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不平等をめぐる感情 

 

濱 岡 剛 

 

 

はじめに─政治における市民の感情 

 

アリストテレスは『政治学』第 5 巻において、国制変革の要因について、「一般的に言って…

国家の力の高揚に功績のある者は、内乱を引き起こすもとになることを銘記すべきである。

というのは、彼らが名誉を授けられることを妬む(φθονοῦντες)者が内乱をはじめるか、ある

いは彼ら自身が、みずからの優越性のために平等の地位にとどまることに満足しなくなるか

らである」(Pol. V.4, 1304a33-38)(1)、と説明している。人々が「変革に向かう状態にある」(Pol. 

V.2, 1302a23)主要な原因として彼は、「多くのものを得ている者と自分たちが平等であるのに、

少ない配分を受けていると思う」(Pol. V. 2, 1302a26-27)場合を挙げる。何をめぐって人々が抗

争を繰り広げるかと言えば、それは「利得と名誉(κέρδος καὶ τιμὴ)、およびそれらと反対の

もの」(Pol. V.2, 1302a32)である。ここで原因として挙げられた「利得」は、単なる自己利益

の追求だけではない。なぜなら、「利得と名誉が原因で、互いに対して険悪になるのは、…そ

れらを自分の手に収めるためではなく、他人が─ある人は正当に、ある人は不当に─そ

れらを、自分たちよりも、もっと多くもっていることを見るからである」(Pol. V.2, 1302a33-b2)。

『弁論術』によれば、他人の幸福を目にして感じる苦痛である公憤(2)と妬みはともに、それ

らが「『自分にも何か（同じような不幸）がふりかかってくるだろう』という理由ではなく、

ただ『隣人その人の身に何かが生じているから』という理由」(Rh. II.9, 1386b20-21)(3)で生じ

る。アリストテレスはさらに、「利得と名誉」に加えて、抗争の原因として「傲慢、恐れ、優

越、侮蔑、釣り合いを超えた力の増大」(1302b2-3)を挙げている。ここで挙げられている感

情は大きな社会変革を引き起こす端緒となる可能性を秘めている。 

こうした感情は、ある特定の個人と比較して、自分が不当に低く位置付けられているという

意識から生じることが多い。社会全体に対する不満というものではないがゆえに、個々別々に

は大きな力を持っていないかのようにみえるけれども、対象が具体的であるが故に根深く、解

消することが難しく、小さな不満が蓄積されていく。そこから大きな変革が生じる虞もある。 

                                                        
(1) 『政治学』からの引用は、本稿での用語の統一のために一部の用語を変更した以外は、ほぼ牛
田徳子訳によっている。 
(2) セミナーでの発表では νεμεσᾶν の訳語として「義憤」を採用していたが、納富信留氏の指摘
に基づいて再考し、内山勝利氏からのアドバイスによって「公憤」という訳語を採用することに
した。 
(3) 『弁論術』からの引用にあたっては、戸塚七郎訳によるところが大きいが、本稿での議論のポ
イントが明確になるよう、大幅な変更を加えた箇所も少なくない。 
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 現代における正義論の代表的論者であるロールズは、正義の基本原則を提示するにあたって、

「妬みその他の心理的性向によっては動かされない合理的な個人」の間で取り交わされる契約

を基礎に置いた。しかし、採用された正義概念（原則）に対応する「秩序ある社会」を論じる

に当たっては、妬みや特定の心理の問題が扱われなければならないとし、妬み(envy)について

2節をさいて論じている(4)。そこで問題となっているのは、「格差原理によって容認される不平

等は、社会を危険に陥れるほどの妬みを呼び起こしうるか」という問題である。ロールズ自身

はこの問題に対して、妬みがしばしば憤慨(resentment)を装うことから両者が混同されがちで

あることに注意を向けた上で、秩序ある社会においては、集団間の差異は、不利な人々の生活

を不安にさせるほど目立ったものではなく、不利な人々に妬みの傾向があるとしても、それが

強く呼び起こされることはないとしている。 

ポリス（国家）的動物である人間は、他者との関係の中に自分自身を位置付けることで自

己の存在を確認する。それによって快を感じることもあるだろうが、その逆に苦、不満を感

じることも少なくない。妬みは往々にして他者の幸福が奪われることを願い、いわば足の引

っ張り合いによってある種の平等を確保するよう人を促す可能性がある。 他方、公憤は、妬

みと類似する面があるが、自分との比較とは無関係に、他者が不当に幸運を享受しているこ

と見て感じる苦痛であり、他者が不当に不幸な状態であることを見て苦痛を感じる憐れみと

ともに、社会にとって望ましい感情であるといえよう。ポリスでは各市民が徳についてお互

いが「よく生きる」ことに注意を払うのが望ましい(Pol. III.5, 1280b5-6)。だから、単に自分

の関わる不平等についてだけでなく、自分と利害関係がない場合でも、正義がなされていな

い場合にはその状態にあることを是正すべく行動できるような市民であることが求められる。

その点で「公憤」という感情は正義の実現と結びつく貴重な感情であると思われる。 

 

 

１. 感情論における三つの論点（怒りの分析を手がかりとして） 

 

アリストテレスによれば、言論を通じてもたらされる説得には三つある。「すなわち、一

つは論者の人柄にかかっている説得であり、いま一つは聞き手が或る状態に置かれているこ

とによるもの、そしてもう一つは、言論そのものにかかっているもので、言論が証明を与え

ている、もしくは与えているように見えることから生じる説得である」(Rh. I.2, 1356a1-5)。

二つ目が感情を通じての説得であり、アリストテレスは第 2 巻の前半において個々の感情に

ついて論じている(5)。 

                                                        
(4) Rawls, Theory of Justice, 2nd. ed. (Oxford UP, 1999), pp.464-474. 
(5) アリストテレスは感情について網羅的に論じているわけではない。その取捨選択にどのような

意図が働いているかということを検討することを通じて、田中享英氏から指摘された感情論の位

置づけの問題についても何らかの解答を示すことができるかもしれない。 
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 第２巻第１章によれば、感情(πάθη)とは、「それゆえに人々の気持ちが変わり、判断の上に

差異をもたらすようになるもので、それには苦痛と快楽がつきまとっている」(1378a19-21)も

のである。ここでは、感情そのものの本質規定ではなく、もっぱら弁論との関連で必要な限り

で感情が規定されている。 

 さて、第２章から第１１章にかけて、個々の感情について論じられているが、分析の際のポ

イントは、次の三つである。すなわち、「怒りを例に取れば、(1)どのような状態にある時(πῶς 

τε διακείμενοι)怒るのか、(2)どのような人に対して(τίσιν)怒るのが普通であるのか、また、(3)

どのようなことで(ἐπὶ ποίοις)怒るのか(6)、の三つである」(II.1, 1378a23-25)。この三つの要素

を押さえることによって、聞き手に或る感情を抱かせ、判断に影響をおよぼすことができると

いうのである。 

次に、これらの三つの論点を「怒り」に関する分析の中で確認すると共に、怒りと不平等

との関係についても確認しておこう。 

怒りは、「軽蔑することが相応しいとは言えないのに、自分、または自分に属する何ものか

に対して軽蔑と思われることがあったため、これに復讐と思われることをしようとする、苦痛

を伴った欲求である」(1378a30-32)、とされる。軽蔑に対して復讐を欲求するのが怒りであり、

他の感情と異なり「欲求」と説明されている。この説明は、「怒りはしばしば憎悪よりも行動

的になる。なぜなら、怒りは計算を無視するから、人はもっと直情的に相手を襲うからである」

(Pol. V.10, 1312b28-29)という怒りの特徴を示唆している。 

次に、三つの論点を順に確認していくが、第2章の論述は、先の引用で提示されたのとはほ

ぼ逆の順番になっている。 

 (3)怒りという「復讐の欲求」が生じる原因は、相応しくない軽蔑である。「軽蔑とは、明ら

かに何の価値もないと心に思っているもの(τὸ μηδενὸς ἄξιον φαινόμενον)について、その思い

がはっきり形をとって現れることである」(II.2, 1378b12)。軽蔑は他者の価値を否定すること

であり、怒りはそれに対する反発である。ここでは各人の価値は、優劣の比較によって意識化

される。生まれや、能力や徳といった点で優越している「支配するに値する
、、、

(ἄξιος)者は、支

配されるに値する
、、、

者よりも大きく優越している」(1379a3-4)ので、「より劣っているものから大

事にされるのが相応しい(προσήκειν)」(1378b34-35)と考えていたにも関わらず、そのように遇

されない場合に怒りが生じる。怒りの規定で、「軽蔑される
、、、、、

ことが相応しくない」ではなくて、

「軽蔑する
、、、、

ことが相応しくない」とされている点は注意が必要である。怒りは、「軽蔑するの

が相応しくない者」に対して「軽蔑が原因の怒り」が生じるとされていることから考えると、

軽蔑する人が、軽蔑の対象となる相手との関係で、そうするに相応しい位置にいないことが考

えられている(7)。 

                                                        
(6) (3)については、たとえば、「どのような理由によって」(1379a11)と言い換えられたりもしてい

る。 
(7) Cf. Elster, J., Alchemies of the Minds (Cambridge UP, 1999), pp.63-4. 
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人がなぜ軽蔑するかというと、「相手にひどい仕打ちをすることにより、自分たちが相手よ

り優越していると思うことにある」(Rh. II.2, 1378b27-28)。「他人に優越しているという表象」

(I.11, 1370b32)は、「強い弱いの違いはあれ、誰もが欲求し続けているもの」(1370b34)である。

もちろん、相手が自分よりも優越していることが明らかであるなら、軽蔑されたと感じない。

現実の優越関係に対応し、しかも当人がその優越関係を納得している場合には、それに応じた

振る舞い方に対して怒るということはないだろうが、現実の優劣関係に対応していないと思う

場合、人は怒りを感じ、それに対してリアクションを取ろうとする。なんとなれば、「復讐す

ることは快いことである。なぜなら、それが達せられないと苦痛になるようなものについては、

それが成し遂げられることは快いからである。怒っている人は、その復讐ができない場合には

この上ない苦痛を覚えるが、仕返しの期待が持てると悦びを感じる」(Rh. I.11, 1370b30-32)。

怒りには、「復讐への期待から生ずるある種の快楽が伴うことになる」(II.2, 1378b1-2)。 

(2) 次にアリストテレスは、「人々が怒るのは彼ら自身がいかなる状態にある時であるか」

(1379a10-11)を論じる。これは「本人が、そのような状態にある時、怒りに走りやすい」(1379a30)

状態を説明するものであり、アリストテレスは、人が怒りっぽくなる状況(8)を列挙することで

説明に代えている。まず挙げられるのは、苦痛を感じていて、何かを欲求している場合に、そ

れを邪魔された場合、すなわち、「欲望を持っていて、それがすんなり満たされない人々」

(1379a17-18)の場合である。こうした状況では、通常であるならば、他者に対して優位に立っ

ている（あるいはそう思っている）人が、一時的に弱い立場に置かれることになる。弱い立場

が日常的である人でならば、それを気にしないであろうが、そうではないだけに、「今自分が

おかれている状態を軽蔑するような人」(1379a19)が出てくる。彼は本来の状態では「軽蔑す

ることが相応しい」者ではないだけに、人はそこに軽蔑を読み取り怒るのである。社会におけ

る一定の格付けを前提とし、それが一時的に崩れた時に軽蔑を受けやすく、またそれが一時的

であるが故に、怒りを呼ぶことになる。 

さらに、「自分の待ち受けていたものが、現に起こっていることとたまたま反対のことであ

るという場合」(1379a24)が挙げられる。この場合と軽蔑との関連性を理解するためには、「友

人でないものよりも、友人に対してより激しく怒る。というのは、友人からは、よくされない

よりも、よくされることのほうが当然と考えるからである」(1379b2-4)という指摘が参考にな

る。友人からの軽蔑は、知らない者からの軽蔑よりも心に突き刺さる。つまり、自分を下に見

                                                        
(8) Kennedy,G.A.(tr.), Aristotle: A Theory of Civic Discourse (Oxford UP, 1991), p.127 は「怒った人の心

の状況(the state of mind of those who become angry)」と説明を加えているが、心理状態に限定され

るわけではない。アリストテレスは(2)に関する議論を、「時節や時期や状態や年齢など、どのよ

うなものが、そして、どのような場合に、どのような時に怒りに走りやすいか、という点は、そ

れからまた、これらの条件が多く重なっている時には、それだけよけい激しやすいということも、

もう明らかである」(1379a26-29)と結んでいる。ここで問題となっているのは、「弁論によって、

聞き手を実際に起こっているのと同じ状態になるよう仕上げる」ことであり、そのために必要な

状況を作り出すことである。 
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るような扱いが期待されていない場面でそのようなことがなされた場合には、自分が軽んじら

れていることが強く感じられるのである。 

 (1) 状態の問題に続いて、アリストテレスは怒りの対象となる相手について論じる。これ

までの記述から予想されるように、何らかの仕方でその当人を軽蔑する者に対して怒る。その

他、「自分が特に真剣に取り組んでいるものを悪く言ったり、無視したりする者…例えば、哲

学の研究に誇りを持っている人は、誰かが哲学に対してそういう行動を取る場合、この人に対

して怒るのである」(1379a34-27)といった例が挙げられる。 

「また、なんのとりえもない者たちが、何かで自分を軽蔑するような場合、彼らに対して

はより激しい怒りを覚える。なぜなら、われわれの前提によれば、軽蔑が原因の怒りは、軽蔑

するに相応しくない者に対して向けられる(πρὸς τοὺς μὴ προσήκοντας)、ということであるが、

しかし、より劣っている者にとって相応しいのは、自分よりも優れている者を軽蔑しないこと

なのだから」(1379b10-13)。「軽蔑するのに相応しくない」あるいはその資格がないことの根拠

が、軽蔑するものが軽蔑されるものと比してより劣っているということに求められている。 

 

 

２. 他者の不幸に対する感情（憐れみ） 

 

アリストテレスは、怒り（第２章）と穏和（第３章）、友愛と憎しみ（第４章）、恐れと大

胆さ（第５章）、恥と無恥（第６章）、親切と不親切（第７章）という具合に、感情論を対に

なる感情の組み合わせで論じている。これらに続いて、憐れみ（第８章）、公憤（第９章）、

妬み（第 10 章）、競争心（第 11 章）を取り上げる。公憤は憐れみと対立するものとされるが、

「妬みもまた、同じようにして憐れみに対置される、と考えられるかも知れない。つまり、

それは公憤と同族であり、同一のもののように考えられるからである。しかし、実際は公憤

とは別物である」(1386b16-18)。そして、第９章、第 10 章のいずれでも、当該の感情が、判

定者が憐れみの感情を持たないようにし向けるのに役立つことが強調される。 

「憐れみとは、その悪に見舞われるに値しない(9 )人が破滅につながるような、または苦痛

に満ちた悪に見舞われているのを目にした時に感じられる一種の苦痛で、ただその悪が、自

分自身か身内の誰かがひょっとして見舞われるかも知れないと予想されるようなものであっ

て、それも近いうちに見舞われそうに思われる場合にかぎられる、と定義しておこう」(II.8, 

1385b13-16)。憐れみは本来不幸であることがその人の価値からして相応しくないと思われる

ような悪に見舞われる人を見て感じる苦痛であるが、ここではアリストテレスは、自分（な

いし自分に近い人）にも同じことが起こるかもしれないと思えるような場合に限られること

                                                        
(9) 本稿では、ἀνάξιος を一貫して「値しない」と訳すことにする。「不当な」などの訳語は、た

とえば、犯罪行為によって不幸あるいは幸福になったといった状況を連想させる可能性があるが、

結果に至るプロセスそのものの不当性は直接には問題とされていない。 
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を強調している。つまり、不幸になりそうにない人が不幸になることを、まさに我が事のよ

うに他人の不幸を見る時に起こる感情だとされる。したがって、ここでのἔλεοςは、「憐れみ

(pity)」よりも、不幸な人に対する「共感(sympathy)」に近い(10)。 

(3) 人が憐れみを覚えるはどのような状態のときであるのか。「破滅的で苦痛にみちた不幸

が、自分自身なり身内の誰かなりにふりかかったことを思い起こしているとか、そのような

ことが自分自身なり身内の誰かなりにおこるだろうと予想している場合」(1386a1-3)がそうで

あるとされる。 

(2)「憐れみのきっかけとなるもの( ἐφ’ οἷς μὲν οὖν ἐλεοῦσι)」(1386a17)は、「苦悩と苦痛を

もたらす不幸のうち破滅につながるようなものすべて、すなわち、崩壊をもたらすようなも

のと、運が原因をなしている不幸で重大なもの」(1386a5-7)である。憐れみの対象となる人は、

悪に見舞われるに値しない人であるのだから、その人が不幸であるのは、その人自身に責任

があるような事柄であってはいけない。だから、「偶然がその原因となっているもの」(1386a9)

でなければならないことになる。 

では、(1) 憐れみを覚える相手はどのようなものであるか。その人に値しないような不幸な

状態にある人がそれであるのは憐れみの規定から明らかであるが、ここでアリストテレスが

強調するのは、憐れむ人と憐れまれる人との近さである。「人々が憐れみを覚える相手である

が、それは自分のよく知っている人々である。ただ、その親しい関係があまりにも近くない

場合に限る」(1386a18-19)。そしてさらに、「憐れみを感じるのは、年齢、性格、持ち味、社

会的地位、家柄などにおいて自分と同じような人々(τοὺς ὁμοίους)に対してである。というの

は、このような人々のどの場合にも、その不幸は自分にも起こるかも知れないという思いが

ひとしお強いからである。なぜなら、一般的に言うなら、ここでもまた、我が身に降りかか

ったら恐ろしいと思うようなことが他人にふりかかっている時、人々は憐れみを覚える、と

言うべきである」(1386a25-29)。具体的に共感をすることができるためには、相手が自分と似

たものであるという意識がポイントとなる。比較的身近な人であればあるほど（ただし、身

内といえるほどには近くはない場合）、「その災難が本人にとって値しないもの(ἀναξίου)であ

る」ことは明らかであり、なおまた「目の前にまざまざと再現されている」(1987b7)がゆえ

に、それに対する共感も容易となる。ただし、後で見るように、妬みもまた「自分と同じよ

うな人」に対して生じるとされる。社会的地位など、同じような立場であるからこそ、その

人の（値しない）不幸に共感できるが、逆に善に恵まれた時には、妬みの対象となりやすい。 

 

 

３. 他者の幸福をめぐる感情（公憤、妬み、競争心） 

 

                                                        
(10) Rapp, C.(tr.), Aristoteles Werke in deutshcer Übersetzng 4, Rhetorik (Berlin: Akademie, 2002)は、

Mitleid という訳語を採用している。 
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他者の不幸に対する感情である憐れみに続き、第９章では他者の幸福に対する感情として

公憤(νεμεσᾶν)が持ち出される。「当人にとって値しない他者の不幸に苦痛を覚えること」で

ある憐れみに対応する公憤は、「当人にとって値しない他者の幸福に苦痛を覚えること」であ

る。この二つの感情は同じすぐれた人柄から生じたものであるとされる。「その人に値しない

不幸な状態にある者に対しては共に嘆き、憐れみを覚え、その人に値しない幸福な状態にあ

る者に対しては公憤を覚えなければならない」(Rh. II.9, 1386b12-13)とされ、道徳的によい感

情であることが強調される。 

そして、第 10 章では、妬み(φθόνος)が次のように定義される。「今まで述べてきた善いも

のによって自分と同じような者が恵まれた状態にあるのを目にすることで生じる一種の苦痛

であり、それも、自分に何かよいことがあってほしいという意図あってのことではなく、も

っぱら相手のその状態が原因で生ずる場合のことである」(II.10,1387b23-25)。 

続く第 11 章では、他者の幸福に対する感情として競争心(ζῆλος)が取り上げられる。これは、

「人々に尊重され、また自分も手に入れることのできるような善いものが、生まれつきは自

分と同じような者の手元にあるのを目にして感ずる、それも他の者が持っているからという

ことではなく、自分自身が持っていないという理由で感ずる、一種の苦痛」(1388a32-35)と定

義される。 

これらの感情はみな他者の幸運に対するある種の苦痛であるが、それらの違いを先に挙げ

た感情論で扱う三つの論点に即してまとめてみよう。 

(1) どのような状態の時に感情が生じるのか。 

・公憤：当該の他者がそれに値しないのに手に入れているものについて、自分自身はそれ

を受けるに値すると考える時。 

・妬み：他者と自分とが同じような者であると考える時。 

・競争心：当該の善いものを現在は持っていないが、自分がそれを得ることは可能であり、

また自分はそれに値するものであると考えている時。 

(2) それらの感情の対象となる（幸福な）人はどのような者か。 

・公憤：幸福に値しないのに幸福である者（善い者ではないのに、善い者にこそ相応しい

善いものを得ている者） 

・妬み：値しないかどうかとは関係なく、自分と同じような者 

・競争心：自然本性によって自分と同じような者（かつ、優れた者）。争いの的となるよう

な善いものや、それに値するものを所有している者。 

 (3) どのようなことでそれらの感情が生じるのか。 

・公憤：「値しない幸福に対して(ἐπὶ ταῖς ἀναξίαις εὐπραγίαις)」(1386b11)。善い人や、生

まれつきの善さを備えている者に値するようなもの（富、権力など）を、それに値しない者

が持っていること。そうしたものが自分のものになることを望んでのことではなく、値しな

い者が持っているというそのことゆえに苦痛を感じる。 
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・妬み：相手が「善いものによって恵まれた状態にあると思われることに対して(ἐπὶ 

εὐπραγίᾳ φαινομένῃ … ἀγαθῶν)」(1387b23-24)。人々（特に自分自身）がそれについて名声

を得ようと望んでいるものや、幸運の産物を他者が持っていること。それを所有することで

わずかに優位に立てるようなものを他者が持っていること。何かを自分のものにするために

ではなく、他者が持っているという事実ゆえに苦痛を感じる。 

・競争心：「善いものが（相手の）手許にあることに対して(ἐπὶ φαινομένῃ παρουσίᾳ ἀγαθῶν)」

(1388a32-33)。善いものが自分のものではないという点で苦痛を感じる。 

○（補足）他の感情との関連 

公憤←（同じ人柄）→憐れみ 

公憤→他者の値する不幸への喜び（同じ人が両方の感情を持つ） 

妬み→他者の不幸への喜び(ἐπιχαιρέκακος(11), Schadenfreude)（同じ人が両方の感情を持つ） 

競争心→優れた点をもたない者の軽蔑（同じ人が両方の感情を持つ） 

 

これら三つの感情はいずれも、他者の幸福に対して感じる苦痛であるが、他者の幸福のど

のような面を見ているかで異なっている。競争心の場合には「諸々の善いものが（他人の下

に）あること」と声明されており、競争心が「相手が（善いものを）持っていること」より

も「自分自身が持っていないこと」ゆえに苦痛を感じるという指摘と共に、競争心のある人

の関心が、対象となる人よりも、その人に属するものに向けられていることが強調されてい

るといえよう。 

 それに対して、公憤と妬みは他者の幸福に向けられた感情とされるが、アリストテレ

スは妬みについてだけ「幸福と思われるもの」と「…と思われる(φαινομένῃ)」という限

定を付けている。この限定は、怒り(1378a30-32)、穏和(1380a11)、恥(1383b13)、憐れみ

(1385b12-15)、妬み(1387b23-25)、競争心(1388b32-35)の規定ないし説明の中で用いられて

いる(12)。一般に感情の生起は、当人が状況をどう見ているかに左右される。しかし、公

憤の位置づけは他の感情とは異なっている。「われわれは神にも公憤の感情を帰属させ

る」(II. 9, 1386b14-15)とも言われ、倫理学では徳に準ずる感情として説明されるような

ものである、公憤の対象となる人の幸福は、その人の価値に反して生じているという意
                                                        
(11) この語は「悪意」と訳されたりするが、「悪意」は、英語の malice と同様、「他人に害を与え

ようとする心」（『広辞苑』）という意味であるから、ギリシア語を的確に言い表すことができない。

ドイツ語の Schadenfreude が適訳だが、日本語の一語で言い表す語を思い浮かべることはできない。

なお、他人の不幸を喜ぶとはいえ、誰彼なしに不幸を喜ぶというわけではなく、むしろ妬みにお

いて対象が不幸となるのを期待し、それが現実になった時の感情がこれであると考えるべきであ

るから、妬みが前提となる感情であると考えてよい。 
(12) これらの φαινόμενος は、「あからさまな(conspicuous)」という意味に解釈されることも多い

が(Cope, Kennedy, Grimaldi など)、Cooper,J., “An Aristotelian Theory of the Emotions”, in Reason and 
Emotion: Essays on Ancient Moral Psychology and Ethical Theory (Princeton UP, 1999), p.419, n.23 の解

釈に従う（Rapp, Chiron も同様）。もし「あからさなま」という意味で用いられているとするな

らば、公憤の箇所はその語が付け加えられるに相応しいものであるはずである。 



不平等をめぐる感情  55

味で「不正」であるから公憤を引き起こす。公憤を抱く人の直接の関心は他者の状態、

すなわち他者の価値と彼が得ている幸福とのアンバランス
、、、、、、

に対して異を唱えているので

あり、（自分のこととは無関係に）幸運がそれに相応しい人のもとに訪れていないことの

理不尽さに憤慨するのである(13)。もちろん、自分よりも優位に立っている人に対して、

彼はそれに値しないと憤慨しながらも、現実には単なる妬みの偽装に過ぎないことも考

えられないではない。むろんそうなら公憤とは言えない。だから、アリストテレスは、

公憤を抱く人はどのような人かを論じるときには、通常では妬みを抱きそうな立場にな

い人を挙げているのである。それに対して、人が誰かに対して妬みを感じる場合、妬み

人が相手を自分よりも恵まれた幸福な状態と見るからこそであり、たとえそれが誤解に

基づいていたとしても妬みが生じる理由として十分なのである。競争心についても、そ

の感情を引き起こすのは、誰かに善いものが備わっていて、自分にはないとみなすこと

によってであり、彼がそうみなしたという事実だけで十分である。 

また、妬みと競争心とは「自分と同じような者について(περὶ τοὺς ὁμοίους)」(1387b24. 

1388a33-32)の感情であるのに対し、公憤についてはそのような限定はない。公憤を抱くよう

な人として、「自分は善いものを持つに値するものであり、しかもそれを現に所有している者」

(1387b23-25)が挙げられている(14)。少なくとも、対象に対して心理的に優位に立てる場合が

想定されている。それに対して、妬みや競争心は、相手と自分とは同等であると考えている

場合である（それゆえ、市民すべてが「無条件的に平等であること(ἁπλῶς ἴσοι εἶναι)」(Pol. V. 

1, 1301a30)を標榜する民主制においてこの感情は顕著であろう）。しかしながら、妬みについ

ては単に「同じような者」というだけであるのに対し、競争心では「自然によって同じよう

な者」と言われている。この「自然によって(τῇ φύσει)」という語が付け加えられているポ

イントは何か。Sokolonは、この付け加えによって、「妬みは、妬む者が自然によって所有で

きるものに限定されないが、競争心は、そのようなものに限定される。たとえば、ボブはジ

ュディーの有する子供を産む能力に競争心を持つことはできないが、妬むことはできるかも

しれない」(15)ということが示唆されているとする。つまり、競争心が起こるのは、素質の点

では自分とそれほど変わらない者に対してであり、そのような者が自分の今有していない善

いものを持っていることに対して、苦痛を感じ、それを獲得すべく努力しようと思うのであ

                                                        
(13) この点に関連して神崎繁氏から、アリストテレスは判断の基準を想定しているのか、という

質問があった。妬みのように相対的価値が問題になっているのではないので、明示的に論じては

いないが、何らかの基準を想定しているであろう。ただ、この問題に関しては、神崎氏の指摘の

ように、『政治学』と『弁論術』の議論のコンテクストの違いをどう見るか、さらに検討する必要

がある。 
(14) Ben−Ze’en, A., “Aristotle on Emotions towards the Fortune of others,” in Konstan,D. & Rutter,N.K. 
(eds.), Envy, Spite and Jealousy:The Rivalrous Emotions in Ancient Greece (Edinburgh UP, 2003), p.104
の図では、主体の相対的位置という点に関して、indignation が、主体の「優越(superiority)」では

なく、「劣等(inferiority)」の側に位置づけられているのは、アリストテレスの記述に反する。 
(15) Sokolon,M.K., Political Emotions: Aristotle and the Symphony of Reason and Emotion (Northern 
Illinois UP, 2006), p.154. 
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る。 

 これに対して、妬む人は、相手が「自分と同じような者」であるとみなしているのである

が、特に素質の同質性を意識し、自分もそれを獲得する能力があるとは必ずしも考えない。

「自分と同等で同じような者(τοῦ ἴσου καὶ ὁμοίου)」(II.9, 1386 b19-20)ということについて、

「家系や血縁関係や年配、人柄、世評、財産などの面で同じような人」(1387b27-28)と説明

されている。他者と自分とが同等であり、だから他者が得たものが「もともと自分に属すべ

き(προσῆκεν)もの」(1388a21-22)であると考えているにもかかわらず、さまざまな要因で他者

だけが善いものを持っていて、自分は持っていないという事実を前にして、相手に対して自

分が低い位置にいることを強く感じさせられるのである。この裏返しとして、「自分たちの目

から見ても、自分たちのほうがかなり後れをとっていると思われる相手」には妬みを抱かな

い。「非常に大きな優越性ないし劣等性は、人を妬みの届かないところに置く」(16)のである。 

 こうした劣等意識が妬みを生み出すので、当該の善きものに対する選好が、妬みのきっか

けになるとしても、競争心のある人と違って、自らその選好を充足すること自体には意識は

向かわない。競争心のある人は、自分の能力に自信があるゆえに、「優れて善いものを自分も

手に入れようと心掛ける」(II.11, 1388a36-37)が、それに対して「妬む人」は、もっぱら相手

との優劣に目がいっているが故に「隣人がそれを持たないように仕組む」(1388a37-38)のであ

り、他人が持っていることで苦痛を感じた当のものを、その人が失った時には喜びを感じる

(II. 9, 1387a1-3)(17)。 

 このように妬みと競争心は、自分と相手との等しさを前提にしているという点では共通し

ているが、主たる関心が異なり、そのために前者は低俗とされ、後者は優れたものとされる。

妬む人は、等しさの存在を想定しながらも、等しくないという現実を受け入れて、自らを相

手の立場まで高めることをあきらめている。あるいは、他者が幸福であるのは、「幸運の産物」

(II.10, 1388a2)にめぐまれたからであって、自らの力が足りないためとは考えない。「一般に、

善いものの中でも人々の妬みが集まるようなものは、運がその原因をなしている」(I.5, 

1362a5-6)。だから他者の幸福に対する苦痛が、善いものをめざした競争につながらない。 

 

４. 正義感としての公憤、低俗な感情としての妬み 

 

 公憤と妬みは、倫理学でも取り上げられている（ただし、公憤にはνέμεσιςという語が用い

られている）。それは『ニコマコス倫理学』と『エウデモス倫理学』の中庸論において取り

上げられているが、前者ではそれらを徳-悪徳とせずに、中庸論が感情にも適用可能である例

                                                        
(16) Cope,E.M., The Rhetoric of Aristotle, II (Cambridge UP, 1877), p.126. 
(17) 第 10 章では、この点についてはあまり触れられていないように見えるが、末尾近くで「妬み
を抱いている人々が、いかなることで、いかなる人に対し、いかなる状態にある時に悦ぶのか

、、、、
、

という点も明らかである」(1388a25-26)と言い、妬みを抱く人は同時にまたいわゆる Schadenfreude
を抱く人でもあることが自明視されている。 
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として言及されるのに対し、後者では、徳-悪徳の例として論じられている。『エウデモス倫

理学』第 2 巻第３章では、「人が妬みやすいのは、然るべき以上の不幸について苦痛を感じる

ことによる（なぜなら、値する人たちも、幸福であることで、妬みやすい人に苦痛を与える

からである）」(EE. II.3, 1221a38-40)と述べることで、妬みが中庸に対して超過であることを

説明し、不足の悪徳の方は無名称であるとして、「値しない人たちが幸福であることに対して

も苦痛を感じない」(1221a40-b1)と説明している（ただし、この悪徳についても「超過」とし

て説明しているため、表面上は不整合な印象を与えている）(18)。この説明に従うならば、違

いは次のようになる。 

  超過：妬み   値する人の幸福にも値しない人の幸福にも苦痛を感じる。 

  中庸：公憤   値しない人の幸福に苦痛を感じる。 

  不足：無名称  値する人の幸福にも値しない幸福にも苦痛を感じない。 

この図式では、他人の幸福に対する苦痛について、苦痛を感じる他人の幸福の範囲が広いか狭

いかという、程度の違いで違いが説明されている。なるほど、どれだけの範囲の人に対して苦

痛を感じるかという点に限定すれば、この図式が当てはまらないではない。また、『ニコマコ

ス倫理学』第２巻第７章で不足の例として挙げられている「悪意(ἐπιχαιρεκακία)」よりは、

この「無名の悪徳」の方が不足の悪徳として相応しいように思われる。けれども、こうした分

析は妬みと公憤の本質的違いを曖昧にする。また、妬む人は見境なく幸福な人を見て妬むとい

うわけではない。妬む人は、「自分自身が切望しているとか、自分は当然所有すべきだと考え

ている」(II.10, 1388a3-4)善いものを相手が得て恵まれた状態にあることを見て、苦痛を感じる

のであった。だから妬む者が何に強い関心を持っているかによって、幸福な人に対して妬みを

感じたり感じなかったりする。それに対して公憤の場合は、特定の善いものを持つか持たない

かという点がポイントになるのではなく、その人の幸福が、その人の価値に相応しいものであ

るかという観点から判断される。それは正義の問題でもある。「人の価値に反してなされるこ

とは不正である」(II.9, 1386b13-14)からこそそれに憤りを感じるのである。こうした点からす

れば、『エウデモス倫理学』での説明が不適切であることは明らかである。では、倫理学の文

脈で、公憤のような感情はどのような意義を有しているのだろうか。『ニコマコス倫理学』の

徳の各論では、つつしみという感情については一章（第４章第９章）を充てて説明しているが、

公憤や妬みについては詳しい議論がない。神話ではΝέμεσιςは「Δίκηの使者」(Pl. Leg. 717D)

であるように、公憤は正義に関係する感情であり、道徳的な意義は小さくないはずである。 

 公憤は対象となる他者自身の価値を問題とする。この価値に関してBen-Ze’enは、個人的価

値(personal desert)と道徳的資格(moral entitlement)を区別すべきであるが、アリストテレスでは

それがなされていないのが問題であるという。前者は、「私は福引きに当たるに値する」(‘I 

deserve to win the lottery’)というような場合に主張される価値であり、後者は「彼女は昇給を

                                                        
(18) Cf. Mills,M.J., “φθόνος and its Related πάθη in Plato and Aristotle,” Phronesis 30 (1985), pp.6-10. 
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受ける資格がある」(‘She is entitled to receive an increase in her salary.’)というような場合の価値

であり、これは、他者との関係を構成する義務を指し示している、と言う(19)。 

 たとえば放埒で知られる人が思いがけず叔父の遺産を相続して金持ちになったとしよう。も

し彼が遺言書を偽造したとか、叔父をだまして自分に有利な遺言書にサインするようしむけた

とかいうことが明らかになれば、人々は大いに憤るし、裁判を通じて罰が与えられ、相続は無

効になるだろう。しかし、そうした不正がなければ、彼には金持ちになる資格があり、そのこ

と自体に口を挟むべきではないと考えられる。たしかに、「尊重されるべき善いものが伴わず

に、幸運だけに恵まれている場合には、幸運に恵まれた人々が軽蔑されるということもしばし

ばある」(II.11, 1388b27-28)(20)。けれども、その人が幸運に恵まれたということ自体は道徳的

な問題ではないとされ、もしそれを不当だというならば、それは妬みに過ぎないと片付けられ

てしまいかねない。 

 けれども、「価値に反して(παρὰ τὴν ἀξίαν)起こることは不正である」(II.9, 1386b13-14)とい

うのがアリストテレスの立場である。公憤を引き起こすのは、他者が幸福を享受するに至るプ

ロセスではなく、その結果そのものである。「善いものはどれも、それを得る資格がどんな人

にもあるという訳ではなく、一種の類比関係があって、そこには釣り合いが成り立っている」

(II.9, 1387a26-27)と言い、いわゆる分配の正義の図式がここでも適用されることを示唆してい

る。また、「より多く取る」不正な人が求める善いものは「幸運や不運に依存するようなもの」

(EN V.1, 1129b2-3)である。当然ながら、当人の個人的価値から必然的に帰結するような善いも

のに関してなら、「価値に反して起こる」ことはなく、それについて公憤を感じるということ

はない。アリストテレスの公憤は、値しない幸福が不当な手段で得られたにしろ、それ自体は

正当な手段で得られたにしろ、そのような幸福それ自体に着目するものであり(21)、そもそも

道徳的資格の問題が直接問題となることはない。 

 たしかに、個人的価値と道徳的資格を区別し、正義の要求はもっぱら後者に限定するのが一

般的な見方であろう。その考えを自明なものとするならば、個人的価値からして値しない幸福

を享受する人を不正だと批判するのは、単なる妬みにすぎないと逆に批判されかねない。しか

し、公憤は、主体の側の劣等の意識を前提としない。そうした意識が背後にある場合には、妬

みにすぎないと言われても仕方がない。その点も考慮してか、アリストテレスは、公憤の生じ

る人として、自分自身はそれを受け入れるに値するものだと主張しているような人 (II.9, 

1387b12-13)、公憤の対象となる他者の持つ善いものをすでに持っているような人を想定する。

つまり、自分に対して強い自信があるからこそ(22)、幸福に値しない者が幸福になっているこ

とに対して、妬みではなく公憤を抱くことができるのである。 

                                                        
(19) Ben-Ze’en, p.106, 109. 
(20) もちろん、「幸運が超過すれば、それは幸福の妨げとさえなる」(EN VII.13, 1153b23)し、特定

の人が過度に幸運を享受することは国制を危うくする(Pol. V.8, 1308b10-32)。 
(21) 不正な手段を使って善いものを得られなければ、せいぜい笑いものになるだけである。 
(22) この点でアリストテレスの公憤の理解にはエリート主義的な色彩があると言える。荻原理氏
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 公憤を感じるような性格の人は憐れみも感じるとされるが、憐れみが問題とするのも、「価

値に反して起こること」である。「憐れみを覚えさせるのは、…崩壊をもたらすようなものと、

偶然が原因をなしている不幸の内で重大なもの、である」(II.8, 1386a6-7)。あるいは、「本来よ

い結果があってしかるべきものから不幸な結果が現れる」(1386a10-11)場合には憐れみを引き

起こす。よい人が不運にさらされているのを見てわれわれは涙する。憐れみは、自分に降りか

かる不幸に対する恐れではないが、自分にもありうると考えるところから生じる。自分自身と

結びつけているだけにその感情は強い(23)。 

 世の中は不公平に満ちている。人々がそのことに無頓着でいるならば、幸福な人がさらに多

くの善いものを手にするようになり、社会における不均衡がますますひどくなる。「どんな国

制でも共通に言えることは、いかなる者に対しても均衡を破って、過度に力を増大させないこ

とである」(Pol. V.8, 1308b10-12)。そのためにも、たとえ直接自分自身の利害に関係なくとも、

他者が値しない不幸や幸福を享受していることに対して、道理に合わないと感じることが必要

である。だからこそ、公憤や憐れみは徳に類する感情と言いうる。もっと、そうした感情を引

き起こす状況には幸運、不運という人為を越えた要素が関わる場合も多く、具体的な対応は難

しい。その正義の実現は人間を超えた神にこそ期待されるべきものかもしれない。それゆえに、

「われわれは神々にも公憤の感情を帰する」(II.9, 1386 14-15)と言われる。『ニコマコス倫理学』

の中庸論において、つつしみと公憤という二つの中庸となる感情が取り上げられているが、徳

論で取り上げられるのは前者だけで、後者は取り上げられない。公憤を倫理学の枠組みで説明

するためには正義論が前提となるということもあろうが、その解決のために人間の力を超えた

神が要請されるということがあるかもしれない(24)。さらに、公憤という感情は、自分自身に

直接関わらない事柄を対象としているだけに、その当人の行為にどう反映されるか明確ではな

く、徳に準じるものとして論じるのがはばかられたのかも知れない（この点は、憐れみについ

ても当てはまる）。 

 すでに見たように、怒りは「復讐への欲求」であり、不当に低められた自分の立場を一気に

逆転し不適切な上下関係を正すための行動へとつながりやすいが、公憤や憐れみを抱く人は、

その関知した不正義状態を正すためにどのような行動を取るだろうか。それらの感情がすぐに

行動につながるとは思えないし、そもそも苦痛の原因となる状況を解消するために、目の前に

いる相手から（不正な手段で手に入れたのではない）その善いものを奪うことはできるだろう

か。アリストテレス自身は、政治制度に関わる場面では、「なによりもつとめるべきは、なん

                                                                                                                                                                         
からは、このようなモラル・センスを共有していない我々にとってこの議論はどのような意味を

持つかという質問を受けた。これは、アリストテレスの倫理・政治思想を現代とどうつなげてい

くかという根本的な問題とも関連し、今後の課題である。 
(23) だからこそ、第９、１０章の末尾において公憤や妬みが、憐れみの感情に対する緩和剤のよ

うなものとして位置づけられるのであろう。 
(24) Cf. Burger,R., “Ethical Reflection and Righteous Indignation Nemesis in the Nicomachean Ethics,” in 
Anton,J.P. & Preus,A. (eds.), Essays in Ancient Greek Philosophy IV, Aristotle’s Ethics (SUNY, 1991), 
pp.133-134. 
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ぴとたりとも、友人や金の力を借りて、非常に強大な存在とならないように法律によって規制

することである。しかし、もしそれが為されえないなら、彼らを国外に退去させるべきである」

(Pol. V. 1308b18-19)、とも言う。しかし、こうした強権的な手段は現代では採用しがたく、む

しろ何らかの補償制度による不平等の是正が試みられるであろう。いずれにせよ、こうした制

度改革への意欲の裏付けとして、公憤や憐れみといった感情は重要な意義を持ちうる。 

 他方で、公憤とある種の類似性をもつ妬みは、冒頭で見たように、政治体制の変革につなが

る虞もある、用心しなければならない感情である。相手の不幸を願い、そのための手だてをふ

るう可能性が示唆されている。それに対してどのような対処が考えられるか。もちろん徳の涵

養ということも必要とされるが、そうした感情を所与のものとして想定した上で、そこから重

大な結果が出てこないような制度的工夫が必要となる。 

 アリストテレスは『政治学』第6巻第4章において、農耕や牧畜で生計を立てる市民たちの民

主制のためのアドバイスとして次のようなことを言う。「先にのべた民主制にとって有益で、

しかもその通常のあり方としては、すべての人が公職者を選出し、法廷で裁くこと、しかし最

も重要な公職を預かる者は財産資格をもつ者の中から選ばれること…、あるいは財産資格にま

ったく依存しないのであれば、能力のある者が選ばれることである。このようにして統治され

るならば、民衆は必ずよい統治を享受するはずである。なぜなら公職はつねに最良の者の手の

内にあるであろうし、それは民衆の意志でもあり、立派な者に対して彼らが妬む
、、

余地はないで

あろうからである」(Pol.VI.4, 1318b27-35)。妬みについて考察したところからすれば、人と人

の間にはさまざまな点で格差があり、どの点で人が自分の劣等性を感じることになるのか事前

に予測は難しいので、単に平等を追求することだけでは妬みの解消は難しい。そうであるなら

ば、逆に大幅に優越している人が政治的に優位の位置に立ち、しかもその優位性が多くの者の

合意するところであり、しかも民衆はその支配者を選出したことで自らの劣等性が逆転されて

ある種の優越感をもつことでき、妬みの元となる劣等感を緩和される。もちろん、これがどこ

まで有効か疑問がないわけではないが、アリストテレスが市民の感情を考慮に入れた上で国制

変革を防ぐ方策を模索しようとしていることを示す一例と言えよう。 

 

 

後記 

 

 本稿の執筆の動機は、『弁論術』における感情論、とりわけ公憤、妬み、競争心の分析を手

がかりにして、政治における感情の問題を考えてみようというものであったが、『弁論術』の

論述の分析に手間取って、それらの政治的意味などについて十分な考察を行えなかった。今

後スタシス論を検討する中で、妬みなどの感情について考え直したい。セミナーでは、弁論

術、政治学、倫理学という異なる文脈での議論を連関させることについて、その意義を認め

つつも、慎重な取り扱いが必要であることを示唆する質問を複数の方からいただいた。その



不平等をめぐる感情  

-61- 

61

他貴重な指摘をしていただいたことに対してこの場を借りて感謝したい（そのいくつかにつ

いては、注の中で触れた）。 


