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著者抄録
　小論の狙いは、ジュディス・N・シュクラーの『日常の悪徳』の読解をとおして、 〈恐怖のリベラリズム〉という概念
が生成する場面に即して、彼女の政治的な思考の特質を浮き彫りにすることにある。 第一節では、その「序文―も
ろもろの悪徳について考えること」を、第二節では、第一章「残酷さを第一に」、第五章「人間嫌い」を、第三節では、
第六章「よきリベラルにとっての悪しき性格」をとりあげる。 最後に、以上の精読を踏まえ、半澤孝麿氏が「ヨーロッ
パ思想史」の壮大な見晴らしのもとに提起する「非政治的なもの」、 「友情」論、 「懐疑的保守主義」といった論点
を手掛かりにして、シュクラーの政治的思考の特異点を確認する。

Summary
 This paper sheds light on how the idea “The Liberalism of Fear” emerged through reading closely Judith N. 
Shklar’s Ordinary Vices. Firstly, reading closely Introduction: Thinking about vices; Secondly, Ch 1.: Putting cruelty first, 
and Ch. 5: Misanthropy; Thirdly, Ch.6: Bad characters for good liberals; and Lastly, this paper redifines Shklar’s political 
thinking in the light of Takamaro Hanzawa’s grand vision of European intellectual history concerning the topics of the 
political/ the unpolitical, friendship, and skeptical/ cynical conservatism.
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3-2. モンテーニュにおける政治／非政治、「友
情」論、懐疑的保守主義に照らして

おわりに

はじめに
　ジュディス・N・シュクラー（Judith N. Shklar, 
1928-1992）が〈恐怖のリベラリズム〉（The 
Liberalism of Fear）1という概念を打ち出し、

「残酷さを第一の悪徳にする Putting cruelty 
first」「残酷さの回避こそ第一のこと」を軸にリ
ベラリズムの再定義を試み 2、その再定義がさま
ざまなかたちで変奏されてきたことは、多少と
も政治理論に通じるひとのあいだであれば、知
られているかもしれない。
　たとえば、リチャード・ローティ（Richard 
Rorty）の『 偶 然 性・ アイ ロ ニ ー・ 連 帯 』

（Contingency, Irony, and Solidarity）3 。ロー
ティはそこで公私の二分法をしかと定めたうえ
で、公的な場面ではリベラルであることを、そし
て私的な場面ではアイロニスト、すなわち自ら
の「究極の語彙 final vocabularies」―〈さまざ
まな語彙の受肉としての自己〉の究極をなす語
彙―すら偶然的であるのを認め、その語彙に
たいしてアイロニカルにかかわる者であること
を唱導する。彼のいうリベラルは、シュクラー
がいう意味での〈恐怖のリベラリズム〉を支持
する者、残酷さの回避をこそ最大の課題とし行
動する者である。ローティの場合、シュクラーと

1 Judith N. Shklar, “The Liberalism of Fear”, in: Nancy L. Rosenblum, ed., Liberalism and the Moral Life  （Harvard 
University Press, 1989）, pp. 21‒38; reprinted in : Judith N. Shklar, Political Thought and Political Thinkers , ed. by 
Stanley Hoffmann （The University of Chicago Press, 1998, pp. 3‒20）. （邦訳）ジュディス・シュクラー「恐怖のリベラリズ
ム」（大川正彦訳）、『現代思想』第29巻第7号（青土社、2001年6月）、120‒139頁。なお、本文において、この論考を指
す場合には「恐怖のリベラリズム」とし、アイディアを指す場合には〈恐怖のリベラリズム〉と表記する。
2 Nancy Rosenblum, “Introduction”, in: Rosenblum, ed., Liberalism and the Moral Life , p. 12.
3 Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity （Cambridge University Press, 1989）. （邦訳）リチャード・ローティ『偶
然性・アイロニー・連帯―リベラル・ユートピアの可能性』齋藤純一・山岡龍一・大川正彦訳  （岩波書店、2000年）。
4 Avishai Margalit, The Decent Society, translated by Naomi Goldblum  （Harvard University Press, 1996）. （邦訳）ア
ヴィシャイ・マルガリート『品位ある社会―〈正義の理論〉から〈尊重の物語〉へ』森達也・鈴木将頼・金田耕一訳、風行社、
2017年。マルガリートが、シュクラー（同訳書では、「シュクラール」と表記）やアイザイア・バーリンの問題提起をどのよう
に引き継いだかについて、見通しのきく論考として、同訳書「訳者あとがき」を参照のこと。
5 Jan-Werner Müller, What is populism? （University of Pennsylvania Press, 2016）. （邦訳）ヤン＝ヴェルナー・ミュラー

『ポピュリズムとは何か』板橋拓己訳、岩波書店、2017年。
6 Jan-Werner Müller, Furcht und Freiheit: Für einen anderen Liberalismus （Suhrkamp Verlag, 2019）.

は重点の置き方が異なって、「残酷さ」といっ
ても、身体・物理的な残酷さだけではなく、道
徳的な残酷さ、彼の言う「究極の語彙」に関わ
る残酷さの次元―当人にとって「究極の語彙」
を取り換えられるのは酷薄な事態であろう―
にまで手を伸ばして、そこまで含めたうえでの議
論を展開している。
　 あるい は、アヴィシャイ・マルガリート

（Avishai Margalit）『品位ある社会―〈正義
の理論〉から〈尊重の物語〉へ』（The Decent 
Society）4。マルガリートは、シュクラーの「残酷
さの回避」だけではなく、「屈辱」（humiliation）
を問題化する視点をも継承しつつ、独自の「品
位ある社会」論を展開している。そこでは、シュ
クラーじしんにはなく、むしろ、ジョージ・オー
ウェルなどにみられる「ディーセント」であるこ
とをめぐる議論を受け継ぎ、かれなりの政治理
論へと練り上げている。
　あるいは、『ポピュリズムとは何か』5 などの
著作でも知られる、ヤン＝ヴェルナー・ミュラー

（Jan-Werner Müller）の『恐怖と自由―もう
ひとつのリベラリズムのために』（Furcht und 
Freiheit: Für einen anderen Liberalismus）6。
彼は、この著作で、かたやリベラル・エリート、
かたやポピュリズムを支える「民衆」との政治
的な分断・対立を前に、従来のリベラリズムが
理念的な求心力を失いつつあることを見据え
つつ、シュクラーが J・S・ミルをスポークスマン
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としてみた「人格的発展のリベラリズム」（the 
liberalism of personal development）が前提
とするような進歩・発展路線とは別の「脱成長
Postwachstum ＝ Degrowth」時代における政
治理論を構想すべく、〈恐怖のリベラリズム〉
を「下からのリベラリズム Liberalismus von 
unten」（アクセル・ホネット）7として鍛え直そう
としている。
　わたしじしんも、『思考のフロンティア―正
義』（1999年）8 において、シュクラーの〈恐怖
のリベラリズム〉「残酷さを第一の悪徳にする」
というアイディアばかりではなく、その後の『不
正義の相貌』（The Faces of Injustice）9 にみら
れる「不正義の感覚 a sense of injustice」論も
梃にして、ひととひととの〈あいだ〉での、不正
義の表出をめぐる／介した〈翻訳の政治〉のあ
りようを、権利、福祉などといった政治や社会
にかかわる基本概念の再定義とからめて議論
したことがある。そして、その後も、シュクラーの

〈恐怖のリベラリズム〉というアイディアを敷衍
し、いわば木に竹を接ぐしかたで、この列島社
会での諸議論にむけて変奏を試みてもきた10。
とはいえ、シュクラーそのひとの政治的な思考
に則ってというよりも、彼女のアイディアを借り
ながら、じしんの議論を展開するということのあ
7 Axel Honneth, “Vorwort”, in: Judith N. Shklar, Der Liberalismus der Furcht , herausgegeben und übergesetzt von 
Hannes Bajohr （Matthes & Seitz, 2013）, S. 7‒25. のちに、以下として再録。Axel Honneth, “Die Historizität von Furcht 
und Verletzung: Sozialdemokratische Züge im Denken von Judith Shklar”, in: ders., Vivisektion eines Zeitalters  

（Suhrkamp Verlag, 2014）, S. 248‒262.
8 大川正彦『思考のフロンティア　正義』岩波書店、1999年。小論はいくつかの点でこの著作におけるシュクラーに依拠し
た記述と重なるところもあるが、シュクラーの『日常の悪徳』のいくつかの章をあらためて精読することを旨としているため、
この著書と小論とでのわたしの細かな解釈の異同については立ち入らない。
9 Judith N. Shklar, The Faces of Injustice （Yale University Press, 1990）.
10 大川正彦「親密圏とニーズ―生きている場、死なれた他者、死なせた他者―」、齋藤純一編『親密圏のポリティクス』（ナ
カニシヤ出版、2003年）、58‒81頁。
11 シュクラーそのひとと縁の深かった人びとへの聞き取りを踏まえたうえで、シュクラーの思想形成史を辿ってみせたも
のとして、Andreas Hess, The Political Theory of Judith N. Shklar（Palgrave Macmillan, 2014）. 屹立する成果として、
Samantha Ashenden and Andreas Hess, ed., Between Utopia and Realism: The Political Thought of Judith N. Shklar 

（University of Pennsylvania Press, 2019）.
12 シュクラーのリアリズムについては、以下を参照のこと。Katrina Forrester, “Judith Shklar, Bernard Williams and 
political realism”, in: European Journal of Political Theory , 11/3, 2012, pp. 247‒272; “Hope and memory in the 
thought of Judith Shklar”, in: Modern Intellectual History,  8/3, 2001,pp. 591‒620.
13 Judith N. Shklar, Ordinary Vices （The Belknap Press of Harvard University Press, 1984）. この書は、スタンリー・ホ
フマン（Stanley Hoffmann）に捧げられている。以下、この著作は略号 OV で示し、該当頁数を付記し、引用・参照したさい
に書き添える。小論では、その後に書かれた「恐怖のリベラリズム」や『不正義の相貌』での議論を前提にしたうえでの読み
込みは可能な限り排したい。

まり、シュクラーそのひとの或る感覚、政治的思
考の特質を見誤っていたという感触がいまでは
ある。“制度論の媒介なき我―汝主義”―ひと
とひとの〈あいだ〉への執着・拘泥―から読み
込むことで、シュクラーが〈恐怖のリベラリズム〉
というときの「リベラリズム」に賭けていた賭け
金をないがしろにしてきた、とも思われる。
　この20年余りのあいだにもシュクラー研究
は進捗してきてはいるが 11、その厚みには追々
学んでゆくにしても、小論は、ひとまず、〈恐怖
のリベラリズム〉という概念が生成してきた場
面でのシュクラーじしんの政治的思考をあら
ためてつかみなおし、その独自なリアリズム12

を浮き彫りにしてみたい。なによりもまず『日
常の悪徳』（Ordinary Vices）13 に取り組まね
ばならないのだが、第一節では、その「序文
―もろもろの悪徳について考えること」をとり
あげる。そして、第二節では、その第一章「残
酷さを第一に」を中心に、第五章「人間嫌い
Misanthropy」に触れて、つづく第三節では、第
六章「よきリベラルにとっての悪しき性格 Bad 
characters for good liberals」に触れて、『日
常の悪徳』での彼女の政治的思考を跡付けて
ゆく。そして、半澤孝麿氏が大胆な「ヨーロッ
パ思想史」の見晴らしのもとに提起する「非政
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治的なもの」、「友情」論、「懐疑的保守主義」
といった論点 14を手掛かりにしながら、『日常
の悪徳』にみられるシュクラーの政治的思考の
特異点を確認してみたい。シュクラーにとって
だけではなく、半澤氏にとっても、モンテーニュ
が、われらの同時代人として登場する。そして、
突飛かつ唐突におもわれるだろうが、今日の日
本において、「自由主義者の試金石」（鶴見俊
輔）15とはどこにあるか、というあまりにも大き
な問いにも行論中ですこしばかりは触れられれ
ば、と思う。
　
1. もろもろの悪徳について考える
1-1. 日々おたがいに加えている共通の害悪
　序文「もろもろの悪徳について考える」は、モ
ンテーニュの『エセー』16「食人種について」か
らの言葉、「裏切りや不忠や圧制や残酷……
は、わたしたちが日常犯している悪徳である 
Treachery, disloyalty, cruelty, tyranny... are 
our ordinary vices」をエピグラフとして掲げ、
こうはじまる。

「日常 の 悪 徳（ordinary vices）は、わた
したちすべてが予期する行動にほかなら
ず、スペクタクルなもの（spectacular）で
も並外れたもの（unusual）でもない。モ
ンテーニュが提示するリストには、不誠実

（dishonesty）も加えられるべきである。
14 半澤孝麿『ヨーロッパ思想史における〈政治〉の位相』岩波書店、2003年。
15 鶴見俊輔「自由主義者の試金石」、同『日常的思想の可能性』（筑摩書房、1967年）、235‒264頁。〔初出は、『中央公論』
1957年6月号〕
16 シュクラーが『日常の悪徳』で使用している、モンテーニュ『エセー』のテキストは以下。Montaigne, The Essays of 
Montaigne, translated by E. J. Trechman, vol.1, 2 （Oxford University Press, n.d.）. 邦訳にかんしては、とりわけ、モンテー
ニュ『随想録』関根秀雄訳（白水社、1995年）を参照した。
17 実は、この「日常の」と訳すordinaryという語が取り扱い注意でもあろう。マイケル・A・スクリーチの解釈では、モンテーニュ

『エセー』において、英語で extraordinarily にあたる語は、人間の外部からの恩寵のはたらきによって、ということを意味す
るとされるのだが、そのことと照らし合わせると、じつに意味深い。翻って、ordinary というのは、「恩寵がない」ということ
にもなるのだろうから。とはいえ、シュクラーがこの場面で、そのようなことを含み合わせていたかどうかは、即断しないでお
こう。しかし、丁寧に追ってゆくと、結局は、ordinary は、人間を超える高次の存在への訴求を排した、という意味合いもま
た含まれてくることがあきらかになるはずである。「恩寵は自然の外にある。モンテーニュにとって、ひとつの人間の宗教の
なかのどのような前進も、つねに恩寵に依存するのだ。『エセー』の最終期のテクストでしきりに挿入される語や文は、その
ことを強調している。その挿入のうちとくに目立つひとつは、「並々ならない」extraordinaire という語で、神の介入は「世の
ものごとの自然な秩序」ordo rerum にしたがわないで、つねにそのような秩序の「外に」extra にある、というのだ。」マイケル・
A・スクリーチ『モンテーニュとメランコリー』荒木昭太郎訳（みすず書房、1996年）、94頁。

なぜなら、彼と同様、わたしたちはそれに
あまりにも親しんでいるのだから。おそ
らく、残酷さ、偽善（hypocrisy）、俗物根性

（snobbery）、裏切り（betrayal）はあまり
にもありふれているため、論じる価値がな
いほどである。すなわち、哲学者たちがと
りわけ残酷さについて語ることがあまりに
もすくないため、残酷さについて考えられ
うることはどれもあまりにも明白であるた
め言及するまでもないと、想定せざるをえ
ないほどなのだ。いっぽう、徳（virtue）は
たしかに哲学者の注目をいっそう要求して
きたのだ。」（OV: 1）。

　この冒頭から読み取れるのは、シュクラーが、
「日常の」という形容で注視している場面の質
であろう17。とりたてて知られることもない人び
とが、ふだんの生活において日々繰り返してい
る事柄と、他方での哲学者たちの語っている
問題群との対比。そこに鋭くメスを入れつつ、
日常の世界に降り立ち、そこでの経験のありよ
うに身を浸して、何事かを読み取ろうとしてい
る構えがみられる。そのような構えからすれ
ば、「日々の経験がわたしたちにすでに教えて
きたことに照明をあて明るみに出し、はっきり
と認知するためには、わたしたちは、彼ら〔歴史
家、劇作家、詩人―引用者註〕に向き合わざ
るをえない」（OV: 1）と述べるのは当然であろ

恐怖のリベラリズム、 残酷さと恐怖の感受体装置としての



217

う。とはいえ、数々の悪徳を問題にするとなれ
ば、ひとは、言うかもしれない、神学者たちがい
るではないか、と。しかし、シュクラーは、こうし
た既成のキリスト教のありようからは、（シュク
ラーの解釈にもとづく）モンテーニュとともに決
然と別れを告げる。

「伝統的なキリスト教の七つの大罪には、
こうした日常のもろもろの悪徳は含まれて
いない。〔……〕神が支配する道徳の世界
の外に踏み出してはじめて、わたしたちは
ほんとうに、日々おたがいに加えている共
通の害悪（common ills）に思いいたすこ
とができるようになる。それこそが、モン
テーニュがおこなったことであり、だからこ
そ、かれは本書の英雄なのだ。」（OV: 1）

　シュクラーが『日常の悪徳』でとりあげる悪
徳、残酷さ、偽善、俗物根性、裏切り、人間嫌い
は、どれも、個人的な・私人としての・一身に関
わる（personal）次元と公的な次元にわたる「特
別な質」を有している（OV: ２）。そして、「こう
した悪徳は、わたしたちの性格をあまりにも深
く傷つけているため、いたるところでありふれ
た風景となっている。だから、リベラル・デモク
ラットにとっては、きわめて錯綜した難問となる
のだ。かれらは、私的な行動圏域と公的な行
動圏域との境界線を設定するのにきわめつき
の困難を抱える」（OV: 2）18。理論の御世界の
話でいえば、公私の二分法を単純に前提し、ス
ラスラと問題解決することができるのかもしれ
ない。しかし現実には、そのようにはゆかない。
もろもろの悪徳をどのようにとらえ、それらにど
のように対処してゆくかが課題となるとき、理論
的な二分法は挫折を余儀なくされもする。その
うえで、シュクラーは、残酷さという問題にかん

18 「リベラル・デモクラット」という語が唐突に出てくるが、勇み足であろう。いや、そのことを前提にしての一書なのだ、とみ
るべきか。この点は、第三節で触れる。

して、次のように踏み込み、現代世界において
リベラルであるうえで引き受けざるを得ない課
題を鮮明にしてゆく。

「わたしたちは、不忠や不誠実にかかわる
公私の境界線については静かに語ること
ができるかもしれないけれども、残酷さに
ついては口が重くなりがちである。残酷さ
は事情が異なるのだ。とはいえ、それは
わたしたちがあまりに動揺し取り乱してし
まうからだけではない。ともかくも、現在
は二十世紀である。残酷さが当惑させる
のは、わたしたちが残酷さとともに生きるこ
とも、残酷さなしで生きることもできないか
らだ。さらにいえば、残酷さは、わたした
ちを何にもまして、わたしたち自身の非合
理性（our irrationality）に直面させる。た
とえ何が悪意に満ちたものであるかにつ
いて合意するとしても、わたしたちがさまざ
まな悪徳全般を序列づけるのはむつかし
い。しかし、残酷さをさまざまな悪徳の最
上位におくなら―リベラルな理論はそう
するのが当然なのだが―、政治的に方向
づけを失い、深く困惑することになるかも
しれない。それこそ、残酷さと他の共通の
悪徳（common vices）を探査するとりわけ
重要な理由である。さまざまな共通悪は
ランク付けされなくてはならない。そのよ
うにして、公私の場でのわたしたちの道徳
的な選択が有するさまざまな含意を問題
化する問いそのものが切り開かれるので
ある。」（OV: 2‒3）

　「ともかくも、現在は二十世紀である」という
文言がシュクラーにとって何を意味するのか。
本書のいたるところにモンテーニュの精神が
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宿っている、と宣言した彼女が、内乱の真った
だなかを生きたモンテーニュ19 の同時代人とし
て思考するだけではなく、同時に、二十世紀を
生きてきた者として、残酷さに注目し、それが直
面させる「わたしたち自身の非合理性

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」と指摘
しているとき、その「非合理性」とは何を指して
いるのか。なぜ、「合理性」ではなく、「非合理性」
への着目なのか。そして、そのような困難な場
面での「道徳的な選択」が問われているという
とき、どんな含意があるのか。残酷さを第一の
悪徳としたときに陥るかもしれない、政治的な
方向感覚喪失、政治的な困惑とは何を指すの
か。ここをどのようにおさえておくかが、彼女じ
しんの政治理論の理解、つまりは〈恐怖のリベ
ラリズム〉としてリベラリズムを定義しなおし、
それを裏付ける懐疑主義とリアリズムを鍛えな
おしてゆく、そうした彼女じしんの政治的思考
の筋道を見極めるうえで重要な鍵となる。

1-2. 人間嫌い、人びとへの憎悪
　とはいえ、さまざまな共通悪のランク付けが
なされなくてはならない、と言ってみたところ
で、「わたしたち自身の非合理性」に直面する
ことの困難から逃避する人びとも出てくる。「経
験豊かな世知にたけたひとなら、きわめて賢
明に、こう言うかもしれない。悪徳についてと
やかく語ってもうまくはない、そんなことをすれ
ば、人びとを憎悪することになる（it makes one 
hate men）のだから。とくに不誠実、不義、残
酷さについて、あまりに長い間じっくり考えれ
ば、人間嫌いになってしまう。トピックを変え
てみたらどうだろう、と」（OV: 3）。この「経験
豊かな世知にたけたひと」の「賢明」さは、しか
し、二十世紀の現実を振り返ってみたとき、もっ
と深刻な重大な問題のありかを言い当てても
いる。なぜなら、「人間嫌いが最大の破壊的
19 「シヴィリテ」の伝統に注目して、十六世紀フランスの政治的寛容への行き届いた視座を提供するとともに、モンテーニュ
の政治的寛容を論ずる重要な著作として、宇羽野明子『政治的寛容』（有斐閣、2014年）をあげておく。モンテーニュにつ
いてはとりわけ、第四章「モンテーニュの政治的寛容と「シヴィリテ」の伝統」、203‒262頁。

な政治的可能性をもっていることは否定しがた
い」（OV: 3）という事実に触れてもいるのだか
ら。シュクラーがここでいう「人間嫌い」が備え
る「最大の破壊的な政治的可能性

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」とは、何か。
これが、先にみた、「ともかくも、現在は二十世
紀である」と述べ、「わたしたち自身の非合理
性」という難題に触れていたことにかかわって
くる。「人びとを憎悪させる it makes one hate 
men」ということが、もし、何の歯止めもなしに
おこなわれたとき、いったい、わたしたちは、ど
のようなところまで行ってしまったのか。

「改良された新しい人類のためにというこ
とでなんでもできてしまうほど、人びとの
あるがままを憎悪すること。強くて魅力的
なひと（the strong and handsome）だけ
が残るようになるまで人間という種（the 
human race）を掃討してしまうこと。―こ
うしたプロジェクトのことは、わたしたちが
みな、いまでは知らなくてはならないとわ
かっているものだ。そして、隣人の過ちや
欠点に耐えることができない私的な人間
嫌いは、小さな圏内での貧しい友であると
同時に家庭内の僭主（tyrant）である。こ
こでもまた、さまざまな悪徳をランクづける
ことが重要である。」（OV: 3）

　公私の両場面での〈魂の理・非理＝無理〉を
丹念に辿りつつ、人類という大きな話と小さな
人びとのつうじょうのおこないの話とを直結・
ショートさせ、問題状況の深奥部に降り立つこ
と。シュクラーの政治的思考の特質がはっきり
とあらわれているところだ。この引用文で念頭
に置かれているのはニーチェの超人思想（そし
て、それに憑かれた人びと）の実践ではある。
もし残酷さを回避すべき第一の悪徳としてすえ
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るのではなく、それを超えて、人間嫌いを至高
の悪徳とすえたなら、人間嫌いを支える「人び
とへの憎悪」―他者への憎悪であると同時に
自己への憎悪でもあるのかもしれない―にた
いする歯止めがなくなり、人びとへの残虐行為
がおこなわれてしまうという可能性がある。そ
して、このことは可能性であるばかりではなく、
二十世紀の現実でもあった。そのような現実を
踏まえてなお、リベラリズムはどうありうるのか。
シュクラーが、この序文で掲げているのは、この
問いでもある。また、ここで唐突とも思えるしか
たで登場する「僭主」批判は、シュクラーの師・
モンテーニュの「友情」論―親友エティエンヌ・
ド・ラ・ボエシの『自発的隷従論』20では、「僭主」
批判もある―を背景において読んでおく必要
がある21。

「残酷さを第一の悪徳にすえると、自らの
人間嫌いが憤激（fury）にいたらないよう、
その人間嫌いを注意深くコントロールしな
くてはならない。にもかかわらず、リベラリ
ズムは人間嫌いに深く耐えず恩恵を負う。
いや、精確にいうなら、疑り深い気風に。
その気風とは、どの公務員連中も、いっそ
う粗野な暴力や詐欺瞞着を厳格な法の枠
内に抑制する以上のことをするようにでき
ているとは考えないものだ。人間嫌いは
それじたい、リベラルが考えなくてはなら
ない悪徳である。とりわけ、〔ニーチェの
ような―引用者註〕人間嫌いのもっと脅
威あるシニカルなかたちに屈したいと思わ
ないのであれば。不誠実や裏切りを第一
の悪徳にすえるなら、憤激に対する埋め込
まれた制約は何も存在しなくなる。」（OV: 
3‒4）

20 エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ『自発的隷従論』西谷修監修／山上浩嗣訳（ちくま学芸文庫、2013年）。
21 第三節で、半澤孝麿氏の議論を参照して、触れることになろう。

　シュクラーがさしあたりこの場面でみている
リベラリズムの核心部分は、きわめてあやうい
基礎のうえに成り立っていることがみてとれよ
う。残酷さを第一の悪徳にすえる、つまりは回
避すべき第一の悪徳とするとして、人びとの―
他者のだけではなく、ひょっとすると自己の―
残酷さを嫌悪、憎悪するということ、つまりは人
間嫌いの契機が憤激にいたり、残虐行為へと駆
り立てられたりするのを放置しないように、注
意深く統制しなくてはならない、というのだが、
それは、どのようにして可能なのか。可能で
あったのか。ある裏切りを「敵」もしくは「内な
る敵」として位置づけ殺

や

ってしまうのか、それと
も、踏みとどまって、「殺すことはない」とする
のか。信頼を寄せるがゆえに許せないと対処
せざるを得ない裏切り行為、あるいは、予期が
外れ「裏切られた」と思わされつつも、殺しはし
ないでやり過ごすこと、あるいは、そもそもの予
期が間違っていたとはたと気づき、自らの理解
を撤回すること、などなど。「わたしたちは残酷
さとともに生きることも、残酷さなしで生きるこ
ともできない」。私的な場面に引きつけていえ
ば、誰かを友とし、もしくは誰かに友とされ、た
がいに「隣人の過ちや欠点に耐える」ことを学
ぶのだとすれば、私的な人間嫌いが経なけれ
ばならない試練でもあろう。

1-3. 人類の生き残りのための処方箋
　かくてシュクラーはさまざまな悪徳をランク
づけるという課題にかんして、以下のようにつ
づける。多元性の事実ということは、政治理論
でしばしば議論される話題ではあるが、さまざ
まな悪徳のランク付けに関する多元性の事実
は、こんなふうに見届けられてきたことはあった
のか。
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「わたしたちがどのようにさまざまな悪徳
をランクづけるのかは政治的に重要であ
るばかりではない。リベラルな政策の事
柄としてとりだすなら、わたしたちは、多
種多様な諸個人や諸集団がそうしたもろ
もろの悪徳にたいして与える相対的な重
要性にとてつもなく大きな違いがあること
に耐えなくてはならない、と自由が要求す
るのである。〔……〕道徳的・政治的な全
員一致というある想像上の古典的・中世
的なユートピアを回顧しても無駄である。
将来にむけてそうした全員一致のユート
ピアを計画することの身の毛もよだつ恐
怖（horror）は言うまでもないが。じっさ
い、もろもろの悪徳について考えることは、
どの程度までわたしたちの文化が、〈数多
くのサブカルチャー、幾層にも重なる古代
からの宗教的・階級的儀式、感受性と習
俗にかかわる民族的な伝承、いまでは初
発の目的など完全に忘れられているイデ
オロギーの残滓からなるひとつの文化〉で
あるかをきちんと示す効果がある。この
点を考慮にいれるなら、リベラル・デモク
ラシーは人類の完成可能性に向けたプロ
ジェクト（a project for the perfectibility 
of mankind）であるよりも、人類の生き残
りのための処方箋（a recipe for survival 
[of mankind]）になる。」（OV: 4）

　善に関する、幸福な生活様式に関する多元
性の事実ではなく、さまざまな悪徳に関する、
諸個人、諸集団レベルそれぞれでの多元性の
事実。それぞれがそうした多元主義を生きて
いることのままに、いかにして、共存しうるの
か。この問いにたいするシュクラーの同時代
診断がここにはある。残酷さを第一の悪徳に
すえた「リベラル・デモクラシー」が（唯一のと
22 このようにいうからといって、シュクラー自身が、ユートピア一般を否定しきっているというわけではない。

は言わないまでも）「生き残りのための処方
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

箋
0

」になる、と。それは、より良き状態を想定
し、つまりは人類の完成可能性をめがけて計
画立案されるプロジェクトでは断じてない、と
いうのが、彼女のリアルな政治認識でもある。
リアルな、というのは、ほかでもない、二十世
紀の政治的現実への歴史感覚に裏打ちされた、
という意味である。戦争の継続と革命の挫折
の二十世紀の政治的現実、ユートピア構想の
実現化の挫折と失敗の歴史的アクチュアリティ
をも指すとみてよい 22。

1-4. 恐怖のリベラリズム―宗教内戦のさまざ
まな残虐行為

　シュクラーは、ここで引用し、その文言を縷々
確認したように、「人類の生き残りの処方箋」と
しての「リベラル・デモクラシー」を顕揚したの
ち、歴史上絶えず繰り返されてきたリベラリズ
ムへの論難、すなわち、リベラリズムと自己中
心性（selfishness）とを等置する「古典的な徳」
の立場からの論難にたいして、自らが擁護する
リベラリズムを以下のように際立たせる。本書
ではじめて〈恐怖のリベラリズム〉という文言が
出てくる箇所である。丹念に辿っておこう。

「公的な強制力をつかって信仰上の全員
一致や画一的な行動準則を課すのを拒
絶することじたいは、途方もない程度のセ
ルフ・コントロールを必要とする。寛容を
首尾一貫して適用することになれば、それ
は抑圧（repression）よりも困難で、道徳
面からいって要求度が高くなる。さらにい
えば、恐怖のリベラリズムは、残酷さを第
一の悪徳にするものだが、これは、以下の
ことをきわめて正しく認識している。すな
わち、恐怖はわたしたちを単なる感覚作
用の反応の単位（mere reactive units of 

恐怖のリベラリズム、 残酷さと恐怖の感受体装置としての



221

sensation）へと貶め、こうしてわたしたち
に公的なエートスを課す、と。」（OV: 4-5）

　ここで言われるセルフ・コントロールには、
政府とのかかわりの、いわば垂直的な次元だけ
ではなく、ひととひととのあいだの市民的な、水
平的な次元でも、「抑圧」以上の道徳水準を要
求される。ここには、「わたしたちを単なる感

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

覚作用の反応の単位へと貶め、こうしてわたし
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

たちに公的なエートス
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23を課す
0 0 0

」がゆえに、恐
怖のただなかで生きてゆくことを拒絶する

0 0 0 0

とい
う意志を確認しておくことができよう。であると
すれば、恐怖のリベラリズムとは、リベラリズム
と言われることから想像されることとはちがっ
て、第一義的には、何らかの思想あるいは思想
体系というよりも、残酷さ・恐怖そのものの感受

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

体装置（
0 0 0

a sensorium for cruelty and fear）24と
してとらえることができるのではないか。〈残酷
さを第一に〉という拒絶の叫びにほかならない
のだから。
　さて、このようにして、〈恐怖のリベラリズム〉
が導入されたのだが、シュクラーは先に引用し
た文章につづけて、モンテーニュを引き合いに
出して、こうつづける。

「モンテーニュがなによりもまず恐れること
を恐怖したように、回避されるべきことか
らはじめる。勇気が賞賛されるべきなの
は、勇気によってわたしたちは残酷ではな
くなるからである。臆病さはしばしば残酷
になるのだが。また、物理的意味でも道徳
的意味でも、脅迫からの恐怖にたいしてわ
たしたちの砦になるからでもある。これは、
たしかに、武装した者の勇気ではなく、犠

23 「エートス」が「品性」だけではなく、「品のなさ」を指すことについては、岡部勉『プラトン『国家』を読み解く―人間・正義・
哲学とは何か』（勁草書房、2021年）、128頁、第四章註（6）での指摘から学んだ。
24 ミュラーは、シュクラーという理論家にとっては、「傷つけられる経験、恐怖する経験、そしてなによりも残酷な仕打
ちにあう経 験にたいするある種の感 覚 器（eine Art Sesorium für Erfahrung von Verletzung, Furcht und vor allem 
Grausamkeit）が問題であった」と述べている。〈恐怖のリベラリズム〉を、「残酷さと恐怖の感受体装置」として位置づける
のは、ここでのミュラーの表現から示唆を得た。Müller, Furcht und Freiheit , S. 147.

牲者になる可能性の高い者の勇気である。
これは、宗教内戦のさまざまな残虐行為か
ら生まれたリベラリズムである。」（OV: 5）

　モンテーニュ『エセー』での「臆病は残酷さ
の母」という一節が念頭におかれている。重要
なのはそのことだけではない。いったい誰のど
のような何に対する勇気が賞賛に値すると確認
されているか、である。残酷な行為を拒絶する
勇気に焦点があてられている。だから、武装し
た者の勇気ではなく、犠牲者になる可能性の高
い者の勇気と述べられているのである。残虐
な行為を被る可能性があるにもかかわらず、垂
直次元で、そして水平次元で、その行為を拒絶
する、あるいはしようとする者の勇気、である。
それぞれの位置の非対称性に留意しておく必
要がある。だからこそ、こうした意味での非対
称性を手放さずに、シュクラーは、以下のように
述べる。

「そのようにして設定され、いまでもわたし
たちの目の前にある選択肢は、古典的な
徳か、リベラルな放縦（self-indulgence）
かではなく、残酷な軍事的・道徳的な抑圧
か、力ある者を囲い込み、老いも若きも、
男も女も、黒人も白人も、ありとあらゆる市
民の自由と安全を保護する自己抑制的な
寛容か、である。事実、リベラリズムは、無
道徳的な「万人の自由」ではけっしてなく、
極端に困難で、制約を与えるものである。
矛盾、複雑性、多様性、自由のリスクに耐え
ることのできない者にとっては、きわめて
困難であり、かつ制約の多いものなのだ。
さらにいえば、自由の習慣（the habits of 
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freedom）は私的な場でも公的な場でも展
開されるし、リベラルな性格は容易に想像
されうる。しかしながら、この自由は、定義
からいって、政治的な権威の利用によって
強制されたり、ましてや促進されたりしては
ならない。そうだからといって、リベラリズ
ムの課題を容易にすることはなく、その倫
理的な構造を掘り崩すこともない。」（OV: 
5）

　まず注意しなくてはならないのは、〈恐怖の
リベラリズム〉は「宗教内戦のさまざまな残虐
行為から生まれた」ものであるが、同時に、「い
までもわたしたちの目の前にある選択肢」のひ
とつとして現前する。アクチュアルな現実とし
てある、ということである。残酷な行為がおこ
なわれ、そこで拒絶の意志があれば、拒絶の叫
びがあれば、そこには〈恐怖のリベラリズム〉の
兆しがある。そして、逆に言えば、それだけいっ
そう、「残酷な軍事的・道徳的な抑圧」は力強く、
人びとにたいして、そして人びとのあいだに存
在してもいる。あるいは、潜在してもいる。こ
う言ってよいのではないか。だからこそ、「矛
盾、複雑性、多様性、自由のリスクに耐えること
のできない者」への言及があり、そうした者に
とって、〈恐怖のリベラリズム〉という選択肢が

「きわめて困難であり、かつ制約の多いもので
ある」ことが確認されている。この〈恐怖のリベ
ラリズム〉が切り拓き、涵養してゆく「自由の習
慣」が「私的な場でも公的な場でも展開される」
とされていることも注目に値する。さきほどま
でのいいかたで言えば、垂直的次元でも、水平
的次元でも―治者と被治者のかかわりにおい
ても、主としては被治者どうしのかかわりにお
いても―、ということである。そうした「自由の
習慣」にともなって、リベラルな性格がかたちづ
くられもすることもあわせて押さえておきたい。
25 鶴見、前掲「自由主義者の試金石」、とりわけ「五　リベラルと合作の問題」を参照のこと。

誰かが恐怖に曝されたまま生きるのを拒絶する
こと、誰かを恐怖に曝しつづけるのを拒絶する
こと、自らが恐怖に曝されたまま生きるのを拒
絶すること、その積み重ね、折り重なりの合作 25

がなんとかつづいてきたこと、つづいてゆくこと
によって、かろうじて「自由の習慣」がかたちづ
くられる。上からの、下からの、横どうしの、セ
ルフ・コントロールが堕落すれば、恐怖に満ち
満ちた「残酷な軍事的・道徳的な抑圧」の世界
に簡単に戻ってしまう。

1-5. 道徳の地雷原を曲がりくねって通り抜ける
散策

　序文の最終部分では、本書の叙述スタイ
ルへの言及が先取り的におこなわれている。
チューダー王朝の劇作品なども範にとりつつ、
残酷さと裏切りという論点に立ち入って物語を
語ってゆくつもりであり、共通の悪徳が文学作
品のなかでどのように提示されているか、そし
て、共通の悪徳が行為者や受難者にどのような
はたらきをしているかをできるかぎり多くの舞
台場において示そうとして物語を語った、と述
べたうえで、こう述べる。「あまりにも心理学に
近いため、そして、哲学の言説のスタイルを規
定している、矛盾と例外を避けるべく仕組まれ
た議論と反論〔という型〕からはあまりにもかけ
離れているため、哲学以前のものにほかならな
い」（OV: 6）と。
　そうして、本書全体をこう予示する。「残酷さ、
偽善、俗物根性、裏切りはけっして消え去るこ
とはない。わたしのねらいは、それらを賞賛し
たり、根絶したりすることではなく、それらにつ
いて考えることの困難を探査することにあった」

（OV: 6）と。そのうえで特徴づける。「これ〔本
書―引用者註〕は、要するに、道徳の地雷原
を曲がりくねって通り抜ける散策（a ramble 
through a moral minefield）であって、最 終
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目的地にまっしぐらに向かう進軍（a march 
toward a destination）ではない。だから、以
下のエッセイはそのような心持で読まれるべき
である」（OV: 6）と。あえて大胆に踏み込んで
いえば、ここでの二者択一には、いままで触れ
られてきたいくつかの二者択一を重ね合わせ
てみることができるように思う。だからこそ、こ
のような訳文をかかげて、読みこんでみたので
ある。
　後者からいえば、おそらく、ここでの「進軍」
を勇ましく行進してゆく人びとは、冒頭でみたよ
うな「残酷さ」などには目もくれない哲学者の
一群、理論で武装した人びとがいるだろう。そ
して、そのような理論武装した人びとは、ひょっ
とすると、道徳的・政治的抑圧を、己の理論の
実現というかたちで―「人類の完成可能性
のプロジェクト」を掲げて―おこなう可能性が
あった、あるのかもしれない。これにたいして、
前者では、武装せず、しかし、はっきりと自らは
残酷さを第一におき、第一の悪徳として生きよ
うとし、つまりは、なにをおいても、残酷さの回
避を第一のこととし、そのため、そうした道徳
的・政治的抑圧を拒絶する勇気を行使しはす
る。とはいえ、そのつどの私的場面、公的場面
の双方で、残酷さ以外のさまざまな悪徳を受け
入れたり、行使したり、抑制したり、というかた
ちで、「矛盾、複雑性、多様性、自由のリスク」
に耐えて、なにはともあれ、殺さないで、殺させ
ないで、生き残ってゆくひとたちの、右往左往す
る、あっちに行き、こっちに行く、歩みが指され
てもいるのだろう。これが、シュクラーにとって

26 もちろん、別の道行き、理論作業のやり方もおこなっていることは否定しない。『日常の悪徳』ののちに書かれた「恐怖の
リベラリズム」は、モンテーニュの「エセー」にも似た物語的な叙述というより、綱領的な論文というに近い文体で書かれてい
る。とはいえ、その種の文体で書かれているとはいえ、それを支える彼女の思考のスタイルそのものは、変わらないと思う。
27 『日常の悪徳』の第一章「残酷さを第一におく／残酷さを第一の悪徳にする／残酷さの回避を第一に」のエピグラフには、
アフマートヴァの詩の一節が英訳から引かれている。対応する詩句の邦訳を先にあげておく。「何もかも略奪され売り渡さ
れ裏切られ　Everything is plundered, betrayed, sold ／黒い死の翼が見え隠れして　Death’s great black wing scrapes 
the air, ／何もかも飢えた悲哀に食い尽くされていたというのに　Misery gnaws at the bone. ／どうして晴れやかな気分に
なれたのだろう？　Why do we not despair?」（Poems of Akhmatova, selected, translated, and introduced by Stanley 
Kunitz with Max Hayward, Little, Brown, 1973, p. 73.「主の年　一九二一年」、『アフマートヴァ詩集：白い群れ　主の年』
木下晴世訳、群像社、2003年、164頁）　

の、政治をめぐる思考の身振り、足取りであり、
彼女にとっては、政治にかかわって思考すると
はそのような道行きしかありえないのだろう26。
自らの存在を超えた高次の存在に一体化した
うえで宗教上、政治上の行動や思考に慣れ親
しんできた者にとっては、そうした高次の存在
に包まれることを拒絶せざるを得なくなれば、
あるいはそうした存在への訴求が禁じ手とされ
れば、それ以前の行動や思考が保証していた
政治的な方向感覚に頼ることができなくなるだ
ろうし、一体化して得ていた何かを喪失するこ
とになるのが当然でもあろう。

2. 残酷さを第一におく
2-1. 宗教と政治の慣習を拒絶する
　本節では、『日常の悪徳』第一章「残酷さを
第一にすえる／残酷さの回避を第一に」27、第
五章「人間嫌い」をとりあげて、シュクラーの政
治的思考を跡付けてゆこう。
　「哲学者たちは残酷さについて語ることが
めったにない。劇作家や歴史家に任せてきた。
劇作家や歴史家は残酷さを無視してこなかっ
たのだ」（OV: 7）との一節から、『日常の悪徳』
第一章「残酷さを第一におく／残酷さの回避を
第一に」は始まる。ヨーロッパの歴史を振り返
るとき、たしかに、残酷さは論じられてきはした
が、神が人間に下す残酷さに焦点が当てられる
ことはあっても、人間の残酷さについては焦点
が当てられることは困難だった（OV: 8）。十八
世紀になり、ことに英国では、ヒュマニタリアニ
ズムが興隆し、「残酷さを真剣に受け止めるこ
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とが、ヨーロッパでの受け入れられた道徳の重
要な部分になり、無制限の殺戮の真っただな
かにあってもなお、重要でありつづけた」（OV: 
8）。―シュクラーはこう確認しながらも、つづ
ける。

「回避すべき悪徳の最初に残酷さを置く
ことは、たんに思いやりある人間らしい態
度（mere humaneness）とはまったく異な
る事柄である。何にもまして残酷さを憎
悪するなら、宗教上および政治上の慣習
を徹底して拒絶せざるを得なくなる。そう
すると、ひとは懐疑、優柔不断、嫌悪、そし
てしばしば人間嫌いに彩られた生（a life 
of skepticism, indecision, disgust, and 
often misanthropy）を余儀なくされる。し
たがって、残酷さを第一の悪徳とすること
はめったに試されなかったし、ほとんどの
哲学者にとって、それは理性に対するあま
りに厄介な脅迫であって、かれらは残酷さ
を考察することができない。」（OV: 8）

　あらためて確認することもないのかもしれな
いが、じつは、それほどまでに繰り返し、残酷さ
は回避されてこなかったという現実がある28。宗
教上の慣習や政治上の慣習を理由として、残酷
な行為がそれと言及されることなく、あるいは
そう言及されたとしても、回避することよりも実
行することが優先順位としては高く位置づけら
れて―ありていにいえば、それが当たり前のこ
とであるとされて―繰り返されてきたという事
情。なぜこれほどまでにも、人びとは、こうした
ことを繰り返してしまうのか。
　そんな事実を突きつけられて、己の、あるい
は人間どもの「理性」を疑う人びとも、なかには
いたのだろう。あるいは、不承不承に残酷な
28 モンテーニュの同時代のことでいえば、宇羽野の以下の指摘が重要である。「このエセーが当時のマキアヴェリズムの風
潮への批判であるとともに、〔……〕宗教戦争激化においてキケロの『義務論』（「祖国保全のための父殺しの正当化」）から
の援用によって暴君放伐論を展開したユグノー、リーグ両派への批判でもあることがわかる」。宇羽野、前掲書、217頁。

行為をつづけたり、実行そのものを先送りして
つづけなかったり、その場でどのように行為す
るかが決められなかったり、わたしがわたしの
名において判断する＝裁くことを先送り、延期
するというかたちで対処したり。あるいは、残
酷な行為をつづける人々に嫌悪を抱いたり、も
しくはそれを放置している自らに嫌悪を抱いた
り、自ら残酷な行為に手を貸してしまったり、そ
うした行為に及んでしまったりした自分に嫌悪
を抱いたり、と。その行き着く果てのひとつに、
人間嫌いもあったのだろう。そうした人間嫌い
の極限形態として、人間そのものの根本的改造
の野望も抱いてしまったのかもしれない。大そ
れた理論家のそれは（没後）賞賛されることは
あっても、小規模のそれはおそらく変人、狂人と
して処理されもしてきたことだろう。
　残酷さを第一にすえ、残酷さの回避を第一
に、と思ってみたとしても、それがすんなりまか
り通るわけではないという現実が根底には控え
ている。いや、根底というのすらおかしいかも
しれない。人間そのものは残酷さという無底を
生きてしまっている、とすら言えるのではないか。

「残酷さの回避を第一に」などという文言を振
り回したところで、そうした現実には追いつきも
しないということが突きつけられてしまう、人間
の愚かさ、無力への注視を、モンテーニュの徒
であるシュクラーの文言からは受け止めておく
ことができるように思える。だからこそ、一歩の
踏み出し、それをシュクラーはなんとか思考す
る。「宗教上の慣習や政治上の慣習」からすれ
ば「殺るのが当然」という場面で、殺らないでい
られるか。殺らない勇気を発揮できるか。殺
らせない一歩を踏み出せるか。
　たんに宗教ばかりではなく、政治の上での慣
習も言及されていることに注意しよう。序文では、

「神が支配する道徳の世界の外に踏み出して
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はじめて、わたしたちはほんとうに、日々おたが
いに加えている共通の害悪に思いいたすこと
ができるようになる」（OV: 1）と述べられてい
たが、そのことにもかかわって、以下のように言
われる。

「残酷さを第一の悪徳とするとは、啓示宗
教によって理解される罪の観念を無視す
ることである。罪とは神の支配の違犯で
あり、神への攻撃である。誇り―神の拒
絶―は、つねに最悪のものであり、ほか
の一切の悪徳にまさる。しかしながら、残
酷さ―激しい苦悩や恐怖を与えるため
に、より弱い存在にたいして物理的な苦痛
を意図的に加えること―は、まったくもっ
て〔神ではなく―引用者註〕もうひとつの

0 0 0 0 0 0

生き物
0 0 0

＝被造物
0 0 0

（another creature）に加
えられる不正である。それが至高悪と印し
づけられるとき、それはそれじたいとして
そう判断されるのであって、神や何らかの
高次の規範の否定を示すからではない。
それは、残酷さが私たちの通常の私的生
活や私たちの日常的な公的慣行の一部と
して生ずる世界の内側から行なわれる判
断である。」（OV: 8、強調は原文）

　人間を超える高次の存在とのかかわりでもっ
て、人間のあいだのありようを規制する思考・
感受様式を拒絶すること。これが残酷さを第一
の悪徳とすることに課されている29。そう思って
みれば、政治や社会についてのわたしたちの語
彙・文法には、個々の切れば血の出る creature
を超える高次の存在、すなわち「全体」からの
離反を「悪」として定める思考法がいかに浸透
していることか。そのような思考・感受の「習
慣」から歩み出て、個々の creature に加えられ

29 モンテーニュ『エセー』のはじめの数章は、「マキアヴェリを転倒する」とシュクラーは述べる（OV: 10）。『日常の悪徳』そ
のものの狙いでもあろう。

る不正に近づくこと。まずもって、そのことが課
されている。
　そして、右の引用箇所ではっきりと、シュク
ラーが眦に見据えている「残酷さ」がはっきりと
述べられている。「激しい苦悩や恐怖を与える
ために、より弱い存在に対して物理的な苦痛を
意図的に加えること」、と。そして、それが「もう
ひとつの生き物に加えられる不正」であるとさ
れ、「至高悪」と印しづけられるのは、わたした
ちのあいだの事柄であるとされていることに注
意したい。わたしたちが現に生きている世界
の内側からの判断なのだ。では、このわたした
ちが現に生きている世界とは、何か。

「残酷さを無条件に第一の悪徳とすること
によって、つまり残酷な行為に口実を与え
たり、そうした行為を許したりするようなわ
たしたちを超える存在をおかないことで、
ひとは、アクチュアリティの秩序以外の秩
序への訴求力を遮断する。圧倒的な強度
をもって残酷さを憎悪することは、聖書の
宗教性と完全に両立しうるが、それを第一
におくと、ひとは啓示宗教の圏域の外部へ
と取り返しのつかないしかたで置かれてし
まう。〔……〕残酷さを第一におく決定は、
宗教的懐疑主義によってだけ促されるの
ではない。むしろ、信仰に厚い者の習慣
はその残酷さという観点では信仰のない
者と異ならず、マキアヴェリはかれが一書
を著すはるか以前から勝利を収めていた
ということの認知から生ずる。かくて、残
酷さを第一の悪徳とするとは、宗教だけで
はなく、通常の政治（normal politics）とも
争うことでもある。」（OV: 9）

　残酷さを促す「宗教上の慣習や政治上の慣
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習を徹底して拒絶する」との文言を検討した
が、そのことで含意されているのは、すくなくと
もシュクラーにとっては、わたしたちのあいだに
おけるアクチュアリティの秩序への拘泥でもあ
る。その拘泥は、通常の政治との争いも促す。

「通常の政治」の論理、すなわち必要性の政治
の論理と争うことも見込まれている。このこと
は、シュクラーにおいては、モンテーニュととも
に、マキアヴェリに懐疑の眼を向けるという構
えにもつらなっている。それだけに、ここでの「ア
クチュアリティの秩序」が何を意味するのか。
注意深く読み取らねばなるまい。

2-2. 犠牲者であること
　残酷さに注目することはその犠牲者への関
心をも促すが、しかし、そのことにはなかなか
厄介な事情もかかわってくる。シュクラーは、
二十世紀のアクチュアリティも見据えながら、犠
牲者であること（victimhood）をめぐる問題に
も言及する。残酷さを第一の悪徳にすることが
人間嫌いを促すことはシュクラーがたびたび確
認することであるが、その人間嫌いを回避する
あまりに、「犠牲と完全に同一化するだけでは
なく、そうした犠牲にありえない徳があると考
える誘惑が大きくなる」（OV: 14）。モンテー
ニュの場合の動物や小農の過大評価、モンテ
スキューの場合のユダヤ人評価、ディケンズの
場合の子どもの偶像化、そしてエウリピデスの
場合の女性の描き方と、シュクラーは例をあげ
ているが（OV: 14）、そのような犠牲者の理想
化・偶像化などは、たしかに、「残酷なものを
辱める」ことにはなるのだが、「もっと重要なこ
とには、人間嫌いがもたらす嘔吐を回避する唯
一の方法でもある」（OV: 14）と踏み込む。序
文において、『日常の悪徳』の叙述が「道徳の
地雷原を曲がりくねって通り抜ける散策」であ
ると宣言された、その道行きがこうしたところに
も垣間見られる。

「犠牲者であることは政治思想にとって避
けがたいカテゴリーになってきたかもしれ
ない。しかし、依然として扱いにくい観念
である。わたしたちはしばしば、誰が犠牲
者であるのかさえはっきりしない。かつて
何らかの不正や剥奪を被ったかもしれな
い虐待者も犠牲者であるのか。かれらが
苦しめた者だけが犠牲者なのか。わたし
たちはみなわたしたちの環境の犠牲者で
あるのか。わたしたちはみないついかな
る時も、犠牲者と犠牲を強いる者とに分け
られうるのか。そして、わたしたちは、たが
いに残酷であるという永劫のドラマでの役
柄を変えられないのか。犠牲者について
考え始めると、責任、歴史、個人の独立、公
的な自由、ありとあらゆる精神的な態勢に
かかわる問いかけがわたしたちに取りつ
く。そうなってきたのは、とりわけ、わたし
たちの時代の巨大な大量殺戮（the great 
massacres of our age）があったからだ。
わたしたちも、まったくの失望から自らを守
るために、モンテーニュやモンテスキュー
が頼りにしたその場しのぎの方法のいくつ
かへと駆り立てられてきたのである。」（OV: 
17）

　序文において、残酷さを第一の悪徳にすえる
と陥るかもしれない、政治的方向感覚の喪失や
困惑が指摘されていたことを確認したが、その
ことは、ここでの犠牲者をめぐる問題にもかか
わるだろう。ここで、シュクラーの懐疑の眼は、
モンテーニュやモンテスキューにも及んでいる
ことに注意したい。彼女じしん、誰かを英雄と
して祀り上げることで、わたしたちのあいだのア
クチュアリティから目を背けてしまうことを拒否
しているのである。犠牲者であることをめぐる
問題群を前に、人びとは、理想化、偶像化では
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なく、その反対極にも向かってしまうことがある。

「犠牲者をその苦難を理由に責め立てる
のは、かれらを理想化するのとまったく変
わらない。せいぜいのところ余計なもので
あって、おそらくは、残酷さに直面すること
の困難の印であろう。／しかしながら、政
治的な犠牲者を理想化することは尊厳を
剥奪することであるだけではない。きわめ
て危険でもある。わたしたちの政治的アク
チュアリティのひとつとして、政治的な拷問
や不正義の犠牲者がしばしば、そうした苦
難を強いる者と変わらないということがあ
る。かれらは後者と場所を変えるのを待っ
ているにすぎないのだ。」（OV: 18）

　シュクラーが先に「アクチュアリティの秩序」
への拘泥を示しているということを見たが、彼
女にとって、この「アクチュアリティ」ということ
で考えられているのは、この引用文にもみられ
るような「わたしたちの政治的アクチュアリティ」
にほかなるまい。それは、たんに目の前に起
きている現実だけをさしているのではなく、政
治という事象にかかわってつねにすでに起き
ている事態のことを指している。わたしたちの
あいだの出来事じたい、といってもよい。ある
意味では、冷徹に見据えるには酷薄とすら感じ
られるほかない事実である。だからこそ、彼女
は、犠牲者をめぐって、次のように警句を発する。

「わたしたちが誰もが犠牲者になりうることを
思い出さず、拷問への憎悪、あるいは苦痛への
憐みがわたしたちを盲目にするのを許すなら、
今日の犠牲者を過大評価することによって、明
日拷問を加える者に知らずのうちに手助けをす
ることになる」（OV: 19）30。少なくとも、文言の
30 このように言いながらも、シュクラー自身は、自らが「拷問を加えた者」として、その後、どのように生き延びるか、という問
題圏には踏み込むことはないように思える。なにがしかのかたちで犠牲者の位置に身をおき、そこからとらえる構えを手放
さない。であるからだろうか、ひとによっては、〈恐怖のリベラリズム〉を、「下からのリベラリズム」という新たなる意匠のも
とに喧伝する。

うえでは、シュクラーじしんが、「拷問への憎悪、
あるいは苦痛への憐み」によって、自らが、政治
的アクチュアリティを見ずに済まそうとはしない
こと、人びとが絶えずそのような誘惑にも駆ら
れてしまうことを認めたうえで、自らはそうした
誘惑を拒絶し、犠牲者になるばかりか、自らも
また拷問を加える者（にはならないとしても、か
れらを支える者）にもなりうることをしかと見据
える構えをもとうとしていることは確認されてよ
い。
　さきに、シュクラーが「残酷さ」を問題化して
いるときに、なによりもまず「激しい苦悩や恐怖
を与えるために、より弱い存在に対して物理的
な苦痛を意図的に加えること」に焦点を定めて
いるさまを確認したが、彼女は、物理的・身体
的な残酷さばかりではなく、道徳的な残酷さを
も視野におさめている。

「道徳的な残酷さとは何か。それは誰かの
感情を傷つけるという事象であるだけでは
ない。犠牲者がついには自分自身や他の
誰かを信頼することができないようになる
ほど、意図的に執拗に屈辱を与えることで
ある。遅かれ早かれ、身体的な傷つけを
も伴いうるが、それは道徳的な残酷さに内
在しているわけではない。屈辱はどれほ
ど痛みを与えるものであろうとも、身体的
な損害を与えるわけではない。モンテー
ニュは道徳的な残酷さについて十分に気
づいていたし、それを一身にかかわる危険
とみなしていたが、それを身体的な野蛮
行為と混同することはけっしてなかった。
かれは注意を払い、他人に屈辱を与えたり
他人を裏切ったりすることのないようにし、
侮辱されるのを回避しようとした。彼によ
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る個人的な自律や注意深い自己検証を求
める主張は、道徳的な自己防衛の計画で
あった。」（OV: 37）

　この『日常の悪徳』での議論では、このように
して、物理的な残酷さと道徳的な残酷さとの付
かず離れずの関係を、具体的なテクスト、ニー
チェ、ナタニエル・ホーソーンなどの諸テクスト
にそくして解きほぐしながら探査していってい
るのだが、ここでは深く立ち入る余裕がない。
この引用文に見られるような「屈辱を与えるこ
と」という論点が、その後、リチャード・ローティ
やアヴィシャイ・マルガリートらによって展開さ
れていったことに触れておくにとどめたい 31。
　彼女がさまざまなテクストで探査しているの
は、いわば「残酷さ」の作動様式である。そして、
作動様式を見計らいながら、どのようにして、そ
うした残酷さを避ける身振りが生成しうるかを
見届けようとしている、と思われる。以下に引
用するのは、そのような事例である。物語形式
の叙述を用いたと言われるのだが、フランスの
モラリストにあるようなアフォリズムの形式に
則っているようにも読める。

「完成を追い求めて、自らの力能の内部に
直接存在する小さな良きものを忘れる者
からは残酷さ以外は生じない。」（OV: 39）

「わたしたちの残酷さを内側に向けると、
身体的な残酷さを、他の人びとを道徳的
に痛めつけることへと変容させる。つねに
そうだったわけではないが。」（OV: 41）

「裏切りでさえも政治において場所をもつ
31 ローティに即しては、安部彰『連帯の挨拶―ローティと希望の思想』（生活書院、2011年）が「残酷さの回避」という思
想の可能性と不可能性を執拗に探究しているのがとりわけ注目に値する。しかし、この一書にしても、「人を殺した」という
位置から「残酷さを回避する」という論点に踏み込んではいない。他者だけではなく自己をも含めた「人間嫌い」も問題化す
るとなれば、「人を殺した（かもしれない）」という論点は逸することはできない、とシュクラーとともに、シュクラーに抗して考
えるのだが、どうだろうか。
32 シャルル＝ルイ・ド・モンテスキュー『ペルシア人の手紙』田口卓臣訳（講談社学術文庫、2020年）。

が、残酷さはそうではない。残酷さを第一
に置くことは、道徳的な諸規則を別な仕方
で、まるごといっそう脱臼させるようにして
整序し直すことを要求する。ラディカルな
否認の精神になる。モンテーニュが「わ
たしたち」と動物を比べたとき、彼は、自
分じしんやあらゆる歴史社会からの道徳
的な距離について鋭敏な感覚を露わにし
た。モンテスキューの、〔『ペルシア人の
手紙』32での―引用者註〕あのペルシア人
のヨーロッパ訪問者は、同じ効果―自分
じしんの世界の慣習的な受容の喪失をも
つ。」（OV: 42）

「偽善をあらゆる悪徳のなかの最悪のもの
とすることは、ニーチェ的な人間嫌いと独
善的な残酷さへの誘いでもある。だからこ
そ、偽善と偽善を憎悪する者は、残酷さを
第一に置くいかなる者にとっても抗しえな
いものなのだ。」（OV: 44）

　繰り返し指摘されているのは、残酷さを第一
の悪徳にすえ、残酷さの回避をなによりもまず
優先することが、いかに困難であるか、である。
その他の悪徳を憎悪するあまりに、ひとは残酷
さの発動に駆り立てられがちであったし、駆り
立てられてきたということが、さまざまなテクス
ト、そして、歴史的事例から振り返られている。
それらは、シュクラーにとり、政治的アクチュア
リティの秩序をあらわすものでもあることに注
意したい。己の内部の「小さな良きもの」があ
ることをしっかり確認できていることとは、おそ
らくはほどほどの自愛を抱いて生きているとい
うことであろう。そのようなことができていれば、
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自己への憎悪、ひいては人間への憎悪、〈いま・
ここ〉にあるわけではない「どこかの」「完成」
に向けて己を駆り立てることもないだろうし、他
の人たちを駆り立てることもなかろう。

2-3. 人間嫌いからリベラルな人間嫌いへ
　リベラリズムが人間嫌いに深く恩恵を負って
いるという洞察は、シュクラーにしたがって、み
ておいた。残酷さを第一の悪徳にし、残酷さの
回避をなによりも求めるとなれば、自他の人間
嫌いがほどほどに飼いならされなくてはならな
い。しかし、いったい、どのようにしてか。リベ
ラルな人間嫌いというやりかた、処し方が見届
けられてゆく。ここでは、モンテーニュからモン
テスキューに手掛かりをもとめてゆく。

「モンテーニュもマキアヴェリも、モンテス
キューからは離れているように思われる。
なぜなら、両者は依然として政治をまった
くの人物本位で考えていたからだ。彼ら
の政治はなおも人物の性格にもとづく政治

（the politics of character）であった。そ
れぞれが賞賛する性格がいかに異なって
いようとも。彼らとモンテスキューの距離
が歴史的にみるとこれほどまでに重要な
のは、人間嫌いが、国王の人物に基づく統
治から政治システムの世界へと移される
と、その意味とスコープをも変えたからで
ある。たとえば、モンテーニュにとって、友
情は、わたしたちの公私両面の苦難と不正
に対する最大の緩和剤であった。それは
人間嫌いへのわたしたちの防御壁なのだ。
しかしながら、モンテスキューは、友情を
支配する者にとっての危険な感情であると
考えた。正義の主要な義務に抵触するか
らである。これこそ、モンテーニュとの深
い分岐点である。モンテスキューの非人
格的な国家では、個人の人物としての性

格はもはや違いをもたらさない。政治的
な人間はそうした性質を得ることができな
い。」（OV: 214-215）

　この『日常の悪徳』では、モンテーニュに並ん
でモンテスキューもまたしばしば言及、引証さ
れる存在なのだが、多くの場合は、『ペルシア
人の手紙』での僭主の性格についてのもので
あった。しかし、この段になって、モンテスキュー
による「政治システムの世界」の記述が触れら
れてくる。こうした文脈のなかで、「回顧する
なら、残酷さを真っ先に考えるとは、人格性を
公的な関心事から一歩一歩除去するシステム
政治の理論の始まりだったのだとみることがで
きる」（OV: 216）と述べられる。そのうえで、
モンテスキューにとっては「政治の問題はもは
や人物の良しあしに関わる事柄ではまったくな
く、諸集団の強弱に関わる事柄であった」（OV: 
217）と位置付けられ、人物本位の人間嫌いの
水準が新しい人間嫌いへと移されることにな
る。とはいえ、「注意深くチェックされなければ、
権力の濫用は不可避であると人間嫌いに則っ
て想定することは、この種のリベラリズムの屋
台骨そのものである」（OV: 218）とされるにい
たる。
　もっとも、非人格的なシステムが成立すれば、
事はそれで済むというわけではなく、その後の
くだりで、シュクラーは、「非人格的な統治・政
府への攻撃」という節を設け、この統治とリベラ
リズムの失敗が、リベラリズムの敵にたいして
門戸を開くことになる次第と顛末を描いてみせ
ている。―これもまた、人びとの心理と歴史に
対する問題感受力を梃にした彼女ならではの
洞察であるにはちがいない。

3. 恐怖のリベラリズムと懐疑的保守主義
3-1. よきリベラルにとっての悪しき性格
　さて、ここまでのところで、『日常の悪徳』に
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おいて〈恐怖のリベラリズム〉というアイディア
がどのようにして生い立ってきたかを辿ってき
た。残酷さ以外のもろもろの悪徳について文
学作品などを介して物語るようにして、シュク
ラーは「道徳の地雷原を曲がりくねって通り抜
ける散策」を実演してみせている。その散策を
振り返って、最終章「よきリベラルにとっての悪
しき性格」の冒頭部分で以下のように述べる。
これは、彼女じしんの政治理論綱領ともなって
いる33。

「わたしがせいぜいのところしようとつとめ
てきたのは、政治理論の仕事であるとわた
しが考えることだ。すなわち、わたしたち
の社会についてのわたしたちじしんの会
話や確信をよりいっそう完備し首尾一貫し
たものにするとともに、わたしたちが日々
おこなっている判断やつうじょう目にして
いる可能性を批判的に見直すこと、であ
る。わたしたちの慣習を問いに付すこと
は、行為に取って代わるものではないし、
わたしはカウンセリング産業のどこかの部
門に加わることを選ばなかった。じっさい、
わたしには、本書の読者が、行動のしかた
について、あるいはどんな政策を選ぶべき
かについてわたしに助言をなぜ求めるの
か、考えることができない。わたしがおこ
なってきたのは、わたしたちがしばしば―
日常的にはじっさいに―非難しているあ
るタイプの性格やマナーを探索することだ
けだ。」（OV: 226）

　彼女にとって、政治理論の仕事がなすべき
は、何かしらの理論を、わたしたちじしんの社
会の生成の外部から押し付けて指導しようとす
ることではない。すくなくとも、わたしたちはす

33 序文では、こう述べられていた。「最終章は全体についての理論的なレビューと分析であって、政治理論好みのひとに向
けられている。それに先立つ章はいずれも最終章に依っておらず、それぞれの章は独立して読むことができる」（OV: 6）、と。

でにわたしたちの社会を形成しており、そこで、
なにがしか会話を交わし、社会について確信を
抱いている。そうした会話や確信はあまりでき
のよくないものかもしれない。それらをひっく
るめて、あらためて「よりいっそう完成し首尾一
貫したものにする」ことがひとつ。そして、なに
よりも、「わたしたちが日々おこなっている判断
やつうじょう目にしている可能性」を、つまりは
日常実践そのものに潜む可能性を「批判的に
見直すこと」がもうひとつ。このようにしておこ
なわれる作業、つまりは「わたしたちの慣習を
問いに付すこと」そのものは、何ら具体的な行
動に代わるものではない。そして、シュクラー
が残酷さやその他の悪徳という“感情もしくは
情念” に翻弄されるさま、〈魂の理・非理、魂
の論理・無理〉を省察しているからといって、そ
れはカウンセラーとしての、今風にいえばアン
ガー・マネジメントや情操教育を目指すもので
はない。悪徳としてとりあげ「非難しているタイ
プの性格やマナー」が実際にどうであるのかを
探索すること、これが重要である。
　そのような作業をするにあたり、シュクラーの
政治理論にとって、物語るという叙述スタイル
は事柄の性質じょう不可欠なものである。なぜ
ならば、「物語を語るということの最大の知的
利点は、それが、アクチュアルな経験や歴史が
有する非合理性を合理化しないということにあ
る」（OV: 230）からだ。ここには、ある種の理
論への彼女なりの懐疑、もっとつよくいえば拒
絶の意志があらわされているとみてよい。それ
を支えるのは、あくまでも、彼女がけっして手放
そうとしない、政治のアクチュアルな秩序、「ア
クチュアルな経験や歴史が有する非合理性」そ
のものである。この非合理性をなかったことに
するのでもなく、合理的な説明のうちに吸収同
化するのでもなく、そのことじたいをそのままに

恐怖のリベラリズム、 残酷さと恐怖の感受体装置としての



231

受け止めて、それにもかかわらず、生き残るた
めに、なんとか算段を工夫すること。そのため
の方策を編み直す政治理論をこそ、彼女は目
指している。
　彼女は、この章において、「わたしたち」とい
う呼びかけの名称をなぜ使うかの弁明をおこ
なっている。あえて弁明しているのは、この「わ
たしたち」という名称を使うことじたいへの、彼
女じしんの何らかの躊躇いがあるようにわたし
には思われる。シュクラーにとり旧友でもあり、
互いに厳しい批判者どうしでもあった、マイケ
ル・ウォルツァー（Michael Walzer）のように、
この「わたしたち」という表現を使うことによっ
て、共通の記憶、共有すべき行動規範などに訴
えかける語法を用いるのではなく、そこから距
離をとろうとしている意志がここには感じられ
る34。

「「わたしたち」のために、「わたしたち」に
ついて書くことは、ある直近の時代や直近
の人びとの圏域に限定されることではな
い。まったく逆である。政治理論はいつ
いかなる時も、それが歴史的な連続体の
構成要素であることを自覚している。すな
わち、その諸課題のうちのひとつが、支配
することと支配されることとにかんする過
去の思考を現在の思考に結びつけること
である。それはかならずしも、つねに歴史
を書かなければならないということを意味
するわけではない。しばしば歴史を書くこ
とが重要であるにせよ。」（OV: 227）

　このように「わたしたち」という呼びかけをお
こなっているその先には、アメリカ合衆国という
現実があり、そこでの政体、リベラル・デモクラ
シーという政体が有する歴史が控えている。こ

34 とりわけ、以下の論考における、最終部分でのウォルツァーの「共有された理解」に対する不同意の表明を見よ。Judith 
Shklar, “The Work of Michael Walzer”, in: Judith N. Shklar, Political Thought and Political Thinkers , pp. 375‒385.　

の歴史をどのように踏まえるかということもま
た、おのずと、シュクラーが実行する政治理論
の中心課題ともなっている。恐怖のリベラリズ
ムと、アメリカのリベラル・デモクラシーの歴史
とはどのようにかかわってきたのか。

「それ〔恐怖のリベラリズム―引用者註〕
は、「偉大なロック氏」と同様、アメリカの
リベラル・デモクラシーに貢献した。もっ
とも、ロック氏の影響は強力だったが。／
じっさい、わたしが残酷さを第一にすえる
ことについて語るたびに、「どうして残酷
さなんでしょうか？」 「わたしたちは権利を
もっているではないですか」という修辞的
な問答に出くわした。これは、不幸にも、
あまりに大雑把な単純化である。おそらく
は、長期にわたり妨げられることのない恐
怖について相対的にほとんど経験したこと
のない者にとってのみ可能な単純化では
ないか。残酷さを第一にすえるとは、それ
に強く反対することと同じなのではない。」

（OV: 237）

　「偉大なロック氏」が掲げる「権利のリベラリ
ズム」こそがアメリカのリベラル・デモクラシー
をつくってきたのだ、ピリオド、というのでは、ど
こがいけないのか？　「長期にわたり妨げられ
ることのない恐怖」を経験したことのあるひとた
ちとは、いったい、誰のことなのか。シュクラー
は、そのような恐怖で名指される、いったいどの
ような「アクチュアルな経験や歴史が有する非
合理性」を眼前にしているのか。

「残酷さを第一に置くと、モンテーニュがそ
うであったように、なによりも恐怖を恐怖
するという認識に応えることになる。恐怖
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についての恐怖はそれ以上の正当化を必
要としない。なぜなら、還元不可能だから
である。それは権利のような政治制度の
始まりであると同時に終わり＝目的であり
うる。第一の権利は、残酷さの恐怖から保
護されることである。人びとは、こうした公
共の悪徳のうちの最大のものに対する防
御壁として権利を有する。残酷さの恐怖、
これこそが悪であって、ありとあらゆる代償
を払って回避されるべき脅威である。正
義そのものは、とりわけ、威嚇の道具の大
半を直に手元に有している者によって、残
酷さを抑制するために必要とされる法的
な諸制度＝編制からなる網目である。そ
うであるために、恐怖のリベラリズムは限
定された・予測可能な政府に、これほどま
でに一心不乱に注意を集中する。物理的
な過度と恣意性の除去は、理性によっても
伝統によっても提供できるとは期待しえな
い制約をもたらすことが見込まれた、一連
の法的・制度的施策によって達成されなく
てはならない。こうした施策のうちに、実
効的な権利がある。」（OV: 237）

　恐怖のリベラリズムと、ここでの「権利のリベ
ラリズム」との関係が重要であろう。どちらが
大事か、ということではない。恐怖のリベラリズ
ムというかたちで「残酷さの恐怖」をしかと感受
する力がはたらいて、それが認識され、その認
識に応答してこそ、「残酷さを抑制するために
必要とされる法的な諸制度＝編制からなる網
目」があってはじめて「実効的な権利」たる「権
利のリベラリズム」の本領が発揮されうる。

「恐怖のリベラリズムは、〔功利主義や快
楽主義の弱さを露呈する、温情的な専制
主義という―引用者註〕ファンタジーに耽
ることがけっしてありえない。それは、統

治する力は恐怖と残酷さを与える力であ
り、どれほどの温情であってもそうした恐
怖と残酷さから非武装の住民を保護する
のには十分ではありえないという想定から
出発する。したがって、それは疑念を制度
化する。そして、信用しない住民だけが、
その権利を警戒し、恐怖を払いのけ、自分
自身の企図を―それが穏当なものであろ
うと大掛かりなものであろうとも―なしう
ることが当てにされうる。」（OV: 238）

　「リベラル・デモクラシーは一連の政治
的手続き以上のものである。それはさま
ざまなサブカルチャーからなるひとつのカ
ルチャーであり、さまざまな伝統からなる
ひとつの伝統であり、はっきりした多層性
のエートスである。それは、途方もない選
択の重荷をわたしたちすべてに課す。だ
から、きわめて要求度の高いものであると
みなされるべきである。しかし、よき性格
に必要とされる態度を選択することはけっ
して容易ではなかった。だれひとりとして、
わたしたちに、努力なき道徳的な生活を約
束はしていない。〔……〕リベラルとしてわ
たしたちは確実性と合意とを自由な人びと
に値する目標としては放棄したのだから、
悪徳と徳の単純なリストを求める必要は
ない。逆に、わたしには、リベラリズムは、
わたしたちに法外な倫理的困難を課すよ
うに思われる。すなわち、さまざまな矛盾、
さまざまな解決しがたい紛争、相互に対立
しているわけでも一致しているわけでもな
い公的な命法と私的な命法とのあいだの
調整、である。すくなくとも、日常のもろも
ろの悪徳は、わたしたちがすでに知ってい
ると考えているものが何であるかについて
完全に自覚したいと思うのであれば、わた
したちが何に甘んじなくてはならないかを
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露わにする。」（OV: 248‒249）

　恐怖のリベラリズムの立ち位置、というより
もっと手前の構えそのものは、「非武装の住民

0 0 0 0 0 0

」
の身、恐怖と残酷さに曝される可能性のある、

「呼吸をし、生きている、リアル・ライフの行為
者 breathing, living, real-life agents」35である。
そして、その行為者たちが、徳ばかりではなく、
悪徳にかんしても多種多様で多層的なエート
スさながらに―「エートス」は「品性」と「品の
なさ」の双方を含むことに注意せよ―「法外な
倫理的困難」を潜り抜けてゆかねばならない。

3-2. モンテーニュにおける政治／非政治、「友
情」論、懐疑的保守主義に照らして

　本節において以上、『日常の悪徳』の最終章
を足早に追ってきたが、残された紙数で、シュク
ラーの政治的思考の特異点を浮き彫りにすべ
く、以下、半澤孝麿氏が提起する「ヨーロッパ
思想史」における重大な問題視座に照らして、
今後の課題もふくめて確認してみたい。
　半澤氏が『ヨーロッパ思想史における〈政治〉
の位相』において壮大な見晴らしを遠望する、
もろもろの問題提起でもまた、モンテーニュが
要石の存在となっている。モンテーニュの政治

35 カトリーナ・フォレスタが『正義の影―戦後リベラリズムと政治哲学の再形成』で、シュクラーの政治哲学において「何が
重要な問題か what mattered」を直截に述べた表現。「重要なのは、呼吸をし、生きている、リアル・ライフの行為者であって、
かれらのよりよき自己でも、潜在的な将来でもない」。Katrina Forrester, In the Shadow of Justice: Postwar Liberalism 
and the Remaking of Political Philosophy （Princeton University Press, 2019）, p. 264。
36 ヨーロッパ思想史におけるモンテーニュの位置という論点については、英語圏のなかでもモンテーニュ研究の重要文
献としてとりあげられることのある、チャールズ・テイラーの浩瀚な書物がある。Charles Taylor, Sources of the Self: The 
Making of the Modern Identity  （Harvard University Press, 1989）; esp. Ch.10: Exploring “l’Humaine Condition”, 
pp.177‒184. （邦訳）チャールズ・テイラー『自我の源泉―近代的アイデンティティの形成』下川潔・桜井徹・田中智彦訳（名
古屋大学出版会、2010年）；特に、第十章「「人間の条件」の探究」, 207‒214頁。この書については、シュクラーによって、
高い評価とともに、ウィットに富んだ一撃を含む書評が書かれている。Judith N. Shklar, “Books in Review: Sources of the 
Self  by Charles Taylor”, Political  Theory, vol. 19, no. 1 (Feb. 1991), pp. 105‒109.「ヨーロッパ文藝文化のほとんどすべ
ての段階を吟味しつくしながら、テイラーはサニー・サイド・オブ・ザ・ストリート（陽の当たる通り）から離れられないでいる
ようにみえる。〔テイラーの著作では〕モンテーニュは軽蔑のことばを吐かず、〔アレクサンダー・〕ポープは人間嫌いをみせず、
スウィフトはいっさい出番なし、ルソーにしても呪いの言葉を投げかけず、ロマン主義は暴力と無縁、ドストエフスキーは陰
鬱さも憤激もあらわにしない。最後に、エピファニーにご執心のモダニスト作家はいるものの、ベケットは見当たらない。本
書はきわめてアップ・ビートな書物である。テイラー自身は近代的自我に重大な疑念をもち、道具的な理性の使用、原子化、
道徳的根源からの疎外を咎め立てているにもかかわらず。」（p. 106）
37 半澤、前掲書、「第二章　ヨーロッパ政治思想史における「非政治的なもの」」、121‒189頁。
38 同上、166頁。
39 同上、172頁。

思想という話題に限定して、同書にふれておこ
う36。
　半澤氏は、「第二章　ヨーロッパ政治思想
史における「非政治的なもの」」37 において、政
治と非政治との緊張がヨーロッパ政治思想史
においてつねに潜在し持続してきたことを仮説
的に剔抉する。そして、そのうえで、「非政治
的人間の連帯―友情論の歴史的展開」を論ず
るさいには、宗教内戦のただなかで「思想史上
稀に見ると言ってよいほどの、凄まじい崩壊感
覚の叙述」38を残した「自律的観想者」たるモン
テーニュの「友情論」において（その「観想的生
活論」ともあわせて）、「ヨーロッパ思想史にお
ける政治と非政治の緊張関係に、一つのパラ
ダイム的ありかたが示されたと言えるのではな
かろうか」と指摘している39。ここでのモンテー
ニュの友情論の特質とは、半澤氏によれば、以
下の三つである。第一に、「人間社会をその
究極の単位である個人にまで分解して見せるこ
とによって、友情の関係を、他の人間関係と異
なる次元の関係として析出している。〔……〕〔彼
とラ・ボエシとの間の―引用者註〕この「真
の」友情の関係は、相互関係における人間の形
相の純粋実現状態として、モンテーニュにとっ
てほとんどユートピアにも近い位置を占めてい
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ると見てよいであろう」40。第二に、「友情の卓
越性の最大の理由が、一世紀前のフィチーノと
同じく、何よりもまず、それが自由意志に発する
ものとして語られていることである。〔……〕こ
の、友情論と自由意志論の結合は、その後、近
代をとおして長く維持され、その本質的部分を
形成することとなる。他方でモンテーニュは、
現実の政治の中での自らの役割を、まさにその
地位と運命に神が命じる義務として自発的かつ
忠実に、しかしその心においては受動的に遂行
するであろう。この義務感は、モンテーニュの
政治における非政治主義と懐疑主義的保守主
義との結びつきを説明する」41。そして、第三に、

「モンテーニュにおいては、人間行為が道徳性
をもつための最高条件たる自由意志に発する
友情の要請が、心理的には、受動的な義務とし
ての政治のそれよりも上位に置かれていること
である。この言葉は、〔……〕およそ四世紀半
の時を経た二十世紀半ば、友人を裏切るか国
家を裏切るかの選択に迫られた時には国家を
裏切るべきであるとする、E・M・フォースター
の言葉にエコーするであろう」42。このようにモ
ンテーニュ「友情論」の特質をまとめている。
　先の引用文中にもあった「懐疑主義的保守
主義」という論点についても触れておこう。半
澤氏は、「第四章　ヨーロッパ保守主義政治思
想の三類型」43で、「政治思想としての保守主
義の出現」にとりわけ重要にかかわってくる事
柄として以下のような仮説が立てられる。

「〔……〕思想家個々人の感覚と深く結び付
いた、世界と文明の〈喪失感〉、または〈喪

40 同上、171頁。
41 同上、172頁。
42 同前。シュクラーの『日常の悪徳』でも、フォースターは論じられている。Ch.4: The ambiguities of betrayal, . “My 
Country or My Friends: Choosing Betrayal”, OV: 155‒158.
43 半澤、前掲書、273‒339頁。
44 同上、286頁。強調は原文。
45 同上、288頁。
46 同上、289頁。

失への恐怖感〉とも呼ぶべきある種の感覚
が関わっているのではないか、という仮説
である。この感覚はしばしば堕落という言
葉で表現されるが、その実は、世界をもっ
ぱら世俗社会の文脈においてのみ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

捉える
感覚である。思想家たちがそうした喪失
感をしばしば表明したのは、最初は十六世
紀末以降の一時代であった。」44

　半澤氏は、そのうえで、保守主義政治思想の
三類型―懐疑主義的保守主義、目的論的保
守主義、生成論的保守主義―を提起する。そ
のうち、第一の「懐疑主義的保守主義」のひと
りにモンテーニュを位置づける。この懐疑的
保守主義という類型―半澤氏は、「日本語と
すれば同じ〈懐疑主義〉でも、〈scepticism〉で
はなく〈cynicism〉を意味したい」45とする―に
ついて、「たんに、秩序が秩序なるがゆえにと
いう一般的理由以上に、論理的に最も徹底した
懐疑を理由とする現存秩序擁護の論理である。
ここで前提とされているのは、この地上にある
人間にとって、言葉を手段としたいかなる本来
的・絶対的なモラルの基準の認識も、正義の
基準についてのいかなる妥当な合意への到達
も、いずれも不可能と見る悲観的判断である」46

と述べる。

　さて、この浩瀚な思想史的見取り図を踏まえ
たうえで、モンテーニュ／シュクラーの〈恐怖の
リベラリズム〉を振り返ってみたとき、シュクラー
の政治的思考の特質とは何であろうか。
　シュクラーが解するモンテーニュもまた、宗教
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と政治の慣習をラディカルに拒絶することから
はじめていた。というのも、ほかでもない、人
間存在、というより、one creature が another 
creature に加える残酷な行為の場、それぞれ
が経験せざるをえない残酷さ、恐怖の場以外
になにものも据えないというところから、生き延
びる処方箋を編み出してゆかざるを得ない、そ
うしたところが、恐怖のリベラリズムの構えにほ
かならなかった。残酷さ・恐怖の感受体装置と
しての恐怖のリベラリズムととらえもした。
　そして、シュクラーがモンテーニュから引き継
ごうとしていたのは、人間を超える高次な存在
に訴えかけて、己の残酷さの正当化をおこなお
うとするいっさいの振る舞いの拒否の意志であ
ろう。半澤氏からすればモンテーニュはある種
の諦念をもって受動的に政治に関わらざるを
得なかったということになるのだろうけれども、
シュクラーの〈恐怖のリベラリズム〉は、そこに
立ち止まるのではなく、そこから「人類の生き残
りのための処方箋」としてのリベラル・デモクラ
シーという制度の網の目がいかにして構築、維
持されつづけるのかをかんがえ、そこにリベラ
リズムの政治的意義を見出していたのではな
かったか。
　残酷な行為がつづけられ、恐怖に直面させ
られるなかから、いかにして、政治の領域、非
政治の領域において、人びとが拒絶の意志を
行動にしてゆくか。そのさいに手掛かりにしう
る制度の網目とはどのようなものでありうるか。

『日常の悪徳』ののち、この点を課題として取
り組んだのが、論考「恐怖のリベラリズム」、『不
正義の相貌』、そして、『アメリカのシティズン

47 Judith N. Shklar, American Citizenship: The Quest for Inclusion （Harvard University Press, 1991）. この書は、マイケ
ル・ウォルツァーに捧げられている。
48  修 学 時 代 の も の に は、Dissertation と し て、Fate and Futility: Two Themes in Contemporary Political Theory 

（Cambridge, Mass.: Radcliffe College）がある。この Dissertation から、After Utopia（Princeton University Press, 1957）
〔（邦訳）『ユートピア以後―政治思想の没落―』奈良和重訳、紀伊屋書店、1967年）〕を辿り、その後のシュクラーの政
治理論の展開＝転回を跡付けたものとして、Samuel Moyn, “Before—and Beyond—the Liberalism of Fear”, in: Ashenden 
and Hess, eds., ibid., pp. 24‒46.

シップ』47ではないだろうか。

おわりに
　小論は、シュクラーの〈恐怖のリベラリズム〉
というアイディアが生成してくる場面に立ち会
いつつ、そこでの彼女の政治的思考を辿るた
めに、この概念がはじめて登場する『日常の悪
徳』を、部分的にではあれ、丁寧に読み解いて
きた。そして、半澤孝麿氏が『ヨーロッパ思想
史における〈政治〉の位相』で提起するヨーロッ
パ思想史の見取り図を手掛かりにして、〈恐怖
のリベラリズム〉にみられるシュクラーの思考の
特質を浮き彫りにした。
　むろん、これはまだ着手したばかりの作業で
あって、今後もひきつづき探究しなくてはなら
ないのだが、さしあたり、以下のことを課題とし
て継続したいと思う。
　第一に、シュクラー自身の政治理論をその誕
生から今回対象とした『日常の悪徳』にいたる
まで辿ってみること48。おそらく一直線の発展な
どではありえまい。彼女の思考が蠢く思想圏
をくまなく追うことはできないにせよ、辿ってみ
たい。そのさい、政治学とは直接かかわらない
領域の人たちとの交流のなかでも、シュクラー
の思考を見届けておく必要があると考えてい
る。とりわけ、スタンリー・カヴェル（Stanley 
Cavell）、バーナード・ウィリアムズ（Bernard 
Williams）といった哲学者とのかかわりのなか
で、「懐疑主義」「日常的なもの the ordinary」
などの論点が重要となろう。
　第二に、先にも触れたが、『日常の悪徳』が
一書としてまとめられたのちに著された『モン
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テスキュー』49、論考「恐怖のリベラリズム」、そ
して『不正義の相貌』、『アメリカのシティズン
シップ』という稜線を辿ってみること。そのさい
には、同時代の政治理論家たち、とりわけジョ
ン・ロールズ、マイケル・ウォルツァーなどを
Company of Critics と見立てて、そうした理論
家たちが動く思想圏の特異性なども浮かび上
がらせることも課題となろう。
　第三に、このたび着手した、半澤氏の壮大な
思想史の見取り図との擦り合わせもひきつづき
おこなってゆきたい。というのは、ほかでもな
い、モンテーニュの徒・シュクラーが、論考「恐
怖のリベラリズム」でカント『人倫の形而上学・
法論』と『徳論』を重視していることの含意を
しっかりと受け止めるためにも、キケロ、モン
テーニュ、カントへと流れる「友情」論の系譜を
紡いでいる半澤氏の読解を頼りにせざるを得
ないのではないか、という予想があるからだ。
また、『不正義の相貌』での「不正感覚」論、「受
動的不正義 passive injustice」論でのキケロの
援用という、シュクラーの「共和主義的」モメン
トを見定めることも、そうした「友情」論を下敷
きにしてこそ浮き彫りにされてくるのではない
か、と予感してもいる。
　ともあれ、人びとの心理（魂の理／非理）と
歴史（歴史の理／非理）への問題感受力を下
敷きにしたシュクラーの政治的思考の本領を見
届けるには、彼女が生きた同時代への、そして
彼女が凝視した過去への洞察の深めが、彼女
とともに思索する者にはなによりも要求されて
くるのだろう。また、シュクラーとともに（そして
／あるいはシュクラーに抗して）、〈恐怖のリベ
ラリズム〉という残酷さと恐怖の感受体装置を
己が身構えとして保持するとき、そのときには、
いま・ここで、どのような political action が、あ
るいは unpolitical action がたちあがり、どのよ
うなひとたちとの、どのようなかたちでの合作を
49 Judith N. Shklar, Montesquieu （Past Masters）, Oxford University Press. この書には、ジョン・ロールズへの献辞がある。

もとめざるを得なくなるのか。このことも問わ
れてくることだろう。
　さらには、唐突に聞こえもしようが、とりわけ
戦後日本精神史（あるいは政治思想史）におい
て、シュクラーのような佇まいの、「自由」をめ
ぐる政治的思考・非政治的思考があったのか、
なかったのか。あったのであれば、つきあわせ
てみたいし、なかったのであれば、どうしてそん
なことになってしまったのか。あわせて探索し
てみたい。
　己が imperfect であることにとどまり―ある
いは、imperfect であることを受け容れて―、
自他それぞれに perfectibility をもとめる傾き
を断ち切ろうとし―この傾きは、そう簡単に断
ち切れるものではないのが人間の性なのでも
あろう―、another creature に加えられる不正

（injustice）に注視しながらも、己は己でほど
ほどの自愛をしつつ生き延びること。こうした

「日常の悪徳」の現場から編みあげられてゆく
政治・社会制度構想として〈恐怖のリベラリズ
ム〉を拡充してゆく可能性と限界を、さまざまな
人びとの一様ではない諸実践（その成功と失
敗、挫折、やりなおし）のなかから手に掬ってみ
ること。政治と非政治の緊張に身をおいて、ひ
きつづき試行してみたい。

恐怖のリベラリズム、 残酷さと恐怖の感受体装置としての


