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分かたれたるレオ・シュトラウスの危機 
Harry V. Jaffa et al. Crisis of the Strauss Divided: Essays on Leo Strauss 
and Straussianism, and East and West (Lanham: Rawman & Littlefield, 
2012) 

井上 弘貴 
 レオ・シュトラウスの高弟のひとりであるアラン・ブルームの名は『アメリカン・マ

インドの終焉』の書名とともに日本の読書公衆のなかですでに一定の認知を得ており、

ジョセフ・クロプシーやトマス・Ｌ・パングルの名もまた、シュトラウスとの共著者と

して、シュトラウスならびにかれの弟子たちの政治哲学の探究に関心を寄せている人び

とのあいだでは、それなりの知名度を得ていると言える。だが、ハリー・Ｖ・ジャッフ

ァの名とかれの思索は、合衆国における影響力の大きさに比して、日本においては十分

に理解されているとは言えないように思われる。たとえば 2005 年に日本においても翻

訳が刊行された『シェイクスピアの政治学』(原著は1964年に刊行)は主にはアラン・ブ

ルームの手になるものであるが、『リア王』にかんする最終章を担当しているのはジャッ

ファである。しかし、邦語での翻訳刊行にあたって、このジャッファの章は残念ながら

割愛されてしまっている1。 
もちろん昨今の日本における厳しい出版事情に鑑み、種々の割愛の理由があっただろ

うことは容易に推察され、また、割愛によって翻訳書それ自体の価値が減じるものでは

ないことは強調しておきたい。ただ、もしジャッファの名がブルームのそれと同程度に

日本においても知られていたならば、おそらく割愛されることはなかっただろうことも

想像できるところである。 
ジャッファは、1952年に最初の著作である『トマス主義とアリストテレス主義』をシ

カゴ大学出版局から刊行した後、建国の父祖たちやエイブラハム・リンカーンを一貫し

て自らの思索の中心にすえてきた。『トマス主義とアリストテレス主義2』においても、

すでにリンカーンにかんする言及は見られるものの、1959年にジャッファは『分かたれ

たる家の危機――リンカーン＝ダグラス論争における諸争点の解釈3』を刊行し、そのな

かで本格的にリンカーンを政治哲学の主題として論じてきた。この著作は、2009年に刊

行 50 周年記念版が出版され、新たな序文がジャッファ本人によって追加されたが、そ

                                                   
1 Allan Bloom with Harry V. Jaffa, Shakespeare's Politics (1981 reprint; Chicago: University of Chicago Press, 
1964). 松岡啓子訳『シェイクスピアの政治学』(信山社、2005年)。 ジャッファが担当している章は"The Limits of 
Politics: King Lear, scene i,"である。 
2 Harry V. Jaffa, Thomism and Aristotelianism (Chicago: University of Chicago Press, 1952). 
3 Harry V. Jaffa, Crisis of the House Divided: An Interpretation of the Issues in the Lincoln-Douglas Debates 
(2009 reprint; Chicago: University of Chicago Press, 1959). 
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れに先立つ 2000 年にジャッファは『自由の新たな生誕4』を出版し、ほぼ 40 年ぶりに

あらためてリンカーンにかんする解釈を単著として世に問うている。 
シュトラウスのもとで最初に博士号を取得したひとりである 1918 年生まれのジャッ

ファは 2013 年現在、すでに 90歳を超える高齢を迎えている。そのかれが昨年の2012
年に刊行した論文集が、『分かたれたるシュトラウスの危機――レオ・シュトラウスと東

部と西部のシュトラウス学派にかんする論考』である。ジャッファ夫人であるマージョ

リー・ジャッファとの若き日の思い出の写真も収められた本書――エピグラムもまた夫

人に捧げられている――は、2011年に新たに書き下ろされて巻頭に収録された論考「シ

ュトラウス学派の地理――ある回想と注釈」がとくに色濃くそうであるように、ジャッ

ファ本人の自伝的著作としての側面が一方であるものの、他方では、前述のパングルに

加え、ジョン・Ａ・ウェッターグリーン(John A. Wettergreen)、ロバート・Ｐ・クレイ

ナック(Robert P. Kraynak)、マイケル・Ｐ・ツッカート(Michael P. Zuckert)といったシ

ュトラウス学派内外の論者たちからジャッファに投げかけられた批判と、それにたいす

るジャッファ自身の応答を中心に、論文の体裁をとった過去の多様なやりとりが採録さ

れており、『分かたれたるシュトラウスの危機』という主題――同名の論考も収録されて

いる――が示す通り、緊張感をなお新鮮に封じ込めた論争的な論文集となっている5。 
この論文集のなかで多くの論者たちとジャッファが斬り結んでいる争点は多岐にわた

り、上記に挙げた個々の「論敵」とのやりとりを紹介するだけでも、対話篇の注釈にも

似た慎重さが求められることだろう。パングルからジャッファに向けられた批判は、と

りわけ苛烈である。そうした紹介の作業は、与えられた紙幅と評者の能力をはるかに超

えるものである。そこで本書評では、本書冒頭の回顧的論考である「シュトラウス学派

の地理」に主に焦点を合わせ、日本ではまだあまり論じられることのないアメリカ合衆

国およびそのアメリカが帯びる近代をめぐってのジャッファの思索にかんして紹介をお

こなうことで、ひとまずの書評の任に代えたい。 
この「シュトラウス学派の地理」において、主たる批判的俎上にあげられているのが、

キャサリン・ツッカートとマイケル・Ｐ・ツッカートによる『レオ・シュトラウスの真

実――政治哲学とアメリカンデモクラシー』(2006年)である6。この書物の記載に異議を

申し立てるに際して、ジャッファの文章の行間から強く滲み出してくるのは、自らは最

初期の弟子としてその後の学派の弟妹たちが知ることのないシカゴ以前のシュトラウス

を知っていることにたいする自負であり、かつ、その後のシュトラウスの弟子たちがア

                                                   
4 Harry V. Jaffa, A New Birth of Freedom: Abraham Lincoln and the Coming of the Civil War (Lanham: Rowman 
& Littlefield, 2000). 
5 なお、「相対主義」と題されたレオ・シュトラウスの論考も掲載されていることを付記しておく必要があるだろう。 
6 Catherine Zuckert and Michael Zuckert, The Truth about Leo Strauss: Political Philosophy and American 
Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 2006). 
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メリカにたいする思索に向かうきっかけをつくったのは自分自身であるという自任であ

る。 
まずもってジャッファが強調するのは、アメリカにたいするシュトラウス学派の関心

の始まりは、シュトラウスがシカゴに着任する 3 年前、すなわち 1946 年に自らがリン

カーン＝ダグラス論争の価値を発見したときに遡るということである。また、1950年代

にこの論争にかんする講義をシカゴでおこなったという事実に触れたうえで、ジャッフ

ァは「ツッカート夫妻が名前を挙げているシュトラウス学派の人間たちはみな、シュト

ラウスの講義を聞き終わる前ではないかもしれないが、その直後にわたしのリンカーン

に触れていると思う7」と主張している。さらには、リンカーンとダグラスの対立は原理

的には『国家』のなかのソクラテスとトラシュマコスの対立と同一であり、アテナイの

民衆の意見にたいするソクラテスの批判と同様に、アメリカの民衆の意見にたいするリ

ンカーンのソクラテス的な批判のなかにもまた政治哲学が根ざしていることを発見した

のは、ジャッファである――そのようにマーティン・ダイアモンドが述べたというエピ

ソードが、この論考のなかで披歴されている。かくして、弟子たちをアメリカというテ

ーマに誘ったのはシュトラウスではなく自分であるとまでは言わないとはいえ、シュト

ラウスのシカゴ時代の弟子たちをアメリカへと駆り立てたのは、主流の歴史家たちには

見えていなかった「ソクラテス的なリンカーン」を自分が発見したことによるところが

大きいことは、ジャッファがこの論文集においてあらためて強調するところである。 
もちろんジャッファによるツッカート夫妻〔以下、ツッカートと記す〕にたいする批

判は、アメリカについての政治哲学的考察をめぐる自らの先駆的功績の確認にとどまる

ものではない。その筆致はおのずから、ジャッファ自身が区分するところの「東部」の

シュトラウス学派による、自らのリンカーンおよび建国の父祖たちにかんする理解に向

けられてきた批判へと展開していくことになる。 
 日本におけるシュトラウス研究者のあいだでもすでに知られているように、ツッカー

トはシュトラウスによるアメリカと近代にたいする断片的な考察を、結論において矛盾

をはらんだ以下のような三段論法として定式化している。 
 
アメリカは近代である。 
近代は悪い。 
アメリカは善い8。 

                                                   
7 Jaffa, Crisis of the Strauss Divided, p. 10. 
8 ツッカートによれば、シュトラウス自身はこの各命題について次のように留保を付すことで、それぞれの両立をはか

っているという。「(1) アメリカは善であるという判断は比較に基づいた判断である。すなわち近代に内在しつつそれに

もっぱら代わるものに応じて、アメリカは善くなる。 (2) 近代は完全に悪ではない、あるいはそのすべての部分が同じ

ように悪なのではない。 (3) アメリカは完全に近代ではない。」 Zuckert, ibid., p. 198. 
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 この定式化を踏まえたうえで、ツッカートは、この三段論法のなかのどの命題の力点

を弱めるかによって、アメリカのシュトラウス学派は三派に分岐を遂げてきたことを指

摘している。東海岸のシュトラウス学派は、シュトラウス自身がそうした以上に、第三

の命題である「アメリカは善い」へのこだわりを捨てるに至った。それにたいして西海

岸のシュトラウス学派はツッカートによれば、東海岸のシュトラウス学派にたいする応

答のなかで、この第三の命題にたいする支持を深め、そのかわりに第一の命題である「ア

メリカは近代である」を拒絶するに至ったという。それにたいして中西部のシュトラウ

ス学派は、第二の命題である「近代は悪い」を否定するに至ってきた9。 
ツッカートのこの三区分にしたがえば、ジャッファは西海岸のシュトラウス学派に区

分されるが、単にそこに区分されるのみならず、西海岸のシュトラウス学派の創設者と

しての地位を割り当てられることになる。ツッカートによれば、この創設の記念碑的著

作であるジャッファの『分かたれたる家の危機』は矛盾をはらんだ書物であり、まさに

この矛盾を解消する過程が、西海岸のシュトラウス学派の形成をもたらしたという解釈

がなされる。すなわち、建国は近代的なものであり、それゆえに完璧なものでなく不十

分なものであるが故に、より高次の道であるリンカーンにしたがうことをジャッファの

この著作は説いているが、リンカーンは建国の父祖たちの不完全さを解決するためにそ

の不完全な彼らに従えと述べており、それゆえにここには矛盾が存するというのがツッ

カートのジャッファ批判の要諦である。 
それにたいして、そもそもツッカートが批判するような矛盾などは存在しないという

のがジャッファの反論である。ジャッファは、暴徒によるリンチと僭主的指導者の双方

を退けた、すなわち奴隷制廃止に与しつつも性急な奴隷制廃止論者たちをも批判して法

の尊重を訴えた有名な1838年のライシーアムでの演説にくわえて、1858年のダグラス

との論争のなかでリンカーンがつぎのように述べているのを、この文脈において引用し

ている。 
 

神の忠告のひとつのなかで「天の父が完全であるように、汝もまた完全であれ〔マ

タイの福音書〕」ということが言われます。わたしが思うに、救世主は被造物である

人間は天の父のように完全になることはできないと考えていたのに、「天の父が完全

であるように、汝もまた完全であれ」と言ったのです。救世主はこれをひとつの基

準として設定し、それによってこの基準に限りなく到達しようとしたかれは、最高

次の道徳的完全性に到達したのです。それゆえに、万人は平等に創られているとい

う原理と結びつけつつ、自分たちもできるかぎりそれに近づこう。そう私は言って

                                                   
9 Zuckert, ibid., pp. 200-201. 
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いるのです10。 
 
ジャッファによれば、このリンカーンの言葉は「どこにおいても本性からして最善で

ある唯一の統治の形態がある11」というアリストテレスの教説に合致するという。実際

には最善の統治形態はどこにもありえず、いかなる所与の時代のいかなる場所でも不可

能であるかもしれない。しかし、それはひとつの抽象的な真理として、政策や法律の改

善に指針を与えるかもしれない。その一方で、実際にはそれが不可能なのに、あたかも

つねにそれが可能であるかのように望ましいものを扱おうとする試みのなかにこそ、僭

主政治の危険性が存在する。奴隷制廃止論者のなかの少なからざる者たちが、法に依拠

しない権力を使用する誘惑にかられていた際、「自由を奴隷化することによって奴隷を解

放する」とリンカーンがライシーアムでの演説のなかで警告を発したときに明らかにし

ようとしたのは、まさにこのことだったとジャッファは言う。 
 こうしたリンカーンの判断は、ジャッファにしたがえばまさに賢慮(prudence)に基づ

くものである12。ジャッファが強調することは、古典的なアリストテレス主義の賢慮は、

合衆国の建国のなかにすでにあり、リンカーンは賢慮をそのなかから見出したというこ

とである。ジャッファにとって、独立宣言のなかの賢慮はアリストテレスの賢慮でもあ

り、それはまたリンカーンの賢慮でもある。なぜなら、賢慮は時と場所に左右されるこ

となく賢慮であり、それに二種類はないからである。実際にジャッファはこう指摘して

いる。「賢慮がすがたをあらわすのは、賢慮ある行為が可能となる状況の数だけ多いが、

この美徳それ自体は唯一である。これこそ、アリストテレスとロックが相対立した矛盾

しあう哲学の教説をあらわしているとみなすことが誤っていることの理由である13」。か

くしてジャッファは、独立宣言と古代の政治哲学の教説との連続性を主張することで、

独立宣言の背景にあるロックの教説とアリストテレスの教説との連続性をも主張するこ

とになる。ここにおいてジャッファは、シュトラウスの『自然権と歴史』に描かれたよ

うなロック解釈からの離脱をわれわれに勧めることになる。また、それとともにかれは、

アリストテレスとロックとのあいだに差異を認めるか否かが、あるシュトラウス学派を

別のシュトラウス学派と分かつ基点であること、つまり東部のシュトラウス学派と西部

のシュトラウス学派との違いをもたらす岐路であることを指摘している。 
 ジャッファはこのように、ツッカートの定式化した三段論法に基づく、東海岸、西海

                                                   
10 Jaffa, ibid., pp. 11-12. 
11 Jaffa, ibid., p. 18. 
12 ジャッファはそうした賢慮について「シュトラウス学派の地理」のなかでつぎのように述べている。「賢慮とはある

望ましい結果や目的をもたらすために、特定の時間と場所のなかにある特定の状況の出来事に影響を及ぼそうとする能

力である。それはまた、成功は不可能であり、高貴なる失敗が唯一の合理的な代替物であるということを時に応じてわ

れわれに語る美徳でもある。」Jaffa, ibid., p. 23. 
13 Jaffa, ibid., p. 21. 
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岸、中西部というシュトラウス学派の三区分を峻拒し、意味あるかたちで存在している

のは東部と西部の二区分であると、読者に実質的に再考を求めていると言える。この点

と関連し、ツッカートの挙げる「アメリカは近代である」という命題について、ジャッ

ファはこのように批判的に述べている、もし「アメリカは近代である」ということが意

味するのが、われわれ死すべき存在は太陽系の運動に基盤をもつ暦の時間軸のなかに存

在しているということであれば、それはまったくの自明の理である。しかし「われわれ

の体制の原理がこのような時間軸に規定され、つかの間の妥当性しかもたないとしたら」、

それには賛成しかねる14。 
 ツッカートによるジャッファ批判とそれに基づく西海岸のシュトラウス学派という外

部規定にたいして反論を展開するジャッファであるが、しかしながら「シュトラウス学

派の地理」の後半では、『分かたれたるシュトラウスの危機』の執筆時に、リンカーンが

古典の原理をしかも高い水準で保持していることを自分はわかっていたものの、リンカ

ーンが立ち帰ることを求める建国の思想のなかにも同様な古典の原理が表現されている

ことには気がつかなかったことを、実質的な自己批判のかたちで認めてもいる15。この

自覚は、さきほども触れた『自然権と歴史』のロックからの離脱の勧めにもつながるも

のである。ただし、それはシュトラウスそれ自体からの離脱を意味するものではなく、

『リベラリズム――古代と近代』に収められた「一般教養教育(Liberal Education)と責

任」におけるシュトラウスの好意的なロック理解をなぞるものであることがジャッファ

によって強調されている。 
 まさにこの点においてあらためて、古典的政治哲学と、時間的には近代に位置づけら

れる建国期の思想とは連続性を保つものであることが、ジャッファによって指摘される

ことになる。その鍵を握るのは、「自然の貴族制」を主張したジェファーソンである。ジ

ェファーソンとシュトラウス、さらにはロックとアリストテレスとをつなぐものこそ、

自然な高貴な人びと
、、、、、、

(aristoi)にたいする信念である。ジャッファによれば、そもそもジ

ェファーソンが言いたかった、さらにはシュトラウスが理解したデモクラシーとは、一

般教養教育を受けたエリートの影響力がデモクラシーとアリストクラシーの違いを消し

去るまでに浸透しているような、そのようなデモクラシーなのである16。 
 すでに述べたとおり、本書『分かたれたるシュトラウスの危機』でツッカートをはじ

めとする論客たちと交えている議論はこれらだけにとどまるものではなく、神学‐政治

問題をはじめとする他の重要なテーマについては、ぜひ本書を直接参照いただきたいが、

                                                   
14 Jaffa, ibid., p. 22. 
15 Jaffa, ibid., p. 27. 
16 Jaffa, ibid., p. 28. ジャッファは引き続きこう述べている。「自然な高貴な人びとを見出し、その者たちに教育を与え、

特定の状況においてその者たちの影響力が最大になるような方法と手段を発見することが、古代の世界であれ近代の世

界であれ政治哲学の課題である。」 
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すくなくとも本書評がこれまでに触れてきた、本書で開示されているジャッファの政治

哲学的思索には、一時期あまりにもセンセーショナルに論じられた、いわゆるネオコン

とレオ・シュトラウスとの関係をめぐる詮索をはるかに超える、シュトラウス学派によ

るアメリカ合衆国の政治的伝統にたいする洞察が横溢していることがお分かりいただけ

ることだろう。 
もちろん、こうした洞察は翻って、シュトラウスとアメリカ合衆国との距離という問

題にもあらためて光を投げかけることもまた事実である。実際に、本書に収録されてい

る寄稿のなかで、マイケル・ツッカートはあらためてこの問題に触れ、シュトラウスは

アメリカの友人であったとはいえ、あくまでも微温的な態度を保った友人であり続けた

のではないかという疑問を提起している。シュトラウスは、古典古代の政治哲学の復権

という試みの一部として、アメリカの支持を明らかにしたことはあったとはいえ、シュ

トラウスの内在的な理解に即せば、古典古代の復権とアメリカの支持とのあいだには緊

張関係があるのではないか。そのうえでツッカートは、1959年刊行の『分かたれたる家

の危機』と 2000 年刊行の『自由の新たな生誕』との間に存する、ジャッファによるリ

ンカーンならびに建国の父祖たちをめぐる解釈の異同をあらためて論じたその論考の末

尾で、ジャッファは自らの思索の深まりのなかで、実際にはアメリカをめぐってシュト

ラウス自身から袂をわかっているのではないかということを、再度つぎのように指摘し

ている。「アメリカが近代の危機にたいしてひとつの解決策を与える政治的な希望である

かぎりにおいて、近代性とアメリカとはシュトラウスがそれらに与えたのとは異なる提

示の仕方を必要としている。ジャッファはそのように考えているのである17」。ツッカー

トはジャッファの試みを否定はしていない。ツッカートが指摘しているのは、それは正

統なシュトラウス主義からの離脱を意味しているのではないのかということである。 
 それにたいして、本書評において中心的に取り上げてきた「シュトラウス学派の地理」

のなかで、ジャッファはこう述べている箇所がある。ジャッファにしたがえば、ツッカ

ートが言うようにシュトラウスはアメリカ人ではなかったと言うのは、アメリカの建国

の理念に照らすならば正しいとは言えない。というのもジャッファによれば、アメリカ

人が自分たちの独立を正当化するために訴えた諸権利は、アメリカ人があらゆる場所に

いるすべての人間たちと共有しているそれであるということが合衆国の建国のひとつの

特徴であり、これこそがアメリカ例外論の真の意味であるからである。 
そのうえで、「万人は平等に創られている」という独立宣言を引いた1858年のシカゴ

でのリンカーンの演説に言及しつつジャッファは、シュトラウスが 1930 年代にはじめ

てアメリカにやってきた際、人びとが「無神論者」という言葉を口に出すのをはばかっ

ているのをみて、「我が家に帰ってきた(coming home)」と感じたことをジャッファに話

                                                   
17 Michael P. Zuckert, “Jaffa’s New Birth: Harry Jaffa at Ninety,” in Jaffa, ibid., p. 256. 
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したという、おそらくはシカゴ時代のシュトラウスのみを知っている者には与りしれな

いエピソードにも触れている18。ジャッファにとって、レオ・シュトラウスが語ったと

いう「我が家に帰ってきた」とのこうした自覚は、リンカーンが祝福したヨーロッパ移

民のアメリカ化をなぞるものであった。こうしたジャッファのシュトラウス理解は、シ

ュトラウスの最初期の弟子であるというかれの単なる自負から生じるものにすぎないの

か、それとも、ジャッファこそがシュトラウスとアメリカとの関係性に真の意味で気が

ついているのだろうか19。 
いずれにしても、本書『分かたれたるシュトラウスの危機』は、いまだ日本では十分

に知られているとは言い難い西部の――ツッカートの区分にしたがえば西海岸の――シ

ュトラウス学派を主導してきたハリー・Ｖ・ジャッファの政治哲学に接近するための、

かれ自身による最良の入門書として位置づけることができるだろう。言うまでもなく本

書を紐解くことは、ジャッファの政治哲学を理解するための戸羽口に立つことを意味す

るにすぎないものの、本書は『トマス主義とアリストテレス主義』、『分かたれたる家の

危機』、『自由の新たな生誕』で展開されている政治哲学の肥沃な領野に私たちを誘って

くれる確かな道標である20。 
 
付記 シュトラウス学派をめぐるツッカートの三区分にたいしてジャッファが二区分を提起

していることの重要性は、本書評の執筆に際して飯島昇藏先生よりご指摘いただいたもので

ある。ここにその事実を付記し、感謝の意を表する次第である。 

                                                   
18 Jaffa, ibid., p. 12. 
19 シュトラウスがシカゴ大学を退職した後、クレアモントに講義のために滞在した際のとあるドライブの途上、『分か

たれたる家の危機』が話題にあがり、「あれこそが書物です」とシュトラウスが発言したエピソードを、ジャッファは

「シュトラウス学派の地理」のなかで触れている。ジャッファによれば、シュトラウスはさらにこう述べたという。「そ

してジャッファ教授とわたしは、それを理解している唯一の者たち(the only ones who understand it)なのです。」Jaffa, 
ibid., p. 15. このエピソードは「シュトラウス学派の地理」のなかで、ツッカートによる『分かたれたる家の危機』の

批判にたいする反論のなかで披歴されており、ジャッファにとっては自らの思索の価値を証し立てる重要なものとして

位置づけられている。なお、このエピソードは『分かたれたる家の危機』の新版の序文のなかでも触れられている。Jaffa, 
Crisis of the House Divided, p. viii. 
20 この『分かたれたるシュトラウスの危機』については、イェール大学のスティーヴン・Ｂ・スミス(Steven B. Smith)
が、北米におけるニーチェ研究で知られるローレンス・ランパート(Laurence Lampert)の近刊『レオ・シュトラウス

の永続する重要性(The Enduring Importance of Leo Strauss)』と並列させるかたちで、2013年8月23日付のニュー

ヨーク・タイムズ紙のブックレビュー欄に書評を掲載している。Steven B. Smith, “Hidden Truths: Two Books about 
the Legacy of Leo Strauss,” in The New York Times (August 23, 2013). 
http://www.nytimes.com/2013/08/25/books/review/two-books-about-the-legacy-of-leo-strauss.html?pagewanted=all
&_r=0 スミスはこの書評のなかで、1964年の大統領選における共和党の大統領候補であったバリー・ゴールドウォー

ターの演説での有名なセリフ「自由を追求するにあたっての過激主義は悪徳ではない。正義を追求するにあたっての中

庸は美徳ではない」の作者がジャッファであったことに言及している。なお、この書評の存在は石崎嘉彦先生よりご教

示いただいた。 


