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ニーチェの倫理思想　(九)

｢最後の人間｣は'また｢菩人たち｣　(Gute)､｢善にして義な

(-)

る老たち｣　(Gute und Gerechte)として示される｡

『ツァラトクストラ』第三部｢新旧の諸板について｣二十六節は

次のようである｡

おお'わたしの兄弟たちよ-　いったい'人間の未来全体にと

っての最大の危険は'どういう者たちのもとにあるのか～　それは'善にして義なる者たちのもとにあるのではないか～I

lすなわち'｢何が書にして義であるかを'われわれはすで

に知っており'さらにそれを体得してもいる｡このことで今なお探求する老たちに'わざわいあれ!｣と'口に出し'心に感じている者たちのもとにあるのではないか～

そして'たとえ悪人どもがどんな害悪をなすにもせよ'善人ど

もの害悪こそ最も有害な害悪なのだ!
また'たとえ世界を中傷する者たちがどんな害悪をなすにもせ

貯　野　清　志

よ'善人どもの害悪こそ最も有害な害悪なのだ!
おお'わたしの兄弟たちよ'かつて或る者が善にして義なる者

たちの心を見抜いて'｢彼らはパリサイの徒である｣と語った｡しかし'人々は彼の言うことを理解しなかった｡

善にして義なる著たち自身は'彼の言うことを理解できようは

ずがなかった｡彼らの精神は彼らの良心の満足のうちに揃えられていたからだ｡善人どもの愚鈍さたるや'その貿しきこと底知れずである｡
だが'本当のところは'善人どもはパリサイの徒たらざるをえ

ずt I彼らには選択の余地がないのだ!

自分のために自分独自の徳を創案する者を'善人どもは十字架

にかけざるをえないのだ!　これが本当のところなのだ!

だが'彼らの国を'すなわち'善にして義なる者たちの国と心
と地を発見した第二の者'それは'｢誰を彼らは最も憎むか～｣と問うた'あの者であった｡

創造者を彼らは最も憎むのだ'諸板と古い諸価値を破壊する
老'破壊者を'　-　この者を彼らは法の破壊者と呼ぶ｡

*信州大学医療技術短期大学部一般教育



2

すなわち'善人どもは　-　創造することができないのだ｡彼ら

はつねに終末の発端なのだ.　-

-　彼らは'新しい諸価値を新しい諸坂の上に書-者を十字架

にかけ'自分たちのために未来を犠牲に供し'1人間の未来全体を十字架にかけるのだ!

善人ども　-　彼らはつねに終末の発端であった0　-

着の引用文を一読してわかるように'｢善人たち｣と｢薯にして

義なる老たち｣との区別は酸味である｡むしろ本質的な区別ということになれば'それは不可能であるとさえ思われる｡しかしながら'区別には問題があることを指摘した上で'ひとまず表現上の相違を考慮して'あえて区別するとすれば'次のようになるであろ
久ノ0

まず｢善人たち｣についてであるが'ニーチェは『ツァラトクス

トラ』のみならず'『反キリスト者』'『この人を見よ』'遺稿集『檎力への意志』等々でも多-触れ'これに'道徳にとってより1般的'基礎的な位置を与えている｡すなわち｢善人｣とは'道徳全体にかかわる概念である｡例えば次のようである｡｢万人が善人であれと要求すること--これこそは今まで試みられてきたことなのだ--

(2)

これこそは道徳と呼ばれていたものなのだ｡｣しかしすでに何度か述べてきたように'彼のいうこの｢道徳｣もまた'基本的には｢キリスJ･教道徳｣である｡

これに対して｢善にして義なる老たち｣は'表現の上からみて
も'そこに｢義人｣なる概念を含む分だけ宗教的ニュアンスを渡-し'つまり｢善人たち｣の宗教的ヴァリエーションといった意味あいをより強-もつ｡それは次のように｢正統な信仰の信者｣　であるo　｢牧人たちとわたしは言うが'しかし彼らは自分を善にして義なる者たちと呼んでいる｡牧人たちとわたしは言う｡しかし彼らは

(3)

自分を正統的な信仰の信者たちと呼んでいる｡｣
一応の区別にもかかわらず'右の引用文においては'両者の区別

は明確でない｡そしてこのことは'『ツァラトゥストラ』はもちろんのこと'ニーチェの他の著作のうちでも'右の二十六節において最も典型的である｡明確でない最大の理由は'そもそも両者が本質的にはほとんど異なっていないことにある｡これに関しては'批判の対象となる西欧の伝統的道徳とキリスト教道徳とが本質を同じ-するという'あのニーチェの主張が思い出されるべきであろうO右の引用文で｢書人たち｣と｢善にして義なる者たち｣の双方に関して用いられている　｢パリサイの徒｣　(Es sin° die Pharisaer;u.DieGuten mdssenPharisaer sein.)　という表現も'なおニーチェ独特の表現法を考慮に入れねばならないにせよ'このことから理解されるであろうO

両者に関する大枠がひとまず定められたので'以下右の引用文に
即しながら'この枠に内容を与えてい-ことにする｡

さて｢善人｣について'右の引用文で最初に述べられるのは次の
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個所である｡｢そしてたとえ悪人どもがどんな害悪をなすにもせよ'善人どもの害悪こそ最も有害な害悪なのだ!/また'たとえ世界を中傷する老たちがどんな害悪をなすにもせよ'善人どもの害悪こそ最も有害な害悪なのだ｡｣　ここでは善人がいかに有害であるかが断定的に述べられる｡断定的ではあるが'有害さの中味ということになると'ここの限りでは未だ多-が不明のままである｡したがって充分な考察は以降の個所の解釈に委ねられることになるが'ただ右の当該の個所のうちにも見逃しえない部分がある｡

問題になるのは'主に｢世界を中傷する老たち｣とのかかわりで
ある｡ところでここにいう世界とはいわゆる生の現実の一切であるから'世界の中傷　(Verteumdung)　とは生の現実に対する中傷である｡中傷はまず悪意ある敵対的行為であると共に'また否定をもたらす行為でもある｡

そこで世界に対する中傷は'まず生のこの現実に対する敵対であ

る｡生の現実に対する敵対こそ'ニーチェがその道徳論の中で一貫して批判してきた最大の事柄である｡右の引用の中で'｢悪人ども｣を｢世界を中傷する者たち｣といわば言いかえているのもこのこと

(4)

の故である｡

中傷はまた否定の行為にもつながる｡しかしこの否定の故に'右

の引用におけるように'世界を中傷する悪人の害悪も善人のそれには及ばないことになる｡つまりその否定の行為はおのずと或る肯定的な意味をもち'その分だけ悪人の害悪はその有効性を失うからで

ある｡否定が単なる否定に終らず'ポジティヴな意味をもつという考え方は'実はこの個所だけの問題ではな-'ニーチェ思想のもつ
一つの特徴である｡

香定のもつ意味は'それを自己超克とかかわらせてみれば明らか

である｡以前すでに述べたことだが'自己超克を可能にするのほ自己否定である｡自己超克は'その行為の根本構造からして'自己否定という前揖をもたざるをえない｡『ツァラトクストラ』において自己香定としての｢没落｣　(Untergang)　が繰り返されるのも'否定こそより高い'また最高の肯定への不可避の契機であるからである｡世界ないし現状を香定する行為が'実は世界を肯定することの一環であることになる｡そのことをニーチェは一段と強調して次のようにいう｡｢盛りを言うことには否定だけでな-'さらに破壊と

(5)

いうことが条件になっている｡｣

世界を否定することと肯定することとの関係を'別の観点から次

のように'つまり世界は決して一様に菩のみではな-否定されるべき面をもつねにもつから'そこにかかわって否定することは'むしろ世界をあるがままに認識している(肯定している)ことだというように解することもできるであろうが'それについては後にとりあげることにする｡

しかし悪人はもとより悪人である｡彼らは'右に述べた原理の意
識的な行為者ではない｡ただ彼らのする世界中傷の行為が'ナイーヴに'おのずと自己超克の不可避の前提にかなうという意味で'最



高の肯定に'言いかえれば其の善に通じるものであるということである｡

そこでこの悪人から更に最後の可能性としての香淀の行為を奪い
去るならば'そこがいわゆる善人の境位である｡世界ないし現実に対する否定の行為を失った者は'自らを現実への満足のうちにとどめる｡現実への満足においてある彼らは'自己超克を放棄した'それ故にもほやいかなる可能性をもそのうちに宿さぬ存在である｡

しかし仮に現実が満足に足る完全なものであるならば'自己超克
もさることながら'現実に満足することもまた'真実に徹しょうとする深い認識の精神のあらわれである｡その限り'彼らの行為も是認せられるであろう｡しかしながらニーチェによれば'現実は｢善意と親切｣　(Gtite undWohtwotten)として評価されつ-すようには'つまり完全に溝足してよいようには決してできていない｡そうであれば'現実に満足している彼らは'認識の精神をも喪失し'真理からほど遠い存在であることになる｡ニーチェは『この人を見よ』　｢なぜ私は一個の運命であるのか｣第四節において'次のように述べる｡｢善人どもの生存条件'それは嘘なのだ　-｡別の言い方をすると'それは'根本において現実がどんなふうにできているかということをどんなことがあっても決して見ようと欲しないこと'つまり現実がつねに親切な本能をそそのかすようにとか'ましてや現実が近視眼的な善意の手の関与につねにしたがうとか'そのようにはできていないということを決して見ようと欲しないことで

ある｡--善人どもは決して真理を語らない｡かずかずの当てにならぬ岸辺と安全とを'善人どもはきみたちに教えた｡きみたちは善人どものかずかずの嘘のなかに生まれ'庇護されていた｡一切が善人どもによって根底まで偽装され'ゆがめられてしまった｡--ツァラトクストラは善人どもをあるいは『最後の人間』と呼ぶ｡｣

さてこうしてみてきたが'先にとり上げた引用とのかかわりだけ

から善人たちについて暫定的に述べておくならば'要するに彼らは最後の可能性である否定の精神をも喪失して'もはや可能性のない自分たちのみの現状満足(これは現実に対する認識の精神を欠くもの)　におちいり'その結果真理をも犠牲にしてしまっているのである｡

2

善人について述べている第二のパラグラフは次のようである｡

｢善にして義なる老たち自身は'彼の言うことを理解できようはずがなかった｡彼らの精神は彼らの良心の満足のうちに捕えられていたからだ｡善人どもの愚鈍さたるや'その貿しきこと底知れずである｡｣善人と善にして義なる老とがほとんど区別されえない右の引用の部分においては'善人についての注釈ないし考察も'場合によっては自ずと善にして義なる者との連関で行わざるをえない｡

さて善人について述べられているのは'｢善人どもの愚鈍さたる

や'その貿しきこと底知れずである｣　(DieDtmheit derGuten
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ist unergriindlichklug.)という'1見矛盾した意味をもつ個所で
ある｡このような表現上の矛盾はニーチェの著作に多く見られるが'ここでの矛盾は'｢愚鈍さ｣及び｢賢しさ｣を'それの成り立つ場面とのかかわりのうちで理解することによって解決するであろ兵ノ0

まず｢愚鈍さ｣とは'前段落の｢理解しなかった｣及びこの段落

の｢理解できようはずがなかった｣におけるように'理解(VersT
ehen)できないことである｡そしてできないという理解の対象は自

分たち自らである｡つまり自己への理解を欠-のである｡彼らにとっての其の自己とは'｢或る老｣イエスの言葉から明らかなように'偽善者としての｢パリサイの徒｣であるから'愚鈍な彼らとは偽善者である自己に対してそれを知らず'また自覚しない者のことである｡自己に対する無自覚とはまた自己喪失にはかならない｡自己を喪失せる者は自己を否定することの不可能な者であり.自己に満足せる者である｡事実彼らは　｢彼らの良心の満足｣　(ihrgutesGeWissen)という自己満足のうちにある｡つまり彼らは'自ら善人としての確信のうちにひたりきっているのである｡自己満足のもつネガティヴな意味については先に述べた｡

次にこの愚鈍が｢賢しい｣とはどういうことであろうか｡それ

は'彼らのこの愚鈍なあり方が'彼らのその主体的なあり方　-　自己喪失というネガティヴな意味においてではあるが　-　とは別に'客観的にみて'はからずも彼ら自身を維持するためのポジティヴな

条件となっているということである｡しかも｢底知れず｣とひじょうな好条件となっているのである｡
では何故そうなるのであろうか｡それについては次の文がある｡

｢善人どものあいだで暮らす者は'〔みずからの〕同情に教えられて嘘つきになる｡総じて自由な魂の持ち主たちにとっては'同情は空気をうっとうし-するゆえんのものである｡けだし'善人どもの

(6)

愚鈍さは底が知れないのだ｡｣｢愚鈍さが底知れない｣とは'自分た

(7)

ちの偽善にまったく気がつかず'｢無邪気に｣ただ自分たちの尊さを確信していることである｡このような者のもとにおいては'その本質を偽善であると批判し'攻撃しょうとしても'相手のあまりにかげりのない無邪気さ故に'ついそのほこ先が鈍り'同情が顔を出す｡こうして善人たちにおいては'その愚鈍さがはからずも自分たちの生存の維持に役立つ　(｢賢しい｣)ことになる｡しかしこの同情故に､ひとびとは　-　自由精神でさえも　-　嘘をつ-ことになる｡｢同情に教えられて嘘つきになる｡｣　そうして'とらわれのいっさいから解放されてあるべき自由精神にとって'最後の難関が同情の克服であることは以前に述べたが'同情のもつこの困難さがここで｢空気をうっとうし-する｣のである｡

彼らがいかに良心の満足のうちにありへ自らの本質に無知であろ

うとも'またそのあり方がいかに無邪気であろうとも'彼らの偽善者としての本質は変わらない｡続いてそれを述べたのが次の段落である｡｢だが'本当のところは'善人どもはパリサイの徒たらざる



をえず'　-　彼らには選択の余地がないのだ-｣なお右の｢パリサイの徒たらざるをえずt I彼らには選択の余地がないのだ｣　(dieGutenmiissen Pharisaer seinI sie haben keineWaht)とい

(8)

う言い方は'すでに引用した　｢善人どもの生存条件｣　(Existen2:IBedingung)と結びつけて考えるべきであろう｡つまり偽善者であることこそ'善人が生存するためのゆずることのできない最終的な条件だったのである｡こうして偽善がまた彼らの本質なのである｡

3

善人について述べられた部分のうち'その内容とともに最も重要

な個所は次の数段落である｡｢自分のために自分独自の徳を創造する者を'善人どもは十字架にかけざるをえないのだ!　これが水当のところなのだ!/--すなわち尊人どもは　-　創造することができないのだ.彼らはつねに終末の発端なのだ｡　-　/　-　彼らは'新しい諸価値を新しい諸板の上に書-者を十字架にかけ'自分たちのために未来を犠牲に供し'　-　人間の未来全体を十字架にかけるのだ-･/善人ども　-　彼らはつねに終末の発端であった｡　-　｣

自己満足のうちにひたりきり'それ故にまた偽善者であるとい

う'前節までのいわゆる善人のあり方が'ここでは｢菩人たちは創造することができない｣　(die Guten k6nnennicht schaHen)と表現される｡彼らはまた創造できないばかりか'創造者を十字架にか汁(kreu2:igen)さえするのである｡

創造とは'現状の盲目的維持や自己満足を打破する行為である｡

また自己満足は前節にみたように偽善であるから'創造とは偽善をも打破する行為である｡このようにまず創造とは'それが世界であれ'自己であれ'満足せんとする現状をつねに打破し'新たにしてい-行為である｡しかし更にその行為もまた行為一般としてあるのではな-'その行為の主体にふさわしい何らかの独自性をもつということが見逃されてはならない｡つまりこの場合'打破され'新たにされてい-のは｢徳｣であり｢価値｣であるが'それは決して誰の徳であるか'誰にとっての価値であるかが不明の徳一般'価値一般ではない｡右の引用文に即していうならば　｢自分独自の徳｣(seine eigne Tugend)や　｢新しい諸価値｣　(neueWerte)　である｡

ところがすでにこの1連の論文の　(1)-3'(二)-7'(七)

11などで言及したように'そもそもニーチェにおける徳や価値はつねに創造と深-かかわっている｡つまり徳や価値は個別的な主体に即して創造されるものであり'それ故徳や価値にとって'創造にょる独自性の観点は最も固有の事柄である｡これを更にニーチェにふさわし-述べるならば'徳や価値は実存としての主体の権力意志に基づいて成り立つものであるから'それらは当該の自己のみに妥当するということになるであろう｡こうして徳はつねに自己の徳でなければならず'価値はつねに自己の観点から板に書かれるものでなくてはならない｡
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さて創造を可能にするものは､行為の主体としての自己である｡
｢創造することができない｣薯人たちは自己を喪失せる者である｡最後の人間の共通にもつ本質が自己喪失であったことは'すで堅剛稿までにみてきたとおりである｡

彼らが｢未来全体を十字架にかけ'終末の発端｣となるのも'彼

らの自己喪失による創造の不能さによる｡未だ現実となっていない未来をきりひら-ものは創造であるから､未来へのかかわりは創造によってのみ可能である｡｢古いものを欲し7台いものが保持し統

(9)

けられることを欲｣する'単なる内在者としての善人には'創造ないし未来へのかかわりを可能にする'某に主体としての超越的自己はない｡創造が不可能なところは未来もまたな-'そこは｢終末の発端｣である｡

4

善にして義なる者はまた'すでに述べたように善人とその本質を

同じ-するものであった｡事実右の引用において'善にして義なる者について述べられた個所'すなわち｢パリサイの徒である｣'｢良心の満足のうちに捕えられている｣'｢創造者を最も憎む｣などは'これまで考察してきた善人についての事柄とほぼ重なる｡したがって善にして義なる者のこのようなあり方を'いまここで重ねて考察するには及ばないであろう｡ここではついでに'尊にして義なる者にかかわる事柄のうち'これまでにふれなかった事柄を付加的に述

ベておくことにする｡

それは『ツァラトクストラ』　第二部｢クラントタラどもについ

て｣の'主に次の個所である｡

きみら平等を説教する者たちょ!　わたしにとって'きみたち

はクラントゥラであり'身を隠して復讐心に燃えている着たちなのだ!

わたしは'きみたちの巣を引き裂き'か-して'きみたちが
憤激のあまり'嘘でこりかたまったきみたちの穴からおびき出され'きみたちの復讐が｢正義｣というきみたちの言葉の背後から跳び出るように図るのだ｡

というのは'人間が復讐から救済されてあること'これこそ'

わたしにとって'最高の希望への橋である｡--

だが'タラソトクラどもは'もちろんそれとは違ったことを欲

する｡｢世界がわれわれの復讐の暴風雨に充ちること'これこそまさしく'われわれにとっての正義であるべきだ｣　-　このように彼らは互いに話し合う｡

｢われわれと平等でない一切の老たちに'われわれは復筈を行
ない'侮辱を加えよう｣　-　クラントタラの心を持つ者たちは'このように'堅-心に誓う｡

｢か-て'(平等への意志VIそれ自体が'今後は徳を表示



するための名称となるべきだ｡--｣

きみら平等を説教する者たちよ'無力ゆえの借主的狂気が'こ

のように'きみたちの内心から'｢平等｣を求めて叫ぶのだ｡-

そして'彼らが自分自身を｢善にして義なる者たち｣と称する
とき'忘れるな'パリサイの徒たるべ-'彼らに欠けているのは

-　ただ権力だけであることを!わたしの友たちよ'わたしは'混合され､混同されることを欲

しない｡

生についてのわたしの教えを説教する者たちがいる｡しかも'

それと同時に'彼らは平等を説教する者たちであり'クラントクラビもなのだ｡

これらの毒グモどもが'その穴のなかに坐って'生に背を向け
ているにもかかわらず'生の意に従って弁ずるのほ'それによって〔或る者たちに〕害を加えようと欲するがゆえなのだ｡

彼らはそれによって'いま権力を有する者たちに害を加えよう

と欲するのである｡--

わたしは'これら平等を説教する者たちと'混合され'混同さ
れることを欲しない｡というのは'正義はわたしにはこう話すからだ'｢人間たちは平等でない｣と｡

また'人間たちは平等になるべきでもないのだ!　もしわたし

がそれと違ったことを語るとすれば'超人へのわたしの愛は'いったい何であろうか～

千の橋'ないしは小橋を渡って'人間たちは未来へと突き進む

べきであり'そして'ますます多-の戦争と不平等とが'彼らのあいだにもたらされるべきである｡わたしの大いなる愛が'わたしをして'こう話させるのだ!

善悪'貧富'高低など'諸価値の一切の名称'それらは武器で
あるべきだ'そして'生が繰り返し自分自身を超克しな-てほならないということの標識として'武器の音を立てるべきだ!

そして'高みを必要とするがゆえに'生はかずかずの階段を必
要とし'また'これらの階段とそれを登る老たちとの矛盾を必要とするのだ-　生は登ろうとし'また'登りながら自分を超克しようとする｡右にあげた引用は'本質上'決して善にして義なる者についての

新たなあり方を示しているわけではない｡ニーチェの思想においては'1切の事柄が'本質的には'たえず生とのかかわりにおいてその意味(ポジティヴにせよ'ネガティヴにせよ)を問われる｡善にして義なる者もまた'これまでの場合はもちろんのこと'右の引用においてもそのあり方はつねに生とのかかわりを基本として論じら
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れている｡

本質的に新たなあり方を示しているわけではないにもかかわら
ず'右の文を引用したのは'善にして義なる者に関するより具体的な'これまでとは異なったあり方がここに示されているからである｡ここでは'それは｢平等｣　(GZeichheit)　とかかわらせつつ示されている｡そして平等の徳が現代の代表的な徳の一つであることを考えるとき'右の引用の意味はいっそう重要となるであろう｡その上'平等とのかかわりではあるにせよ'これまで間接的にしか触れられなかった生の立場が'ここではより直接的に提示されていることもまた見逃しえないであろう｡

さて善にして義なる老たちがここで批判されるのは'彼らが｢平

(10)

等を説教する者たち｣　(Prediger derGleichheit)　だからであるoもちろんここで論議される平等は'或る限定された意味のうちにある｡つまりここでは'それは'社会的現実的意味をも含むような全般的意味において論じられているのではな-'(つまりニーチェは例えば現実生活の上での政治的'経済的'社会的平等を否定しているのではない)'ただ精神の次元という特定の範囲においてのみ原理的に取り上げられ'論じられているのである｡

平等がネガティヴな意味をもつのは'右の引用からもわかるよう

に'それが生とのかかわりに即して評価されるときである｡しかし右の引用の｢生についてわたしの教えを説教する老たちがいる｣や｢生の意に従って弁ずる｣　(demLeben2;uWit1enreden)の個所

は'平等を説教する老たちが'或る意味においてではあれ'生の価値を肯定していることを示している｡生の単なる肯定ということに限ってみるならば'ツァラトウストラと平等の説教老たちとは類似している｡つまりツァラトウストラが'地上的なこの世界ないし現乗に忠実であろうとするのと同様に'彼らもまたこの現実の世界に執着しているのである｡
だがこれはあ-まで表面上の類似にすぎない｡それ故ツァラトゥ

スーラは｢わたしの友たちよ'わたしは'混合され'混同されることを欲しない｣と述べる｡つまり見かけ上の類似に反して'この両者は'或る意味で決定的に相違しているのである｡ツァラトクストラのこの言葉は'両者の類似を前提とはするものの'それにもかかわらずその決定的な相違を'そしてこの相違をこそ重要なこととして示している｡
1段落さかのぼるが'或る意味においてではあるにせよう両者が

共に生に肯定的にかかわっているとなると'前に述べたような生とのかかわりから考察するということは'生とかかわるかないしは生ならざるものとかかわるかと直ちに問うという意味ではないことになる｡そうではな-て'それは同じょうに生を説きながらも'それを説-者の基盤としての生がいかなるものかへその主張がいかなる生に基づいてなされるのかを問うことである｡更にいえば'それが権力に満ち'上昇する生の表現であるのか'ないしは権力を喪失し'下降､衰退する生の徴表であるのかを問うことである｡この区
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別が決定的なのであり'したがってこの問題に対する解答こそが最も重な意味をもつことになる｡
この決定的な岐路を前に問われるのが'ここでは平等の問題であ

る｡平等へのかかわり方'つまり平等への解答のうちに決定的な相違があらわれる｡平等に対するニーチェ自身の立場は'右のツァラトウストラの言葉に｢人間たちは平等ではない｣　(dieMenschen
sindnichtgteich)と端的に示される｡人間たちは平等ではないと

いうことを彼の生の立場から説明しようとするのが'右の引用文の後半部分である｡
この部分の全体的考察に先立って､注釈的なことを若干述べてお

-｡しかしこの注釈を通して全体的な観点もまた何ほどか明らかになるはずである｡｢千の橋'ないしは小橋を渡って｣といわれる場合の橋(Brdcke)ないしは小橋(Steg)については'『ツァラトクストラ』　｢序説4｣の最初の部分の次の文が参照されるべきであるo　｢人間は'11つの深淵の上にかかる1本の綱である｡/一個の危険な渡り行き'一個の危険な途上--である｡/人間において偉大であるところのもの'それは'人間が一個の橋であって'目的ではないということである｡人間において愛されうるところのもの'それは'人間が一個の過渡である--ということである｡｣橋という言葉には'たえず渡り行く老すなわち途上者としての人間のあり方が合意されている｡渡り行くとは自己が自己を超えて行-ことであるから'橋はまた人間の自己超克を意味している｡しかも右

の文では｢一個の｣といって'自己超克の道が各人独自のものであることを示している｡千の橋とは'独自の自己超克の道がその実存の存する分だけ多-あることの表現であり'こうして各人が独自に自己超克を繰り返してい-ことが｢千の橋'ないし小橋を渡って｣とあらわされる｡

｢大いなる愛｣(groJ3eLiebe)については'同書第二部｢同情深

い老たちについて｣および第三部｢小さ-する徳について｣における次の文が参照されるべきであろう｡｢あらゆる大いなる愛は'同情としての愛のすべてより'さらに上にある｡というのは大いなる愛は'さらに愛の対象を　-　創造しょうとするからだ｡｣　｢『さあさあ'自分を愛するようにきみたちの隣人を愛するがよい'　-　しかし'まずもって'自分自身を愛する者たちであってほしい　-　＼

-　〔自分自身を〕大いなる愛をもって愛し'大いなる軽毒でもっ

て愛する者たちであってほしい｡』｣この文にしたがえば'大いなる愛は'例えば隣人愛におけるような同情ではない｡もちろん右の文から明らかなように'隣人愛もそれ自体全面的に否認されきるものではな-'或るレベルにおいてはなおその意義が保持されうるものではあるであろう｡しかしそれは小さな愛である｡

大いなる愛は真の自己愛である｡自己は不断の超克においてある

ものであるから'自己愛としての大いなる愛は'この自己超克を促すものである｡自己超克のためには自己燈蔑ないし自己没落が前提であるから'大いなる愛はまた'右にいうように｢大いなる盤葛で
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もって愛する｣ことである｡自己超克とは予め与えられている自己を単に発見するという自己発見の行為ではな-'或る｢超克されるべき何ものか｣(etwasV das幹berwundenwerdenmuP)　へと自らを創造してい-行為であるから'大いなる愛はまた右のように｢創造｣の行為へとかかわる｡同情'隣人愛'大いなる愛等については'例えば(七)-2において述べたから'ここでは最少隈にとどめる｡

｢階段とそれを登る者たちとの矛盾｣　(WiderspruchderStufen

undSteigenden)は超克と結びつけて考えるべきであろう0超克が成り立つためには超えられるものと超えるものとがな-てほならないが'超えられるものがここにいう｢階段｣であり'超えるものが｢登る老｣である｡そしてこの超克行為の構造上の二重性が　｢矛盾｣と表現される｡超克の行為は'このように必戯的に矛盾をそのうちに含んで成り立つのである｡先の引用文の中の｢戦争｣　｢不平等｣等の語もまた'この矛盾と関連づけられるであろう｡
さて生は'右の引用によれば｢登ろうとし'また登りながら自分

を超克しょうとする｣こと'すなわち自己超克のうちにある｡いま注釈で述べたように'超克のメカニズムにおける二重性;&矛盾と表わされ'この矛盾こそが超克を可能にする基盤であることから'ツアラトクストラは｢生は矛盾を必要とするのだ｣と述べている｡

戦争も不平等もこの矛盾の或る表現であることを述べたが'戦争

は矛盾の作用的な面を'不平等は矛盾の構造的な面を表わしている

といえるであろう｡超克行為という点からすればその｢武器｣となるべき｢善悪'貧富'高低｣といった矛盾構造の諸契機の中に'不平等はそのより具体的な表現を見せている｡
こうして'自己超克を本質とする生が生であり続けるために不平

等が不可欠の根本要件である　(｢人間たちは平等になるべきでもないのだ｣)　ことからすれば'そして生の立場で人間を理解しょうとすれば'不平等の主張は真実である　(｢正義はわたしにはこう話す｣)｡しかし｢生はかずかずの階段を必要とする｣といわれることから'超克において超えられるべきものも'すなわち右の悪'貧'低といったネガティヴなあり方もまた生の一面をなす｡これは'｢生は威民をも必要とする｣どした前稿の事柄と関連するであろ員ノ0

5

生本来の立場からすれば'不平等の主張こそまさに　｢正義｣
(Gerechtigkeit)にかなっている｡これに対して平等を主張するのが善にして義なる者たちである｡この者たちおよびこの者たちの主張に対して批判を行なうのが'右の引用の前半の部分である｡この批判は専ら生の立場からなされている故'ここでの検討においては'引用の後半を先行させた｡さて尊にして義なる老たちの説-一見うるわしい平等のこの徳は'その根底にそれを主張する老たちの無力さ(Ohnmacht)　を宿している｡｢忘れるな'彼らに欠けてい
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るのは1ただ権力だけであることを｡｣　そして権力をもつ一切の者に敵対すること'これが平等を説-彼らの基本的なあり方である｡

では何故権力に敵対し'平等を説-のか｡それほど彼らは徹底的
に'かつ本質的に平等を是認し'平等を欲しているのであろうか｡彼らにとって平等は目的そのものであるのだろうか｡それとも権力への敵対は或る目的への手段であるのだろうか｡｢きみら平等の説教者たちよ'無力ゆえの借主的狂気が'このように'きみたちの内心から'『平等』を求めて叫ぶのだ｡きみたちの最も内密の借主的欲情が'このように'徳の言葉に仮装するのだ｡｣　彼らの行為の根本的動磯は｢借主的欲情｣　(Tyrannen･Geltiste)である｡借主的欲情は権力意志に基づ-｡こうして彼らもまた'その根源に権力意志を宿す｡その限り彼らもまた不平等を説-立場にある｡彼らもまた本来権力意志に敵対しているわけではな-'また真に平等を欲しているのでもない｡

そのような者が権力に敵対Lt　平等を説-のは'彼らが無力だか

らである｡無力であるにもかかわらず借主的欲情を果たそうとして'権力に敵対し'平等を説-のである｡これは｢狂気｣　(Wahn-
sinn)　の行為であり'この行為を支えているものは'基本的には

ルサソティマンの感情である(ルサンティマンについては　(五)I2に述べた)｡ルサソティマンの感情は虚偽的方法としての復讐(Rache)　となってあらわれる｡狂気の行為の根底には復讐の感情

がはたらいている｡｢『われわれと平等でない一切の者たちに'われわれは復讐を行ないへ侮辱を加えよう』　-　タラソトゥラの心を持つ者たちは'このように'堅-心に誓う｡｣　復讐という狂気の方法によって'彼らは借主的欲情'すなわち己れの権力意志を満たそうとする｡

狂気は不平等に代えて平等を｢徳｣とする｡｢平等への意志　-

それ自体が'今後は徳を表示するための名称となるべきだ｡｣ニーチェによれば'いかなる立場をも離れた徳そのものは存在せずへ徳はつねに或る観点からの解釈であった｡或る観点とはそれぞれの生の立場'更にいえばそれぞれの生存の条件であった｡したがって善にして義なる老たちにとって'自らの生存を維持するために'復讐や復讐のための手段としての平等の主張が必然の条件となるならば'復讐は正義となり(｢世界がわれわれの復讐の暴風雨に充ちること'これこそまさし-'われわれにとっての正義であるべきだ｣)～平等が徳となる｡しかし無力な彼らは'狂気のうちに己れの道を選ぶよりほかに方法はなかった｡彼らの正義も徳もこの狂気における事柄であったのである｡狂気が彼らにとってほとりうる唯一の方法であることを'右の引用は｢内心から｣と述べている｡唯一であるからその狂気に徹する以外に方法はな-'このような徹底的な虚偽が'結局彼らを最後の人間たらしめたのである｡

注
(1)　『この人を見よ』　｢なぜ私は1個の運命であるのか｣四節に'｢こ
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の意味においてツァラトゥストラは薯人たちをあるいは『最後の人間』と呼ぶ｣とあり'また『ツァラトクストラ』第三部｢新旧の諸板について｣二十七節には'｢おお'わたしの兄弟たちよ'きみたちは果たしてこの言葉を理解しただろうか～　またわたしがかつて『最後の人間』について言ったことを～/人間の未来全体にとっての最大の危険は'どういう老たちのもとにあるのか～　それは書にして義なる老たちのもとにあるのではないか～｣とある｡
Vgl.F.Nietzsche.･Ecce homo.Warum ich ein Schicksal

bin.4;u.Also sprach Zarathustra.Dritter Tei1.Voa attenund neuen Tafetn.27.

なお'ニーチェの著作からの引用の訳文は'本文'証を問わず'すべ

て理想社『ニーチェ全集』に依らせていただくO

(2)　F.Nietzsche. +Ecce homo.Warum ich ein Schicksal bin.

4.

(3)　F.N1.eizsche I Atso sprach Zarathustra,Er･ster TeiI.Za･

rathustras Vorrede.91

(4)　ここであげられた悪人とは'本質的な意味での悪人であると考えた

方がよいであろう｡ニーチェは'しばしば自らをインモラリストないしは悪人と述べる｡例えば『善悪の彼岸』二百二十六節の見出しは｢われらインモラ-ストたち｣である｡しかしこの場合は'ニーチェが批判してやまない伝統的道徳が立てるモラリストないし善人に対するアソティテーゼであるから'ニーチェ本来の立場からすればインモラリストでも悪人でもない｡それは新しい道徳への道をひらくものであるから'むしろ誇りに満ちている｡

本文の当該の個所で'善人は悪人よりいっそう有害だと述べている場

合も'一見悪人は本来的な悪人ではないようにもとれるが'もしその意味の悪人なら世界を中傷する者と結びつかないし'また其の意味で悪くなかったら善人の有害さも其実でなくなることなどからして'悪人は本

乗の意味で用いられていると考えた方がよいであろう｡

(5)　F.Nietzsche I Ecce homo.Warum ich ein Schicksal　bin.

4.

(6)　F.N1tetZSChe I Atso sprach Zarathustra,Dritter TeiI.Die

Heimkehr.

(7)　書沢伝三郎訳『ツァラトゥストラ』　(理想社)七三〇頁'訳註一三

七二参照｡

(8)　F.N1.etZSChe I Ecce homo.Warum ich ein Schicksat bin.

4.

(9)　F.Nietzsche I AIsosprach Zarathustra.ErsterTeit.Vom

Baum am Berge.

(10)　｢平等を説教する者たち｣を実在の人間とかかわらせて考察するこ

とはここで当面する直接の課題ではないが'ニーチェ思想の理解にあたってほ意味深いことである｡書沢伝三郎訳『ツァラトクストラ』　(理想社)の綿密な訳証はこの事柄にも触れているので'次にあげてお-.
｢平等を説教する老たち｣　この者たちにニーチェはデューリングの

二'三の特徴を与えていると言われる｡ニーチェはデューリングの講義について'こう書いている｡｢ベルリソのオイゲソ･デムーリングは'いつも見事な語義をした｡たとえば'ショーペソハウア-とバイPソについて'ペシ､･､ズムについて等々｣｡ニーチェはデューリングが熟練した博識の学者であることを認めながらも'彼の社会主義は自負と嫉妬に燃える卑劣な復讐心の仮面にすぎないとして批判する｡(六二七'八頁)
地上的なものへの愛を説き'生の価値を肯定する点において'ニーチ

ェとデdIリングとは軌を1にするが'その原理は正反対である｡ニーチェの原理は不平等への意志であるのに対し'デューリングの原理は平等への意志である｡しかも'ニーチェの原理の根低には超人への愛'大



いなる愛があるのに対し'デdIリングの平等への意志を根源的に突普動かしているものは'復讐心である｡自負と嫉妬に燃える復讐心である｡そして'こういう復讐心こそ'ニーチェが最も低劣な心情として普びしく拒否し'その超克を自己の一つの主要な課題と考えるものである｡(六二八㌧九頁)

(1九八四年九月三〇日　受付)


