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ティリッヒとフロム  
― 自己愛を巡って ― 

 

今 井 尚 生 
 

 ティリッヒの後期の思想の特徴の一つは、それが心理学的な要素を含みつつ展開されること

である。本論文では、ティリッヒとフロムの思想領域に共通する「自己愛」という概念に焦点

を当てて、それぞれの思想を明らかにしようとするものである。 

 

１．ティリッヒとフロム 
 

ティリッヒとフロムの思想の連関についての研究は決して新しいものではないし、特に後期

のティリッヒの思想とフロムのそれとが問題連関を共有することも周知の事柄であろう（１）。

しかし、これまでの伝記的な研究から彼ら二人の繋がりを知ろうとすると、手掛かりは決して

多いとは言えない。本論文は伝記的な研究ではないが、伝記的な研究分野に関する問題提起と

いう意味を含めて、はじめに彼らの関係について瞥見しておきたい。 

 ティリッヒとフロムが面識をもつ以前に互いの名を知っていたかどうかはともかく、彼らが

知り合ったのはフランクフルト時代であったという（２）。このフランクフルト時代というのは、

ティリッヒとフロム両者にとって 1929 年～1933 年を意味している。というのは、一方のティ

リッヒは 1929 年～1933 年までフランクフルト大学の哲学教授の職についていた。他方のフロ

ムは元々フランクフルト生まれであるが、1923 年～1929 年まではベルリンおよびハイデルベ

ルクで暮らしており、フランクフルトを離れている（３）。そのフロムがフランクフルト精神分

析研究所の所員となったのが 1929 年であり、その後アメリカに亡命するのはティリッヒと同

じく 1933 年である。 

ティリッヒとフロムが誰の紹介で知り合ったのか、またフランクフルト時代どのような関係

にあったのかは不明であるが、この点に関して明らかにされるべきは、フランクフルト大学の

社会科学研究所と、その所長を務めたマックス･ホルクハイマーとの関係であろう。一方のティ

リッヒは、ユダヤ人排斥運動が盛んであったにも拘らず、ユダヤ人のホルクハイマーを社会科

学研究所の所長に就任させるために奔走したという。また、フランクフルト大学在職中にティ

リッヒは二つの学際的研究会に参加していたが、その一つはティリッヒを中心に組織されたも
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ので、その構成員の中にレーヴェとともにホルクハイマーがいた（大島[1997],p.44f.；ジェイ

[1986a],p.118）。ティリッヒとホルクハイマーの関係が親しいものであったこと、そして両者

の対話が生涯続いたことが知られている（佐藤[1978]）。他方、そのホルクハイマーの指示の下、

1929 年に併設された精神分析研究所の初代の所長カール･ランダウアーはフロムの学問上の教

師であり、フロム自身も精神分析研究所のスタッフになったことは先に触れた（ナップ

[1989a],p.36）。この精神分析研究所は、設立から 1933 年に廃止されるまでフランクフルト大

学の援助を受けていたが、実質的にはホルクハイマーの社会科学研究所と密接に結び付いてい

たという（ナップ[1989a],p.36）。そして、フロムは社会科学研究所の所員も兼ねていた（安田

[1980],p.199）。フロムが社会科学研究所に招かれたのは、ホルクハイマーの就任とともに精神

分析を取り入れようとした社会科学研究所の新しい方針を実行するのに、社会学と精神分析を

修めたフロムのような人物が必要とされたためと考えられる（安田[1980],p.34f.）（４）。そして、

1930 年代を通して、フロムは社会科学研究所のメンバーたち、なかでもホルクハイマーとは親

密な友人となったという（ナップ[1989a],p.40；ジェイ[1973a],p.37)。 

 勿論、思想研究上重要なのは、彼らが思想的問題をどの程度共有していたかであり、この点

も今後十分に明らかにされるべき問題である。フロム自身はフロイトと個人的に会うことは一

度もなかったが、彼は、フロイトの弟子であったヴィルヘルム･ヴィッテンベルグとカール･ラ

ンダウアーの指導のもとで心理学と精神医学を学んだ。また彼は、1926 年のハイデルベルク時

代からマルクスに傾倒していたとされるが、フロムのマルクス受容に最も強い影響を与えたの

はホルクハイマーその他であったという（ナップ[1989a],p.33.f； フンク[1983a],p.73)。他方、

ティリッヒはフランクフルト大学の共同演習などを通して、ゲシュタルト心理学の代表者であ

るアデマール･ゲルプから実存的精神療法の意味について学んだ（大島[1997],p.44)。 

 アメリカに渡ってからの二人の関係についても、伝記的研究は十分に満足のいく情報を提供

してはくれず、諸記述間に齟齬が見られる。先ずナップの記述から引用する。フロムは「また、

パウル･ティリッヒとも旧友を温めることになった。ティリッヒは名高い哲学者、神学者であり、

当時はニューヨークユニオン神学校（５）で教職にあった。現代の心理学と社会学を基礎にした

ティリッヒのプロテスタンティズムの再生は、フロムにアピールするものをもっていたが、ふ

たりは親しい関係には進まなかった。予言者同士は、往々にして相手の内輪に入っては寛げな

いものなのである」（ナップ[1989a],p.69)。この叙述に関してナップは根拠を示していない。

特に、「ふたりは親しい関係には進まなかった」という記述がどのようなことを指しており、ま

たいつ頃のことなのかはっきりしない。ティリッヒがユニオン神学校に在職したのは 1934 年

から 1954 年までの 20 年間に及ぶが、その間ずっと「ふたりは親しい関係には進まなかった」

とは考え難い。というのは、この点に関して他の伝記的研究は我々に別様の印象を与えるから

である。 
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 年代を追って見ていくことにする。先ず 1940 年代の事情に関して、パウクを引用したい。

パウクはヒルトナーによる回顧的論文（ヒルトナー[1974)を典拠にして次のように記している。

「またティリッヒは、1940 年から約 5 年間にわたって月例集会を開いていた「ニューヨーク

心理学グループ」にも所属していた。会員中にはルース･ベネディクト、ゴタード･ブース、エ

ーリッヒ･フロム、シウォード･ヒルトナー、ロロ･メイ、ディヴィッド･E･ロバーツ、フランシ

ス･ウィッケスがいた。これらの集まりの多くは、ティリッヒのアパートで、またある時は、ユ

ニオン神学校のハリソンおよびグレース･エリオットの家で開かれた。」（パウク[1976a],p.385)

ティリッヒのアパートで開かれたこともある心理学グループの集会に所属していたティリッヒ

とフロムの関係が「親しい」ものであったとするならば、ナップの言う「親しくない関係」が

続いたのは、長くて渡米後 1930 年代の末までということになる。あるいは、同じ心理学グル

ープに属しながらも、ナップが考えるほどには「親しく」なかったということなのか。もし 1940

年代の時点での二人の関係がナップのいうように「親しくない」ものであるとしても、以下に

挙げる諸記述によれば、1950 年代には彼らの関係は進展していたと考えるべきではないだろう

か。 

大島は 1950 年代のティリッヒについて次のように書いている。少々長くなるが、そのまま

引用したい。「1950 年代になると、アメリカでは実存的心理分析（現存在分析）が脚光を浴び、

キルケゴールの不安の概念やフロイトの「リビドー」（根源的欲望）の概念が見直されるように

なった。長い間、育んで来たフロイトへの関心が甦り、ティリッヒの関心は社会主義から魂の

癒しへと移行し、カレン＝ホーナイ、エーリッヒ＝フロム、ロロ＝メイと親交を結んだ。ティ

リッヒは神学と深層心理学との学際的研究に基づいて、キリスト教の罪の赦しを「受容される

こと」「自己受容」と解釈した。そして死、運命、無意味さという不安によって脅かされている

にも拘らず、生きる勇気をもつことが絶対的信仰であると説いた名著『存在への勇気』（1952

年刊）は、全米のベスト･セラーとなった。」（大島[1997],p.57) 

問題は、ここでティリッヒがエーリッヒ･フロムと親交を結んだとされているのが、いつの時

期かということである。パウクの叙述との整合性を考えるならば、確かにアメリカで実存的心

理分析が脚光を浴びたのは 1950 年代だったとしても、ティリッヒが心理学に関心を示しフロ

ムやメイと親交を結んだのは、既に 1940 年代からではなかっただろうか。そのように考える

根拠は第一に、ティリッヒは既に 1940 年代の前半には心理学グループの学際的討論に参加し

ていること。第二に 1952 年に刊行された『存在への勇気』は、元来ドワイト･ハリントン･テ

リー基金講義として 1950 年の 10 月から 11 月にかけてイェール大学において行われた連続講

義だからである（６）。そして第三にフロムは既に 1949 年には妻の病気のためメキシコに移住し

ている（安田[1980],p.202)。無論、フロムがメキシコに移住した後になって初めて親交を結ぶ

ようになった可能性もあり得ないことではないのではあるが。 
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そこで次に 1950 年代、フロムがメキシコに移住した後の、ティリッヒとの関係についての

記述を見ていきたい。先ずフンクの記述を取り上げよう。フロムは「1951 年からメキシコ国立

自治大学の医学部員外教授としての地位を得て、〈メキシコ精神分析研究グループ〉の養成がで

きるようになった。このコースは 1956 年まで続いた。そしてフロムは同時に教育分析家とし

て、理論と臨床のゼミナール指導者として、また指導分析家として、必要とされた。……ここ

での教育を何もかも自分でやってしまわないために、フロムはニューヨークから時折応援を得

た。……客員講演者の中には、……フロムがフランクフルト時代から知っていた神学者のパウ

ル･ティリッヒがいた」（フンク[1983a],p.178)。応援を頼める仲だったということは、二人の

仲が 1949 年にフロムがメキシコに移住する前、ニューヨーク時代から、やはりある程度親し

い仲だったと考える方が自然ではないだろうか。 

 また、1955 年に出版されたフロムの『正気の社会』についてのティリッヒの反応をナップは

次のように伝えている。「この印象的な本は、大きな喝采とそれと同じくらいきびしい批判によ

って迎えられた。パウル･ティリッヒは『正気の社会』の出版を大変熱狂して迎えた」（ナップ

[1989a],p.209)。この記述についてナップは根拠を挙げていないが、『正気の社会』についての

ティリッヒの書評はパストラル･サイコロジー誌にみられる（７）。 

 プライベートでも、恐らく親交があったとの印象を伝えるのは、パウクの次の記述である。

「1956 年から 57 年にかけての冬、ティリッヒ夫妻はメキシコに行った。しかし、この折の経

験については、エーリッヒ･フロムと同行して楽しかったことや、太平洋の暖かい海水を楽しん

だこと以外、たいした報告はしておらず、四週間にわたり、「体系」の仕事に没頭した」（パウ

ク[1976a],p.311)。ここで「体系の仕事」といっているのは勿論、1957 年に出版されることに

なる『組織神学』第二巻のことであろう。ティリッヒのこのメキシコ旅行が、先にフンクが述

べていた、フロムの仕事の「応援」を兼ねたものであったのかは不明であるが、パウクはこの

旅行を「休暇」と理解しているようである（パウク[1976a],p.271)。少なくともこの時期とも

なれば、先に挙げたナップの「ふたりは親しい関係には進まなかった。予言者同士は、往々に

して相手の内輪に入っては寛げないものなのである」（ナップ[1989a],p.69)という描写は妥当

しないのではないであろうか。 

 パストラル･サイコロジー誌には、フロムの著作に関するティリッヒの書評が二つある。一つ

は先に挙げた『正気の社会』（1955）に関するものであり、もう一つはフロムの『心理分析と

宗教』（1950）に関するものである（８）。一方のフロムは、ティリッヒの 70 歳の誕生（1956 年）

を記念した記念論文集 Religion and Culture に寄稿している（但し、この論文集が実際に出版

されたのは 1959 年になってからのことである。）（アルブレッヒト、シュスラー[1993],p.135)。 

 以上のように見てくると、ティリッヒとフロムの関係についての記述は幾つか見いだされる

ものの、二人の思想的影響関係を裏付けるほど厳密なものとは言えないことが分る。今後の二
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人の関係をより明らかにする伝記的研究が出ることが期待される。 

 

２．「自己愛」という用語を巡って 
 

 フロムの『正気の社会』（1955）が出版された同じ年、ティリッヒはパストラル･サイコロジ

ー誌にその書評を載せ、フロムの使用した「自己愛（self-love）」という概念に対する問題提起

をしている。これに対し、フロムは翌年に出版された『愛するということ』（1956）において、

自らの見解を弁明している。一言で言えば、フロムが「自己愛」という概念を用いるのに対し

て、ティリッヒは「自己愛」という言葉を用いることには反対の立場をとるのである。そこで

先ず、彼らのこのやり取りを整理しておきたい。 

 ティリッヒは、「エーリッヒ･フロムの『正気の社会』」（ティリッヒ[1955f]）と題する書評の

中で、「我々の愛の理解に対する彼（フロム）の貢献は彼の最も偉大なる功績の一つである。」

（ティリッヒ[1955f],p.14）と述べて、フロムの「愛」に対する洞察に理解を示している。フロ

ムの規定するところでは、「愛とは、自分自身の（他のものからの）分離（separateness）と、

自分自身の統合（integrity）を保ったままの状態で、自分以外の（outside oneself）誰かない

し何かと結び付くこと（union）である」（ティリッヒ[1955f],p.14 およびフロム[1955],p.31)

（引用文内の（他のものからの）は筆者の補足）。因みにティリッヒはその書評の中で、「自分

以外の（outside oneself）」という部分をわざわざイタリック体に変えて引用している。ティリ

ッヒはフロムの愛に対するこの規定に賛成した上で、次のような見解を述べている。即ち、愛

に対するフロムの規定に従って、愛が自己以外のもの（または自己の外のもの）との結合であ

るとするならば、何故に「自己に対する愛（the love for oneself）」と言うことができるのか。

「自己愛（self-love）」というような曖昧な語を用いることはやめて、それがネガティブな意味

であれば「利己主義（selfishness）」、ポジティブな意味であれば「自己肯定（self-affirmation）」

ないしは逆説的な「自己受容（self-acceptance）」という用語に置き換えた方が良いのではない

か。これがティリッヒの見解である。 

 これに対してフロムは、『愛するということ』（1956）の「自己愛」という節に設けられた註

の中で答えている（フロム[1956],p.57)。フロムはティリッヒの趣旨については理解するものの、

彼の意見に対しては賛成しない。その第一の理由は、「自己愛」という用語の方が、自己愛に含

まれる逆説的な要素をよく表現できるということ。第二に、愛は、自分自身を含めて、全ての

対象に対して同じ態度であるということ。そして第三に、フロムの使う意味での「自己愛」と

いう用語には歴史があるとして、「汝のごとく汝の隣人を愛せ」という聖句を引用している。 

 ティリッヒとフロムは「自己愛」に対する議論の互いの趣旨は、これを理解し、承認してい

る。そうであるとすれば、「自己愛」という用語を用いるべきであるか否かという判断は、互い
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の持つ語感の違いによるものなのか。あるいは、この判断の違いから、もう少し両者の考え方

の違いが見えてくるのか。その辺りのところを多少とも考察してみたい。 

 ところで、このような問題意識でティリッヒの書を紐解くと、彼が「自己愛」という用語に

ついて記しているのは、先に取り上げた 1955 年の書評が初めてではないのである。その三年

前の 1952 年、ティリッヒは全米でベスト･セラーになったとされる『存在への勇気』を出版し

ているが、その中で彼は既に「自己愛」について触れていた。「勇気と自己肯定 － スピノザ」

と題する節の中、自己愛と利己主義の違いに対するフロムの見解に触れた件で、「彼（スピノザ）

は自己愛（self-love）という用語を用いないし、私自身もまたこの言葉を用いることを躊躇す

る」（ティリッヒ[1952],p.22)と述べている。これは一般的に「自己愛」という概念を用いるこ

とに対する意見というよりは、やはりフロムが「自己愛」という語を用いていることを意識し

たコメントとみるべきではないだろうか。しかし、そうであるとするならば、ティリッヒはフ

ロムのどの発言を踏まえて言っているのであろうか。残念ながら、ティリッヒはフロムの発言

に対する典拠を記していない。それ故、推測の域を出ないのであるが、フロムが「自己愛」に

ついて述べた論文ということで調べれば、この場合は比較的容易に推測できるのではあるまい

か。そのようにして調べると、1939 年に「利己主義と自己愛」という論文を書いている。恐ら

くこの論文が、この問題を主題にしたフロムの最初の論文ではないだろうか。勿論、ティリッ

ヒがこの論文を読んでいたかは不明である。あるいは、例の 1940 年代前半に行われていたと

いう心理学のグループの集いで、フロムの「自己愛」についての議論を聞いたかもしれない。

しかし、1952 年の『存在への勇気』にもう少し近いところで考えるとどうなるか。実は、フロ

ムの 1939 年の「利己主義と自己愛」という論文は、フロムが 1947 年に出版した『人間におけ

る自由』（原題は Man for Him elf）の中に再録されているのである。先にも記したように、『存

在への勇気』（1952）は元来 1950 年にイェール大学で行われた連続講義であることを考えると、

『人間における自由』（1947）が一番時期的に近くもあり、またこの書であればティリッヒが

読んだ可能性は十分考えられるのではないだろうか。そこで、以下の考察はこの書にまで遡る

ことにし、「自己愛」に関して彼らが取り上げた問題点ごとに考察したい。 

s

 

（ａ）自己愛の対象 

 初めに、ここでは自己が愛の対象となり得るかという点に関する問題についてみていきたい。

ティリッヒは 1954 年に出版した『愛･力･正義』の中で、「自己愛」というものが概念として意

味をなすものであるか否かという問題を提起している。というのは、愛とは、愛する主体と愛

される客体との分離（separation）を前提としているが、自己意識の構造の中にそのような主

体と客体との分離があるだろうか、というのがティリッヒの問題意識であり、彼自身は「自己

愛」という用語を使うことに大きな疑問をもっている旨を述べている（ティリッヒ[1954],p.6)。 
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 自己が愛の対象になり得るかという問題に関して、フロムは、ティリッヒの見解に対する註

の中で述べている。それは、「自己愛」という用語は、愛は自分自身を含めたあらゆる対象に対

して同じであるという事実を表現しているという理解である（フロム[1956],p.57)。そしてフロ

ムは心理学上の前提として、「他者だけではなく、我々自身も我々の感情や態度の『対象』であ

る」（フロム[1956],p.59)という点に注意を促している。 

このフロムの議論の組み立てを整理すると次のようになる。フロムに従えば、先ず、愛とは

特定の人間に対する関係ではなく、世界全体に対する人間の関係を規定する「態度（attitude）」

ないし「性格の方向性（orientation of character）」のことであり（フロム[1956],p.46)、それ

は人間の中にある能動的な力（active power）である（フロム[1956],p.20)。それ故、フロムの

理解では、人間そのものに対する「態度」としての愛が、特定の人間に対する関係としての愛

に、先立つのである。通常は、人間そのものに対する愛は、特定の人間に対する愛の後に成立

すべき抽象的なものと考えられる。「確かに遺伝学的には、人間に対する愛というものは、特定

の個人を愛することにおいて獲得されるのではあるが、人間に対する愛は特定の人間に対する

愛の前提である」（フロム[1956],p.59f.)として、人間というものに対する愛が、あらゆる個別

の対象に対する愛の前提であるとフロムは主張する。そして、誰か特定の人を愛するというこ

とは、その特定の人を、本質的に人間的な質が受肉（incarnation）したものとして肯定

（affirmation）することであり、そのような対象に対して、自らの愛する力を現実化し、集中

することなのである（フロム[1956],p.59)。それ故、フロムが前提するように、もし自分自身が

自らの態度の対象になり得るとすれば、自己という対象に対して愛する力を現実化することは

成立するのである。というのは、私もまた一人の人間であり、「私自身をその中に含まないよう

な人間という概念は存在しないからである」（フロム[1956],p.58)。 

確かに、1956 年の『愛するということ』に基づく以上の議論には一応の一貫性が認められ、

その意味で自己が愛の対象となり得るということ、即ち、自己愛ということがあり得るという

ことは説明される。しかし、先の 1955 年の『正気の社会』の規定では、愛は自分以外の誰か

ないし何かと結び付くことを意味していた。この規定は、僅か一年にして捨てられたのであろ

うか。否、『愛するということ』においてもフロムは同様の規定の仕方をしている。「成熟した

愛は、自らの統合（integrity）、自らの個性（individuality）を維持した状態での結合」であり、

愛は人と人とを分離している壁を突破する力であると規定している（フロム[1956],p.20)。そこ

で、フロムが愛を規定する文脈を調べてみることにしたい。 

フロムは愛を、人間の実存の問題に対する答えとして解釈している（フロム[1956],p.7ff.)。

フロムは、人間が動物の持つ本能的な適応性を失い、自然を超越した存在である、という人間

理解から出発する。勿論、それでも人間が自然の一部であることに変わりはないが、もはや原

初的な自然との一体性は失われ、自然から引き離されている。他の一切から切り離されている
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という分離、孤立の状態を克服することが人間の実存における最大の問題であるとフロムは認

識する。「そこで、人間の最も深い欲求とは、分離（separateness）を克服し、孤立（aloneness）

という牢獄を抜け出したいという欲求である」（フロム[1956],p.9)。この実存的問題に対して人

類は色々の解答を試みてきたが、「完全な答えは、人間同士の結合（interpersonal union）、他

の人格との融合、即ち愛にある」（フロム[1956],p.18)。 

 以上が、フロムの思想の基礎にある人間理解であり、人間の実存の問題に対する答えとして

の愛を規定するときの文脈である。この文脈の中で、先の愛に対する規定も理解されるべきで

ある。それは、「愛とは、自分自身の（他のものからの）分離（separateness）と、自分自身

の統合（integrity）を保ったままの状態で、自分以外の（outside oneself）誰かないし何かと

結び付くこと（union）である」（フロム[1955],p.31)という規定であった。そして、ティリッ

ヒもフロムのこの規定を受け入れていたのである。実際、フロムとの厳密な影響関係を指摘す

るのは困難ではあるが、ティリッヒ自身、愛を規定して次のように表現している。「愛とは分離

されたものを統一（unity）へと駆り立てる衝動（drive）である」（ティリッヒ[1954],p.25)。 

 しかし、以上の議論を踏まえるならば、フロムの立場からしても、愛が孤立の克服の問題で

ある以上、自己愛が果たして孤立の克服という問題の解決になるのであろうか。そしてティリ

ッヒの主張する如く、自己のうちに分離を認め、自己に対する愛、即ち自己との統合としての

自己愛という概念は成立し難いのではないだろうか。この点に関するティリッヒの議論をもう

少し正確に押さえたい。 

 ティリッヒによれば、愛は分離されたものの統一への衝動であった。それ故、最大の分離を

克服するとき、愛は最も力を発揮すると言える。しからば、最大に分離されたものとは何か。

ティリッヒはそれを自己（self）と自己の分離であると考える（ティリッヒ[1954],p.25)。自己

とは「独立な中心（centre）であり、分離不可能（indivisible）、進入不可能（impenetrable）

である」（ティリッヒ[1954],p.26)。それ故、自己は「個人（individual）」と呼ばれるのである。

それは、言葉の本来の意味で「分割不可能な（individual）もの」なのである。このような自

己収斂的（self-centred）であり分割不可能な（individual）もの、根本的に分離された存在で

ある個的人格（individual person）を再結合することにこそ愛の成就がある、とティリッヒは

理解するのである（ティリッヒ[1954],p.22)。それ故、ティリッヒは自己愛という概念を用いる

ことの問題性を指摘して、次のように主張する。「もし愛が分離されたもの（the separated）

の再結合への衝動であるならば、自己愛について有意味に語ることは困難である。というのは

自己意識の統一の中には、自己収斂的存在と他の全ての存在との間の分離のような、現実的な

分離は存在しないからである」（ティリッヒ[1954],p.33)。それ故、「自己愛はメタファーであっ

て、概念として扱われるべきではない」（ティリッヒ[1954],p.34)。これが、ティリッヒが自己

愛という概念に反対する理由である。 
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 しかし、自己意識の中には、意識する主体としての自己と意識される客体としての自己の間

の何らかの分離が存在するのではないだろうか。そこにフロムの言う自己愛ということが成立

する可能性はないだろうか。仮にティリッヒの言うように概念としてではなくとも、メタファ

ーとして。 

 実は、ティリッヒも主体であるところの自己と客体であるところの自己の間の分裂（split）

は、これを認めているのである（ティリッヒ[1954],p.33)。勿論、それは人格的存在の間に見ら

れるような分離（separation）ではなく、それ故、分離を克服する衝動としての自己愛という

ことも、概念的には成立しない。しかし、自己に主体と客体との分裂（split）が存在し、自己

が自己関係的な（self-related）存在である以上、自己に対する一種の関係として―たとえ概念

としてではなく、メタファーとしてであっても―自己愛ということが成立し得ないであろうか。

他方のフロムの側から言うと、フロムの言うところの自己愛が成立するとすれば、それはどの

ようなことなのであろうか。この問題は、結局「自己」というものの捉え方の問題に帰着する

と考えられる。 

 

（ｂ）自己愛と利己主義 

 自己愛と利己主義の区別に関するフロムの議論は、ティリッヒもこれを評価している（ティ

リッヒ[1952],p.22)。自己愛と利己主義の区別に関するフロムの議論を整理すると、彼の議論の

要に、「自己」の問題があることが判明する。ここではその点に触れてみたい。 

 フロムは、愛とは人間というものに対するある態度であって、他者も自己もともに愛の対象

になり得ると考えた。それ故、「もし他者しか愛し得ない人がいるとしたら、彼はまったく愛す

ることができないのである」（フロム[1947],p.130)と言うことができたのである。しかしその

一方で、他者への関心を持たず、その関心が専ら自己自身に向かう「利己主義（selfishness）」

というあり方が存在することも事実である。そして、このような利己主義が自己愛と同義的に

捉えられるということもしばしばある。 

これに対し、フロムは「利己主義と自己愛とは、同一のものであるどころか、実際には反対

のものである」（フロム[1947],p.131)と主張する。「利己的な人間は自分自身を愛し過ぎている

のではなく、ほとんど愛さな過ぎるのであり、実際彼は自分を憎んでいるのである。……彼は

自分自身のことを心に掛け過ぎているように見えるが、実際は自らの真の自己（real self）に

心を配ることに失敗し、その失敗を隠したり、償ったりする無駄な試みを為しているに過ぎな

い」（フロム[1947],p.131)。このフロムの議論において、彼が「真の自己（real self）」と言っ

ていることに着目したい。フロムが、実際のところ利己主義は自分自身を愛しているのではな

い、というとき、それは自らの「真の自己」を愛しているのではないということを意味してい

るのである。逆に、フロムは「真の自己」に対する愛を称して、自己愛と言っているのである。

 27



ティリッヒ研究 

そして、もしフロムの言う自己愛が人間というものに対する愛という態度の一つの表現であり、

自己愛と他者に対する愛が矛盾するものでなく、むしろ関連しているとすれば、以上のような

フロムの議論が成立する要となる概念は彼の言うところの「真の自己」ということになる。 

 フロムは、「真の自己」という概念を分析し明らかにするという形で議論を進めてはいないが、

彼が「真の自己」ということで何を念頭においているかを推察できる議論が展開されている。

それは、「自己関心（self-interest）」という概念の変遷に関する議論である。フロムは、自己

関心は徳と同一である、というスピノザ（1632－1677）の説を解釈しつつ議論を進めている。

スピノザが自己関心は即ち徳であると言うことができたのは、そこで、自己関心が客観主義的

に理解されていたからだという。一方で、自己関心が主観主義的に理解された場合、自己関心

とは、「自己の関心であると人が感ずるもの」
．．．．．．

が真の自己関心だと理解される。例えば、人が自

分の持ち物に関心があると感じていれば、持ち物に関する関心が自己関心と理解される。しか

しこの場合、自己関心が徳と同一になる保証はない。他方で、自己関心が客観主義的に理解さ

れた場合、自己関心とは客観的に自己の人間としての本性
．．．．．．．．

（nature of man）に対する関心と

考えられる。この場合の関心は、特定の個人に対する関心ではなく、人間の本性に対する関心

であるため、それは自己に対する関心であると同時に、他者に対する関心でもあり得る。それ

故、自己関心は利己主義ではなく、むしろ徳であると言い得るのである。フロムの理解では、

スピノザにおいては客観主義的に考えられていた自己関心が、その後三百年を経て主観主義的

に捉えられるように変化したことが、自己関心が利己的に考えられるようになり、自己愛と利

己主義が同義的に理解されるようになった原因である。 

 この自己関心の意味の変化は、他方で自己の概念の変化に対応している。即ち、中世におい

ては社会的宗教的共同体との関連において自己を考えていたのであるが、近世初頭以来、自ら

を一個の独立した存在と考えるようになり、一八･一九世紀には、自己の概念は更に狭まり、自

己はその所有する財産と考えられるようになった（フロム[1947],p.135f.)。近代になり自己の

概念が、その所有する財産にまで縮小したとすれば、確かに自己関心、自己愛は利己主義と同

義になるのも当然のことである。 

 ここまで見てくると、フロムが「真の自己」と表現していたものが、「人間の本性」や「人間

本来の可能性（inherent potentiality）」と言われていたものと同義であることが推察されよう。

人間が本来共同体において生きる可能性を有し、共同体との関連における自己が真の自己であ

るとするならば、他者との関係における自己を実現すべく心掛けることが、即ち真の自己に気

遣い、育むという意味での自己愛に他ならず、それ故、自己愛は正に利己主義とは反対の事柄

ということになるのである。共同体において他者との関係の中で生きる自己が真の自己である

とするならば、真の自己を実現すること（真の自己を愛すること）が、他者との分離を克服す

ることに繋がるのである。 
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 ティリッヒは、以上の自己愛と利己主義の区別に関するフロムの議論を、基本的に承認する

（ティリッヒ[1952],p.22)。勿論、ティリッヒ自身は自己愛なる概念を用いることには同意しな

い。しかし興味深いことに、「自己愛」の代わりティリッヒが用いる「自己肯定」という概念を

導出するのも、フロム同様スピノザ解釈においてなのである（９）。そこで、ティリッヒがスピ

ノザ解釈を通して「自己肯定」なる概念を導き出す過程を瞥見しておきたい。 

 スピノザにおいて、自己保持（self-preservation）の努力（conatus）とそのものの現実的本

質（essentia actualis）とは同一である。というのは、自己を保持しようとする努力があるも

のをそのものたらしめているのであり、その努力が消滅すればそのもの自身も消滅するからで

ある（ティリッヒ[1952],p.20)。それ故、あるものの現実的本質であり且つ努力であるものを、

そのものの存在の力（power）ということができる。そして、スピノザによれば、精神とは自

らの行為の力を肯定する（affirmat）ものである。ここからティリッヒは、スピノザが「自己

保持（self-preservation）」と表現したものを「自己肯定（self-affirmation）」と解釈するので

ある。 

 またこの文脈において、ティリッヒが「自己」といっているものは、「現実的本性」のことで

あることが理解される。因みにこれは、「真の本性（true nature）」、「本質的存在（essential 

being）」などとも言い換えられる。これがフロムの言う本質的自己と対応するものであること

は、明らかである（１０）。とすれば、フロムとティリッヒの違いは、自己と本質的自己との間に、

人格的存在相互の間に認められる分離（separation）を認めるのか（フロム）、自己と本質的自

己との間にあるのは分離ではなく分裂（split）であるとみなすのか（ティリッヒ）の違いとい

うことになる。この分離と分裂の違いは、結局、自己意識における主客構造を自己と他者との

主客構造と同様のものとみなすのか（フロムの分離説）、類似的であるにせよ質的に違うものと

みなすのか（ティリッヒの分裂説）（１１）という、「自己」理解の違いということに帰着するとい

うことができよう。 

 

（ｃ）逆説性 

 最後に、自己愛という表現における逆説性に関する議論について考察したい。ティリッヒが

「自己愛」という表現を用いることをやめて、それがポジティブな意味であれば、「自己肯定」

ないし逆説的な「自己受容」という用語を使用することを提案したのに対して、フロムは「自

己愛」という用語の方が、自己愛に含まれる逆説的な要素がよく表現される、と反論したこと

に関連した議論である。 

 先ず、フロムが言うところの逆説性の意味を確かめておく。フロムは、人間における実存的

問題に対する解決、即ち分離や孤立の克服として「愛」という答えを提示したのである。勿論

人類が全ての時代において、フロムのいう「愛」という解決を採用してきたわけではない。あ
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る時代、ある社会においては祝祭的な「興奮状態（orgiastic state）」に参与することによって

孤立の克服が試みられたし（フロム[1956],p.11f.)、また現代の西洋社会で採用される一般的な

方法は、集団に対する「同調（conformity）」である（フロム[1956],p.12ff.)。しかしこれらの

解決は十分ではない。祝祭的な興奮状態による融合は一時的であり、また集団への同調によっ

て得られるのは、偽りの一体感でしかない。これらの解答に対して、フロムは分離や孤立の克

服という課題に対する唯一完全なる答えは、人間同士の一体化であり、他者との融合である「愛」

だけであると主張する（フロム[1956],p.18)。しかも、その「愛」は、生物学的に母親と胎児に

おいてみられるような、そして心理的には愛着によって結び付いているような、いわゆる「共

棲的結合（symbiotic union）」ではない。「共棲的結合とは対照的に、成熟した愛は自らの統合

と個性を維持した状態での結合である。愛は人間における能動的な力である。それは人と人と

を分離している壁を突破する力であり、人と他者とを結び付ける力である。愛は、人をして孤

独と分離の感覚を克服せしめるが、人が自己自身であり、その統合（integrity）を維持するこ

とを可能にする。愛においては、二人の存在が二人でありながら一つになるという逆説が起き

る。」（フロム[1956],p.20f.)このように、フロムが愛における逆説と言うときは、二つでありな

がら一つとなり、一つとなりながらも二つであるという、人と人との結合のあり方のことを言

っているのであり、この逆説性は自己愛という概念において表現されると主張されるのである。 

 では、自己愛の替わりに自己肯定という概念を用いるティリッヒの場合はどうであろうか。

彼は、先に自己肯定という概念の導出の際に述べたスピノザ解釈を、更に一歩進める。即ち、

スピノザに従えば、自己肯定とは個人の中に起源を持つところの孤立的な行為なのではなく、

あらゆる個別的行為の中に生ずる力であるところの、神の自己肯定への参与である（ティリッ

ヒ[1952],p.22f.)（１２）。即ち、自己肯定とは、自己の有する力による自己の肯定ではなく、自己

を肯定してくれるものの力に与ることによる、自己肯定なのである。「この力によって捕えられ

ている人は、存在それ自体の力によって肯定されていることを知っているが故に、彼自身を肯

定することができるのである」（ティリッヒ[1952],p.173)。ティリッヒが自己肯定の内に含ま

れている逆説性というとき、それは、自己肯定が究極において、肯定されていることを肯定す

ること（to affirm affirmation）、受容されていることを受容すること（to accept acceptance）

という事態において成立していることを指しているのである。 

以上見てきたように、フロムは「自己愛」ということの方が、そこにおける逆説性を表現で

きるとしてティリッヒに答えていたのであるが、それはティリッヒの言わんとしていた逆説性

（勿論この場合は「自己肯定」における逆説性ということになるが）とは違っていることが分

る。 
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３．展望 
 

 我々は、今回「自己愛」という概念に焦点を当てて、ティリッヒとフロムの考え方を比較検

討してきたが、フロムとの思想連関を調べることにより明らかにされるティリッヒの思想の側

面は決して少なくないのではないだろうか。例えば、今回考察した範囲に限定しても、両者の

思想をスピノザ解釈の視点から更に掘り下げていく可能性は十分あると推察される。 

 また、一方のフロムは心理学や精神分析における概念を使用するのに対して、他方のティリ

ッヒの概念形成は存在論的になされている。同様の概念を用いながらも、この違いがどのよう

に思想全体に関係してくるのかという問題は興味深い。さらに、ここでは取り上げなかった、

宗教理解との関連も、彼らの思想を比較検討する上では本質的に重要な問題であろう。後期の

ティリッヒの思想が、精神分析や心理学といった領域と重なる部分を多く持つこと、否これら

の学問との折衝なしにはあり得ないことを考え合わせれば、彼が親交のあったフロムとの関連

において、ティリッヒの思想を解明することの意義も認められ得るであろう。 
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註 
 

(1) 比較的早い時期のものと思われる研究には、彼らの「疎外」概念に注目した次の研究がある。Guyton 

B. Hammond, Man in Estrangement, Vanderbilt University Press 1965. 

(2) パウクは、ティリッヒとフロムが「フランクフルト時代からの旧知の間柄」（パウク[1976a],p.270)

であったことを伝えている。但し、その根拠については触れていない。また、フンクも「フロムがフ

ランクフルト時代から知っていた神学者のパウル･ティリッヒ」（フンク[1983a],p.178)としている。

（以後、伝記的研究書からの引用等は、邦訳があるものはそれを使用した。） 

(3) フロムの年譜は安田（[1980],p.199ff.）による。フロムは、1923 年～1926 年まで精神分析研究所の

訓練生としてベルリンで過ごした。また、1926 年フリーダ＝フロム＝ライヒマンと結婚しハイデル

ベルクに移っているが、その年の秋からフランクフルトの精神分析サークルと密接な結びつきを保っ

ていたという。（ナップ[1989a],p.36） 

(4) 但し、フロイトとマルクスを融合させようとするフロムの努力は、当時はまだ実を結ぶまでにはなっ

ていなかった（ナップ[1989a],p.37）。1930 年代からの、心理学と社会学とを統合しようとするフロ
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c

c

ムの企てに対して、ホルクハイマーがどのような立場をとったかについてはジェイ『永遠の亡命者た

ち』（ジェイ[1986a],p.63ff.）を参照のこと。 

(5) 翻訳（ナップ[1989a]）は「統一神学校」となっているが、ここは通常の呼び名にしたがって「ユニ

オン神学校」と訳した。 

(6) 以下に議論するように、ティリッヒは『存在への勇気』（1952）の中で、既にフロムの「自己愛」に

関する議論に触れている。 

(7) Pastoral Psy hology, vol.6, 1955 

(8) Pastoral Psy hology, vol.2, 1951 

(9) この点は、ティリッヒとフロムの影響関係を探るのに興味深い問題である。ここで取り上げたスピノ

ザ解釈に関連する議論を、一方のフロムは 1947 年の『人間における自由』（Man for Himself）で取

り上げており、それは更に 1939 年の論文にまで遡れた。その議論においてティリッヒの名前は出て

こない。他方のティリッヒは 1952 年の『存在への勇気』（元になった講義は 1950 年のもの）におい

てスピノザ解釈に関連する議論を展開しており、そこには、自己愛と利己主義の区別に関するフロム

の議論が引用されている。この事実だけを見るならば、このスピノザ解釈に関連する議論については、

フロムからティリッヒへの影響とも考えられなくもないが、フロムの議論以前にティリッヒがスピノ

ザを知らなかったとは考え難いし、これだけでは厳密な意味での影響関係を議論することはできない。

より広範なテキストに当たるか、もしくは正確な事情を伝えてくれる伝記的研究が必要とされる。し

かし、少なくとも彼らが同じ問題に関して、スピノザ解釈を通して思索を展開するという方法を共有

していることは確かである。 

(10) 但し、ティリッヒは「自己肯定」の概念に対して、スピノザに加えてニーチェ解釈を導入している。

「自己肯定が徳であり勇気であるところの自己とは、自らを超出する（surpass）自己である」（ティ

リッヒ[1952],p.28f.) 

(11) ティリッヒの場合は、自己意識における分裂は、本質的自己からの（実存的）自己のずれを認識可能

なものとする構造ではあるが、そこにおいても自己が統一的中心を維持していることには変わりなく、

それ故、自己と他者におけるような分離は認められないと考えるのである。 

(12) ここに、自己肯定が徳である究極的根拠がある。自己肯定は、それが普遍的な神の自己肯定への参与

である限りにおいて、徳に等しいと言うことができるのである。 
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