
現代社会における幸福と愛をめぐって
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０．はじめに

多くの人が生きずらさを抱えながら生きている。日本経済が停滞するな

か、学生は将来に希望がもてず、労働者は労働環境の悪化に翻弄され、退

職者の多くは社会から必要とされていないと感じているように思える。新

聞を開けば、いじめ、うつ病、リストラ、自殺など、暗い話題ばかりが目

に飛び込んでくる。どうやら現代の日本社会は、人びとから生き甲斐を奪

うような暗く陰鬱な時代だったと、後世の歴史家から総括されることにな

りそうである。

こうした時代を反映してか、書店に行けば人生いかに生きるべきかを説

く、いわゆるハウツー本が溢れかえっている。しかしその内容たるや、一

握りの成功者の自慢話か、あなたも自分に自信を持ちなさいといった、誰

にでもわかっている行動原則の一般化に過ぎないことが多い。いずれにし

ても、こうしたハウツー本をいくら読んだところで、社会分析を欠いた価

値観の押しつけにすぎない提言だけでは、読者の人生が大きく変化すると

いうことはありそうにない。

本稿では、こうした現代社会における人びとの閉塞感を分析していくた

めの視点として、幸福と愛といういわばその反対概念、人間にとっての理

想的状況について述べることから議論を進める。その場合、1．幸福とい

う視点から見えてくるもの、2．愛とそれを疎外するものの分析、3．消費

社会における愛の不可能性について、4．現代社会における愛の位置づけ

の確認、という順序で論述を行うことにする。本稿が最終的に目指してい
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るのは、幸福と愛をめぐる議論を通して透けて見える、ネガティブな現代

社会像の確認とそれを打開するような社会理論の方向性についてである。

1．幸福の社会学

あらゆる学問の最終目標は、人間を幸福にすることである。このような、

いわば大風呂敷を広げた主張に対して、あえて反対する人はあまりいない

だろう。しかしながら、幸福などという曖昧模糊とした主観的な状態を、

あえて学問の対象とする人もまた、ほとんど皆無に等しいのではないか。

そしてその背景には、幸福というつかみ所のないものを定義したり、測定

可能なものに指標化したりすることにはいたって無関心な、学者の存在が

あるように思える。

社会学に限っていえば、人間の幸福を研究対象にするには、これまでの

学問的蓄積がほとんどないばかりか、現在の細分化された専門分野のあり

方では、こうした大きなテーマをどのように扱って良いのか見当がつかな

い、というのが実状であるように思う。さらにもう一つ、社会学という学

問が幸福の問題を上手く扱えない理由として、社会学的研究が人びとを必

ずしも幸福にしないという、社会学者にとってはいささか頭の痛い事実を

挙げることができる。われわれの行動を反省し、言語化し、数値化し、法

則化することは、人びとが行うべき行動の選択肢を増やすことにはつなが

るかもしれないが、人とは違う行動をとることによって社会的な圧力にさ

らされたり、論理の上ではもっとも相応しい行動が非現実的なものでしか

ないために実際にはそれを選択できないなどといった、「不幸」をもたら

す可能性が生じるからである。

例えば、非正規雇用労働者をめぐる格差社会についての社会学的言説を

知れば知るほど、その知識を身につけた人たちが怒りに満ちてゆく一方で、

自分たちが現実を何も変えられない無力感から自暴自棄に陥ったとした

ら、むしろ何も知らなかった方が幸福だったということにもなりかねない。

そしてネガティブな社会問題をそのテーマとして扱わねばならない社会学

は、学問としての性質上、こうした不幸を生み出す傾向を免れることがつ
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ねに難しいのである。

社会現象についてポジティブに語りつつ、その語りによる知識を身につ

けた人びとに生きる意欲を与えるような社会学。そうした社会学の研究成

果がたまたま存在することはあり得るが、それを意識的に目指している人

はほとんどいないに違いない。人びとの幸福の問題は、社会学的な議論の

緻密さや方法論的手続きの厳密性を追求すればするほど、研究者にとって

は後景に退いてしまう性質のものだからである。それゆえ、幸福について

語るときには、ある種の素朴さが必要とされることになる。これを学問と

しての厳密さをあえて犠牲にしたときに、幸福について語ることが許され

るのだと言い換えることもできる。だから例えば、社会学者ではなく一般

の読者に向けて書かれた文章に、こうした幸福についての言説があらわれ

ることになるのである。

いまそうした例の一つとして、菅野仁による『愛の本』（1）という著作

を取り上げて、社会学的な幸福論のあり方について見てゆくことにしたい。

一般の若い読者に向けられたこの本は、人間の幸福とは何かという主題を

めぐってストレートに書かれた、それでいて社会学的視点を中心に据えて

叙述された、珍しい作品だからである。もちろん、ここではこの作品のす

べての内容を追うことはできないため、あらかじめこの本のメッセージを

一言に要約しておけば、「〈生のあじわい〉を感じながら生きることが幸福

の根本である」ということになる（2）。しかし、このことの意味はもう少

し説明される必要があるだろう。

菅野によれば、人生においては「自分の「生」にきちんと向きあい、

〈生のあじわい〉をより深く丁寧に感じ取ろうとする姿勢（3）」が一番大事

なことであり、自分にとっての〈ほんとう〉という感覚から他者や社会と

つながっていくことが幸福へといたる道であるとされる。その場合、理想

の自我と現実の自我をめぐって自分との距離感覚を保つと同時に、「純度

100％の関係を相手に求めない（4）」ような他者とのバランスのとれた距離

感覚を保つことが重要だとされている。彼自身の言葉から引用しよう。
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丸ごと自分を認めてくれるような人（例えば、「白馬に乗った王子様」）

がいつかは現れることをただ待っているのではなく、自分が何か具体的

な形を通して〈こうありたい自分〉の像をつかんでいき、それを元に他

者の承認を獲得していくこと。その積み重ねが、自我理想と現実の自我

のバランスを自分でうまく保つコツを教え、「自分を表現することへの

恐れ」を克服し、自分を他者へと開くしっかりとした回路の基盤を作っ

てくれる（5）。

このように考えるとき、「自分自身の〈生のあじわい〉が他者や社会に

つながることとうまく結びつく可能性が、〈私から社会へ〉のルートを探

すことによって開かれてくる（6）」ことになる。大切なことは私が思い

切って社会へと一歩を踏み出すことであり、そこから生じるさまざまな試

行錯誤を通じて、「他者との関係において、致命的な傷を負わないだけの

「精神的な構え」を自分の中で作っていくこと（7）」なのである。つまり菅

野にとっては、ほんとうの自分が感じる〈生のあじわい〉を核としながら

も、他者や自分とつかず離れずのバランス感覚を維持するようにすること

が、人生の幸福感を感じるためにはもっとも大事なことだとされるのであ

る。確かに菅野のこのような提言は、多くの人びとを納得させるような幸

福の指針たりうるものであるように思える。

しかし、ほんとうの自分や生の充実感をどのような場面で感じるかは人

それぞれである。現代社会では、多くの人びとは他者からの承認がつねに

得られるとは限らない利他的な行為よりも、そうした承認が確実に得られ

るという期待に沿って、むしろいわゆる利己的な行為、例えば人より良い

成績をとるとか、周りの人よりも異性にモテるように振る舞うとか、人よ

り多くお金をもつとか、羽振りの良い暮らしを求める等々といった「人も

羨むような体験」を目指して、そこから〈生のあじわい〉を感じとろうと

するのではないかと思える。そしてもしそうだとすれば、われわれの生き

ている社会では、多くの人びとが利己的な動機から幸福感を求めて行動し、

その結果としてそれが上手くいかない人びとを、すなわち幸福を実現でき
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ない大勢の不幸な人びとを、生み出してしまうという皮肉な結果になって

しまっているのである。

要するに、〈私から社会へ〉の幸福追求のルートは、人びとが本当の自

分を善き行為にのみ見いだすわけではないために、必ずしも社会全体の幸

福を増大させることにはならないということである。もちろんここで、菅

野の主張が間違っているなどと言いたいわけではない。むしろ彼の本を読

んで救われたり、自分の人生を前向きにとらえられるようになった人たち

は、数多く存在しているのではないかと思う。しかしながら無い物ねだり

を承知で言えば、〈私から社会へ〉のルートばかりでなく〈社会から私へ〉

のルートも同時に押さえておかないと、現代社会における幸福論としては

不十分なものにならざるを得ないように感じる、ということを指摘したい

までである。

これを別の言葉でいえば、〈私から社会へ〉のルートだけを押さえたの

では、社会全体の幸福を損ねるような利己的な幸福追求と、そうではない

利他的な幸福追求のあり方とを区別する視点が確保できない、つまり社会

全体を視野に入れた幸福論を構想できないということである。そしてこう

した区別を考えるためにも重要なのが、現代社会における愛という視座だ

と提案したいのである。

2．現代社会における愛

幸福の問題と愛の問題は複雑に絡み合っている。現代社会では、愛は幸

福の一要素ではあるが、幸福は愛を欠いても成立すると考えられている。

しかし愛というものを男女間にみられる恋愛関係からさらに一般化して、

人間のもつ本質的な傾向として規定するときには、幸福と愛とは概念とし

てほぼ重なり合うことになる。

愛を「どんな人間のなかにもある究極の欲求、ほんものの欲求（8）」と

して扱った有名な著作の一つに、エーリッヒ・フロムによる『愛するとい

うこと』がある。周知のようにフロムは、愛という概念を用いながら当時

の西欧社会のあり方を批判したのだが、そこには菅野の言葉で言えば、
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〈社会から私へ〉のルートについての目配りが、すなわち社会が愛の実現

をどのようにして阻害しているのかについての分析が伴っている。そこで

同書の多岐にわたる議論のなかから、われわれにとって必要な部分を抜き

出しつつ、愛という視座のもつ可能性について見てゆくことにしよう。

フロムによれば、愛とは「特定の人間にたいする関係では」ないため、

「一つの「対象」にたいしてではなく、世界全体にたいして人がどう関わ

るかを決定する態度
、、
、性格
、、
の方向性
、、、

のこと（9）」だとされている（強調は

フロムによる）。もちろん、対象によって生じる愛の性質の違い、すなわ

ち兄弟愛、母性愛、異性愛、自己愛、神への愛といったものに見られるそ

れぞれ別個の特徴は存在するのだけれども、その根底には同一の経験的基

盤が存在するというのである（10）。こうした愛のとらえ方から、他者への

普遍的な愛、菅野の言葉を用いれば、〈私から社会へ〉の愛のルートにつ

いては、次のように説明されることになる。

二人の人間が自分たちの存在の中心で意志を通じあうとき、すなわち

それぞれが自分の存在の中心において自分自身を経験するとき、はじめ

て愛が生まれる。この「中心における経験」のなかにしか、人間の現実

はない。人間の生はそこにしかなく、したがって愛の基盤もそこにしか

ない。そうした経験にもとづく愛は、たえまない挑戦である。それは安

らぎの場ではなく、活動であり、成長であり、共同作業である（11）。

ここで述べられている事柄は、菅野が『愛の本』で述べていたこととほ

ぼ同じであるといってよい。つまり、愛もしくは幸福という言葉が、特有

の「自己－他者関係」に基づく概念として、そしてそこから社会へと広

がってゆく関係性として、使用されているわけである。しかしフロムは同

時に、〈社会から私へ〉のルートによる影響が、こうした愛の関係を損

なっているということも見据えている。利己主義を例にして、このことを

見ておこう。

利己主義とは普通、他人を愛さずに自分だけを愛する態度のことだと理
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解されている。しかしこうした自己愛と利己主義とはまったく別のものだ

とフロムは言う。われわれを取り巻く「経済的・社会的役割の付録（12）」

として行動している、つまり社会的環境の歯車に成り下がってしまってい

る現代人は、自己を愛する能力を失うことで自己愛を喪失したばかりでな

く、自分を愛さないどころか自分自身を憎みさえするような利己主義に、

自らを委ねるようになったのだと彼は言うのである。これはいったいどう

いうことであろうか。

まずフロムは、「純粋な愛は生産力の表現であり、そこには配慮、尊敬、

責任、理解（知）が含まれている（13）」として、自分自身に対する配慮、

尊敬、責任、理解がなければ、すなわち健全な自己愛というものが存在し

なければ、他者を本当に愛することもできないとする。というのも、健全

な自己愛の延長線上に初めて他者への愛が生じると考えるからである。そ

して他者への配慮、尊敬、責任、理解をもとうともしない、自分自身のエ

ゴにしか関心を向けない現代の利己主義者たちは、自分に対する配慮や尊

敬、責任や理解をも本質的には欠いているがゆえに、自分のことを本当に

は愛していないと見なすのである。そして利己主義者が自己愛を欠いてい

る原因は、精神分析学的な知見によれば自分を憎んでいることにあるとし

て、彼らはそのことによって自らの欲求不満や空虚感から抜け出すことが

できない悪循環に陥っているのだと主張するのである。こうしてフロムに

よれば、社会的環境の影響により自分自身を憎むまでにいたった利己主義

者たちは、自分に対しても他人に対しても愛を欠いた行動をとることで、

抜きさしならぬ悪循環に陥っているとされるのである。

つまりフロムの時代にはすでに、自分も他人も本当には愛せない人たち

の属性を表す、利己主義なるものが社会に蔓延していたということである。

そしてその社会的環境としてフロムが挙げているのが、資本主義の原則が

社会へと浸透したという事実である。彼によれば、「人びとの目的は、

もっと多く生産し、もっと多く消費すること」に置かれ、「すべての活動

は経済上の目標に奉仕し、手段が目的となってしまっている（14）」がゆえ

に、人間がロボットと化してしまい、人間の本質的な欲求であるところの
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愛を見失ってしまったというのである。換言すれば、資本主義の経済第一

の社会システムが、人間的な愛を押し殺してしまったというのである。

資本主義社会では愛の原理ではなく、公平の原理が幅をきかせていると

フロムは言う。そこでは、「物だけでなく愛においても、「あなたが私にく

れるだけ、私もあなたにあげる」という考えが、もっとも一般的な倫理原

則となって（15）」しまっているのである。恋愛関係における公平の原理の

浸透について、フロムは次のように印象的な言葉で語っている。

ふつう恋心を抱けるような相手は、自分自身と交換することが可能な

範囲の「商品」に限られる。私は「お買い得品」を探す。相手は、社会

的価値という観点から望ましい物でなければならないし、同時にその相

手は、私の長所や可能性を、表にあらわれた部分も隠された部分もひっ

くるめて見極めたうえで、私を欲しがっていなければならない。このよ

うに二人の人間は、自分の交換価値の限界を考慮したうえで、市場で手

に入る最良の商品を見つけたと思ったときに、恋に落ちる。この取り引

きではしばしば、不動産を購入するときと同じように、将来発展しうる

隠れた可能性が重要な役割を演じる。何もかもが商品化され、物質的成

功がとくに価値をもつような社会では、人間の愛情関係が、商品や労働

市場を支配しているのと同じ交換のパターンに従っていたとしても、驚

くにはあたらない（16）。

資本主義社会に見られる公平の原理は、対象を選んだ上で条件つきの愛

情を差し出すものであり、愛の典型ともいうべき普遍的な隣人愛の原理と

はまったく違うものだといえる。なぜなら、隣人愛は「隣人にたいして責

任を感じ、その人と一体であると感じることである」のに対して、公平の

原理は自分たちの関心の外にある隣人たちには「責任も一体感もおぼえず、

自分は隣人とは遠く離れており、隔絶していると感じることであって、隣

人の権利を尊重することではあるが、隣人を愛することではない（17）」か

らである。こうした理由により、資本主義が生み出した倫理である公平の

－ 48－



原理は、人間から普遍的な愛を奪ってそれを商品への嗜好と同じ種類の、

いわば愛着へと貶めてしまうのである。

結局のところ、フロムにとっては、人間の「中心における経験」である

愛の可能性を抑圧している原因は資本主義だということになる。彼は資本

主義がもたらした商品交換の論理と公平の原理の二つをあげて、その影響

による愛の堕落を説くわけである。そこから、「愛が、きわめて個人的で

末梢的な現象ではなく、社会的な現象になるためには、現在の社会構造を

根本から変えなければならない（18）」とまで主張されるのである。

フロムが展開したこのような視点を引き継いで、愛についての議論を展

開しているのが、ジグムント・バウマンである。そこで、資本主義と愛と

の関係をより深く見てゆくためにも、以下では彼の所説を取り上げて見て

ゆくことにしたい。

3．消費社会における愛の不可能性

まずバウマンの現代社会論から見てゆこう。周知のようにバウマンは、

現代社会をソリッド・モダン社会に対比される、リキッド・モダン社会と

して描写している。バウマンのいうソリッド・モダン社会とは、国境に

よって境界づけられた国民国家の権力、パノプティコン型の規律訓練に

よって人びとが管理され、理性的な計画に基づく明確な秩序が社会の隅々

にまで行き渡るように設計された社会の類型のことである。それに対して

リキッド・モダン社会とは、グローバルな経済の規制緩和（deregulation）

と民営化＝私化（privatization）の進展によって、これまでの国境や国家

がもっていた意義が薄れると同時に、共同体の社会的紐帯から切り離され

てしまったいわばむきだしの個人たちが、不確実で不安定な社会的基盤の

うえで、つまりポスト・モダン的な状況のうちで、自らの責任において行

動しなければならないような社会の類型のことである。

言い方を変えれば、ソリッド・モダン社会は生産者の社会であり、「抜

け目なさや長期的な用意周到さ、耐久性や安定性、何よりも永続的で長期

的な安定性」に重きを置いた社会であるのに対して、リキッド・モダン社
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会とは消費者の社会であり、「欲望の不安定性と欲求の飽くことなさ、そ

こから生じる刹那的な消費と消費対象の刹那的な廃棄への傾向（19）」を示

すような社会だということになる。そしてこうした二つの社会類型に応じ

る形で、ホモ・エコノミクスというソリッド・モダンの人間類型から、ホ

モ・コンスメンス（homo consumens）というリキッド・モダンの人間類

型へと、人間存在のあり方も大きく変化したとバウマンは考えるのであ

る。

市場従事者が認め、かつ適応することができる、また進んでそうした

いと願う唯一の人間類型は、ホモ・コンスメンスである。それは孤独で、

自分自身だけに関心があり、自己中心的な購買者であり、最高の掘り出

し物を探し出すことで孤独を癒すこと以外にその治療法を知らない存在

のことである。彼らにとっては、ショッピング・モールに押し寄せる顧

客の群れが勝手知ったる唯一のコミュニティであり、それ以外のコミュ

ニティを探し求めるようなことはありえない。またこうした人びとの生

活世界は、いま述べた美徳のみをもっぱら共有する人たちで溢れかえっ

ているのである（20）。

このホモ・コンスメンスの行動原理は欲望（desire）である。バウマン

によれば、欲望とは「消費したいという願望」（the wish to consume）の

ことであり、より根源的にいえば「他なるものからその他者性を奪い去り、

無力化したいという衝動（21）」のことを意味するとされる。そしてホモ・

コンスメンスがその対象物を消費した後には、つまり他なるものを消費し

味わい尽くした後には、処分されるべき廃棄物だけが残るというのである。

リキッド・モダン社会では、こうした欲望もまた変質している。「欲望

の種を蒔き、それを育てて養っていくには時間が――先延ばしを嫌い、そ

の代わりに「その場での満足」を迫るような文化の基準からすると、耐え

られないほど長い時間がかかる（22）」ために、欲望に代わって短時間しか

持続しないような願望（wish）が、人びとに浸透してきたからである。そ
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してこうした願望の「寿命は購買者がショッピング・モールの入口から出

口までを歩きまわる時間以上には必要とされない（23）」ために、願望はつ

ねにその時々で更新されるものとなり、新たな購買行動を人びとから引き

出す必要がある消費社会に、より適合的な行動原理となったのである。

この「浅い欲望」ともいうべき願望の社会への浸透によって、現代の恋

愛関係もまた大きく変化している。バウマンによると、「願望に導かれる

とき、パートナーシップは購買行動のパターンに従うため、平均的でほど

ほどの経験をもつ消費者のスキル以外には何も必要とされなく」なるため

に、「他の消費財と同じように、パートナーシップはその場での消費のた

め、一回限りの消費のため」のものとなり、「明らかに使い捨て可能なも

のになる（24）」というのである。現代のパートナーシップは、例えばイン

ターネットにおける恋人探しのサイトを使って、ワンクリックで自分に相

応しい異性を見つけ出せるようになる一方で、その人間関係は長続きしな

いことを前提に、つねに新たな異性があらわれる可能性を意識しながら、

とりあえずのつきあいを続けるという形態をとることになる。そしてこう

した状況では、パートナーとの子どもをもつことは消費者としての自己を

否定することでしかなくなり（25）、長くは続かない性的願望に基づく人間

関係のために、特定の異性とパートナーシップを深く結ぶことを回避しな

がら、その場その場での自らの願望を満たすように人びとは振る舞うよう

になるのだとバウマンは言うのである。

バウマンによればさらに、携帯電話やインターネットなどを使った通信

環境が整備されることによって、「ヴァーチャルな近接性」（virtual

proximity）とでも呼ぶべき関係がパートナーシップの基盤となってきた

がゆえに、「人間関係が絆といったものを形成するにはあまりにも浅く短

期的になる傾向が生じてきた（26）」のだという。すなわち、消費社会が生

み出した鬼子ともいうべき、性的願望とそれを充足させるようなヴァー

チャルな近接性の実現によって、フロムが指摘したような異性を商品とし

て扱う態度ばかりでなく、資本主義の倫理である公平の原理さえも無視し

て、短期的で浅い、かつ一方的な男女関係のあり方を多くの人びとが求め
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るようになった結果として、まさにフロムのいう意味での利己主義が男女

の恋愛関係にも浸透するという末期的な社会状況が出現したわけである。

言い換えれば、商品への短期的な願望という購買者の論理がリキッド・

モダン社会全体を覆い、それが恋愛行動という愛の領域にまで及んでいる

というわけである。そしてその結果として、もたざる者が市場から排除さ

れると同時に、もつ者のうちでもごく一部の者たちが富を独占するという

新自由主義的な状況が、商品経済の領域ばかりかパートナーシップといっ

た親密性の領野においても、見られるようになってきたのである（日本に

おける婚活ブームはそのネガティブな証左であろう）。こうしてわれわれ

は、さまざまな社会的格差が拡がるなかで、リキッド・モダンの愛を欠い

た社会において人びとは皆、不幸になってゆくと結論づけたくなる誘惑に

駆られる。しかしバウマンは、そうではない見方があるという。リキッ

ド・モダン社会における幸福のあり方、〈私から社会へ〉のあるべき道筋

といったものが、極めてねじれた形ではあるけれども存在するというので

ある。いったい、どういうことだろうか。

バウマンによると、愛を欠いた利己主義者でも、というよりむしろ愛を

欠いた利己主義者であるがゆえに、幸福を保証された人びとが存在するの

だという。リキッド・モダン社会では、他者を思いやる愛とほんとうの自

分を感じる幸福とが切り離されて存在するからである（われわれの述べた、

「現代社会では、愛は幸福の一要素ではあるが、幸福は愛を欠いても成立

する」という先の言明が、一般化されるのだといってもよい）。そしてバ

ウマンの考えでは、こうした社会的状況をいち早く見抜き、そのイデオ

ローグとなっているのが哲学者のニーチェだとされるのである。

ニーチェの代弁者たるツァラトゥストラのメッセージは、まったく深

遠でも曖昧でもない。すべての者
、、、、、

に幸福は存在するけれども、それぞれ

にとって同じ
、、
幸福というわけではないというのがそれである。気高く力

強い、高貴で強い意志をもった人びとの、「健全で神聖ともいえる」利

己主義は、幸福なのである
、、、、、

。それに対して、残りの者たちが手にすべき
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唯一の幸福（正確にいえば、不幸の回避といった状態）は、畏れ多い真

実を受け入れて、それが語るところに自ら甘んじることである。なかん

ずく、自らの凡庸さを認めて夢のような空想をすぐに手放すこと、そし

て自分たちを損なうだけであるのに、間違って自分たちよりも上に立つ

人びとのようになれると期待し、空しい行動を取らないようにすること

である。彼らは自分たちとは違うのであり
、、、、、、

、彼らのようになること
、、、、

は決

してありえないことだからである（27）。

人間の平等を保証する神が死んだ後、ツァラトゥストラのような超人は

他の者たちに愛と思いやりを抱くことなく敢然と生きる一方で、残りの

「小さき者たち」は身分不相応のルサンチマンを上に立つ人びとに抱くこ

となく、こうした「自然の秩序」を受け入れて慎ましく生きる必要がある

とニーチェは考える。すなわち、ニーチェにとって幸福とは少数者のため

のものであり、大多数の凡庸な者たちは少数者の幸福を支えるだけの役回

りを果たすことを自らの運命として受け入れ、それを自らの幸福（正確に

は、不幸ではない状態）だとして認めるべきだというのである。

こうしてわれわれは利己主義が幸福をもたらすという、通常の幸福論か

らは導き出すことができない、しかしながらリキッド・モダン社会の現実

を彩る逆説的な結論に達した。それはいわば少数者の「ほんとうの自分」

を、大多数の者たちが自分を押し殺してまでも支えるというグロテスクな

社会のイメージである。またそれは愛を欠いたリキッド・モダン社会のむ

きだしの論理であり、消費社会の論理がすべてに優先するという、明らか

な格差社会の考え方を象徴するものでもある。こうしたイデオロギーを批

判するためにも、われわれが次に問わなければならないのは、リキッド・

モダン社会における愛の位置づけである。われわれの暮らす現代社会では、

愛は人間から本当に失われてしまったのだろうか。バウマンとともに、こ

の大きな問題について次に考えてみたい。
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4．リキッド・モダン社会における愛の位置づけ

バウマンによれば、「愛とは気遣いたい、そして気遣いの対象を保護し

たいという願望のこと（28）」であるとされる。それは求心的な欲望とは異

なり、遠心的な衝動であるとされる。つまり愛とは、対象を自分の方へと

引き寄せたいという、私へと向かう求心的な感覚ではなく、「そこに存在

するものへと拡張し、越え出て、手を差し伸べたいという衝動（29）」とし

て、私から外へと向かう遠心的な力なのである。

またバウマンは、欲望（願望）が消費を志向するのに対して、愛は所有

を志向するのだと考えている（30）。それゆえに欲望はその対象を消尽して

しまうのに対して、愛はその対象を手に入れることで、自分自身を増大さ

せることができるというのである。このようにバウマンにとって愛とは、

消費社会を動かす原動力である欲望（願望）とは、まったく正反対の性質

をもつものとして定義されているわけである。

では欲望（願望）がいわば消費社会を生み出すのに対して、愛はどのよ

うな社会を生み出すのであろうか。われわれがこのように問うのは、それ

がどのようなものであれ、愛に溢れた社会の類型を検討することによって、

現代のリキッド・モダン型の消費社会を批判する視角が得られるに違いな

いと期待するからである。しかしバウマンは、こうした見通しを完膚無き

までに否定する。なぜなら、バウマンによれば、愛とはそれに応じた社会

の類型を生み出すことがないようなものだからである。バウマン自身の言

葉を引用しよう。

お互いの自己開示を奨励することに基づく、内的な自己のコミュニオ

ンは、愛の関係の中核になるかもしれない。それは自立した、もしくは

ほとんど自立した、人生の物語を共有する孤立状態のなかで、根づき、

発芽し、繁茂するかもしれない。しかしながら、道徳的二者関係と同じ

ように――その関係を第三者を含むものにまで拡張するときには、それ

ゆえ「公共圏」を真面目に整備しようとするときにはいつでも、その公

共圏によって引き起こされる一般的正義の問題に直面して、そうした問
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題を取り扱うのには不十分な道徳的制度や衝動しか見いだせないという

難題が生じるのと同じように、愛のコミュニオンもまた、外的世界を処

理するのに必要なスキルを欠いたまま、それを処理する用意もなく、また

その準備も欠いたままで、外的世界にとらえられてしまうことになる（31）。

我と汝という関係を、道徳的二者関係を越えて第三者にまで拡張すると

きに不調和が生まれるように、愛の関係においても、「我と汝の共同性に

必要とされる能力を完璧に身につけ、それを完全に使いこなせたとしても、

潜在的な「汝」を構成する多数の人びとをお互いに切り離し、彼らを戦争

状態に陥らせるような敵対、不均衡、不一致などに直面するときには、そ

うした能力は無力なものにしかならない（32）」のである。ここから読み取

れることはバウマンが、対面的な二者関係を越えた社会的、制度的な愛の

可能性を認めていないということである。これには論理的、哲学的な理由

のほかに、道徳的二者関係を社会規範として固定化すると、それがかえっ

て人間の自由を抑圧してしまうように（33）、愛の二者関係を社会的に固定

化するときには、それがかえって愛に基づく人間関係を否定するような社

会規範へといたる可能性があるという、バウマンの苦い現実認識に基づい

ている。いずれにしても、バウマンにとっては愛を基盤として成立する社

会なるものは存在しないということがここで確認できる。

それでは愛というのは二者関係においてだけ見られる、周縁的な現象と

して社会的現実からざっくりと切り捨ててしまってもよいものなのだろう

か。もちろんそうではない、とバウマンは言う。バウマンは例えば、愛と

ほぼ同一の概念としてとらえられる、エマニュエル・レヴィナスの責任概

念に言及しながら、次のように述べている。

他者に対する責任、他者のために
、、、、

あるということは、物理的
、、、

現実や、

それを無視したり破ったりした者たちに断固とした強制力や、罰則とし

ての制裁が課されるとしてエミール・デュルケムが印象的に定義した

「社会的
、、、

事実」なるものとは異なった（また、それより弱い
、、、、

と言いうる）
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意味で、「現実的」なものである。責任は自分の行為を決定する資格を
、、、、、、、

もたないのである
、、、、、、、、

。（中略）倫理的責任を直視すること、そうした責任

を引き受けること、そうした責任に対する責任を受け入れること
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

は、選
、

択
、
の問題なのである。良心の声を除いて、それが引き立てられることは

ほとんどないにしても、そうなのである（34）（強調は原文）。

レヴィナスのいう責任と同じように、他者を気遣いたいという意味での

愛は、私の側の選択にのみ基づいている。それは例えば、利己主義を選択

するよりも他者を助けることの方が自分にとって「より良い」（better）と

考えるような選択である。しかしこうした選択を支える社会的基盤なるも

のは存在しないために、それはまったくの自由であると同時に個人的選択

というより弱い基盤しかもたないものだとされるのである。バウマンに

とって、愛の行為を選択することは一人ひとりの行為者に属する事柄であ

るため、それを社会規範に解消することはできないことになる。そして愛

の社会は、それがいかに不安定なものであれ、こうした個人的行為の積み

重ねによってしか出現しないというわけである。

バウマンによれば、「われわれすべてがその幸福の追求において直面す

るのは、この究極の選択（35）」であり、それは日々選択され続けているも

のである。しかしニーチェのイデオロギーのもと、現代の消費社会では愛

ではなくその反対概念の利己主義を選択することにより、幸福を目指す人

びとが絶えないといえる。資本主義を背景にして欲望（願望）が行き渡る

なか、社会的基盤を欠いた個人的良心に基づく愛を選択する人は、実際に

は数少ないに違いない。これでは現代社会において、愛には勝ち目は無さ

そうである。そしてバウマンはこうした事態に絶望しながらも、愛の復権

に微かな望みをつないでいるのである。

5．結びに代えて

現代の消費社会は、フロムのいう資本主義社会の「公平の原理」という

タガも外れて、利己主義の蔓延を招いている。バウマンによる欲望（願望）
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に基づく人間関係の分析も、条件つきの愛情すら差し出すことを拒む利己

主義者についてのものだと解釈することができそうである。さらにニー

チェによる偉大な利己主義者こそが幸福なのであり、それを認めない者は

ルサンチマンの塊である「小さき者」でしかないという断定は、明らかに

消費社会における利己主義を全面擁護するイデオロギーとなっているとい

えるだろう。

このように利己主義が跋扈する背景には、資本主義という社会的基盤の

存在がある。しかしバウマンによれば、愛にはそうした社会的基盤は存在

しないため、社会の一人ひとりが個人的選択を積み重ねることでしかその

社会的効果を生み出すことができない。ここから現代社会に関する、バウ

マンの悲観的な展望が引き出されるわけであるが、これには二者関係にお

いてのみ愛の関係を認める、バウマンの理論的制約もあるように思える。

すなわち恋愛関係には限定されない、普遍的な愛の態度が社会規範とは馴

染まないということは認めるにしても、愛が社会的に流通しないような、

二者関係に閉じたものだということまでは言えないのではないかと思える

からである。われわれとしてはこうした点を踏まえて、今後は贈与論や愛

のメディア論などの社会学的議論を検討しながら、社会学的な愛と幸福に

ついての議論をさらに深めてゆくことを課題としたい。
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