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で依然として最終的に調停されないまま存続していると考えられることである.｡即ち､一個の文垂作品『ツァラ
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学と皇うべきパトスを伝える<文体の垂術(KunstdesSt〓s)裟大

応ないし緊張の関係は､後述する通り､既に初期の著作で正しく尚題として提示されているが､ニーチェの修辞

本論の文脈においてとりわけ問題となるのは､断章二五の存在あるいは事物と認識あるいは言表との問の照

言わなくてはならない｡

から､言わば思想の円熟期を準備する時期のものとして『曙光』の有する意義は全般的にも極めて重要であると

矩､或いはその言葉の卓越性において高の音楽に誓え彗ツァラトゥストラ』(Z∑

決定的な思想の告知の段階として位置づなtTチェ自身が後年一個の典型(Typus)の比類
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言葉が｣と添えられて､》pトニOSOpトia
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fuit《というセネカを逆転した有

ぉ､これに加えて若干の言葉が語られなくては灯らない｡しかも極めて私的な(a≡

とおり､古典文献学の現代的意義について述べたあと､それも既に十分に挑戦的なものであったが､｢しかしな

る地平において探ることであったへcf.叶≡.S.霊三(且｡

るもの;as
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文学史的研究の欲求が如何にして形成されるのか､そしてまたそれが哲学者たちの造形する手の下で如何にして

を今惹き付けているのは､普遍的‑人間的なことへdasA=geヨ2in‑Menscト≡he)で

前年の二月友人のエルヴィン･ローデに宛てた書簡の中では｢当面私にとっては細目は殆んど問題ではない｡私

のことであるが､この古典文献学へk‑assischePhニ○言ie)のあり方については

ニーチェがー八六九年二月に若冠二十四歳でバーゼル大学古典文献学の員外教授として招脾されたことは周知

ように思われるのである｡

たり何らかの決着がつけられたのかどうかが､この『曙光』一一五を念頭に置きつつ解明されなくてはならない

れば､その著作に先立って存在の園と言葉の園との終りなき緊張関係において何が生じたのか､少くともさしあ

ぅひとつのイデーないし意味がツァラトゥストラとしてひとつの行為
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ギリシア文化あるいはギリシア人を吟味する､と就任講演の後に書かれた覚書『我ら文献学者』にあったが､生

の最高の実例であればそれはもはやギリシアの生活圏には留まらない｡そして世界学ないし人間学としてのフィ
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‑○‑三｡このときのワーグナーはニーチェにとってはジュビターであり､測り知ることの出来ない当代最大の

で有頭であり､何よりも従来の美学の立場では把握できない実例で

答が発酵している｣こと､そのひとつとしてワーグナーのことがあって､｢私にとってワーグナーは最高の意味

右のことを証示するひとつ.の典拠を挙げると､同年十月のローデ宛書簡の中で､数年来｢美学上の問題と解

体験の個別性の両方を規定してゆくと考えられる｡
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｢言葉や概念を介しては､我々は関係の壁の背後へ､言わば事物の何らかの巨大な〓a官‑hafこ根源(Ur‑
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の現実的感覚的実感に拠る比喩として強意的に解釈すれば､何れにせよ言葉と事物は存在の系列を異にするとい

な真理に触れる(ber旨ren)ものではない｣

相互の関係二Re】atiOn)の､また夢物と我々との関係の象徴(SyヨbO‑e)に過ぎないし､言葉は決して絶対的

いてのロゴスである｣

uung>を有していないから､空虚〓eeこだということを語るに留まらない｡プラトンは｢ロゴスは何かにつ

と述べている｡しかしそれは<Sein>と<Nichtsein>の対立がそこから抽象されてくるべを<Anscha.

に厳密に相似するような現実言irk〓chkeiこは事実ひとつとして見つけることができない｣(SA戸S∴婆
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の中においてである｡ニーチェはパルメニデスの哲学に関して｢

についての否定的望一一口及が明らかとなってくるのは､七三年の『ギリシア人の悲劇時代における哲
(℃句G〉

さて､以上のような前奏に続いて､事物(Ding)との関係における言葉(WOrこや概念(Begr〓ニー般

ーとしての美学の変容を促したと言えるかも知れない｡

いて自らの学問的方法や言表､ロゴスの変更を余儀なくされることになる｡言わばワーグナー体験がフィロロギ

ロロ
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処に生起する苦痛のパトスの意味の検証となるであろケ｡

∀一s一dieSp;Che

adaequatiO

トンの存在論的認識論においては､真実在としてのイデアが認識主体には<ca一レSa

この問いかけは例えばトマス･アクィナスの》くeritasest

Ausdruck

と問うてみる必要がある｡それは｢言葉の国の終る処､存在の国もまた売る｣という命題の､そして言葉の売る

して内実へという方途を辿るのではなく､そもそも言葉がたとえ象徴としてでも何らかの存在理由を有するのか､

に照応する筈の背後の現実が虚空に肥大化することになる｡それ故､我々はここで､存在という概念のみを縁と

立性を有するものとしてむしろ遡行を阻む壁となり､時には壁としての力が有意味的に大きく見える程その言葉

の系列が異なるというより､先の引用文にある通り､むしろ相反するものであるとしたら､象徴はそれ自体の独

自己のものか場合によっては共有のものかに限られる場合であると見える｡しかし､そもそも存在の系列と言葉

『パイドロス』を援用して言えば､言葉が存在の<Anschauen>の象徴であるときであり､しかもその直観が

言葉から存在へ到ろうとする礪讐とも卦卦町でありうるのは､イ

でなければ我々はおよそ存在という概念すら持ち得なかったであろう｣という風にへ㌣訂鼻)｡

見られるが､例えば｢存在は何らかの仕方で我々にとって到達しうる筈のものとして与えられている｡もしそう

ーチェの指摘を待つまでもなく屡々起りうる｡その典型は神の本体論的証明やプラトンの存在論的範時論などに

えられているようである｡しかしこのようなニーチェの言う因果関係の逆転とも見える原因や根拠への推論ほニ

あるいは物の<An.sich‑Sein>へ叶訂FS.岩こは､因果関係を逆転した認識論的な厨静(擬制)であると考
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無論､ニーチェの神の死を出発点とする遠近法的世界観は時蒜の

ゴスによって存在へと喚起される世界との一方的関係とは全く相違するのである｡
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との関係は､ロゴスによって世界を創る神とロ
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例えば､フッサールが､》ich

くとも､∧関係>のない処､象徴としての言葉もまたない､とは論理必然的に言わざるを得ない｡その意味では､

と言えばどうであろうか｡言葉が事物相互の関係の象徴､あるいは事物と我々の関係の象徴と言われる以上､少

言葉の終る処､存在もまた売る､という思想をニーチェはとらない｡しかし､存在の終る処､言葉もまた尭る､

理志向)

いて､｢真理を欲する｣という個体としての自己保存の本能を前提にして問わ

しかしこの間は､単に認識論の地平においてではなく､人間は真理が快いものであり､生を維持する限りにお

となる｡

理と虚偽について』(『ト二八七三年､sA戸S.≡)は､認識主体と認識対象を同根のものとする絆

と対象の適合､等しき者の出会いということになるであろう｡従ってニーチェの問(『道徳外の意味における真

形相的に認識さるべき者として出会うから､このような表現はないが､認識の真理とはイデアを仲介とした知性

象には<causa

慣は､『増しき知識』五
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人間は世界を神のように創るのではなく､フッサールの∧意味賦与(Sinngebung)>の場合と同様に<das

Geg｡｡St琶d〓ehe>の現れ方に差異があるとしてもやはり<Weebse‑spie‑>によって世界を開示すると

言わなくてはならないであろう｡意味とは従って<B2Nieh亡コgS一Siココ>(『琴冨○)と呼ばれている｡

der

Spraebe>(軋計已

uns)>としての真理の名の下に正当化す

に関して

㌻急芸彗已の象徴であり､文字としての言葉ほその象徴であるということになる(註20参照)｡

さて､｢ひとつの言葉とは何か?｣｡アリストテレスがこの間に答えるとすれば､フ勅勘ど
内なるパトス

プラトンもまた『パイドロス』において明示的ではないにせよ<心‑音声‑文字>の系列をしかもアリストテレ

スよりはより強烈に生動性を失う過程として考えていた｡しかし､認識が成立しうるのは先述したようにイデア

を介して等しきもの､同根のものが出会うことにあるから､このパトスからロゴスヘの転移はたとえ生動性を喪

失するものではあっても言わばイデアないしエイドスの連続的転位と言えよう1命題としてのロゴスについても､

｢ロゴスは必然的に何かについてのロゴス｣であり､その何かとは自らの内に形相的結合としての意味連関を有

しており､まさしくその唄っにおいて､それについて<しかじかのもの>あるいは<SはPである>という言表
が成立しうるものである｡
さて､ニーチェにおいて､｢ひとつの言葉とは何であるか?｣｡
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ひとつの語とは､｢音声の内に何らかの神経への刺激へNer<enreiN)を転写したもの(Abb〓dung)である｣
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(『ト･SA芦S●∽】N)｡かかる転写については､即ち<die
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三五
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｢もし人軋旬の外に､外の何処か世界のある場処に確実性が生起するとしたら､人の心とは一体何だろうと自ら

ることも確実竺Gewi写eiこの保証を求めることも､喝離の命題の誤用として否認されて
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hart《と言うことが許されるという

に拠る認識主体の内なる石と硬さの概念(形相)が､これも超越者としてのイデアを原因として当該対象に内在

訳ではない｡｢この石は硬い｣という判断は､プラトン的存在論的範時論では､超越的存在としてのイデア体験

する石と硬さの結合に出会って結合し､全体として相等しくなることによって､正しい確実な判断となる｡これ

Subjekti諾Reizung)>(『ト一SAきS●.巴N)にすぎな

に対して､かかる超越的根拠への推論を認めないニーチェは､｢この石は硬い｣というのは､》hart《
ganZ

三六

とでもない｡

でもなく､<硬さ>という概念の出自が明らかになって始めて｢硬い｣と安心して言えるというこ
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との<entsprecheコ>(町訂㌣S●∽‑∽)

とも訳出される

undefinierbares

と言うのも｢自然というものは何らの形相(FOrヨ)も概念へBegrここも知らず､また何らの類

へGattung)をも知らず､知っているのはただ<ein

(叶訂チS･巴N･∽)からである｡神経刺激の<転写へAbb〓duコg)>という言葉は関係の形式という

X>である｡即ち個と類という我々のたてた対立項も擬人的なものであり事物の<Weseコ>から由来したもの
ではない｣

urspr旨g〓chen

よりは単なる関係の事実を示しているに過ぎない｡それ放ここに我々は屡々<Abb〓dung>
プラトン的な言わば<die

Abb〓d

derUrfOコもV(S.∽‑∽)はないのである｡

してのミーメーシスとの類似性を認めてはならない｡刺激を与えるものと刺激と言葉(音声)との間には形相的
連続性､ニーチェの言葉を使用すれば<treues

しかし､もし言わばパトスとしての神経刺激が端緒であるとしたら､原初的な<Eヨpfiコduコg>へS●∽‑N)を

と

コa〓smus｣と密接に連関するが､しかじかの原因ないし条件の下に｢硬い｣という言葉､カテゴリーが成り

神経が何らか刺激されたということが端緒である｡後に言及する一八八八年の遺稿｢内面的世界のph賢○ヨe･

い､と言う｡

のは､<ひとつの全く主観的な刺激(eiコe

立つとい惑

》Ding

aコSich《などと亭っ言葉は｢この言葉の形成者へSprachb〓dneこにすら全く把え

(q出♪空c訂→乱『名宝→叫声

(叶訂㌣)ということになり､言葉は<Emp〓コd亡コg>の編にかけられ､

<Gef旨‑srede>

<urzustaコd>に押返し｣､｢可見的な動きを<心と原体験(See‑e

PhaコtaSie>によって｢言葉(Sprache)をそこではそれ自身がDichtung

ドゥルック

は<Sprach〓che

Phantasie>

でありB〓dでありGef旨‑で

Ur訂ben)>に前訳し返す｣

を欠くものとして批判されることになる(cf●QやC叶汁.

これが第二のメタファーである｣

(叶訂チ)として､∧刺激‑像‑

音声>の転移過程が‑アリストテレスの場合は恐らく刺激と像を共にしてパテーマとなるであろう‑語られると

の真只中に(現在の領域からの)完全な飛び越え(く○〓st芳diges

ぎerspエコgen)がある｣

き､このメタファー的転移について､｢即ちその(メタファー化の)度毎に､ある全く別種の新しい領域へSpl

h賢e)
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に従って形成される(コaChgefOrヨこ/

まずあ‰斬へ移される…ertrageコ)/
これが第一のメタファ･である｡この像が更にある音声としてそれ

メタファーとは特定の語法を示すのではなく言葉そのものを意味する｡大胆というのは､｢ある神経への刺激が

のために最も大胆なメタファーを助けとして用いる｣(『ト.SAローS.巴N)ということになる｡ここで言う

キューン

かくして｢Sprachbこdnerはただ事物の人間に対する関係だけを孝和ネ

s.∽笠･軍∽苧00去?芸etc.)β

Sprachb〓dn乳

ぶ､一八七四年のキケロについての遺稿の言葉を借りるならば∧装飾文化>を担う修辞学的なwOrtdichterや

uコd

誉1邑♪ (選)SA‑･S｡…)としてのみ自らの存在を主張することになる寧それ

ニーチェの著作では少くとも一八七六年に登場する

難く追求する値が皆無のものである｣

欠いた例えば

ワーグナーへの

ある

現

二訂㌣)と吉われているからである｡<旨ertrageコ>､<コaChfOrヨeコ>或いは<abb〓den>と

いう少くとも何がしかの形相的連続性を予想させる言葉は高々因果の連鎖を意味するに過ぎず､その連続性は別
種の領域間の<uberspriコgen>によって全く断たれることになる｡

メタファーとしての像と音声が客観的な形相的根拠を有さない主観的な刺激の結果として生ずるものであれば､

多くの人々が少くともそれにはある種の客観性を認める所謂感覚的な性質(例えばカントの用例を挙げれば､客

観的表象としての｢野は緑である｣というような)を示す言葉ですら､或いはまた敢えてその客観性を問うに

いうことば､先ずもって､
言葉は事物ないし現実(の本質)

へ適合する表現とはなりえない､

W2Senheiten>には全然対応していないような事物のメタファーのみである｣

ると思いこんでいる｡が､実のところ我々が所有しているものは､他でもない

urspr旨g〓cheコ

(軋訂チS.∽‑N･∽)である｡と

<die

も知らない｣から｢我々が樹木や色や雪や花について語るとき､そのような事物そのものについて何か知ってい

因の前に本来虚構としての一般性を喪失してしまうことになる｡先に引用したとおり｢自然は何らの形相も概念

足らないような日常語(例えばアリストテレスの亭っ明らかで平板なユニ乙や;て)も､主観的な刺激という原

三八

ということになる｡その意味で言葉は本来的に外向性､他者志向性を全く有していない｡既にプラトンやアウグ

言葉はそれを用いる者相互の関係においてもメタファーとなり､従って同一の言葉はない､

の同一事物(?)より受ける刺激の同一性ないし類同性或いは共同体性ないし社会性が証明されない以上､

｡とを意味する｡が､それが志訂激に促されたメタファーに過ぎなけ

扇
い

(墾

<原体験(⊂reユ2bコis〉>を想起するものとして役立つへcf.こ㌻㌣S.巴∽)､

ステイヌスが各々の地平において考えたように､言葉は､その人において､
d

､､

に過ぎない｡所謂一般的な概念は､後に言う<HerdeヲMerkzeichen>
ざものを等置することによって生ずる｣へ叶一軒㌣)｡

eiコヨa〓ge
gan2uコd
gar

iコdi<idua〓sierte亡.>と呼び､またそれを<das

は､ニーチェに従えば､｢等しから

Nicbtg‑eiche>

この命題いについてはなお若干の註が必要となる｡と言うのもニーチェほこの<Urer‑ebコis>を<das

へ祖

schaffeコde.wO〓ende‑Werteコde

なかったのであろうか｡その中に｢私のツアラトゥストラの全ては孤独への頒歌である｣

フィロロギーの可能性

が受けるも

㌻計> という

(『弓ざヨ㌻一芸

生じてきたものであろう｡それ故にこそ自己自身の自己自身による解題『この人を見よ』が書かれなくてはなら

はニーチェの自己自身の体験､ペルスペクティーヴュの深みへの終生変わることのない確信､深い思い入れから

される体験の<比類なき私性､唯一性､無限の個別性>の主張(註36参照)を思えば､原体験の一回起性の思想

する重要さを鑑みるとき､更に一八八七年の『悦ばしき知識』三五四で｢疑いもなし｣と極めて強い調子で繰返

言葉や<ヨ㌻慧→iefe(Od●エふFe)>､<ヨ:.喜Unschu‑d>という語に見られる<私>や∧私の>の有

ラトゥストラ』で恰も自己自身について語る<dieses

うか｡私には論理上の飛躍己berspringen)があるように思われる｡しかし､ニーチェが後にとりわけ『ツァ

のであるということから､果して直ちに体験の一回起性､徹底した個別性という帰結を得ることができるであろ

そのもの)が看取されるが､言葉がメタファーであることと､刺激は他の誰でもないこの私(主体)

呼んでいるからである｡毎には既に､一八七三年の段階で､悠ersp｡kti三

と

(弘

∈㌻監 禁さ00ーSA目‑S･】○00三とある(註37参照)｡

三

射

四〇
に譲るが､

愛と尊敬をもって生の美事な例を吟味し生の意味や価値を探る懐疑家(ヨ)ひ.p‥〓蒜et

現代をより良く生きるべく､古代を媒介として現代をより良く理解する営み(『P→etc●)

他の主体の精神に同化しその心に同調することかできるかも知れない｡事実､ニーチェの著作では､掛か深みを

紺机パ招棋㍑錯H減∬紺銅㍑㍍…鍼Ⅷ…州…

ろうか｡<Phantasie>という語も『我ら文献学者』一二四に見えるが､所詮は想像力も自己の経験の射程の

一挙にメタファーの二重の溝を飛び越えるというのであ

ことである｣(qb‑一N‑SAl‑S･‑怠)と述べられている｡言葉のメタファー性､原体験の一回起性が､いかなる接

ち彼らの精神(Geisこ貯拠り彼らの心(Mut)を以って探究し続けること､そしてその探究に倦むことのない

である｡更に､七三年の『反時代的考察』第一部において､｢古典作家を尊敬する道(Arこはただひとつ､即

卵

であり､文献学とは､

可

(註9)

の下に多くの覚書が遺されているからである(註‖参照)｡この覚書から得られる文献学者とは､詳しくは別稿

的著作とされる『悲劇の誕生』は七四年に善かれており､七四年より五年にかけて『我ら文献学者』という標題

として想起の縁でしかないもの)を相手とする文献学とは果して何であろうか｡それと言うのも､唯一の文献学

と言うぺ､詫密命題が何れも一八七三年までの著作の中に含まれる

メタファー(言葉)がそこから生ずる主観的刺激あるいは原体験は徹底して一回起的､個別的である､

前節の命題㈲､㈲､仙に付加して､

招㍑適齢㍑町つ…銅…絹

∵‑卜｢∵｢㍉≡二∴∴㍉‑一
､､

､､､､､入組

ていると言って良い｡ワーグナーとの出会いと別れはそのひとつの典型であったし､共に

また自らより去ることを命ずるツァラトゥストラはかかるニーチェのイデーの具現者であったひ

Ph二〇SOphie>

(『曙先』四八)が故に世界を読んでゆくことになる

､､､､

■‑○

創也琴る者を求めつつ

の価値尺度は｢ひとつの精神かどれ程の真理に耐え､どれ程の真理を敢えて行うのか｣とい

ることなく直面する∧内面の現象学(Ph筈○ヨena〓sヨuS
der､エコnereコ

We〓;)>

(註11参照)｡

四一

が要請されることにな

て優れた意味で実験哲学となり心理学となる｡かかる心理学的実験哲学において原体験に他者の解釈を介在させ

(坐

りで何が起ったのか｣を問う､我々自ら我々の実験(E召eriヨeコte)となり実験動物となるという意味での

その意味でニーチェ的フィロロギーは､｢私は何を本当に体験したのか(eユebt)､そのとき私の中で私のまわ

｢一切の事物は人間の限界にすぎない｣

ーは､既に文献学的命題回､㈹を包越して､自己自身を介して或いは自己の魂の壁の内で､自己自身､他者､そし

論理の弁証法的展開の中で､言わば言葉から存在へ向う狭義の文献学は放棄されてゆき､ニーチェ的フィロロギ

の重圧を破る偉大なる感性の共鳴が反面において語られる｡論理は共に飛躍している｡相反して飛躍する二つの

自己自身の体験への評価から､一方ではそれに相応しく原体験の限りない個別性が語られ､それ故にこそ孤独

へノ

この異化と同化の相反する二極の間をニーチェは文献学の時代より自己自身の解題を試みる最晩年まで動揺し

いる｡

性咤平とは位相を異にするトポスにおける掛奈駄の呼応とも亭っべ

際立たせる遠近法的な異化の論理あるいは距離のパトスが強力に語られる反面において､共通感覚や概念的類同

<‑nterpretenunsererEュebnisse>､即ち<

て

言葉の国の終る処､存在の国が始まる､

とも訣別する処､

る｡かかる文脈において､所謂文献学とも自らの置き入れた価値をアプリオリなものとする悪しきフィロロギー

(姐

∀[uコdaヨ当一a〓二eb菰としてのVMetapherb〓du芸風

という逆説的な命題が暗黙の裡に立てられることになるであろう｡

局

Gef旨‑der

Wahrheit>(『ト.●

Wirk〓chen>(叶訂礼‑S･∽‑∽)という事態を招き､かかる見過しとしての忘却､無

(註24参照)｡

We〓)>を構成する直観的なメタファーが如何に

<indi三due〓

より人間的なもの､そしてそれ故にこそ規制力をもち命令的なもの｣であれば､如何にして我々はかかる人間的

ihresg‑eichen>であっても､概念による新しい世界が｢より確かなもの､普遍的なもの､より周知なもの､

世界(aコSCha亡〓che

und

Ohne

という特殊人間的な能力(S.讐こに由来するのであれば､そしてたとえ<直観的な最初の印象からなる直観的

もしかかる世界が､｢直観的なメタファーを何らかの図式へと稀薄化させ､何らかの像を概念へと解消させる｣

S･巴A)に到達する

意識性の内に､言わば共通感覚(qb♪『毎PSAi}S･∽0000)の地平に<das

des‑ndisidue〓eコund

かる義務は本来慣習に過ぎぬにも拘わらず､この言わば本然と化した慣習の中で人々は､<dasごbersehen

のありようを理解することが､社会(Gese〓schafこの要請であり､社会の中で生きる人間の義務である｡か

人間的に変容させられた世界を包みこもうとするへcf･『トーSA声S･∽‑三｡言葉､概念の覗き窓を介して存在

言葉は､そして学問は言わば直観の埋葬所となるべき概念の建物を構築し続け､その内に全ての経験的世界､

四

な世界とその中での存在を勇気づける真理感情の呪縛から逃れることかできるであろうか｡むしろ直観的世界は

不確かでその非在の不安に我々は耐えられないのではないか｡従って､ニーチェが｢メタファー形成へのかの衝

(S･≡)と述べるのは､基礎的衝動であることは確かであるとしても

勤､人間の基礎的な衝動は､かかるものを無視すればそのことによって人間そのものを無視することになるが故
に一瞬といえども無視しえない｣

の文脈からして余りにも背理ではなかろうか｡もし人間的であることの第一義を比類なき個的実存に認めようと

するならば､そのような頑へE已st｡｡Z〉においては非在の不安

なくてはならないであろう｡それ故やはり一方では､彼は､｢あの原初的なメ.タファ一世界の忘却によってみ､

人間的ファンタジーという根源的能力(urくerm蒜en)から熱い流れとなって送り出る本源的な像の魂が硬化し

凝固して始めて､この太陽､この窓､この机こそひとつの真理それ自体であるという抗し難い信念を介してのみ､

要するに人が主体でありしかも垂術的に創造する主体であることを忘れることによってのみ､人は何程かの安ら

(S.〕‑三と語っているのである｡

ぎと確かさと整合性とをもって生きることができる｡従ってもし人がこの信念という牢獄の壁の外へ一瞬と言え
ども出ることがあれば､人の<自己意識>は忽ち失われるであろう｣

原初的な､直観的なメタファー形成の世界､ファンタジIの世界に個としてあえて留まることをもって人間的

とするか､あるいは共同体の中での正名の秩序の中で自己であることを確認し維持してゆくのが人間的であるの

に曝され､また他方は､苦痛のうちに､他の別種の世界(あるいは真理)の受容

四三

を認めた

(S･害)からである｡但し､何れの道を採るとしても､一方は､絶えず掛の世界から掛の世界への頼

｢主体と客体という如き二つの絶対的に異なった位相の間には何らの因果性も正しさも(適合した)表現もない｣

は､まさしくそれが自覚的か否かはおいて自らの志向として何れかの世界との関係に入るからである｡そもそも､

か､ニーチェ自身､少くとも表面上はどちらもありうべき人間のあり方として語っているように､決し難い｡要

⊇eltperzeptiOn)

nacbstamme‑nde

dichteコde

schaffendes

und

frei

Subjekこであることが可能な

くerhalten)､

言葉への口籠りながらの置換

erfiコdeコde

machen)ところに､<独創性

NN∞)､かかる眼をもって｢未だ名を有さず､名をもって呼ばれえない何かを見

Einヨa〓ge>を看

Mitte‑sph師re

という如きものであり､しかもなおかかる不確実

〓reヨd)
andeutendeぎertragung)､全く異種の
UbersetNung)｣
frei

Mitte‑kraft>(叶訂チ)が必要である｡それは､更に積極的に言えば､そこには何か似たもの､同じよ

な移行を能く持ち堪えるためには､<eiコe

え(eine

即ち暗示的移行(eine

両者の間に何かあるとすれば､それは｢高々美的(ないし感性的)態度(ein㌻こ杢㌻岩訂句

先に引用tたとおり､全く別種の位相に立つ主体と客体の間には確かな関係の形式はないとされている｡もし

のであろうか｡

の出会いの原点に立戻り､垂術‑創造的主体(k旨sこerisch

さて､ファンタジーによるメタファーの形成か人間の根本衝動であるとして､人は能くその対象的なるものと

しても人は原理上はファンタジーと概念の間で或いは感性と共通感覚の間で動揺することになる｡

とりわけ後者は概念構築による強固な保護(S●∽‑三を必要とするのであるが､そのことは措くとして､何れに

り､正しい尺度によって測ることの無意味さに気づく羽目に陥ることにもなる(cf･や巴?こ｡その意味で､

四四

ギリシア人(『ト.S.∽N三 の場合は､歓喜に満ちた英雄としての直覚的人間がその

<die

metaphOrische

の神の実に近づくということではないだろうか｡昂接した精神によってミュートスを形成したとされる古代初期

顕わにする独創の域に達するということば､自らの大いさにおいて自らの価値を映す小さな存在を喚起する創世

(Origina〓t讐)>が成立する(叶訂チN巴)｡しかしメタファー形成の主体か自由に発明し名を映え何かを

ること｣そして名を与えつつその限りでそのものを顕在化させる(sichtbar

取する眼が必須でありへcf.山東VI

うなものにすることへdie㌢n〓chse}lerei
u●G‑eichヨaChereこではなく<das

und

(S･∽】こ

AリS号己ung>の輝きによって､理性の苦境を越え､生唾象や美として卦

をリアルなものとして享受するということになる(S.〕Nこ｡かかる意味での垂術による生の支配という思想は､

dieses

Nustaコdes

(mit
sie

sind■Dies

Kraftsteigeruコg=deヨ

ins

を洞察して

く○〓kOヨヨene

widerspiege言‑bis

くer≦pnde‑n■ヨ㌢ち慧⊇

Macht

deヨGef穿‑der
seine

sie

一八八九年の著作『偶像の黄昏』(の訂NS‑b㌢ヨ買§やQb)に見えるまさしく遠近法的な垂術観に連関して
MeコSCh
Dinge}bis

くOe‑kOmヨenheit

die

ゆくものである｡そこでは､垂術は次のように定義されていた｡
Der

Seiner

Rausch)くerWande〓
Refle冥e

isTKuns二仏性→㌻､睾垣内鴎叶慧ち§霊こ句昌竜SpSAH‑2･慧示)･

しかしなから､メタファー的直観はそれか如何に卓越したものであれ､客体の本然(本質)

｡れを規定してゆくのではなく､むしろ主体と客体の間で仮象の衣

persOna〓ty>

の射

ーチェ的フィロロギーの目的であった｡

Red2コ)､あらゆる音の欺き(L蒜e)

へZ㌔‑b買GS…S札内N㌫A目‑S･会∽)｡

四五

生を美しい宴として享受する｡鴎虹の欺きによって自己を救済す

の快きことよ｡音をもって我らが愛は五彩の虹に舞う‑｣

に他ならず｡以って人は万象の上を舞う｡あらゆる語りへa〓es

て語る｡｢事物に名と響きの与えられたるは､事物によって蘇生せんがためではないか｡語ることは美しき痴戯

と響き(T冨e)のあることを喜び､それを永遠に分たれたものの間に懸かる幻の橋(Schein.Br芳ken)とし

いうことである｡その意味では､ツァラトゥストラの次の言葉は実に示唆に富むであろう｡彼は言葉へWOrte)

程においては､何とも関連するが､｢究極のところ､われわれは宇宙のなかに自分自身の姿を見るに過ぎぬ｣と

織りなしてゆくに過ぎない｡岡倉天心の言葉を借用して言えば､<aesthetic

川

SCh萱2risch

ヽ

d2rヨ芳トーigen

gegenw蜜･

四六

2u2n‑spr2Cト2n=SA臼･S･㌶こためには､先ずもって､少くと

｢言葉の国の終る処､存在の国も亦た売る｣とは言い難い､主体と客体の錯綜したそして緊張した関係を描写して
いる｡

大いなる沈黙の内なる主客の交錯

ヽ

お少しこのパトスについて述べておこうと思う｡

ぁたりプラトンの用語法に倣って∧自己喪失のパトス>と呼んでおく｡『曙光』四二三を解釈する一助としてな

に余る名状し難い現実に出会うことがある｡通常の嘩勤材与を拒む現在的なるも

ょって諸事物を整序し､概念の共同体の内で生を養っているからである｡しかし時によって人は概念的了解の手

沈黙は恐らく日常屡々起る事能苛はない｡大いなる沈黙と呼べるものは更に稀である｡日常ペは概念的理解に

ヽ

る緊張の内に自ら生ずることが肝要なのである｡八‑年の『曙光』四1三は､沈黙せざるを得ないカオスの

ヽ

化である｡そのカオスの中より舞う星が生まれるか否かは知らず､カオスがファンタジーと抽象的記述の相反す

ゴリーによる分類的記述の志向に逆らって沈黙すること(くerStumヨenこ訂㌣)が必要となる｡それは｢全く

も古い概念ないしカテゴリーの枠組を否認してゆくこと､そしてまた､絶えず生起しようとする抽象化言わばカテ

tigen‑ntuitiOn

っかしい｡即ち､｢強力な現在的直覚の印象に創造的に対応するEindrucke

常には語り出されない｡｢概念によってではなく直観によって導かれる｣ことは抽象的世界に馴れた人間にはむ

メタファー的直観が仮象の美によって人を｢生きるに難い生｣より軽やかに解き放つとしても､言葉や響きは

牒じられ計喩や未
五

ヽ

プラントの存在論的カテゴリー論においては認識とは形相的認識であり､主体は形相的認識能力を生得的に有

する者であった｡しかし､初期対話篇ではそのことは明示的ではないが､『パイドロス』より知れる通り､生得

的認識能力にも序列があり､全ての人が同一対象に等しく出会い､同一の名へ㌢芸已をもって､しかも同一の

(空監守E

N会d00ーeこを実現しているものとの出会いにおいてはそ

意味内容(あるいは深さ)をもってそれを呼ぶ､ということはありえない｡とりわけ､美をそのひとつとする神
性を有する諸価値(善､正､節度など)

ぅである｡原理上そのことは日常的事物にも妥当すると推論されうるが､名にも自と軽重があって､この場合に
は命名のとくに実体の名をもっての命名の個的偏差は殆ど無視されている｡

さて､プラトンの著作ではそもそもパトス的なるものが積極的に描写されることは珍らしいが､『パイドロス』

のミュートスにおいては､まず認識㌻u:㌻更)とは魂の純粋現実態において見た(空慧㌢ミN念e

を想起することであり､まさしくそのためには力の限りをつくして(昌→酔

註昌七㌢㌢晋計き曾急告qm:h恵S更→払㌢T已その真実在(認識論的存在論的原因としてのイデア)

(N念dTこは

く用いる(N念cこ知を愛する者の精神;TQq尽へ訂q意冨㌘払…へ已が必要であることが再確認されている｡

(N∽OaTN)し､｢この世の美(1動乱己冨)を見て､真実の美を想い起すこと｣

一般に言って､｢全ての魂にとって此岸的なものを便りとして超越的なものを想起することは必ずしも容易なこ
とではない｣

猶のこと難しい｡プラトンは美しい者との出会いについて､その出会いの発端を､｢秘儀に参与して間もない者

やそのとき他にも増して多くの真実在を見た者は､美を良く写した(諷ゝ訂句mCモミ玉食へてQこ神々しい面差
しゃ肉体の姿を見るや否や､先ず震えがきてへ叫昔へへこかつての畏怖の情;車ざ已■の幾分かが蘇り､次いで美

しきものに直面しっつへ司も芸Qもこ神の如くこれを畏れる｣
(N巴a†こと述べている｡かつて見た聖なるも

の(T:鼠)ものの露魁封輔弼が有している少数のものにあっても､｢超越的な

四七

ヽ

ヽ

(NgaTbこ

の中で蘇える､

さて､『曙光』四二三は以下のように語られる｡

ということである｡

ものが根拠との関係の回復(想起)

という状態である｡

は､関係の内に美という名の定義や説明あるいは対象のあり方が明らかになるのではなくて､美という名その

名､述定の力を失う､

呵極めて明らかに圧倒的に現象する美との直観的な関係の中で通常の生活を整序している日

山､卓越したものとの出会い二女㌫こにおいて自己喪失のパトスが生ずる｡

方位を持つと見えるから､註釈は別稿に譲るとして､ここでは次の三つの点を確認しておこうと思う｡

スを主題とするものであるし､また根拠を超越者とすることにおいてニーチェの世界観とはさしあたり相反した

プラトンのミュートスは美そのものというよりは美を最大の関心事のひとつとする心のあり方とりわけエロー

なるのである｡

う対象との小さな関係を包越する言わば大きな磁場の中で概念的整序によって安心する主体も所在を失うことに

に名として成立することの根拠が再確認されなくては述定のカテゴリーとしての力を失う｡そしてまた述定とい

が活写されている｡ここでは､美という名はその出会いのとき一旦は心の内で発せられるであろうが､記憶の内

その力によって打たれ自己を失うそして相剋の内に存在の根拠との関係を回復してゆこうとするその心のパトス

プラトンのミュートスの中では､対象が如何にあるかというその特性についての記述よりも､むしろ美の前で

パトスが何であるのか知ることができない｣

ミr…ミ更)｣(Nga?このである｡それは即ち､｢未だ理解(㌘更q冨てMq冨こが十分でないためにその

会った(冨eqへて)ときは､驚きに打たれて自己自身を喪失してしまう(㌻已‡↑…T更…〜Q㌢㌣

四八

｢海辺に釆た｡ここで我々は都市を忘れることができる｡丁度いまもその都市の鐘はアヴェ･マリアをしきり

いまは一切が沈黙する/

海は青槌め､キラキラと輝いて横たわっている｡海は何どとも語るこ

と打ち鳴らしているが､‑あの昼と夜の別れ目の､暗く､愚かな､しかも甘美な響を‑それもほんの
きのことだ/

とができ.ない｡大空は……(中略)｡大空も物を言うことができない｡……(中略)小さな岩礁や巌の帯､彼等

もみな物を言うことができない｡われわれに突然襲いかかるこの巨大な沈黙は､まさしく美であり､戦懐だ｡

der

という人間の根本衝動のもたらすものであろうか｡胸の中に言わ

m㍍ch二geコgegenW賢こg2n‑ntuitiOn警吏首誉コ㌻已

(氷上
(私の)胸ははりさけそうだ｡‑しかし私は想う､この沈黙の美は人面に対する欺きではないのか
英廣訳､傍点､括弧とも筆者)｡
胸(エerz)の膨張は､<deヨEiコdrucke

N亡entSpreChen>(『ト.SA眉S･∽Nこ

ば出を待つ直観的メタファーが満ち満ちているのであろうか｡もしそうで点るとしたら､それにも拘わらず何故

ニーチェは､語る(redeコ)主体､沈黙する(schweigen)主体を人以外の万象に求めるのか､更にはまたその

沈黙を敢えて欺きと呼ぶのか｡沈黙(Stuヨヨheiこが美しいのは､恐らく直観性を欠いた無神経
stuヨヨeS

Abeコdspie‑ヨit

rOteJge‑beJ

Uコgeh2亡r2S>を前にして止まざる

と言われているに過ぎない｡海や空や岩を命名し述定する通常の関係方式は､既にかかる

ewiges

の表出を抑制しその限りで美を維持しようとしているからである｡海についてはb‑eich‑g‑賢zeコdという二
Farben>

語が与えられ､大空についてはただ<spie〓sein

gr旨en

方式の無意味さを戦懐を以って(graus2nhafこ暗示する<e‑waS
を得ないのである｡

一切の沈黙が欺きとも悪意とも見える中､静寂は一層深まり｢再び私の胸は一杯になる(schw

が<scぎe〓en>するのは､出を待つメタファーのためではなく､｢私の胸がひとつの新しい真理のために驚

四九

ヽ

き戟い･ているへ2rSChrickこ｣からである｡即ち｢私の胸もまた語ることができない｣

､､､､

Sch筈heiこの中へ何どとか(e‑was)叫び出そうとするとき､胸は自らそれを嘲弄

Spre‑

Denken)さえも私には厭わしくなる｣｡と亭つのも､全ての言葉の背後で､

自己自身を超えた崇

SA眉S･≡)もまた<ヨ21aphOrische Anscトa亡ung>(S･㌶こも､ここでは既に拒否されていた<Abs‑
tr賢iOn>と共に却けられるとしたら､またその意味で<My‑ト亡S>も<Kunst>へS●≡)も棄て去ら

すること語り出すことが根本衝動であるからである｡しかし､いかなる<Anscトauungsme

黙のうちに留まり続けることは恐らく人間の涯分を遥かに超えた崇高さであるかも知れない｡メタファーを創出

海や夕べは語らない｡語ることなく自2の内に安んじているQ人は海や夕べのようになることはできない｡沈

高さに?｣とニーチェは問いかけている｡

て､輝いて､沈黙し､巨大に､自己自身に対する平静に住するようになるべきだろうか?

たちは人間に人間であることをやめよと教えているのか?｣､更に続けて｢人間は君たちが今ある如く､蒼槌め

∧この美>の強烈な印象はその巨大さをもってひたすら人に沈黙を強いてくる｡海､そして夕べに対し

<‑rrtuヨ>や<Einbニdung>や<Waトngeist>が笑うように聞えるからである｡

Ch2n〉､いや考えることへdas

<sch葺erischNuen‑sprecheコ>という態度ですらここでは拒まれる｡即ち｢語

ヽ

一層口と胸との対立が深まる｡
｢口がこの美(diese

ヽ

する傾向は､‑それは恰もプラトンの描く魂の三部分のひとつ欲望的傾向を担う悪しき馬の理性
本能的盲目的な衛動にも似ているが‑､正しく根本衝動であるが故に払拭しきれずに持続してい

(原文イタリック)とい
ぅ否定的な空虚な事実認識に充たされてしまうからである｡それでもなおその真理に抗うかの如く語り出そうと

五〇

する｣と言われるとき､この<e‑畠S>は全く無差別であり､恐らくは直観的メタファーでさえも或いは

ヽ

したら､針s｡h萱eris｡h>である｡となぞおよそ出きるはずもない｡沈黙のみが美し

しながら既に人は自己自身も含めて万象との抜き差しならぬ関係に入ってしまっている｡後の『ツァラトゥスト

ざる言葉｣すら美しいとは言えないからである｡それでは海や大空や夕べとの関係を放棄すれば良いのか｡しか

ラ』では正しく大地こそが実存の基盤であった｡

(註49参照)｡そ

原初的なるものの忘却に基く概念的構策の世界から直観的世界への還元はここでは見事に挫折している｡それ

が直観的世界から更に形而上学的な道を歩むプラトンとの大きな差異である(命題2)｡創造的であることが創

造的に思惟し語り行うことがニーチェの哲学的実存の要であり形式であるにも拘わらずである

してその実存的実験哲学をもっとも特色づけている遠近法主義はパトスの深みを語り出す言葉なくしては､先に

も言葉と響きの存在理由についての引用をした如く､成立しえないのにである｡これもまたニーチェが『ツァラ

トゥストラ』の『三態の変化』で語る獅子の姿であるのだろうか｡ツァラトゥストラは次のように語っている｡

と｡｢私の胸もまた語ることができない｣という∧新しい真理∨の承認は､実体のない言葉を案出してゆ

｢新らしき価値の創造､‑
之は獅子と錐､いまだよくなし能うるところではない｡されど､新らしき創造への
自由をみずからに創造すること､‑之ぞ獅子にして初めてなしうるところである｣
(竹山道雄訳､sA目‑S･
N芝)

への道はさ程開かれているようには見えない｡

く虚妄の語りや概念の楼閣に支配されていた心(Berz)をむしろそこから解放し自由にすることであるのか｡し
かし､ここでは創造へSchaffen)

語ることができない､という新しい真理･(出来事)の承認が自由をもたらすとすれば､それは『悦ばしき知識』

unend〓ches

<das･当意ぎ=買慧…

Niehts>の中に行暮れるしかない自由と似てい

こ遥ごの断片一二五(一八八二年)における､神の死が未だ途上にある<dies§垣内訂弓匁Ereignis>であ
り､その把握し難い途方も無さの故に<ein

る｡それに対して同書の断片.三四三(八七年)は､むしろ神の死を明るさをもって

五一

Er2‑gnis>として把え､それを∧自由な精神∨にとっての<曙光>､冒険的航海のための開かれた海､地平の

解放と見徹して､新しき創造への期待を語っている｡この二つの断片には五年の隔りがあり､この五年の間に

<ヨenSCh=che

(叶訂チ)となるとも亭えるのである｡

und

Nゝ与良…息㌢訂缶訂誓言2宝ざSA目､S･冨)のひとつであると言える｡そ
a〓erくergぎg〓chkeit>

Phan‑as‑e>､<ヨ2‑aphOユsche

Anscトauung>

∧呼応∨の関係における主体と客体の交錯に､更に亭えば､∧言葉から存在へ>の方位をとる文献学的志向を､

性の発見がありうるだろうか｡ただひとつの手がかりがあるとすれば､それは海や夕べや大空との関係､それも

している｡『悦ばしき知識』断片一二五から断片三四三への転換に相応するような思索し語ることの新しい可能

が自己の内面の現象に直面して得られたものであるからこそ､却って新しき創造への道を切り開くことを困難に

しかし､､ぺⅧ吠銭る沈黙の内で畏怖をもって承認させられる<私>にと

Rechtfer二g2r

れ故に､恐らく｢語ることができない｣という内面の現象論的真理を是認する者は､<F苦sprecher

<多くの苦き死>(2P

断片一二五のカオスの苦痛のパトスを経て始めて有意味に語り出される｡それは言わば創造者が生れ出るための

『ツァラトゥストラ』が成立している(八三‑五年)｡ツ㌣フトゥストラの旅が示唆するように､断片三四三は

五二

‑即ち私が直観的メタファーを見

てもそれを果すことばできないであろう｡と亭っのも体験には言葉か欠けているからである｣
㌻慧ちq宍㌻芯昌鋸軍ぎNの一SA目､S･‑00ごと語られている｡体験の固有性については既に引用したとお

を評価していない｡我々の固有の体験(Eュebnisse)は全くの処軽口ではない｡たとえ体験かそれを望むとし

って書かれた『偶像の黄昏』(Gb)においては､｢我々が我々自身を伝えようとするとき我々はもはや自分自身

かかる逆転はニーチェにおいてありうるのだろうか｡一八八九年『この人を見よ』こ紹こと同年にそれに先立

出すことへの期待と挫折を介して､逆転させることにある｡

(∽ぎ叶､も垣内

<das

einヨa〓ge
ganz

und
gar

iコdisidua〓sierte

elg2n‑=cトe

Ureュebコis)として初期遺稿の中で既に語られ

Ph芳○ヨ2n2〓sヨuS亡コdPerspektiくisヨuS>な

ており(『トーSA日‑S･∽‑∽)､八七年の『悦ばしき知識』三五四でもそれが更に断固とした形で強調されて語
られ(註36参照)､この文脈で､<der

る語が登場しているのである｡然るに一方､ニーチェはパトスを語り出す<文体の垂術>の可能性についても自

負をもって語っているから､語り出すことへの挫折の体験はまた新たなる語りと沈黙の弁証法的関係へと発展し
ていったことになる｡

ただ､我々がここで亭っ<存在から言葉へ>の逆転については､『ツァラトゥストラ』の中にそれを示唆

箇処『帰郷』があり､ニーチェは語り出すことのひとつの相としてこの部分を重視していたらしく､『この人を

見よ』の『ツァラトゥストラ』の解題の三節､インスピレーションや啓示(Offenbarung)について述べる処で
引用している｡

存在から言葉へ

れているある特別な秘密の知への通路が(詩人には)あるかの如く｣信じ､また全ての詩人は｢天と地の間にあ

る事物について何どとかを経験しうる｣､それは恰も｢自然の方が詩人への恋に落ち｣､｢詩人の耳に忍び寄って

秘めどとを語りかける｣と信じている､と語り､｢天地の間には､ひとり詩人のみがその何どとかを夢見たとい

ぅ多くの事物がある｣と嘆いている(SAH〉S･∽00∽)｡この詩人たちの夢想は観客を欲し内面へ向うことを知ら

ない処に成立する｡我々が既に見た<大いなる沈黙>の内に到来した新しい真理はここではまだ体験されていな

五三

『ツァラトゥストラ』第二部『詩人たちについて』において､ツァラトゥストラは､民衆は｢彰適者には塞が

六

い｡しかし､この章の終りにおいてツァラトゥストラは詩人たちが｢自己自身へと眼差を向ける｣ように変化し

(S●畠N)｡ここに言う比喩は事物に向う人間か形成するメタファーと言

切の存在が言葉になろうと欲する｡一切の生成がここにあっては私より語ることを学ぼうと欲する(傍点著者)｣

｢ここでは､あらゆる存在の言葉が私に到来し､言葉の社は私に向かって開かれてくる｡ここにあっては､一

にこう語っているからである｡

うよりはむしろ､人間に向う存在が形成するメタファIと考える方が良いかも知れない｡ツァラトゥストラは更

きいて快く応えるということである

事物に対して真直ぐに率直に屠りうる｣ということであり､その語りかけに､一切の事物がそれを自らへの讃美と

跨ってあらゆる墓へと進む(｡とが嘩る)｣(S･缶N)からである｡それは

従する｡と言うのも万象はお前の背に跨って進もうとするからである｡ここにあっては､お前はあらゆる比喩に

人の夢想に酷似しているが､｢ここにあっては全ての事物が愛撫するかのようにお前の語り(Rede)に近づき追

るが､その故郷の孤独はむしろツァラトゥストラに｢語り出すこと｣を勧めるのである｡その言葉は第二部の詩

さて第三部『帰郷』(SA戸S.畠N‑こにおいて､ツァラトゥストラは言わば自らの故郷とも言える洞窟に

るようである｡
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とした古い習慣の<忘却>としての創造の<新しい始まり>は､方位は異なるが､何かプラトンの語るペリアゴ

ィ｡｡干は開けない｡そして恐らくその新しい関係は､テク子の領域
き能菱によっては成立しえないように思われる｡問題は方増や掛獣

て自己の内的経験としての現象を冷静に見据え､自己否定の苦痛を経験しなければ新しい自然との関係の道‑フ

っっぁり､｢精神の筆者｣として現れて牒浸詫巧牒↓て守る(S･草

五四

へs●急ご｡言葉を与えるのは私ではなくてむしろ存在である｡無論私は存在に語ることを教えることはできな

い｡もし人があの詩人たちのように夢想するのではなくて､存在が自ら語る機縁となるということであれば､大

いなる沈黙における美の体験､新しい真理の前での挫折は新しい転機を準備したということができるであろう｡

しかし､それはどういうことか｡能動的なメタファー形成の根本衝動自体の変容を余儀なくされるということ

なのか｡創造的な主体は受容する主体へと変貌せざるを得ないのであろうか｡そのことを裏書するように､この

｢帰郷｣の引用文は先に述べたとおり､再び『この人を見よ』の『ツァラトゥストラ』解題第三節(SA目‑S･

〓巴‑N)に引用されている｡この節は｢この十九世紀の末に一体誰があの不屈の時代の詩人がインスピレ｣ショ

ンと呼んだものの明噺な理解を持っていようか｡もしなければ私がそれを述べよう(beschreiben)｣という言

二つの道で『ツ

(シルヴァプラーナの湖畔の三角岩の

葉で始まる｡しかしそれはInspiratiOnやOffenbarungという言葉をニーチェ自身の卓越した思索の経験に
即して解説するというよりはむしろ､その言葉を用いる以外に､｢そこで

(永劫回帰の)思想が私に到来した｣(S●〓N00)､あるいは｢(ジュノア近くの海辺の)

Mundst賢磨Mediumきerm芳htiger

Ge畠〓en>以外のものではな

ったということであろう｡かかる思惟の体験について古代の人々が抱いていた｢迷信の残樺をもって｣言うなら､

<Geschichte>へS●〓N00)を語るすべはなか

ァラトゥストラ』の第一章全体､何よりも典型としてのツァラトゥストラその人が私に現われた､より正しくは

側)､この

る｣

彼が私を不意打ちした｣(S●〓崇こというツァ.ラトゥストラの

ニーチェは事実上<lnkarnatiOJ

(こ軒チひ〕左?こというこ

が｣何かが､人をその心の奥底から憾がしまた覆えす何かが､

ということであり､｢神が自ら語り手;ゝへre∑となる｣

いということである(S●〓∽こ｡プラトンの言葉を借用すれば､それは｢詩人が神々の通訳〓首竜で竺㌣)とな

こQき諾倉†ご

Offenbaruコgという言葉蒜egrif二

五五

とである｡
｢

einfach

Tatbestand)｣｡ことが向うから｢稲妻の始く､抗し難くへヨit

突然､言いようもなく確かに精妙に見えてき､聞えてくる､ということを意味するならば､それは単に事実を述

べたものである;escbreibt
のである(SL‑∽こ｡

NOtWendigk2iこ､ためらう暇とてなく､光り出る｣とき､｢人は(ただ)受け､誰が自らに与えるのかと問
うこともない｣

受ける像(B〓d)や比喩石‑eichnis)について､このとき｢それが何であるか｣を明らかに理解すること蒜e■
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然として重く影を落している｡

沈黙の裡に遭遇した新しい真理(遼∵芦ご､体験には言葉か欠けているとした冷徹な認識二塁ここヱはなお依

た像や比喩がそれ自体永遠のものとして留まるのだろうか｡ニーチェ自身に拠ってそうは思われない｡大いなる

てはフィロロギーもフユノメリスムスも少くとも一旦休止する｡しかし､この稀な啓示の体験において与えられ

存在が言葉になる､或いは､パトスかロゴスとなる､という逆転した対象的なるものとの錯綜した関係におい

スはここにはもはや存在しないと見えるのである｡

とっての真性を吟味するフィロロギーの精神､啓示的体験のありよう(現象)を見据える私のフユノメナリスム
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grifこはもはや不要である｡それが｢最も直接的な､真直ぐな､単純な表象として自らを差出している;ie･
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『この人を見よ』に再録されている『悦ばしき知識』の『大いなる健康』と題される三八二節(一八八七年)

で､｢従頑聖にして善なるもの､触れる｡と諸されない神的なるもの

｢偉大な厳粛(Ernsこが初めて生t､

までもなく溢れ流れる豊かさと力強さをもって戯れのなかにとりこんでしまう｣精神の危険な誘惑､精神の理想
が説かれている｡この精神の戯れ､｢生き生き上したパロディー｣と共に
本来の疑問符が初めて置かれ､魂の運命が逆転し､時針が動き､悲劇が始まる｣｡

健康蓬神は試みる真芸覚を失う｡とができない｡それ故に『ツァラ

てただに形象にのみ止まらざらしめんがために､われが愛し､没落せんと欲する所に｣美がある､と言われる｡

ィオニュソス的と呼び､それを見出したが故に自らを∧最初の悲劇的哲学者>と呼ぶ権利を有すると語る<悲劇

即ちいかなる像も比喩も自己を否定する個体と共に没落する｡そして『この人を見よ』において､ニーチェがデ

の心理>についての<究極の知識>とは､『偶像の黄昏』の最後の断片にある｢最も疎外的であり最も困難な諸

であった｡

問題のなかにおいてさえ生それ自身に対して然りとt言うこと､生の最高度の典型(Typus)を犠牲に供してすら
自らの無尽蔵を悦ぶことのできる生への意欲をもつこと｣

ものの<忘却>がニーチェにおいて果されているとほ思えないからである｡健全な真理感覚の下に
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とを甘受する他に道はない｡しかもその道は､存在と思惟ないし言表との或いはパトスとロゴスの関係における

､､

｢試みること

<遊ぶ小児>鳴れそのものかどうかは分らない｡と言うのも<新たなる始

運命を逆転させ生の最高の典型をも没落させる善悪の差別を越える無邪気な戯れがあの三態の変化の最後の姿､

(65)

と問うこと｣をもって<自己の趣味>としてゆく精神にとっては､｢過ぎ去らざるものは比喩に過ぎず｣､一切は

紆)

意味志向としてのメタファー形成と大いなる沈黙との間を､そしてまた他者との関係における深い意味での感性
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