
■EX619 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX619／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニーチェの政治哲学：『道徳の系譜』における近代的規範への批判を通して 

担当者名 

（Instructor） 
面 一也(OMOTE KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall 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的規範へ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 criticism of the modern norm 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『善悪の彼岸』（1886 年）に続いて、『道徳の系譜』（1887 年）を出版する。かれはこの著作で、近代を成り立たせる規

範――善悪の基準――を系譜的に解明しながら、その規範を「奴隷道徳」と批判する。人間を「畜群」ないし「末人」にする近代の

政治や国家の根本要因が暴露され、否定される。ニーチェが警鐘を鳴らす「奴隷道徳」は、20 世紀の大衆民主主義や今日のポ

スト・デモクラシーにも、如実に見て取れる。私たちは「畜群」や「末人」として生きていないか？ 

 ニーチェは「奴隷道徳」に「主人道徳」を対置させて、善悪の彼岸――近代の彼岸――への道を後者に見出す。『道徳の系譜』

はこの意味で、「すべての価値の価値転換」への、近代的価値の転換への「決定的な準備作業」である。本演習では、『道徳の系

譜』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。 

 ニーチェは、かれ自身の思想を知るには、『善悪の彼岸』（春学期の演習で扱う予定）と『道徳の系譜』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。――ただし、『善悪の彼岸』をあらかじめ読んでおく必要は

ない。かれの著作はそれぞれに独立した性格をもつため、『道徳の系譜』をまずしっかりと読めば十分である。 

 

Following BEYOND GOOD AND EVIL (1886), Nietzsche published ON THE GENEALOGY OF MORALITY (1887). In this book, by 

explicating the modern norm -the criterion of good and evil- genealogically, he criticizes it as “the slave morality.” The 

fundamentl cause, by which  the modern politics or state makes the human beings “the herd” or “the last men”, is exposed and 

denied. One can see obviously “the slave morality,” which Nietzsche warned, also in the the mass democracy in the 20th 

century and the post democracy in the present age. Do we not live as “the herd” or “the last men”? 

Nietzsche contrasts “the slave morality” with “the master slave,” in which he find the way to the beyond of good and evil -the 

beyond of modern age-.  In this sense, ON THE GENEALOGY OF MORALITY is “the decisive preparation” toward “the 

transvaluation of all values,” of the modern values. 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. - However, it is not required to read BEYOND GOOD AND EVIL in advance. 

Since his each book has the independent nature, it is adequate to begin with reading thoroughly ON THE GENEALOGY OF 

MORALITY. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 序言 (pp. 7-22) 

3. 第一論文「善と悪」・「よいとわるい」① §1-7 (pp. 24-41) 

4. 第一論文「善と悪」・「よいとわるい」② §8-12 (pp. 42-59) 

5. 第一論文「善と悪」・「よいとわるい」③ §13-17 (pp. 59-98) 



6. 第二論文「負い目」・「良心の疚しさ」・その他 ① §1-6 (pp. 80-99) 

7. 第二論文「負い目」・「良心の疚しさ」・その他 ② §7-11 (pp. 97-114) 

8. 第二論文「負い目」・「良心の疚しさ」・その他 ③ §12-17 (pp. 114-132) 

9. 第二論文「負い目」・「良心の疚しさ」・その他 ④ §18-25 (pp. 133-150) 

10. 第三論文  禁欲主義的理想は何を意味するか ① §1-7 (pp. 152-173) 

11. 第三論文  禁欲主義的理想は何を意味するか ② §8-13 (pp. 173-198) 

12. 第三論文  禁欲主義的理想は何を意味するか ③ §14-18 (pp. 198-225) 

13. 第三論文  禁欲主義的理想は何を意味するか ④ §19-23 (pp. 225-247) 

14. 第三論文  禁欲主義的理想は何を意味するか ⑤ §24-28 (pp. 247-271) 

 

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 年改版、『道徳の系譜』、岩波文庫 (ISBN:4003363949) 

 

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） 

 


