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授業の目標（Course Objectives） 

西洋の哲学の基本概念を身につけ、哲学がどのような問題に取り組むのかを理解する。啓蒙思想に注目して、哲学の歴史の流

れを理解する。日常生活のなかに隠された哲学的な問題を見出し、自ら考察できるようになる。 

 

Learn the basic concepts of western philosophy and understand what problems philosophy addresses. Focus on the 

Enlightenment and understand the history of philosophy. You will be able to discover and examine philosophical problems hidden 

in your daily life on your own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ルソー『人間不平等起源論』を熟読し、啓蒙思想について意見を交換する。本書はもともと、「人々の間における不平等の起源は

何か、またそれは自然法によって是認されるか」という課題（ディジョンのアカデミーの懸賞論文）に、ルソーが応募した論文であ

る。ルソーは熱意とともに論文を執筆したが、そこでは彼の根本思想が展開されている。すなわち、文明社会に生きる人間は、必

ずしも幸福ではなく、むしろ不幸でみじめである。だがこの状態は、人間本性に由来するものでなく、人間が自分で招きよせたも

のである。人間の不幸でみじめな状態は、不可避の運命ではないので、真剣な取り組みとともに取り除くことも可能であるという。

本書は具体的には、想像された文明以前の自然状態から、貧富の差や権力の独占など、人間の不平等が生じる過程を論じる。

本書をとおして、自然と文化あるいは歴史との関係について考えてみたい。授業の進め方について、毎回２名の報告者にテキス

トの概要を説明してもらう。受講生の学びにつながる授業運営を心がけたい。 

 

Carefully read Rousseau's "Discourse on the Origin of Inequality" and exchange opinions on the Enlightenment. This paper was 

originally Rousseau's submission to the Academy of Dijon's prize essay on the question, "What is the origin of inequality among 

men, and can it be justified by natural law?" Rousseau wrote it with enthusiasm. And in it, he developed his following 

fundamental thought. People living in a civilized society are not necessarily happy, but rather unhappy. However, this 

unhappiness does not originate from human nature, but is something that man has brought upon himself. This state is not an 

inevitable fate and can be removed with serious efforts. Specifically, this paper discusses the process by which human 

inequality arises from the pre-civilized state of nature, such as the difference between rich and poor and the monopoly of 

power. Through this paper, we would like to think about the relationship between nature and culture or history. Each time 

classes will consist of 2 students presenting a summary of the current text section. Care will be taken to ensure class 

management that is conducive to students’ learning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の進め方。テキストの説明。 

2. 報告と討議１（どのように人間の自然状態を知るのか/いつ、そしてなぜ人間は自然を失ったのか） 

3. 報告と討議２（原初の人間の肉体的なありさま） 

4. 報告と討議３（原初の人間の精神的なありさま） 

5. 報告と討議４（言語の起源） 

6. 報告と討議５（原初の人間の道徳的なありさま） 

7. 報告と討議６（自然状態では不平等は存在しない） 

8. 報告と討議７（人類の最初の進歩） 

9. 報告と討議８（最初の革命と定住） 

10. 報告と討議９（第二の革命と分業の開始） 

11. 報告と討議１０（政治社会の出現） 

12. 報告と討議１１（統治機構の成立） 

13. 報告と討議１２（仮定上のさまざまな統治体制の歴史） 

14. 報告と討議１３（社会を指向する人間の姿/政治社会における不平等の実態）、まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『人間不平等起源論』の指定箇所（文庫本で１０ページから１５ページ程度）を読んでくること。 

 



成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/テキスト読解報告(30%)/議論参加度(20%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジャン＝ジャック・ルソー、2016、『人間不平等起源論 付「戦争法原理」』、講談社学術文庫 (ISBN:4-06-292367-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 中里良二、2015、『ルソー 人と思想１４』、清水書院 (ISBN:4-389-42014-7) 

2. 福田歓一、2012、『ルソー』、岩波現代文庫 (ISBN:4-006-00266-1) 

3. ジャン＝ジャック・ルソー、2001、『不平等論 その起源と根拠』、国書刊行会 (ISBN:4-336-03394-3) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


