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社会学的想像力の射程
―― 市場と国家とその限界をめぐって――

菅　野　博　史

0.　はじめに

　現在、日本社会には閉塞感が漂っている。夢をもてないと言おうか、何

を目標に人生を切り開いていったら良いのかわからないといった悩みを抱

えている人たちが、数多く存在している。かつては良い学校に行き、良い

会社に就職して、そこで出世の道をたどることが人生の目標とされてきた

（但し、これはごく一部の、多くの場合において、学歴の高い男性だけが

抱く人生の目標だったといえる）。しかし今では、多くの人々に共通する

理想的なライフコースなどといったものは失われて、人生における成功も

失敗も、それぞれの個人がさまざまな選択肢のなかから自ら選択した結果

だと見なされるようになってきている。

　自己責任という言葉は、現代社会を理解するためのキーワードである。

不登校や学校からのドロップアウト、フリーターや非正規雇用労働者、さ

らにはうつ病や自殺にいたるまで、すべてがこの自己責任の一言で片付け

られるような風潮が存在している。例えば、さまざまな問題を抱えた人た

ちが救いを求めて医者やカウンセラーに相談をしたとしても、そうした問

題の原因を個人の外部に求めて、社会的な解決が図られる見込みはほとん

どないために、かえって相談者自身が自己責任論の構図を内面化するよう

に迫られるようになるのが、今の世の中なのである。それというのも心理

的問題や精神的疾患は、現代社会において、個々人が最終的には「自分で」

解決すべきアブノーマルな状態しか意味していないからである。
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　こうした状況を、個人化社会という観点から解釈できると考える社会学

者がいる（例えば、Bauman, 2001a＝ 2008）。つまり、あらゆる物事が個

人的な選択の対象になるとともに、一旦その個人が何らかの事柄について

の自己決定を行ったならば、自らが引き起こした結果について個人的な責

任を問われる社会に、われわれは暮らしているというのである（例えばそ

こでは、どんな医者のどのような治療を受けるべきかは、個人の選択によっ

て決められる事柄であるため、医療過誤といったものでも存在しない限り、

治療結果の善し悪しについては、それを選択した個人の責任だと見なされ

る）。こうして個人化社会においては、社会的な制度や政策、組織などに

瑕疵がある場合でも、それが見えにくくなるという弊害が存在することに

なる。またこうした観点から見るとき、例えばフリーターしか選択する余

地がない若者たちを、自己責任論で切り捨ててしまうような多くの議論は、

個人化社会における言説の典型をなすものだということがわかる。

　現在、われわれが抱えている閉塞感や生きづらさといったものは主に、

自分が陥っている否定的な状況を、自分以外のところにその原因があるも

のとしては誰も認識してくれないばかりか、否定的な自分のあり方をその

ままの形で承認してくれる人がほとんどいない、という事態のうちに見

いだすことができる（1）。言葉を変えていえば、個人化社会においては、個

人的な問題を社会的な問題へと翻訳する作業が多くの人びとの視野の外に

あるがゆえに、そうした翻訳の作業を行うことで個人的な閉塞感を打破す

るという試み自体が、つねに無効化されてしまっているのである（2）。かつ

てミルズは、「個人的問題をたえず公共の問題に翻訳し、公共の問題をそ

れがさまざまの人びとにとっていかなる人間的意味をもつのか、という

形に翻訳すること、それが社会科学者の政治的任務である」（Mills, 1959＝

1965:246）と述べるとともに、個人的問題と公共の問題をつなぐ媒介の役

割を果たすものを「社会学的想像力」と呼んでそれを称揚した。このミル

ズの表現を借りるならば、今ほどこうした社会学的想像力の存在が強く求

められている時代はない、と言えるように思える。

　本稿では、人びとに閉塞感をもたらしている主な原因を超資本主義とい
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う公共の問題に求める（1.）とともに、それに対抗するような解決策をヨー

ロッパ型の社会モデルのうちに探求するギデンズ（2.）と、国家を超えた

ヨーロッパ的理念にそれを希求するバウマン（3.）という二人の社会学者を

取り上げることで、現在における社会学的想像力がもつ射程とその限界を

推し量っていくことを試みたい。また、彼らのもつ限界を指摘した後に、

われわれなりのささやかな提言を試みること（4.）によって、このような閉

塞感を打破するために社会学的想像力が向かうべき方向性といったもの

を、多少なりとも明らかにしておきたいと考える。

1.　超資本主義とは何か

　ロバート・ライシュは、戦後アメリカの社会を大きく変質させた制

度的変化の核心を、新しい経済秩序の登場のうちにとらえて、それを

これまでグローバル・ウェブ（Reich, 1991＝ 1991）とか、ニューエコノ

ミーと名づけてきた（Reich, 2000＝ 2002）。彼はこうした概念を独自に

深めていきながら、最新の著作ではこの新しい経済秩序に「超資本主義」

（supercapitalism）という名称を与えるにいたっている（Reich, 2007＝

2008）。

　超資本主義に関するライシュの議論は、以下のようにまとめることがで

きる。アメリカにおける資本主義のあり様は近年、構造的に変質した。一

部の大企業が規模の経済を活かして寡占状態を維持しつつ、さまざまな利

害を調整することで、われわれの市民としての生活をも向上させてくれて

いた時代は、1970年代に終わりを告げたのである。そしてそれ以降、つ

まり超資本主義の時代においては、技術革新やグローバル化、規制緩和の

結果として、消費者と投資家の利益のみを目指して行動する企業群が登場

し、地域社会の解体や環境問題、低開発国における人権侵害、高い所得格

差などといった大きな弊害が生み出されることになったのである。これを

一言で表現すれば、超資本主義はわれわれの消費者と投資家としての側面

によって生み出されたグローバルな経済秩序であるにもかかわらず、まさ
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にわれわれ自らが生み出したこの経済秩序そのものによって、民主主義に

基づいて行動するような市民としてのわれわれの生活が、脅かされるよう

になってしまったのである。ライシュ自身は、このあたりの事情を次のよ

うに説明している（Reich, 2007＝ 2008:117）。

超資本主義の道は、冷戦が生み出した新技術であるコンテナ、貨物船と

貨物輸送機、光ファイバーケーブル、人工衛星通信システムから始まっ

た。それらは世界的なサプライチェーンの構築を可能とした。そして、

大量［の商品生産］でなくても低コストで生産できるコンピュータとソ

フトウェアの商業利用、さらにはインターネットによる流通サービスを

も可能にした。旧来の大量生産システムを破壊し、競争を劇的に拡大さ

せた。大規模量販店が消費者の購買力を結集させ、サプライヤーに対す

るより厳しい交渉力を持つようになり、起業家には、新たな利益を求め

て、通信、航空、陸運、海運、金融サービスの分野における規制の壁を破

る機会を与え、そのことによって、競争はさらに激化した。同時にテク

ノロジーの革新と金融の規制緩和が組み合わさって、投資家に巨大投資

信託や年金ファンドなどへの道を開き、それが企業への高収益圧力を高

めた。それを達成したCEOには莫大なご褒美が待っていたが、達成でき

なかったCEOはクビになった。やがて、顧客と投資家を求める激しい競

争は、企業に給与を切り下げさせる圧力となり、組合加入労働者はとく

に大きな痛手を負った（括弧内は引用者）。

　このように、国家を超えて活動するグローバルな多国籍企業群が、消費

者を満足させるために多様な商品を安く提供する一方で、投資家を満足さ

せるために短期的な企業利益の確保を目指すことによって、超資本主義と

いうものが成立したとされるのである。そしてこの超資本主義は、不安定

な雇用体制を多くの企業に採用させるとともに、国内外における人びとの

経済的な格差を拡大させていったわけである。この経済的な格差について

見ると、例えば1998年の数値ではアメリカの上位富裕者1％が国富の約3
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分の1を所有しており、これは下位90％の人びとが所有している財産よ

りも大きなものになっていた（Reich, 2007＝ 2008:156）。さらに2004年に

は、アメリカの所得分布上位1％の人だけで国の総所得の16％を受け取っ

ており（1980年には、この数字は8％であった）、その取り分は年々増加

しているとされるのである（Reich, 2007＝ 2008:144-7）。

　こうした経済的な格差は、われわれの人生における選択様式の違いにも

反映することになる。再び、ライシュ自身の言葉を引用して、この点を確

認しておこう（Reich, 2000＝ 2002:356-7）。

一生懸命働き、効果的に自分自身を売り込み、仕事を成功させれば、そ

の獲得賞金を他の同じように成功した人たちのそれと合わせてテーブル

の上に積み上げ、それを共同利用することができる。これは魅力的で安

全なコミュニティに暮らすことができるということを意味する。たとえ

ばそれは、子どもたちをよく行き届いた保育所、すばらしい学校、そし

て有名大学へと通わせられるということであり、また快適なヘルスクラ

ブに所属できるということであり、さらにまた、手ごろな価格の総合保

険に加入できて、よくしてくれる医師と評価の高い病院によるすばらし

いヘルスケアを享受できるといったことである。しかしもしテーブルに

積み上げるお金をあまり稼ぐことができなければ、選別メカニズムは生

活のありようをはるかに悪いものにしてしまう。もし収入が最も下のラ

ンクあたりにあるとすると、荒廃して危険なコミュニティで暮らすこと

になり、そこでは学校は荒れており、医療はほとんど受けられないのも

同然の状態となる（一部、引用者により省略）。

　ライシュが述べているように、超資本主義によって生み出された経済的

な格差は、われわれの人生における選択の幅を左右するものである。その

一方で、自分が望むような成功者としての選択を行えないような状況に

陥ったときには、それはその人が一生懸命に働かない状態を「自ら」選択

した結果であると見なされることになる。なぜなら、個人化社会の自己責
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任論は、過酷な競争社会であるアメリカ社会において、より強く人びとに

内面化されている価値観だからである。

　けれどもライシュは、そういったことは完全に間違いであるという。な

ぜなら「今われわれの身に起きていることと、それについてわれわれがで

きることを、経済や社会の大きな流れから切り離した個人的事柄と見るこ

とは、真実の多くを見失い、そしてわれわれに残された選択肢の範囲を不

必要に狭めてしまう」（Reich, 2000＝2002:359）からである。つまりライシュ

はここで彼なりの表現を使って、われわれのいう意味での社会学的想像力

の必要性を唱えているわけなのである。

　ライシュの主張を、整理しよう。グローバルに展開する超資本主義は、

あらゆる地域において経済的な格差を拡大させる傾向をもっている。これ

によってわれわれの市民生活は甚大な影響を被ることになるが、そもそも

この超資本主義とは、消費者であり投資家でもあるわれわれ自身が生み出

したものなのであった。そしてこうした消費者／投資家という経済的価値

観から社会を眺める限りにおいて、あらゆる選択を個人に帰する自己責任

論に、われわれはつねに絡め取られてしまうことになる。従って、それぞ

れの個人が置かれている望ましくない状況を、公共の問題として認識して

いくためには、すなわちライシュ自身も強調する社会学的想像力を十分に

働かせていくためには、これとは別の見方をする必要がある。そしてライ

シュの意見では、それは民主主義という制度を通じて世の中を良い方向に

変えていくような、市民としての視点から物を見ていくことを意味してい

るのである。

　しかしながら、ライシュによれば、実際にはこうした市民としてのわれ

われの声は、企業社会のなかでかき消されてしまっている。それは大企業

が意図的にかき消しているわけではなく、「ワシントンや各国の首都で上

がり続ける［企業的利益を求める］ロビイストたちの音量レベルがあまり

にも高いので、市民が大声で話したとしても、とてもその不協和音を超え

てまで政治家に届かない」（括弧内は引用者、Reich, 2007＝ 2008:223）から

なのである。つまり、企業マネーによって民主主義が飲み込まれてしまっ
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ているために、われわれ市民の声が政治にまで届かなくなっているとされ

るのである。

　そこでライシュは、市民の声を政治に反映させるために、民主主義に参

加する資格をもつのは個人だけであるという原則をもう一度確認して、企

業の力を削いで個人の力を伸ばすための対策をとること、具体的にいえば

例えば法人税を廃止して、それを株主が個人所得として支払うようにする

といった、かなり過激なリベラリズムに基づく改善策を提言するのである

（Reich, 2007＝2008:299-300）。しかしライシュが提示するこうした方策は、

いかに企業を抑制するべきかという方向に傾きがちであり、「市民による

民主主義」という肝心の理念についての詳細は、個々人における良心の発

露をうながす形式としてのみ、つまり企業による障害が取り除かれれば、

自然にうまく作用するような理想的な制度としてのみとらえられているよ

うに思える。穿った見方をすれば、企業というアクターさえ取り除くこと

ができれば、あとはアトムとしての個人＝市民がすべての問題を民主主義

的にうまく解決することができるという方法論的個人主義からのアプロー

チを、ライシュは行っているように見えるのである。しかしこうした議論

によっては、個々の市民が民主主義的な行為を適切に行わない可能性が等

閑視されるばかりでなく、超資本主義に対抗する集団主義的なアプローチ

の立場もまた見逃されてしまっている。特に後者の論点は、方法論的個人

主義の立場に立つライシュの議論の盲点、つまり彼がほとんど目を向けて

いないにもかかわらず、超資本主義への代替案になり得るものに対して目

を瞑るという結果を招いてしまっている。

　つまり、こういうことである。いま超資本主義を肯定するようなイデオ

ロギーをグローバルな市場主義と呼ぶならば、こうした市場主義に対して

は、ライシュの主張する市民としての個人による対抗戦略ばかりでなく、

福祉国家による対抗戦略もまた考えられるという点が、ライシュの議論で

は抜け落ちてしまっているのである。実際、アングロ＝アメリカ型の資本

主義とライン型の資本主義というアルベールによる区別は、こうした違い

を類型化したものであった。すなわち、「アングロ―アメリカ型体制では、
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あえて富の不平等を政治的に抑えこもうとはせず」に国家による介入があ

まりなされないのに対して、「ライン型諸国では、福祉ネットワークが一

般労働者に大きな配慮を払う」ことによって、福祉国家を媒介にしたセー

フティネットが張られるのである（Sennett 1998＝ 1999:64）。こうした視

点から見るとき、ライシュはアングロ＝アメリカ型の体制をとるアメリカ

の超資本主義を主に検討することで、その枠内での対抗策を考えるにとど

まっていると見なすこともできよう。それゆえに、ライシュの議論を補う

ためにも、例えばヨーロッパにおける福祉国家のあり方に関して、検討を

加えねばならないということになる。

　ライシュの言うように、われわれの閉塞感の原因が超資本主義に、そし

てそれを肯定するようなグローバルな市場主義というイデオロギーに見い

だされるとしても、こうした閉塞感を解消するためにはどのような対策を

とるべきかという現実的な解決策をめぐっては、論者によって意見が分か

れうる。すなわち、超資本主義をめぐる社会学的想像力をいわば現実へと

向下させる局面においては、いくつもの選択肢が存在することになるわけ

である。

2.　ヨーロッパ型社会モデルとしての福祉国家

　資本主義がもたらす負の影響力を緩和する制度的な方策として、福祉国

家は機能してきたと考えることができる。例えば、資本主義の経済循環に

よって必然的に生じる不況期には、福祉国家がケインズ主義的なマクロ経

済政策を行うことで失業率の低下を目指し、失業保険制度やさまざまな社

会保障による給付金を通じて、国民生活を安定させようと努力してきたわ

けである。しかし、一国内における国民経済の管理・統制を通じて、企業

と国家が持ちつ持たれつの関係を保つことができた、かつての福祉国家の

時代は過去のものになってしまった。国境を超えるヒト・モノ・カネの移

動によって成立するグローバルな経済、つまりライシュのいう意味での超

資本主義の成立が、福祉国家のこれまでの姿を大きく変質させてしまった
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からである。

　換言すれば、超資本主義の経済秩序を無視しては、福祉国家は立ちゆ

かなくなったのである。武川（2007:79-8）が述べているように、「国内資本

の競争力を維持・強化しようとするならば、各国政府は、もはや社会政

策のために過大な財源調達を国内企業に課すこと」はできなくなり、「労働

条件に関する規制についても緩和を余儀なくされ」ざるをえなくなる。そ

して「こうした政策の採用を拒んだ政府が直面するのは、国内企業の競争

力低下」といったことだけではなく、「すでに多国籍化して超国家化した

資
キ ヤ ピ タ ル ・ フ ラ イ ト

本の海外逃避が待ち受けている」ということになったのである。

　それならば超資本主義、グローバルな市場主義という時代の趨勢に合わ

せて、福祉国家のあり方を完全に切り詰めていくべきなのであろうか。ヨー

ロッパ型の福祉国家という社会モデルを、われわれが共通して守るべき

道であると考えるギデンズ（Giddens,2007:207）は、この問いに対して明確

に否と答える。グローバルな市場主義（通常の言い方をすれば、新自由主

義）は放っておけば経済的不平等を拡大する（Giddens,1998＝ 1999:179）ば

かりか、家族の解体や犯罪の増加、コミュニティの衰退などの社会問題を

もたらす（Giddens,2000＝ 2003:4）がゆえに、福祉国家という対抗軸を立

てて人びとの社会生活をこうした経済秩序から守る必要があるというので

ある。しかしわれわれが、福祉国家をこれまでと同じような形態では維持

できなくなっていることもまた事実である。そのためギデンズは、グロー

バルな市場主義に基づくのでも、国家統制に頼るような旧来の社会民主主

義に基づくのでもない、第三の道を行く福祉社会のあり方として、積極的

福祉（positive welfare）というものを主張するのである。ギデンズは言う。

「私たちは、福祉国家の代わりに、積極的福祉の社会という文脈で機能す

る社会投資国家（social investment state）を構想しなければならない。」

（Giddens,1998＝ 1999:196-7）

　ここでギデンズがいう社会投資国家とは、生活費などを直接支給するよ

りも、人的資本への投資、すなわち「教育、コミュニケーション、社会的

基盤における広範な社会的な投資」（Giddens,2000＝ 2003:60）を、その福
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祉政策として重視するような、新しい福祉国家のあり方のことである。具

体的にはこの社会的投資とは、例えば高齢者や犯罪者に対する対策、家族

政策への投資などを指すものであるといえる。そのうち、ギデンズがもっ

とも重視する教育についての投資を見れば、EU15ヶ国では80％以上の

人びとが知識・サービス経済に関わる仕事に従事しているため、スキルが

要求されるこうした種類の仕事に就くためには、教育への投資が非常に効

果的であるとされるわけである（Giddens,2007:22）。「可能なかぎり人的資

本に投資する」という社会投資国家の原則が目指しているのは、結果の平

等というよりも機会の平等であり、「権利にはつねに責任が伴う」という命

題（Giddens,2000＝ 2003:ibid）に則って行動する人びと、つまり一方的に

福祉の給付を受け取るだけではなく、それを通じて経済的な自立を求めて

努力するような人びとのもっている、潜在能力を引き出すことを支援する

ような新しい福祉の様態なのである。

　この人的資本に投資するということは、別の言い方をすれば、労働市場

においてグローバルな市場主義が要求する労働の柔軟性（flexibility）を確

保しつつも、労働者の生活上の安心（security）を保障するような形で福祉

政策を行うということを意味している。ギデンズは北欧諸国に見られる、

このような福祉のあり方をflexicurity（flexibility plus security）と呼んで

それを賞賛する（Giddens,2007:12）。すなわち、「仕事探しが一定の期間たっ

てもうまくいかないときには、失業者は再訓練を受けてから、提供される

仕事に就くことを義務づけられる」（Giddens,2007:ibid）ような福祉政策の

やり方が、典型的な積極的福祉の実践と見なされるわけである。

　しかしながら、このような社会投資国家の福祉政策なるものを通じて、

福祉国家の中心的な価値である連帯（武川 ,2007:50）が切り崩されるといっ

た、本も子もない事態は生じないのだろうか。こうした当然の疑問に対し

てギデンズはまず、グローバリゼーションを通じて伝統や習慣が失われて

しまっている現在、日常生活の民主化（everyday democratization）とでも

呼ぶべき過程が進行しており、「かつてよりもはるかに多くの人生の領域に

おいて、［自らの］決定に物事が委ねられる」とともに、「かつてよりもはる
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かに多くの精選された情報を手に入れることができる」（Giddens,2007:115）

（括弧内は引用者）ようになっているという事実に注意をうながす。この

ギデンズの説明からも明らかなように、日常生活の民主化は個人主義を進

行させるものである一方で、こうした「個人主義は、利己主義と同義では

ないのだから、それが社会的連帯を侵食する必要を心配する必要はない」

と指摘しつつ、人びとが自らの行動に対する責任を積極的に引き受けるこ

とで、「社会的連帯を生み出す新たな手だてを見いだすこと」（Giddens,1998

＝ 1999:72）が可能になると主張するのである。ギデンズによれば、こうし

て「自主性と自我（個人の責任の原点）の尊重が、積極的福祉の社会におけ

る第一の関心事となる」（Giddens,1998＝ 1999:213）とされることになるの

である。

　このギデンズの社会投資国家という構想は、どのように評価されるべき

ものだろうか。しばしば耳にする批判は、この構想が「新右翼の新自由主

義政策と袂を分かつというより、その延長線上にあり、それを加速すらさ

せている」（Callinicos,2001＝ 2003:205）というものである。実際、ギデン

ズは超資本主義に人びとが適応すること、つまりできるだけ多くの人びと

が柔軟な労働力となってその労働市場で働くことを目指して自らの人的資

本論を展開しており、構造的な貧困という問題に対しても、「福祉の給付

金が手厚すぎると、受給者は仕事に就こうとしなくなる」ために、資金を

注入するにしても、「地域のイニシアチブを支援するという形をとるべき

である」（Giddens,1998＝ 1999:185）という見解を述べてもいる。

　こうした主張に典型的に見られるように、結果の平等よりも機会の平等

を重視しつつ、現在のグローバルな経済秩序そのものを肯定するギデンズ

の考え方は、国家による市場の管理を目指す左翼的な政策よりも、新自由

主義、つまりグローバルな市場主義を擁護するような立場に、確かに近い

もののように見える。しかしこうしたイデオロギー的なラベリングよりも

大事なことは、ギデンズの提唱する社会投資国家のリアリティをどのよう

に評価すべきかという点である。そしてこのリアリティという観点から見

ると、ギデンズの社会投資国家の構想は、超資本主義を基本的には肯定し
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ているがゆえに、経済状態が良ければ人びとの連帯もうまくいくが、そう

でなければ連帯を欠いたバラバラの個人しか生み出さないという、極めて

不安定なものになってしまっているように思えるのである。つまり経済状

態が悪くなれば、第三の道に足場を置く彼の福祉政策もまた、一緒に色あ

せてしまうように感じてしまうわけである。

　この印象には、理論内在的な背景も存在する。ギデンズのいう社会投資

国家は個人主義化をもたらすと同時に、この個人主義化によって社会投資

国家の成立が可能になるという相互依存関係が見られる。つまり、この関

係には人的資源への投資によって個人の選択肢が増えるとともに、個々人

が民主的な選択を行うことで、さらなる人的資源への投資が可能になると

いう循環が含まれているのである。ここから、この社会投資国家において

は、すべての構成員は眼前の経済状況に翻弄されながらも「選択」を行う

主体であり、国家やNGOといえども、民主的に正しい社会的投資や政策

の実行という「選択」を行う主体にすぎないという意味では、個人と対等

なアクターでしかありえないということになるのである。そしてここに、

根本的な問題が生じてしまうことになる。すなわちグローバルな市場主義、

つまり超資本主義に対してヨーロッパ型の福祉国家をそれに対抗する社会

モデルとして対置するギデンズは、福祉国家の概念を社会投資国家のそれ

へと自ら改変することによって、個人（国民）の上位に位置して個人をつ

ねに保護・支援するという福祉国家の基本的前提そのもの（3）を破棄してし

まい、人的資本への投資がうまくいく限りで個人（国民）の安全（security）

が保障されるといった、非常に不安定な個人化社会における福祉のあり方

を唱導せざるを得なくなってしまっているのである。

　結局、福祉国家を社会投資国家へと改変することは、個々人をグローバ

ルな市場主義の影響により
4 4

直接的にさらすことにつながるため、ヨーロッ

パ型の社会モデルとしての福祉国家に期待される、超資本主義への対抗力

を大幅に弱めてしまう結果になってしまっている。あるいは超資本主義の

経済秩序を基本的に認めた上で、福祉国家のセーフティネットとして個々

人に権能を付与する形で個人主義的な方法を導入しようとするギデンズの
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福祉政策は、方法論的集団主義の観点から形成されてきたヨーロッパ型の

福祉国家の理念をも（個人主義的なものに）打ち壊してしまったのだとも

言えるように思える。

　けれども、ギデンズも指摘している通り、超資本主義に対して、これま

での福祉国家の理念をそのままの形で適用しても、もはや効果は期待でき

なくなっている。さらに今日の「政府は、グローバルで脱領土的に浮動す

る資本や財源を迎え入れ定着させるために甘言を弄すること以外に」でき

ることなどなく、「資本の観点からすれば、福祉国家の主たる目標である

地域の貧困者を人並みの状況に保つなどということは、まったく「経済感

覚」を欠いたもの」（Bauman,2001a＝ 2008:109）でしかないと言うこともま

たできるであろう。そこで次に、福祉国家の解体を視野に納めつつ、独自

の社会理論を展開しているバウマンの考え方を見ていくことにしよう。

3.　人間性という理想

　バウマンもまた、福祉国家が「ヨーロッパの民主主義の長い歴史の頂

点に位置し、最近にいたるまで支配的な形態であった」（Bauman,2005＝

2008:190）ということを認めている。「実際、戦後30年以上にわたって、「福

祉」制度や諸給付を発達させることが、実質上すべてのヨーロッパ諸国に

おける、社会民主主義政党のトレードマークになっていた」のであり、社

会保険制度に対する政治的な関心は、「1970年代に「新自由主義革命」の黎

明期が到来するまで」（Bauman,2004a:75）続いていたとされている。

　バウマンによれば、ヨーロッパにおいて福祉国家のあり方が変質した一

番の原因は、グローバリゼーションによるものである。なぜならグローバ

リゼーションによって、情報や資本を操る諸々の権力が脱領土的になりグ

ローバルに広がっていく一方で、そもそもローカルなものでしかない個別

の国家は自らの権力を徐々に失っていき、「多くの国の政府は、規制緩和

路線を追求する以外の選択肢をほとんどもてずにいる」という醜態をさら

すようになってきたからである。つまり、「政府は、経済的ならびに文化
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的な過程への統制を諦め、統制権を、本質的に脱領土的な力である「市場

の力」に譲るほかない」（一部、引用者により改訳）（Bauman,2001b:134）と

いう事態に立ち至ることになったのである。その結果、「政府の活動は浮

動するグローバルな資本を流入させようと働きかけ、それが流失するのを

防ぐために甘言を弄するような、陣地争い
4 4 4 4

（Standortkonkurrenz）の戦法へ

と切り詰められることになってしまった。」（Bauman,2004a:58）

　つまりは、福祉国家の根幹をなす、領土的な統治に基づく一国内での

統制や管理といったものが、グローバル化、特に経済のグローバル化に

よって打ち砕かれたわけである。それと同時に、「選択の自由」を至上の価

値とする消費社会の到来が、福祉国家の提供するサービスを唯一の選択

肢として受け入れざるを得ないような状況、つまり「他に選択肢のない状

況（他に選択肢がないから、唯一与えられているものを選ぶしかなく、選

択に際して何の自己表現もなされない）は、消費社会の価値観に反する」

（Bauman,2005＝ 2008:113）といった判断を、人びとに抱かせるようになっ

たことも指摘できる。すなわち、「何が起ころうと福祉給付の小切手が定

期的にくる」福祉受給者は、大部分の人びとが「手に入れようとして空し

く奮闘努力している確実性を、全く何もすることなく獲得し享受している」

（Bauman,2001a＝ 2008:111-2）がゆえに、彼らは消費社会の住人とは相容

れない存在になってしまったのである。つまり不確実性を糧にして展開す

る消費社会は、人びとに確実性をもたらそうと試みる福祉国家を掘り崩さ

ずにはおかないというわけである。

　バウマンによれば、現在の国家はこうして、福祉国家が担ってきたさま

ざまな役割を自ら放擲して、超資本主義における陣地争いに血眼になって

いる。そしてこうした国家は、福祉国家からセキュリティ国家（security 

states）へと変質しているのだとバウマンは指摘する（Bauman,2004a:87）。

つまり、現在の国家は自らの正統性の根拠を、「自由に浮遊するテロリスト

によって脅かされている個人の安全性に対する不安を掻き立て、さらなる

セキュリティガード、より濃密なX線の網の目や広角の防犯カメラ、安

全を守るためのより頻繁なチェックと先制攻撃や予防検束」（Bauman,2005
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＝2008:191）に求めるようになってきているというのである。国民の恐怖

を煽ると同時にそれを否定して安心を与えること、セキュリティ国家は超

資本主義が生み出した負の遺産（例えば、テロリストやアンダークラスの

人びと、さらにはバウマンのいう人間廃棄物という存在）を対象にして、

つねにこうした恐怖の政治学に基づいて行われる、恐怖を増大しつつそれ

を解消するようなマッチポンプの作業を繰り広げながら、国家としての威

信を示そうと試みるのである。

　このようにして、超資本主義に対して、福祉国家はもとより、個別の国

家そのものが防波堤の役目を果たさなくなってしまったとバウマンは論断

するのである。しかも消費社会である現在、個人的な選択というものが第

一の価値とされることで、個人が社会から切り離されてバラバラな個と

してのみ存在するような環境が生み出されている（例えば、Bauman,2001a

＝ 2008:66）。それゆえ、このような状況においてグローバルな超資本主義

に対抗するには、「グローバルなマーケットに後れをとらないような政策」

（Bauman,2004a:137）を構想していく必要があるとされるのである。しか

しながら、そのためには誰が、つまりどのような主体が何をどのように

為すべきかという具体論については、最小限の合意すら存在していない

のが現状である（Bauman,2001a＝ 2008:79-80）。そこでバウマンは、人間

性（humanity）の概念に潜んでいる潜在力を新たに示すことで、こうした

課題に答えようとする方向を選ぶのである（Bauman,2001b＝ 2008:192-5; 

Bauman,2004a:38）。

　バウマンはヨーロッパが世界に誇れる理念として、合理性、正義、民主

主義、自由の四つを挙げている（Bauman,2004a:125-9）。そしてそれらを組

み合わせて提示する試行錯誤の試みのうちから、カントのいう意味での「人

間性の普遍的統一」（Allgemeine Vereinigung der Menshheit）への道が、

国民国家を超えた次元において開けるのではないかと考えているようであ

る（Bauman,2004a:130）。なぜなら、グローバルな連帯を実現するためには、

特定のコミュニティに限定されないような、人類共通の政治的ー倫理的な

次元を、まずは理念的に切り開いていく必要があるからである。けれども、
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そうした試みはまだ始まったばかりだとされており、バウマン自身もはっ

きりとした自分の主張を述べるまでにはいたっていない（4）。

　しかしながら、超資本主義が席捲する現在の世界をシニカルに描くバウ

マンの議論は、われわれが感じている閉塞感をそのまま映し出しているよ

うにも感じられる。というのも、そこでは社会学的想像力が超資本主義を

前にして明確な対抗策を描くことができないという、今まさにわれわれが

置かれている状況との社会理論レベルでの相似性が見られるからである。

しかし、この液状化したモダニティという未曾有の時代に対して、その処

方箋を書くという誰も行ったことがない行為を行うことは、それほど簡単

なことではないこともまた確かである。バウマン自身の言葉を引用して、

最後にこの点について確認しておこう（Bauman,2001b＝ 2008:256）。

わたしたちは、何かをしなければならないということを感じ、推測し、

考える。しかし、それが最終的にどういう形になるのか、私たちには知

りえない。ただ、はっきりと確信できるのは、それが馴染みのないもの

だろうということである。それは、わたしたちが慣れ親しんできたどん

なものとも異なるものであろう。

4.　結びに代えて

　これまでに見てきた通り、ライシュ、ギデンズ、バウマンの三者はとも

に、われわれの閉塞感の主な原因として、超資本主義、つまりグローバル

な市場主義を取り上げている。しかし、それに対する対抗策を考える段に

なると、つまり社会学的想像力をもとにして現実的な対抗策を考える場面

においては、三者の考えは大きく異なってくる。けれども、市民による民

主主義（ライシュ）、福祉国家の改変（ギデンズ）、人間性という理念の新

たな創造（バウマン）という対抗策のどれをとってみても、個人化社会の

なかでバラバラになった個人を再び束ねて公共性を取り戻すためには、不

十分な議論しか提出できていないように思えることもまた事実である。



－ 63 －

社会学的想像力の射程

　この背景には、超資本主義の影響によって、民主主義や福祉国家といっ

た旧来の諸制度が機能不全を起こすなかで、そうした制度を改善すること

による社会的な効果にはあまり期待がもてなくなったという事情がある。

それゆえ、問われるべき問題はむしろ、制度ではなくバラバラになった個

人の側、市民としてのわれわれの側がどのような「新しい」行動をとるべ

きかという点について、社会学的想像力をめぐらすことの方にあるのでは

ないかと考えられる。当然のことながら、バウマンが述べているように、

われわれが行動するには大きな理念もまた必要なのであるが、グローバル

な市民として自覚的に行動しようなどと考えて行動する人は、少数派にと

どまる存在でしかないとも言える。そこで市民としてのわれわれがなすべ

きことを、抽象的にではなく具体的に、頭でというよりもハートで納得で

きるような原則に鍛え上げることが必要となってくるように思われるので

ある。

　セネットは、超資本主義、彼の言葉でいえば「新資本主義を特徴づける

諸々の慣行は、人を人として重く見る感覚、他者に必要とされる感覚をあ

からさまに、そして無惨にも失わせる」（Sennett,1998＝ 1999:211）もので

しかないと述べている。それゆえ、自分が誰に必要とされているのかを見

失わせるような現在の社会は、ひとびとに閉塞感や生きづらさを感じさせ

るものになっているというのである。しかしセネットが述べているように、

「人間どうしが互いを気遣うということに深い思慮を払わない体
レジーム

制は、正

統性を長く保ち得ない」（Sennett,1998＝ 1999:213）ものでしかないと言わ

ざるを得ない。

　それでは、どうすればよいのか。私は、人と人とが愛情や思いやりをもっ

てつながること、こうした連帯のあり方が、市民としてのわれわれにとっ

てまず第一に必要な原則になるのではないかと考えている。そんなことは

すでに言い尽くされてきたことだという声がどこかから聞こえてきそうだ

が、私にはいわゆる「利他主義」の可能性はまだ十分に論じ切られていな

いように思えるのである。さらにいえば、それがバウマンの言う「馴染み

のないもの」を生み出す源泉にすらなるのではないかとも考えている。利
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他主義から宗教的な外皮を取り除いて、社会科学の俎上へと載せること。

今はこのことの重要性だけを指摘して、慌ただしく稿を閉じることにした

い。

補註

（1） 雨宮処凜は、「生きづらさ」をめぐる対談（雨宮・萱野 2008:164-5）のなかで、「靖

国にいったり、右翼の団体に入ったとたんに、リストカットが治った」自分の

体験について、「「日本はダメだ」「侵略国家だ」というような歴史観に対して、「日

本はいい国だ」「すばらしい」と日本を肯定することによって、自分を肯定する

回路を取り戻す」ことができたからそうなったのではないかと述べている（雨

宮・萱野, 2008:164-5）。

（2） 公共の問題を認識することで、個人的問題が自動的に解消すると言いたいわけ

ではない。そうではなく、自分を取り巻く社会状況を一歩引いた視点から客観

的に眺めることで、自分自身で選択しうる「他の可能性」にも気づくことができ

るということを指摘したいまでである。

（3） 但しこの前提は、つねに民主的に正しいものになるとは限らない。例えば、十

分に働けるのに働こうともせずに給付金をもらっている（と見なされている）人

たちを福祉国家が支えることは、民主的に正しいこととは言えないであろう。

（4） バウマンは、EUという現実の存在に重ね合わせながら、ヨーロッパの理念が

世界全体に貢献できる可能性を夢見ているともいえる。「ローカルに切り詰める

論理よりも、グローバルな責任／熱望の論理が受け入れられて、それが優先さ

れるならば、たぶん過去のどんなものよりも偉大で、将来性のある冒険を、そ

れがヨーロッパにもたらすようになるかもしれない。」（Bauman,2004a:141）
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