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ニーチェのキリスト教肯定

仲 原 孝

フリードリヒ・ニーチェは、キリスト教を厳しく攻撃し、破壊しようとした哲学者として

知られる。しかし、彼の著作には、彼をキリスト教破壊者と見たのでは理解できない発言が

数多く見出される。本稿は、彼の激しいキリスト教批判が一つの「仮面」であること、実際

には彼はキリスト教への深い畏敬の念を終生失わなかったことを、立証する。たしかに彼は、

元来はユダヤ教的な怨恨感情とは無縁な徹底的な無抵抗主義であったイエスの宗教を、パウ

ロが偽造し、再び支配階級への怨恨感情に基づく宗教へと仕立て上げたことを、厳しく糾弾

している。しかし、彼の糾弾の厳しさは逆に、それだけ厳しく糾弾する必要があるほどパウ

ロのキリスト教が従来の西洋の歴史において生命を持っていたことを、ニーチェが承認して

いることを示している。のみならず、彼は従来のキリスト教の価値転換を考える際にも、単

にキリスト教を退けて別の価値に置き換えるのではなく、あくまでキリスト教自身が自己超

克して新しい価値を創造する必要があると考えている。キリスト教へのニーチェの敬意を理

解することは、彼の考える「一切価値の価値転換」を理解する上での必須の条件である。

序章

フリードリヒ・ニーチェといえば、キリスト教を痛烈に批判し、破壊しようとした哲学者と

して知られている。例えば、『なぜわれわれはニーチェ主義者ではないのか』（邦題『反ニーチェ』）

という論文集の中でピエール=アンドレ・タギエフは、ニーチェ思想の核心を超越的世界一般

の破壊という純粋に形而上学的な問題に位置づけるハイデガーを批判し、キリスト教的価値と

いう特定の価値を破壊することこそニーチェの主たる関心事であった、と述べている（フェリー

他/遠藤 1995,pp.265-266）。ちなみに、数多くのニーチェ翻訳で著名な秋山秀夫も、『ニーチェ

神の殺害者』という著でタギエフとまったく同趣旨のことを述べている（秋山 1972,
・・・・・

p.50）。神学者であり新約聖書学者であるハンス・ヒュプナーは、ニーチェ没後100年にあた

る2000年にゲッティンゲンのゲオルク・アウグスト大学神学部でおこなった講義を収めた

『ニーチェと新約聖書』の中で、ニーチェを「唯一真摯に受け止めるべき無神論者」と呼び、

彼の無神論は唯物論哲学のような幼稚なものではなく、苦悩する無神論である、といって、キ
・・・・

リスト教信仰の立場からニーチェの思想を高く評価しているが（H�bner2000,pp.2-3）、し

かしそれでも結局はニーチェの思想の核心を、「キリスト教に対する、キリスト教信仰に対す

る、キリスト教道徳に対する、キリスト教の神に対する、攻撃」（op.cit.,pp.1-2）と見なし
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ている。

しかし、ニーチェの文章を隅々まで丹念に読んでみると、こういう視点からは理解できない

数多くの発言が見出されるのである。本稿は、こうした発言を読み解くことによって、実際に

はニーチェはキリスト教に対する敬意を終生失わなかったことを明らかにするものである。

あらかじめ本稿の大まかな見取り図を示しておく。1.まず、ニーチェをキリスト教破壊者

と見なしたのでは理解困難になる事実を列挙し、ニーチェを単なるキリスト教破壊者と見なす

のが誤りであることを確認する。2.キリスト教に対する肯定的発言と否定的発言とがニーチェ

において併存しているという事実を説明するために、歴史上の個人としての「イエス」と信仰

の対象としての「キリスト」とを区別した上で、ニーチェはキリストは攻撃したがイエスは敬

愛していた、という見解をとる人が少なくない。第2章は、ニーチェが「イエス」および「キ

リスト」をいかに理解していたかを明らかにし、上記の見解が成り立たないことを立証する。

この章での解明は、次章で彼のキリスト教肯定の真意を解明するための前提条件を整備するも

のとなる。3.最後に、以上の検討を背景として、ニーチェがキリスト教をいかなる意味で肯

定しているかを明らかにする。

1.ニーチェをキリスト教破壊者と見なすのを妨げる事実

1.1.『善悪の彼岸』での発言

ニーチェを単純な意味でのキリスト教破壊者と見なすことを即座に妨げる、彼のいくつかの

発言がある。例えば、ニーチェは『善悪の彼岸』第36節で、世界は「力への意志」であって

他の何物でもない、という意味のことを述べた直後に、次のように述べている。

「何だって？ それはつまり、大衆向けに語るなら、神は反駁されたけれども悪魔はそう

ではない、ということを意味するのではないのか ？」 いや、逆なのだ！ 逆なのだ、

わが友人たちよ！ そして、大衆向けに語るよう君たちを強いるような者は、悪魔に食わ

れるがいい！ （JGB,§37）

「逆なのだ！」（Im Gegentheil!）ということはつまり、悪魔は反駁されたが神は決して反

駁されてはいない、ということである。ニーチェが生涯にわたって「キリスト教への呪詛 1）」

に満ちた文章を書きつづけたことを考えれば、この場合の「悪魔」が「キリスト教」を意味し

ていることは容易に推測できる。とすれば、上の言葉は次のような意味に解されることになる。

ニーチェの哲学は、大衆的理解の枠組にあてはめれば、キリスト教の神を反駁して「力への意

志」という悪魔的原理に至上権を与えるものに見える。しかし実際には彼は、彼の哲学を悪魔

的な（神に敵対する）ものと位置づけるような大衆的なキリスト教的世界観をこそ反駁したの
・・・・
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であり、真の神（そしてキリスト教）を反駁したわけでは決してないのだ……。

1.2.ツァラトゥストラとキリストとの類縁性

ツァラトゥストラという人物は、言うまでもなくニーチェの思想の極点である「永遠回帰思

想、肯定のおよそ到達されうるこの最高の定式」（EH,Z,§1:KSA6,p.335）を表現するた

めに、ニーチェが創造したものである。ところが、ニーチェの思想にとって最高に重要な意味

をもつこのツァラトゥストラという人物が、時として新約聖書におけるキリストに明らかにな

ぞらえられて描かれているのである。

例えば、「ツァラトゥストラの序説」冒頭で、ツァラトゥストラが「30歳の時に」故郷を捨

てて山に入った（序説,§1）、とわざわざ年齢が明記されているのは、イエスが宣教を始めた

時「およそ30歳」であった（Luk,3.23）、という福音書の記事を想起させる。さらに、ツァ

ラトゥストラは山を下りて市場で「超人」についての説教をおこない、民衆から嘲笑され、た

だ綱から転落した綱渡り師から死の間際にかろうじて共感の態度を示されるだけに終わるのだ

が、この経緯を回顧して彼は、「まことに今日はツァラトゥストラは見事な漁をやったものだ！

人間はひとりも釣り上げず、釣り上げたのは死体ひとつだったとは」（序説,§7）と言ってい

る。これは明らかに、ガリラヤ湖畔で漁をしていたペテロらにイエスが、「私についてきなさ

い、あなたたちを人間をとる漁師にしよう」と言った（Mat,4.19;Mar,1.17）という逸話を

念頭に置きながら、弟子を獲得することを漁にたとえている。

ツァラトゥストラとキリストとの類似性がとりわけ顕著に見られるのは、『ツァラトゥスト

ラ』第1部末尾の「贈与する徳について」と題された章である。不特定多数の民衆にむかって

語るのを断念し、自分の言説を理解してくれる少数の「弟子」たちにむかって数々の言説を語っ

てきたツァラトゥストラは、しかし第1部末尾に至って突如として弟子たちに別れを告げるこ

とを決意する。彼は弟子たちとともに「十字路」（Kreuzweg,KSA 4,p.97）のところまで

歩いてきて、そこで弟子たちにむかって別れの説教をする。さて、一般に「十字路」と訳され

ているこの語は、「十字架の道」つまり「キリストが十字架を背負って歩いた道」という意味

でも用いられる語で、エルサレムのいわゆる「悲しみの道」（ViaDolorosa、獅子門から聖墳

墓教会までの道）がそれだと古来信じられてきた。やがて、エルサレムを巡礼できない人々で

も「十字架の道」を歩んでキリストの受難に思いをはせることができるように、ヨーロッパ各

地の教会にもこれを模した道が作られ、それも・Kreuzweg・と呼ばれた。この道には、キリ

ストの受難の過程を描いたいくつかの（現在では普通14個の）図像が配置され、信徒はそれ

を順に礼拝してゆくのである（cf.RGG4,vol.4,pp.1757-1758）。そして、「弟子」（J�nger）

という語は、新約聖書ドイツ語訳では「使徒」を意味する語でもあるから、この場面は、「そ

れまでは使徒たちとともに歩んできたツァラトゥストラが、十字架の道から先は使徒たちを捨

ててひとりで歩んでいった」という意味にも読めるのである。
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そればかりではない。ツァラトゥストラはこの別れの説教で弟子たちに、「目覚めていよ、

そして聞け、〔......〕繊細な耳には、よき音信が届くのだ」と言っている（KSA 4,p.100）。

目覚めていよ、そして聞け」（Wachetundhorcht）という言い方は、ゲツセマネでイエスが

弟子たちに語ったとされる言葉、「目覚めていよ、そして祈れ、誘惑に陥らぬよう」（Wachet

undbetet,da�ihrnichtinAnfechtungfallet,Mat,26.41;Mar,14.38）を即座に想起させ

るだろう。さらに、「よき音信」（guteBotschaft）は、「福音」（Evangelium,��-�����	
�,

Mar,1.1）の直訳である。この場面でツァラトゥストラが、受難を目前にしたキリストになぞ

らえて描かれているのは明らかである。

1.3.父親への敬愛

ニーチェの父親カール・ルートヴィヒはプロテスタントの牧師であったが、脳軟化症（現在

でいう脳梗塞）のゆえに、ニーチェが４歳の時に死去した。父の死は幼いニーチェにも強烈な

印象を刻みつけた。彼はわずか13歳の時に最初の自伝を書いているが、そこにこう記されて

いる。「父の最期の言葉はこうだった。フレンツヒェン〔妻の愛称〕 フレンツヒェン

おいで お母さん 聞いて 聞いて ああ、神よ！ そして父は安らかに、
・・

至福の内に、永眠した。††††2）1849年7月27日」（BAW 1,p.5.ちなみにこの日付はニー

チェの記憶違いで、正しくは7月30日）。

この父親に対する敬愛の念を、ニーチェは生涯失うことがなかった。彼は精神的覚醒の最晩

年に書いた自伝『この人を見よ』で、36歳（正確には35歳10ヶ月弱なのだが）で死んだ父親

と同様に、自分は36歳の時に活力の最低点に達した、と述べており（EH,weise,§1:KSA

6,p.264）、自分が父親の生き写しであることを強調している。さらに彼は次のようにも書い

ている。

私はこのような父親を持ったことを大きな特権と見なしている。それどころか、それ以外

に私が特権として持っているすべてのものは、これ〔この父親を持ったこと〕によって説

明されるように思われる 生と、生への大いなる Ja〔肯定〕は、これに含まれない
・・

としてもだ。〔......〕私のツァラトゥストラの何ほどかをだけでも理解するためには、ひ

とはおそらく私と似た条件にあらねばならないだろう、 つまり、片足を生の彼岸に
・・

置いているということだ。（KSA14,472-4733）.強調原文）

牧師であった父親の特質として語られている「生の彼岸」とは、もちろん「神」を意味して

いる。ニーチェはここで、彼の生と思想との少なくとも半分（片足）が神によって支えられて

いることを、明言しているのである。
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1.4.「狂気の紙片」

1889年1月3日から6日にかけて、ニーチェは不可解な内容の手紙を各方面に送った。手

紙を受け取った一人であるヤーコプ・ブルクハルトから異変を知らされた友人のフランツ・オー

ファーベックは、トリノに駆けつけてニーチェを引きとり、まずバーゼルの精神病院に、つづ

いてイェナ大学精神科に入院させた。さて、「狂気の紙片」（Wahnsinnszettel）と通称されて

いるニーチェのこれらの手紙の多くには、「十字架に架けられた者」（DerGekreuzigte）とい

う署名が記され、自分は神であるという意味のことが書かれている（KSB8,pp.572-9）。例

えばブルクハルト宛の手紙にはこう書かれている。

結局、私は神であるよりは、はるかにバーゼルの教授でありたかったのですが、私の個人

的なエゴイズムをあまりに押し通して、そのために世界の創造を怠るわけには行かなかっ

たのです。おわかりでしょうが、ひとはいかに、どこで生きようと、犠牲を払わねばなら

ないのです。（op.cit.,pp.577-8）

「発狂」した人間が何を書こうが、真面目に相手にする必要などない、といって済ませては

ならない。彼は「発狂」前年の『この人を見よ』ですでに、「私はなぜかくも賢明なのか」「私

はなぜかくも良い本を書くのか」云々（各章の表題）について、徹底的な自己賛美を書き連ね

ているが、この「自己賛美」は、大いなる「自己肯定」（自己の生への大いなる Ja）の表明

であるかぎり、なんら異常なものではない。そして、「この世に私ほど賢明な者はいない」と

いう意識と、自分は「神」であり「十字架に架けられた者」（キリスト）であるという意識と

の間には、さほど大きな隔たりはない。実際、晩年の彼は、既存の「すべての価値の価値転換」

によって、まったく新しい「世界の創造」をおこなうことを企図し、そのために自分のすべて

を「犠牲」にする（いわば十字架にかけられる）覚悟を決めていたのである。これらの手紙は、

すでに何年も前から彼がもっていた思想と心情とを、ただ極端なまでに直截に語り出したもの

にすぎない。ニーチェが自己自身をキリストになぞらえているのは、単なる狂った支離滅裂な

妄想などではなく、キリストに匹敵する巨大な課題をみずから背負うという課題意識の表明な

のである。

2.ニーチェのイエス解釈とキリスト解釈

ニーチェがキリストとキリスト教の神とを肯定的に受け止めていたことを示す以上の事実は、

その他の圧倒的に多くの箇所で彼がキリスト教を激しく批判しているという事実と、いかにし

て調和するのだろうか。

カウフマンを始めとする多くの研究者は、歴史上の一人物としての「イエス」と、キリスト
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教の救済原理としての「キリスト」とを、ニーチェが区別していたことに注目し、ニーチェは

キリスト（そしてキリスト教）に対しては痛烈な批判をおこなったが、人間イエスに対しては

敬意を抱いていたのだ、と解釈している（Kaufmann,1974,pp.337sqq.）。もしもこの解釈

が妥当なら、たしかにニーチェの態度の外見上の矛盾はきれいに説明できるだろう。そこで次

に、この解釈の妥当性を検討してみなければならない。ニーチェは「イエス」と「キリスト」

との間にいかなる区別を見出していたのか。彼はこのように区別された「イエス」と「キリス

ト」とに対して、いかなる評価を下していたのか。以下、これらの問題について順次、検討し

ていくことにしよう。

2.1.ニーチェのユダヤ教解釈

いうまでもなくイエスは当時のユダヤ教に対して改革運動を起こした人物である。ニーチェ

のイエス像を理解するためには、その前提として彼のユダヤ教解釈を確認しておかなければな

らない。本稿は彼のユダヤ教解釈自体を主題とするものではないので、最低限必要な要点だけ

に限って回顧しておく。彼のユダヤ教解釈がもっとも明瞭に読み取られるのは、『道徳の系譜

学』第1論文である。そこで彼はおおむね次のように論じている。

各種の言語の語源に記憶されているとおり（ZGM 1,§4-5）、「よい」（gut）という概念は

元来は、「高貴な」「貴族的な」という身分上の優越性を意味していた。この事実から読み取ら

れるべきことは、「善」という概念の起源は、貴族的人間が下賤な民衆に対して自己自身と自

己の行為とを誇示して「よい」と名づけたところにある、ということである（op.cit.,§2）。

「よい」の原初的概念は、こうした横溢する自己肯定から成立しているがゆえに、その反対物
・・・・

である「わるい」（schlecht）ものを排除し、抹殺するべきだという意味を含まない。貴族的

人間は下賤な民衆を、ただ軽視し、軽蔑し、憐憫すらするだけで、決して憎悪しない（op.cit.,

§10）。

これに対し、ごく短期間の王国時代を例外として一貫して奴隷民ないし寄留民として生きつ

づけることを強いられたユダヤ人が創造した「善悪」の概念は、自分たちを支配する人々に対

する怨恨（Ressentiment）ないし憎悪の感情を土台として成立している。彼らはまず支配階
・・ ・・

級の人間の属性を「悪」（b�se）と断定し、しかるのちにそれに反する自分たちの属性を「善」

（gut）と見なす。ここにおいて、それまで貴族の属性を表わしていた「善」の概念が、一転

して奴隷たちのもつ属性を表わす概念へと逆転する。貴族的人間の道徳が、横溢する自己肯定

から発現する能動的（作用的 aktiv）な道徳であるのに対して、奴隷民族であるユダヤ人の道

徳は、支配者に対する怨恨感情から発現する本質的に反作用的（reaktiv）な道徳である。こ

うした道徳を創造し、それまでの貴族的な「よい・わるい」の価値判断を逆転する「善・悪」

の概念を確立したことを、ニーチェは「道徳における奴隷蜂起」と呼んでいる（op.cit.,§7,10;

cf.JGB,§195）。
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2.2.ニーチェのイエス解釈の方法論

ユダヤ教の本質を解釈する際に、「怨恨」という感情に着目する「心理学的」観点をとるニー

チェは、ユダヤ教への反対運動の創始者であるイエスの像を描く時にもまったく同じ着眼点を

とる。心理学の視点からイエス像を描くという、この一見的外れにも見える方法をニーチェが

とる必然性を理解しておくことは、彼のイエス解釈の現代的意義を考える上で重要である。

福音書に描かれているイエス像から、「キリスト」（救世主）という超自然的被服をはぎとっ

て、ひとりの「人間」としてのイエスの姿を再現しようとする試みは、すでに18世紀から活

発におこなわれていた（cf.Schweitzer1984,cap.2-6）。例えば、アメリカ独立革命の指導者

であり、第3代の大統領でもあったトマス・ジェファーソン（1743-1826）は、福音書の中で

奇跡や超自然現象を含まない記事だけを（文字通りカミソリで）切り取ってきて年代順に配列

して糊付けした私家版聖書（いわゆる・JeffersonBible・）を作っている（cf.Jefferson1819）。

『反キリスト5）』でニーチェが痛烈に批判しているエルネスト・ルナンの『イエスの生涯』

（Renan1863）も、多分に著者のロマン的趣味が混入しているとはいえ、基本はこうした合理

主義的・自然主義的イエス伝研究の一形態であるといってよい。

しかしニーチェは、このような方法でイエスの実像を再現することを最初から断念する。彼

は20歳の時にダーヴィト・シュトラウスの『イエスの生涯』を読んで大きな影響を受け、神

学の道を放棄することを決意している（FNCBT,p.125;BAW,vol.2,pp.54-9）。シュトラ

ウスは、すでに19世紀前半の段階で、福音書から客観的史実を抽出することが不可能ないし

無意味であるという見地を取っており、古来の独断的「超自然的」考察様式と、近代の合理主

義的「自然的」考察様式とに代わって、福音書の記述を神話として読み解く「神話的」考察様

式を提唱している（Strauss1835-6,vol.1,pp.III-V）。イエスの死から福音書が成立するま

での数十年の間にすでに、イエス像は信仰によって徹底的に神話化されて伝承されており、福

音書から読み取られるのは原始教団の信仰形態であってイエスの客観的実像ではない、と見る

シュトラウスの視点は、20世紀のイエス伝研究にそのまま継承されており、シュヴァイツァー

はシュトラウスの先駆的かつ画期的な着眼を高く評価している（cf.Schweitzer1984,pp.120-

121）。

シュトラウスのこうした業績を隅々まで熟知していたニーチェもまた、福音書から客観的事

実を抽出することは最初から断念する。それに代わって彼が採用するのが、救済者の「心理学

的類型」に着目する「心理学的」考察様式なのである。彼のイエス解釈およびキリスト教解釈

がもっともまとまった形で示されている『反キリスト』の論述に依拠しながら、彼の論理を

（理解を容易にするために多少敷衍しながら）たどっておこう。

福音書には二つの相容れないイエス像が混在している。ひとつは、病人を癒やし、嵐を鎮め、

悪霊を追い払い、あるいはいわゆる「山上の説教」（Mat,5.1-7.29）に代表されるように、敵

への愛、無抵抗、従順、神への無条件の信頼といったことを説く、慈愛に満ちたイエス像。も
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うひとつは、律法学者たちやパリサイ派の人々を容赦なく攻撃し、神殿に巣食う商人を追い出

したあげく両替台や鳩売りの腰掛をひっくり返す等という、狂信的で攻撃的なイエス像。さて、

歴史上のイエスが実際にこの二つの性格を併せ持っていた可能性は、絶無ではない。しかしそ

の場合には、福音書は歴史上のイエスの実像を恐ろしく忠実に記録していることになる。これ

はどう見てもありそうにないことである。とすれば、この二つの類型のうちいずれか一方は、

原始教団によってあとから師の像に付加されたものだと考えなければならない。では、どちら

の類型がこうした付加物なのか。各種の宗教で、教団が自分の要求に合致するように師の類型

を偽造することは、頻繁に見られる現象である。そして、前節で確認されたように、ニーチェ

はユダヤ教の本質を「怨恨」感情に見出している。大多数がユダヤ人によって構成されていた

原始キリスト教団もまた、まったく同じ怨恨感情によって結束していたのであり、ただ怨恨の

対象が、ユダヤ人全般においては彼らを抑圧する外部の支配民族であったのに対して、原始キ

リスト教団の場合は、彼らを抑圧していた当時のユダヤ人社会の支配階級であった点が異なる

にすぎない。とすれば、ユダヤ人支配層への敵意をむき出しにするイエス像は、まさに同じ敵

意を土台として成立していた原始教団からイエス像に付加されたものだと解するのが自然であ

る（A,§31）。

したがって、生前のイエスが人々から「救済者」（救世主）として受け入れられたのは、彼

が以上のような敵意とは正反対のことを、つまり徹底的な慈愛と無抵抗を、実践したことが、

「怨恨」という敵対的感情が支配するユダヤ人社会の中では一種の治療薬として働いたからな

のだ、という理解が帰結する。このように、「救済者の心理学的類型」をいかに理解すればユ

ダヤ人社会の中でイエスが「救済者」として受容されえたという事実が心理学的に表象可能と

なるか、という視点から伝承を読み解くのが、ニーチェのいう心理学的方法なのである6）（A,

§29）。

2.3.ニーチェのイエス解釈

以上のような考え方に基づいてニーチェは、イエスの「救済者の心理学的類型」の本質を、

次の二点に見出す。すなわち、第一は、ちょっとでも硬いものに触れるとビクリとして手を引っ

込める触覚過敏症のように、ちょっとでも感受性を刺激するものすべてから逃避し、内的世界・

永遠世界のうちに安住しようとする、病的な現実逃避主義。第二は、何かに反抗することはす

べて生存本能に逆らうことだと感じるがゆえの、徹底的な無抵抗主義、というよりむしろ、抵

抗能力の徹底的な欠如（A,§29-30）。そして、両者を簡潔に総括して、ニーチェは次のよう

に述べている。

これこそ、救済教義がその上で、そこからして生育した、二つの生理学的現実である。

私はこれを、快楽主義が徹底的に病弱な地盤の上で遂げた崇高なる発展、と名づける。こ
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れにもっとも親近性を持つのは、ギリシャ的な活力と神経力とによって大いに補助されて

いる〔点がちがう〕とはいえ、やはり異教の救済教義であるエピクロス主義である。（A,
・・・・・・・

§30）

要するに、大きい快楽を得る代償として大きい苦痛にも耐えることより、あらゆる苦痛が欠

如していることをこそ最大の快楽と見なすエピクロス主義の、病的なまでに極端な形態が、イ

エスの心理学的類型なのだとニーチェは考えているのである。例えば「悪人に手向かってはな

らない」（Mat,5.39）といったイエスの言葉を、人々はイエスの「愛」と呼んで賛美するが、

ニーチェに言わせればそれは、単なる抵抗力欠如の表われにすぎない（A,§29）。このような

解釈に、イエスに対する敬意や親近感はまったく読み取られない。

たしかにニーチェはエピクロス主義を全面的に否定してはいない。『ツァラトゥストラ』第

1部の冒頭に、「徳の諸講座について」（VondenLehrst�hlenderTugend,KSA4,pp.32-4）

という章がある。そこには、「睡眠」こそが最大最高の幸福であると説いて若者たちから多大

な尊敬を集めているひとりの賢者が登場する。この章の内容の詳しい検討は省略するが、この

睡眠の賢者のモデルがエピクロスであることに疑問の余地はない。ニーチェは他の箇所で、エ

ピクロスが「催眠的な無感覚、もっとも深い睡眠の安息、要するに苦悩の滅却」を「最高善」
・・・ ・・

と見なしている、と述べている（ZGM 3,§17）。ディオゲネス・ラエルティオスの伝えると

ころによれば、エピクロスもこの睡眠の賢者とまったく同様に、数え切れぬほどの弟子たちを

自分の所有する広大な庭園に集めて自分の哲学を講じていたし、彼の名声は、彼の祖国アテナ

イが彼の銅像を建てて彼を賛美したほどだったという（DL10,1.9-10）。

さて、ツァラトゥストラはこの賢者についてこう述べている。「私から見れば、そこにいる

四十の思いをもつこの賢者は阿呆〔einNarr〕である。しかし、〔……〕まことに、もし生が

いかなる意味ももたないとしたら、そして私が無意味を選ばねばならないとしたら、私にとっ

てもまた、これがもっとも選ぶに値する無意味だったことだろう」（KSA4,p.34）。ニヒリズ

ム（生の無意味性）に支配された世界の中に留まっているかぎり、エピクロス主義は生を耐え

られるものにするもっとも効果的な思想であるということを、ツァラトゥストラは承認する。

しかし、ニヒリズムを超克する道をすでに見通している彼の目から見れば、エピクロス主義は

所詮は現実逃避することによってしか生きるすべを知らない「阿呆」の思想でしかない。

ニーチェは人間イエスを病的なエピクロス主義者と見なしており、そしてエピクロスを眠る

ため以外に生きるすべを知らない「阿呆」と見なしている。ニーチェがこのように人間として

のイエスを否定的にしか見ていない以上、本稿1.2.節で確認されたようにツァラトゥストラと

重ね合わされているのは、人間としての「イエス」ではなくて、宗教的原理としての「キリス

ト」であると考えなければならない。ニーチェはキリストは拒否したがイエスは敬愛していた、

という解釈は、成り立たないのである。
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2.4.ニーチェのキリスト解釈

では、こうした病的エピクロス主義者であったイエスを「キリスト」（救世主）と見なす観

念は、いかにして成立したとニーチェは考えるのだろうか。彼はイエスの死後の教団の展開を、

次のように説明している。

極悪人を処刑する手段である十字架刑に、自分たちの師が処されたという事件は、イエスに

対する弟子たち（使徒たち）の信頼を揺るがした。弟子たちがこの問題を解決しえたのは、

「誰が彼を殺したか」という視点からこの事件を見ることによってであった。イエスはユダヤ

人支配階級によって殺された。イエスはユダヤ人支配階級への反逆を企てた人物だったのだ。

しかしイエスの死がこれで終わるはずはない、「神の国」の到来によって支配階級の罪に必ず

や「審判」が下るにちがいない。こうした信仰が確立されたことで、イエスの徹底的な無抵抗

主義は姿を消し、「怨恨」と「復讐」というユダヤ的感情が再び浮上した（A,§40）。

イエスの「福音」を、怨恨と復讐の宗教というユダヤ教元来の姿へと振り戻した張本人が誰

であるかを、ニーチェは特定していない。イエスの刑死直後の教団の歴史は『使徒行伝』に記

述されており、そこでは最初の教団の指導者はペテロであったとされている（Act,1.15-26,

2.14-42,3.1-26,etc.）。しかし、この記述は主としてパウロによる強い「捏造」（erfinden,

f�lschen,A,§42）が加えられていると考えているニーチェは、この段階の教団の様子をあえ

て人名を特定せずに描いている。しかし、それに続く教団の歴史の第二段階については、パウ

ロがその主導者であることをニーチェははっきりと特定している（A,§41-42）。パウロが初

代教団の思想にいかなる変革を加えたかについてのニーチェの見解は、『反キリスト』§§41-42

と『曙光』§68とを読み併せることで明瞭になる。例によって多少敷衍し、整理しなおしなが

ら、彼の見解を概観しておこう。

狂信的なユダヤ教信者であり、律法を完全遵守しない者を断じて赦すことができなかったパ

ウロ（サウロ）は、イエスを首謀者に祀り上げるユダヤ教反逆運動を徹底的に迫害した。しか

し、こうして律法の完全遵守を要求すればするほど、他ならぬ自分自身が律法を遵守できない

こと、むしろ律法に違反するようたえず誘惑されることに、彼は苦悩した。ところがある時、

ダマスコへと旅している途中で、この「癲癇病者」は、「なぜ私を迫害するのか」という幻聴

を聞いて卒倒した（Act,9.3-4）。まさにこの瞬間に、彼は気づいたのだ。 この男を迫害

するのは不条理だ。まさしくここに律法の破壊が、律法への完全な復讐があるではないか。イ
・・

エスを神の子キリストと信ずる者から見れば、彼が律法によって処刑されたという事実は、律

法が神の意志に反するものだということを立証している。イエスの十字架刑は、律法の破壊の

ために必要なことだったのだ。つまり神は人々を律法違反の罪から救うために、自分のひとり

子を犠牲に差し出したのだ……。

こうしてキリストの犠牲死の思想を発明したことで罪の苦悩から救われたパウロは、いまや

自分はキリストによって生きており、自分の内でキリストが今なお生きていると感じた（Gal,
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2.20）。ここに、キリストの「復活」の教義が成立した。イエス自身にとっては、現実の生か

らあらゆる苦悩を滅却することが「福音」であったのに対して、パウロにとってはもはやイエ

スの生は無用のものとなり、ただイエスの死だけが救済のために必要とされた。このようにし

てパウロは「キリスト」（救済者、救世主）の類型を、（徹底的な現実逃避によってではあれ、

なお）自己の生を肯定する者の類型から、自己の生を犠牲にして人々を救済する者の類型へと

偽造したのだ、とニーチェは考えるのである。

3.ニーチェはいかなる意味でキリスト教を畏敬していたか

3.1.誤解を意図的に誘発する表現

ニーチェの以上のような論を表面的に受け取れば、彼はここでまさしくキリスト教への（と

りわけパウロへの）「呪詛」を連綿と書き綴っているように見える。しかし、もしそれが正し

いとしたら、ニーチェはキリスト教道徳が支配者層への「怨恨」によって成立した「反作用的」

道徳にすぎないことを厳しく批判しながら、そう言っている当の彼自身が、結局はキリスト教

に対して「呪詛」（つまり憎悪ないし怨恨）という仕方で「反作用的」批判をおこなっている

ことになる。ニーチェは本当にこんな単純かつ明白な自己矛盾を犯し、かつそれにまったく気

づかなかったのだろうか。

彼がパウロを糾弾する時に用いる、「癲癇病者」（Epileptiker,M,§68）、「淫乱」（Unzucht,

A,§41）、「破廉恥」（Frechheit,ibid.）といった、大袈裟で、下品で、滑稽ですらある表現

は、これをニーチェが本当に真面目にそう思って書いているのかどうかを疑わせるに十分であ

る。ここで、彼が『善悪の彼岸』で次のように述べているのに注目してみよう。

理解されるというのは困難なことだ。とりわけ、自分とは別様に考え、生きる人々、つ

まり、クルマガティに、あるいはせいぜい、「蛙の歩み方で」マンデイカガティに、考え、

生きる人々、そういう人々ばかりの間にあって、ガンガスロトガティに考え、生きる人の

場合は、そうである 私はまさしく、みずから理解されにくくするために、全力をつ

くしているのだろうか？ そして、何ほどか繊細な解釈をしようという善良な意志に

対しては、それだけでもう心から感謝しなくてはならない。しかし、いつでもあまりに気

楽でありすぎるような、しかも、他ならぬ友人なのだから気楽でいる権利があるのだと信

じているような、そんな「善良な友人たち」に対しては、あらかじめ誤解のための遊技場

と雑踏広場とを用意しておいてやるといい。そうすれば、あとは笑っていればいいのだ。

あるいは、彼らを、この善良な友人たちを、全部お払い箱にしてやるのもいい

そして、やはり笑っていればいいのだ！（JGB,§27）
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・kurmagati・は「亀の這うように」、・mandeikagati・は「のろのろと」、・gangasrotogati・

は「ガンジスの流れのように」をそれぞれ意味するサンスクリット語である。必要もないのに

こんな単語を混ぜ入れて読者を煙に巻いてほくそ笑んでいるのは、自分がいつも書いている文

章はこれに似たものなんだということがおわかりか、という意味である（だから、このサンス

クリット語までご丁寧に日本語に訳してしまう翻訳は、ニーチェの意図を台無しにしている）。

大半の読者は、この意味不明の単語を見ただけで読むのをやめてしまう。こういう人々は、立

ち去るに任せる（お払い箱にする）のがいい。しかし中には、苦心して梵語を解読した上で、

「亀や蛙のように卑小な者にはガンジスのように雄大なものは理解困難なのだ」というわかり

やすい（気楽な）意味を読み取り、満足する者もいる。こういう人々は、このわかりやすい意

味の遊技場の中で遊び戯れさせておくのがいい。いずれの場合もそう割り切ってしまえば、こ

れらの人々が理解しないことに苦しまなくて済み、精神衛生上たいへんよろしい。それでも、

本当に繊細な解釈をすることができるごく少数の人々は、必ず真意を正しく読み取ってくれる

ものだ。すなわち、水辺で生活する亀も蛙も、大河の庇護のもとで初めて生きられるのであり、

いわば大河の生命の一部であるにもかかわらず（あるいはむしろ、そうであるからこそ）、大
・・・・・・・ ・・・・

河を理解できないのだ、というということを。

同じことが、ニーチェのキリスト教解釈についても言えるのではなかろうか。大半の読者は、

ニーチェが用いる過激で下品な表現に拒絶反応を起こし、ニーチェの言葉をただの罵詈雑言だ

と断定して読むのをやめる。一方、もう少し好意的に（「善良な友人」として）これを読む者

は、キリスト教を「怨恨」の宗教と見なす洞察に一定の妥当性を見出して満足する この

ような理解が、キリスト教の反作用的性格を反作用的に攻撃するという自己矛盾をニーチェに

背負わせていることには、まったく気づくことなしに 。しかし、この自己矛盾まで認識

した上でさらに慎重に解釈することで初めて見えてくるもうひとつの意図が、ニーチェの文章

には隠されているのではないだろうか。

3.2.神の影

ニーチェのキリスト教攻撃が、反作用的価値評価を反作用的に攻撃するという自己矛盾を含

むことになるのは、彼がおこなっている攻撃が、キリスト教を「悪」と見なして破壊すること

を至上目的としており、それ以外の価値をすべてこの目的に従属させている場合だけである。

もしも彼の攻撃の意図がまったく別のところにあるとすれば、この自己矛盾はおのずと霧消す

る。彼が至るところでキリスト教を厳しく批判しているということは、裏から言えば、それだ

け厳しく批判しなければならないほど、いまだキリスト教が巨大な威力でありつづけているこ

とを、彼が承認していることを示している。「神は（すでに）死んでいる」（cf.FW,§108,

125,343;Z,KSA4,p.15,etc.）と宣言しているニーチェが、その神（したがってまたキリ

スト教）に対して、「呪詛」まで含んだ激越な批判をおこなっているのは、神とキリスト教と
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が本当の意味では死にきっておらず、形を変えていまだ威力を持ちつづけている、と考えてい

るからである。

こうした考えを、次の文章ははっきりと表わしている。

新たなる戦い。仏陀が死んだあと、なお何百年もにわたって、ある洞窟の中で人々は彼の
・・・・・・

影を指さした、 巨大な、恐ろしい影を。神は死んだ。しかし、人間たちのありさま

がこうである以上は、おそらくなお何千年もにわたって、人々が神の影を指さすいくつも

の洞窟があるだろう。 そして我々は 我々は、神の影にまで勝利しなければなら

ないのだ！（FW,§108）

「神」はすでに死んでいるが、「神の影」はいまだに亡霊のように世界を徘徊している。そし

て、「神」はすでに死んでいるがゆえに戦う必要はないが、「神の影」は、人間が自覚的にそれ

と戦い、勝利しないかぎり、いつまでも人間を支配しつづけるのである。

神の影とは、すでに神としての実体は失っているが、人々の信念の中では依然として神と同

等の実在だと信じられている、そういう観念を意味している。こうした信念の具体例が、例え

ば『ツァラトゥストラ』でいくつか挙げられている。紙幅の都合で詳細な検討は省略し、ごく

あらましのみをたどっておく。

この書の第1部に「新しい偶像について」という章がある（KSA 4,pp.61sqq.）。ユダヤ＝

キリスト教が立てた「神」という偶像が倒壊したあと、それに代わる「新しい偶像」として人々

が祀り上げているもの、それは「国家」である。国家は「私より偉大なものはない」という嘘

をついて「多すぎる人々」をおびき寄せ、こうした多数者のために死ぬこと（身を捧げること）

こそが最高の生なのだと信じさせている。国家のこういう有様は、神が「私より偉大なものは

ない」といって多くの人々をおびき寄せ、神のために命を捧げることが最高の生であると信じ

させている様子とまったく同じであり、ただ崇拝されている対象の名称が異なるにすぎない。

「神」という名称への信頼はもはや失っているが、しかし生きるために何かを崇拝することは

依然として必要としている、そういう人々の要求に応えるべく作り出された観念のひとつが、

「国家」という観念なのである。

同書第2部の「タラントゥラどもについて」という章（op.cit.,pp.128sqq.）でツァラトゥ

ストラが攻撃している「平等」の理念も、これと同じ神の代替物（神の影）の、もうひとつの

例である。ツァラトゥストラは言う。ここでのタラントゥラ7）は「平等の説教者」の比喩であ

る。そして、タラントゥラの背中に黒々と鎮座している三角形の紋様は復讐の目印である。明
・・

らかにここでは、「三角形」は「三位一体」（つまりキリスト教）の象徴であり、それが復讐の

目印であるとは、キリスト教が復讐（怨恨）の宗教であることを表わしている。毒蜘蛛が毒を

注入することで目を回させるのと同じように、平等の説教者は「平等こそが正義だ」という幻
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覚を起こさせる。それによって彼らは、自分たちより上位のすべての人々を自分たちと同じ地

位にまで引きずりおろし、上位の人々に復讐を遂げ、無力者の独裁を実現しようとしているの

である。要するに、平等主義はキリスト教とまったく同一の本質をもつ怨恨の宗教なのであり、

ただキリスト教で「神」と呼ばれていた原理が平等主義では「平等」と呼ばれているにすぎな

いのだ、とツァラトゥストラは言っているのである。

ニーチェがキリスト教を激しく攻撃するのは、すでに役割を終えて「死んで」いるキリスト

教を、さらに破壊するなどという無意味なことを企てているのではない。彼は、以上のように

形を変えていまだに威力を持ちつづけている無自覚的なキリスト教に対して、それがキリスト
・・・・・・・・・・

教とまったく同じ怨恨ないし憎悪に基づく信仰であることを自覚させることによって、それが
・・・・・

おのずから崩壊するよう促そうとしているのである。これは、キリスト教を憎悪するがゆえに

破壊しようとする反作用的攻撃とはまったく意味がちがう。なぜならニーチェがしようとして

いることは、キリスト教であるのにキリスト教でないかのようなふりをして生き残ろうとする
・・

ような欺瞞からキリスト教を救い出し、堂々とその本来の死を遂げさせることだからである。

3.3.キリスト教の自己超克としてのニーチェ思想

ニーチェがキリスト教に対して深い畏敬の念を抱いていたことを示す事実のひとつは、彼が、

「神は死んだ」と言い、「神は存在しない」とは決して言わないことである。ニーチェは「神は
・・・ ・・・・・

最初から存在しない」と主張する「無神論者」では決してない。たしかに彼は、パウロが自分

の怨恨感情を晴らすために独自のキリスト像を作り上げたことを厳しく糾弾する。しかし、パ

ウロから近代に至るまでの西洋の歴史は、まさにこのパウロのキリスト教に支えられて成立し

ていたのである。近代以前の西洋人は、生きるためにパウロの神を必要としたのであり、彼ら
・・・・・・・・・・・・・・・・・

が生きることができたのは、パウロの神が確実に生きていた（実在していた）からこそなので
・・・・・ ・・・・・・

ある。パウロが自分の神を作り出したことは、この神が実在性をもたない単なる虚構であるこ

とを決して意味しない。真に創造的な人間とは、単なる表象を超えた実在そのものを創造する

人間である8）。神がかつて生きていたことを含意するニーチェの語り方は、キリスト教がこう

した創造力を間違いなくもっていたことをニーチェが承認している証拠である。

こうしたキリスト教の功績の面を、ニーチェはそれ自体としてはほとんど語らない。しかし、

神の死という出来事がいかに恐るべき喪失であるかを語る彼の言葉に注意深く耳を傾けるなら
・・・・・・・・・・・・・

ば、いまだ生きていた時の神をニーチェがいかに巨大な存在と見なしているかをはっきりと聞

き取ることができる。ひとりの狂人が民衆に神の死を告げにくる場面が描かれた有名な一節で、

この狂人は、「おれたちが神を殺したんだ！」と言ったあとに、次のように語っている。

おれたちがこの大地を太陽から切り離した時、おれたちは何をしたのか？ いまや大地は

どこへむかって動いているのか？ おれたちはどこへむかって動いているのか？ すべての
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太陽から離れていくのか？ おれたちはたえず転落していくのではないか？ しかも、後へ、

横へ、前へ、あらゆる向きへだ？ いまでも上と下はあるのか？ おれたちは、まるで無限

の虚無の中を通り抜けるように、道に迷っているのではないか？ 〔……〕すべての殺害

者の中の最大の殺害者であるおれたちは、どうやって自分を慰めるのか？ 世界がこれま

でに所有した最も神聖で、最も力あるもの、それが、おれたちのナイフの下で血まみれに

なって死んでいるんだぞ。 誰がこの血をおれたちから拭い去るのか？ どんな水を使

えば、おれたちは体を洗うことができるのか？ どんな贖罪の儀式を、どんな神聖なる奏

楽を、おれたちは発明しなければならないのか？ この行為の偉大さは、おれたちにとっ

ては偉大すぎるのではないのか？ この行為に値するように見えるためだけにすら、おれ
・・

たち自身が神々にならなければならないんじゃないのか？（FW,§125）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人間が神を殺害したということは、単に人間が束縛から解放されて自由気ままに生きられる

ようになったというような、生易しい事態ではない。神の死によって生じた空虚は、神以外の

ものによって満たすことはできない。もしも人間が神に代わる地位を占めることを欲するとい

うのなら、人間自身が神となることができなければならない。これがいかに恐ろしいまでに巨

大な課題であるかを知ることができるのは、キリスト教の神の真の偉大さに対して畏怖の念を

もつ者だけであり、つまり「片足を生の彼岸に置く」者だけである（本稿1.3.節参照）。自分

は神であるという意味のことを記した「狂気の紙片」（本稿1.4.節参照）が、単なる支離滅裂

な妄想を書き散らしたものなどではなく、人間自身が神とならねばならないという課題の意識

が（なるほど常識からは外れた形においてではあるが）表われたものであることは、このよう

に考えてくれば明らかである。ニーチェにとっては最晩年に至るまで、神はあくまで人間の目

指すべき目標でありつづけたのである。

たしかにパウロが創造した神は、現代においてはもはや死んでいるとニーチェは考えている。

太陽を失った地球（大地）が、方向も定まらぬまま無限の空虚な空間をさまよわねばならない

のと同じように、神を失った人間は、「何のために」生きるかも定まらぬまま、無限の虚無の

中を生きつづけなければならない。この空虚さに耐えられない現在の人間は、「神の影」にし

がみついてこの空虚さから目をそらすことで、かろうじて生きることができている状態にある。

ニーチェの課題は、こうした自己欺瞞をあばき、人間をとりまく無限の虚無を人間に徹底的に

自覚させることによって、従来のキリスト教の神に代わる新しい理想を創造する必要性を人々

に認識させることであった。

しかし、この「キリスト教の神に代わる新しい理想」が、すなわち「キリスト教の外部にあ

る理想」であるとは、ニーチェは決して考えていない。「本当は何がキリスト教の神に勝利し

たのか、おわかりだろう。それはキリスト教道徳そのものであり、ますます厳密さを増してゆ
・・・・・・・・・・・

く誠実性の概念なのだ」（FW,§357:KSA 3,p.600）。キリスト教をキリスト教以外のもの
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と入れ替えることによっては、本当の意味でキリスト教を超克することはできない。キリスト

教を超克することは、キリスト教がおのれ自身を自己超克することによって初めて成立する、
・・・・

とニーチェは考えている。彼がツァラトゥストラをキリストになぞらえている（本稿1.2.節

参照）のも、単にキリストを退けてツァラトゥストラに置き換えるという仕方でキリストを超

克することはありえないからであり、ツァラトゥストラをキリストの自己超克であらしめるた

めなのである。

神であれキリストであれ、それ自体を反駁する意図を、ニーチェはもっていない（本稿1.1.

節参照）。彼が意図しているのは、キリスト教自体を破壊することではなく、従来のキリスト
・・・

教がもはや役割を終えたことを人々に自覚させることによって、キリスト教をもはや「キリス

ト教」とは呼びえないところにまで自己超克せしめることである。このようなニーチェの意図

を正しく理解するためには、彼がキリスト教をいかに高く評価しているかを正確に捉えること

が必須の前提条件となるのである。

結語

ニーチェは現代人にもっとも愛好されている哲学者の一人である。しかし実際には、ニーチェ

ほどその真意をつかむことが困難な哲学者は少ない。彼は自分の思想に｢仮面｣（cf.JGB,

§40）をかぶせて語るのを常としているからである。本稿は、彼が著作のいたるところで仰々

しく語っているキリスト教批判もまたこうした仮面のひとつである、と見る視点から、彼の著

作を読み解く試みであった。ニーチェの著作の真意を読み解こうとする者は、彼が最晩年に語っ

た次の言葉を、決して念頭から去らせてはならない。

攻撃することは、私においては好意の証明であり、場合によっては感謝の証明である。私

は私の名前を事柄や人物の名前と結びつけることによって、敬意を表し、表彰しているの

だ。（EH,weise,§7:KSA 6,p.275）

【注】

1）ニーチェが『反キリスト』の副題とすることを、曲折を経て最終的に決めた一句（KSA 6,p.167）。

この書の従来の諸版における表題のくいちがいと、その由来については、cf.ニーチェ/原 1993,pp.

514-516;KSA 14,pp.434-435.

2）この4つの「†」記号は、もちろん十字架を（つまり祈りを）表わしており、「＋＋＋＋時に」など

と訳すのは誤訳である（cf.ニーチェ/川原 1994,p.205）。我々はここに、少年ニーチェの至純な宗教

的心情を読み取らなければならない。

3）KSA版が登場する以前の諸版では、この文章を含む一節が『この人を見よ』の「なぜ私はかくも賢

明であるのか」の第3節に置かれていた。ところが、KSA 版は新資料の発見に基づいて、この節を似

ても似つかぬ別の文章に丸ごと入れ替え、元の文章は注解に追いやっている。この間の経緯と KSA版

の判断への疑念については、ニーチェ/川原 1994,pp.516sqqの訳者解説を参照。ただし、KSA版が
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採用した文章を本文として採用するか否かとは別の問題として、この文章の内容を、ただそれが迫りく
・・

る精神的破局を予感させるようにも見える異常な雰囲気を湛えているというだけの理由で、軽視ないし

無視するのが早計であることは、指摘しておく必要がある。

4）「狂気の紙片」の中には、「十字架に架けられた者」と並んで「ディオニュソス」と署名したものがあ

る。この事実に着目してゲオルク・ピヒトは、ニーチェの後期思想はディオニュソスとイエスとの綜合

において頂点に達する、と解しているが、的確な理解であろう（cf.Picht1988,pp.398,187-191;ピヒ

ト/青木,pp.457-8,212-6）。

5）・Antichrist・という語を本稿は「反キリスト」と訳す。この語は言うまでもなくニーチェ最晩年の著

作の表題に用いられた語であるが、この書の表題は多くの場合、『反キリスト者』と訳されている（ニー
・

チェ/原 1993）。しかしこの訳語は、「キリスト者（キリスト教徒）に反対する者」という誤った意味に

解される危険がある。・�������	�
�・というギリシャ語原語は、新約聖書では『ヨハネの手紙』だけに

登場するが、そこでは明らかに、「油を注がれた者（���	��）に反する（����）者」を、つまり「キリ

ストを否定する者」を意味している。「偽り者とは、イエスがキリストであることを否定する者以外に

誰であろう。父と子とを否定する者、それが反キリストである」（1Jo,2.22）。「いまや多くの反キリス

トが現われている。〔……〕彼らは我々から去って行ったが、〔じつは最初から〕我々に属してはいなかっ

たのだ」（op.cit.,2.18-9）。後者の引用からわかるように、ここでの「反キリスト」は、教団内に多数

現存する異端的信仰者を意味しており、教父時代以降さかんに語られるようになったような、終末の時

にキリストの再臨に先立って現われる悪魔的存在を表わす用法は、いまだない（cf.article・Antichrist・

in:RGG4,vol.1,pp.531-6;ODCC2,63-4）。本稿が明らかにするように、ニーチェもまた新約聖書に

正しく則って、「（パウロが作り出した）キリスト像を否定する者」という意味でこの語を用いている。

単に漠然と「キリスト教徒に反対する者」を意味するのでないのはもちろん、自身を悪魔的存在と宣言

する意図もまったくないのは、本稿1.1.節で確認された事実からも明らかである そのようにわざ
・・

と誤解させる意図は、あるかもしれないが。
・・・・・・

6）ニーチェが「心理学」と呼んでいるものは、行動や言葉の背後に隠された心理を解釈によって抉り出

してくることを目指すもので、現在でいう「深層心理学」に相当するものと見てよい。ニーチェの用い

る激越な表現だけを見ると、単なる憎悪をむき出しにしているだけのように見えるかもしれないが、こ

うした表現に包まれている心理学的洞察を高く評価する心理学者や精神医学者は多い。例えば、アンリ・

エレンベルガー（エランベルジェ）は、深層心理学の歴史を描いた記念碑的大著の中に、「新時代の予

言者 ニーチェ」と題する一節を置いている（エレンベルガー/木村他 1980,vol.1,pp.316sqq.）。

精神医学者のヨーゼフ・ラットナーはニーチェに関する大著の中で、「心理学者であり精神医学者であ

る者〔著者〕にとってニーチェはほとんど不可欠の研究主題である〕と書いている（Rattner2000,p.

7）。

7）「タランチュラ」というと現代の我々は、体毛に覆われた大型の蜘蛛を思い浮かべるだろうが、これ

はタラントゥラ伝説の恐ろしいイメージに誘発された、根拠のない連想にすぎない。この伝説の元になっ

た「タラントゥラコモリグモ」（Lycosatarantula）は、体長20～30mm程度の無毛の蜘蛛で、ニーチェ

が描写するとおり背中に黒っぽい三角形の文様が見える。この蜘蛛の毒が舞踏病や幻覚を引き起こすと

か、あるいは逆に、激しい舞踏（tarantellaと呼ばれる）がこの毒を癒すとかいう伝説が、ごく最近まで

真面目に信じられていて、19世紀末の学術的百科事典にも堂々とそう書いてある（cf.Meyers4,article

・Tarantel・:vol.15,p.519）。ニーチェもこうした知識に基づいてこの章を書いているが、実際にはこ

の蜘蛛のもつ毒は弱く、人間にはほとんど無害である。

8）｢想念はなるほど魂によって産出されるものである。しかし、産出された想念は、独立した力であり、

人間の魂の内にありながらもそれ自体で働きつづけ、しだいに成長して、ついには自分自身の母親を制

圧して服従させるに至る。〔……〕派生的な絶対性ないし神性という概念は、矛盾していないどころか、

全哲学の中核である｣（Schelling1984,pp.42-3）。
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NietzschesHochsch�tzungdesChristentums

NAKAHARATakashi

FriedrichNietzscheistbekanntalseinerderheftigstenGegnerdesChristentums.DieMehrheit

derNietzsche-Forschermeint,dassereszerst�renundvernichtenwollte.UnterdiesemGesichtspunkt

m�ssenjedocheinige�u�erungeninseinenSchriftenunverst�ndlichbleiben.DieserAufsatzversucht

zuzeigen,dassdieHeftigheitseinerKritikgegendasChristentumeineArt
・
Maske・ist,unterder

erseineeigentliche,lebenslangeHochachtungvorihmverbirgt.ZwarmachterPaulusseineArglist

starkzumVorwurf,mitderdieserdieReligionderepikureischen（d.h.demj�dischenRache-Gef�hl

fremden）WiderstandslosigkeitJesuindietypischj�discheReligiondesRessentimentsverwandelte.

AbergeradedieseSt�rkedesVorwurfsbezeugt,dassNietzschedieLebendigkeitdespaulinischen

Christentumshochbewertet,dieohnesolchescharfeKritiknicht�berwundenwerdenkann.Seine

sogenannte
・
UmwertungallerWerte・bedeutetnichteineeinfacheErsetzungdeschristlichenWertes

durcheinenau�erchristlichenWert,sonderndieSelbst-�berwindungdesselben,dieihnalsden

unentbehrlichenAusgangspunktvoraussetztundihnbiszueineranscheinendnicht-christlichen

Wertgestalterhebt.DieHochsch�tzungdesChristentumsistdieGrundvoraussetzungdesDenkens

vonNietzsche.
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