古代ユダヤ教とキリスト教的ユダヤ教の連

関を示す一つの方法なのである。 

「これこそ律法と預言者である」という表現は、ヘブラ

イの聖書の２つの重要な箇所、すなわちトーラー

（Torah）（モーセ５書）と預言者の書を指示していると

理解することができる。ここに（積極的に）定式化された

ような黄金率がまさに律法と預言者だということは、黄金

率の積極的定式化（それは「ルカによる福音書」の第６章

31 節にも見出すことができる）が、聖書の核心が奨励し

ていたことを完成することだと明言することである。そこ

で、イエスが提示する律法の完成の他の例とのアナロジー

で、この一節を理解するに至るのである。 

「マタイによる福音書」第 7 章 12 節に述べられた定式

化を、山上の垂訓全体の中に位置づけなければならない。

イエスはその弟子たちに言う。「わたしが来たのは律法や

預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、完成するためである」（「マタイによる福

音書」第５章 17 節）。それが意味するのは、イエスの教

えが一見モーセの律法と異なっているとしたら、それはそ

の違反を奨励するからではなく、それとは反対に、モーセ

の律法に対して全面的でさらには最上の尊重を強く要求す

るからである。その点において、イエスの教えは、根本的

にその律法と同一のものになるのである。それは、以下の

一節に見るように、その律法に対する最上の尊重を要請す

ることなのである。「あなたがたの義が律法学者やファリ

サイ派の人々の義にまさっていなければ、あなたがたは決

して天の国に入ることができない」（「マタイによる福音

書」第５章 20 節）。この最上の尊重（respect）は、部分

的で外部的な律法の遵守（observance）とは対照的に、全

面的で内部的な尊重から構成されるものである。律法に対

するこの全面的で最上の尊重は、イエスの教えにおいては、

以下のようなあり方で明示される。すなわち、トーラーの

掟は維持され「完成」される、すなわち最高の仕方で遵守

される。それは、どのようにしてだろうか。それには、少

なくとも３つの仕方がある。 

まず第一に、過ちの禁止からなる掟については、それら

を完成させることとは、要するに、単に間違いを犯すなと

勧めるだけではなく、間違いを犯しそうになる状況に身を

置かないように勧めることに帰着するのである。それは、

殺人、姦淫、離縁、誓約などの場合である。トーラーは殺

人および姦淫を禁止しているが、イエスはこの禁止を、そ
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れぞれ怒りと欲望を禁ずることで完成させる。トーラーは

離縁や誓約を枠にはめるいくつかの傾向を予測しているが、

イエスは離縁を禁じ（「マタイによる福音書」第５章 31-

32 節）、「一切誓いを立ててはならない」（「マタイに

よる福音書」第５章 34 節）とわれわれに言うことで、そ

のトーラーを完成させる。 

第二に、公平性と相互性の規則に基づく、（犯した罪

と）同等の刑の原則や隣人愛の原則のような、正義の積極

的な奨励である掟については、イエスはそれらをその究極

まで持って行くように、つまり、相互性に条件付けられな

い愛を実践し、ほとんど相互性を期待しない相互性を実践

するように奨励するのである。たとえば「もう一方の頬を

差し出す」は「目には目を、歯には歯を」の完成形であり、

また、たとえば汝の敵への愛は、隣人への愛の完成形なの

である（第５章 38-48 節参照）。正義のこうした強化にこ

そ、黄金率の定式化は明らかに関係するのである。ここで

「愛」と呼ばれるものは実践的な愛（これは他人に対する

振舞いのあり方で構成される）であって、愛の感情ではな

いことを思い出してほしい。 

第三に、施しや祈りや断食のような儀式については、イ

エスはそれらも同様に完成させる。つまり、最高の段階ま

で持っていきながら保持しているのである。いかにしてか

といえば、それらの儀式の遂行が神にのみ向かっているこ

とを確認することによってである。それゆえに、イエスは、

施しや祈り（「われらの父」は、とりわけ秘められた祈り

である）や断食を人目につかないようにとり行うことを勧

めるのである。 

私は山上の垂訓のいくつかの点を要約するのが良いと思

ったのであるが、それは黄金率の定式化をその教えの文脈

に再び置くためである。その定式化は、単に2番目の律法

完成の仕方（正義の強化）にだけでなく、最初の仕方（禁

止の強化）にも関係するのである。というのも、黄金率は

実践的愛の要請を定式化することだからであるが、ところ

が、愛は律法の完成でありあらゆる掟の要約なのである。

「互いに愛し合うことのほかは、だれに対しても借りがあ

ってはなりません。人を愛する者は、律法を全うしている

のです。『姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな』、

そのほかどんな掟があっても、『隣人を自分のように愛し

なさい』という言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行い

ません。だから、愛は律法を全うするものです」（「ロー

マの使徒への手紙」第13章 8-10節）。要するに、黄金率

は、律法のすべての掟を要約するこの愛の定式化なのであ

る。 

この論点は重要である。それが意味するのは、黄金率に

関するキリスト教的な考え方においては、黄金率は、道徳

性の根本原理ではないのであり、黄金率自身より重要な何

ものか、それなしでは黄金率も空虚な言葉に過ぎなくなる

何ものかの定式化であるということであり、その何ものか

とは、愛なのである。この愛という基礎がなければ、黄金

率は空疎な言葉に過ぎず、あるいは、投影されても（任意

の行為者の利己主義として）普遍化されても利己主義のま

までしかない利己主義でいっぱいになった言葉と言っても

良いかも知れない。 

この分析の一つの結論として言えることは、福音に表さ

れるような黄金率がナイーブな（素朴な）利己主義しか表

現しない民衆の知恵を言い表す格言に過ぎないという考え

方は、擁護できるものではないということである。もしト

ーラー（モーセ５書）の中核部に結び付けられたり、イエ

スの教え全体の中に組み入れられたりしなければ、黄金率

はそうであるかもしれないが。 

 

結語 

最後に、この発表で挙げた黄金率の定式化（すなわちイ

エスのもの）とパリサイ人、バビロニア人のヒレル（ヘロ

デ王の同時代人）の教えに見出される定式化との相違点と

類似点について、いくつか述べておきたい。ミレイユ・ハ

ダス＝レベルの著書『ヒレル――イエスの時代の賢人』を

典拠とするつもりである。 

有名な逸話によれば、ヒレルは、黄金率をすべてのトー

ラーの要約として提示した。その時の状況が重要である。

それは、ある異教徒に対する答えとしてなされたものであ

る。ある異教徒が、まずシャマイ（彼は、ヒレル派のライ

バル学派の長であった）に、片足で立っている間にすべて

の律法を教えて改宗させてほしいと頼んだ。これは、普通

の改宗の要求ではなく、いわば一種の挑戦か当てこすりの

挑発でしかない。シャマイは、（禅師の方法に似たような

やり方で）ものさしで殴ってぶち倒すことで、その答えと

した。そこで今度は、その異教徒は、もう一人の大律法学

者ヒレルに会いに行き、同じように頼んだ。ヒレルは応え

て言った。「おまえが嫌だと思うことは、隣人にしてはな

らない。それがトーラーのすべてである。残りはその説明

でしかない。さあ、実際に学んでみなさい……。」7 

ヒレルの教えの認識的特殊性は、イエスの教えの認識的

特殊性に匹敵しうるであろう。黄金率の実質的普遍性は、

あちらこちらで様々な啓示の特殊性を通して知られている

かもしれない。ヒレルの教えとイエスのものを比べてみよ

う。ヒレルにとっては、黄金率がトーラーすべてを要約す

る。つまり、それは、隣人愛の要請と緊密に結びついてい

る（隣人愛の要請は、特に、「レビ記」19 章 18 節〔「自

分自身を愛するように隣人を愛しなさい」〕に定式化され、
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この要請は「申命記」10 章 19 節「レビ記」19 章 34 節

〔「寄留する者を自分自身のように愛しなさい」〕によれ

ば、移民への愛にさえも及ぶ）。結局のところ、黄金率は

この隣人愛の要請を形式にしたものに過ぎないのである。

イエスによれば、黄金率は、同様に、敵への愛にまでおよ

ぶ愛を定式化したものである。黄金率が愛の定式化である

からこそ、単に否定的な仕方（「他人に……するな」」）

でだけではなく、積極的な仕方（「他人に……せよ」）で

提示することができるのである。愛というのは単に他人を

回避することではなく他人に対して振舞うあり方も指すの

であるから、この規則の愛への依存こそ積極的定式化を正

当化するのである。 

イエスとヒレルの相違点は、ヒレルが律法の要約を求め

るのに対し、イエスが完成を求めることであろう。ヒレル

の要約は、ヒレル自身がその一部をなす言い伝えのトーラ

ー、すなわちタルムードの伝統が作り上げている不断の注

釈がなければ、不完全なものに過ぎない。イエスによる完

成は、この律法の一つの要約の仕方を提示している。その

律法は、特に聖パウロとともに、ユダヤ教の外で、ただし

常に聖パウロとの関係において存続することができるもの

である。キリスト教は普遍的な使命を持っているが、ユダ

ヤ教の特殊性に単純にそれを対立させることはできない。

というのも、キリスト教は書き記されたトーラーからそれ

自身の普遍的な使命を取り戻そうと望んでいるからであり、

キリスト教の本来持っていた特殊性がユダヤ教の特殊性と

同一のものだからである。 

私の結論は二重である。 

1. 黄金率はあまりにも様々な伝統を通して伝えられてき

たがために、神学者と哲学者は、それを良心や理性のみ

が見出すことができることと結び付けてきた。しかし、

ある根本的な道徳規範が問題なのではなかろうかと考え

ることができ（選択肢１）、あるいは、黄金率よりもさ

らに根本的な道徳規範に相対的にしか道徳的意義を持ち

得ない定式化がもっぱら問題になっているのではないか、

と自問することもできる（選択肢２）。この発表では、

古典的な自然法の理論の分析と山上の垂訓の注釈をもと

に、選択肢２を擁護しようと試みた。従って、道徳の観

点と宗教の観点を、交互に取り入れた。そのそれぞれの

結論は、私には対立しているようには考えられなかった。 

2. 黄金率は特殊から普遍へと近づいていく。私は、特殊

と普遍のこの連関が２つのレベルで見られることを示し

た。すなわち、( a ) その規則が表明されるその仕方に

おいて（啓示を通してであり、その啓示は理性の発見へ

と向かう）と ( b) その規則が表明する内容、つまり自

己愛を乗り越えて他人への愛に向かうことの奨励におい

て、である。この点について、ヒレルが黄金率を異教徒

の挑発に対する回答の文脈で述べた事実は、私にはきわ

めて参考になると思われる。 

 

 
                                                           
1 ここでは、「民」は「人々（peuple）」や「国民

（nation）」と同義である。 
2 ノアの契約とは、偶像崇拝の禁止、冒涜の禁止、盗みの

禁止、殺人の禁止、近親相姦の禁止、生きた動物からそぎ

取った肉を食べることの禁止、司法制度を確立する義務で

ある。この7つの掟は、そのような形では『創世記』の中

には現れないが、言い伝えの中に、すなわち、『バビロン

のタルムード、（古代ユダヤ教の）法院概論56a』に再現

されている。 
訳注１日本聖書協会刊行の『聖書 新共同訳 旧約聖書続編

つき』（1989年版）から引用。以下同じ。 
3 1651年の英語版を引用する。「こうしたすべての自然の

指針が、ある巧みな方法で、われわれ自身の保全と保護を

心がけるよう命じている理性の命令一つから出てくること

を見る者は、たぶん、これらの法の演繹は非常に難しく、

一般通俗的に知られうるとは期待しがたく、それゆえ、そ

れらを遵守する義務があることも示しえないと言うであろ

う。というのも、法というのは、知られなければ、いやそ

れどころか遵守もされなければ、法とはいえないのだから。

それに対して私は答えよう。確かに、希望、恐れ、怒り、

野心、貪欲さ、虚栄心、および他の諸々の心の動揺は、ひ

とを邪魔し、こうした情念が蔓延している間は、その法に

関する知識を得られないようにしてしまう。しかし、静か

な精神状態に時々ならない者は決していないのである。そ

うした瞬間には、それほど粗野で無教養であることはない

にしても、まさに以下の規則を知ることほど容易なことは

ないであろう。その規則とは、すなわち、彼がいま他人に

していることが自然の法に従ってなされているのか否かと

考えている時には、彼はその他人の場所に自分を置いてい

るのである。すぐにここで、彼の考えを占めていた心の動

揺は、他のものさしをあてがわれることになり、彼を思い

止まらせることになるのである。この規則は易しいばかり

でなく、古来から『汝が自らにされたくないことは、他人

にするなかれ』という言葉で表現されてきたのである。」

『法学要綱』第1部第17章第9節の中の、似たような次

の一節も参照されたい。「これらの自然の法が取り決めら

れ、あまりに多くの言葉で語られ、あれこれ大騒ぎされる

のを見る者は、考える時間がほんのわずかしかない時には、

その瞬間瞬間で法の謂うところを知りそれに従うのはたい

へん難しく、鋭敏でなくてはいけないのではないかと思う

かもしれない。怒りや野心や貪欲さや虚栄心や、その他の

自然の平等さを排除する傾向にある情念などにかられてい

る人間を考えると、それは確かだといえる。しかし、こう

した情念がなければ、私がする行為が自然の法則に反して

いるかどうかを、突然に決めるための簡単な規則がある。

それは、ある者が関わりあう人の立場に想像で身を置いて

みて、またその逆に彼を自分の場所においてみる、という

ことである。それは、いわば物差しを交換してみることに

過ぎない。というのも、誰でも自分の情念は自分の物差し
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では重いが、他人の物差しではそうでもないからである。

そして、この規則はたいへんよく知られ、次の古い格言に

表現されている。『汝が自らにされたくないことは、他人

にするなかれ』と。」 
4 「これは諸自然法のあまりに詳細な演繹であって、すべ

ての人によって注意されえないように、見えるかもしれな

い。理解するには、人びとの大部分は、食物をえるのにい

そがしすぎ、のこりは怠惰にすぎるのである。そうではあ

るが、すべての人をいいのがれができないようにするため

には、諸自然法は、もっともとぼしい能力にさえ理解でき

るような、ひとつのわかりやすい要約にまとめられた。そ

れは『あなたが自分自身に対して、してもらいたくないこ

とを、他人に対してしてはならない』というのである。こ

れはかれに、諸自然法をまなぶにあたって、つぎのこと以

上はしなくていいということを示す。すなわち、他の人び

との諸行為をかれ自身のそれと秤量するときに、かれらの

それのほうが重いように見えるならば、それらを秤の他方

にまわして、かれ自身のものをかれらの場所におき、かれ

の自身の情念と自愛心が、なにも重さをくわえないように

せよ、ということである。そうすれば、これらの自然法の

うちのどれひとつとして、かれにとってひじょうにもっと

も（リーズナブル）だとおもわれないものは、ないであろ

う。」（水田洋訳『リヴァイアサン』（岩波文庫）から引

用） 
5 『リヴァイアサン』第15章。上記の注4に挙げた一節

を参照。 
6 主張（f）から主張（ｇ）への移行、すなわち功利主義的

な解釈をどちらかと言えばカントから着想を得た解釈のた

めに捨て去る立場は、シジウィックによって代表されるも

のである。ヘンリー・シジウィック著『倫理学の方法』第

6版の序文(p. XVI-XVII)を見よ。「かくして、私は、フェ

ーウェルを研究することで以前は直感主義倫理学に反感を

持ち、ミルの弟子のような態度もとっていたが、それにも

かかわらず、根本的な倫理的直感の必要性を認めざるを得

なかった。功利主義の方法は（それを私はミルから学んだ

のだが）、この根本的な直感がなければ整合的にも調和的

にもなり得ないように、私には思えた。私は、こうしたこ

とを考えながらカントの倫理学を再び読んだのである。私

は、以前、その「奇怪な間違い」についてのミルの見解に

影響されたまま、いささか愚かな読み方をしていたのだ。

いまや私はより受容力を持って読み、その根本的原理の真

理と重要性に心うたれたのであった。普遍的立法となるよ

うに原理や格率に基づいて行為せよ……。それは福音の黄

金率（「汝が他人にして欲しいことを他人にせよ」）を、

私の理性にゆだねるような形に置き換えたのであった。」 
7 『バビロンのタルムード、シャバット論』31a、ハダス

＝レベルによる引用（p. 63）。 
 
 

（翻訳・石田 安志（東京女子大学非常勤講師）） 


