
■EX609 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX609／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニーチェの政治哲学：『善悪の彼岸』における近代批判を通して 

担当者名 

（Instructor） 
面 一也(OMOTE KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. ニーチェによる「近代性の批判」を正確に理解する。 

2. ニーチェの時代から私たち自身の時代までの近代の諸問題を理解する。 

3. ニーチェの政治哲学や現代政治に関する批判的な考察力を養う。 

 

1. To understand accurately the “critique of modernity” by Nietzsche. 

2. To understand the modern problems from Nietzche’s to our own age. 

3. To acquire the ability to think critically on Nietzche’s political philosophy and the contemporary politics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ニーチェは「最高の肯定の書」である『ツァラトゥストラはこう言った』（1883-1885 年）に続いて、「否定の書」である『善悪の彼岸』

（1886 年）を出版し、「近代性の批判」をラディカルに展開した。かれによると、近代は政治や国家の頽廃を招くのみならず、人間

を凡庸なものに、画一的なものに、「畜群」ないし「末人」にする。この傾向は、20 世紀における大衆民主主義から、今日における

ポスト・デモクラシーに至るまで、如実に見て取れる。よってニーチェの問いは、私たち自身の問いでもある。 

 他方、「未来の哲学の序曲」との副題から明らかなように、『善悪の彼岸』はたんなる否定の書ではない。その厳しい批判の背景

には、近代の彼岸へ向かうニーチェの肯定的な政治哲学が控えている。本演習では、『善悪の彼岸』を丁寧に読み解きながら、

私たちの時代の政治や国家はどのようなものであるべきか、私たち自身はどのように生きるべきか、といった問いをめぐって考察

を行なう。 

 なおニーチェは、かれ自身の思想を知るには、『善悪の彼岸』と『道徳の系譜』（秋学期の演習で扱う予定）から始めるとよい、と

友人に伝えている。本演習はこの点で、ニーチェ入門の好機になるだろう。 

 

Following THUS SPOKE ZARATHUSTRA (1883-1885), “the book of the highest affirmation,” Nietzsche published BEYOND 

GOOD AND EVIL (1886), “the book of negation” in which he offered radically “the criticism of modernity”. According to him, the 

modern age not only causes the decadance of politics or state, but also makes the human beings the inferior, the stereotypical 

and “the herd” or “the last men”. One can see obviously this tendency from the mass democracy in the 20th century to the 

post democracy in the present age. Nietzsche’s questIon is thus our own one, too. 

On the other hand, BEYOND GOOD AND EVIL is not simply the book of negation, as is clear from the subtitle, “Prelude to a 

Philosophy of the Future.” Behind the strict criticism underlies Nietzsche’s affirmative political philosophy beyond the modern 

age. In this seminar, we consider the questions, such as how the politics or state in our age should be, and how we should live, 

by reading carefully BEYOND GOOD AND EVIL. 

Nietzsche told a friend that one should begin with BEYOND GOOD AND EVIL and ON THE GENEALOGY OF MORALITY (the 

seminar in the autumn semester will cover it) in order to know the Nietzsche’s thought. In this sense, the seminar will be a good 

opportunity for the introduction to Nietzsche. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 序言；第一章「哲学者たちの先入見について」① §1-10 (pp. 7-26) 

3. 第一章「哲学者たちの先入見について」② §11-23 (pp. 27-50) 

4. 第二章「自由な精神」§24-44 (pp. 51-85) 

5. 第三章「宗教的なもの」§45-62 (pp. 87-115) 

6. 第四章「箴言と間奏」§63-185 (pp. 117-148) 

7. 第五章「道徳の自然誌のために」§186-203 (pp. 149-184) 

8. 第六章「われら学者たち」§204-213 (pp. 185-216) 

9. 第七章「われわれの徳」① §214-227 (pp. 217-237) 



10. 第七章「われわれの徳」② §228-239 (pp. 237-260) 

11. 第八章「民族と祖国」① §240-249 (pp. 261-281) 

12. 第八章「民族と祖国」② §250-256 (pp. 281-301) 

13. 第九章「高貴とは何か」① §257-270 (pp. 303-333) 

14. 第九章「高貴とは何か」② §271-296；「高き山々より―後歌」(pp. 334-363) 

 

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

各回予定分のテクストを事前に読み、内容の正確な理解に努めること。その際に自らの考察も簡潔に書き留めておくとよい。ま

た、前回の授業内容も復習しておくこと。テキスト自体が思考の積み重ねによって成り立っているので、復習はそのまま予習（次

の授業の土台）になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/議論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フリードリヒ・ニーチェ著、木場深定訳、2010 年版、『善悪の彼岸』、岩波文庫 (ISBN:4003363957) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：2-4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：志望理由 

         ②字数：1,000 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 

 


