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　The purpose of this paper is to gain a suggestion for higher education in modern society through investigating the relation 

between the theory of liberal education and the revelation in Leo Strauss. We need to pay attention to Leo Strauss's  principal theory ‘ 

Theological-Politcs Probrem’ because he emphasizes the importance of “revelation”.

　‘Theological-Political Problem’ is common in criticizing modernity and supposing “philosophy” as a subject which is related to 

”a way of life”. Furthermore, his theory implies the reason why we should study liberal education and recognize the meaning of 

the studying ‘philosophy’ . We can know the importance of recognizing ‘revelation’ through the medium of ‘philosophy’. I tried to 

investigate whether it is possible to replace ‘the ability of bachelor’  with  the ability of questing for the truth philosophically.

　Through this viewpoint of Strauss, we can reconsider the essence of liberal education from the new outside in which the 

‘revelation’ is the fundamental issue that cannot be avoided.
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はじめに

本稿の目的はL.シュトラウス（Leo Strauss, 1899-
1973）におけるリベラル・エデュケイション論１）

と「啓示」の関連性について，彼の神学・政治問題

（theological-political problem）の解釈を通じて明らかに
した上で，現代の高等教育への示唆を得ることである。

なぜシュトラウスを取り上げるのか。シュトラウス

は周知の通り，保守派の政治哲学者２）として知られ，

古典回帰派として捉えられることが多い。しかし，近

年倫理学的な観点３）や，大学における古典の位置づけ

の再検討の観点４）などから，シュトラウスの議論が見

直されており，教育学的な側面も着目されてきている。

シュトラウスの議論の現代の高等教育への適用可能

性を検討するにあたって，まず現代の高等教育の状況

について見てみる。2008年の中央教育審議会答申「学
士課程教育の構築に向けて」においては，「論理的思

考力」等の「汎用的技能」を備えた「学士力」を培う

ことが提言されている５）。これにはグローバル化社会
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において「教養を備えた専門的な人材」６）が求められ

ているという背景がある。また，2012年の同審議会答
申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向

けて」においては，「学士力」の内容を更に発展させ，

「想定外の困難に処する判断力の源泉となるよう教養，

知識，経験を積むとともに，協調性と創造性を合わせ

持つことのできるような大学教育への質的転換」７）が

提言されている。このように，現代ではグローバル化

社会に対応できる実践的な力を高等教育によって育成

することが要求されており，そのために教育課程の

「体系化」が必要とされている８）。ここで留意すべき

ことは，「教養」９）概念への言及がありながらその内

容が曖昧であることである。そこで，目指されている

「学士力」の射程を明らかにするためにも，「教養」概

念を明確化することが必要なのではないか。そこで，

「教養」概念の明確化のためには，リベラル・エデュ

ケイションのあるべき姿について、その本質を追究し

たシュトラウスの議論が資するのではないか。

更に，なぜシュトラウスの議論の中でも「啓示」を

取り上げるのか。シュトラウスに関する先行研究では，

政治哲学の観点10），神学・政治問題の観点11），古典を

中心とした教育の観点12）などから，既に多くの蓄積が

あり，彼のリベラル・エデュケイション論についても

検討されている。しかし，それらは政治的な視点から

の考察に回収されやすく，神学・政治問題を構成する

「啓示」との関わりという面からの検討はなされていな

いようである。例えば，P.ブーレッツはシュトラウス
がユダヤ教を念頭において大学等で講義をしたという

点は指摘しているが，むしろ，シュトラウスはそのよ

うな宗教的な議論と教養教育と区別していたと分析し

ており，「啓示」とリベラル・エデュケイション論の直

接的な関連性について述べているわけではない13）。

更に，シュトラウスは　著書『ホッブズの政治学』

の序文において「神学・政治問題は，わたくしの研究

の主題そのもの
4 4 4 4

でありつづけている」と明言してお

り14）神学・政治問題はシュトラウスにおいて，最も

重要な議論である。また，石崎嘉彦がシュトラウスの

各著作について「それぞれに副題的テーマが設定され

ている」と指摘するように15）シュトラウスの思想に

は多面性がありながら，それぞれの議論に有機的な関

連性があり，彼のリベラル・エデュケイション論につ

いても神学・政治問題と切り離して考えるべきではな

いと思われる。

シュトラウスのリベラル・エデュケイション論はい

かなるものか。リベラル・エデュケイションについて

の先行研究を見ると，B.A.キンバルは歴史的なリベ
ラル・エデュケイションの目的に沿って，その概念を

伝統的な弁論者の育成（artes liberals）の系譜に基づ
くものと，自由な哲学的研究（liberal-free）の系譜に
基づくものとがあると分類している16）。シュトラウス

のリベラル・エデュケイション論は，これら二つの系

譜の特徴を併せ持つものとして位置づけられると思わ

れる。なぜなら，次章でも述べるが，シュトラウスに

よれば「哲学」は「最も重要な事柄」についての「探

求」であり17），リベラル・エデュケイションは「哲学」

の準備であるとされており，古代の伝統的哲学を通じ

た教育により哲学的研究を促そうとしているからであ

る。これを踏まえると，シュトラウスのリベラル・エ

デュケイション論から現代の高等教育にいかなる示唆

を得ることができるか。

結論を先取りすると，シュトラウスによるリベラ

ル・エデュケイションが高次の「哲学」に至る段階の

一つであることを踏まえて，先述した現代の「学士力」

をシュトラウスの議論が含意していた「哲学的探究

力」18）に読み替えることが可能なのではないか。すな

わち，教育目標を掲げるにあたって「教養」のような

曖昧な概念を志向する傾向は普遍的なものであり，こ

のような志向性は，シュトラウスにおけるリベラル・

エデュケイション論とより高次の「啓示」概念との関

係と重なっているのではないか。この視点からシュト

ラウスのリベラル・エデュケイション論を適用するこ

とで，現代の高等教育における教養教育を捉え直すこ

とができるのではないか。

そこで，本稿における検討の順序としては，まず１

章でシュトラウスのリベラル・エデュケイション論の

内実を明らかにし，２章でシュトラウスの神学・政治

問題の輪郭を踏まえたうえで「啓示」と「哲学」の内

容と位置づけについてそれぞれ検討する。3章ではこ
れらを踏まえて，リベラル・エデュケイションと「啓

示」の関連性を検討し，現代の「学士力」を，シュト

ラウスによるリベラル・エデュケイションが目指す

「哲学的探究力」に読み替え可能かを検討する。
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１章　シュトラウスのリベラル・エデュケイション論

シュトラウスのリベラル・エデュケイション論の位

置づけがキンバルの分類による二つの系譜の特徴を併

せ持つものであることは既に述べたが，本章ではその

内容を概観する。

シュトラウスによるリベラル・エデュケイションに

ついての講演「一般教養教育とは何か」19）と論考「一般

教養教育と責任」20）から，彼のリベラル・エデュケイ

ション論の骨子は次の三つに集約されると考えられる。

まず，①専門的な学問ではないこと，次に②「哲学」

への準備であること，そして③少数者を対象としてい

ることである。

Ａ節　リベラル・エデュケイションの非専門性

①についてみると，シュトラウスは「唯一必要な事

柄を，専門にしようなどとすることはできない」21）と

述べており，17世紀以降の科学と哲学の分離を背景
として，社会からの要請による専門的な科学技術の有

用性が「唯一必要な事柄」よりも優先される状況を

批判している22）。「唯一必要な事柄」とは「偉大な精

神」を備えた「教化された人間」として備えるべき

「人間的卓越性」23）のことであり，リベラル・エデュ

ケイションが専門性を超えた普遍的な教育であるとい

うことである。シュトラウスはなぜそのように捉えて

いるのか。シュトラウスによれば，リベラル・エデュ

ケイションは「文化のなかでの教育，あるいは文化に

向けての教育」であり，リベラル・エデュケイション

によって生み出されるものは「教化された人間」とさ

れている24）。このことが含意するのは，リベラル・エ

デュケイションが「文化」25）を前提としていることと，

「教化された人間」という目的とすべき完成形が想定

されているということである。

しかしながら，シュトラウスはリベラル・エデュケ

イションが目指す「文化」を取り巻く社会における民

主主義が，近代以降に「相対的なものになった」と指

摘する26）。すなわち，近代以降の民主主義は「道徳的

努力」を必要としない大衆的なものであり，本来の民

主主義が忘却されているのである27）。つまり，目指す

べき理想となる完成形に照らして現実の是非を問うと

いう姿勢が失われてしまい，「文化」も不安定になっ

たというのである。

そこで，シュトラウスはリベラル・エデュケイショ

ンの果たす役割について次のように述べている。

一
リベラル・

般教
エデ ュ

養教
ケーション

育とは，われわれがそれによって大衆

的民主主義から本来の民主主義へと上昇する梯子で

ある。一般教養教育は，民主主義的な大衆社会の中

に優秀者支配制を基礎づけようとするために必要と

される努力なのである。一
リベラル・エデュケーション

般教養教育は，聞く耳を

持った大衆的民主主義の成員たちに，人間の偉大さ

を想起させるのである28）。

すなわち「偉大な精神」を想起させ，「文化」を支

えていた本来の民主主義における基準を取り戻し，目

指すべき理想としての「人間的卓越性」に向かわせる

ために，リベラル・エデュケイションが重要になって

くるのである。リベラル・エデュケイションは，この

ような人間の生き方に関わる本質的な学問であるの

で，他のすべての学問を超えた存在であり，それ自体

を専門的な技術のように学ぶことにはなじまないとい

うことである。

Ｂ節 　「哲学」の準備としてのリベラル・エデュケイ
ション

②については，シュトラウスによればリベラル・エ

デュケイションは「哲学への準備」であり，「紳士」

としての単なる嗜みを超えた哲学的探究を含意するも

のであるとされている29）。本稿の「はじめに」でも既

に述べたが，シュトラウスはリベラル・エデュケイ

ションを超えた位置にある「哲学」を「最も重要な事

柄について真理の研究，包括的な真理の探究，全体に

ついての真理の探究，あるいは全体についての学の探

究」と定義づけている30）。すなわち「哲学」は単なる

知識を超えており容易に体得できるものではなく，リ

ベラル・エデュケイションによって学ぶことを促され

る必要がある，換言すれば，リベラル・エデュケイ

ションには「哲学」へ向かわせる契機が内在している

のである。ではリベラル・エデュケイションの方法は

どのようなものか。

シュトラウスによれば，リベラル・エデュケイショ

ンとは「完全な貴紳的教養，人間的卓越性へ向けての

教育」であり，「人間的卓越性，人間的な偉大さを人

間に思い起こさせること」にその真髄があるとされて

いる31）。そして彼は，リベラル・エデュケイションの

方法について，目指すべき「人間的卓越性」のモデル

となる「最も偉大な精神が後世に残した偉大な書物」

を「しかるべき注意を払って研究すること」32）であ

ると述べている。

なぜ「偉大な書物」を読むことが「哲学」の準備と
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なるのか。シュトラウスは次のように述べて，リベラ

ル・エデュケイションが「精神の気高さ」や「人間の

真の根拠」を知るようになることを促す「粗野である

こと（vulgarity）からの解放」33）としている。

最も偉大な精神の持ち主たちと恒常的に交わること

を旨とする一
リベラル・エデュケーション

般教養教育は，謙遜とは言わぬまで

も，最も高度な慎み深さを鍛え上げるものである。

それは同時に，大胆さを鍛え上げるものである。〈中

略〉それは，一般に受け入れられている見解をたん

なる意見と見なすような決断のうちに暗示される大

胆さ，あるいは，標準的な意見を，少なくとも最も

奇妙で一般的でない意見と取り違えられそうな極端

な意見と見なす決断のうちに暗示される大胆さを，

われわれに要求するのである34）。

すなわち，リベラル・エデュケイションには，我々

に更なる高次な精神の存在を知らしめ，これに向かお

うとする知的な活動を活性化する性質があるというこ

とである。このことは，シュトラウスが「われわれは，

哲学者であることはできないけれども，哲学を愛する

ことはできる。われわれは哲学しようと試みることは

できる」と語る通りである35）。

つまり，シュトラウスのリベラル・エデュケイショ

ン論では，目指すべき完成形としての卓越性を備えた

人間が想定され，それに到達することは困難である

が，このことを認識しつつ到達しようとする「哲学」

の試み自体が重要であることが主張されている。

Ｃ節　リベラル・エデュケイションの対象

③については，教育の対象がなぜ少数者に限定され

るかが問題となるが，これは「哲学」の存在態様の本

質に関わる。既に述べたように，リベラル・エデュケ

イションは「哲学」の準備であったが，シュトラウス

は「忘れられた著述」36）という論文において「哲学」

の特性について次のように述べる。

哲学や科学は社会が息づいているその基盤を解消せ

んとする試みであり，それゆえに社会を危険に陥れ

る。それゆえ，哲学や科学はごく少数の者の領分で

あり続けなければならない。〈中略〉哲学者や科学

者は，社会が基礎をおいている意見に対する多くの

者たちの無条件なかかわりを危険に曝すことなく，

彼らが少数の者たちにとっての真理とみなしている

ものを告示することを可能にするような特別な著述

の仕方を採用すべく駆り立てられる37）。

すなわち，「哲学者と非哲学者とが真に共通した考

えを持つことはありえない」ので，「哲学と都市との

あいだには根本的な不均衡が存している」のである38）。

すなわち，古代から中世にかけて，政治や宗教の理念

に反する内容を持つ「哲学」は，社会を脅かすような

真理を提唱しているおそれがあるために迫害されてき

た。このような状況の下，哲学者や科学者は主張を隠

すための著述の技法を編み出すことを余儀なくされた

のである。これがシュトラウスの議論における「秘教

主義（esotericism）」であり，先述の通り「哲学」と社
会の間の緊張関係がその背景にある。そして，そのよ

うにして「最も偉大な精神が後世に残した偉大な書物」

に隠された哲学的な主張は，「しかるべき注意を払っ

て研究する」者によって見つけ出されなければならな

い39）。更に，そのような秘教性を本質とする「哲学」

は，シュトラウスが「哲学者の目指すところは，哲学

者でない人たちが実際に追及する目的や諸目的とは根

本的に異なっている」40）と指摘する通り，大衆化には

なじまない。よって，「哲学」への準備であるリベラル・

エデュケイションについても「少数の者の義務であり

特権であるにとどまる」ものにならざるを得ず41），「ス

ポットライトを避ける」ものであるとされている42）。

それでは，以上のようなシュトラウスのリベラル・

エデュケイション論は彼の「啓示」概念とどのように

関わっているのか。本章で検討したシュトラウスの論

考では「われわれが直面している苦境」43）は，「宗教

教育の衰退によって生み出された空隙のせいではない

のか」という指摘44）や「宗教的教育と一
リベラル・エデュケーション

般教養教育

とのあいだの実り多くかつ崇高な緊張」というよう

な，宗教的なものと哲学的なものとの対立を思い起こ

させる記述があり45），「啓示」を含む神学・政治問題

にも関わっていると思われる記述がみられる。一見唐

突に宗教に関する議論が出てくるようであるが，次章

でも触れるようにシュトラウスの他の著作を見ても，

このような宗教に関する記述が見られ，彼の他の議論

においても神学・政治問題が通底しているといえる。

そこで，次章ではシュトラウスの神学・政治問題につ

いて検討する。

２章　シュトラウスの神学・政治問題

　神学・政治問題とは，シュトラウスによれば「西洋

知性の歴史，西洋精神の歴史の核であり中枢をなすも
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の」で，「善き生活についての聖書の考え方と哲学の

考え方との抗争」46）である。すなわち，「聖書」と「哲

学」のいずれに依拠すべきかという問題であり，これ

はＨ・マイアーが指摘するように「正しい生とは何で

あるか」という問いに通じるものである47）。

　なぜ，「聖書」つまり「啓示」と「哲学」が対立す

るのかといえば，両者を根拠づける議論が次のような

点で不一致だからである。

シュトラウスは「聖書」と「哲学」の差異について，

「ギリシア哲学が考える唯一の必要なことは自律的な

知性の生活であるのに，聖書によって語られる唯一の

必要なことは従順な愛の生活である」48）と述べている。

さらに，両者は「道徳の重要性に関して，道徳の内容

に関して，そして道徳が究極的には不十分であると見

る点」では一致しているが，「道徳を補いあるいは完

成させる何かあるものＸに関して」異なっていると指

摘している49）。すなわち，「聖書」と「ギリシア哲学」

においては，判断基準としての道徳または道徳を超え

るものの存在を前提としていることにおいては一致し

ているが，道徳を根拠づけるものについては異なって

いるのである。

そして，冒頭で述べたようにシュトラウスにとって

神学・政治問題が中心的な議論であるのは，シュトラ

ウス思想の支柱をなすものの一つとして近代性批判50）

があるからである。すなわち，シュトラウスは近代の

特徴として，「すべての真理，すべての意味，すべての

秩序，すべての美は，思考する主体，人間の思想，す

なわち人間のうちに生じる」とする「人間中心的性格」

を挙げる51）。つまり，人間の「善き生活」とは「人間

の意志に先立つある型に従うこと」とされていた前近

代52）とは異なり，近代では「西洋文明の遺産が徐々に

腐食し解体していくという事態」53）に陥ったということ

である。このような「近代性の危機」に直面し，シュ

トラウスは西洋文明の根源である「聖書」か「哲学」

に「回帰」せよ54）との趣旨で次のように述べるのである。

忘れてはならないことは，人間は，例えばコスモス

全体の秩序といった自分自身よりも何か高次のもの

に服するものであるということ，人間はすべての意

味の起源ではないということである55）。

　では「聖書」と「哲学」のいずれに回帰すべきなの

か・シュトラウスは，次のように述べて，「聖書」つ

まり「啓示」と「哲学」の対立が解決不可能であると

している。

啓示の論駁と称する者はすべて，啓示を信じないと

いうことを前提としており，哲学の論駁と称するも

のはすべて，啓示への信仰を前提としている，と言

えるであろう。両者に共通の立場，それゆえ両者を

超える立場は存在しないように思われる56）。

しかしながら，シュトラウスは「啓示」と「哲学」

の対立が解決不可能としながらも，「聖書とギリシア

哲学に共通の層」へと回帰することに関する問いが

「学問的ないし哲学的」であるという理由から，「哲学

から出発」するのがよいとしている57）。これはどのよ

うな意味か。そこで，次節以降でシュトラウスにおけ

る「啓示」と「哲学」の意義についてそれぞれ検討する。

Ａ節　「啓示」の位置づけ―スピノザとホッブズ

シュトラウスは「『スピノザの宗教批判』への序

言」58）において「啓示」を，人間を超えた不可避の絶

対的な現象として次のように定義づけている。

この経験は，一種の自己経験ではなく，人間の可能

態の現実化といった類のものでもなく，人間精神が

それ自身のもの，つまりそれが欲求したり自然的に

それへの傾向を有しているところのものへと出来す

るといった類のことでもなく，人間の気質に反して，

外部から来る，欲求されない何かの類である。それ

は，他のあらゆること―理性的なものであれ非理性

的なものであれ―のようには決して相対化されえな

い絶対的な何かについての自覚にほかならない59）。

すなわち，「啓示」は人間による解釈が不可能な出

来事であるため乗り越えられない経験であるというこ

とであるが，これを裏付けるために，シュトラウスは

スピノザとホッブズが「啓示」批判に失敗しているこ

とを指摘し，「啓示」の存在の重要性を主張している

のでそれぞれ見ていく。

　まず，スピノザについて見ると，シュトラウスはス

ピノザについて「近代における最も極端な啓示の批判

者」60）であると指摘して，次のように述べて，スピノ

ザによる「啓示」に対する論駁の方法は妥当でないと

している。

スピノザの全体についての説明は明晰かつ判明なの

であろうか。〔中略〕それが明晰かつ判明であると

いうことは，スピノザが，全体の要素のうち，明晰

かつ判明ではないものや明晰かつ判明にすることが
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決してできないものを捨象している，という事実に

よるのではないだろうか。ところで，根本的には，

スピノザの手法は近代科学の，それも近代科学本来

の考え方に従ったものであって，それは，世界を完

全に明晰かつ判明な，完全に数学化されうる単位に

するというものである61）。

　すなわち，シュトラウスによれば，スピノザによる

「啓示」批判の手法は「神の本性が理解可能である証

明を前提として」62）おり，近代科学に基づいた哲学的

な証明によって神の「啓示」を論駁しようとしている

に過ぎず，「啓示」の全貌の把握はなされていないと

いうのである。

次に，ホッブズについてみると，シュトラウスは

ホッブズについて次のように述べ，ホッブズは古代哲

学の規範に依拠したままで方法論として近代的な手法

を用いていると指摘している。

人間はいかにあるべき
4 4

かについては伝統によって教

授されつつ，歴史家たちの研究を通して，さらに歴

史からの帰納を通して，人間がいかにある
4 4

かを，い

かなる力が人間を現実に
4 4 4

規定しているかを，かれは

認識しようとし，このような認識を通して，伝統的

な規範の応用のために諸規則を獲得しようとするの

である63）。

すなわち，シュトラウスが「かれは自然神学の基盤

のうえに立っていた」64）と述べるように，ホッブズは

古代の伝統的な神学に基づきつつ，神学つまり「啓示」

の批判を行っているのである。これはシュトラウスが

指摘するように，ホッブズの議論の内実が「虚栄心」

と「死への恐怖」という「人間的な生の始源的経験」

である65）という点において見られる。つまり，一見

革新的な人間の側からの神への攻撃も，結局は「始源

的」な「道徳的基本原理」66）の問題に回収されてしま

うので，ホッブズも「啓示」を乗り越えたとはいえな

いということである。

　このように，シュトラウスによれば，スピノザも

ホッブズも「啓示」批判に失敗しており，「啓示」を

対象化することは不可能であるとされている。このこ

とは本章で既に述べたように「聖書」と「哲学」の対

立が解決不可能であることにも重なる。ここで問題と

なるのは，「啓示」は哲学的な証明の手法ではその把

捉が不可能であるのに，なぜシュトラウスは「哲学」

と「啓示」の対立について考える際に「哲学」から始

めるのがよいとしているのか。シュトラウスの「哲学」

とはいかなるものかについて次節で検討する。

Ｂ節　なぜ「哲学」から始めるのか

　シュトラウスは「哲学」を「最も重要な事柄につい

ての真理の探究，包括的な真理の探究，全体について

の真理の探究，あるいは全体についての学の探究」で

あると規定しており67），これは彼が古代ギリシアの政

治哲学68）に依拠していることに基づく。

すなわち，シュトラウスが近代性批判を議論の根底

に置いていることには既に触れたが，前近代と異な

り，近代以降の政治哲学は「最善の政治秩序という問

題とは，全く何の関わりをもっていない」と彼が指

摘する通り69），「最も重要な事柄」や「包括的な真理」

が想定されていない。また，シュトラウスは「哲学は

意見から学知へと上昇しようとする試みである」とも

規定しており70），次のように述べて，哲学が政治と関

わらざるを得ないものであることを指摘している。

哲学は，それ自身の目的と本性を余すところなく理

解しようとするなら，自らの本質的な出発点，そし

てそれゆえにまた政治的な事柄の本性を，理解しな

ければならないのである71）。

　このように，シュトラウスの「哲学」は「政治哲

学」を含意している。また，「政治哲学」は「善き生

活」つまり「生き方」と関わるものであり，シュトラ

ウスが「最も緊要な事柄，つまり生と死の事柄に関し

て判断を留保することは不可能である」72）と述べてい

ることからも留保できない問題を含んでいる。このこ

とが意味しているのは「哲学」は「生き方」に関わる

もので，「最も重要な事柄」の探究のためには政治的

な事象についての理解が必然的に要求されるというこ

とである。そして，そのような理解への試みは，シュ

トラウスが「学問的ないしは哲学的な問い」と述べる

ように73），より普遍的な真理を追究しようとする学問

的な営為である。そしてその営為はシュトラウスが次

のように述べている通り，「神の命令」つまり「啓示」

へと向かわせる契機を内包している。

人間に知性が与えられているのは，神の命令を理解

するためである。もし人間が知性をもたないとした

ら，自由に服従するというようなことはできないで

あろう。しかし同時に，まさにこの事実によって，
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人間は知性を奉仕から，つまりあらかじめ知性に付

与されていた補助的機能から解き放つことができる

ようになるのである。そしてこの解放が，聖書の観

点からする哲学ないし学問の起源なのである74）。

　よって，「哲学」は「政治哲学」を包含しており、

必然的に日常的な事象から始まることを余儀なくされ

る知的営為であり、なおかつ日常や政治を超えた存在

を目指すことを促すものである。

　このようなシュトラウスの「哲学」を踏まえ，シュ

トラウスにおけるリベラル・エデュケイション論と

「啓示」はいかなる関係にあるのか、またこの議論か

ら現代の高等教育にいかなる示唆が得られるのかを次

章で検討する。

３章 　シュトラウスにおけるリベラル・エデュケイ
ション論と「啓示」の関連性―現代の高等教育へ

の示唆

既に述べたように，シュトラウスによれば，リベラ

ル・エデュケイションは「哲学」の準備であり，「哲

学」は生き方に関わるもので留保が許されないもので

あり，これに対して「啓示」は人間による解釈が不可

能な絶対的経験であった。つまり，リベラル・エデュ

ケイションには「哲学」を通じてより本質的な高次

の問題，先述のシュトラウスの言葉を借りて換言すれ

ば，「西洋知性」の「中枢」たる神学・政治問題の内

実たる「啓示」へと向かわせる契機としての存在意義

がある。よって，リベラル・エデュケイションによっ

て「哲学」を重視することで「啓示」の存在が前景化

してくるのである。

更に，シュトラウスは「哲学」を語る際にも「啓示」

に言及している。例えば考察対象を政治哲学に特化し

て，その普遍的なあり方に焦点をあてたと思われる彼

の著書『都市と人間』においても，都市そのものに前

哲学的なものがあるとして，「哲学者たちが頻繁には

それを公言することはないけれども「哲学」の出現と

ともに古くからある、きわめて重要な問いの完全な衝

撃に対してわれわれは開かれるであろう―神トハ何デ

アロウカ」と述べている75）。つまり、シュトラウスが

「哲学」の重視により「啓示」の存在を浮かび上がら

せようとしていることが読み取れる。

以上をまとめると，「哲学」の準備であるリベラル・

エデュケイションによって，まず「哲学」を学ぶ段階

に達し，「哲学」の研究を進めることで，絶対的経験

たる「啓示」の存在を必然的に認識するようになると

いうことである。すなわち，リベラル・エデュケイ

ションにより「哲学」を重視する必然性を認識し，哲

学的探究を行うことでより高次の存在としての「啓

示」の存在が浮き彫りになるということである。よっ

て，リベラル・エデュケイションには「哲学」を媒介

として，「啓示」へ向かう契機が潜在しているという

ことである。

それでは，このような，リベラル・エデュケイショ

ンと「啓示」の関連性は，現代の高等教育に対してど

のような意味を持つのか。

　ここでは，「啓示」の存在への認識を促すことには

どのような意味があるのかが問題となる。確かに現代

の教育学においては，古典を読むという方法論自体が

不穏当であると見られる場合もあることや，かつての

教養主義への批判などから古代哲学に回帰するような

教養教育は顧みられることも少なくなってきている。

まして，「啓示」またはこれに類するような曖昧かつ

超越的な概念の存在を強調することは，明証性や有用

性に欠けるなどの理由から，歴史学や宗教学以外の分

野では敬遠されてしまうとも思える。　

しかしながら，今ほどにグローバル化，情報化によ

る合理化が推進される社会においてさえ，本稿「はじ

めに」で触れた中央教育審議会答申に見られるよう

に，「教養」についてその内実を明確化しないままに

教育理念を支える根拠として採用しているという状態

である。よって，「教養」概念の明確化は焦眉の問題

であり，「教養」自体のみならずこれに有機的な関連

性があると判断される，より高次の「啓示」概念など

も視野に入れて検討することが求められる。このよう

に「教養」概念の外部からの考察をすることで，自ず

と教育理念もより具体的なものになると思われる。

それでは，現代の高等教育に対し，シュトラウスの

議論からいかなる示唆が得られたであろうか。既に述

べた通り，中央教育審議会答申において目指されてい

た「学士力」は「教養」という曖昧な概念がその背景

にあり，その内容を明確化する必要があった。そこで，

シュトラウスのリベラル・エデュケイション論を見る

と，その内実を構成するものは，①非専門性，②「哲

学」の準備，③少数者に限定される教育というもので

あり，「哲学」を媒介にして神学・政治問題を構成す

る「啓示」に向かわせるという位置づけにあった。

これを現代の高等教育に適用してみると，乗り越え

ることが不可能なものの存在を認識する契機として教

養教育，ひいては「教養」概念自体を捉え直すことが
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できるのではないか。

すなわち，まず本稿１章でも挙げたシュトラウスの

リベラル・エデュケイション論の骨子①非専門性につ

いて見ると，「学士力」を掲げている中央教育審議会

答申においても、目指すべき能力として，「人間とし

ての自らの責務を果たし、他者に配慮しながらチーム

ワークやリーダーシップを発揮して社会的責任を担

いうる、倫理的、社会的能力」76）が挙げられており、

科目や技術の専門性では対応できない能力への言及が

あると見てよい。

次に，骨子②「哲学」の準備について見ると、同答

申において「想定外の事態に遭遇したときに，そこに

存在する問題を発見し、それを解決するための道筋を

見定める能力」77）という記述が見られるが、これは

個別的な事態に内在する問題点を分析し、普遍的な視

点からの解決方法を提示できる能力ということを含意

していると思われる。つまり、物事の本質を見極める

力としての「哲学的な探求力」へ至る準備段階として

の能力が目指されていると思われる。

最後に骨子③少数者に限定される教育については，

字義通りに解釈するならば，エリート主義に陥りやす

いという点で限界もあると思われる。しかし，同答申

における「十分な準備をしてきた学生の力を伸ばすに

は，教員が当該分野及び関連諸分野の学術研究の動向

に精通している必要があり，そのためには教員が自ら

の研究力を高める努力を怠らないことが大切」78）とい

う記述について，次のような視点から解釈してはどう

か。すなわち，研究力を高めた教員になるには一定の

期間を要し，またそのような訓練を受けた教員による

教育が受けられる環境に恵まれる学生数は必然的に限

定されると解釈して，少数者の教育という内容を捉え

直して限定的に適用することは可能なのではないか。

このように，シュトラウスの議論を通じて「教養」

概念を捉え直してみると，現代の高等教育における

「教養」を目指すべき根源的な存在として，彼の「啓

示」概念と類似のものと解釈することができ、これを

根拠とした「学士力」の射程をより明確化することが

できると思われる。つまり、現代の「学士力」はシュ

トラウスによる「啓示」へ向かう契機となる「哲学的

な探求力」と読み替えることが可能になるのではない

か。換言すると，シュトラウスにおける「哲学」を媒

介とした「啓示」とリベラル・エデュケイションの関

係は，現代の高等教育における「学士力」を媒介とし

た「教養」概念と現代の「教養教育」の関係と重なっ

ていると思われる。

「哲学的探求力」として読み替えた「学士力」を引

き出すものは「教養」教育であり，読み替えられた

「学士力」の射程を考慮してその内実は常に考察され

ることが望ましい。このような，力の読み替えに基づ

く「教養」概念の検討作業には，高等教育の内容の硬

直化を防止し，より枢要な「教養」の構成概念を浮か

び上がらせることを可能にする作用があるのではない

か。つまり，「学士力」をシュトラウスの「哲学的な

探求力」に読み替えることには，「教養」が含意する

必然的な普遍性を確信させつつ、「教養」にこれまで

潜在していた知的な営為の契機の可能性を無限に引き

出すという，柔軟性に富んだ無限の一元化の作用があ

ると見てよいのではないか。

おわりに

以上、本稿ではシュトラウスにおけるリベラル・エ

デュケイションと「啓示」の関連性について，彼の神

学・政治問題を参照しながら検討してきた。これによ

り明らかになったのは，リベラル・エデュケイション

は，生き方に関わるため留保が許されない「哲学」の

準備であり，「哲学」を媒介にして，人間による解釈

が不可能な絶対的経験たる「啓示」に向かわせるもの

であるということであった。つまり，リベラル・エ

デュケイションによって，より高次の「西洋知性」の

「中枢」である神学・政治問題の内実としての「啓示」

への志向性を促進するということが可能になるという

ことであった。このように，リベラル・エデュケイ

ションには「哲学」を通じて「啓示」の存在を認識さ

せる契機が内在していた。

そして，シュトラウスによるリベラル・エデュケイ

ションと「啓示」の関連性を踏まえると，現代の高等

教育が目指す「学士力」をシュトラウスの志向する「哲

学的探求力」として読み替えることが可能であること

も明らかになった。すなわち，乗り越えることが不可

能な「啓示」概念と，現代において曖昧にされたまま

の「教養」概念が，それぞれ目指すべき力の前提また

は根拠にされている状況にあるという点で，シュトラ

ウスのリベラル・エデュケイション論と現代の高等教

育における教養教育が重なっているので，より高次の

概念に向かわせる契機として，現代の教養教育を捉え

直そうということである。これにより，現代の高等教

育，特に教養教育が抱える，古代哲学的な教育を時代

遅れとしてこれを乗り越えようと検討されてきた近代

以降の理念もまた曖昧な面を残しているという閉塞的
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な状況を打開できるのではないか。

残された課題としては，シュトラウスの「秘教主義

（esotericism）」について，具体的にその技法の内容を
どこまで明らかにできるか，また現代の高等教育に対

してどこまで適用が可能かを検討することが挙げられ

る。　
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