二ーチェの主著構想︑

八八六年夏から一 八八八年冬

孝彦

である︒したがって︑さしあたりこの﹃道徳の系譜﹄が出版さ

野

二ーチェの著作とされる﹃力への意志﹄をめぐっては︑この

れた一八八七年十一月の時点においてまでは︑二ーチェ自身

菅

書を彼の主著と認めるか否かの点で異なった対応がなされてき

なる︒そこで︑これまでの試みに引き続きω︑本稿では︑

﹃善

悪の彼岸﹄の刊行︵一八八六年八月︶以降︑﹃道徳の系譜﹄出版

﹃力への意志﹄公刊の意図をもっていたことが︑明白な事実と

とめていたぺーター・ガストら︑グロースオクターフ版編集者

けるのは︑二ーチェの妹のエリザベートや二ーチェの助手をつ

いて言及する⑫︒

をへ︑一八八八年初頭までの﹃カヘの意志﹄に関する構想につ

た︒﹃力への意志﹄を二−チェの後期思想における主著と位置づ

の立場であり︑他方︑﹃力への意志﹄所収の各断片を草稿状態に

主著構想の変遷
まず︑﹁シルス・マリア

﹁力への意志

百断片となる︒︶である︒

ロイター版による︒この断片は︑グロイター版第八部第二群第

に比べ︑格段に明確になっている︒断片N口o〇一︵曽︶︵表記は︑グ

おいて示される﹃カヘの意志﹄の構想である︒これまでの構想

一八八六年夏﹂と記述された断片に

﹃善悪の彼岸﹄ 刊行以後における二ーチェの

戻し利用すべきだと主張するのが︑歴史的批判全集の立場であ
るグロイター版である︒たしかに︑二ーチェは︑﹃力への音叫志﹄

執筆を企図していた思わせるさまざまな計画草案を残してい
る︒しかし︑それがはたしてグロiスオクターフ版﹃力への意

志﹄を意味していたかどうかは︑疑問の余地が残るところであ

﹃善

る︒むしろ︑残された計画草案を吟味し︑二ーチェ自身の企図
を明らかにすることが急務と思われる︒
二ーチェが﹃力への意志﹄刊行の計画を公にしたのは︑

悪の彼岸﹄の表紙カヴァiにおいてが初めてであり︑その後は

﹃道徳の系譜﹄の第三論文﹁禁欲主義的理想は何を意味する
か﹂第二七節において︑準備中の著作として紹介しているだけ

あらゆる価値の価値転換の試み

全四巻
第一巻危険の中の危険︵ニヒリズムの叙述︶

︵これまで

の価値評価の必然としてのニヒリズム︶

﹁巨大な力が解放されている︒しかし︑それらの力は相互に

る︒解放された諸力を新たに規制して︑それらが互いに潰しあ

対立しあっている︒解放された諸力は︑互いに潰しあってい

をいたるところで提示すること︵例えば︑キリスト教における

くようにさせること︒理想とその個々の条件の問にある不調和

うことのないように︑そして本当の意味での力の増大に目を開

立法者の問題︵孤独の歴史も含めて︶︒

らも︑それらをまったくの健康へと転換し得るだ

めに﹀︿誰のために﹀が欠如している︒一人一人が︑何千分の

誰もが専門家になる民主主議的共同体にあっては︑ ︿何のた

第二部について

誠実さ︒それは︑絶えず嘘へと変わらざるを得ない︶︒

けの強さをもった人問︒

状態︒

一にも綾小化して︵機能と化して︶︑意味を獲得するといった

﹁

鉄槌

ばならないか︒近代的魂の一切の特性を帯びなが

反対の価値評価を行なう人問はどのようでなけれ

第二巻諸価値の︵論理学等︶批判
第三巻

第四巻

残虐

官能

この部分は︑グロースオクターフ版でも二ーチェの﹃力への

復讐

文化の総体

彼らの課題のための手段

意志﹄構想の一つとして取り上げられている︒しかし︑グロイ

物欲

愚鈍

一八八六年夏﹂

ター版にみられる草稿断片と比べるならば︑明らかに︑そこに

シルス・マリア

は多くの﹁移動﹂個所が指摘される︒第一に︑第三巻の説明部

これまでのすべての理想に潜む危険

支配欲等が発展して

インド及び中国の思考様式の批判︑同じくキリスト教の思考

分にあたる﹁反対の価値評価を行なう人間はどのようでなけれ

様式の一ニヒリズム的の準備として一

ばならないか︒近代的魂の一切の特性を帯びながらも︑それら

が︑第四巻の説明部分に移動されている︒さらに︑本来︑い

をまったくの健康へと転換し得るだけの強さをもった人問︒﹂

鉄槌︒死への憧れにとりつかれたペシミズムの跳梁によっ

危険の中の危険︒すべてに意味がない︒

て︑生きる力を最も強くもつ人々を選ぶ︒﹂

口oo﹈︵自︶では︑この後に以下の部分も続いているが︑グロース

る︒

オクターフ版にはさまざまな異同をともなって用いられてい
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まっている︒

また︑ジョルジィ・コリィとともに︑グロイター版の編者で

しかし︑グロースオクターフ版では︑第四巻以外の説明部分
に﹁一八八六年夏の計画草案﹂としては削除されてしまった部

あるマッツィノ・モンティナリィは︑﹁シルス・マリア 一八八

n

﹁11

﹁価値批判﹂

﹁カヘの意志の意味における価値転換﹂

とは︑価値評価のことである

その諸前提を把握しない限り不可避である︒諸前提

ている︒

あらゆる徴候からみてニヒリズムはすぐそこまで来

ティナリィのこの視点をたしかに裏付けるものである⑬︒

﹁永遠回帰﹂とみなしているが︑次の断片N口︒︒︒︒﹈︵自︶は︑モン

リズム﹂

六年夏﹂構想にみられる︑これら四巻の主題をそれぞれ﹁ニヒ

分から引用し︑いわば各巻に新たな意味づけを行っている︒第
一巻の説明部分には︑﹁一八八六年夏の計画草案﹂から削除され

た部分﹁巨大な力が解放されている︒しかし︑それらの力は相
互に対立しあっ︑ている︒解放された諸力は︑互いに潰しあって
いる︒﹂及び︑﹁誰もが専門家になる民主主議的共同体にあって

は︑︿何のためにV︿誰のために﹀が欠如している︒一人一人
﹁理

が︑何千分の一にも倭小化して︵機能と化して一︑意味を獲得す
るといった状態︒﹂を用いている︒第二巻の説明部分には︑

にもオプティミスティックにも作用するような社会

︵ある特定の解釈を通じて初めてペシミスティック

想とその個々の条件の問にある不調和をいたるところで提示す
ること︵例えば︑キリスト教における誠実さ︒それは︑絶えず

2㎜

回心した者︒その心理学︒

価値評価の成立︑その価値評価への批判として︒

的事実ではない︶

3W

鉄槌︒決定を引き出す教説として︒

は︑﹁解放された諸力を新たに規制して︑それらが互いに潰しあ

嘘へと変わらざるを得ない︶︒﹂を︑そして第三巻の説明部分に

くようにさせること︒﹂を用いている︒明らかに︑こうした﹁移

うことのないように︑そして本当の意味での力の増大に目を開

4V

2道徳の批判

ユ危険の中の危険

動﹂はこの断片本来の形を損なうものである︒なお︑このN
の跳梁によって︑生きる力を最も強くもつ人々を選ぶ︒﹂は︑

4鉄槌﹂

3我ら回心した者

口8一︵曽︶の末尾﹁鉄槌︒死への憧れにとりつかれたペシミズム

なっている︒したがって︑グロースオクターフ版では︑このい

単独でグロースオクターフ版﹃力への意志﹄第九〇五断片と

ナリィの言う主題で各巻を捉えることができるであろう︒﹁回心

ローマ数字とアラビア数字の対応を考えるならば︑モンティ

した者﹂とは︑既成の価値から解き放たれた︑新しい価値定立

一8o﹈︵自︶の残りの部分︑すなわちグロースオクターフ版がいう

〇五断片の構成にあづかることのなかった個所は削除されてし

ところの＝八八六年夏の計画草案﹂及び﹃カヘの意志﹄第九

u

は︑■δ﹈︵曽︶から明らかになる︒

者の謂いである︒さらに︑﹁鉄槌﹂と永遠回帰との関連について

第三書

第二書

訓育と育成

新しき価値定立の原理

最高の諸価値の批判

第一書ヨーロッパのニヒリズム

価値批判︒ 生 の 物 差 し で 測 っ て ︒

第四書

﹁1

3力への意志としての生

2 諸価値の由来

﹁一八八七年三月十

一八八七年三月十七日︑二ースにて﹂

この断片は︑一一部分を欠いているが︑

ような二ーチェの用語法例からみても︑グロースオクターフ版

七日﹂という日付の点から考えても︑また■3一︵曽︶に見られる

4 逆転した者 彼らの鉄槌︿回帰の教え﹀﹂
﹁鉄槌﹂とは︑﹁回帰の教え﹂であり︑永遠回帰思想を意味し

れる︒なお︑この断片も︑異同をともなってグロースオクター

﹃力への意志﹄の編集者が依拠した断片にほかならないと思わ

ている︒しかし︑﹁あらゆる価値の価値転換の試み﹂という副題

ような﹃カヘの意志﹄構想もみられる︒

を保持しつつも︑一﹂うした四巻構成とは少し異なる甘冒﹈︵自︶の

﹁1純粋に道徳的な︵例えば仏教のような︶価値定立は︑す

フ版編者は用いている︒グロイター版草稿断片においては︑

べてニヒリズムに終わる︒これはヨーロッパにおいて予期され

あらゆる価値の価値転換の試み

﹁力への意志

ることである︒宗教的背景抜きの道徳主義によって事態を切り

真理の価値について

において各巻の表題として掲げられている﹁価値﹂は︑まだ個

きに述べたように︑第二書において個別的な価値の批判ではな

九断片として収録されている︒この構想い冒﹈︵曽︶の特徴は︑さ

という一文が続き︑この部分は﹃力への意志﹄において第十

自身を価値定立者とみなすだけの衝迫力が欠如している︒﹂

ヘの道が避けられないものとなる︒宗教のうちには︑われわれ

抜けられると︑人々は信じているが︑それによってニヒリズム

2 その帰結

ヨーロッパのニヒリズムの歴史

1

3
4 永遠回帰﹂

各巻の順番が変わっている点と︑価値批判の対象が﹁真理﹂

別的な価値︵論理学︑道徳︑真理︶の形式であったが︑それが

く︑﹁最高の諸価値﹂一般の批判が企図されている点︑次に第二

︒この断片も含めてこれまでの構想

価値一般に対して定式化されると︑﹁最高価値の批判﹂という形

に変えられている点である㊤︒

に︑第四書が﹁氷遠回帰﹂ではなく︑﹁訓育と育成﹂という表題

となった点に特徴がある

版﹃カヘの意志﹄の編集方針となった断片ミ睾一︵曽︶である︒

式をとる︒そして︑そうした断片の一つがグロースオクターフ
﹁あらゆる価値の﹇価値転換の試み一
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﹃道徳の系譜﹄ 刊行以後における二−チェの

主著構想の変 遷
﹃力への意志﹄をめぐるこの構想を著した四ヶ

文明の問題

十九世紀︑その両義性︒今ま

ニヒリズ

ペシミストは︑道徳的パトスをもった反乱

では道徳からの自由がなかった︒

者にほかならない︒

ムの前形態としてのペシミズム

ペシミズムの原因としての道徳

二ーチェは︑

月後︑一八八七年の七旦二十日﹃道徳の系譜﹄を脱稿し︑九月

いかにして美徳は︑支配権を獲得するに至

第二書の内容 道徳の歴史

には最終校正を終了する︒その後︑九月十九日にシルス・マ
に二ースに到着した︒この時期の断片群には︑第五群及び第八

リーアからガストのいるヴェネェチアに滞在し︑十二月二二日

われわれが世界から神を剥奪した後の︑高

真理の問題︒

るか︒哲学者の魔女としての道徳
第四書の内容

第三書の︑内容

群から第十群があたっているが︑これらの断片群においても
﹃力への意志﹄の四部構成の構想が続く︒o口賓一︵自一では︑以下

のように構想されている︒

悲劇

一つの裂け目を破り︑広げるための手段︒

級類型の歴史

最も世界肯定的な教説の掲げる理想

例えば︑位階︒

あらゆる価値の価値転換の試み

﹁カヘの意志
第一書従来の最高価値のもたらす帰結としてのニヒリズム

それらの価値を通して︿然り﹀とく否Vを言って

いたのは何か︑ということへの洞察

﹃道徳の系譜﹄といった著作の公

刊と並行するかたちで︑二ーチェは自らの主著となる書︵必ず

このように﹃善悪の彼岸﹄

一切のものに︿然り﹀を言う試み

しも︑グロースオクターフ版﹃カヘの意志﹄の内容をもつもの

さまざまな理想的価値の帰結としてのニ

構成﹂という観点は依然として保持されている︒しかし︑四部

片では︑これまでの﹃カヘの意志﹄の構想の特徴である﹁四部

書︶について絶えず構想し続けるのである︒さて︑これらの断

ではないが︑はからずも二ーチェが﹃力への意志﹄と呼称する

克服する者と克服される者︒一つの予言︒﹂

ニヒリズムの自己克服︑これまで否定されてきた

勺土寸
占
口十
同︑
イo
神という理想にみられる心理学的素朴さ﹂

第二書 従来の最高価値の批判

第三書
第四書

また︑表題を与えられてはいないが︑−◎一畠一︵自︶にも﹃カヘの

ヒリズム

意志﹄の構想がみられる︒

﹁第一書の内容
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二

での構成は︑﹁ニヒリズム﹂

﹁価値批判﹂

﹁価値転換﹂

﹁永遠回

に分かつその内容の点で相違を示している︒すなわち︑これま
帰﹂の四点であったが︑上記O口賓一︵曽︶及び；﹇畠一︵曽︶では﹁水

しかし︑その同じ日にはカール・フォン・ゲルスドルフに︑

ものにふれるかのように読みました⑦︒﹂

﹁重要な意味で私の生活は︑今まさしく完全な正午の時にあ

再び自己の主要問題に挑もうとする決意をも披渥してもいる︒

るようです︒一方の扉は閉じられ︑他方の扉は開かれる︒ほ

レンツァーハ

ムの歴史に言及した﹁ヨーロッパのニヒリズム

遠回帰﹂の項が欠けている︒とはいえ︑ヨーロッパのニヒリズ

決算︑その合算だったのであり︑結局︑私は人問や事物を片

んのこの数年間に私がやってきたことは︑過去の清算︑その

付け︑それらにきっぱり始末をつけたのです︒私の生存の本

イデ 一八八七年六月十日﹂の表題をもつuヨ一︵曽︶において㈹︑

来の主要問題に移っていかなければならない今となって︑誰

﹁最も強き者は永遠回帰をどのように考えるのか﹂と結んでい

るように︑二ーチェにとって﹁水遠回帰﹂の問題はけっして放

がそして何が私のために残ることになるのであろうか︒それ

棄されたわけではない︒むしろ︑相変わらず彼の中心間題の一
つを形成しているといえよう︒

がい今大事な問題となっています⑥︒﹂

には二ーチェ自身の﹃力への意志﹄の構想があり︑かつまたそ

﹃力への意志﹄構想についてふれてみたい︒というのも︑そこ

で︶となるのであるが︑初めに一八八八年二月から三月までの

気に陥る一八八九年一月までのすべての断片群︵第二五群ま

この時期に対応する断片群は︑第十一群以降︑二ーチェが狂

﹃道徳の系譜﹄刊行直後の二ーチェの気分は︑あまりすぐれ
たものではなかった︒彼は︑ガストに宛てた一八八七年十二月
二十日の書簡に次の よ う に 書 い て い る ︒

﹁今は一心に仕事に励んでいます︒しかし憂麓な気分です︒

れに基づいての諸断片の分類が示されているからである︒

というのも︑この数年問つきものだったあの激しい躍動感が

のです︒それでも︑何が為され︑何が片付けられたのか︑私

第十一群以降の断片群の中で︑第十一断片群と十二断片群に

まだともなっていません︒いまだに人問の域を脱していない

にはわかっています︒私のこれまでの生存の下部に︑一線が

し︑われわれは第十二群にとくに注目しなければならないと思

は︑﹁力への意志﹂を表題とする断片をみることができない⑨︒しか

う︒なぜならば︑そこには二ーチェ自身が他の断片の分類を指

もちろん︑まさにそれによって︑これまでの生存が何であっ

たのか︑実態が明らかになったのです︒それはたんなる一つ

る︒第十二群に属しているのは二っの断片に過ぎないが︑冒冨

示した断片と︑著作の構想を記した断片がみられるからであ

画されたわけです︒それがこの数年問の意味だったのです︒

からほとばしる情熱には何か戦裸すべきものが込められてい

︵自︶に記された構想に基づいて員呉自︶が他の断片を振り分けて

の約束でしかありませんでした︒この最新作﹃道徳の系譜﹄
ます︒一昨日︑私はそれを深い驚嘆の念をもって︑何か新しい
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で第十二群断片の重要さはいうまでもないであろう︒嵩一N一︵曽︶

いるゆえに︑主著をめぐる二ーチェの具体的な構想を知るうえ

柄である︒この第十二群の︑二iチェ自身による構想及び断片

は︑一正確に用いられていないことは︑われわれの注目すべき事

営みなのであるω︒それは︑以下の二ーチェの書簡からも明確

が非常に集中的に﹃力への意志﹄に従事し︑その頂点に達した

分類の試みは︑モンティナリィも述べているように︑二ーチュ

構成であること︑またその各部の内容からしてもそこに示され

いる︒

に裏付けられるであろう︒一八八八年二月一日ガストに宛てて

﹃力への意志﹄を示す明確な表題は記載されていないが︑四部

に記された構想は次のようである︒たしかに︑この断片には

ているのが二ーチェ自身による﹃力への意志﹄の構想であるこ
が︑ここでは各書に整理してとりあげる︒

−完全に最後まで考え抜かれたニヒリズム

かっ一たことです仰︒﹂

ました︒一﹂︒の数カ月間以上に深い洞察を得たことはかつてな

富んだことでしょう︒今初めて歴史というものがわかってき

﹁今の私のような極限状況の中で生きることは︑何と啓発に

とは疑い得ない㈹︒本来︑十二の項目が順不同で記されている

﹁第一書
2文化い文明︑﹁近代人﹂の両義性

また︑同じくガストに二月十三日に次のように書きしるして

7﹁力への意志﹂

の気力も今はつきてしまいました︒十年後には︑もっとまし

れは一口にいえば︑拷聞に近いものでした︒続けていくだけ

﹁私は︿価値転換の試み﹀の最初の執筆を終えました︒そ

いる︒

8哲学者の魔女としての道徳

換の試みVの最初の執筆﹂︑それこそが第十二群における構想と

この二月十三日付けの書簡で二−チェが語っている﹁︿価値転

になるでしょう03︒﹂

11大政治

10﹁永遠回帰﹂

9﹁カヘの意志﹂の心理学

6畜群本能

5いかにして徳は勝利するか

4キリスト教的理想の批判

第二書 3理想の由来

第三書

第四書

分類であるといえよう㈹︒また︑そこには彼の精神的疲労と不

満足感が吐露されているのも事実である︒それゆえ︑これ以降

12われわれの生の処方﹂

提示されるのである︒モンティナリィは︑それらの提示におい

も二ーチェ自身の手になる﹃力への意志﹄のさまざまな構想が

この構想に基づいて︑s口﹈︵曽︶にある三七二の番号づけられ

三七四項目︶が︑四書に振り分けられている︒しかしながら︑

てこそ︑二ーチェ自身の手になる主著﹃力への意志﹄構想上の

た項目︵正確には︑四六番と七一番が二度現われているので︑

これら三七四の番号づけヶれた分類が上記の編集者によって
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解明を︑グロースオクターフ版﹃力への意志﹄の編者と異な

3道徳の実践的克服﹂

2道徳的価値への批判

N口ω﹈︵曽︶では︑

新たな転換がみられることを指摘する㈹︒それら新たな構想の
る︑二ーチェ自身の構想を探るための次なる課題としたい︒

未来の哲学の序曲

﹁善悪の彼岸

第二巻

我らヨーロッパ人

道徳心理学の示唆

第一巻哲学者の先入見

序文

第三巻

Q−oHoq︸oOo＝︷⊆コ﹂竃宵NN︷目o

内ユ饒ωoす⑰OΦ閉閂彗蟹自ω胴宵σ9サ冨胴．く

をそれぞれローマ数字とアラビア数字で表し︑その後に頁数を

﹁善悪の彼岸

第三書道徳と芸術

自己照射の機会﹂

第五

第二書道徳

第四書われわれの徳

書位階秩序について﹂といった構想が記されている︒﹃道

と宗教

未来の哲学の序曲

ω﹇3︵曽︶では︑

﹇﹈は︑引用者の補足である︒

示す︒なお引用文中の強調文字は︑原文におけるゲシュペルト
の部分を示している︒

の変遷については︑拙論﹁﹃力への意志﹄をめぐる構想

徳の系譜﹄にっいても︑その例をあげることができる︒

﹃善悪の彼岸﹄刊行までの二ーチェにおける主著構想

の変遷について﹂所収﹃倫理学﹄第十一号筑波大学倫理

﹁道徳の系譜

2禁欲的

gさ﹈︵自︶では以下のように薯している︒

︵2︶もちろん︑二ーチェは﹃力への意志﹄以外の著作構想

第一論文

理想 3貢任 4︿私﹀とく彼v﹂

についても語っている︒先に﹁十冊の新しい著作の表
題﹂の断片でふれた︑﹃善悪の彼岸﹄やそこには記されて

一つの論争

がこのようであることを望む︒知恵は女であり︑常に戦

無頓着に︑廟笑しながら︑暴力的にー知恵は︑われわれ

フリードリッヒニ一ーチェ著

﹁道徳の系譜

g定﹈︵曽︶にも構想を記している︒

1道徳的現象のその根源への還元

道徳的現象を道徳圏外から考察する試み

﹁善悪の彼岸

ば︑宗口s﹈︵自︶では︑

いなかった﹃道徳の系譜﹄の構想も示されている︒例え

フリードリッヒ・二ーチェ著

学研究会一九九四年参照︒

︵1一

第一書道徳と認識

ζo昌量只霊H葦6s声である︒引用個所は︑＞g邑；胴と雰邑

本稿で用いる二ーチェのテキストは︑；g豊oぎミgぎ

註
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士だけを愛す

は明らかではない︒とはいえ︑この断片は︑たとえそれ

い︒また諸断片の整理を意図して記されたのであるが︑

が﹃カヘの意志﹄ではないとしても︑何らかの著作のた

どのような具体的な﹃力への意志﹄の構想と結びつくか

めに断片群を整理しようとしていたことを明らかにする

﹃ツァラトゥストラ﹄ライプチヒ︑C・G．ナウマン出版﹂

H①峯ζ弐穴⁝巨ミ畠ΦN昌竃竃戸ま︑；①冒8訂︑ぎ品．＜﹂o①お

一3︶竃oき竃芦；⑦寡99ξo巨婁く昌冨︒︒い募畠︒︒︒︒o庄雪

吻巴岩胃旨一U胃昌呂邑二①o．oら．ωs．

性の働きが驚嘆を呼ぶほどであるために︑彼らの本質が

ち不正︑虚偽︑搾取が最も強く働いている︒それらの特

﹁偉大な人間にあっては︑生に独自な諸特性︑すなわ

ものとして重要である︒なお︑このい口〇一︵自︶の第十項目

にうち興じながら︑それによって疲れを癒しています︒

ト宛の書簡が裏付けている︒﹁今は冷酷きわまる理性批判

のタイプの解釈者にみられる︒﹂を︑グロースオクターフ

誤解されて︑善の方向に解釈されてしまう︒カーライル

期の二ーチェの問題意識を一八八七年一月二一日のガス

一4︶この93一︵曽︶に﹁真理﹂の表題が現われるが︑この時

⁝⁝そのとき︑従来の哲学のすべての︿因果説﹀に対す

は︑以前の材料について記憶から失われようとしている

モンティナリィは︑このい﹇呂﹈︵自︶について﹁二−チェ

版﹃力への意志﹄は第九六八断片として所収している︒

る総攻撃が開始され︑いやそれ以上に容易ならぬ事態も
生じてくるのです︒﹂

︵自︶と区別できないと指摘している︒彼は︑い口o〇一︵曽︶で

きつけた︒それらの見出しは︑計画でも草稿でもない︒

ものを︑彼が一八八七年春に構想した五三の見出しに書

︵5︶モンティナリィは︑この断片も﹁一八八六年夏﹂N口8﹈

鉄槌■彼らの課題のための手

ただ単に︑場合によっては使用可能な備忘録の表であ

述べられている﹁第四巻
ている︒

段﹂を■賢一︵曽︶の﹁訓育と育成﹂と同一であるとみなし

のために整理することを目的として記された断片の例と

して︑他にs口﹈︵自︶を取り上げることができる︒そし

る︒﹂と述べている竃・O・ω一ビ仁︒︒諸断片を何らかの著作

て︑この断片は二ーチェ自身の﹃力への意志﹄の構想を

ところで︑﹃カヘの意志﹄の構想ではないが︑その構想

五三の断片の整理を行なっている︒そこでは︑五三項目

甘口〇一︵曽︶の存在である︒二ーチェは︑この断片において

なぜならば︑これに続く■冨︵自︶においてs亘︵曽︶に対

考えるうえで︑きわめて注目すべき価値をもっている︒

の変遷をたどるうえでふれなければならないのは︑断片

の表題及び要約が記されている︒この項目番号に対応す

応する構想も記されているからである︒

る番号が︑他の断片に付されている︒しかし︑その付さ
れた番号は︑五三項目中二六断片が見出されるに過ぎな
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志﹄において︑断片四︑断片五︑断片五五︑断片一一

︵6︶断片■ご一︵曽︶は︑グロースオクターフ版﹃力への意

れは︑私を再び健康にすることでしょう︒再び健康にす

すが︶︒私を病気にしたのはこの使命なのです︒しかしそ

る︵使命とでも︑運命とでも︑どう呼ばれようと自由で

第二書哲

るだけでなく︑再び人問を愛する者にすることでしょ

四と四分割されている︒
︵7︶ヨ①ま9；Ω募oざω誉一冒臣望争窒穿争邑ε島①墨畠胴ぎ①

う︒﹂

一8︶丙竃望あω1昌牛

︵以下︑内竃と略記︶望あω．ビω．こうした憂欝な気分の

第一書アンチキリスト

もとで二ーチェは︑自らの孤独について一八八七年十一

﹁諸価値の価値転換

︵9︶たしかに︑断片二H占9︵自︶には

﹁いわば私にとって︑一つの時代が終わったように思わ

月十二日オーヴァベック宛の書簡において述べている︒

あ

学嫌い

入されたものである︒

ディオニュソス

れます︒回顧がこれまでにないほどふさわしいものにな

るが︑これは一八八八年夏に二ーチェによって新たに挿

らゆ届価値の価値転換﹂といった構想もみられるのであ

でした︒何が私を病気にしたのか︑何が私を何年もの聞

︵10︶モンティナリィは︑冒冨︵自︶について﹁その計画は︑

第四書

りました︒十年間の︑いや十年以上にわたる病気︑しか

死の近くに引きとどめ︑いっそ死んでしまったほうがい

四書に区分されているが︑四書の表題を欠いている︒

第三書非道徳者

もそれは医者や薬で事足りるような病気ではありません

いという押えがたい思いに駆り立てていたのか︑誰が知

の動きーニヒリズム︑価値批判︑価値転換︑永遠回帰1

⁝⁝この計画で注目すべきことは︑再び

四つの主題へ

ば︑誰一人これまで私を︿理解する﹀ために︑ほんの少

るでありましょうか︒リヒャルト・ヴァーグナーを除け

に対応している︒﹂と語っているPPO．ω一ビ2︒

者によって選ばれた一八八七年三月十七日の計画に正確

れる四書は︑グロースオクターフ版﹃力への意志﹄編集

だったのであり︑四十四才の今日でも依然そうなので

︵11︶竃o目葦胃ボ津﹄101ω．uざ1

が保持されている︑という事実である︒⁝⁝計画にみら

す︒この十年は︑独居︑孤独が何を意味するのか︑十分

しの苦衷なり苦悩なりを込めて迎えてくれた者はありま

に知ることができました︒⁝⁝私には︑この種の思い出

︵13︶内ω︸︸︷あωbS．

︵12︶穴ω困田庄あω．8津

せんでした︒このように私はすでに子供の時から孤独

を他のすべてのことと同様︑折りにふれて笑い草にする

︵14︶しかし︑このような緊張した仕事にあけくれること

だけの︿悦ばしき知識︵g且品胃畠胃e﹀があります︒さ

らに︑自分のことで顧慮を許さぬ一つの使命を持ってい
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は︑一方では二ーチェの精神に多大の負担を強いてい
﹁今私の直面している︑疑う

た︒二ーチェは︑オーヴァベックにそのことを書いてい

べくもなく恐ろしい使命の輸郭が︑いよいよはっきりと

る︵一八八八年二月三日︶︒

霧の中から浮かび上がってきました︒⁝⁝その問︑昼も

たこともない絶望の闇に襲われました︒しかも︑後戻り

夜ももはやいかに生きるべきかを知らず︑かつて味わっ
も右へも左へも逃れるすべのないことがわかりました︒

はこの論理だけなのです︒他のいかなる側面からみて

選択の余地はないということです︒今私を支えているの

も︑私の状態は耐えがたいものであり︑拷問にも近い責
一端がうかがえると思います︒っまり︑ちぎれそうなく

め苦でした︒私の最近作﹃道徳の系譜﹄には︑そうした

もそれが激しい情動でさえあれば︑快いというわけで

らい張りつめられた弓の状態にあっては︑どんな情動で
す︒﹂内ω困ωαあωbも1

︵15︶巨o巨ぎ邑ら﹄．O︒ω．uS・モンティナリは︑とくに二つ

の日付に注目する︒一つは︑﹁二ース 一八八八年三月二

亜細亜大学非常勤講師︶

一八八八年八月の最後の日曜日に﹂と

五日﹂の日付が入った第十四群であり︑他の一つは﹁シ
ルス・マリーア

日付の入った鶉口具自︶である︒
︵かんの・たかひこ
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