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シュティルナーの誤解者たち 

―日本語圏における研究史の類型論的整理― 

 

                                松尾 隆佑1 

 

はじめに――エゴイズムとは何か 

 

 1806 年にドイツのバイロイトで生を受けたヨハン・カスパー・シュミット（Johann Caspar 

Schmidt）は、1844 年にマックス・シュティルナー（Max Stirner）の筆名で『唯一者とそ

の所有』と題する著作を世に問い、一時の論争の立役者を演じた。しかし直ぐに忘れられ、

1856 年には孤独の内にこの世を去った2。彼が唱えた「エゴイズム Egoismus」は、あまり

にも独自性が高い思想であったために、160 年以上の間、ほとんど理解されずに来た3。そ

の結果、シュティルナーの思想に影響を受けた人物は決して尐なくなかったにもかかわら

ず4、思想的立場としてのエゴイズムがそれ自体として独立した地位を得る事態は、現在に

                                                   
1 本稿は、シュティルナー思想の簡潔な整理として書かれた拙稿「エゴイズムの思想的定位――

シュティルナー像の再検討」（『情況』第 3 期第 11 巻第 2 号（通巻 92 号）、2010 年 2 月）の草

稿に手を加えたものであり、そのため内容の多くが重複している。本稿が対象とする読者は、シ

ュティルナー理解の諸文脈や研究文献について、より多くを知ることを目的とする人々である。

なお、シュティルナーについての研究・言及を含む日本語の文献は、以下のウェブサイトにまと

めてあるので、併せて参照されたい。 

http://sites.google.com/site/politicaltheoryofegoism/stirner 
2 彼の生涯については、大沢正道『個人主義』（青土社、1988 年）、第 1 章に詳しい。その他、

G.ウドコック『アナキズム』Ⅰ（白五厚訳、紀伊国屋書店、1968 年）、133-138 頁、アンリ・ア

ルヴォン『アナーキズム』（左近毅訳、白水社、1972 年）、46-50 頁なども参照。 
3 日本におけるシュティルナー受容史については、大沢前掲書の終章を参照。明治期から昭和

40 年代までの日本におけるシュティルナー研究文献については、佐々木靖章「マックス・シュ

ティルナー文献目録」（『比較文学』第 17 号、1974 年）が詳しい。 
4 ルドルフ・シュタイナー、カール・シュミット、金子光晴、埴谷雄高については、シュティル

ナーから直接の影響を受けたことが明らかとなっている。シュタイナーについては、W.クグラ

ー『シュタイナー危機の時代を生きる』（久松重光訳、晩成書房、1987 年）、236、240 頁や、

大沢前掲書、173-190 頁を参照。シュミットについては、和仁陽『教会・公法学・国家』（東京

大学出版会、1990 年）、14-16 頁を参照。金子については、新谷行『金子光晴論』（泰流社、1977

年）、76-80、191-192、213-215 頁および、中村誠「金子光晴の「連合」の夢」（『国語と国文学』

第 81 巻第 6 号、2004 年）を参照。埴谷は自著『影絵の世界』（平凡社、1966 年）で、青年時

代のシュティルナーへの傾倒について語っている。埴谷の作品とシュティルナーの思想を対照さ

せたものとして、住友直子「埴谷雄高「死霊」再論」（『立教大学日本文学』第 95 号、2005 年）

を参照。その他、松尾邦之助「或る反逆思想の系譜」（『世界』第 129 号、1956 年）では、シュ

ティルナーからの影響は未確認ながら思想的近接性を持つ者として、ヘンリック・イプセンの名

が挙げられている。同様に、直接の影響は疑問視されながら思想的近接性が指摘される者として
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至るまで実現していない5。 

シュティルナーの批判者たちは（あるいは擁護者でさえも）、エゴイズムの思想内容を的

確に理解することができないために、批判対象を既存の思想類型に回収することが可能だ

と考えたり、その内の幾つかの類型の組み合わせとして説明したりすることによって、シ

ュティルナーの処理は済んだ、と満足してしまう。そこで用意される思想類型は、抽象的

自我論、ドイツ小市民的エゴイズム、アナーキズム、ニヒリズム、独我論、極端な個人主

義、利他的エゴイズムなど様々であるが、これらに引き付けてシュティルナーの思想を理

解しようとすることは、いずれも見当外れである。あるいは、これらの思想類型とシュテ

ィルナー的エゴイズムが極めて部分的な重なりを持ったとしても、それはシュティルナー

思想の統合的理解の観点からすればさほど重視するに足らない限定的な事実と見做してよ

い。 

シュティルナーのエゴイズムは、あくまでも「エゴイズム」と呼ぶほかにない。それだ

けの独自性が、彼の思想には在る。シュティルナー思想を統合的に理解するため、ここで

はまず、上に挙げたような様々なシュティルナー像を整理した上で、それぞれの妥当性を

検討することにより、シュティルナーのエゴイズムを独立した思想的立場として認識する

べき根拠を示そう6。以下では、シュティルナー理解の傾向性に基づいて幾つかのグループ

                                                                                                                                                     

フリードリッヒ・W.ニーチェを挙げることができるが、彼とシュティルナーの関係については

第 5 節の 1 で扱う。 
5 現代の哲学史变述におけるシュティルナーの扱いを知ることができるものとして、以下を参照。

熊野純彦『西洋哲学史』（岩波書店、2006 年）。須藤訓任編『哲学の歴史 第 9 巻 反哲学と世紀

末』（中央公論新社、2007 年）。 
6 以下、『唯一者とその所有』からの引用は、Max Stirner,Der Einzige und sein 

Eigentum,Reclam,1972. の頁数を略号 EE に付して本文中の括弧内に示し、片岡啓治訳『唯一

者とその所有』（上・下、現代思潮社、1967-68 年）の巻・頁数も併せて示す。なお、訳文は基

本的に片岡訳に依拠しているが、『辻潤著作集』第 6 巻（オリオン出版社、1970 年）収録の辻

潤訳と、岩波文庫の草間平作訳（上・下、岩波書店、1929 年）も参考にしつつ、適宜改変を加

えている。なお、シュティルナーには他にも著作があるが、彼の思想的到達点としてのエゴイズ

ムの検討を主題にする本稿では、『唯一者とその所有』発表の翌年に自著への批判に応えた、Max 

Stirner,“Recensenten Stirners”,in:John Henry Mackay(hrsg.),Max Stirner ’s Kleinere 

Schriften und Seine Entgegnungen,Treptow Bei Berlin Bernhard Zack’s Verlag,1914. のみ

を採り上げるに留める（星野智・滝口清栄訳「シュティルナーの批評家たち」良知力・廣松渉編

『ヘーゲル左派論叢第一巻 ドイツ・イデオロギー内部論争』御茶の水書房、1986 年）。引用の

際には略号 RS を用いて『唯一者とその所有』と同様の形式で原著・邦訳の頁数を示す。 

その他のシュティルナーの著作の内、現在日本語で全訳を読めるものを挙げておく。処女論文

「学則について」（1834 年）は油木兵衛「M.シュティルナーの〈教育〉観」（『米子工業高等専

門学校研究報告』第 18 号、1982 年）に、書評「B.バウアーの最後の審判のラッパについて」（1842

年）は油木兵衛「マックス・シュティルナーの初期著作について」（『米子工業高等専門学校研究

報告』第 22 号、1987 年）に、2 つの論説記事「何らかの信仰告白に対する国民の義務」（1842

年）と「自由人」（1842 年）は併せて油木兵衛「M.シュティルナーの〈自由人〉論」（『米子工

業高等専門学校研究報告』第 20 号、1984 年）に訳出されている。「われらが教育の誤れる原理、

あるいは人文主義と現実主義」（1842 年）および｢芸術と宗教｣（1842 年）、書評「ユジェーヌ・

シューの『パリの秘密』」（1844 年）は、いずれも『世界大思想全集』第 29 巻（春秋社、1928

年）に辻潤訳が収録されている。また、良知力編『資料ドイツ初期社会主義』（平凡社、1974
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に分類した論者について、順次その理解の妥当性を検討していく。第 1 節ではシュティル

ナーと同時代人であり、実際にシュティルナーと激しく論争を繰り広げた 3 人の哲学者を

扱う。第 2 節では、マルクスとエンゲルスのシュティルナー批判と、彼らの批判に依拠し

たシュティルナー理解を扱う。第 3 節では、シュティルナーをアナーキズムの系譜に位置

付ける理解を扱う。第 4 節では、シュティルナーとニーチェとの関連を強調する議論や、

消極的ニヒリストとしてのシュティルナー理解を扱う。第 5 節では、シュティルナーを独

我論者とする理解を扱うとともに、「唯一者 Der Einzige」の解釈を再考した上で、エゴイ

ズムと個人主義の差異について検討する。第 6 節では、シュティルナーのエゴイズムを通

俗的なそれと区別する議論を扱い、その洗練された形としての住吉雅美のシュティルナー

理解を検討する。 

 

 

第 1 節 同時代人たちの誤解7 

 

1．ルードヴィッヒ・A.フォイエルバッハ 

 

 シュティルナーは、哲学史においてはヘーゲル左派に位置づけられる哲学者であり、最

終的には軒並み批判し尽くすことになったにせよ、ヘーゲルおよび他のヘーゲル左派の哲

学者たちから多大な影響を被っている8。中でも、シュティルナーが最大の批判対象とした

                                                                                                                                                     

年）には、｢愛の国家についての試論｣（1844 年）の宮野悦義訳が収録されている。“Recensenten 

Stirners”については、村五久二「マックス・シュティルナー著『シュティルナーの批評家達』」

（『中央大学論集』第 8 号、1987 年）に収められた訳もある。 

『唯一者とその所有』以前の「初期」シュティルナーの思想とその発展過程については、油木

兵衛の前掲三論文の他に以下を参照。大沢前掲書、60、73-78 頁。住吉雅美『哄笑するエゴイス

ト』（風行社、1997 年）、第 3 章。滝口清栄『マックス・シュティルナーとヘーゲル左派』（理

想社、2009 年）、第 4 章。油木兵衛「〈通信員〉時代のマックス・シュティルナー」（『米子工業

高等専門学校研究報告』第 20 号、1984 年）。油木兵衛「M.シュティルナーの『パリの秘密』に

ついて」（『米子工業高等専門学校研究報告』第 23 号、1987 年）。油木兵衛「シュティルナーの

「愛の国家試論」」（『米子工業高等専門学校研究報告』第 26 号、1990 年）。油木兵衛「シュテ

ィルナーの初期著作『要録』」（『米子工業高等専門学校研究報告』第 26 号、1990 年）。尾崎恭

一「理性的自由の崩壊」（『東洋大学大学院紀要』第 20 集、1984 年）。尾崎恭一「精神発達にお

ける自己意識の形成陶冶について」（『白山哲学』第 21 号、1987 年）。尾崎恭一「シュティルナ

ーにおける人格主義の理念」（『白山哲学』第 24 号、1990 年）。 
7 この節で取り上げる 3 人以外の同時代人達のシュティルナー評価を扱ったものとして、以下を

参照。田中治男「A・ルーゲとその時代――一八四〇年代における政治的急進主義の形成（三）」

（『思想』第 605 号、1974 年）、129-132 頁。K.レーヴィット『ヘーゲルとヘーゲル左派』（麻

生建訳、未来社、1975 年）、45-46 頁。滝口清栄「伝統との断絶、あるいは知の転換」（『理想』

第 653 号、1994 年）、73-74 頁。 
8 ヘーゲル左派についての簡単な概説として、例えば良知ほか前掲『ヘーゲル左派論叢第一巻 

ドイツ・イデオロギー内部論争』の廣松による｢解説｣を参照。また、当時のシュティルナーと諸
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のは、『キリスト教の本質』を著したルードヴィッヒ・A.フォイエルバッハである9。シュテ

ィルナーによれば、フォイエルバッハは、「神」は我々の人間的本質が疎外された形に過ぎ

ないと明らかにしたが、それによって今度は本質的なる自我、すなわち「人間なるもの」

を我々に対立させることとなった。つまりフォイエルバッハは、我々の外にあった神的な

ものを我々の内に移しかえたに過ぎないのであって、結局何ら宗教的な立場から脱してい

ないのである（EE34-35／上 43-45,64）。 

 シュティルナーの批判を受けたフォイエルバッハは、その才知を評価しながらも、当の

批判の内容は的外れであると考えた10。反批判において彼は、シュティルナーのように「或

る種属または或る類から唯一の
、、、

個体をえらび出し、そしてそれを神聖不可侵なものとして

その他の個体に対立させること」こそ宗教的立場に再帰することになると指摘した11。また、

シュティルナーは「徹頭徹尾男である」から、シュティルナーが自らの「感性的男性的本

質から引き離す自我は抽象の産物であ」るに過ぎないと応じた12。 

 第一の点についてシュティルナーは、「シュティルナーは「神聖不可侵な個体」について

は何も論じていないし、神であるあるいは神になりうるような「排他的で比較しえない個

体」についても論じていない」と簡単に反論した（RS384／85）。事実はその通りであり、

シュティルナーは自著の中で個別の存在が唯一無二であるとは述べたが、彼らが神聖不可

侵であるなどとは一言も述べていない。むしろ彼自身が反批判の中で指示している部分を

                                                                                                                                                     

論客との交流の細部についての研究に言及しているものとして、廣松渉・五上亓郎『マルクスの

思想圏』（朝日出版社、1980 年）がある。日本におけるヘーゲル左派研究史が簡単に述べられて

いるものとして、石塚正英ほか「座談会「ヘーゲル左派と世界」」（『理想』第 653 号、1994 年）

を参照。この座談会では、シュティルナーとイギリスの経済学および自由主義・功利主義との関

係についての若干の言及も見られる。 
9 フォイエルバッハ『キリスト教の本質』（上・下、船山信一訳、岩波書店、1937 年）。 
10 フォイエルバッハが弟に宛てた書簡において下したシュティルナー評価については、ズィモ

ン・ラヴィドヴィッツ『ルードヴィヒ・フォイエルバッハの哲学』上（桑山政道訳、新地書房、

1983 年）、179 頁を参照。また、フォイエルバッハの思想的変化および発展に関してシュティル

ナーが与えた影響について、滝口前掲書、第 5 章を参照（初出は『社会思想史研究』第 13 号、

1989 年）。なお、これに対し、フォイエルバッハへのシュティルナーの影響をある程度認めなが

らも、フォイエルバッハの思想的変化は全体としてはむしろ内発的発展であり、シュティルナー

との関係だけでは説明できないとする見解がある。河上睦子『フォイエルバッハと現代』（御茶

の水書房、1997 年）、52-56、82 頁を参照。この点につき、早山春生「フォイエルバッハにおけ

る感性と現実」（『教育思想』第 16 号、1989 年）も河上と同じ立場を採っている。河上の議論

に対する滝口の反応は「『フォイエルバッハの会通信』第 74 号（2010 年 3 月 28 日）を参照（以

下のウェブサイトからダウンロード可能）。 

http://www2.toyo.ac.jp/~stein/fb.html 
11 フォイエルバッハ「『唯一者とその所有』に対する関係におけるキリスト教の本質」（前掲『キ

リスト教の本質』下に補録、353-354 頁）。引用文中の傍点は原文。以下、引用文中に傍点があ

るものは特に断りがない限り全て原文によるが、その他のルビは省略する。なお、同論文には、

L.A.フォイエルバッハ『フォイエルバッハ全集』第 10 巻（船山信一訳、福村出版、1975 年）

にも収録されている船山訳の他に、篠田一人・中桐大有・田中英三編『フォイエルバッハ選集 宗

教論集』（法律文化社、1969 年）に収録されている向五守訳がある。 
12 フォイエルバッハ前掲「『唯一者とその所有』に対する関係におけるキリスト教の本質」、356

頁。 
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見ると、一般に個人の神聖不可侵性の根拠とされる権利概念は、徹底的に批判されている。 

 

 私は権利を要求するものではなく、従って、いかなる権利も承認する必要がな

い。私は自分に克ちとりうるものを克ちとるのであり、私が克ちとりえぬものに

たいしては私は何らの権利もなく、だから失効することない権利などを誇示した

り、それで自らを慰めたりするはずもない。（EE230／下 85-86） 

 

 権利――とは、一の狂気であり、一の亡霊によってあたえられる。力――それ

は私自身であり、私は力ある者、力の所有人であるのだ。権利とは、私をこえて

あり、絶対であり、何らかより高次のもののうちに実存し、そのものの恩寵とし

て私に流れてくる。権利とは裁判官の恩寵の施し物なのだ。力と権力はただ私の

うち、力あり権力ある者のうちにのみ実存するのだ。（EE230-231／下 86） 

 

 唯一者を至上の地位に据えながら、その神聖不可侵性を否定するシュティルナー思想の

独自の意義については第 5 節以下で後述するが、既にフォイエルバッハの第一の批判が当

たっていないことは明らかであろう。そもそもシュティルナーは「或る種属または或る類

から唯一の個体をえらび出し」たわけではなく、それぞれの個別存在がそのままで完全で

あるとしており、特定の種属や類が前提とされているわけでも、誰かただ一人だけが特別

視されるわけでもない。 

 フォイエルバッハの第二の批判について、シュティルナーは「人間たることと男性たる

ことは君を述べ尽さずに表現するにすぎない」と述べてこれを退ける（RS384／86）。フォ

イエルバッハは「この唯一の
、、、、、

フォイエルバッハであるがゆえに、とにかく同時に
、、、、、、、

一人の男

性であり、一人の人間であり、一人の生ける実在であり、一人のフランケン地方の人等々

である」がしかし、「こうした述語も彼の唯一性によってはじめて実在性を持つのだから、

彼はこれらすべてのもの以上
、、

である」（RS384／87）。シュティルナーは「唯一者」を語る際

に、「唯一者」が有する属性と切り離して語りはしない。それらの属性は確かに〈私〉を規

定するがしかし、それらの属性が実在を得ることが可能なのは、唯一無二の〈私〉がまず

存在しているからであって、逆ではない。こうしたことは、既に『唯一者とその所有』の

中で述べられていた。  

 

国民派が、人は自らの民族性を拒否しえない、というのも正しさがあり、そして

人道派が、人は国民派の固陋さにとどまっていてはならない、というのにも正し

さがある。この矛盾は、唯一性
、、、

において解消される。民族的なものとは、私の特

性であるのだから。だが私は、私の特性の中で消えてしまうわけではない。つま

りそれは、人間的なるものがまた私の特性であるとはいえ、私が自らの唯一性に

よってはじめて人間なるものに実存を与えるのであると同ようにして、だ。
（EE270-271／下 135） 
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 したがって、シュティルナーにおける「唯一者」の自我は抽象的な自我ではない。それ

は様々な属性や社会的規定性を有するが、それらを内に含み込んで独立する、それ自体で

完全無欠の自我なのである。フォイエルバッハに依拠する論者にせよ、その他の論者にせ

よ、シュティルナーの自我を抽象的であるとする理解は数多いが、その内で上に引用した

箇所を十分に検討したと認められる論考はほぼ無い13。しかし、この部分はシュティルナー

が「唯一性」について語っている中でも最も重要かつ基礎的な部分の 1 つであり、無視す

ることはできない。 

 

 

2．ブルーノ・バウアー 

 

 ブルーノ・バウアーもまた、『唯一者とその所有』でシュティルナーから痛烈な批判を被

った 1 人であった。バウアーはシュティルナーへの直接の反論は書かなかったが、フォイ

エルバッハとシュティルナーの見解を相互に闘わせる仮想試合を描き出し、その演出家と

審判を以て自任することで、両者より高みに立とうとした14。しかし、彼もまたシュティル

ナーが言う「唯一者」の意味を理解していなかったことは明らかである。 

 バウアーによれば、「唯一者とは、その最も抽象的な抽象性にもたらされた実体であ」り、

                                                   
13 フォイエルバッハに依拠したシュティルナー理解の例として、河上前掲『フォイエルバッハ

と現代』、61、68-69 頁。河上は、現実的存在を捨象したシュティルナーに対して、フォイエル

バッハには感性と身体性を通じて自我の円環構図から脱して他者へと繋がる通路を開く展望が

あったと主張しているが、「受苦」や「苦痛」といった身体性の強調はむしろシュティルナーに

多く見出せるものである（例えば、EE173-174／下 10-11）。様々な属性の出現基盤である生身

の個体を「唯一者」としてあくまで優先したシュティルナーが「現実的存在を捨象した」と理解

されることは、不当と言う他ない。同様にフォイエルバッハ的なシュティルナー理解を示すもの

として、以下を参照。山本晴義「若きマルクスに関する一考察（三）」（『大阪経大論集』第 114

号、1976 年）。沢五敏夫「シュティルナーの「自我」とフォイエルバッハの「人間」」（『人文論

叢』第 3・4 号、1977 年）。ユージン・カメンカ『フォイエルバッハの哲学』（足立幸男訳、紀

伊国屋書店、1978 年）、231、243 頁。細谷実「疎外理論の再考」（『社会思想史研究』第 12 号、

1988 年）、122-127 頁。細谷はデカルト的な反省的意識作用から得られた自我とシュティルナー

の自我を同一視するのであるが、そのような誤解に対しては既に森政稔がたしなめている。森政

稔「アナーキズムの自由と自由主義の自由」（『現代思想』第 22 巻 5 号、1994 年）、238 頁。廣

松渉も『マルクス主義の成立過程』（至誠堂、1968 年）、75 頁で、唯一者の自我を「デカルト的

自我の最期の変形」と見做しており、森のたしなめの対象から免れえない。ただし、念のために

言っておけば、私はここでデカルトの自我は抽象的であったと考えてよいという立場を採ってい

るわけでは必ずしもない。シュティルナーの自我を抽象的・観念的なものと捉えるその他の見解

として、例えばアルベール・カミュ『反抗的人間』（『カミュ全集』第 6 巻、佐藤朔・高畠正明

編、佐藤朔・白五浩司訳、新潮社、1973 年）、58-61、138 頁。内山節『貨幣の思想史』（新潮社、

1997 年）、178 頁。小沼大八「マックス・シュティルナーの無政府主義」（『倫理学年報』第 18

集、1969 年）、97 頁。水戸豊夫「マックス・シュティルナーの無政府主義」（『情況』第 29 号、

1971 年）、72 頁。 
14 ブルーノ・バウアー「ルートヴィヒ・フォイエルバッハの特性描写」（山口祐弘訳、良知ほか

前掲『ヘーゲル左派論叢第一巻 ドイツ・イデオロギー内部論争』）。なお、この論文はシュティ

ルナーの反批判論文と同時に発表されたため、バウアーに対するシュティルナーの反論は無い。 
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「幽霊中の幽霊」である15。バウアー曰く、シュティルナーは「点的な自我」を「祭り上げ」

ており、シュティルナーが主張する唯一性とは学びからの「逃避にすぎず」、シュティルナ

ーの「抽象的なエゴイズムは進捗もせず、はかどりもせず、出発点においてまたすでに行

きどまりにもいるという有様である」16。 

 「唯一者」が抽象的な自我にすぎず、幽霊（観念）に他ならないという批判は、フォイ

エルバッハの批判と基本的に一致する。こうした理解は後に述べるヘスやマルクス＝エン

ゲルスから現在に至るまで、繰り返し提出される典型的な誤解である。こうした誤解への

基本的な反論はフォイエルバッハに対して既に行ったので、繰り返さない。 

 バウアーがシュティルナーに向けたもう 1 つの批判点は、「唯一者」が固定的な実体であ

り、進歩を知らないというものであるが、これに対しては半分受け入れた上で、半分反論

する必要があるだろう。後半部について、バウアーが言う「学び」や「進捗」とは反省的

に自己を捉え返すことであり、それはすなわちあるべき「人間なるもの」をあるがままの

個人に対立させて、自己否定を迫るものに他ならない17。こうした考え方こそシュティルナ

ーが批判した主たる対象であり、あるがままで完全である個別者は、バウアーが言う「進

捗」を目指して、自己を何らかの「本質」に合わせて切り取る必要は無い。「地球が、「真

の星」であろうとするなどという課題を提起する」が如くに「一個の「真の人間」である

ことを使命として私に課するのもまた、笑止の沙汰であるのだ」（EE199／下 44-45）。 

しかしながら、「唯一者」が固定的であるという理解については、看過することはできな

い。なぜなら、固定化および固定観念こそ、シュティルナーが最も嫌ったものであるから

である。「唯一者」の自我とは「自ら解体してゆく自我」、「移ろいゆく自我」であって、固

定的な性質を持たない（EE199／下 45）。したがって「唯一者」の自我は常に未来に開かれ

ているのであるが、この点については次節の 3 において、バウアーの批判を尖鋭化させて

シュティルナーを保守主義者と断じたマルクス＝エンゲルスの批判を見た上で、詳しく述

べることにする。 

 

 

3．モーゼス・ヘス 

 

 モーゼス・ヘスは、シュティルナーへの批判の舞台として『最後の哲学者たち』と題す

るパンフレットを出版した程であるが18、そのシュティルナー理解は、フォイエルバッハと

                                                   
15 バウアー前掲「ルートヴィヒ・フォイエルバッハの特性描写」、156 頁。 
16 同、160、171、173 頁。 
17 バウアーのシュティルナー批判を読み解いたものとして、林眞左事「ブルーノ・バウアーに

おけるヘーゲル左派の総括」（石塚正英編『ヘーゲル左派』法政大学出版局、1992 年）を参照。 
18 モーゼス・ヘス『最後の哲学者たち』（山本耕一訳、良知ほか前掲『ヘーゲル左派論叢第一巻 

ドイツ・イデオロギー内部論争』）。なお、シュティルナーとヘスの主張を対照させたものとして、

片桐稔晴「シュティルナーとヘス」（『現代思想』第 2 巻 4 号、1974 年）がある。 
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バウアーに輪をかけて粗雑である。ヘスは、「唯一者」は「幻想に他ならない」というあり

ふれた批判に加えて、シュティルナーは「すべての人間悟性、すべての人間的感情を失」

い19、動物へと還帰しようとしていると断ずる20。ヘスによれば、「現代の小商人世界」（市

民社会）は「己れのエゴイスト的欲求を充足させるために」「市場へ出かけてゆく」「社会

的な動物界の究極点」であり、シュティルナーはこの小商人世界における媒介者たる国家

を排除して「森林の中の動物界」に回帰しようとしているだけである21。さらにヘスは、シ

ュティルナーが構想した「エゴイストの連合」を奴隷制や農奴制と同一視して、シュティ

ルナーが望むものは「最も直接的な強盗殺人が再興されること」であると結論付ける22。 

 このようなヘスの批判に対しては、フォイエルバッハに対してと同様にシュティルナー

の反論がある。シュティルナーは「市民社会はエゴイズムの住処ではない」と断言した上

で、「ある人の欲求が他人の犠牲で充足されうる社会」は「連合 Verein」とは異なることを

示して、ヘスのエゴイズム理解を退けている（RS391,395／94,98）。 

ヘスが想定しているような意味での「エゴイズム」とは、『唯一者とその所有』の中でシ

ュティルナーが推奨するエゴイズムとは区別され否定的に評価されている「一面的で偏狭

固陋なエゴイズム」（EE82／上 100）の内の一方に当てはまる。すなわち、「所有の欲望を

もつ者は、金銭への飢渇に駆られて、良心のあらゆる戒しめ、あらゆる名誉感、あらゆる

優しさと同情を却ける」ので、「物欲の神のまえに自ら
、、

を否定する」ことになり、「聖なる

者」の宗教的自己否定と相似形をなす（EE64／上 78-79）。したがって、シュティルナーの

エゴイズムを単なる動物的欲求の充足説と考えるのは誤りであり、最終的な根拠を自己の

「享受＝賞味 Genuß」に求めるとはいえ愛や利他心も何ら否定していない以上、いわゆる

「人間的感情」をシュティルナーが打ち棄てようとしたと言うことはできない（EE323-325

／下 206-208）23。 

また、ヘスが「連合」と同一視する奴隷制や農奴制は「神聖な畏敬の念を持たせつつ維

持される共同体」であるから（RS395／98）、シュティルナーからすれば「連合」ではなく

「社会」と呼ばれるべきものである。「固定化」が完了しており、所属者の「臣従性」によ

って成り立つ「社会」（共同体）と異なり、「連合」は「不断の自己連合」であるとともに、

常に所属者自身の「被造物」であるから、何らかの「犠牲」が求められることはない

（EE342-345／下 231-234）。シュティルナーはヘスへの反論において、「連合」の卑近な例

を以下のように示して見せた。 

                                                   
19 同、22 頁。 
20 同、25 頁。 
21 同、18-19 頁。同様に、シュティルナーの「具体的個人」を「欲望を持った動物的人間その

もの」とするものとして、的場昭弘「廣松渉のマルクス研究」（『情況』第 3 巻第 6 号、2002 年）、

251 頁を参照。 
22 同、26 頁。 
23 従来、“Genuß”には「享受」と「享楽」の 2 つの訳語が用いられたことがあり、現在では片

岡訳に拠って「享受」と訳すのが一般的である。だが、原文の積極的に楽しみ味わうニュアンス

をより正確に伝えるためには、これに等号して「賞味」を加えた訳語が適切だと考える。 
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もしかして、この瞬間にも窓の前では、子供達が遊び仲間同士で駆け寄ってきて

いるかもしれない。ヘスが子供たちを見れば、それが楽しいエゴイスト的連合で

あると認めるだろう。あるいはヘスには友人とか恋人とかがいるだろうが、その

場合、いかに心と心が通い合っているかということ、その二人は相互に享受＝賞

味するためにいかにエゴイスト的に連合するかということ、そしてそれによって

いかに誰も「損をして」いないかということを知るはずである。ことによると彼

は道端で二、三の仲のいい知人に出会って酒場へ行こうと誘われるかもしれない。

その場合親切心を発揮していっしょに行くのか、それともそのことで享受＝賞味

が期待できるから彼らと「連合する」のか。彼らは「献身」のためにヘスにでき

る限りの感謝をしなければならないのか、それともほんの一時のあいだ共に「エ

ゴイスト的連合」を形成したということを知るのか。（RS395-396／99） 

 

 ヘスの最大の功績は、こうした比較的平易な「連合」の説明を引き出したことにあるの

かもしれない。 

  

 

第 2 節 マルクス＝エンゲルスの誤解 

 

1．「聖マックス」批判 

 

 『唯一者とその所有』が出版された当時のカール・マルクスとフリードリッヒ・エンゲ

ルスは、シュティルナーにとって無視して構わない程度の存在であった24。しかし翻って、

マルクスらがシュティルナーから受けた影響は小さくなく25、それゆえに彼らにはシュティ

                                                   
24 ただし、マルクスの名は『唯一者とその所有』において 1 箇所だけ、下 35 の注に見出すこと

ができる。 
25 マルクスとエンゲルスがシュティルナーから受けた影響については、以下を参照。滝口前掲

書、第 8 章。廣松渉『エンゲルス論』（盛田書店、1968 年）、第 6 章。廣松渉『マルクス主義の

地平』（勁草書房、1969 年）、17-21 頁。D.マクレラン『マルクス思想の形成』（宮本十蔵訳、ミ

ネルヴァ書房、1971 年）、209-221 頁。別府芳雄「青年ヘーゲル学派とマルクス（Ⅴ）」（『千葉

敬愛経済大学研究論集』第 16 号、1979 年）。廣松渉『物象化論の構図』（岩波書店、1983 年）、

15-34 頁。尾崎恭一「人間観の確立とシュティルナー批判」（岩佐茂・小林一穂・渡辺憲正編『『ド

イツ・イデオロギー』の射程』、創風社、1992 年）。城塚登・廣松渉・清水多吉「マルクス主義

の思想的核心」（『理想』第 532 号、1977 年）、52-54 頁。ダニエル・ゲラン『現代アナキズムの

論理』（江口幹訳、1969 年）、88-90 頁。これらの内のいくつかで言及されているように、エン

ゲルスはマルクスに宛てた書簡の中で、『唯一者とその所有』を部分的に評価し、マルクスの返

答を受けた後に意見を修正している。ドイツ社会主義統一党中央委員会付属マルクス＝レーニン

主義研究所編『マルクス＝エンゲルス全集』第 27 巻（大内兵衛・細川嘉六監訳、大月書店、1971
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ルナーを乗り越える作業が必要とされた。当の『唯一者とその所有』を超える分量を持っ

た長大なシュティルナー批判である『ドイツ・イデオロギー』第 1 巻第 3 篇「聖マックス」

は、マルクス＝エンゲルス研究においては一部を除いて執拗な程に無視されてきたが26、マ

ルクス＝エンゲルスがシュティルナーを乗り越えるのに要した苦闘の分量を明白に示して

いると言える。もちろん、現に乗り越えられたかどうかは別の問題であり、この冗長で、

いささか偏執的とさえ言える逐条的批判文の内容のほとんどは、フォイエルバッハ以下と

同様の「誤解に基づく批判」や、誤りとは言えないにしても不毛でしかない批判で埋め尽

くされている。したがって、マルクス＝エンゲルスが『唯一者とその所有』に対して行っ

たような逐一の検討を必要とする程の重要性を、ここで「聖マックス」に見出すことはで

きない。以下では「聖マックス」におけるシュティルナー批判の要点だけを抜き出し、そ

れに依拠して展開されている複数の論者によるシュティルナー批判に応じる形で、シュテ

ィルナーの主張の真意をより明らかにすることとしたい。 

 「聖マックス」におけるシュティルナー批判の要点を大まかにまとめると、以下のよう

になる。まず、シュティルナーは物質的な諸条件をほとんど考慮しないために抽象的な観

念を実体化した非現実的な議論に終始しており、意識を変革するだけで現実の生活を変革

できるような気になっている。その帰結としてシュティルナーは現実に対して無力であり、

単に現状肯定的・保守的なドイツ的小市民のイデオローグに堕しているばかりである。 

 マルクス＝エンゲルスによれば、シュティルナーは諸個人の人生段階を「いつでも或る

特定の意識のあり方へ還元」してしまい、「諸個人とともに進行して意識の変化を生みだす

身体的および社会的変化」を考慮することがない27。「今日の世界におけるイデオロギーの

抽象的な諸思想の支配」を「現実的に信じている」シュティルナーは、「諸々の概念にたい

する闘争」において、「世界の現実的な支配者権力に攻撃をくわえているのだと信じている」

28。「意識をその根底によこたわる諸個人および彼らの現実的な諸関係からまったく切り離

す」点で、シュティルナーも「一つの古い哲学者的狂想」から逃れ出ていない29。「生活が

原理を創造した」のではなく原理が生活を創造すると考えるシュティルナーにとって30、問

                                                                                                                                                     

年）、11、14 頁。なお、書簡においてエンゲルスが示しているような功利主義者としてのシュテ

ィルナー理解も頻繁に見られるが、これについては住吉前掲『哄笑するエゴイスト』、214-215

頁で、シュティルナーには「功利主義のような、社会全体の公共的効用への配慮は見あたらない」

という適切な反論がなされている。 
26 『ドイツ・イデオロギー』について主題的に扱っている文献であっても、シュティルナーに

ついての言及は驚くほど尐ない。ほとんどのマルクス＝エンゲルス研究者の関心は専ら第 1 巻

第 1 篇「フォイエルバッハ」に注がれており、マルクス／エンゲルス『新編輯版 ドイツ・イ

デオロギー』（廣松渉編訳、小林昌人補訳、岩波書店、2002 年）も、主にこの部分を訳出したも

のである。 
27 ドイツ社会主義統一党中央委員会付属マルクス＝レーニン主義研究所編『マルクス＝エンゲ

ルス全集』第 3 巻（大内兵衛・細川嘉六監訳、大月書店、1963 年）、111-112 頁。 
28 同、238 頁。 
29 同、254 頁。 
30 同、249 頁。 
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題なのはただ「国家の固定観念を頭の中から叩き出」したり「人間
、、

という表象を頭のなか

から叩き出し」たりすることだけであって、彼はそれで「現実の諸関係」を「なくするこ

とができる」と判断している31。このように現実の「世界そのものには手さえ触れない」シ

ュティルナーが、「実践的にはまったく保守的にふるまわなくてはならないということは、

おのずから了解される」32。現にシュティルナーは、「保守主義者らしい保守主義者として

平然と」、「現存の諸関係によって個人が身体的、知的、社会的におちいっている不具化と

隷属化とを、この個人の個性および固有性として認める」のであるから33。 

 以上のようなシュティルナー批判は、多くのマルクス＝エンゲルス研究者が依拠すると

ころとなり、多数の論者による大筋で同趣旨のシュティルナー理解や批判が、現在に至る

まで繰り返し提出されてきた34。以下では、意識還元論であるという趣旨の批判と現状肯定

的であるという趣旨の批判とを分け、それぞれ妥当性を検討していくことにしよう。 

 

 

2．個体的意識の規定性 

 

 シュティルナーがマルクス＝エンゲルスの言うような物質的諸条件、生産諸力などにつ

いて積極的に語っていないことは確かである。そこからマルクス＝エンゲルスとその後継

者たちはシュティルナーが現実的個人を語っていないという判断を下し、「唯一者」も抽象

的自我であるに過ぎないという、前節に見たフォイエルバッハらと同様の結論に達する。

例えば、廣松渉はシュティルナーの立場を、「実存的個別者たる第一実体」に「本質的普遍

者たる第二実体」が「〝宿る〟」ことを否定し、「実在するのは第一実体としての実存的個

人だけである」と考えるものだとしているが35、これは正しくない。フォイエルバッハへの

反論の部分で見たように、シュティルナーは何らかの普遍的属性、すなわち廣松言うとこ

ろの「第二実体」が「第一実体」の内に含まれることを何ら否定していなかった。彼はた

だ、「第二実体」が現前する基盤としての「第一実体」、すなわちそれこそ物質的条件でも

                                                   
31 同、370、466 頁。 
32 同、302 頁。 
33 同、468 頁。 
34 マルクス＝エンゲルスのシュティルナー理解に依拠したものとして、以下を参照。K.レヴィ

ット『ヘーゲルからニーチェへ』Ⅰ（柴田治三郎訳、岩波書店、1952 年）、137 頁。K.レヴィッ

ト『ヘーゲルからニーチェへ』Ⅱ（柴田治三郎訳、岩波書店、1953 年）、21 頁。高島善哉・水

田洋・平田清明『社会思想史概論』（岩波書店、1962 年）、190-191 頁。ハンス・ハインツ・ホ

ルツ『ユートピアとアナーキズム』（池川健司訳、せりか書房、1969 年）、71、94-97 頁。森川

喜美雄「シュティルナー『唯一者とその所有』とマルクス」（『社会科学年報』第 4 号、1970 年）。

W.シュッフェンハウエル『フォイエルバッハと若きマルクス』（桑山政道訳、福村出版、1973

年）、192-198 頁。渡辺憲正『近代批判とマルクス』（青木書店、1989 年）、213 頁。林淑美「シ

ュティルナーの末裔と「批評の人間性」」（『季報唯物論研究』第 79 号、2002 年）。小林一穂『イ

デオロギー論の基礎』（創風社、2003 年）第 9 章、第 10 章。不破哲三『古典への招待』上巻（新

日本出版社、2008 年）、第 2 講。 
35 廣松前掲『物象化論の構図』、30-31 頁。 
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あるところの個体に優越的地位を認めただけである。したがって、シュティルナーは「実

存的個体という第一実体から一切の述語的規定性を排却してしまう」が、そうした「一切

の本質的規定性をもたぬ実存なるものはそれこそ空疎な抽象体であり」、「本質（正しくは

諸関係規定の一総体）を離れて」実存するとされるシュティルナーの「唯一者」は「抽象

的で孤立化せる〔つまり一切の社会的関係を捨象された〕人間的個人」に過ぎない、とい

うマルクス＝エンゲルス＝廣松の批判は全く妥当性を欠いている36。 

 以上のように、シュティルナーの想定する自我が決して社会的諸関係や諸属性から切り

離された抽象的意識ではないとすれば、シュティルナーが意識還元論に陥ったという批判

の妥当性も疑わしくなる。そもそも、意識について多くを語ったからといって意識還元論

者と断ずることはできないはずである。実際には、ウジェーヌ・フレーシュマンが述べる

ように「個体的意識は決して完全には自律的で独立的であるのではないということは、シ

ュティルナー自身が明らかに認めること」であったろう37。というのも、「人間の本源的状

態は、孤立もしくは独在ではなく、社会〔共同性〕」であり（EE342／下 230）、われわれは

「多尐なりともわれわれの内面を動かす思惟・感情として、幼いころからわれわれに刻印

されて」いるものに「依拠しなければならない」のであるから（EE69／上 85）。こうした

記述をなした著者の思想内部に、「意識を、それを規定する人間の社会的存在から切り離し

て自立化させ、存在が意識を規定するのではなく、意識が存在を規定するとの幻想」を見

出すことができるとは考えにくい38。ただし、当然のことながらシュティルナーは個体的意

識が全く独立性を持っていないと考えていたわけでもない。フレーシュマンや住吉雅美が

指摘しているように、社会的諸関係が個体的意識を完全に規定するのであれば、なぜマル

クス＝エンゲルスはそこから超出し得ているのか、という疑問は避けられ得ないところで

あり39、いずれ極端な立場を採ろうとするならば、「むしろ観念論的であったのは彼らのほ

うであっ」たという林道義の批判が当たってしまうことになるだろう40。 

 シュティルナーの歴史变述においては「意識の発展が現実的発展の原因とされている」

という「聖マックス」に依拠した批判に対しては41、「シュティルナーは何も「歴史」を述

べているのではなく、それを形式的なものとして用い、近代の哲学的世界観を対自化し」

                                                   
36 同、31-33 頁。同型のシュティルナー批判として、村五久二「シュティルナーと『聖マック

ス』」（『信州大学教養部紀要』第 7 号、1973 年）、3 頁および、渡辺憲正「マルクスのフォイエ

ルバッハ批判の意味」（岩佐ほか前掲『『ドイツ・イデオロギー』の射程』）、58 頁を参照。 
37 ウジェーヌ・フレーシュマン「革命前の社会における個人の役割」（Z.A.ペルチンスキー編『ヘ

ーゲルの政治哲学』下、藤原保信・引田隆也・飯島昇蔵・川上文雄訳、御茶の水書房、1981 年）、

194 頁。 
38 山本雄一郎「マルクスのシュティルナー批判」（『商大論集』第 49 巻第 6 号、1998 年）、207

頁。 
39 フレーシュマン前掲「革命前の社会における個人の役割」、194-195 頁。住吉前掲『哄笑する

エゴイスト』、225 頁。 
40 林道義「強さの思想としてのウェーバーとマルクス（下）」（『思想』第 599 号、1974 年）、107

頁。 
41 村五前掲「シュティルナーと『聖マックス』」、7 頁。 
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ようとしている、という反論がある42。シュティルナーは「意識の発展」についての記述に

は尐なくない紙数を割いており、これを全く「形式的」と見ることには慎重であるべきだ

が、尐なくとも「実在論」と「観念論」を対置させ43、それらを超克する立場を論じるため

の手段的变述を行ったに過ぎないということは確かであり、歴史としての正確性などはも

とより問題ではなかった。また、「意識の発展」を「現実的発展」と結び付けていると判断

できる部分も乏しい以上、先の批判を受け入れることはできない。 

 また、シュティルナーには「意識の全能性」への信仰が見られるという批判もしばしば

繰り返されている44。この批判の根拠は、シュティルナーが国家の解体や既存秩序の転覆を

「精神的拘束への内面的拒絶」であり「観念的拒絶」である「反逆 Empörung」に基づか

せているという理解である45。さらに、そうした「反逆」論が展開可能なのは、シュティル

ナーにとって全ての客体は自らの意志の「被造物」であるがゆえに、それらは自己が「そ

れを正当とみなす限りでしか存続できないという前提」が存在しているからである、とい

う指摘がなされている46。こうした批判もまた、シュティルナーの真意を読み間違えた結果

であろう。神、人間、国家、法、などが〈私〉の「被造物」であるというのは、ここでは

「それ自体によって神聖なるものはなく」、「自らの言葉、自らの判断、自らの拝跪」によ

って「それは神聖となる」という意味に留まる（EE77／上 94）。したがって、現実的実体

としての国家や法が〈私〉の「被造物」であるわけでは必ずしもなく、「神聖な」国家や法

が〈私〉の「被造物」なのである47。それゆえ、〈私〉がそれを正当と見做さなくなったか

らといって、現実的実体としての国家や法が直ちに消滅するとシュティルナーが信じてい

るというのは、拙速な誤読と言えよう。この点を明証するためには、「反逆」の意味を明ら

かにしなければならないだろうが、それはシュティルナー＝保守主義者という批判と併せ

て見ていくことにしたい。 

 

 

3．「反逆」 

 

 まず、そもそも対象を「保守的」と名指すことは、それだけでは批判として成立し得る

                                                   
42 千坂恭二「物象化論とシュティルナー」（『情況』第 80 号、1975 年）、80 頁。 
43 同、81 頁。 
44 村五久二「『ドイツ・イデオロギー』におけるマックス・シュティルナー批判」（村五久二『コ

ントとマルクス』日本評論社、2001 年、付論）、113 頁。 
45 星野智「シュティルナーにおけるヘーゲル主義」（『現代思想』第 6 巻 16 号、1978 年）、363

頁。星野智「シュティルナーのヘーゲル左派批判」（『理想』第 540 号、1978 年）、213 頁。ま

た、シュティルナーの主張の多くは「言葉のうえでの拒否宣言」に過ぎないとする津田雅夫も基

本的に同じ理解に基づくものであろう。津田雅夫「現実的個人をめぐって」（『哲学』第 28 号、

1978 年）、178 頁を参照。 
46 星野前掲「シュティルナーにおけるヘーゲル主義」、363、368 頁。 
47 この点を誤解した例は多い。松尾匡『「はだかの王様」の経済学――現代人のためのマルクス

再入門』（東洋経済新報社、2008 年）、76-77 頁などを参照。 
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ものではないことを確認しておきたい。一定程度内容が共通した何らかの変革を目的とし

て共有している者同士ではない相手に対して保守的であると指摘することが批判になり得

ていると信じるのであれば、無内容の変革を自己目的化する愚者に等しい。そして、マル

クス＝エンゲルスのシュティルナーへの批判はそれに近い形をとっている。シュティルナ

ーは（初期）共産主義を批判しているし（EE127-135／上 154-165）、「革命」ではなく「反

逆」の立場を選択するとしている以上（EE354-355／下 245-246）、実践的政治行動の方針に

ついてマルクス＝エンゲルスと共有するところは多くない。したがって、批判対象を保守

主義者と切り捨てて済ますことは、マルクス＝エンゲルスのサークル内では通用しても、

シュティルナーの思想への批判としては通用しない。 

 では、マルクス＝エンゲルスがシュティルナーを保守主義者と名指す根拠になっている、

シュティルナーは「現存の諸関係によって個人が身体的、知的、社会的におちいっている

不具化と隷属化とを、この個人の個性および固有性として認める」という診断は正しいの

であろうか。全く外れているわけではない。シュティルナーは「不具化」と「隷属化」と

がその個人の（「個性」と言うよりも）「力 Macht／Gewalt」に基づいた結果であり、その

個人の利益のためであれば、それを殊更に指弾することはないと思われる。ここで、シュ

ティルナーのエゴイズムと「反逆」について理解するためには、予め「自己性 Eigenheit」

と「力」について簡単に知っておかなければならない。 

 

一人の支配者にたとえ奴隷として生き身は委ねようとも、私はただ私自身のこと、

私の利益のことを考えているにすぎない。なるほど彼の笞は私の身を打ちもしよ

う。私はそれから自由
、、

であるわけにはいかない。しかし私がそれを耐え忍ぶのは、

ただ私の利益のため、たとえば、忍従の外見によってその者を欺き安心させ、あ

るいは、逆って一層の怒りをわが身に招くことのないがため、なのだ。だが私は

自分自身と私の利己とを狙いとしているがゆえに、奴隷所有者を蹂躙する手近か

な格好の機会をつかむのだ。そのとき私は彼とその鞭打から自由
、、

になるというこ

と、それは要するにそれに先立つ私のエゴイズムの結果であるにすぎない。

（EE173-174／下 10-11） 

 

だが、私にとっては、いかなる尊厳も、いかなる聖なるものも、何ら制約ではな

く、私が征服するすべをしるものはすべて、何ら制約ではないのだ。ただ私の征

服しえぬもの、それだけがなお私の力を限定するのであり、そして力を限定され

た私とはかりそめに限定されている自我であり、その私は、私以外
、、

の力によって

限定されているのではなく、なお欠如している自己
、、

の力によって、自己の無力
、、、、、

に

よって限定されているのだ。（EE233／下 89-90） 

 

 「自己性」とは、「ただ私自身のこと、私の利益のことを考えている」状態を指す。この
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「自己性」こそがシュティルナーのエゴイズムにとって最大の価値であり、第 6 節の 3 で

詳述するようにエゴイズムそのものの意味でもある。「自己性」は「自由」に優先されるべ

きものであり、どれほど「自由」が制限されようとも、「自己性」が失われない限りは〈私〉

はエゴイストであることができる。「自由」が制限されている状態とは、「自己の無力」を

意味する。ここでの「力」とは抽象的なものではなく、現実具体的なものであり、肉体的・

物理的なものから政治的・社会的諸力までを含むあらゆる「力」である。 

マルクス＝エンゲルスをはじめとする批判者たちは、現状の自己の限定性を外的要因で

はなく自己の無力に帰する点を以てエゴイズムに現状肯定的性格を認めるのであるが、そ

れは一面的な評価でしかない。何らかの普遍的本質ではなく「唯一者」の個別的利益を価

値規準とするエゴイズムは、現状肯定もまた 1 つの「自己性」発揮の形態として認め、決

して否定的評価を与えないが、同時に「唯一者」における無限の成長と変革の可能性にも

開けており、むしろこちらを積極的に推奨するものである。エゴイズムにおいては、現状

の限定性を法や道徳といった外的要因ではなく自己の無力に帰することによって、そうし

た観念が設ける「享受＝賞味」の上限を前提とすることなく、現実の自己の「力」によっ

て可能なこと全てが「享受＝賞味」可能とされる。 

例えば、前節で見たように、普遍的な権利概念は、各自の「力」に平均的かつ固定的な

上限を設けてしまう桎梏として否定的に評価される。規範的概念としての権利は下限とと

もに上限を設けざるを得ないが、事実状態としての「力」には下限も無い代わりに上限も

無い。各自の「力」によって可能なこと全てが、それぞれ現実の「享受＝賞味」の全てを

決定するのである48。そして、「力」は固定的なものではなく、「把握しがたいもの」は〈私〉

が「自らに把握の力を克ち得」るまで「把握しがたいものでありつづけるにすぎない」の

であるから、自己の無力は常に暫定的な状態でしかなく、「私は時節をまちうけているにす

ぎない」（EE183／下 23）。無力であるということは現実的な実現可能性を欠いているとい

うことであるから、その限りで「可能性と現実性とは、つねに一致している」（EE369／下

265）ことになる。ただし、「時節をまちうけている」以上、将来における潜在的実現可能

性は決して否定されることなく常に認められる49。前節で見たように、シュティルナーの「移

ろいゆく自我」はバウアー的な「進捗」は拒否するが、昨日の無力な自己を超え出て今日

                                                   
48 これに対して村五前掲「シュティルナーと『聖マックス』」、4 頁には、「力とその発現、可能

性と現実性とを媒介する諸条件
、、、

の意義は、意識的に抹殺されている」との指摘があるが、正確に

は「諸条件」は抹殺されているわけではなく、可能性としての「力」の内部に繰り入れられてい

るだけであろう。 
49 それゆえ、「シュティルナーは人間にはそもそも生の本質的な発展などあり得ないとみてい

る」という尾崎恭一の見解には賛同できない。尾崎恭一「実存および生の思想としてのエゴイス

ムス」（『東洋大学大学院紀要』第 19 集、1983 年）、58 頁を参照。また、尾崎恭一「シュティル

ナー哲学のプロブレマティーク」（石塚前掲『ヘーゲル左派』）、91 頁において尾崎は、「可能性

と現実性とは、つねに一致している」というシュティルナーの言を「先天的な決定論」と解する

のであるが、同様に支持し難い。尾崎が自説の根拠としている『唯一者とその所有』下 259 の

記述は、「先天的な決定論」とまで言いうるものではなく、一義的には個体間の不等性の強調と

して読むべきである。 
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の新たな「享受＝賞味」を掴もうとする意志には溢れているのである50。 

 さて、ここにおいてようやく「反逆」の意味を明らかにすることができる。シュティル

ナーが「革命」に対置する「反逆」は、本当に「観念的拒絶」に過ぎないのであろうか。

シュティルナーによれば、「革命」が「既存の状態」の転覆であり「政治的
、、、

または社会的な
、、、、

行為」であるのに対して、「反逆」は「人間の己れ自身にかかわる不満から生ずる」ような

「個の興隆であり、向上であり」、「既成的なるものに向けられた闘いではない」（EE354／

下 245）。「反逆」とは、「既成的なるものから己れ自身を超え出させることであるにすぎな

い」のであって、その意図と行為とは「政治的でも社会的でもなく、独り私自身と私の自

己性に向けられたもの」である（EE354／下 245-246）。この部分について、「反逆」を「観

念的拒絶」と見定めて疑わない者は、おそらく「ひとたび反逆が繁くなれば、既成的なる

ものなどはひとりでに倒壊してしまう」（EE354／下 245）、「既成的なるものを私が見捨て

るとき、それは死に、腐敗へと移行する」（EE354／下 246）、「政治的でも社会的でもなく」

といった箇所に自身の判断の根拠を見出しているのであろう。 

しかしながら、こうした「反逆」の実践例として挙げられているキリスト教の創設者た

ちについての記述を読めば、シュティルナーの真意を窺い知ることができる。キリスト教

の創設者たちは、「既存の官憲にたいしいかなる自由主義的もしくは政治的闘いをいどむこ

ともなく、この官憲に煩わされ妨げられることなく」、「ただ蛇の聡明をもって」、政府とそ

の敵から「身を持しうればそれでよかった」とされる（EE355／下 247）。 

単なる「観念的拒絶」に、「蛇の聡明」は必要とされまい。「蛇の聡明」を以て政府その

他から「身を持」すということは、既存のあらゆる現実的桎梏や観念的囚われをかいくぐ

り、ただ自らの固有の関心、エゴイスト的「享受＝賞味」に専心することを意味している

と考えられる。「反逆が」「政治的でもなく社会的でも」ないのは、それが単に「エゴイス

ト的」であって、普遍的な関心ではなく個別の〈私〉の関心・事柄に基づくからである。

そうであるとすれば、「反逆」は観念的であるどころか、場合によってはむしろ、「革命」

の試みよりも卑近で現実具体的な個別的活動として現れ得ることになる。 

 シュティルナーは「反逆」の具体例を出版の自由に関わる部分で述べている。曰く、出

版の自由について「ただ無制限の許可だけを目指しているかぎりでは」、「諸氏は永遠にそ

れを待たねばなるまい」（EE313／下 192）。「自分の書物の出版の自由をうるために」は、「許

しを求める」べきではなく、「国家をだま」し、「ただ有利なチャンスをつかむべき」であ

る（EE314／下 193）。「出版の自由を享受＝賞味しようと望む者は、彼自身と彼の意志とを

国家と一切の「高次の権力」よりもより大いなるものと見做して、国家に対立して彼自身

の利益を主張しつつ、有利なチャンスを探し求め、能う限りそのチャンスを創り出さねば

                                                   
50 したがって、シュティルナーは「ただ消尽されるにすぎない」生を目的としており、「自己を

「乗り越えよう」とする意図を持たなかった」という森政稔の指摘には賛同しかねる。確かにバ

ウアー的意味での「自己克服」ではなかったが、シュティルナーにおいてもある種の「自己克服」

への積極的意志は見出すことができる。森政稔「「ニーチェの政治学」は存在するか」（『現代思

想』第 26 巻 14 号、1998 年）、169 頁を参照。 
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ならぬ」（EE314-315／下 194）。 

シュティルナーの「反逆」はとどのつまり一種の諦観的態度へと陥るという見方はしば

しばなされるところであり51、第 4 節の 2 で扱うようにそうした側面を積極的に評価する向

きもある。だが、以上の様なシュティルナーの主張には、諦観的な態度や現状肯定的な性

格、意識全能の信仰などは全く見出すことができない。シュティルナーに見出せるのは、「出

版の絶対的自由とは、一切の絶対的自由と同よう一のたわ言だ」と断言するリアリズムと

（EE312／下 191）、不安定な「出版の自由」という「許可」ではなく現実の出版そのもの

を求める具体的結果への積極的志向性である。したがって、「諸個人の全面的な自己発揮」

が「今や万人において実現されうるのだ」という「幻想にとりつかれ」ていたなどという

事実は、シュティルナーに関する限りまず有り得ないし52、「反逆」が「観念的拒絶」に過

ぎないという独断も退けられるべきである。 

 

 

第 3 節 アナーキズムとしての誤解 

 

1．国家との対立 

 

 シュティルナーについての定まった理解の 1 つは、彼がその極端な個人主義ゆえに国家

を否定していたこと、そして、その結果多くのアナーキストに影響を与えたということで

ある。シュティルナーはアナーキストを自称したことはないが、彼がいわゆる個人主義的

アナーキズムの源流の 1 つであることは通説となっており、アナーキズムの概説書のいく

つかには、シュティルナーの紹介を見出すことができる53。 

 しかしながら、シュティルナーの思想が多くのアナーキストに影響を与えたことが確か

であるとしても、シュティルナー自身がアナーキストであったと言い得るかどうかは疑問

                                                   
51 フレーシュマン前掲「革命前の社会における個人の役割」、201 頁。 
52 村五前掲「『ドイツ・イデオロギー』におけるマックス・シュティルナー批判」、149 頁。 
53 アナーキズムの概説書における紹介として、以下を参照。ウドコック前掲『アナキズム』Ⅰ、

131-149 頁。アルヴォン前掲『アナーキズム』、46-56 頁。大沢正道『アナキズム思想史〈増補

改訂版〉』（現代思潮社、1966 年）、127-128 頁。ダニエル・ゲラン編『アナキズムアンソロジー 

神もなく主人もなく』Ⅰ（長谷川進訳、河出書房新社、1973 年）、15-21 頁。ダニエル・ゲラン

『現代のアナキズム』（江口幹訳、三一書房、1967 年）、42-48 頁。ポール・エルツバツヘル『無

政府主義論』（若山健二訳、黒色戦線社、1990 年）、120-154 頁。また、シュティルナーを初期

アナーキズムの思想家に分類するものとして、森政稔「アナーキズム的モメント」（『現代思想』

第 32 巻第 6 号、2004 年）、72 頁を参照。さらに、ウェブサイト「アナーキー・イン・ニッポン」

内にある「アナキズム FAQ」では、「シュティルナーは、資本主義とそれを支える国家とをエゴ

イストの立場から批判し、資本主義と国家社会主義双方を攻撃し、社会的アナキズムと個人主義

的アナキズムの基礎を作ったのである」とも述べられている。 

http://www.ne.jp/asahi/anarchy/anarchy/faq/ 
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である。ポール・エルツバッヘルが述べるところによれば、「無政府主義諸学説は未来に於

て国家の存在することを否認する点に於てのみ共通点を有してゐる」54。それでは、シュテ

ィルナーは国家の廃絶を求め、国家なき未来状態を望んでいたのだろうか。 

 ジョージ・ウドコックは、そうだと答える。ウドコックによれば、シュティルナーは「政

府という制度の転覆の後に初めて生じうるような望ましい状態を求める」55。ウドコックが

このように述べる根拠として引くのは、以下の部分である。 

 

 ゆえにこそ、われわれ両者・国家と私とは敵であるのだ。エゴイストたる私に

とって、この「人間的社会」の福祉などは何ら心にかかるものではなく、私はそ

の社会のために何ものをも犠牲とせず、ただそれを利用するだけだ。しかし、そ

の社会を完璧に利用しうるためには、私はこのものをむしろ、私の所有・私の創

造物に転化させ、つまりはそれを覆滅し、それに代えるにエゴイストの連合
、、、、、、、、

をも

ってするのだ。（EE196／下 41）  

 

 シュティルナーは確かに国家を敵視しているし、「連合」という構想を提示している。こ

こでは、なるほど彼は「政府という制度の転覆の後に初めて生じうるような望ましい状態

を求め」ているように見える。しかし、これを以てシュティルナーが国家の廃絶と「連合」

によるその代替を目標としていたと判断を下すのは早計である。より慎重に、シュティル

ナーの真意を汲んでみよう。彼は、「その社会を完璧に利用しうるためには」、「連合」を以

て国家・社会に代える必要があると言っている。そして、そうでなければ、「人間的社会」

たる国家に対するに「ただそれを利用する」と言っている。この 2 つの状態の違いは絶対

的・本質的なものと言うよりも、むしろ相対的なものであるのではないだろうか。完璧な

利用と単なる利用の間の違いは端的に可能性＝現実性としての「力」の大小であり、獲得

可能な自由の範囲に差異があるだけではないのか。ここで思い出すべきであるのは、シュ

ティルナーが常に現実的認識の持ち主であったこと、全き自由なるものを否定していたこ

とである。 

 

人はまさに多くのものから免れ
、、

うるがしかし、すべてのものから免れるわけには

いかない。人は多くのものから自由となるとしても、すべてから自由となるわけ

にはいかない。人は奴隷の身でも内面的に自由でありうるという。だがそれは、

あれこれのものから自由ということではあっても、すべてのものからということ

                                                   
54 エルツバッヘル前掲『無政府主義論』、396 頁。ただし、引用文中の旧字体は新字体に改めて

ある。以下、旧字体を含む引用文は全て同様。 
55 ウドコック前掲『アナキズム』Ⅰ、133 頁。また、森戸辰男によれば、シュティルナーの諸

説が「吾々が今日、無政府主義と呼んでゐるところのものに属することは」「疑ひの余地なきと

ころ」であるとされる。森戸辰男「スチルナアの無政府主義とマルクスの國家観」（『大原社会問

題研究所雑誌』第 5 巻第 1 号、1927 年）、6 頁を参照。 
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ではない。まさに人は、奴隷としては、主人の鞭や専横な気まぐれ、等々から自
、

由
、
となるわけにはまいらぬのだ。「自由はただ夢の国にのみ住まう」のだ！[中略]

自由であることを、私は真実には望み
、、

えない。けだし、私はそれを作りえず生み

出しえないからだ。私はただそうあることを願い、それを求めて――努めうるに

すぎない。けだし、それは一の理想、一の亡霊たるにとどまるからだ。（EE173／

下 10） 

 

 一の社会、たとえば国家社会が私の自由を限定するということ、それはさして

私を怒らせはしない。私は、あらゆる種類の力によって、あらゆる強者によって、

まさにあらゆる隣人によって自らの自由を限定されないわけにはいかないのだし、

[中略]絶対的自由を享受＝賞味するわけにはいかない。（EE342-343／下 231） 

 

 シュティルナーが国家なき未来状態を望んでいたというのは、確かに間違いとは言えな

いだろう。しかし、彼はそれを 1 つの理想として望みはしたかもしれないが、1 つの現実的

目標として求めはしなかったはずである。なぜなら、国家からの自由もまた、完全なもの

としては入手不可能であるから。1 つの「力」、1 つの「強者」としての国家は、常に自由

を限定する「解体しがたい既成的なるもの」（EE246／下 105）として存続し続けるであろ

う。このような認識をシュティルナーが有していたことは、自ずから確実であるように思

われる。とはいえ、これを以てシュティルナーはアナーキストではなかったと断定するの

もまだ早いかもしれない。確かにシュティルナーは「既成的なるもの」「当該の状態」（同）

としての国家の廃絶は特に目指していなかっただろう。しかし、神聖な観念としての「国
、

家なるもの
、、、、、

」（同）の排斥を目指す者としてやはりアナーキストであったのではないか、と

の反問は未だ可能である56。 

 

 

2．「国家なるもの」と「連合」 

 

 大沢正道が、｢シュティルナーにとってはその国家批判も、犯罪批判同様、彼の哲学の論

理的帰結の一つにすぎない｣と述べている通り57、シュティルナーの国家批判は、「神聖なる

もの」への批判から副次的に現れてきたものに過ぎない。シュティルナーにとっては、「神

聖なるもの」の中でも「人間なるもの」が主であり、国家はその系としてだけ取り上げら

れる。 

                                                   
56 滝口は、「シュティルナーの思想は実践的運動として無政府を打ち出したものではないが、哲

学的批判の帰結として無政府の立場を志向している」としている。滝口清栄「アナーキーあるい

は夢想の革命――シュティルナー、マルクス、バクーニン」（『理想』第 682 号、2009 年 2 月）、

64 頁。 
57 大沢前掲『個人主義』、138 頁。 
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シュティルナーによれば、「国家はその受けいれにあたって、ただ、ある者が一の人間
、、

で

あるか否か、という点だけに注目する」（EE195／下 39）。そして、「もし国家がわれわれの

人間性を頼りにしなければならぬとあれば、それは、国家が我々の人倫
、、

を頼りにしなけれ

ばならぬ、というに等しい」（EE196／下 40）。「人倫は、私をではなく、私における人間な

るものをだけ尊重する」ので、「人倫はエゴイズムと両立するものではな」く、「国家が、

人間なるものの一社会
、、、、、、、、、、

」である限り、「国家と私とは敵である」ことになる（EE196／下 40-41）。

すなわち、国家はその成員たる資格として「人間」という属性を要求するものであり、個々

人の中にただ「人間」という属性のみを発見して、これを同一に取り扱う。ゆえに、「唯一

者」たる個人は「唯一者」として扱われないばかりか、国家が要求する正しい「人間」の

枠内に収まらない限り、矯正や処罰の対象となってしまう。 

したがって、国家・社会と「連合」の間にある差異についての前述の解釈、すなわち端

的な「力」の大小の違い、という理解は十分とは言えない。同時に、ウドコックのような

シュティルナーが「政府の転覆」を必然的に求めているという理解の妥当性も完全に失わ

れる。シュティルナーが批判しているのは「神聖なるもの」としての国家、〈私〉に「人間

であるべし」と要求する国家である（EE197／下 41）。確かに現存する「既成的なるもの」

としての国家はみな「人間であるべし」と要求するものであり、エゴイストと必然的に敵

対する。しかし、それは現存する国家を打ち倒して何を持ってきたところで同じことであ

り、重要なことは政府が存続するか転覆されるかではない。重要なことはただ「反逆」す

ること、すなわちエゴイストがただ自らの「享受＝賞味」を最大限になすべく現実に可能

な全ての事柄について尽力することである。既に明らかなことは、エゴイズムがアナーキ

ズムとは完全に異質の立場であるということだ58。 

観念としての「国家なるもの」に服従しない点でエゴイズムがアナーキズムを内に含み

込んでいると理解することは不可能ではないだろうが、ほぼ無意味である。エゴイズムは

「精神 Geist」の内で「国家なるもの」にだけ固執しているわけではないし、エゴイストに

とって国家の命運は主な関心の外にあるため、その聖性と正統性を何ら認めない代わりに、

その廃絶を目的にすることもない。「エゴイストは、国家が彼の自己性に触れるときにのみ、

国家にたいして活発な利害関心をもつ」ので、「国家が彼の望みどおりになっていてくれる

かぎり」、彼は「国政に関与したりはしない」（EE257-258／下 119-120）。同様に国家の打倒

を画策したりはしないだろう。エゴイストは敵対する国家も利用する。敵である国家から

の「許可」は受け取らないつもりか、と問う者に対してシュティルナーはこう答える。「い

やいや、喜んでお受けしましょう」（EE317／下 197）。  

 エルツバッヘルやウドコックをはじめとする、シュティルナーをアナーキストと見做す

論者の誤りはどこに発するのか。それは、彼らが濃淡こそあれ基本的に「連合」を国家と

同じ位相で理解しようとした上で、それを国家廃絶後の未来状態に据え置いてしまう点で

                                                   
58 シュティルナーは「無政府主義を唱えているのではない」と明示的に述べているものとして、

フレーシュマン前掲「革命前の社会における個人の役割」、189 頁を参照。 
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ある。だが、「連合」は国家の廃絶後の未来状態にしか現われ得ないものではない。第 1 節

の 3 で既に見たように、それは、むしろひどく日常的な子供同士の遊び仲間としての関係

や、互いに心と心が通い合った友人や恋人の関係など、国家の存廃に関わらず成立と解消

を繰り返す自発的な相互「享受＝賞味」関係として現れる。今や「それに代えるにエゴイ

ストの連合をもってする」とは「社会の場所にエゴイストの連合を形作る」と言い換えら

れるべきであり59、「連合」は「社会」ではないと同時に現実の社会の外部に存するもので

もないことは明らかである。 

「連合」は、国家に対置されるような位相の概念ではないがゆえに、国家から「連合」

への移行という形では語り得ない。当然、「連合」において「国家や法律のような外からの

強制はいらなくなり、それ自身の原理によってある種の調和が実現される」と考えるのも、

錯誤と言わざるを得ない60。社会全体としての秩序形成や調和と、「唯一者」間の「連合」

とは、直接には関係が無い。「各人が自分の唯一性の中にとじこもるというその事実こそが、

闘争を助長せずにそれを防ぐことになる」という解釈は61、第 6 節の 2 で検討する通り、問

題がある。シュティルナー自身が語る限りでの「連合」には、何ら具体的な内実を見出す

ことはできない。こうした「連合」、すなわち自発的な相互「享受＝賞味」関係を、国家も

依然として存在し続ける現実社会の中で、いかなる形で具体化し維持していくべきかとい

う課題は、エゴイズムを継承する者に託される。 

 

 

3．暴動論的無政府主義 

 

 エルツバッヘルは、彼の定義する「暴動論的学説」を唱える者の内に、シュティルナー

を含める62。彼によれば、シュティルナーは「法の破棄を暴力を用ひて為すことを企図」し、

「否定する状態より肯定する状態への推移」を「暴力を用ひてのみ成就せんとする」立場

を採る63。こうした見解はまま見られるもので、ウドコックも基本的に同様のことを述べて

いる。すなわち、「連合」が支配する世界は、「闘争なくしてはかちとることができない」

のであって、「全ての道徳概念の外で行なわれるこの絶えざる闘争という考えは、犯罪の熱

狂的な賛美へと彼を導く」、と64。 

 しかしながら、シュティルナーが犯罪を賛美したことは無い。彼は犯罪が神聖なる国家

によって作り上げられた空虚な概念であることを暴露はしたが、それを積極的に推奨しは

しなかった。もちろん、その意味で犯罪を「肯定した」というのは誤りではない。だが基

                                                   
59 鈴木一男「シュティルナーの「所有」概念」（『比較思想研究』第 31 号、2004 年）、42 頁。 
60 大沢前掲『アナキズム思想史〈増補改訂版〉』、128 頁。 
61 ウドコック前掲『アナキズム』Ⅰ、142 頁。 
62 エルツバッヘル前掲『無政府主義論』、389 頁。 
63 同上。 
64 ウドコック前掲『アナキズム』Ⅰ、144 頁。 
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本的には、彼はただ単にエゴイストが自己の利益のために国家の意思に染まぬことを為す

際に、彼らの行為が犯罪と呼ばれるであろうことを指摘しただけに過ぎない（EE263-266

／下 125-129）。また、前述したように、シュティルナーにはエルツバッヘルが言うような

無政府状態への「推移」を求める強い意志は見出せない。まして彼が「推移」のために暴

力を是非とも用いようと考えているなどという理解は、無根拠である。 

他方、大沢によれば、ジェームズ・ヒュネカーはシュティルナーについて「共産主義者

でもなければ、暴力の信奉者でもない」と述べて、シュティルナーを「バクーニン及びロ

シアの虚無党員」と区別している65。妥当な指摘と言えよう。 

  

 

第 4 節 ニヒリズムとしての誤解 

 

1．ニーチェとの差異 

 

 シュティルナーは、しばしば哲学史上のニヒリストの 1 人として言及される66。直接の影

響を与えたかどうかにかかわらず、フリードリッヒ・W.ニーチェの先駆者として扱われる

ことも多い67。ニーチェとの思想的近接性についてはしばしば指摘されているので、ここで

はニーチェとの差異を中心に検討することとしよう。 

 ジル・ドゥルーズは、シュティルナーに最後の弁証法家の地位を認め、弁証法が最終的

に「〈私〉ではない一切のものを無に変じ」るニヒリズムに行き着かざるを得ないことを暴

露した限りで評価する68。とはいえ、シュティルナーはあくまで弁証法家として、「所有、

疎外、疎外の廃棄という諸カテゴリーを脱却していない」ので、「ただ弁証法を〈私〉の虚

無の中に解消せんがため」に「人間とは誰か」という問いを立てはするが、「この問いを人

間的なものの展望以外の展望の中で、ニヒリズムの条件以外の条件のもとで、定立するこ

とは彼には不可能である」とドゥルーズは断ずる69。「人間を克服するのは誰か
、、、、、、、、、、、

」という問

いが提出され、「超人」の展望が現れるためには、我々はニーチェの登場を待たなくてはな

                                                   
65 大沢前掲『個人主義』、207 頁。 
66 体系的なニヒリズム研究書の内で最もまとまった言及として、西谷啓治『ニヒリズム』（『西

谷啓治著作集』第 8 巻、創文社、1986 年）、第 5 章を参照。 
67 ニーチェとの思想的近接性について述べたものとして、以下を参照。レヴィット前掲『ヘー

ゲルからニーチェへ』Ⅰ、248-250 頁。ルドルフ・シュタイナー『ニーチェ』（樋口純明訳、人

智学出版社、1981 年）、91-95 頁。寺田ひろ子「近代の宗教批判」（小山宙丸・田丸徳善・峰島

旭雄編『宗教の哲学』北樹出版、1989 年）、135-140 頁。森前掲「「ニーチェの政治学」は存在

するか」、168-169 頁。また、ジョン・キャロル『水晶宮からの脱出』（松原公護・塚本利明・塚

本嘉寿訳、未来社、1980 年）は、シュティルナーを心理学の文脈に位置づけるユニークな研究

書であり、この中でキャロルはシュティルナーとニーチェとを繰り返し対照させている。 
68 ジル・ドゥルーズ『ニーチェと哲学』（足立和浩訳、国文社、1982 年）、233-234 頁。 
69 同、235 頁。 
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らないとされる70。 

 だが、この評価は不当とまでは言わないが、的を外している。まず、シュティルナーが

立てた「人間とは誰か」という問いは一般的な「概念的問い」ではなく、「個人的問い」で

あることを指摘しておかなければならない（EE411／下 322）71。彼が「誰？」と尋ねたの

は、普遍的な概念としての「人間」を指してのことではなく、〈私〉でもあると同時に人間

でもある個別者を指してのことである。「人間を克服するのは誰か」という問いにおいて想

定されている「人間」が普遍的な概念としてのそれを意味している以上、この問いをシュ

ティルナーが発するはずもない。概念としての「人間」はあくまで個別者の中に「所有」

されていればよいのであって、特に克服されるべき対象ではない。もし「人間」の克服態

としての「超人」という概念が設定されたならば、シュティルナーにとってそれは、神や

「人間」と何ら変わることのない神聖なる「精神」であるとしか考えられなかったであろ

う。辻潤が述べる通り、シュティルナーにとって、「超人」は「無用な幻影」であった72。

ただし、おそらくはこの点と関わって、ドゥルーズはニーチェに「価値転換」の功績を認

めるのであるが、その評価の妥当性の検討は本稿の課題とするところではない。 

 大沢は、「スティルナーの唯一者は、しかし、ニーチェの超人のような特権的な貴族とし

て画かれてはいない」と述べて両者を区別する73。大沢によれば、｢有能なものへの無能な

ものの服従を強制する｣ニーチェとは異なり、シュティルナーは「この差異を機能の差異と

みて、価値の差異と考えない」74。シュティルナーの自我は「どこにでもころがっている平

凡な、それ故に具体的な個々人」であった75。ニーチェの思想を単純に｢貴族主義｣と切って

捨てられるかどうかはさておき、｢唯一者｣の理解としては妥当と言えよう。シュティルナ

ーの「唯一者」は、ドゥルーズがニーチェから引くような「最初の者」としての「唯一者」

ではない76。シュティルナー自身が反批判論文で述べているように、彼の用いる「唯一者」

は単なる空虚な「呼び名」にすぎず、概念それ自体としての内容を持たない（RS344-347／

47-49）。つまりは、それぞれ唯一無二の個別者、といった程度以上の意味を有していないの

である。 

 大沢の理解とは正反対に、シュティルナー的個人主義は「「完全な発達」を社会の全成員

に対してではなく、もっとも才幹あるものと認められる人たちに対して要求する｣のであり、

                                                   
70 同、235-236 頁。 
71 原文の“persönliche”という語については、片岡が採る「人格的」よりも「個人的」という

訳が適切である。 
72 辻潤「自分だけの世界」（辻潤『絶望の書・ですぺら』講談社、1999 年）、31 頁。青空文庫

版は以下。 

http://www.aozora.gr.jp/cards/000159/files/853_15049.html 
73 大沢正道「マックス・スティルナー論」（『復刻版 戦後アナキズム運動資料』第 7 巻、緑蔭

書房、1988 年）、137 頁。 
74 同上。 
75 大沢前掲『個人主義』、221 頁。 
76 ドゥルーズ前掲『ニーチェと哲学』、236 頁。 
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特権的尐数者を利するものでしかない、と考えたのはピョートル・A.クロポトキンである77。

しかし、シュティルナーは個別者に「自己性」の「享受＝賞味」を求めはしたが、｢才幹あ

るもの｣を特別視するような記述は一言も無い以上、この指摘には根拠がない。 

 クロポトキンの誤読を横目に、｢唯一者｣が特権的尐数者ではなく、それゆえシュティル

ナーとニーチェは区別されるべきであることを、アンドレ・ジイドは明確に認識していた。

ジイドが嘆声を洩らしながら述べているところによれば、｢マックス・スティルネル氏の唯
、

一者
、、

は集団で｣あり、｢唯一者、それはわたしであり、あなたであり｣、｢めいめい自らにと

ってである｣78。ゆえにこそ、ジイドは｢個人主義の危険｣をニーチェにではなくシュティル

ナーに感じ取る79。「偉大なる個人は彼らを保護する理論など尐しも必要とはしない」ので

あって、シュティルナーのように、個人たること（エゴイストたること）を無罪とするこ

とによって｢能ふ限り大多数の個人を生み出す｣ことは、尐数ゆえに偉大であった個人を減

らし、多数者による「社会主義への接近に向ふ」80。シュティルナーはエゴイストを免罪す

ることで、新たに「我
、
、憎むべきもの」を提示して、「善悪の観念を再建する」81。 

ジイドの警句に見るべきものは 2 つある。1 つは、エゴイズムが｢貴族主義｣でないことこ

そがかえって危険ではないか、というまさに｢貴族主義｣的な警戒。この点は、主張それ自

体には首肯できないとしても、大衆社会論と関連して依然として現代的な問題提起が含ま

れていると考えることもできる。この問題について詳しく述べる余裕を本稿は持たないが、

シュティルナーが言い得るような応答をなすとすれば以下である。多数者によって特権を

剥奪されるような「貴族」は所詮その限りで無力だったのであり、「保護」を必要としない

「偉大なる個人」であるのならば、多数者の結集した「力」をも凌駕する「力」を振りか

ざしてみせればよいのではないか、と。 

もう 1 つは、エゴイズムが「エゴイストたれ」という新たな規範的命令を掲げてしまっ

ている、という指摘である。しかし、この点はあまり問題ではない。なぜなら、この命令

を無視するつもりで利他的行動に励むこと自体が自分のためであり、まさしくエゴイズム

であるから。エゴイズムが価値的に問題にするのは「自己性」の喪失、すなわちエゴイス

トたり得ない状態であるが、シュティルナーはこうした事態を避けるべく自他を戒めるだ

                                                   
77 クロポトキン「近代科学とアナーキズム」（勝田吉太郎訳、猪木正道・勝田吉太郎編『世界の

名著四二 プルードン バクーニン クロポトキン』中央公論社、1967 年）、495-496 頁。 
78 アンドレ・ジイド「マックス・スティルネルと個人主義」（石川淳訳、石川淳『石川淳全集』

第 18 巻、筑摩書房、1992 年）、797 頁。 
79 同、798 頁。 
80 同、798-799 頁。 
81 同、799 頁。なお、ジイドが言う｢社会主義｣と必ずしも定義は一致しないであろうが、シュ

ティルナーを一種の社会主義者、共産主義者として解釈する者は他にもいる。例えば、以下を参

照。マックス・ネットラウ『ネットラウ』（上杉聰彦訳、三一書房、1970 年）、92 頁。蓮實重彦・

柄谷行人『闘争のエチカ』（河出書房新社、1988 年）、30 頁。柄谷行人『ヒューモアとしての唯

物論』（筑摩書房、1993 年）、10 頁。特に、「超
、
＝個人主義

、、、、
という鍵でシュティルナーを解釈す

ることは、すでに時代遅れになってしまった」というネットラウの言は、純粋に解釈上の立場と

しては、明白にクロポトキンを退けてジイドに近づくものであろう。 
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けである。それゆえ、「憎むべきもの」を提示したというのは確かでも、｢善悪の観念を再

建｣したとまで言うことはできない。また、仮に〈私〉が何らかの「善悪の観念」を持った

としても、〈私〉が観念の所有者である限り、エゴイズムの立場からは何も問題は生じない。

シュティルナーが顔をしかめるのは、〈私〉がこの観念に「所有」され、この観念への奉仕

が自己目的化した事態に際した時のみである。この点については、この節の 3 で詳しく述

べよう。 

 

 

2．ペシミスティックな個人主義 

 

 シュティルナーよりも徹底した個人主義者であるとされるジョルジュ・パラントは、個

人と社会の対立関係についてのペシミスティックな認識に基づく個人主義者の 1 人として、

シュティルナーを重視している。パラントによれば、「一方の発展が他方の発展を犠牲にす

ることでなされるような関係」としての個人と社会の対立関係は「解決不可能なもの」で

あり、シュティルナー流の「唯一者的個人主義」はこの対立関係を必然と認識する個人主

義の形態の 1 つである82。そして、この個人主義は「もっとも基礎的なものとしての人間の

差異化」を基盤としており、「最低限の差異化と独自性で満足している」点で「貴族的個人

主義」と区別される83。ここから、パラントは「唯一者」の理解において大沢やジイドと基

本的な認識を共有していると言える。 

 パラントは、シュティルナーの個人主義を「純粋に否定的で破壊的」な、「総員に抗する

一人の孤立と敵対の個人主義」と見る84。シュティルナーは「純然たる懐疑論者、純然たる

反理性主義者」であり、「社会を改良し精神的に発展させようとはしない」で、「渋面で、

冷笑的で、こわばったままで立ちはだかる」85。パラントによれば、シュティルナーの「社

会に対する反逆は全く精神的であ」り、「不信と消極的な敵意の単純な行為」、「無関心と軽

蔑的な放棄の混り合い」ということになる86。ゆえに、その態度は「いかなる社会的要求を

も表明しない」、総じて「まったく心理的であり、まったく内的」なものとして了解される

87。 

 パラントによるシュティルナー像は、その評価こそ正反対ではあれ、非創造的・孤立的・

観念的という諸々の面で、マルクス＝エンゲルス的なシュティルナー理解とさほど異なっ

                                                   
82 ジョルジュ・パラント『個人と社会の対立関係』（渡邊淳也訳、三恵社、2005 年）、145、150-151

頁。 
83 同、36、38 頁。 
84 同、37、152 頁。 
85 同、37、39、135 頁。 
86 ジョルジュ・パラント『個人主義の哲学』（久木哲・村田美奈子訳、パラント著作刊行会、1975

年）、57 頁。 
87 ジョルジュ・パラント『ペシミズムと個人主義』（久木哲訳、パラント著作刊行会、1971 年）、

36 頁。 
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たものではない。シュティルナーは全く建設的・創造的な営みをなし得ない単なる冷笑家

に近い姿として描かれ、更なる「享受＝賞味」を得ようとして絶えず自己革新に勤しむア

クティビストとしてではなく、受動的かつ消極的な誇り高い虚無主義者としての地位を認

められる。第 2 節の 3 で前述したような「反逆」の具体的・実践的な面は捨象され、「反逆」

は専ら内面的な無関心と軽蔑に矮小化されてしまう。このような消極的ニヒリストとして

の理解は一面的であり、シュティルナーの一部分を引き伸ばして個人的な思想的慰みとす

ることには資しても、シュティルナーの思想的可能性を積極的に引き出して「享受＝賞味」

することには役立たないであろう。 

 個人と社会の対立の必然性を強調し、社会による個人への抑圧を常に警戒しているパラ

ントは、シュティルナーの「連合」構想に対して異議を唱える。すなわち、「社会」と「連

合」の「区別はつけようにもつけられない」のであって、「連合」は「結晶化して、じきに

社会になってしまう」、と88。個人と社会の対立関係を解決不可能と考えるパラントにして

みれば、「連合」のような極めて粗い「秩序」構想さえも楽観的な幻想に思え、現実の対立

関係についての認識を曇らせかねないものと思えたのだろう。 

だが、「連合」と「社会」の区別が相対的であり、「連合」が固定化すれば「社会」にな

らざるを得ないことは、既にシュティルナー自身が述べていたことである。すなわち、「連

合化は、一の連合された存在となり、静止へといたり、固定性へと退化し」、「社会へと結

晶化された」ときに「その連合は一の連合化であることをやめる」（EE342／下 231）。前節

で述べたように、「連合」は永続的なものではなく、国家や社会に代わるユートピアとして

構想されたものではない。ただ〈私〉の「享受＝賞味」と便宜のために一時的・暫定的に

構成され、解消される相互「享受＝賞味」関係であるに過ぎない。 

したがって、個人が社会の中に存在せざるを得ず、〈私〉が何者かと関係を取り結ばざる

を得ない限り、「連合」は常に生起し続けるものである。それにもかかわらず、「社会」と

の別が相対的であるからといってこれを否定するのであれば、逆に非現実的であるとの謗

りを免れ得ないし、パラント自身が否定している「完全に孤立し独立した個人」を前提す

る結果になってしまうであろう89。シュティルナーを単なる隠遁的、脱社会的な冷笑家に矮

小化してしまわないためにも、「連合」構想を正当に評価しなければならない。  

 パラントのシュティルナー理解には一定の違和感を表明しつつも、同様にシュティルナ

ーのニヒリスティックな面を特に強調し評価する立場を採る論者として、日本語のインタ

ーネット・サイトにおけるシュティルナーの最大の紹介者である小谷のん（梅田のんきち）

がいる。小谷はシュティルナーを「アナーキストというよりニヒリスト」として、それも

「ニヒリスティック・エゴイスト」として捉える90。小谷によれば、「ニヒリスティック・

                                                   
88 パラント前掲『個人主義の哲学』、62 頁。 
89 パラント前掲『個人と社会の対立関係』、10 頁。 
90 「カピバラでもわかるマックス・シュティルナーの「唯一者とその所有」」（ウェブサイト「ア

ナーキー・イン・ニッポン」内、「メンバーの小屋」内、「のんきち小屋」内、「雑文」）。 

http://www.ne.jp/asahi/anarchy/anarchy/booth/ 
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エゴイズム」とは、「既成の秩序や概念を否定しつく」し、「あらゆるイデオロギーから自

由になり、無思想な立場で社会秩序からの脱却を目指す」立場である91。小谷は「ニヒリス

ティック・エゴイズム」についてあまり多くを語っていないし、その立場がそれほど体系

化された思想的立場であるとは思われないが、シュティルナー理解において主に「否定」

と「秩序からの脱却」を強調する点で、パラントとそれほど隔たった地点に位置するわけ

ではないと言える。 

小谷がパラントと立場を異にするのは、エゴイズムを「利他的エゴイズム」と捉え、「連

合」を基本的に評価する点である。パラントは、シュティルナーが「全ての愛他主義を拒

絶」し、「愛他主義の思想を持たない猛烈な利己主義だった」と述べるが92、前述したよう

にシュティルナーは愛や利他心そのものを否定したわけではないので、小谷の理解がより

妥当であることは明らかである。ただし、私自身は「利他的エゴイズム」という解釈を採

るものではなく、むしろエゴイズムの「猛烈な利己主義」としての面を積極的に強調する

必要があると考えるが、この点は第 6 節の 2 で詳しく述べる。また、小谷は「連合」を否

定はしないものの、「唯一者対唯一者の対立」において対立が「消滅する」（EE229／下 84）

というシュティルナーの言に対して、「本当に対立は消え込んでいくのでしょうか」と疑念

を呈している93。この点、すなわちシュティルナーが言う唯一者同士の決定的な対立と、そ

れによる「平等的不等性」についても同じ第 6 節の 2 で後述することとしたい。 

 

 

3．「精神」の用益 

 

 シュティルナーが消極的なニヒリズム（虚無主義）の立場を採ったとは言い難いことは

既に示したとおりであるが、ここでシュティルナーが言う「無」について整理しておく必

要がある。シュティルナーが用いる意味での「無」は、必ずしも「有」に対する「無」を

指すものではない。シュティルナーの「無」は「空虚」の意であって（EE5／上 8）、何ら

かの完全なる存在の前に屈する不完全なる存在を指す。 

シュティルナーによれば、「事物についてあれこれと思いめぐら」すばかりで「精神」を

知ることがない「尐年」の思惟は、「思想としては
、、、、、、

」、「無
、
以外の何ものでもない」（EE11-12

／上 14-15）。これに対して、「自らを精神として感じる」ようになった「青年」の自我は「精

神」ではあるが（EE11／上 14）、「神」や「人間」などの「完全なる精神」の前において「自

らの空虚さを感じ」、「自らを失なうこととなる」（EE13／上 16）。事物への囚われは思想を

                                                   
91 「ニヒリスティック・エゴイスト ニヒリスティック・エゴイズムについての前書き」（ウェ

ブサイト「黒いモグラ社」内）。なお、このサイト上で明記されているように、「ニヒリスティッ

ク・エゴイスト」という命名自体は R.W.K.パターソンによるものである。 

http://www5.plala.or.jp/mogura/nihirizum.htm 
92 パラント前掲『個人と社会の対立関係』、52 頁。『ペシミズムと個人主義』、163 頁。 
93 前掲「カピバラでもわかるマックス・シュティルナーの「唯一者とその所有」」。 
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前にして「無」とされるのであるが、個別の思想も「完全なる精神」を前にして「無」と

されてしまう。ところが、ここに「成年」すなわちエゴイストが現れると、自らを「思想

の創造者」として認め、「精神」を「それらのもの自体の「空しさ」の中へと追い返」して、

「自らの個人的利害関心を、すべての上におくに至る」（EE14-15／上 18-19）。「唯一者」で

ある〈私〉には「欠けるところはなく」、「自らすべてにおけるすべてであるための内容を

それ自身のうちに余すところなく有している」（EE5／上 8）。したがって、〈私〉の前では

「神」や「人間」が空虚な「無」となり、それら思想の創造者としての〈私〉は「創造的

無」となるのである（同）。 

 『唯一者とその所有』冒頭に掲げられている「私の事柄を、無の上に、私はすえた」と

いう一節は（EE3／上 5）、原文では慣用句として「私は一切に無関心だ」という意味を持

つ94。だが、シュティルナーがこの一節に込めている意味は多義的であり、慣用上の意味は

その 1 つに過ぎない。もう 1 つの含意として、「無の上に据える」とは「何物の上にも据え

ない」という意味を持っており、この点は神や人類が「自らの事柄を無の上に据え、自ら

以上の何ものの上にも据えはしなかった」として明確に述べられている（EE5／上 8）。こ

こから「無の上に据える」とは「私自らの上に据える」という意味を持つと分かる。さら

に、前述のように「無」とは完全なる〈私〉の前で空虚なるもの全てを指すのであるから、

「無の上に据える」とは「私の事柄」を他の何物よりも上位に考えるというエゴイスト的

宣言をも当然に含んでいる。「私の事柄」は「神と同じく他のすべてを無とする私の上に」

据えられる（同）。 

 「無の上に据える」ことと「私の上に据える」ことがなぜ同じ一節を以て意味されてい

るのか。それは、「唯一者」である〈私〉自身も「無」であるからだ。〈私〉自身が「無」

であるというのは、〈私〉が絶えず変化・流動して「その時々の」〈私〉「から脱れ出る」（EE39

／上 50）存在だからであり、今・此処の完全なる〈私〉からすれば一瞬前の〈私〉でさえ

も不完全で空虚であると言う他ないからである。逆に、過去の〈私〉に囚われることは、

今・此処の〈私〉を空虚となしてしまうことになる。〈私〉が「自分の昨日の意志に今日も、

以降も縛られる」ことがあれば、「私の被造物、つまりは私の一定の意志表現が私の命令者

となる」ことになる（EE215／下 65-66）。もちろん、〈私〉はただの「無」ではなく、〈私〉

以外の空虚な概念全てと次の瞬間の〈私〉は〈私〉の「被造物」であるから、〈私〉は「創

造的無」である。しかし、「創造的無」とはいえ「無」には違いない。前述したように、自

我も「精神」であって、「思念され
、、、、

たる自我」95、すなわち「自我なるもの」としては「抽

象なのであ」り（EE381／下 281）、「自ら解体してゆく自我」、「終りある
、、、、

自我」のみが現実

の自我である（EE199／下 45）。 

 シュティルナーの言う「無」を空虚であること、不完全であること、欠けてあることの

                                                   
94 草間は慣用句通り「僕は何者にも無関心だ」と訳している。前掲岩波文庫版『唯一者とその

所有』上、7 頁。また、辻は「万物は己れにとって無だ」との訳をとる。前掲『辻潤全集』第 6

巻、27 頁。 
95 大庭健「共同存在に於ける主体性と時間性」（『倫理学年報』第 26 集、1977 年）、92 頁。 
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意ではなく、「有」の反対語としてそのまま受け取ってしまうと誤解が生じる。中でも千坂

恭二の誤解は大胆なものである。千坂は、シュティルナーが〈私〉を「無」であると述べ

ることから、シュティルナーの〈私〉とは個的自我ではないと考える96。千坂はそこから、

「万物の創造者」としての〈私〉＝「唯一者」は「絶対的非我
、、

にほかなら」ず、「生ま身」

と「精神」の「関係の総体」としての「唯一者」の「主観」は「超越的主観（共同主観）

にほかならない」と結論づける97。千坂によれば、「有体的個人である自己を唯一者と見た

てる発想は」、「有の上に立っているにすぎない」ので間違いである98。後代にはこのような

解釈も現れたと知ればシュティルナーも驚くであろう。個的自我ではない「絶対的非我」

とは、「無」ではあっても結局「神」に他ならない。「生ま身
、、、

の精神」とは「普遍的
、、、

精神」

に対する具体的、単独的精神という意味で（EE13-14／上 17）、次節の 2 で後述する「単独

性」に一致するものであり、個別的な「生ま身」と普遍的な「精神」の関係には還元でき

ない。有体的個人と言えども、その自我は「移ろいゆく自我」であるから、絶えず流動し

ており「有」の上で安穏とはしていられない。千坂の解釈に従って「超個人的な力が顕現

し、ラファエロという個人ではなくなったラファエロが、唯一者である」ということにな

ってしまえば99、個的自我は自らにとって空虚な「超個人的な力」の前に固着して、「無」

ではあってもその創造性は失ってしまうだろう。これでは、聖なる神の再臨である。 

 さて、「無」とは空虚、不完全の意であり、自我もまた「無」であり「精神」であるとい

うことから明らかなのは100、シュティルナーにおいて「精神」は相対化されるべき対象で

はあっても、全否定されるべき対象ではない、ということである。この点は、かなり多く

の論者によって誤解されているところであり、強調しておく必要がある。シュティルナー

は、「思想に酔い踊らされ」る「青年」を問題とするが、それ以前の「事物に捉われている」

「尐年」を積極的に評価しているわけではない（EE15／上 19）。「尐年」は「機略、聡明、

勇気、不屈」といった「精神」を知らず（EE10／上 12）、「事物によって、抑圧され、おび

やかされ」ている（EE21／上 28）。シュティルナーにとって、観念的な「青年」が克服さ

れるべき状態であるとしても、その克服はこのような「尐年」に戻ることによって達成さ

れるべきものではない。「事物や思想と心のおもむくままに相い渉」る「成年」とは（EE15

／上 19）、事物にも思想にも囚われることなきエゴイストを意味する。「心のおもむくまま

に相い渉る」べきとされる以上、思想（「精神」）はその存在自体を拒否されているのでは

                                                   
96 千坂前掲「物象化論とシュティルナー」、77 頁。なお、最近の千坂のシュティルナー論とし

て、千坂恭二「シュティルナーとマルクス――「唯一者」と「社会的諸関係の総体」」（『情況』

第 3 期第 10 巻第 5 号（通巻第 84 号）、2009 年 6 月）、がある。 
97 同、78、81 頁。 
98 同、82 頁。 
99 同、83 頁。 
100 したがって、元春智裕「マックス・シュティルナー論」（『龍谷哲学』第 22 号、1995 年）、

26 頁で言われているように自我と「精神」とが「全く異なるものに対する名称」であると考え

るのは正しくない。シュティルナーによれば、〈私〉と「私の精神」は区別されるべきものであ

るが、「自我なるもの」それ自体は「精神」の範疇にある。 
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ない。シュティルナーはエゴイストと「精神」の関わりについて、以下のように述べてい

る。 

 

 精神
、、

についても、事はこれに類する。私が精神を一の幽霊に堕しめ、私にたい

するその力を一の狂気
、、

に転落せしめたときに、精神は、非聖別化され、非聖化さ

れ、非神化されたものと見なされ、そのとき、私は、人が自然
、、

を何のためらいも

なく好みのままに用益するのと同じように、精神を用益
、、

しうるのだ。（EE104／上

127） 

 

 カール・レーヴィットや辻が気付いていたように101、シュティルナーは「精神」の廃絶

を望んでいたわけではなく、ただその「創造者」たること、「精神」を自らの「所有」とな

すこと、「精神」を自己の「享受＝賞味」の対象となすことを望んでいたに過ぎない。すな

わち、「われわれがまさに精神
、、

を所有すべきであって、精神がわれわれを所有すべきではな

い」とされる（EE68／上 83）。シュティルナーが拒否したのは、「精神」を神聖化して、自

己よりも高次なものと見做すことであり、完全なる「唯一者」が「聖なる精神」の前で空

虚なものと見做されることである。「思惟が主となって、自らが従となっている」「自由な

思惟」は退けられるべきであるが、「私の思惟」は存分に用いられるべきである102。完全な

る自由が不可能であるように、「精神」からの完全なる解放、「精神」の廃絶は不可能であ

る。個体は絶対に何らかの属性から自由になることはできないことを考えれば、このこと

はもとより自明であった。シュティルナーにとって、「精神」は批判と相対化の対象ではあ

っても、決して廃絶の対象ではなく、それどころか用益の対象でもあったのである103。 

 

                                                   
101 レーヴィットは｢彼はキリスト教を攻撃も弁護もしない。各人がそのようなものを我が物に

して、自分自身のために｢利用｣し得るか否か、またどの程度にそれをするかを、彼は各人に任せ

る｣、と述べ、辻は「スチルネルは人間が好んで偶像を造り出すことに別段反対はしてはいない。

要は、その「偶像」を創造者であるかの如く思い込むことを戒めているのである。主客転倒を警

告しているのである」、と述べる。レヴィット前掲『ヘーゲルからニーチェへ』Ⅱ、167 頁。辻

前掲「自分だけの世界」、29 頁。 
102 鈴木一男「〝哲学者〟としてのシュティルナー」（『哲学年誌』第 8 号、2002 年）、143 頁。 
103 ジャック・デリダによれば、マルクスとシュティルナーは「幽霊をやっつけるべきだ」との

認識を共有している（『マルクスの亡霊たち――負債国家、喪の作業、新インターナショナル』

（増田一夫訳、藤原書店、2007 年）、270、276 頁）。彼らは「幽霊を「生ける現実」に対立さ

せ、いっさいの幽霊を廃棄」しようとしている、と言うのである（高橋哲哉『デリダ』講談社、

2003 年、262-263 頁）。しかし、ここで指摘したように、シュティルナーは「いっさいの幽霊を

廃棄」しようなどとはしていない。ただそれを利用可能にしてしまおうと目論むだけである。し

たがって、デリダやその読解者のように、シュティルナーに「精神の祓除」を使命とする「悪魔

祓い」などという高貴な身分を認めるのは分不相応と言える。青木健「マルクスにおける認識論

的切断の契機」（『大阪産業大学経済論集』第 6 巻第 21 号、2005 年）、117、133 頁。もちろん、

「憑かれる」対象ではなく「享受＝賞味」する対象となった「精神」はもはや「幽霊」とは言え

ない、という反論もあるかもしれないが、そのような議論は既に本稿の課題とする範囲の外にあ

る。 
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第 5 節 「唯一者」の理解をめぐって 

 

1．独我論としての誤解 

 

 シュティルナーを純粋に哲学的に読もうとする人々の中から時折現れてくる理解の型と

して、いわゆる独我論者としての捉え方がある104。例えば、野家啓一は、以下のように述

べる105。 

 

「何ごとであれ私の事柄でないものがあろうか！」と問い「私にとって、私を超

えでる何ものもないのだ！」と自ら答えるマックス・シュティルナーの潔い独我

論的断言に接するものは誰しも、いささか躊躇いながらも、内心で低く「その通

り」と呟き返すに違いない。 

 

 あたかも、シュティルナーが独我論者の象徴的存在であるかのような書き方をしている

が、論文冒頭のこの記述以降、シュティルナーの哲学は一顧だにされない。論文の導入部

を装飾するために当の内容と関係が希薄な人物を引き合いに出すことの妥当性自体は不問

に付すとしても、この記述を以てシュティルナーを独我論者として捉える読者が多尐なり

とも生まれるとすれば、野家を学問的に罪無しとすることはできない。なぜならば、シュ

ティルナーは明らかに独我論者ではないからだ。 

 野家が引いた 2 つのシュティルナーの言葉は、『唯一者とその所有』の序文にあたる「私

の事柄を、無の上に、私はすえた」と題する文章において、それぞれ最初と最後の一文を

なしている。しかし、野家の恣意的な引用を無批判に受け入れるのではなく、元の文脈を

知る必要がある。 

 

 何ごとであれ、私の事柄でないものがあろうか！ まずは善なる事、つづいて

神の事、人類の事、真理・自由・人道・正義の事。さらにはわが国民の事、わが

君主・わが祖国の事。そして最後に、まさに精神の事、そしてその他百千の事ど

も。ただし私の事柄だけは、私の事柄でありえない。「己が事だけを思うエゴイス

                                                   
104 独我論に関心を持つ者がシュティルナーに（誤って）行き着く蓋然性の傍証として、永五均

『ウィトゲンシュタイン入門』（筑摩書房、1995 年）、14 頁を参照。そこでは、「私はなぜ、今

ここにこうして存在しているのか」という問いを抱えた学生時代の永五が著作を渉猟した哲学者

として、デカルト、バークリー、キェルケゴール、フッサール、大森荘蔵らと並んでシュティル

ナーの名が挙げられている。 
105 野家啓一「「対話的相互性」の地平」（野家啓一編『哲学の迷路』産業図書、1984 年）、161

頁。 
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トに呪いあれ！」（EE3／上 5） 

 

 確かに、シュティルナー特有の言い回しに慣れないものにとっては、意図をはかりかね

る記述かもしれないが、シュティルナーの文章としては、さほど難解な部分ではない。む

しろ、ここでシュティルナーが述べたいことは明白である。一般に、〈私〉とは疎遠な神や

人類など普遍的な事柄が〈私〉にとって重要だと見做される一方で、〈私〉自身の事柄に執

心することについてはエゴイスト的であるとして批判されてしまう。エゴイストたるシュ

ティルナーはこうした現状を嘆いてみせただけである。野家は、シュティルナーが「何ご

とであれ、私の事柄である」と宣言しているとでも読んだのであろうか。同じ序文で「す

べて私の事柄でないものは去るがいい！」とも述べられているにもかかわらず（EE5／上 8）。

「去るがいい」と述べるということは、「私の事柄でないもの」が在るということを意味し

ているのであり、この点からも序文冒頭の一節が、疎遠なものが「私の事柄」とされる現

状の批判的スケッチに過ぎないことは明らかである。 

 これに対して、より慎重な検討が必要なのは、「私にとって、私を超えでる何ものもない

のだ！」という部分である。同様に、文脈に忠実にその意味をとろう。 

 

 神のものは神の事柄であり、人間のものは「人間の」事柄である。私の事柄は、

神のものでもなく人間のものでもなく、真なるもの、善なるもの、正義なるもの、

自由なるもの等々ではなく、ただひとり私のもの
、、、、

であるのだ。それは、普遍なる

ものではなく、ただ――私が唯一であるごとくに、唯一
、、

であるのだ。 

 私にとって、私を超えでる何ものもないのだ！（EE5／上 8） 

 

 「私を超えでる何ものもない」とは一見確かに独我論的言明のように思える。しかし、

前段からして、ここで「超えでる」主体は神や人類など、何か「普遍なるもの」を指して

いると解釈するのが自然であろう。序文にとどまらず全体を見渡しても、シュティルナー

はこの世界に他人が存在しないなどとは、一言も言っていない。この一節で主に言われて

いるのは、第 1 節の 1 で見たような、「唯一者」は属性を有するがそれに還元され尽くされ

ないという主張である。この点を踏まえて、より適切な訳文を提案するとすれば、「私には、

私より上位に至るものは何もない！」となろう。 

 多尐繰り返しになるが、確認しておこう。シュティルナーは、「唯一者」が普遍的な属性

をその身に宿すことを否定しない。唯一的な個体は様々な属性を有するものである。しか

しながら、そうした属性が成り立ち得るのは、その器としての個体が先立って存在するか

らである。「唯一者」は普遍なるものをその身に宿すものであるし、宗教や国家は個体の内

にその普遍なるものばかりを見るのであるが、そうした普遍なるものは決して器たる「唯

一者」を超え出ない。ゆえに、〈私〉に見出される普遍なるものは、あくまでも〈私〉の「唯

一性」の一部であり、「私の事柄」にすぎず、その意味で普遍なるもの（個を超えでるもの）
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ではない。したがって、人が〈私〉の中にいかなる普遍的属性を発見しようとも、「私にと

って、私を超えでる何ものもない」のである。 

 ここまでで、既にシュティルナーの独我論的解釈が否定されるべき根拠は十分明らかに

なったと思う。最後に、別の解釈者による証言を引いて補強としておこう。岩波哲男によ

れば、ミュラー＝ラウターは、講義の中でこう述べている。「シュティルナーはこれまでの

（認識論的）意味での独我論者ではない。自我の空無性は、彼にとっては、自我以外には、

自我を拘束し、規定するものは存在しない、ということを意味する。すなわち、自我の外

に何ものも存在しないということではない。自我でない一切のものは、自我を規定する意

味を持たないということである」106。 

 

 

2．「特殊性」、「単独性」、「唯一性」 

 

 シュティルナーの言う「唯一者」はとりたてて卓越した個人やシュティルナー自身だけ

を指し示すわけではなく、大沢が言うように「どこにでもころがっている平凡な、それ故

に具体的な個々人」でしかない。「唯一者」とは彼らを指し示す空虚な「名」である。では、

その「唯一者」が唯一無二である根拠、その「唯一性」とは何であろうか。住吉雅美は、

それを「特性記述をどれほど積み重ねても指し示されない・微分不可能な「単独性」」であ

ると言う107。住吉によれば、マルクスらは個人存在を「関係に内面化される特殊性として

のみ一次元的に捉え」てしまう結果、「交換関係の体系の中に内面化されえぬある外部性」

としての「単独性」を看過してしまう108。それゆえ、「一般性（あるいは先例、慣習、規則）

を表出する」ような「特殊性とはもはやイコールではな」い「単独性としての唯一者」に

対するマルクスらの攻撃は誤りであり不当であるとされる109。マルクスらが「概念化され

ず、言述されず、一般化もされない、胸中で考えられた《この私》」としての「唯一者」を

理解するためには、「単独性」という概念を見出す必要があったのである110。 

 住吉は「単独性」という概念の使用を、柄谷行人に拠っている。柄谷によれば、「単独性

は、特殊性が一般性からみられた個体性であるのに対して、もはや一般性に所属しようの

ない個体性である」111。「私がある」と言われた場合の「私」とは「一般的な私のひとつ（特

殊）」であり、「特殊性」に対応する112。この意味での「私」とは「どの私にも妥当する」

取り替え可能な「私」であるのに対して、「この私がある」と言われた場合の「私」は「単

                                                   
106 岩波哲男『ニヒリズム』上（理想社、2005 年）、276 頁。ここでは、この一節がまた別の誤

解を含んでいるように思えることは、敢えて指摘しない。 
107 住吉前掲『哄笑するエゴイスト』、224 頁。 
108 同上。 
109 同上。 
110 同上。 
111 柄谷行人『探究Ⅱ』（講談社、1994 年）、11 頁。 
112 同上。 
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独性」に対応し、「他の私と取り替えできない」113。ここでの「この」とは「何かを指示す

る」場合に「一般者を特殊化（限定）する」ものとしての「この」ではなく、「たんに私と

他者の差異（非対称性）を指示する」「この」である114。「単独性」としての「この私」は、

同じ性質と同じ属性を持つ「類」の内の 1 つとして指示される「個」ではない。「人間」や

「国民」など、「類」の内の一個として名指された「私」は、ただその「類」との対応関係

だけで測られてしまう。「単独性」とは、このような「類」‐「個」の軸、「一般性」‐「特

殊性」の軸を逸脱するものである。われわれは個人を「身体的・物理的な合成とみること

もできるし、諸行為や諸関係の総体としてみることもできる」が、「そのとき個人の個体性

は消えてしまう」115。個体とは「それ以上分割すれば消滅してしまうような一つのまとま

り」であり、「あるものを個体としてみることは、そのものの性質やレベルに依存しないし、

それ自体が分割可能であるということとも矛盾しない」116。個体は何らかの「集合のメン

バー」であり、「その特殊」であることは疑いないが、そう言ってしまうとその個体の「単

独性」は消えてしまう117。「唯一者」の「唯一性」とは、まさにこのような「単独性」であ

る。 

 しかしながら、「唯一者」の根拠を「単独性」に見出してよいとしても、先に見た住吉の

ような「単独性」解釈が妥当と言えるかどうか、疑義がある。住吉は「単独性」を「交換

関係の体系の中に内面化されえぬある外部性」として捉えるのであるが、このように「単

独性」を関係の「外部性」としてしまうならば、「唯一者」は再び抽象的自我に過ぎないと

の批判の矢面に引き戻されることになってしまうのではないか。「唯一者」は確かに「一般

性」を表出する「特殊性」には還元し尽くされない。だが、それは「唯一者」に「一般性」

が表出されないということではない。「単独性」は「特殊性」とイコールではない。だが、

それは「単独性」の内に「特殊性」としての性質が含まれていないということではなく、「単

独性」が「特殊性」を超え出ているということである。「単独性」が「特性記述をどれほど

積み重ねても指し示されない」のは、それがどこか隔たった「外部」に隠れて存在してい

るからではなく、あらゆる特性記述を含み込んだ総体としての個体が唯一無二でしかない

からであり、言述可能な部分も言述不能な部分も合わせた渾然一体としての個体であるか

らこそ「単独性」を示すのである。 

 住吉と近い「単独性」の理解を示していると思われるのは、大屋雄裕である。住吉の解

釈に基づいてエゴイズムの〈私〉＝「唯一者」について検討を加える大屋は、「エゴイズム

の自我像の中心」が「概念化されず、言述されず、一般化もされない、胸中で考えられた

《この私》」にあることから、「唯一者」は「自らがある類に属する一個体として一般化さ

                                                   
113 同上。 
114 同、21 頁。 
115 同、12 頁。 
116 同、12-13 頁。 
117 同、13 頁。 
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れることを拒否する」と考える118。そして、大屋は〈私〉の「かけがえのなさ」＝交換不

可能性を住吉に倣って「交換に内面化されえない外部性」としての「単独性」に求める119。

住吉によって関係の「外部」に設定された「単独性」の位置は、大屋によって「私
、
の本質

的な部分ではない」種々の属性をどれ程記述しても「一般化＝言述不能な部分」として「残

されていなくてはならない」、「「この私性」（thisness）」へと特定される120。しかしながら、

このような「この私性」は、「唯一者」の根拠となる「単独性」とは区別されるべきである。

住吉の「外部」的「単独性」や大屋の「この私性」とは、仮に個体から種々の属性を取り

去ったとしても最後まで「残されていなくてはならない」、個体の「本質的な部分」として

観念される。だが、個体にそのような「本質的な部分」、すなわち種々の属性と同じ位相で

「一般化＝言述」が試みられる独立した「部分」が存在するかどうかは、実際のところ不

明である。右のような「この私性」を「単独性」に等しいと考えてしまえば、その「本質

的な部分」の存在証明が要求されざるを得ないし、仮にそのような部分の存在が認識でき

たとしても、それが真にその個体に固有かつ「本質的な部分」であるのかどうかは、絶え

ず問い直されざるを得ない。しかし、「単独性」とは本来そのようなものではない。 

 「この猫」が「他ならぬこの猫」であり、「どんな猫とも替えられない」のは、「この猫」

が「他の猫と特に違った何かをもっているからではな」く、「この私」が「単独的である」

のは、「私が余人に替えがたい何かをもっていることを尐しも意味していない」121。「この

猫」や「この私」は、「ありふれた何の特性もないものであっても、なお単独的（singular）

なのである」122。「単独性」の根拠は、個体にとっての何か「本質的な部分」としての「こ

の私性」に求められるわけではない。「単独性」の根拠はそのような内容的なものであるよ

りもむしろ、極めて形式的なものであると言い得る。極論を言えば、ある個体に「一般化

＝言述不能な部分」が残されていなくても、「単独性」は認められる。特性記述の積み重ね

で十分言い尽くされたような個体であっても、なおその個体は「唯一者」である。「単独性」

は個体の「部分」に宿るものではなく、「身体的・物理的な合成」であり、「諸行為や諸関

係の総体」であるところの個体、もしそれが存在するとすれば「本質的な部分」としての

「この私性」も含んだ、一体としての個体にはじめて「単独性」が認められるのである。

個体とは「それ以上分割すれば消滅してしまうような一つのまとまり」であるのだから、

その個体の「本質的な部分ではない」属性 1 つ欠けてもその個体は同じ個体ではなくなる

はずである123。「一般化＝言述不能」であるのは「部分」としての「この私性」ではなく「こ

                                                   
118 大屋雄裕「エゴイズムにおける「私」の問題」（『名古屋大学法政論集』第 193 号、2002 年）、

6 頁。 
119 同上。 
120 同、7 頁。なお、柄谷も「単独性(singularity)」と同じ意味で「「この」性（this-ness）」と

いう語を用いているが、本稿は大屋の「thisness」は「単独性」とは区別されるべきであるとの

立場を採るため、本稿で「thisness」と言う場合、大屋のそれのみを指す。 
121 柄谷前掲『ヒューモアとしての唯物論』、13-14 頁。 
122 柄谷前掲『探究Ⅱ』、11 頁。 
123 この点を理解しない大屋は、「個々人はあらゆる属性と無縁にそれ自体として完全であ」る
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の私」そのものであり、「概念化されず、言述されず、一般化もされない、胸中で考えられ

た《この私》」とは、それ以上分割不可能な、ありのままで完全である「唯一者」なのであ

る。 

 

 

3．個人主義としての誤解 

 

 シュティルナーに言及する人々が共有する最大の通説は、彼が極端な個人主義を提唱し

たというものである。「個人主義」の中身を厳密に定義しようとすれば大変な難事になって

しまうが、それを個人の価値を重視する思想として極めて大まかに捉える限りでは、「唯一

者」の「享受＝賞味」を何よりも重んじたシュティルナーが個人主義者として取り扱われ

ることは無理のないことである。 

 しかし、我々は既に、シュティルナーが「唯一者」の中にただ「人間」という属性だけ

を見出してこれを均一に扱うことに対して批判的であったことを見た。さらに、「唯一者」

の根拠たる「単独性」は人間に特有の性質ではないことも明らかである。であれば、我々

はもはやエゴイズムを個人主義一般と区別するべきであろう。エゴイズムは、決して「個

人」を重んじない。ただ「唯一者」を重んじるのである。個「人」であることを理由にこ

れを重んじるとすれば、エゴイズムは未だ「人間なるもの」の呪縛から免れていないこと

になってしまうだろう。 

 さて、それではエゴイズムは「個体主義」とでも呼ぶべきであろうか。「個人」を「個体」

に呼び換えても、基本的には同じことである。「唯一者」は「個」ではあるが、「個」に還

元されるものではない。「個」は「特殊性」に対応するものであり、絶えず「類」との関係

に縛られている。一般に、個人主義者は個人が尊重されるべき根拠を、各個人が人間であ

ることに求める。すなわち、個人主義者は「個」の価値の源泉を「類」に求めているので

ある。「個人」を「個体」に言い換えたとしても、「人間」が「動物」なり「生命」なりに

言い換えられるだけであり、「類」‐「個」、「一般性」‐「特殊性」の関係軸に「唯一者」

を還元してしまう点では変わらないだろう。したがって、エゴイズムを論じる者は、それ

を短絡に個人主義その他の「個」の思想に結びつけてしまうべきではない。 

 このように、「唯一者」を「類」に還元し尽くしてしまうことを拒否するために、個人主

義とさえも距離をとるエゴイズムの政治哲学上の意義はどう評価されるべきであろうか。

この点につき、大屋は既にその一部を見た論考において、エゴイズムは「正義論の問題と

相容れない地平にある」と結論づけている124。 

大屋は、エゴイズムにおける〈私〉とは何を指しているのか、という問いを立て、エゴ

                                                                                                                                                     

と考えたのがシュティルナーである、などと誤解を広めてしまう。大屋雄裕『自由とは何か』（筑

摩書房、2007 年）、52 頁。 
124 大屋前掲「エゴイズムにおける「私」の問題」、23 頁。 
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イズムはそうした〈私〉の資格要件について原理的に語り得ない、との答えを導く。大屋

によれば、「仮に何らかの資格要件があると答えるならば人間存在の本質は言述可能なので

あ」るから、〈私〉がかけがえのない「この私」として認められる根拠は、「あらゆる特性

記述からはみ出す部分・一般化＝言述不能な部分に求められざるを得ないのであり、従っ

てそれが具体的になんであるのかと問うことは端的にナンセンスでしかない」125。ゆえに、

エゴイズムは社会構成単位たるべき者としての〈私〉の資格要件について語り得ないと判

断され、正義論を語る上での前提条件を失うとされる。前述したように、「一般化＝言述不

能」なのは必ずしも「部分」であるわけではないが、「単独性」自体が言述不能なものであ

る以上、「それが具体的になんであるのかと問うこと」は、やはりナンセンスである。 

しかし、大屋はおそらく住吉の理論に拘泥するあまりシュティルナーをそれ自体として

捉えなかったために、基本的なところで誤りを犯している。既に見たように、大屋はエゴ

イズムが「自らがある類に属する一個体として一般化されることを拒否する」理論である

と考えているが、この理解は不十分である。シュティルナーは、「唯一者」がある「類」へ

の属性に還元し尽くされてしまうことに抵抗したのであって、一般化それ自体を拒否した

わけではない。繰り返し述べているように、「唯一者」であっても様々な属性や社会的諸関

係と無縁な位置にいるわけではなく、「単独性」は「特殊性」が存在しない地点に現れるわ

けではない。 

したがって、エゴイズムは「この私」（「単独性」）の資格要件（「一般化＝言述不能」）に

ついては語り得ないが、「私」（「特殊性」）の資格要件については自由に語り得るであろう。

「社会のあり方を問うための理論」として、一般化＝言述可能な「特殊性」である「人間」

や「生命」、「国民」や「市民」の資格要件について126、エゴイストは雄弁を振るうことを

躊躇わない。エゴイズムが従来の正義論の地平からは上手く把握されないのは、それが前

正義論的地平に退行しているからではなく、基本的に「一般性」‐「特殊性」の軸から大

きく離れることがない従来の正義論を超え出て、「単独性」を掬い上げるべく先を走ってい

るからであろう。もちろん後方から突出者の妥当性を検証する役割は重要であるが、「特殊

性」を踏まえて「単独性」を云々しているエゴイズムに対して、「特殊性」を云々できない

と批判するのは失当である。 

エゴイストは特に国家の廃絶や「人間」概念の放棄を目的としないので、国民の権利や

人権を自由に「享受＝賞味」可能である。確かにシュティルナーは国家を批判し、制度に

頼ることを批判しているが、それは前述したように一義的には神聖視を戒めているのであ

り、国家の「許可」も「喜んでお受けしましょう」と言っていることからも、権利の恩恵

を受益すること自体は特に拒否されるべきものではない。エゴイストは固有のものだけで

なく、与えられたものもまた自身の「力」とする。しかし、重要なのは、与えられた権利

だけでは十分でない場合であり、「人間」や「国民」としての「特殊性」を必ずしも認めら

                                                   
125 同、12-13 頁。 
126 同、13 頁。 
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れない「唯一者」の存在である。このような問題系に直面してこそ、エゴイズムの政治哲

学上の意義を見出すことができる。 

権利は、「人間」のような「君の中に「徘徊する」あのより高次の存在に敬意を表する」

証として付与される（EE45／上 56）。ひとまず、それはそれとして（貰っておけば）よい

としよう。だが、権利として与えられたものだけでは明らかに不十分な者たちは、ただ我

慢を強いられるべきなのであろうか。また、「人間」の境界が揺らいでいる現状において、

マージナルな領域にいるとされる者たち、あるいは全く「非人間」であるとされている者

たちが有している現実の必要と欲求は、黙殺によって処理されてよいのだろうか。「人間」

の境界が相対化されてきているということは、新たに内部に入ってくる者が有り得ると同

時に、これまで「人間」とされてきた我々の内の誰もが「非人間」として外に押し出され

得るということも意味している。また、我々はしばしば与えられた権利だけでは満足しな

い者で有り得る。こうしたことを考え合わせれば、「人間」から導出される権利を超える「力」

を奪取しようと企図する思想としてのエゴイズムは、「唯一者」たる〈私〉のための政治思

想として有効性を増していると言える。 

個人に認められる権利は何らかの「類」から導出される。したがって、それを超える「力」

を手に入れるための思想は、「類」を前提とせずに個体を捉えられる思想でなければならな

い。「君がそれであるがゆえに君自身であるというそのようにして唯一である」対象として

万物を捉えるエゴイズムは（EE45／上 57）、まさしくそのような思想の要件を満たしてい

るのである。エゴイズムは、人間、（クローン、キメラ、サイボーグ、ロボットなどの）「ポ

スト・ヒューマン」127、動物、植物、その他の属性にかかわらず個体に着目する普遍的な

視座を提供してくれる128。かつてマルクス＝エンゲルスは、シュティルナーの「唯一性」

は「どんなしらみでも砂粒でもが彼と同じようにもっているような質に下落してしまった」

と言うことでシュティルナーを貶めていると信じていた129。しかし、シュティルナーのこ

の形式的かつ普遍的な「唯一性」（「単独性」）は、今や積極的な意義を持つものとして見直

されるべきである。 

 

 

第 6 節 エゴイズムの良心的誤解 

 

                                                   
127 「ポスト・ヒューマン」の到来可能性については、さしあたり稲葉振一郎『「資本」論』（筑

摩書房、2005 年）のエピローグを参照。 
128 動物や植物への権利承認の可能性については、松尾隆佑『利害関係理論の基礎―利害関係

概念の再構成と利害関係の機能についての理論的考察―』（2007 年度一橋大学大学院社会学研究

科修士論文、2008 年 1 月提出）、第 3 章第 1 節を参照（以下のウェブサイトからダウンロード

可能）。 

http://sites.google.com/site/politicaltheoryofegoism/works 
129 前掲『マルクス＝エンゲルス全集』第 3 巻、479 頁。 
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1．利他的エゴイズムと倫理的エゴイズム 

 

 エゴイズムを唱えたシュティルナーを多尐なりとも積極的に評価しようとする論者のほ

とんどが、かれのエゴイズムを通俗的な意味でのエゴイズム、すなわち自己中心的な利己

主義と区別しようとする。例えば、小谷はそれを「利他的なエゴイズム」というほとんど

形容矛盾のような名で呼ぶ。その根拠と意味は明確に示されてはいないが、推測するに、

愛などに伴う献身や自発的な相互扶助をも排除しないエゴイズム、といったような意味か

と思われる。住吉も、｢シュティルナーのエゴイズムは、単なる自己中心主義の egotism と

は全く違う｣と述べる130。住吉は、近年の日本において最も精力的にシュティルナーを研究

し、紹介している法哲学者であり、その功績は大きいが、そのシュティルナー理解が持つ

一定の傾向性には、尐なからず問題がはらまれている。 

 住吉のシュティルナー読解で特に強調されるのは、シュティルナーにおける自我観のポ

ストモダン的解釈である。例えば、シュティルナーの「移ろいゆく自我」には、「すでに他

者との流動的で多層的な関係性が条件として前提されている」と住吉は言う131。だが、果

たして、この解釈は妥当だろうか。まず、シュティルナーの自我観が一貫して統合的であ

る近代的自我観とは異質なことは確かである。住吉の言葉を用いれば、「移ろいゆく自我」

とは、「恒常的な完結性をもたず、絶えざる移行状態において捉えられる」自我であり、「自

己の対象化を否定し、過去にこもることも、規範化された自我像に従属することもなく、

不断に流動する経験的意識なのであり、将来に向かって無限に開かれ変容してゆく可能性

に満ちている」自我である132。これをシュティルナー自身の言葉で見てみよう。 

 

 フィヒテが、「自我がすべてである」というとき、それは私の提議にぴったり一

致するように思われる。しかし、自我はすべてで
、
ある
、、

のではなく、自我はすべて

を破壊する
、、、、

のだ。そしてただ、自ら解体してゆく自我、決して存在
、、

するのではな

い自我――終りある
、、、、

自我のみが、現実に自我であるのだ。フィヒテは「絶対的」

自我を云々するが、私は、私自身のことを、移ろいゆく自我のことを語っている

のだ。（EE199／下 45） 

 

 それでは、こういった「移ろいゆく自我」に「他者との
、、、、

流動的で多層的な関係性が条件

として前提されている」と住吉が解釈する根拠は何か。実は、住吉が強調する「他者性」

への開かれという性格は、シュティルナー自身の文章に寄り添う限りでは見出しがたい。

「移ろいゆく自我」において意味されている主なものは、第 2 節の 3 で述べたような自己

                                                   
130 森村進編『リバタリアニズム読本』（勁草書房、2005 年）、104 頁。 
131 住吉雅美「国家なき社会」（五上達夫・嶋津格・松浦好治編『法の臨界』Ⅱ、東京大学出版

会、1999 年）、144 頁。 
132 同上。住吉雅美「エゴイストは「他者」の夢を見るか？」（『思想』第 965 号、2004 年）、131

頁。 
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発展、自己克服の可能性と、第 4 節の 3 で述べたような「創造的無」としての性質であり、

他者との関わりについて述べた部分は特に無い。したがって、右のような住吉の解釈は根

拠が薄弱である。住吉は何故これ程までシュティルナーにおける（架空の）他者の存在を

強調するのだろうか。以下では、住吉が「唯一者」と他者との関係を強調することで何を

目指しているのかを明らかにした上で、その試みの妥当性を批判的に検討していこう。 

住吉は、自己以外のあらゆる存在を利用し消費していくエゴイストが、愛というエロス

的体験を通して、単なる利用の対象物でしかなかった他人を、別の認識論的自我である「他

者」として見直すようになることを期待する133。住吉によれば、「他者」とは「〈私〉が構

成している対象的世界の外部から到来するものなのであって、その到来によっては〈私〉

の自己同一的主体性（そしてその対象とされた世界）が揺るがされ、場合によっては引き

裂かれ破壊されることさえありうる」134。そして、愛こそこうした「他者」の到来の契機

の 1 つなのである。自己の世界の外部からの「他者」と遭遇した〈私〉は、同時に「他者」

に対する無数の応答可能性を持つこととなり、倫理的地平へと導かれる。また、〈私〉は「他

者」と関わり、「他者」を承認してこそはじめて、「「他者」（に対する・のための・の代わ

りの）「唯一者」となるのである」135。 

ここに至って、住吉は、エゴイズムを唱えるシュティルナーと、無限の倫理を唱えるレ

ヴィナスとの間に大胆なる架橋を達成したように見える。しかし、私には、この架橋はあ

まりにも強引な欠陥工事にしか思えない。こうした住吉法哲学の野心的試み自体には敬意

を表するとしても、その試み自体がシュティルナー研究全体に与えるバイアスを看過する

ことは出来ない。 

 住吉は、シュティルナーが述べるエゴイスト的愛を以て、「他者」の到来の契機になり得

ると考え、そして、ここからエゴイズムと倫理を結びつく手がかりを得ようとしたのであ

った。住吉によれば、エゴイストでさえ、愛の経験においてはつい「〝我を忘れる〟」の

である136。住吉が引くシュティルナーの言葉は以下である137。 

 

私は……（他人格としての）彼の喜び・彼の幸福を気にかけてはならないか。…

…私は彼のために、数知れぬ享受を犠牲にするだろう。彼の愉悦を高めるために、

自らにとっての無数の享受を斥けもしよう。……彼の幸福・彼の愉悦において励

まされること、それはまさに私の愉悦、私の幸福となりもする。 

 

 この引用に続く形で、住吉は、愛によってエゴイストが単なる対象物に過ぎなかった他

人を、尊重されるべき人格と見直しはじめる可能性について述べるのだが、中断されたシ

                                                   
133 住吉前掲「エゴイストは「他者」の夢を見るか？」、132-133 頁。 
134 同、134 頁。 
135 同、135 頁。 
136 同、133 頁。 
137 同上。ただし、元の文章は、EE323-324／下 206。 
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ュティルナーの言葉には、以下のような重要な留保が続いている。 

 

だが、私は彼ゆえに、私を
、、

、私自身を
、、、、

断じて犠牲とするものではなく、私は断固

としてエゴイストでありつづけ――彼を享受＝賞味するのだ。彼への愛なければ

もちつづけたであろうものすべてを、彼ゆえに私が犠牲に供するとしたら、それ

はしごく簡単なことであり、生活の中では、ありそうに思われるよりももっと普

通のことになっている。だが、これは、この一つの情熱が、私の中で、爾余の一

切の情熱よりも強くある。ということより以外の何ものをも証明するわけではな

い。この情熱ゆえにほかのすべての情熱を犠牲にすべきことを、キリスト教もま

た教示してはいる。だが仮に、私が一の情熱ゆえに他の諸情熱を犠牲にするとし

たところで、それで私は特に私自身
、、、

を犠牲にするわけではなく、それによってこ

そ私が真に私自身となりうべき何ものをも犠牲とするわけではなく、私の本来的

価値、私の自己性
、、、

を犠牲とするわけではないのだ。（EE324／下 206-207） 

 

 〈私〉にとって愛する人は、あくまでも〈私〉の「享受＝賞味」の対象である。愛は確

かに「突如」、〈私〉を「襲撃」し、〈私〉を「受動的に」おくかもしれないが138、そのよう

な愛でさえ、〈私〉の「享受＝享受」以外の何物でもない。エロス的体験にもかかわらず、

他人は「享受＝賞味」の対象、利用の対象に留まり、エゴイストが「〝我を忘れる〟」こ

とはない。シュティルナーの主張に則る限り、愛というエロス的契機を通り抜けても〈私〉

にとって他人は利用の対象物に留まるのだから、尐なくともシュティルナー的意味でのエ

ゴイストが倫理的地平に導かれる道は閉ざされることになる。結論として、住吉が目論ん

だような形では、シュティルナー＝レヴィナス的倫理の形成可能性は存在しないと言わざ

るを得ない。 

 遺憾ながら、エゴイストを倫理的地平に導こうとする住吉は、シュティルナー研究者と

してはあまりに不用意な 2 つの過ちを犯している。過ちの第一は、右に挙げたシュティル

ナーの言葉を無視して、愛においてエゴイストが「〝我を忘れる〟」と述べたことである。

シュティルナーの文脈で「我を忘れる」と言えば、「自己性」が失われる事態がすぐに想起

されることとなるが、これは後述するようにエゴイストにとって絶対に避けられるべき最

悪の事態であるはずであり、1 つの「享受＝賞味」に過ぎない一般的な意味での愛などによ

って引き起こされることは考えにくい。世間的な意味と掛けたレトリックを意図したのか

もしれないが、文脈からして不用意と言う他ない。 

 住吉が犯した 2 つ目の過ちは、〈私〉は「他者」に応答せざるを得ない状況においてこそ

「唯一者」となる、としていることである139。この主張を、「ただ、君らが唯一的であると

きにのみ、君らは、君らが在るところのものとして、他と交通しうるのだ」（EE148／上 181）

                                                   
138 同、134 頁。 
139 同、135 頁。 
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と述べたシュティルナーから引き出したとするならば、ほとんど理解しがたい帰結である。

「唯一性」（「単独性」）は「交通」に先行する。「唯一者」とは、「なる」ものではなく、「あ

る」ものである。「唯一者」が「なる」ものだとすれば、それはシュティルナーが批判し尽

くした「聖なる精神」と化してしまう。 

当然のことながら、シュティルナー自身の記述には見出しがたいにせよ、住吉が自我形

成における「他者との関係」を重視すること自体は自由である。しかしながら、「他者との

関係」を「唯一者」たる条件としてしまうならば、それは端的に間違いである。すでに詳

しく見たように、「唯一者」の根拠たる「単独性」はそのようなものではない。もし住吉が

右に見た主張を貫徹したいならば、シュティルナーを批判した上で自身の主張を行うべき

であるし、あるいは最初からシュティルナーの名を出すべきではないだろう。 

 

 

2．「唯一者」の闘争と利己主義 

 

 住吉の理解の問題点は、まだある。それは、以下のくだりの解釈に関わる。 

 

対立はむしろ鋭化されるのがふさわしいのだ。ユダヤ人ならびにキリスト者とし

ての諸子は、あまりにも卑小な対立の中にあり、いわば皇帝のヒゲといった瑣事

をめぐるようにして、単に宗教をめぐって争っているにすぎない。宗教において

はなるほど敵であっても、諸子は、その余の点では
、、、、、、、

、まさに良き友であり、例え

ば人間としては互いに平等というわけだ。にもかかわらず、その余の点ではまた

各人不等なのだ。だから諸子が対立を全的に承認し、各人が頭の天辺から爪の先

まで唯一者として自己を主張するならば、そのときはじめて諸子は、徒らに諸子

の対立をおおいかくし
、、、、、、

たりするような真似はしなくなるだろう。その時にはもち

ろんそれまでのような対立は解消されることになるが、ただしそれはより強力な

対立が従来のそれを己れのうちに含みこんでしまうがために他ならない。

（EE228-229／下 83-84） 

 

 窮極のもっとも決定的な対立、つまり唯一者対唯一者の対立は、根本において、

対立と呼ばれるものを超え出ているのであるが、ただしそれは、「統一」やら一致

やらに逆もどりするのではない。君は唯一者として、もはや他者と何ら共同的な

るものをもたず、ゆえにまた何ら分離・敵対的なものをもたぬというわけだ。[中

略]対立は、完全な――分離
、、

もしくは唯一性の中に消滅するのだ。これはなるほど、

新たな共同性あるいは一つの新たな平等性とも見まがわれかねない。だが、この

平等性はこのときまさに不等性において存立するのであり、そしてそれ自体不等

性より以外の何ものでもないのだ。一の平等的不等性、しかもただ、何らかの「比

較」を試みる人にとってのみ、だ。（EE229／下 84） 
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 住吉は、この部分を、「自然的、所与的に異質なもの同士が」「互いをあるがままに受け

入れること」、「唯一者同士の対立や衝突、摩擦を仮借なく極めるうちに、やがて相互に相

手を異質ではあるが、しかしまさにそのような唯一無二の存在として認容しあうに至る過

程」についての記述であると理解する140。「唯一者」同士が対立することで互いを「唯一無

二の存在」であることを認識するとすれば同義反復に近いから、ここでの「認容」とは「受

け入れること」、すなわち何らかの形での和解や融和が想定されていると言えよう。 

 だが、「対立は解消する」「消滅する」という言葉に引きずられて、シュティルナーが現

実のあらゆる対立の霧消を予言したなどと考えてはならない。ここでの「対立」は第一に

はユダヤ人やキリスト教といった属性に基づく対立であり、第二には「分離」や「唯一性」

に対置される「対立」として多分にレトリック的意味合いを含んでいる。「唯一者」同士は

全く「不等」であり、それぞれ唯一無二の存在として完全に切り離されているので、「人間」

のような共同の基盤の上でなされていた従来の「対立」を超え出てしまう。「唯一者」は不

等なこと、「単独性」を有する唯一無二の存在であることにおいて平等であるから、これを

「平等的不等性」と呼ぶこともできる。「唯一者」同士の関係は、既に繰り返し述べている

ように相互に「享受＝賞味」し合う関係であるから、そうした関係構築が不可能な者同士

であれば、当然対立は生じるであろう。ただし、その対立は共同の上の「対立」ではなく、

「唯一者」相互が完全に「分離」するだけのことであるから、従来の「対立」とは質的に

異なるのである。 

 現実の対立は消えない。それは当然のことであるし、現実主義者シュティルナーに争い

の無い世界などというユートピアへの志向性があったとは到底考えられない。「連合」に関

わって既に述べたように、シュティルナーにおいて何らかの社会的調和のモデル、社会秩

序構想を見出すことは困難である。シュティルナーにはただ、「唯一者」が各自の「享受＝

賞味」のためにどう動くべきか、という個別具体的な「反逆」の企みがあるに過ぎない。

したがって、右の住吉の解釈は妥当とは言えない。住吉も「唯一者」間の闘争が消え去る

とは考えていないが、闘争が最終的には相互認容に収束していくかのような記述の仕方に

は問題がある。住吉がシュティルナーの記述を相互認容過程として読んだとすれば、「唯一

者」に「なる」という見方と併せて、既に見た「単独性」の理解に由来する問題だと思わ

れる。「単独性」を個体全体として現れるものとして捉えるならば、「唯一者」は「ある」

ものでしかないし、〈私〉が相手に固有の部分を認めるか否かにかかわらず、「唯一者」は

「唯一者」でしかない141。ところが、「単独性」を個体の「部分」に位置する「この私性」

                                                   
140 住吉前掲『哄笑するエゴイスト』、157 頁。また、同様の記述は住吉雅美「自由な社会の自

我と倫理」（鬼塚雄丞・丸山真人・森政稔編『自由な社会の条件』新世社、1996 年）、403 頁に

も見られる。 
141 もちろん、どの単位を「個体」と見るかは自明な答えを持たない問題であり、この点に関し

て明確な基準は無い。しかし、個体には「単独性」が認められることは既に明らかなのであるか

ら、仮に、「私は彼に「単独性」を認めない」と言ってみたところで、それは「私は彼を個体と

は見なさない」という言明に差し替えられるばかりであり、それでは彼を一部とするどの単位を

個体と認めるのか、あるいは彼を構成しているどの単位を個体と認めるのか、という反問が直ち
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として捉えてしまうと、個体間の関係は「この私性」の発見過程になってしまい、何か「唯

一者」以前の存在と「唯一者」の間に一種の差別化が働き、「唯一者」は「なる」ものとな

ってしまうのである。そして、相互に「この私性」を発見した「唯一者」同士は相互を受

け入れて調和するものと見なされてしまう。エゴイズムを何か倫理的、利他的に再解釈し

ようとする住吉の誤りの出発点には、「単独性」への誤解があったと言えるかもしれない。 

 さて、ここまで主に住吉のシュティルナー解釈を検討することで確認されたのは、シュ

ティルナーのエゴイズムが、その中心の部分で利他性や倫理性とは程遠い、まさしくエゴ

イズムでしかないということである。もちろん、シュティルナーは快楽や物欲に執着する

偏狭なエゴイズムを肯定的に評価しないし、愛や利他的行動を否定していない。しかしな

がら、「精神」についてもその存在自体を否定するわけではないのと同様、物欲に憑かれて

いる徒も存在自体は許容するであろう。また、愛や利他的行動の最終的な根拠は自己の「享

受＝賞味」に求められる。したがって、シュティルナーのエゴイズムを殊更に利己主義と

切り離そうとするならば、多くの誤解者と逆方向での歪曲をなす結果になってしまうだろ

う。 

シュティルナーのエゴイズムがまぎれもなく利己主義であることは疑い得ない。〈私〉が

何かを求めるのは、「単に目的のための有用性
、、、、、、、、、

、利用価値のため、何らか他の目的のため」

であり（EE188／下 30）、「私にとって、もろもろの対象とは、ただ私が費消する素材であ

るにすぎない」（EE398／下 303）。「私が汝によって喰らわれ消費されるのと同じ」ように、

「汝は私にとって――私の餌、より以外の何ものでもない」（EE331／下 216）。シュティル

ナーは、「自分はもちろんのこと、自分をのぞく他のすべてを自分の栄養とみな」す142。逆

に言えば、栄養にならない、すなわち「享受＝賞味」の対象となり得ないような存在に対

しては全く無関心であるということを意味する。〈私〉は「愛する者の額による苦しげなし

わを見るにしのび」ないので「口づけをしてそのしわを消すのだ」が、「この者を私が愛し

ていないとなれば、そんな奴はいくらでもしわをよせつづけるがいい」ということになる

（EE325／下 208）。「私が君を敬いまた育む」のは、「君自身が、私にとって価値がある」

からであり、「君」の中に「人間なるものが生きている」ゆえではない（EE44-45／上 56-57）。

自然な帰結として、エゴイストは自己が「享受＝賞味」の対象と見なさない個体が窮乏し

ようが餓死しようが関心を払わない。やや露悪的な言い方をすれば、利用価値の無い者は

死んでも構わないのである。エゴイズムがこうした帰結をなすことは不可避であり、それ

ゆえ利己主義と名指されることは不当ではない143。 

                                                                                                                                                     

になされるだろう。何が個体であるかということを争う余地があるということは、個体に「唯一

性」が認められること、すなわちエゴイズムの中心的前提を揺るがすことにはならない。なお、

この点に関してはさしあたり、真木悠介『自我の起原――愛とエゴイズムの動物社会学』（岩波

書店、2008 年）を参照。 
142 大沢正道「戦闘的ニヒリズム」（『現代思想』第 1 巻第 4 号、1973 年）、132 頁。 
143 本稿では、エゴイズムはエゴイズムとして捉えるべきだという立場を採っており、便宜的に

その訳語を想定する場合、「利己主義」が適当だと考えている。既に前節で見たように、「個人主

義」や「個体主義」は適切とは言えない。「唯一者主義」ではエゴイズムに含まれる多様な内容
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ただし、エゴイズムが利己主義であることは何ら消極的に評価されるべきことではない。

自らの諸行為を自己の「享受＝賞味」によって根拠付けるエゴイストは、決して自己の幻

想を他者に押し付けたり、「享受＝賞味」の手段でしかない諸行為や諸思想を自己目的化し

たりすることはない。また、第 2 節の 3 で述べたように、エゴイストが「享受＝賞味」し

ようとするのは専ら自らの現実的行為可能性の範囲内の対象に限られており、絶えずその

範囲を拡大しようとする意志は保持するとしても、各個体にとって実際の「享受＝賞味」

範囲が野放図な程に拡大することは考えにくい。ある強力な個体が専制的に振舞うとすれ

ば、多数の「力」を以てこれを抑制すればよい。多数者の専制が問題と考えられるのであ

れば、言論や物理的抵抗など諸々の「力」を介して制度的抑制を設ければよい。エゴイズ

ムは、自己や他者の現実的行為可能性が何らかの「力」によって制限されること自体を価

値的に問題とすることはしない。さらに、前節の 3 で見たように、「人間なるもの」に基づ

く尊敬や権利に頓着しないということは、逆に言えば、「享受＝賞味」の対象と見做しさえ

すれば、属性や権利の有無にかかわらず対象を尊重するということである。とすれば、そ

こには「人間」や「国民」や「生命」を超えた「唯一者」全てに開かれる普遍的な「連合」

の契機が見出せるのである。ここでの普遍性はなんら「単独性」と矛盾しない。それは、

シュティルナーが述べたところの「平等的不等性」に等しい。あらゆる個体が「唯一者」

であることを強調する点で、エゴイズムは明らかに普遍性を持つ思想である。 

 

 

3．「自己性」とエゴイズム 

 

 最後に、エゴイズムの中心的内容を改めて整理して確認しておこう。森政稔は、シュテ

ィルナーのエゴイズムの多義性について検討を加えている。森によれば、シュティルナー

には 3 つのエゴイズムが混在している。第一に、通常エゴイズムとは呼ばれない「例えば

愛国心やその他集団への忠誠を誓う心性」であり、通常エゴイズムだとされている「金儲

けや所有欲、競争といったブルジョワ的価値観」である144。これらは、いずれも「自己の

欲求の満足を断念させ」る「とりつき」であり、「意図せざるエゴイズム」に他ならない145。

これらのエゴイズムに対置される「自己性」の「享受＝賞味」という意味でのエゴイズム

が、第二の意味でのエゴイズムであり、シュティルナーが肯定するエゴイズムである。そ

して、さらに「本源的な自己保存欲のようなもの」が第三の意味として想定されていると

                                                                                                                                                     

を包括できないように思える。「自我主義」は最も有力な対案であるが、自我もまた「無」であ

ること、自我の確立以前においても個体はエゴイストたり得ること、自我の存在を想定し難い個

体もまた「唯一者」に含まれることなどから、利己主義に優る適訳とは言えない。ただ同時に、

利己主義と言うだけでも必ずしもエゴイズムの思想的豊饒性を指示可能とは思えないこともあ

り、利己主義と自我主義とを併せて言うことでようやくエゴイズムの何たるかが指示可能になる、

といったところが結論として妥当であるかと思う。 
144 森前掲「アナーキズムの自由と自由主義の自由」、239 頁。 
145 同上。 
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される146。 

 森は、シュティルナーがエゴイズムからの不可避性を言うのは、この第三の意味におい

てであると考えている。しかし、それは誤りである。エゴイズムの意味内容は、一貫して

「自己性」の「享受＝賞味」であり、程度や形態こそ異なれ「自己性」が維持されている

からこそ「意図せざるエゴイズム」もエゴイズムの外には出ないのである。再度確認して

おけば、「自己性」の「享受＝賞味」とは、自己の欲求充足、利己的行為によって満足を得

ることであった。注意すべきことに、シュティルナーは「意図せざるエゴイズム」の存在

を指摘することによって、そこで「自己性」の「享受＝賞味」が行われていないと言って

いるのではない。「憑かれている」ことによって、その行為が自己の満足のために行われて

いるということを見失ってしまうことを批判しているのである。それは意図せざるもので

あっても、「エゴイズム」でなくなるわけではない。 

 森は、「意図せざるエゴイズム」においては、「自発的な献身によって、自己性は犠牲に

なっているのではないか」と述べる147。しかし、エゴイズムは「自己性」の「享受＝賞味」

をこそ意味するのであるから、「意図せざるエゴイズム」に陥ることと自己性が失われるこ

ととは、区別されなければならない。シュティルナーによる「意図せざるエゴイズム」に

ついての記述は、以下のようである。 

 

 聖なるものは、ただ、自分自身を自己承認しないエゴイスト・意図
、、

せ
、
ざ
、
る
、
エゴ
、、

イスト
、、、

にとってだけ存在する。この者は、つねに自己のものを探し求めながらし

かも自分を最高の存在とは認めず、ただ自分にだけ仕えていながら、しかも常に

何かより高い存在に仕えていると思い込み、自分より高いものは識らないくせに、

より高いものに酔っている、すなわち、かかるエゴイストは、決してエゴイスト

であろうとはせず、自分を堕しめ、つまりは自分のエゴイズムと闘い、しかも、

ただ「高められる」ためだけに・だから自分のエゴイズムを満足させるためだけ

に、自分自身を堕しめるのだ。彼は、エゴイストたることを止めようとして、自

分が仕え自分を犠牲にできるようなより高次の存在を、天に地に探し求める。け

れども、この者がどれほど奮起して苦行を積もうと、彼のなすすべてはやっぱり

自分自身のためであり、悪名高いエゴイズムは彼から去ることはない。このもの

を私が意図せざるエゴイストと名づけるゆえんである。（EE39／上 49-50） 

 

 「意図せざるエゴイズム」において、人は自分を犠牲にしようとするけれども、それは

結局自分のためであり、自己否定の目的はあくまでも利己である。それが自己否定であっ

ても究極的には利己目的でしかない以上、行為者はエゴイストであり、そこでは「自己性」

                                                   
146 同上。なお、森は片岡訳に従って“unfreiwillig”を「不自由な」と訳しているが、これは

「自由なエゴイズム」が有り得ると想起させる点で誤解を招きやすく、不適当である。したがっ

て、私は「意図せざる」と訳すべきだと考える。 
147 同上。 
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が失われてはいない。他方、シュティルナーは「非利己性」、すなわち「自己性」が失われ

うる状態について、こう述べる。 

 

非利己性とはどこに始まるのか。それは、ある目的が、その所有者であるわれわ

れの気のむくままに処理できるような、われわれの
、、、、、

目的・われわれの所有
、、

である

ことを止める、まさにその時なのだ。それが一の固定された目的あるいは一の―

―固定観念となり、それがわれわれをのぼせ上らせ熱狂させ狂信させはじめると

き、つまりは、それがわれわれの独善
、、

と化し、われわれの――主人となる、その

時なのだ。人が目的に自らの力を及ぼしうるかぎりでは、人はまだ非利己的では

ない。「われここにあり、他なることあたわず」というあの憑かれた者たちすべて

の定言において、人ははじめてそうなる。人は、何らかの聖なる目的において、

それに照応する聖なる
、、、

熱狂によって、そうなるのだ。――（EE65-66／上 81） 

 

 人が目的に自らの力を及ぼし得ることができなくなったとき、人は非利己的となる。そ

れがすなわち、「自己性」の喪失を意味する。「意図せざるエゴイズム」は確かに｢憑かれて

いる｣状態であって、その進行次第では「自己性」の喪失に繋がる可能性を有している。何

らか自己よりも高次なるものへの信仰や忠誠は、「自己性」をないがしろにしがちであり、

「自己性」を弱める危険を伴う。そうした信仰や忠誠をなすのが自らのためでもあるうち

はまだよいが、更なる没入によって目的意識に盲目となれば、「自己性」を失い「非利己性」

に絡めとられてしまいかねない。それゆえシュティルナーは、依然エゴイズムに留まって

はいる「意図せざるエゴイズム」をも戒めているのである。｢憑かれている｣ことそれ自体

が「自己性」の喪失を意味するわけではない。したがって、「意図せざるエゴイズム」と非

エゴイストの間には重要な境界がある。ただし、「意図せざるエゴイズム」は「自己性」を

弱め得るものであるから、両者の境界は絶対的なものではなく、状況次第で移行がなされ

る段階的関係にあると言えよう。「精神」からの逃れがたさを知る現実主義者シュティルナ

ーは、一方で究極的な抵抗線を「自己性」の保持に引くとともに、「自己性」への侵食をよ

り前方で防ぐために「意図せざるエゴイズム」にも警句を発したのである。 

「自己性」の意味を「ある目的が、その所有者であるわれわれの気のむくままに処理で

きる」ことに求めるとすれば、それは「自発性」の重視に等しいと思われるかもしれない。

実際、伊達功はエーリッヒ・フロムを媒介させることで、シュティルナーの「自己性」（「自

己所有」）を「積極的自由」と「自発性」の次元で捉えようとする。伊達によれば、「自己

性」とは「自己の思考や行為が何らの圧迫や強制によらず、一切の権威や神聖さからうけ

ついだものでなく、純粋に唯一者たる自己のものであること」、すなわち「真の自由」であ

り、シュティルナーの説くところは、「自我の実現、自発と創造」を唱えたフロムと一致す

るとされる148。伊達の考える「真の自由」とはフロムが言うところの「積極的自由」であ

                                                   
148 伊達功「マックス・シュティルナーにおける自由の問題」（『松山商大論集』第 12 巻第 2 号、

1961 年）、78、100-101 頁。 



48 

 

り、「全的統一的なパースナリティの自発的な行為」において現れるものである149。 

伊達が言うように、「自己性」の内に「自発性」を見出すのは無理のあることではないし、

シュティルナーが批判した「自由」の範囲が今日から見れば限定的であるように思われる

ことを考えれば、シュティルナーに「積極的自由」への志向性を見出そうとすることにも

それなりの根拠がある。しかしながら、それでもやはりこのような理解は積極的に採るべ

きものではない。例えば突発的な愛のように、決して自発的に選び取ったとは言えない受

動的な行為・状態や、奴隷のように極めて非自発的でおよそ「パースナリティ」の発揮に

は程遠いような状態であっても、シュティルナーはそれが現実の「力」関係において「享

受＝賞味」に結び付く限りで肯定する。行為その他の目的を自らの「所有」にするという

ことは、必ずしも「自発性」に全て還元可能な意味ではない。 

シュティルナーが「自己性」を「自由」から区別しているのは、それなりの理由があっ

てのことである。森は、「自由が自己性を拡張することも十分考えられる」ことから、「自

己性のために自由を犠牲にしてよい」とするシュティルナーの論理は説得的でないと述べ

ているが150、これはやや的を外している。「自由」が「自己性」を拡張することはいくらで

もあるかもしれない。だが、重要なのはその点ではなく、「自己性」が「自由」の基底的条

件となっているということである。「自己性」が失われているところ、すなわち「非利己性」

の支配下において「自由」がどれ程拡張されたところで、それは何のためにあるのか分か

らない。エゴイストたり得ない状態における「自由」は空虚なものでしかないのであり、「自

己性」は「自由」の「享受＝賞味」の前提なのである。このような点からも、シュティル

ナーが行った「自己性」と「自由」の区別は保持されるべき根拠が十分認められるもので

あり、区別の相対化などは試みられる余地があるとしても、エゴイズムの中心的概念とし

ての「自己性」を完全に「自由」の領域に還元し解消してしまうことは避けられなければ

ならない。 

 

 

おわりに――エゴイズムとしてのエゴイズム 

 

 本稿は、シュティルナーに対する主たる誤解を整理しながら批判的に検討することで、

彼のエゴイズム思想の主な内容を描出してきた。以上で明らかになったことは、シュティ

ルナーのエゴイズムとは、アナーキズムやニヒリズムとも異質な、エゴイズムと呼ぶ他な

いような独自の思想的立場であるということである。その解明の過程で、「唯一者」や「自

己性」、「力」や「連合」、「反逆」や「享受＝賞味」といった、シュティルナー独自の概念

の意味内容も、ある程度明瞭にすることができたと思う。ただし、シュティルナーにおい

                                                   
149 エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』（日高六郎訳、東京創元社、1965 年）、284 頁。 
150 森前掲「アナーキズムの自由と自由主義の自由」、241 頁。 
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て無視することのできない重要概念の 1 つである「所有」については、ほとんど扱うこと

ができなかった。彼の市場観の検討と併せて、今後の課題としたい。 

 もう 1 つ、本稿の隠れた目的は、現代的課題に対するエゴイズム思想の寄与可能性の一

端を示すということにあった。近代を通じて、権利の正当化根拠としての「人間」概念は

「国民」や「市民」といった概念を裏付ける究極的権原として機能してきたが、権利主体

としての「人間」の境界、ないしその根拠は、現代においては多様な方面から問い直され

始めている。「ポスト・ヒューマン」や「動物の権利」が語られる中で、「人間」の境界範

囲は相対化が進み、権利主体あるいは社会構成単位として「人間」が選ばれるべき正当性

の根拠は動揺している。科学技術の止むことなき発展の中で、こうした問い直しが今後一

層活発化することはあっても、沈静化することは無いだろう。そうであるならば、我々は

権利主体や社会構成単位として想定される個体に必ずしも「人間」属性を要求しない思想

を将来必要とするのではないか。さらに言えば、「人間」だけでなく、あらゆる属性（「何」）

を前提とせずに、個体性（「誰」）とその必要および欲求をのみ前提とする思想が構想され

るべきではないか。 

本稿は、エゴイズムが個体を「人間」その他の属性に還元せずに「唯一者」として捉え

るがゆえに、「ポスト・ヒューマン」や「非人間」も排除しないで社会構成単位として見做

し得る普遍的視座を提供可能であることを明らかにした。このことは、現代的課題の解決

に対して、エゴイズムが既存の思想的立場とはかなり異なった角度から有効なアプローチ

を為し得ることを展望させる意味で、ひとまずの達成と言えよう。 

無論、こうした「人間」外の者たちや、権利だけでは十分満足しない者たちがいかにし

て「力」を得ることができるのか、という点については、シュティルナーのエゴイズムを

超え出て、より厳密な理論構成が必要とされる。そうした「力」を個の手に引き寄せるた

めの新たな理論構築の試みとしては、既に別のところで詳しい検討を始めている151。 

こうした検討は、シュティルナーが遺した政治思想としてのエゴイズムを継承した上で、

政治理論としてのエゴイズムに発展させる営みである。そこで、今や私はこう言っておか

なくてはならない。私のエゴイズムの前では、シュティルナーのエゴイズムもまた「無」

であるのだ、と。 

 

                                                   
151 松尾前掲『利害関係理論の基礎』を参照。 


