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『
後期 ニーチェの根本思想』 と題するこの論文は 7章か らな り,後期のニーチ ェ思想に認 め られる根本
的な主張 を明 らかにす ると共に,ニーチェ哲学の意義 と限界 とを確定するものである｡
まず第 1章の ｢
ニーチェ後期思想の傭轍 と諸概念の意義｣ においては,彼の後期思想全体 を傭轍す るこ
とによって,第 2章以降の議論の前提 となる諸概念の基本的な理解が確認 され,論文全体の議論が方向付
けられる｡
第 2章 は ｢ニ ヒリズムと権力‑ の意志｣ と題 され,｢
権力‑の意志｣概念 をニーチェのニ ヒリズムに関
す る議論か ら再構成 し,その理論的な問題点 を明 らかにす る｡ ニーチェは,現代の精神状況であるニ ヒリ
ズムの本質的な問題が超感性的存在者の措定 にあると主張す る｡ 彼 はこの洞察に基づいて超感性的な実体
的存在者の概念 を否定 し,主客未分の根源的な自然 としての ｢
生成の世界｣ とい う世界観 と ｢
権力への意
志｣概念 を導 く｡ だが, ここで ｢
権力への意志｣ は,実体 の概念規定 を反転 させた,｢
非持続的｣,｢
非自
己同一的｣ な存在者 として規定 されている｡ このようなそれ 自身形而上学的な概念 を主張す ることによっ
ては,主客対立図式 に基づいた世界理解 を根本的に克服す ることにはならない し, またニーチェ自身が形
而上学の不可能性 を主張 していたこととも矛盾することになる｡ ニーチェ思想の本質的意義 を知 るために
は,矛盾 を持 ったこれ らの主張の背後にある彼 の根本的な思想 を明 らかにする必要がある｡
第 3章の

｢
『
生成』の概念｣ においては,｢
生成｣概念 と ｢
生成の世界｣ という世界観 を通 じて表現 され

ているニーチ ェの根本的な思想が明 らかにされる｡｢
生成の世界｣ という世界観 は,実体的存在者の否定
を通 じて導かれるものであ り,既存の哲学説‑ の批判 とい う側面 と,積極的な世界観の提示 とい う二つの
側面 を持つ｡ ここで提示 されるのは,あ らゆる事象が相互的な関係 において生起す る世界である｡そこで
は,世界 を己に対立す るもの として把握す るこ とが否定 されているが,同時に,｢
生成の世界｣ 自体が客
観的に規定 されている｡ この矛盾 はニーチェが末だ主客対立図式 に基づ く近代哲学の うちにあることを意
味 している｡
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第 4章の ｢
ニーチ ェ後期思想 における 『
生』の概念｣ においては,｢
生｣ の概念の明確化 と,生の探究

におけるニーチェの根本的な姿勢の解明がなされている｡ ニーチェの思想 は,生 を回復す るとい う目的に
よって方向付 けられているがゆえに,彼の思索 は生 自身‑ と向か うことになる｡ 事実的な生 は,デ イオニ
ソス的衝動 とアポロン的衝動 との対立 において捉 えられるが, これ らの衝動 は結局,デ イオニ ソス的基底
か ら派生 した ものだ とされる｡デ イオニソス的基底 とは,生や自然の根本が理性的には把握不能だ とい う
ことを意味 している｡ それゆえに,ニーチェの生 に関す る主張 は,原因や根拠 を認識す るものではな く,
む しろ人間の理性 と存在 との有限性 を主張す るものであった とい うことになる｡ この ような有限性の 自覚
によって,生 を探究す るニーチェの姿勢 は,理性的な認識か ら,あ りの ままを承認 し肯定す る態度へ と転
換することになる｡ 後期ニーチェにおける生の概念 は,人間の認識 と存在 との両面 にわたる有限性の 自覚
と,その自覚 に基づいては じめて獲得 し得 る,理性的解釈 に汚 されないあるが ままの生 を肯定す る態度 を
主張するものである｡
第 5章の ｢
ニーチェにおける身体論｣ においては,ニーチェの主張す る ｢
生｣が ｢
身体｣ に関す る議論

身体｣ の主張 は,理性 と意識 を絶対化
の吟味によって具体的に把握 される｡ 後期ニーチェを特徴付 ける ｢
す る近代哲学‑のアンチテーゼ としての意義 を持つ｡だが, この身体 自身,理性的に把握 され得 るもので
はない｡ニーチェは, 自己の身体 とい う自明性 を理性的な把握 に先 ん じるもの と考 え,身体 こそが理性的
な営みさえも可能にす る生の根源であると主張す る｡ 身体 は理性的に把握 される対象ではな く,あ らゆる
ものがそこには じめて生い立つ ｢
大地｣ として捉 えられるべ きものである｡ ただ し,大地 自身は理性 にと
って謎 に留 まらざるを得 ない｡ しか し,それは否定的なことではな く,む しろ人間存在の根源的な有限性
と,人間存在 にとっての生のあ り方 とがそこに示 されているのである｡
第 6章の ｢
ニーチェにおけるニ ヒリズムと自然｣ においては,ニ ヒリズム克服の可能性が ｢
強者｣像 か

ら明 らかにされている｡ ニ ヒリズムは人間の生の根本的な構造 として歴史的に成立 した ものであるか ら,
人間がそこか ら理性 によって脱す ることはで きない｡ニ ヒリズムか らの脱出は,理性的な仕方で 自己 を把
握す るに先立 って,すでに己の生 を信頼す ることによって生 きているような ｢
強者｣ のみがな し得 ること
だ とされる｡理性 を絶対化す ることがニ ヒリズム的な生のあ り方であるとす るならば,｢
強者｣ はその生
においてすでにニ ヒリズムを脱 しているとい うことになる｡
第 7章の ｢
ニーチェ後期思想 における 『
未来の哲学』 の可能性｣ においては,ニーチェの根本的な思想

と ｢
権力‑の意志｣概念の形而上学的性格 との矛盾が解釈 され,そ こか らニーチェ後期思想の可能性が考
権力‑の意志｣概念 はニーチ ェの根本的な主張 と矛盾す るが,それは彼が近代哲学 を脱 し切
察 される｡｢
善悪の彼岸｣ において主張 される ｢
未来の哲学｣ に
れていないこ とに起因す ると考 え られ る｡ ただ し,｢
は,形而上学か らの離脱 を可能 にす る,｢
創造｣す る哲学が語 られている｡ それは, 自己の絶対性 の否定
によって超越 をはか る哲学である｡｢
創造｣ は,ニーチ ェ自身においては古代ギ リシア的な生 を理解す る
試みの うちに具体的に見出される｡ このように考 えると,形而上学以後の哲学の可能性 は, ヨーロ ッパ と
は異 なった異文化 における生の理解 を試みることの うちで求め られていると言えるのではなかろうか｡
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
1
ニーチ ェが, ヨーロ ッパの近代思想,更にはプラ トン以来の西洋哲学やキ リス ト教思想 に対 して鋭い批
判 を行 ったことは広 く認め られているが,体系的著作の欠如,アフォリズム とい う表現形式,更に,中心
的な思想 と認め られる権力への意志,ニ ヒリズム等の概念が主に断片的な遺稿での主張であったことか ら,
その哲学的な取 り扱いが困難であった｡ハイデ ッガーが 自己の哲学 とニーチェのそれ との哲学的 ｢
対決｣
とい う形で,その思想の本質に迫 ったことは,それ以後のニーチェ解釈の歴史に大 きな影響 を与 えること
となった｡ハイデ ッガーによるニーチェ哲学の形而上学的な性格の指摘 は,現在 に至 るまでのニーチェ解
釈 を規定 してお り, この見解 に対す る賛否によって現今の様 々なニーチェ像が提出されていると言い得 る｡
近年主 にフランスにおいて, ドゥルーズ等 による一貫 した体系的解釈 もなされているが,ニーチェ思想の
客観的研究の困難 さか ら,思想史的研究,文献学的研究 には本格的な ものが見 られるに して も,ニーチェ
思想の哲学的な意義 を明確 に問題 に し得 た ものは多 くを数えない と言 って良い｡
わが国のニーチェ研究 には, これ らヨーロ ッパにおける研究の流れを汲んだ もの,あるいは東洋思想の
観点か ら新 たな側面 を明 らかにす るもの等がある｡ しか し,ニーチェ自身の主張の内か らその哲学的な意
義 を解明す る試みは少 な く,いずれ も何 らかの哲学的立場か らニーチ ェ思想 を照射することに留 まってい
た と言 って よい｡
2

以上のようなニーチェ研究の現状 に鑑み, 申請論文 『
後期ニーチェの根本思想』が画期的な点は, どこ
まで もニーチェの思想 自身に即 しつつ,その内に哲学的な主張 を探 り出 し, これによってニーチェの思索
そのままを哲学的に問題 に し得 るように したことにある｡本論文 は 7章か らなる｡
権力への意志｣ の概
第 1章で はニーチ ェ思想の全体的な僻轍 を し,次の第 2章,第 3章 においては,｢
念そ して ｢
生成｣ の概念の再構成 とその哲学的意義の検討が行われる｡ 申請者 によれば,｢
権力‑の意志｣
お よび ｢
生成｣ の両概念 をニ ヒリズムの議論 を辿ることによって再構成す るならば,それ らが実体の形而
上学的規定 を反転 させ ることによって概念化 されていることが明 らかになる｡ しか し,それ らの概念 によ
って主張 しようと試み られていたのは形而上学 自体 を克服す ることであったのだか ら, これ らの概念の持
つ形而上学性 はそれ自身に矛盾 しているとい うことになる｡ これはハイデ ッガーによる指摘の通 り,ニ
チェ思想が形而上学の次元 に留 まったままであることを意味す る｡ しか し,それ らの概念の主張‑ と至 る
過程 においては,形而上学 を超 える思索がなされていた｡ニーチェ思想の持つ このような両義性 という着
想 に基づ き,申請者は後期ニーチェ思想の全体 を解明 している｡
3
ニーチェの思想 は ｢あるが ままの生 を肯定する生｣ を回復す るとい う観点か ら構想 された ものである｡
申請者 はこの ような生 を把握す るニーチ ェの思索の検討 を通 じて,ニーチェの思惟の立場 を明 らかにする｡
ニーチェは事実的な生 をデ イオニ ソス的 とアポロン的 との対立 において考 えているが,申請者 はこの対立
が共 にデ イオニ ソス的基底か ら派生 した とニーチェが考 えていたことを証示す る｡ デ イオニ ソス的基底の
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主張 は, 申請者 によれば,単 に生の具体的な性格 を主張す るのではな く,む しろ生の根砥,あるいは自然
の根概が理性 によっては把握 され得 ない ものだ とい うことを主張す るものだ とみな される｡ この主張 は,
人間的理性の有限性 の 自覚 に基づいてお り,それによって生がその もの としてすべ て承認 さるべ きである
ことを主張す る ものである｡ 人間的理性 とそれに基づ く認識 の有限性 の主張 は,理性 的認識 に基づいて原
因や根拠 を求める近代哲学的な探究のあ り方の根本か らの転換 を求める｡ 更 に生の概念 をよ り具体的に把
握す るために,大地 と身体が生の根源的なあ り方である とニーチ ェは主張 しているが, しか し, この よう
な生や身体の把握 は,それ 自身存在全体 を自己同一的な存在 に基づ いて概念 的に把握す ることになると申
権力‑
請者 は言 う｡ す なわ ち,生 の把握 自身 における,生の形而上学化 である｡ 既 に指摘 した ように, ｢
の意志｣概念 に もこの ような両義性が現 れている とされた｡ したが ってニーチ ェが ｢
未来の哲学｣ として
希望 を託す るのは, 自己の文化の絶対性 の否定 による超越の可能性であ り,それはニーチ ェ自身において
は古代 ギ リシア的生‑の理解 の試みであ って,将来的には異文化理解 を通 じての 自己否定であ る｡

4
申請者 は以上の ような理解 に立 って,ニーチ ェ思想の批判的検討 を行 っている｡ ニーチ ェの根本的な主
張 は,生 を客観的に把握す ることは不可能であるがゆえに, 自らの有限性 の 自覚 を通 じてあるが ままの生
を肯定す る生 を獲得す ることであ ったが,｢
権力‑の意志｣ な どの概念 を通 じて この生 を把握す ることは,
それ 自身再 び形而上学 におちい り, 自らの意図す るところを損 なうことにな ったのである｡ これは近代哲
学 をその近代哲学の うちか ら克服 しようと試みたニーチ ェの限界であると申請者 は述べ る｡ この指摘 は,
ニーチ ェ思想の両義性 に含 まれる本質的な問題 をよ く明 らかに している｡
ニーチ ェ思想 における哲学的問題の本質 をその内在 的理解 か ら明 らかにす る研究 は, これ まで十分 には
発表 されていない｡その中で 申請者 はニーチ ェの著作,遺稿 と研究文献 とを読み こな し, この ように優 れ
た研究の成果 を示す ことがで きた｡今後望 まれることは,ニーチ ェと現代 の諸哲学 との関わ りについて立
ち入 って研究 した上で,広 い視野か らニーチ ェ思想の意義 を明 らかにす ることである｡
よって,本論文 は博士 (人間 ･環境学 )の学位論文 として価値 あるもの と認める｡ また,平成 9年 2月

4日,論文内容 とそれに関連 した事項 について試問 を行 った結果,合格 と認 めた｡
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