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 本稿の目的は、バーナード・レジンスター『生の肯定――ニーチェによるニヒリズム

の克服』のうち、おもに第 2章と第 3章（および補足的に第 4章）の内容を批判的に検

討することである。とりわけ本稿では、レジンスターのショーペンハウアー解釈（およ

びカント解釈）に対して中心的な検討を加える。 
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1. 第 2章「方向喪失の克服」 

1.1. 第 2章の議論の概要 

 

 第 1章では、ニーチェのニヒリズムが「方向喪失のニヒリズム」と「絶望のニヒリズ

ム」に区別される。本章では、「絶望のニヒリズム」および「方向喪失のニヒリズム」

の克服のための理路の一つとして、メタ倫理的な議論へと焦点が合わされる。具体的に

は、以下のようなかたちで議論が進展している。 

 

前提（第 1 章の議論） 

 

      ○方向喪失のニヒリズム 

・・・最高の諸価値が無価値になること 

（レジンスター[2020], 42頁） 

 

      ○絶望のニヒリズム 

・・・最高の諸価値が実現されえないという確信（42頁） 

 

           ①最高の諸価値からみて此岸の人生は無価値である 

                            （ペシミズム） 

           ②最高の諸価値が実現されるべき彼岸や物自体を 

措定する権利はない 

 

 

出発点 

 

「絶望のニヒリズム」の克服の戦略 

 ・・・「絶望がその論理的帰結であるような最高の諸価値を価値転換する」こと 

                        （レジンスター[2020], 92頁） 

 

 

      ○メタ倫理的な形態・・・すべての価値を無価値化することで、 

生否定的諸価値を無価値化しようとする議論  

 

      ○実質的な形態・・・・・生否定的諸価値の特定の内容に 

問題を見いだそうとする議論  

無
価
値
化 

第 2章 

第 3章～ 

ニ
ヒ
リ
ズ
ム 

＋ 
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第一段階（おもに第一節、第二節） 

 

「絶望のニヒリズム」を回避するための手段として、「記述的客観主義」の立場が否定

されることで、最高の価値の存在が否定され、道徳に関する反実在論の立場が帰結する。

しかし、これによって、「絶望のニヒリズム」は「方向喪失のニヒリズム」へと置き換

えられることになる。 

 

○「記述的客観主義」 

  ・・・「客観的諸価値が実際に存在する」（98頁）と見なす立場。 

 

     ●プラトン主義・・・道徳的事実の存在を主張する立場。 

いわゆる非自然主義的実在論1 

 

    ●カント主義・・・・あらゆる理性的行為主体を拘束する諸理由に基づく 

場合に、その価値判断は権威をもつと主張する立場。 

いわゆる構成主義2あるいは手続き的実在論3。 

 

                 論駁 

○プラトン主義に対する論駁 

    (A)「不同意からの論証」（101頁） 

・・・事実レベルの道徳的相対主義を指摘するもの 

 

    (B)自然主義のプライオリティ（存在論的倹約、説明上のミニマリズム） 

を主張するもの。マッキーの「特異性からの論証」（459頁）。 

 

○カント主義に対する論駁 

 ・・・カント主義、すなわち（事実上の）手続き的実在論の不備を突くもの。 

その手段として、ショーペンハウアーが参照されることで、いわゆる 

「条件の遡及」（コースガード等）に相当する論点が退けられる。 

 

         最高の諸価値が否定され、「方向喪失のニヒリズム」が帰結する  

                                                   
1 佐藤[2017], 128 頁. 
2 永守[2019], 76 頁. 
3 佐藤[2017], 180 頁. 
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第二段階（おもに第三節～第五節） 

 

 「方向喪失のニヒリズム」を克服するためのメタ倫理的戦略として、次の二つの戦略

の可能性と問題点が提示される。 

 

 

    ①規範的客観主義を否定して、規範的主観主義をとる道 

 

 

 

 

 

 

    ②規範的客観主義を否定せずに規範的虚構主義をとる道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しかし、上記のようなメタ倫理的な議論は、「方向喪失のニヒリズム」の回避には成

功するが、ふたたび「絶望のニヒリズム」に突き当たることになる。 

この課題を踏まえて、第 3章では、無価値化の実質的な形態へと焦点があてられるこ

とになる。 

 

  

規範的虚構主義 

・・・反実在論をとるが、道徳をフィクションとして 

利用しようとする立場（143頁以下）  

（cf.『メタ倫理学入門』80頁以下） 

規範的主観主義 

・・・反実在論をとり、諸価値のもつ規範的権威は 

   その客観的地位に依存しないとする立場（116） 
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1.2. 第 2章の内容の検討 

1.2.1. カント解釈のメタ倫理学的な再構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1. カント解釈に対する内在主義の置き入れ 

 『生の肯定』第 2 章の議論のポイントは、カント主義に対する論駁のうちに認められ

る。レジンスターによるカント主義の再構成は、『人倫の形而上学の基礎づけ』の議論

に対する検討を主眼としている。 

 レジンスターは、カントの『基礎づけ』の最終章の初めの議論を、「その独特な議論

が意図しているのは、ただ道徳的懐疑論者、つまり行為にあたって理由を持つとは考え

るが道徳的に行為する理由をもっているかは疑っている人のみを説得することである4」

と指摘する。カントの立場に対するこのような定式化は、カントの議論を「道徳に無関

心な人（アモラリスト）の説得」という問題構制のもとで捉え返そうとするものであり

5、典型的な「Why Be Moral 問題」へとカントの議論を落とし込むものであるようにも

思われる6。 

                                                   
4 レジンスター[2020], 108 頁 
5 Cf. 杉本[2015], 10 頁 
6 もっとも、後ほど確認するように、レジンスターによるカント主義の再構成そのものは、

おもに道徳的理由の動機づけの問題というメタ倫理学的なテーマのもとで行われることに

なる。Why Be Moral 問題と道徳的理由の動機づけの問題は、あくまでも区別すべきトピッ

クであり、その限りでは、『生の肯定』第 2 章の議論のうちに両者のモチーフの共存を見て

とろうとする本稿の立場は、混乱したものに見えるかもしれない。 

質問① カント自身ではなくコースガードのカントではないのか 

 本章におけるカント解釈は、（ニーチェが直接読んだであろう）カント自身の

テキストというよりも、現代のメタ倫理学における「カント主義者」の議論が参

照されていると理解してよいであろうか。実際、中山[2020]も、レジンスターに

よるカントの再構成が現代のメタ倫理学の水準で行われているものであること

を前提として、レジンスターのカント理解に対する応答を行っている。 

 より具体的には、メタ倫理学の中でも、レジンスター自身が註 16 で引いてい

るアンドリュース・リース、あるいはメタ倫理学における代表的カント主義者で

あるクリスティーン・コースガードの語彙に極めて多くを負っており、実質的に

はコースガードの「手続き的実在論」をはじめとしたメタ倫理学の伝統的議論の

再構成（あるいは反復）が行われているのではないか。 

 もし、この理解が正しいとすれば、なぜレジンスターはコースガードらへの出

典表記を行わず、自説との関連性を註 10, 17で言及するにとどめて、「カント

主義の立場の分析」という態度を押し通しているのか。 
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 さらに、このような観点から、レジンスターはカントの『基礎づけ』の議論の狙いを

次のようにまとめている。 

 

カントの議論の戦略は、行為にあたって理由をもつと考え、それゆえ熟慮の観点を

採用する者は、それによって無条件的諸理由や諸原理へと、したがって定言命法へ

と、コミットするのだと示すことにある（レジンスター[2020], 108 頁） 

 

 カントの『基礎づけ』のテキストから、直接的にこの論点を引き出せるかどうかは解

釈が分かれうるであろう7。そのことを差し引いても、「熟慮の観点」や「無条件的諸理

由」といったキーワードは、そもそもカント自身の中心的な術語ではない。むしろ、レ

ジンスター自身は必ずしも十分に出典を示してはいないものの、ここでレジンスターが

行っているカント理解の大枠は、現代におけるカント主義のメタ倫理学の議論に、ほぼ

全面的に依存していると考えられる。とりわけ、レジンスター自身も註 10, 17 で言及し

ている、メタ倫理学におけるカント主義の第一人者であるクリスティーン・コースガー

                                                   

 しかし、このような道徳的理由の動機づけの問題と Why Be Moral 問題の共存という性質

は、ほかならぬレジンスター自身の議論にも認められうるように思われる。というのも、他

の書評においても「レジンスターが整理するところによれば、ニーチェにとってニヒリズム

とは人生が無意味であるという信念のことであり、したがってニヒリズムの克服とは人生

が有意味でありうるということを示すプロジェクトとして特徴づけられる（36-39）」（中山

[2020], 364 頁）と指摘されているように、レジンスターの再構成するニーチェ自身が、道徳

的理由の動機づけの問題と、いわゆる人生の意味の問題を、「ニヒリズムの克服」という問

題構制のもとで一体的に捉えていると思われるからである。そして、そのような（レジンス

ターの理解する）ニーチェの態度が、そのカント主義に対する批判にも投影されることによ

って、カント主義の再構成のうちにも、道徳的理由の動機づけの問題と Why Be Moral 問題

という二つの契機が共存するにいたっているように思われる。その限りでは、本稿のこの見

立ては、レジンスターの議論戦略とも符合するものであるほか、後の節でみるように、レジ

ンスターのカント解釈が依拠しているメタ倫理学の文脈とも親和的であるといえるだろう。 
7 この問題について、カントは次のような記述を残している。 

「しかしわれわれは、さらに次のことも認めねばならない。［…］［…］理性は幸福にでは

なくてそういう目的にこそ向けられているのであり、最高の条件としてのそういう目的に、

人間の私的な目的は多くの場合場所を譲らざるをえないのだ、という考えが、そのような

［理性不信の立場をとる人々の］判断の根底に存している
．．．．．．．．

（zum Grunde liegen）こと」（AA 

IV, S. 396, 邦訳はカント[2005]. 244 頁以下, 一部改変）。 

「それ自体において尊ぶべく他の目的に仕えることなしに善であるところの意志、という

概念は、生まれついた健全な悟性にすでに宿っていて、あとから教えられるというよりはむ

しろ啓発される
．．．．．

（aufgekärt werden）だけでよいのであり、それは、われわれの行為の全体的

価値の評価においていつでも上位にあって他のすべての概念の条件を成すものである［…］」

（AA IV, S. 397, 邦訳はカント[2005], 246 頁）。 

 これらのテキストの言い回しは両義的であり、行為をする理由をもつ合理的な人間が全

員、実際に
．．．

定言命法にコミットしている、という発想をカントが採っているといえるかどう

かについては、解釈が分かれうるように思われる。 
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ドや、彼が註 16 で言及するアンドリュース・リースのカント解釈に依拠したものであ

ると考えられる。 

 なお、メタ倫理学のカント主義においては、「動機づけに関する内在主義」と呼ばれ

る立場、すなわち「判断者が理性的であるならば、必然的に、その人はその道徳的判断

によって動機づけられる8」という立場を採用するのが一般的である。これはコースガ

ードのカント解釈においても同様であり、「理性によって行為の理由と行為者の内的関

係を説明するコースガードは一般的に内在主義者とされている9」と鶴田は指摘してい

る。レジンスターのカント解釈は、一貫してこのようなカント像にしたがうものであり、

本章でレジンスターが展開するカント解釈は、（レジンスター自身は必ずしも明示して

はいないものの）はじめからカント自身のテキスト解釈ではなく、あくまでもメタ倫理

学の議論の伝統の俎上で行われているという点には注意が必要であろう10。 

 

1.2.1.2. メタ倫理学におけるカント主義とヒューム主義の対立の再現 

 また見方によっては、次節で言及するように、この節の議論全体が、カントとショー

ペンハウアーの対立関係という体裁のもとで、実際にはコースガード（カント主義者）

とバーナード・ウィリアムズ（ヒューム主義者）の対立を再現している、と解釈するこ

とも可能かもしれない。両者の対立は「行為の理由」というメタ倫理学のホットトピッ

クをとりまく中心的論争の一つとして知られており、両者の対立のポイントは、行為の

理由に関して熟慮が有する射程の違いに認められるといえるであろう。カント主義をと

るコースガードは、道徳的な理由に関する内在主義の立場をとったうえで、「合理的な

人とは、当初は理性のみによって見出された［…］［理由］によっても行為へと動機づ

けられる人であり、行為へと動機づけられないならば、その人は不合理だとされる11」

という立場をとる。一言でいうと、合理的な熟慮によって行為の理由がいわば新たに生

み出されることによって、「合理的な熟慮が人を動機づける12」という立場を取ること

によって、コースガードはカントの理性主義の立場を擁護する。これに対して、ヒュー

ム主義者のウィリアムズは、熟慮が理由を生み出し動機づけをなすというコースガード

                                                   
8 永守[2019], 76 頁. 
9 鶴田[2003], 80 頁. 
10 もっとも、中山[2020]の本書の書評のように、「ニーチェ」と「反ニーチェ主義」の対立

という図式のもとで整理を行い（中山[2020], 363 頁）、「ニーチェからの挑戦」（中山[2020], 

377 頁）に対して「カント主義による応答」（中山[2020], 377 頁）を行う分には、レジンス

ターの方法論にも一定の妥当性が認められる。しかし、両者の間に介在させられているシ

ョーペンハウアー哲学に対する再構成という観点からみれば、レジンスターのカント解釈

がはじめからメタ倫理学のカント主義に立脚して行われているという事実は、手放しでは

看過し難い問題を含んでいる。 
11 鶴田[2003], 80 頁 
12 森[2002], 69 頁 
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の立場を否定する。そして極めて粗雑にまとめるならば、熟慮とは、そこにおいて内在

的理由（ウィリアムズはこれを「内的理由言明」と呼ぶ）が見いだされるための契機に

すぎないという立場をとる。 

 次節以降で確認するように、ショーペンハウアーのカント批判に対するレジンスター

の再構成は、独創的な着眼点を含むものである反面、かなり強引なところが認められる。

しかし、以上で確認してきたように、現代のメタ倫理学における論争をレジンスター理

解の補助線として導入するならば、レジンスターがあえて強引な解釈をショーペンハウ

アーのテキストに託そうとする理由が浮き彫りになるように思われる。もとより、カン

ト倫理学のメタ倫理学的な再構成が、初めから現代のメタ倫理学の枠組みを投入するこ

とによってしか成立しない限りにおいて、「ポスト・カントの時代のメタ倫理学、特に

ショーペンハウアーの著作において（ in post-Kantian metaethics, particularly in 

Schopenhauer’s works）13」というレジンスターの表現は、極めて野心的な態度表明であ

る反面、素朴に受け取ることが許されない不用意な表現でもある点は、注意する必要が

あるように思われる14。  

                                                   
13 レジンスター[2020], 118 頁. 
14 この場を借りて評者の手前勝手な要望をレジンスターの著作に対して述べると、本章の

ようにメタ倫理学の議論蓄積を出典表記なく暗黙裏に前提としているかのような本章の議

論の進め方は、評者のようにメタ倫理学に関して不勉強な読者をいささか困惑させるもの

でもある。 
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1.2.2. ショーペンハウアーのカント批判の再構成の問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1. 道徳的判断による動機づけの必然性をめぐる問題 

 レジンスターはカントの主張の力点を、「熟慮の観点は「客観的諸法則」ないし「定

言命法の存在へのコミットメントを含んでいる15」というテーゼへと集約する。そのう

えでレジンスターは、ショーペンハウアーのカント批判を参照することによって、「そ

の人［思慮的個人］は無条件的諸理由もしくはカント的「客観的諸法則」を［追い］求

める必要はない16」という論点を引き出すことで、このカントの立場を否定する17。 

 このレジンスターの議論において検討に値する論点の一つとして、「存在へのコミッ

トメントを含む」ということを、「追い求める必要がある」と言い換えることの妥当性

を問うことができるであろう。ここでレジンスターは、「熟慮の観点は「客観的諸法則」

ないし定言命法の存在（existence）へのコミットメントを含んでいる」ということと、

その主体が道徳の原理（無条件的原理）を「追い求める必要がある（あるいは追い求め

るのでなければならない）」ということを、同値であると見なしているように思われる。

しかし、「追い求める（reach for）」という多義的な表現のもつ問題を別にしても、「定

言命法の存在へのコミットメントを含む」という論点から「追い求める必要がある」と

                                                   
15 レジンスター[2020], 111 頁. 
16 レジンスター[2020], 112 頁. 
17 なお、これらの定式化はいずれも、とくに出典表記がなされることなく、レジンスター自

身によって行われている再構成であるため、本箇所の議論の論証責任はレジンスターにあ

る。 

質問② 本章のカントとショーペンハウアーの関係は、メタ倫理学における論争

の再現ではないのか 

 本章におけるカントとショーペンハウアーに対するレジンスターの解釈は、

「ショーペンハウアーのカント批判」というよりも、クリスティーン・コースガ

ード（カント主義）とバーナード・ウィリアムズ（ヒューム主義）のあいだの対

立関係を、カントに対するショーペンハウアーの批判という体裁で再現している

だけではないか。本章の議論は、コースガードとウィリアムズのメタ倫理的な対

立という隠された議論構造が、カントとショーペンハウアーのテキストの諸断片

によって肉付けされるという、奇妙な様相を呈しているようにみえる。その結果、

（メタ倫理学上の出典表記が不十分なので）メタ倫理学の研究としても評価が難

しく、（テキストの強引な寄せ集めにすぎないため）哲学史研究としての妥当性

にも疑問の残る、中途半端な議論になってしまっているのではないか。 
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いう主張を引き出すレジンスターの行論は、ここで明言されていないメタ倫理学の議論

を、カント理解の前提としていると考えられる。それが、前節でも触れた、動機に関す

る内在主義の立場である18。 

 確かに、メタ倫理学におけるカント主義の一般的特徴として知られる内在主義の立場

においては、「判断者が理性的であるならば、必然的に、その人はその道徳的判断によ

って動機づけられる19」という前提に立つのが一般的である。そして、この定式化にし

たがう限りでは、「熟慮の観点」は、それが行為主体の合理性を前提とするものである

限りにおいて、その行為主体が「道徳的判断によって動機づけられる」、レジンスター

の言葉を借りれば道徳的判断を「追い求める必要がある」（あるいは「追い求めなけれ

ばならない」）という結論を導くように思われる。 

 とはいえ、このような道徳的判断による動機づけが、いかなる意味で必然的であると

いえるのかについては、カント主義の内部でも解釈が分かれうると考えられる。たとえ

ばコースガードの場合、「怒りや悲しみ、憂鬱あるいは身体的、精神的な病によって、

合理的な熟慮に動機づけられえないことがある20」という「真なる不合理21」の存在を認

めたうえで、「内在主義の要件は、合理的な熟慮が必ず動機づけを行うことを要求する

のではなく、「我々が合理的である限り、合理的な考慮は我々を動機づけうる」(p.379)

ということ要求している22」という立場をとることで、動機づけに関して一定の例外を

許容している23。 

 このような観点から見返すならば、ここでのレジンスターの議論は、カントの再構成

のうちに、動機づけに関する内在主義の立場を前提として置き入れたうえで、それをシ

ョーペンハウアーに否定させる、という議論を行っているように思われる。この見立て

に立つならば、カントとショーペンハウアーのあいだの相違は、動機に関する内在主義

をとりつつ熟慮による動機づけの可能性を認めるカント主義者のコースガードの立場

と、そのコースガードの立場を外的理由言明とみなして否定するヒューム主義者のウィ

リアムズの立場からの（再）反論が24、カントとショーペンハウアーの口を借りて再現

                                                   
18 言うまでもなく、この「コミットメント」という表現も、カント自身の術語ではなく、メ

タ倫理学の語彙である。この「コミットメント」という語にカント解釈上の重要な意味を担

わせている代表的な論者がコースガードであり、もともとメタ倫理学の議論においてはバ

ーナード・ウィリアムズらの用法などによっても知られている概念である。 
19 永守[2019], 76 頁。 
20 森[2002], 73 頁 
21 森[2002], 73 頁 
22 森[2002], 73 頁 
23 もっとも、コースガードが挙げている例は、あくまでも「真なる不合理」の例であるた

め、「真に合理的な行為主体が、真に合理的な熟慮を行ったならば、その行為主体は道徳的

判断によって必ず動機づけられる」という解釈を行うことも可能であるかもしれない。 
24 鶴田[2003], 80 頁. 
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されているようにも思われる25。 

 仮にこの見立てが正しい場合、コースガードとウィリアムズの違いの一つは、内在主

義の射程、ひいては理性の働きの射程に関する立場の相違に基づくものだということに

なると思われる。したがって、本箇所におけるショーペンハウアーのカント批判もまた、

両者のあいだの前提の違いないしは立場の相違が表明されたものとして読むべきだと

いえるであろう26。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
25 少なくとも、レジンスターの提示するショーペンハウアー像が「ヒューム的」であるとい

う感想は、少なからぬ読者が抱いていると思われる。レジンスターの描きだすショーペンハ

ウアー像において、このような「ヒューム的」な側面が際立っている理由としては、その出

典が現代のメタ倫理学の論争におけるヒューム主義の議論に存することに由来するという

可能性も考えられるであろう。 

 これは余談だが、もし仮にショーペンハウアーとウィリアムズの立場が重なる場合、両者

は「内在主義」というキーワードに関しても（表面上の）一致を見せることになる。 
26 なお永守は、コースガードの議論に対して、道具的実践理性における規範的コミットメ

ントと、道徳的実践理性におけるコミットメントを、段階としての区別を認めている。その

うえで、両者に通底するものとして「目的」という概念が採用されることによって、「行為

者が理性的であるならば、〈行為者は自他の実践理性を尊重するべきである〉という規範的

判断を下す、という結論が導き出されている（永守[2019], 83 頁）。 

コメント 訳文に関して 

"The prudent individual must, by definition, be able to resist..." 

(Reginster[2006], p. 67)という一文が、邦訳では「思慮的個人は、定義により、

［…］抵抗しなければならない」（レジンスター[2020], 112頁）とされている

が、ただしくは「思慮的個人は、定義により、［…］抵抗できるのでなければな

らない」であると思われる。実際、ショーペンハウアーの立場から見ても、思慮

的個人は、感覚的衝動による決定に対してつねに抵抗しているわけではなく、ま

たつねに抵抗する必然性も有してはいない。もしショーペンハウアーが「つねに

抵抗している」という主張を行っているとしたら、それは明らかに過剰な要求を

行っていることになり、議論が噛み合わなくなってしまう。重版の際には、ぜひ

ご検討いただけたら幸いである。 



2020/12/20 第 34 回ニーチェ・セミナー 

13 

1.2.2.2. ショーペンハウアーと Why Be Moral 問題 

 以上では、レジンスターによるショーペンハウアー理解の大枠が、メタ倫理学の論争

（の引き写し）に依拠したものである可能性について確認した。このようにして、カン

ト主義の論争に対する対立項としてショーペンハウアーが割り当てられることによっ

て、本節の冒頭で確認した、Why Be Moral 問題に定位したカント解釈が、ショーペンハ

ウアー解釈における問題として浮上することになる。 

レジンスターがカントの議論に見いだす力点は、「思慮的である（prudent, 怜悧）と

いうことは、道徳的な熟慮の十分条件である」という主張へとまとめられるように思わ

れる27。たしかに本節の冒頭で確認したような Why Be Moral 問題の観点に立つならば、

我々はアモラリストに対して、「思慮的である（prudent, 怜悧）ことは、すでに道徳に

配慮すべき充分な理由を含んでいる」ことを示す必要がある28。そして、この観点から

見れば、たしかにカントの『基礎づけ』の論証は、この問題に対する直接的な回答を明

示するものではないという点で、不備を含んでいると見なしうる。この不備を補うため

にはコースガードのように、カント自身に出典をもたない第三の論点（たとえば「アイ

デンティティ」）をカント解釈の中に置き入れて、議論を再構成する必要があるであろ

う。 

本稿の理解が正しければ、レジンスターの議論は、次のような見通しを含んでいる。

すなわち、ショーペンハウアーがカントの中に、このようないわゆる「アモラリストへ

の説得」という意味での Why Be Moral 問題に相当する論点（の不備）を見てとった上

で、その不備を突いている、という見通しである。このような見通しそのものは、ショ

ーペンハウアー（やニーチェ）が理解していたであろうカント（自身）の議論が、その

ようなメタ倫理学的な問題構制をどこまで含みうるのかという問題を別にしても、ショ

ーペンハウアー研究から見ても興味深い着眼点を含んでいると思われる29。 

とはいえ、それではショーペンハウアーは、カントの中にこのような「アモラリスト

の説得」という意味での Why Be Moral 問題を見てとった上で、その不備を突いている

といえるのであろうか。私見では、むしろショーペンハウアーのカント批判の主要な矛

先は、このような「アモラリストの説得」という問題に対するカントの無関心
．．．

へと向け

られているように思われる。実際、記述的倫理学に近い立場をとるショーペンハウアー

は、カントによる倫理学の基礎づけに認められるべき、アモラリストに背を向けた自閉

                                                   
27 コースガードを含めたメタ倫理学の文脈においては、prudent は「思慮的」と訳されるが、

コースガードはこの言葉を klug の英訳として用いている（Korsgaard[1996], p. 156）。Klugheit

はカント倫理学の術語の一つであり、ドイツ語圏の研究においては「怜悧」と訳されるのが

一般的である。 
28 これに近い路線のカント解釈としては、コースガードの議論が知られている。 
29 もちろんこの洞察も、ニーチェの議論を正当化するために、そこから逆算するかたちで

ショーペンハウアーのなかに置き入れられたものに過ぎない可能性はあるが、そのこと自

体はこの論点の興味深さを損なうものではない。 
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的な性格のうちに、その主要な問題点を見いだしているように思われる。 

 とはいえ、レジンスター自身の議論戦略に立ち返れば、上記のようなショーペンハウ

アー理解には一定の見通しがつく。というのも、ここでのショーペンハウアーの議論は、

これに続く箇所で展開される、ニーチェにおける規範的主観主義の擁護、すなわちニー

チェ自身における、（広義の）Why Be Moral 問題―レジンスターの表現を用いれば道

徳的な理由の「正当化」の問題―に対する解答のための前梯となっているからである。

本章が前提とする「カント―ショーペンハウアー―ニーチェ」という系譜のなかで、シ

ョーペンハウアーだけが自由意志を明確に否定する立場を採用している。その結果とし

て、規範倫理学を展開するカントとニーチェに対して、ショーペンハウアーだけは記述

倫理学に近いタイプの議論を行っており30、その限りではこの三者は直線的に結びつく

ことはない。しかし、道徳の権威の問題に対するカント批判のための媒介としてショー

ペンハウアーが持ち出されている以上、ショーペンハウアーもまた、規範倫理学の規範

性を問う問題構制のもとで、Why Be Moral 問題の論客として振舞うことを強いられる

ことになる。 

 

1.2.2.3. 規範的主観主義の擁護におけるカントとショーペンハウアーの関係 

1.2.2.3.1. 「充足理由」の扱い 

 以上のような再構成を経て、規範的主観主義の擁護へと議論の力点が移される。本節

の議論は、興味深い洞察が取り出されている反面、歴史的な接続関係の上では極めて重

大な問題を含んでいるように思われる。その中心となるのが、「充足理由」という概念

の扱いである。 

 規範的主観主義を擁護する論点をショーペンハウアーから取りだすための準備とし

て、レジンスターは改めてカントの客観主義へと議論の矛先を向ける。そして、カント

主義のメタ倫理学において「条件の遡及31」と呼ばれている論点に光を当てて、「実践

的反省は、究極的な諸原理に向けて遡行する運動を開始する32」と指摘する。そのうえ

                                                   
30 林[2020]も、レジンスターに対して、これと同様の批判を加えている。ただし本稿で

は、「当為」（林[2020], 136 頁）と「経験的事実」（同上）という対立ではなく、規範倫理学

と記述倫理学の対立という定式化のもとで、この問題を検討することを試みている。また

林[2020]においては、「エゴイズムや同情は経験的事実として見なされるがゆえ、それらは

悪や善という価値づけとは一定の距離をもっている」（林[2020], 136 頁）と指摘されている

が、ショーペンハウアーにおいても「善」や「悪」という概念は著作によって多義的な用

いられ方をされているため、この点については解釈者によって意見が分かれうるであろ

う。というのも、記述倫理学の対象のうちには、我々が（現に有する）善悪に関する信念

も含まれるからである。実際、ショーペンハウアーの場合も、道徳的価値の内実を解明す

るに際しては、善悪に関する我々の常識的な信念のうちに根拠を求める議論を展開してい

る。 
31 永守[2019], 83 頁 
32 レジンスター[2020], 129 頁 
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で、「この究極原理を、充足理由と呼ぶことにしよう33」と宣言する。レジンスターが

「呼ぶことにしよう」と言っていることからも伺えるが、「充足理由」という術語を持

ち込む議論は、レジンスター自身が註 16 でも言及しているように、カント自身の議論

というよりも、むしろ近年におけるメタ倫理学のカント主義において通用している論点

である34。 

 以上のようなカント理解に立ったうえで、レジンスターは、この「充足理由」という

キーワードを頼みとするかたちで、カント批判の論点を、ショーペンハウアーの充足理

由律（充足根拠律）の議論につなげようとする35。しかし、カント倫理学を「充足理由」

という術語をもちいて再構成するという語法は、近年のメタ倫理学によって持ち込まれ

たものであるため、ショーペンハウアーがこの概念を用いてカントを批判したテキスト

を、ショーペンハウアーによるカント倫理学の批判のなかに直接見いだすことはできな

い。そこでレジンスターは、ショーペンハウアーのアンチノミー批判という迂回路を経

ることによって、「充足理由」に関するショーペンハウアーの論点を、カントの「条件

の遡及」の議論へと接続しようとする。その着手点としてレジンスターが引き合いにだ

すのが、ショーペンハウアーがアンチノミーを批判した、以下のテキストである。 

 

それゆえ充足根拠もしくは理由の原理は常に、直近あるいは隣接する条件の完備の

みを要求するのであり、決して系列の完備を要求しない。［…］充足理由の原理の

要求は、各々の特定の充足理由もしくは根拠において完全に満たされている（『世

界』正編「カント哲学の批判」〔四・一六一 ‐ 一六三〕）。（レジンスター[2020], 

132 頁） 

 

 以上の観点からショーペンハウアーは、アンチノミーを退けるに際して、カントのよ

うに周到な論証は、不必要であると指摘する。とはいえ、ショーペンハウアーは、人間

理性がアンチノミーに囚われるという事実そのものを頭から否定しているわけではな

い。人間理性がアンチノミーに囚われる理由を、ショーペンハウアーは、「事柄そのも

のに向かおうとしないで、もろもろの抽象的な概念の内部に身を置くとすれば、そうし

たもろもろの差別は消えうせてしまう。［…］そこでこの場合、抽象的な理性原理がき

わめて向こう見ずに、無条件なものに対するおのれの要求をひっさげて登場するのであ

る36」と説明することで、アンチノミーの発生機序を説明している。この点では、ショー

ペンハウアーがカントの倫理思想を批判する際にみられる、定言命法という発想そのもの

                                                   
33 レジンスター[2020], 129 頁 
34 この出典としてレジンスターは Reath の名前をあげているが、近年の議論状況としては

むしろ、レジンスター自身が註 10 と 17 で挙げているコースガードもしばしば用いている。
Korsgaard[1996], p. 102, 114, 116. 
35 レジンスター[2020], 132 頁. 
36 WI, S. 571, 邦訳はショーペンハウアー[1974], 162 頁. 
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を端的に一蹴する姿勢とは、あくまでもトーンが異なっているといえるであろう。しかし

レジンスターは、この箇所の引用を「［…］」によって省略したうえで、以下の引用文

へと接続を行う。 

 

このことから帰結するのは、理性の本質的本性は無条件なものへの要求には存して

いないということである。というのも、まったき熟慮を進めるや否や、無条件的な

ものなどというのはありえないものであることに理性は自ら気づかざるをえない

からである。（『世界』正編「カント哲学の批判」〔四・一六一 ‐ 一六三〕）。（レ

ジンスター[2020], 132 頁） 

 

 以上のようにしてレジンスターは、「理性の本質的本性は無条件なものへの要求には

存していない」という論点を、ショーペンハウアーのアンチノミー批判から取り出して

いる。そして、「理論理性と実践理性はカントにとって構造的に相似37」というショー

ペンハウアーの見解を頼みとすることによって、このショーペンハウアーの見解を、そ

のまま実践哲学の問題へと当てはめようとする。レジンスターは以下のように述べる。 

 

簡潔に言うならば、ショーペンハウアーのカントに対する異論は以下のとおりであ

る。もし考慮事項が偶然的に理性的であるなら、その正当化に対する問いが生じる

かもしれないが、そうすべき理性的必然性が存在しない限り、そうする必要はない

のである。換言すると、その偶然性は、必ずしもその規範的力を掘り崩しはしない

のである。（レジンスター[2020], 134 頁） 

 

 ここでのレジンスターの狙いは、道徳的価値の正当化に際して、カントのように無条

件的な原理に訴える必要はないという洞察、すなわち「その［道徳的正当化のための充

足理由の］偶然性は、必ずしもその規範的力を掘り崩しはしない38」という論点を、シ

ョーペンハウアーから取り出すことである。これによって、カントのような規範的客観

主義から、ニーチェの規範的主観主義へと旋回するための、ニーチェに対するインスピ

レーションの供給源として、ショーペンハウアーの言説を再構成するのがレジンスター

の狙いであり、これによって、〈カント→ショーペンハウアー→ニーチェ〉という思想

史的発展を図式的に描き出すことである。 

 しかし、ここでのレジンスターのショーペンハウアー解釈は、きわめて強引であると

いえる。その第一の理由として、このショーペンハウアーのテキストは、そもそも倫理

学の議論ではなく、倫理学の議論に応用可能な論点として提示されているわけでもない

という点があげられる。たとえばレジンスターによるショーペンハウアーからの一連の

                                                   
37 レジンスター[2020], 132 頁. 
38 レジンスター[2020], 135 頁. 
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引用箇所の直後では、ショーペンハウアーは次のように述べている。 

 

認識能力のひとつとしての理性は、つねにただもろもろの客観をとりあつかうこと

ができるだけである。ところで、主観に対する客観はすべて、取り消しのきかぬほ

ど必然的に根拠律に従属し帰属している。（WI, S. 571, 邦訳はショーペンハウアー

[1974], 163 頁） 

 

以上の記述が示唆するように、ショーペンハウアーの充足根拠律の議論は、カントの

用語を借りれば「経験の可能性の制約（Bedingung）」について述べたものである。した

がって、このショーペンハウアーのテキストから、「理由の正当化」一般に関する提案

を読み取るためには、たんに本箇所の引用を引き合いに出すだけでは不十分であり、さ

らなる議論が必要である。 

 第二の理由として、上記の省略された箇所からも見てとれるように、本箇所における

ショーペンハウアーの議論は、あくまでも理性の越権に対するカントの解決、すなわち

アンチノミーの論証が過剰であることを指摘したものにすぎない。したがって、本箇所

の記述から、「偶然性は、必ずしもその規範的力を掘り崩しはしない」というメタ倫理

学の積極的主張を読みとることは、難しいように思われる。 

 

1.2.2.3.2. ショーペンハウアー解釈にメタ倫理学的な問題意識を持ち込む 

ことの問題点 

 たしかに、テキスト読解の多少の強引さに目をつぶって、ショーペンハウアーの当該

テキストからこのような論点を取りだす試み自体は、非常に興味深い試みであると思わ

れる。しかし、ここでレジンスターが行っているショーペンハウアー解釈は、そのまま

ニーチェの思想形成史へと接続される。すなわち、このレジンスターのショーペンハウ

アー理解は、ニーチェの思想形成に対するある種の裏づけとして提出されているのであ

る。しかし上述のように、ショーペンハウアーの本テキストに対するレジンスターの解

釈は、レジンスターによる強いバイアス、しかもニーチェから見たバイアスではなく、

ニーチェ本人とは無縁であろう現代のメタ倫理学の伝統における問題意識からなるバ

イアスのかかった解釈である。したがって、このようなショーペンハウアー解釈がニー

チェにインスピレーションを与えたとストレートに主張するのは難しく、ニーチェのシ

ョーペンハウアー読解を裏づけるさらなる証拠が求められると思われる。 

 なお、上記のショーペンハウアーのテキストのうち、レジンスターが恣意的に省略し

た箇所を復元してやると、ここでのショーペンハウアーの主張は、むしろニーチェへの

一層の接近を見せることになる。そのことは、ニーチェの規範的主観主義の立場につい

てのレジンスターの次の説明からも見て取れる。 
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それゆえパースペクティブは不可避なものである。だがこの不可避性は、根本的な

意味で超越論的なものと理解されねばならない。つまりそれらは限界なのではなく、

可能性の条件なのである。それらは私たちが諸々の判断に関して推論するための基

準ではなく、そこにおいて私たちが諸々の判断を形成する諸概念を供給するのであ

る。私たちが自分のパースペクティブを避けることができないのは、私たちが思考

し推論する条件をそれらが供給するというまさにその理由からなのである。（レジ

ンスター[2020], 141 頁） 

 

 このレジンスターによるニーチェ読解に対して、①「パースペクティブ」を「人間の

認識能力」と読み替えて、②議論の文脈をふたたび理論哲学の場面へと置き戻す、とい

う二つの操作を加えてやれば、ここでニーチェが主張している内容は、むしろショーペ

ンハウアーが『カント哲学批判』の上記の引用文のなかで述べようとしていることに近

い39。もっともショーペンハウアーは、認識に関しては超越論的観念論の立場を取って

いる。したがって、本箇所のショーペンハウアーが提示している認識論的な図式が、レ

ジンスターの描きだす規範的主観主義者としてのニーチェの考え方と同型的であると

いう事実は、レジンスターの論証に対してプラスに働くものではない。 

 

1.2.2.4. 規範的主観主義の正当化におけるショーペンハウアーの扱い 

 以上のような強引なショーペンハウアー解釈が必要とされた理由としては、「充足理

由」というメタ倫理学的な概念を介在させたことのみならず、規範的主観主義の擁護と

いう議論構成もあげられるように思われる。 

 ニーチェの規範的主観主義は、同時に記述的主観主義を含むものである。このような

記述的主観主義の立場に対して一般に指摘される特徴の一つとして、道徳的な不一致を

「態度における不一致」へと還元するため40、「倫理において理由が占める位置を説明

できない41」とする点が挙げられる。したがって、記述的主観主義の考え方は、一方で

は道徳に関する相対主義に陥り、また他方では理由の提示による議論を不可能としてし

まう。したがって、本箇所でレジンスターが描きだすニーチェのように、記述主観主義

の立場をとりつつ同時に規範的主観主義の立場を取ろうとすると、レジンスターの言葉

を用いるならば、それぞれの道徳的立場に関して、たんなる「誘惑42」しかできないこ

とになる。 

                                                   
39 ただしショーペンハウアーの場合、「それらは限界なのではなく可能性の条件なのであ

る」という言い方は必ずしも意味をなさない、というのもショーペンハウアーの枠組みに従

うならば、限界であることと可能性の条件であることは互いに矛盾せず、むしろ表裏一体で

あると考えられるからである。 
40 レイチェルズ[2003], 43 頁以下. 
41 レイチェルズ[2003], 44 頁. 
42 レジンスター[2020], 117 頁. 
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 しかしショーペンハウアーは、少なくとも倫理学の文脈では、そのような立場は取っ

ていないと思われる。したがって、ショーペンハウアーの倫理思想から直接的に、規範

的主観主義の着想となるモチーフを取りだすのは不可能である。そこでレジンスターは、

ショーペンハウアーがカントのアンチノミーに対して行った批判に、ややアクロバット

な解釈を加えることによって、ニーチェが主観主義をとるための影響作用史的な理路を

開こうとしている、というのが本稿の見立てであった。もしこの本稿の見立てが正しい

とすれば、レジンスターは、ショーペンハウアーの歴史的役割に過剰な負荷をかけてい

るのではないかと思われる。  
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1.2.3. ショーペンハウアーの自由意志解釈に関するレジンスターの戦略の 

問題点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1. ショーペンハウアーに「熟慮の現象学」を読み込むことの問題 

 前節では、「条件の遡及」に相当する論点に対する検討を行った。これに加えてレジ

ンスターは、「熟慮がもついくつかの際立った特徴43」に関しても、ショーペンハウア

ーによるカント批判を取り上げて、「叡智的自己」のうちに「本来の自己」をみるカン

トの考え方と44、「行為主体を諸々の偶然的な諸傾向の受動的容器にすぎないものと考

える」というショーペンハウアーの立場を対比させる。そして、このトピックに関して

は、「カント的な見方が魅力的なのは、それが熟慮の現象学の中心的な側面を説明する

ために必要であるように見えるからである45」と指摘され、カント主義者の立場に一定

の優越性が認められる。この観点からレジンスターは、「カント主義者にとってみれば、

この［ショーペンハウアーの］説明は熟慮する行為主体」を説明しているというよりも、

むしろ言い逃れしているのである46」と指摘する。 

 このレジンスターの指摘は、ショーペンハウアーをどこまで好意的に解釈するかに応

じて、その妥当性が分かれてくる。レジンスターが引用するテキストだけをとりあげて、

ショーペンハウアーが現象学をしていると理解するならば、レジンスターの批判はあた

っているといえるであろう。しかし、ショーペンハウアーの議論全体から見返すならば、

本箇所でショーペンハウアーは現象学的な記述を行っているわけではなく、むしろ超越

論的な次元における「決意」の成立メカニズムの説明を行っているといえる。この点で

は、ここでショーペンハウアーが「決意」という概念によって理解しているものは、現

代のメタ倫理学においてカント主義者が語るような「熟慮する行為主体」というよりも、

                                                   
43 レジンスター[2020], 118 頁. 
44 レジンスター[2020], 118 頁以下. 
45 レジンスター[2020], 122 頁. 
46 レジンスター[2020], 120 頁 

質問③ 本章におけるショーペンハウアーはあくまでも中継ぎなのか？ 

 本章におけるレジンスターのショーペンハウアー解釈は、「カント←ショーペ

ンハウアー←ニーチェ」という批判関係、ひいては「ショーペンハウアーから着

想を得てカントを克服する」というカントとニーチェのあいだの対話的関係を描

きだすために、ニーチェ自身の（メタ倫理学的な）立場から「中継ぎ」として逆

算されたショーペンハウアー像ではないか。その結果、ショーペンハウアー解釈

が、メタ倫理学的な正当性も歴史的な正当性も欠いた、中途半端なものになって

しまっているのではないか。 
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むしろ『純粋理性批判』で語られる「超越論的自由47」に近いといえるかもしれない48。

その限りでは、レジンスターによるここでの議論は、ショーペンハウアーの問題構制と

カントにおける自由概念を捨象することによって初めて成立する。とはいえ、この論点

に限定すれば、レジンスターのショーペンハウアー理解は、必ずしも恣意的で無理のあ

るものではないと思われる。 

 あくまでも、ここでレジンスターが焦点を当てているのは、「積極的なセルフコント

ロールや自己決定が行為において働いている49」という「熟慮の現象学の中心的な側面

を説明する50」ことである。この観点からレジンスターはカントの立場に軍配をあげる。

しかし、カントがそのためには客観的規範主義（「客観的な諸規範51」）が必須条件に

なると見なしたのに対して、このカントの立場に対する代案ないし「別の説明52」とし

て、ニーチェの立場を取りあげる。 

 このカントからニーチェへと至る議論の図式をより明瞭化するために、ショーペンハ

ウアーの立場が「熟慮の現象学」の土俵へと引きずりだされることによって、「積極的

なセルフコントロールや自己決定が行為において働いている」という前提そのものを否

定した、カントの立場の対極をなすとして提示されることとなる。そしてレジンスター

は、ニーチェの目的を、次の点に局限する。 

 

［…］ニーチェは次のような懸念を払拭したのである。すなわち、諸傾向が行為主

体の人生の方向をコントロールしようと争い、最終的にそれを決定する際、行為主

体が受動的なのではないかという懸念である。（レジンスター[2020], 122 頁） 

 

 これによって、ニーチェの立場が、カント的客観主義の否定と「積極的なセルフコン

トロール」を両立させた「第三の道」として際立つことになる。 

 もっとも、ショーペンハウアーのカント批判は、たんに的外れなものとして退けられ

るわけではなく、別の点において優越性を認められる。それが、「熟慮」に関するパラ

ダイムそのものをカントの立場から転換して、「偶然的諸傾向をしてそこからまずもっ

て熟慮がなされるパースペクティブを形づくるものと見なす53」という観点を提供する

ことである。この、ショーペンハウアーによってもたらされたパラダイムシフトを媒介

                                                   
47 KrV, A447=B465, A532=B560 
48 実際、ショーペンハウアーは、『充足根拠律の四方向に分岐した根について』第一版の段

階では、「決意」を語る文脈において、第三アンチノミーの解決を論じた『純粋理性批判』

の B560-586 の議論に賛同を示している。Cf. Go, S. 77. 
49 レジンスター[2020], 120 頁. 
50 レジンスター[2020], 123 頁. 
51 レジンスター[2020], 118 頁. 
52 レジンスター[2020], 122 頁. 
53 レジンスター[2020], 125 頁. 
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することによって、理性を「さまざまな情念や欲求間の関係のシステム54」と見なすニ

ーチェの情動主義的な立場に「規範的権威55」を付与するという、レジンスターによる

ニーチェの再構成が有していた当初の目的が達成される56。もっとも、ショーペンハウ

アーに好意的な解釈を行うならば、このようなニーチェ像は、道徳的価値の規範的権威

という一点を除けばショーペンハウアーの立場とほぼ同じであり、先ほどのレジンスタ

ーによるショーペンハウアー解釈の際に度外視されていた側面を、もう一度ニーチェ自

身の立場の中に見いだしているだけであるとも言えるであろう。 

 

1.2.3.2. 本章におけるショーペンハウアーとニーチェの関係 

 このようなショーペンハウアーに対するレジンスターの距離感の曖昧さは、レジンス

ター自身の方法論的立場を曖昧なものにしているように思われる。レジンスターが本書

の目的として掲げていたのは、あくまでも「ニーチェの哲学的プロジェクトについて一

つの体系的解釈を明確に提示する57」ことである。それゆえ、ショーペンハウアーとニ

ーチェのあいだの歴史的な関係を実証的に裏づけることは、この著書にとっての第一の

目的ではない。 

 それでは、カント＝ショーペンハウアーの議論を提示したことは、体系的に再構成さ

れたニーチェ像を我々読者がよりよく理解するための、ただの参照軸（悪くいえば咬ま

せ犬）として提示されているに過ぎないのであろうか。たしかに、（行き掛けの駄賃で）

ショーペンハウアーの思想に対しても分析的なアプローチを加えてみた、ということで

あれば、レジンスターのショーペンハウアー解釈は一定の筋が通ったものである。 

 しかしレジンスター自身が、このような想定を矛盾する見解を示している。本書の序

論では、両者の関係について、レジンスターは次のように述べている。 

 

［両者の関係について］私が示したい（hope to show）のはたとえば以下のようなも

のである。いたるところで見出されるニーチェの苦悩への関心はショーペンハウア

ーから受け継いだ（inherit）ものであること。ニーチェの力への意志という概念は、

ショーペンハウアーがペシミズムに賛成する論拠とした生への意志という概念に

よって演じられていた役割の、ニーチェ独自の理解から生い育ってきた（grow out 

of）ものであること。そして、力への意志というこの概念はついには彼の先駆者の

快楽主義的な善の構想を拒否することへと導いた（lead）こと。（レジンスター[2020], 

12 頁）。 

 

                                                   
54 レジンスター[2020], 124 頁. 
55 レジンスター[2020], 125 頁. 
56 レジンスター[2020], 117 頁. 
57 レジンスター[2020], 4 頁. 
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 ここでレジンスターは、「示したい（hope to show）」という控えめな表現を用いては

いるものが、このレジンスターの宣言を一読する限りでは、レジンスターはニーチェの

思想の発展史的側面を、ショーペンハウアーとの関わりから論じることを狙いにしてい

るように見える。ここで述べられているレジンスターの自負を強く受け取る場合、現代

の議論の枠組みを持ち込む分析的手法とテキスト内在的な再構成にこだわる文献学的

手法のあいだで不可避的に生じるコンフリクトに対して、レジンスターは無頓着である

ように思われる。もしレジンスターがあくまでも分析的手法をとるならば、文献学的な

いし思想史的・影響作用史的な論点については、もっと禁欲的な態度をとってもよかっ

たかもしれない。 
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2. 第 3章「力への意志」、第四章「絶望の克服」（補足質問） 

2.1. 第 3章の議論の概要 

 

 本章では、「無価値化の実質的な形態」の原理としての「力への意志」が扱われる。

その際の主題は、「力への意志という観念は真空状態の中で生み出されたわけではなく、

ショーペンハウアー哲学という背景の下で形成されてきた」（レジンスター[2020], 177

頁）という事実を、分析的手法を用いて説得的に提示することである。 

 

 

(1)ニーチェの「力への意志」の哲学史的な出典としてのショーペンハウアー哲学 

 

「力への意志」をめぐるニーチェの立場 

 

  ○ニーチェの方法 

・・・パースペクティヴィズム・経験主義、 

感覚的証拠の重視（174頁以下） 

 

  ○ニーチェの主張 

・・・「力への意志」にすべてを包括する 

形而上学的な射程を付与している（175頁以下） 

 

    

        思想史上の源泉 

    

 

ショーペンハウアーの哲学モデル 

・・・○「形而上学」＝「経験を理解すること」（178頁） 

⇒ 形而上学は経験的証拠による批判を許容する（180 頁） 

  

 

 

 

  

矛盾？ 

これを支えるのが「物自体が自己現出する」（179頁）という前提 
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(2)ショーペンハウアー「不快」の概念の分析 

 

 ショーペンハウアーは幸福に関する快楽主義の立場をとる（181 頁）。 

 

 

 

      ①取り除きたいと欲する苦痛の持続（起源論証に対応） 

       ⇒これは「苦痛（Schmerz）」と呼ばれる傾向にある（184, 191頁） 

 

      ②苦痛を取り除くという欲求の挫折（情動不協和論証に対応）  

       ⇒これは「苦悩（Leiden）」と呼ばれる傾向にある（187, 191頁） 

 

 

 

「苦悩を取り除くことは不快全般を取り除くことを含意している」ため、 

「幸福をショーペンハウアーは特に苦悩（Leiden）との対比において定義する」 

（191頁） 

 

 

(3)「充足」の概念の分析 

 

       ①狭義の充足・・・・・・欲求の対象を所有すること 

        

       ②満足／幸福／満悦・・・欲求の対象を所有することで得られる快 

 

 

  

「快＝苦痛の欠如」←これが欲求の対象 

不
快 
広
義
の
充
足 
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(4)欲求の二層構造 ――「苦痛と退屈の振り子運動」の説明 

 

二つの洞察 

  ①欲求は必要に基づく（欲求の渇き・飢えモデル）（199頁） 

  ②欲求（人間的意志）は志向的状態である（205頁） 

 

欲求の二層構造モデル 

 

 

 

 

                ←「生への意志」 

                  ＝意志への意志 

 

 

                ← 個々の意志 

                    （意欲） 

 

 

 

 

(5)「生への意志」から「力への意志」へ 

 

ショーペンハウアー           ニーチェ 

二階の欲求としての「生への意志」    二階の欲求としての「力への意志」 

                    ・・・抵抗を克服するという 

                       活動そのものへの意志（213頁） 

 

 

 

 

 

 

 

  

二階の 

欲求 

一階の 

欲求 

欲求の 

対象 

二階の 
欲求の 
充足 

一階の 
欲求の 
挫折 

欲求の二層構造 苦痛 
苦悩 

二階の 
欲求の 
挫折 

一階の 
欲求の 
充足 

退屈 
欲求することを 
欲求する 

 

問題点 

●「残酷さ」をうまく 

説明できない 

 

●「禁欲主義」をうまく 

説明できない 

ニーチェの解答 

●「残酷さ」・・・・他者に苦悩を与えること 

          による力の感情の増大  

 

●「禁欲主義」・・・自己に苦悩を与えること

による力の感情の増大 
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2.2. 第 3章の内容の検討 

2.2.1.「不快」の概念の分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.「不快」の概念の分析の概要 

 レジンスターによるショーペンハウアーのテキストに対する洞察は、苦痛・苦悩に対

する分析からスタートする。レジンスターはこれらを「不快（displeasure）58」という上

位概念によって包括的に捉えたうえで、これらの苦痛および苦悩に関するショーペンハ

ウアーのテーゼを分析することによって、「不快」に関する起源論証と情動不協和論証

という二つの論点が含まれていることを指摘する。そしてこの観点から、ショーペンハ

ウアーにおける「不快」を、以下の二種類に区別する。 

 

①ひとりでに生じるようなタイプの不快59・取り除きたいと欲する苦痛の持続60 

                           （起源論証に対応） 

⇒この種類の不快をショーペンハウアーは「苦痛（Schmerz）」と呼ぶ傾向 

（レジンスター[2020], 191 頁） 

 

レジンスターが典拠とするテキスト 

「欲求はその本性からして苦痛である」（『世界』正編五七〔III 一〇〕）（レジン

スター[2020], 184 頁） 

Der Wunsch ist, seiner Natur nach, Schmerz. 

                                                   
58 レジンスター[2020], 190 頁. 
59 レジンスター[2020], 191 頁. 
60 レジンスター[2020], 190 頁. 

コメント 「苦痛」と「苦悩」の区別の独創性と豊かな射程について 

 「苦痛」と「苦悩」の区別というレジンスターの論点には、先行研究は（どの

程度）あるのであろうか？管見の限りでは、レジンスターの独創的な着眼点であ

ると思われる。 

 この「苦痛」と「苦悩」の区別をショーペンハウアーに見いだすレジンスター

の論点は豊かな射程を持つものであり、応用倫理学の議論にも貢献しうる。具体

的には、生命倫理学者の John Harrisが功利主義の立場（より厳密には QALYの

概念）を批判する際に引き合いにだす「二重苦（Double Jeopardy）」の発想に

対する、古典哲学からの基礎づけを可能にするのではないか。 
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「しかるに、すべての意志の基礎は、必要であり、欠如であり、したがって苦痛で

ある。それゆえ、生はすでにその本性と起源によって、苦痛へと運命づけられてい

る」（『世界』正編五七〔III 五 － 六〕）（レジンスター[2020], 184 頁） 

Die Basis alles Wollens aber ist Bedürftigkeit, Mangel, also Schmerz, dem er folglich schon 

ursprünglich und duch sein Wesen anheimfällt. 

 

②苦痛を除去したいという欲求の挫折61・先行する欲求の挫折によって生じる不快62 

                          （情動不協和論証に対応） 

⇒この種類の不快をショーペンハウアーは「苦悩（Leiden）」と呼ぶ傾向 

                     （レジンスター[2020], 191 頁） 

 

レジンスターが典拠とするテキスト 

「あらゆる努力は欠如から、自身の置かれた状態に対する不満足から生じるもので

あり、それゆえ充足されない限り苦悩となる」（『世界』正編五八〔II 三二九 － 

三三〇〕）（レジンスター[2020], 187 頁） 

alles streben entspringt aus Mangel, aus Unzufriedenheit mit seinem Zustande, ist also 

Leiden so lange es nicht befriedigt ist. 

 

「苦悩というものはすべて、単に、妨げられて充足されない意志にほかならない」

（『世界』正編六五〔III 一二七〕）（レジンスター[2020], 191 頁） 

alles Leiden ist durchaus nichts Anderes, als unerfülltes und durchkreuztes Wollen. 

 

 

以上のようにしてレジンスターは、「ひとりでに生じるようなタイプの不快」ないし

「取り除きたいと欲する苦痛の持続」に相当する「苦痛」と、「苦痛を除去したいとい

う欲求の挫折」ひいては「先行する欲求の挫折」によって生じる不快である「苦悩」の

あいだの区別という論点が、ショーペンハウアーのなかで暗に前提とされていることを

指摘する。 

そのうえでレジンスターは、「苦悩を取り除くことは不快全般を取り除くことを含意

しているから」「幸福をショーペンハウアーは特に苦悩との対比において定義する63」

と指摘して、「苦悩」という概念の重要性へと注意を向けている。 

                                                   
61 同上。 
62 レジンスタ「[2020], 191 頁. 
63 レジンスター[2020], 191 頁. 
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2.2.1.2.「不快」の概念の分析の独創性と豊かな射程 

2.2.1.2.1.「不快」の概念の分析の独創性 

 「苦痛」と「苦悩」の区別を論じた研究は、ダニエル・シュッベによる言及などを別

にすれば64、必ずしも多くないと思われる。さらにレジンスターは、「充足（Befriedigung）」

と、「満足（Beglückung）」「幸福（Glück）」「満悦（Zufriedenheit, Genügen）」のあ

いだの区別など65、ショーペンハウアーにおける術語の区別に関する新たな提案を行っ

ている。これらの提案は、同じく（言及こそされるが）看過されがちであった、ハウス

ケラーの「直観（Anschauung）」と「直覚的認識（intuitive Erkenntnis）」の関係と並ん

で66、ショーペンハウアーのテキストに対する従来の文献的研究においても、必ずしも

充分な追加検証を経てこなかった点であると思われる。 

 もっとも、現代におけるドイツ語の用法としては、上記の諸概念はほぼ同義語であり、

このような過剰な区別を持ち込むことは、たんなる「深読み」になりかねないという問

題は指摘されうるであろう。しかし他方で、カント以降の 19 世紀ドイツ哲学の伝統は、

それぞれの語彙のもつ日常的な用法を超えた細かな区別のもとに成立しているもので

あり、その伝統に定位して哲学しているショーペンハウアーに対しても、そのような細

かな語彙の区別を作業仮説として持ち込むことには、十分な意義が認められて然るべき

である。これらの区別をショーペンハウアーのテキストに置き入れて、レジンスターの

区別のテキスト内在的な妥当性を検証しつつショーペンハウアー哲学を再構成するこ

とは、文献学的なショーペンハウアー研究にも新たな見通しを与えるものとなりうるで

あろう。 

 

2.2.1.2.2.「不快」の概念の分析の豊かな射程 

 上記のような「苦痛」と「苦悩」の区別、すなわち、それ自体として生じる不快と、

その不快を除去する欲求の挫折というメタレベルな不快の区別を、ショーペンハウアー

自身のテキストのなかに見いだす試みは、ショーペンハウアーの議論を応用倫理学の議

論、たとえば生命倫理学の議論と直接接続させる際の接続点にもなりうる。その一例と

して、生命倫理学者のジョン・ハリス（John Harris）が功利主義の立場（より厳密には

QALY の概念）を批判する際に引き合いにだす主要な批判的論点である「二重苦（Double 

                                                   
64 シュッベは次のように論じている。「無世界的（Weltlosigkeit）な経験である苦痛に対し

て、苦悩は決して無世界的なものではなく、一つの世界－内－存在である。別の定式化をす

るならば、次のようになる。たとえば苦痛の感覚が、具体的な仕方で局部を限定しうるもの

で、純粋な自己関係をなすものであるのに対して、人間の苦悩は具体的な世界関係のうちに

存しており、世界における人間の具体的な状況へと関係している。したがって苦悩は、苦痛

とは異なる次元に置かれている」（Schubbe[2010], S. 38）この着眼点は、レジンスターのも

のとは視点が根本的に異なるものの、両者の見解は衝突をきたすものではない。 
65 レジンスター[2020], 193 頁. 
66 Hauskeller[1998], S. 45. 
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Jeopardy）」の発想との類似性があげられるであろう。 

 QALY（質調整生存年）とは、医療資源の配分における基準の一つであり、健康関連

QOL に余命を掛け合わせた値を指す概念である。功利主義の立場や医療経済評価など

の場面では、この値が基準として用いられることで、期待効用の最大化が図られる場合

がある。しかし、この指標にしたがう場合、最初の病気や怪我にともなって QOL が低

下した患者は、最初から治療が後回しにされることになる。その結果として患者は、①

最初の病気・怪我による苦しみ、②治療が後回しにされる苦しみ、という二重の苦しみ

を蒙ることになる。これがハリスの「二重苦」論であり、この「二重苦」を避けるため

には、医療の資源配分の基準は籤引きに訴えるしかないと主張する67。 

 このようなハリスの主張は、日本においても児玉らによって注目される論点であり、

また医療資源の配分の基準見直しが喫緊の課題となっている現代において、改めて注目

すべき論点を含んでいるように思われる。とはいえ、ハリスの議論は、あくまでも QALY

の概念に対する批判的論点の一つとして提示されているにとどまり、踏み込んだ分析や

基礎づけはなされていない。しかし、レジンスターによるショーペンハウアーの分析は、

このハリスの議論に対する、ショーペンハウアーの立場からの基礎づけを可能にするも

のであるように思われる。 

 

  

                                                   
67 この点について、児玉は次のように説明している。 

「QALY に対する代表的な批判は，Harris の「Double jeopardy（二重苦）」論である．最初

の災難（病気，けが）により，QOL が低下してしまうと，その人の QALY は低く見積も

られ，次の治療の候補者になれない．Double jeopardy とは「最初の苦しみ＋治療が後回しに

なる苦しみ＝二重の苦しみ」ということである．Harris はこの概念を用いて，代表的な功利

主義者である Singer の QALY 擁護論に論争を挑んだ。／［…］Harris は，これを避けるた

めに結局は QALY などを使わず，クジを引くしかないと主張する．Harris は，「医療の優

先順位は，人を助けること以外のいかなる配慮の影響も受けてはならない」という立場を貫

いている」（児玉[2012], 49 頁） 



2020/12/20 第 34 回ニーチェ・セミナー 

31 

2.2.2. ショーペンハウアーにおける欲求の二層構造説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. 欲求の二層構造説の概要 

 二階の欲求説は、一般的なショーペンハウアー読解から直接的には出てこないように

思われるが、ショーペンハウアーにおける「退屈」という事態を整合的に説明できる、

極めて面白い着眼点であるといえる。もし仮にレジンスターのこの着眼点が、クラーク

らの先行研究によって提起されてきたニーチェの「力への意志」を二層構造として理解

する立場をニーチェ自身の思想発展史に即して正当化するために68、その出典をショー

ペンハウアーへと逆算した結果として案出されたものでありうるとしても、そのことは

レジンスターの議論の有するショーペンハウアー解釈としての面白みを失うものでは

ない。 

 この理論の重要なポイントの一つは、「一階の諸欲求をもち（そして追求したい）と

いう二階の欲求を挫折させること69」が「退屈」という事態と同一視される場合、「退

屈」は「欲求の挫折」として説明される以上、これに先立つレジンスター自身の分析か

らみて、「退屈」が「苦悩」のヴァリアントとして説明されることであると思われる。

                                                   
68 レジンスター[2020], 215 頁. 
69 レジンスター[2020], 206 頁. 

質問④ レジンスターの「退屈」の説明は紛れ幸い？ 

①ショーペンハウアー研究において、レジンスター以上に「退屈」をうまく説明

できた研究はほとんど見当たらないように思われるが、はたして存在するので

あろうか？  

②とはいえ、レジンスターのショーペンハウアー解釈は、あくまでもニーチェに

おける欲求の二層構造を論ずるための前梯という位置づけである。また、欲求

の二層構造を論ずる解釈そのものは、フランクファートをはじめとしたメタ倫

理学の議論のうちにも認められるものである。レジンスター自身はライターの

研究からこの着想を得ているようだが、ニーチェに欲求の二層構造を読み込む

という解釈動向も、元をたどればメタ倫理学の議論に由来しているのであろう

か？ 

③メタ倫理学の議論蓄積（とりわけヒューム主義的な議論）に裏打ちされたレジ

ンスターのショーペンハウアー解釈は、ショーペンハウアー読解としては強引

なものを含む反面、総じてヒュームの名のもとで理解されてきた考え方と親和

的であるように思われる。それでは、ニーチェとヒュームのあいだには、どの

ような関係が存しているのであろうか？ 
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実際、ショーペンハウアーは、「苦痛（Schmerz）と退屈（Langenweile）の振り子運動」

という言い方をしており、「苦悩（Leiden）と退屈の振り子運動」という言い方はしな

い。またショーペンハウアー自身、「人間の苦悩の別の源泉、すなわち退屈70」という

表現を行っているテキストもあり、これらのテキストによってもレジンスターの洞察の

正しさは、ある程度裏づけられる。 

 なお、「二階の欲求」はメタ倫理学の主要概念のひとつである。その一例としては、

フランクファートの「一階の欲求」と「二階の意志」の区別が知られており71、フラン

クファートとショーペンハウアーの関連を探る議論も一部には存在するほか72、近年で

はヒューム解釈などに援用される場合もある73。レジンスターの試みは、「一階の欲求」

と「二階の欲求」を同じ「欲求（desire）」という概念のもとでとらえつつ、ショーペン

ハウアーの議論を整合的に説明しようとすることにある74。 

 

2.2.2.2. 欲求の二層構造説の問題点 

2.2.2.2.1. 「二階の欲求」概念そのものの問題点 

とはいえ、この「二階の欲求」という概念には、いくつかの問題も認められるように

思われる。その多くは、メタ倫理学的な分析という出自に由来する、この概念の平易な

明快さに起因するものである。 

第一に、「一階の諸欲求をもち（そして追求したい）という二階の欲求75」というか

たちで「二階の欲求」が定式化されている以上、一階の諸欲求が存在している限り、す

なわち苦痛や苦悩が生じている限りは、二階の欲求は充足されていることになる76。そ

のようなタイプの欲求、すなわち、退屈という仕方でのみ挫折が生じるような欲求の所

在を、ショーペンハウアーの哲学体系の中に位置づけるのは難しいように思われる。 

 第二に、レジンスターによる「退屈」の分析は、「退屈」という概念が有する歴史的

な文脈を捨象することで成立するという点があげられる。レジンスター自身が指摘する

ように、「退屈」という事態は「空虚な憧れ」とも言いかえられる。思想史的に見ると、

「退屈」の別の定式化でもある「空虚な憧れ」という概念は、思想史のうえではフィヒ

テやロマン主義のイロニーの概念にも起源をもつと思われる77。その限りでは、「退屈」

                                                   
70 PP I, S. 349.  
71 Cf. Frankfurt[1999], p. 105. ただしレジンスターは本書の文献表にフランクファートの著

作は掲載していない。したがって、レジンスターが、この欲求の二層構造に関する着想を、

クラークのニーチェ解釈から直接学びとった可能性も否定はできない。 
72 Cf. Räsänen[2005], p. 92. 
73 一例として、峰岸[2017]があげられる。なお、峰岸[2017]の狙いは、ヒュームの議論を通

じて、ウィリアムズの理由の内在主義を擁護することである。 
74 なお管見の限り、ジャナウェイはこの区別にはあまり言及しない傾向にある。 
75 レジンスター[2020], 206 頁. 
76 レジンスター[2020], 291 頁. 
77 Cf. 西欣也[2004]. なお、「憧憬」はヘーゲルによるイロニー批判の際の論点の一つであり、
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は恐らくショーペンハウアーの体系においても特別な位置価を有する事態であり、これ

をいわば別のオーダーの欲求の挫折へと還元しようとするレジンスターの議論に対し

ては、さらなる検証が必要であろう。 

 

2.2.2.2.2. 「二階の欲求」を「生への意志」と同一視する問題点 

 以上では、レジンスターによる「退屈」の分析について確認した。しかし、実はレジ

ンスターにとって、「退屈」という現象の整合的な説明は、欲求の二層構造を導き出す

ための着眼点であるにすぎない。レジンスターの最大の眼目は、この「二階の欲求」を、

「生への意志」の概念と同一視することである。しかし、「生への意志」を「二階の欲

求」として説明しようとするのは、ショーペンハウアー読解としては筋が悪いように思

われる。というのも、「生への意志」は、前節で指摘したように、一階の諸欲求が充足

された場合にのみ挫折を経験するものとは考えにくいからである78。 

 このレジンスターの解釈は、ショーペンハウアーにおける「意志（Wille）」と「意欲

（Wollen）」の相違を捨象して、両者を「欲求（desire）」という概念のもとで一義的に

捉えることで、初めて成立すると思われる。しかし、ショーペンハウアー解釈の通説に

したがえば、「生への意志」と「個々の欲求（個別的な意欲）」は、①実体と様態のよ

うな関係であると解するか（古いタイプの「誤読」）、②超越論的な原理とその経験的・

具体的な働きとして解するか（近年の研究動向）、いずれかの読み筋で解釈されるのが

一般的であり、少なくとも両者を相補的に働くものとして理解する解釈は、あまり一般

的ではないと思われる。それにもかかわらずレジンスターは、「諸欲求」と「生への意

志」の関係を、レジンスター自身の定式化である欲求の二層構造のうちに性急に割り当

て、「生への意志」と「二階の欲求」のあいだに排他的な同一性を見て取ろうとするこ

                                                   

西欣也はヘーゲルの『美学講義』から以下の一節を引用している。 

「ところでイロニーのこの否定性の次の形式は、一方で全ての実質的なものや人倫的なも

ののようにそれ自体内実豊かなものが空虚になるということです。全ての客観的なものが、

またそれ自身においてもそれ自身に対しても妥当しているものが、無価値になるというこ

とです。自我がこの立場にとどまると、自分の主観を除く全ては自我にとって空虚でむなし

いものに思われ、また自分の主観性も、これによって中身のない虚ろなものとなり、それ自

体が虚しいものになります。しかし逆に、他方で自我はこの自己享受のうちに満足を見出す

ことはできず、それ自身不備なものにならざるを得ないため、いまや自我は括弧としたもの

や実体のあるもの、明確で本質的な関心への渇望を感じるようになります。かくして不幸と

矛盾が姿を現します。主体は一方でなるほど真理の中に入ろうとし、客観性への望みを持つ

ことになりますが、しかし他方で自己におけるこの孤独と、自己への引き籠もりを払いのけ

てこの不満足な抽象的内密さから離れることもできず、このため私達がフィヒテ哲学から

生じたのを見るような、憧憬状態（Sehnsüchtigkeit）に襲われるのです」（Hegel[1970], S. 96, 

訳文は西欣也[2004], 73 頁以下より引用） 
78 やや比喩的に定式化するならば、レジンスターの解釈は、ショーペンハウアーにおける

「苦痛と退屈の振り子運動」をいわば 90 度回転することで、この運動を「一階と二階のあ

いだのピストン運動」として定式化しなおすものであるといえよう。 



34 

とによって79、ショーペンハウアーのテキストからの乖離を招いてしまっているように

思われる。 

 

2.2.2.2.3. 欲求の二層構造説をショーペンハウアーに読み込むレジンスター 

の戦略の背景 

 レジンスターが敢えて上記のようなショーペンハウアー読解を敢行した背景には、シ

ョーペンハウアー解釈をニーチェ解釈へと接続するという、（ショーペンハウアーから

みれば外在的な）狙いがある。レジンスターの目的は、基本的にはニーチェのうちに「二

階の欲求」を読み込むことであり、そのニーチェ解釈を発展史的な観点から正当化する

ための準備作業として、ショーペンハウアーの思想にも「二階の欲求」の立場が割り当

てられている。「ショーペンハウアーは「生への意志」を二階の欲求として捉えるとい

うアイデアをただ概略的に示すにとどまった。ニーチェこそが、ショーペンハウアーの

考えを自分のものにするなかでこうした二層構造を十全に明確化しているのである80」。 

 このように、ニーチェの思想の発展史という目的にショーペンハウアー解釈を従属さ

せる限りにおいて、上記のようなショーペンハウアー解釈の矛盾もまた、許容されると

いえるかもしれない。しかし今度は、このような目論見から見返すならば、レジンスタ

ーの解釈は、ショーペンハウアーのテキストに対する素朴な読み筋からの逸脱という、

別の問題に直面することになる。 

 

2.2.2.2.4. 欲求の二層構造説とヒュームの関係 

 むしろ、近年のメタ倫理学の研究動向からみれば、このような「二階の欲求」のアイ

デアに古典的な典拠を求める際には、ヒュームの立場が参照されるのが一般的であるよ

うに思われる81。この観点から見返すならば、たんに「二階の欲求」という概念のニー

チェにおける思想形成史を描きたかったのであれば、あえてショーペンハウアーのなか

で再構成しなければならない理由は、必ずしも明白ではないかもしれない。とはいえ、

この二層構造モデルをほかならぬ「欲求」や「苦痛」の概念に関係づけることに、レジ

ンスターの議論の眼目が存していたのであれば、ニーチェがショーペンハウアーの中に、

このような（ヒューム的な）モチーフを読み取っていた可能性を指摘することは可能で

あろう。 

 ヒュームとニーチェの類似性を指摘した研究は多々存在するが、管見の限りでは、ヒ

ュームのニーチェに対する影響を主張した研究はあまりないように思われる。加えて、

もし仮にニーチェがヒュームを読んでいたのだとしても、ニーチェの思想形成に与えた

                                                   
79 レジンスター[2020], 210 頁. 
80 レジンスター[2020], 210 頁. 
81 その一例として、前掲の峰岸[2017]を参照。 
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影響の大きさでは、ショーペンハウアーの方が優っていると想定するのが妥当であるか

もしれない。とはいえ、ショーペンハウアーに対する極めてアクロバットな解釈を根拠

として、なかば牽強付会にニーチェの思想形成を論じることと、ニーチェの思想形成に

おけるヒュームの役割をより重く見積もるのとでは、どちらの方がより説得的な解釈を

提示していると言えるのであろうか。 
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2.2.3. 「残酷さ」の問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1. 「残酷さ」概念の整理 

 以上では、ショーペンハウアーの「生への意志」を「二階の欲求」として定式化する

レジンスターの解釈を確認した。レジンスターの見立てによれば、このショーペンハウ

アーの「生への意志」概念から着想を得て形成されたのが、ニーチェの「力への意志」

概念である。そして、この「力への意志」というより洗練された概念によって、ニーチ

ェはショーペンハウアー哲学上の難点を克服することに成功したのであり、その典型と

されているのが、「残酷さ」と「禁欲主義」である82。本節では、「残酷さ83」の概念に

対するレジンスターの解釈をみていく。 

 レジンスターの狙いは、「残酷さ」に関するニーチェ自身の洞察、すなわち「他者に

苦悩を与えることで力の感情が増大する84」という洞察の思想史的な前梯として、ショ

ーペンハウアーの「残酷さ」の概念を、その問題点とともに提起することである。その

点においては、ショーペンハウアーの「残酷さ」概念に加えられている分析の大枠は、

本概念の問題点を的確に突いたものであると思われる。実際、行為の動機を苦痛の解消

のうちに認めるショーペンハウアーの体系において、「なぜ他者の苦痛が行為の究極目

的になりえるのか」という問題を、ショーペンハウアー内在的に正当化するのは難しい

と思われる。 

 もっとも、この「残酷さ」に対するレジンスターによる概念整理には、若干粗雑な点

が認められるため、以下ではまず、「残酷さ」に関する諸概念の布置を、ショーペンハ

ウアーに即して整理しておきたい。本概念については、主著よりも『道徳の基礎』にお

いて、より詳細に扱われており、以下のような整理がされている85。 

 

                                                   
82 レジンスター[2020], 234 頁. 
83 レジンスター[2020], 235 頁. 
84 レジンスター[2020], 240 頁. 
85 E, S. 200,邦訳はショーペンハウアー[1973], 312 頁. 

コメント  

①ニーチェとの接続を急ぎすぎていて、テキスト読解に手抜かりがあるのではな

いか？ 

②「直接〔苦痛を〕緩和することができないがゆえに、間接的な形で求める」（レ

ジンスター[2020], 238頁）という一文において訳者が補足している「〔苦痛

を〕」という文言は、厳密には「〔苦悩を〕」と置き換えられるべきではない

か？ 
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 観念的 実践的 対象 形容 

 嫉妬の害意 悪意 自分より優れたもの 人間的 

シャーデンフロイデ 残酷さ （制限なし） 悪魔的 

 

 

 レジンスターは、シャーデンフロイデと残酷さのあいだの相違へと着目することによ

って、残酷さに特有の矛盾を明らかにしようとする86。しかし、ショーペンハウアー自

身は「シャーデンフロイデは、機会さえくれば、ただちに残酷としてあらわれるであろ

う」と述べており、両者の相違のうちに必ずしも積極的な意義は見いだしていないよう

に思われる。実際、このレジンスターの着眼点は、以下で見るような、ショーペンハウ

アーに対する固有の読解に基づいている。 

 

2.2.3.2. 「ネロ、ドミティアヌス、アフリカの太守たち、ロベスピエール 

など」の例に対する解釈上の問題 

 レジンスターは、ショーペンハウアーにおける「残酷さ」の概念に対して、ショーペ

ンハウアーが言うには、残酷な人は「直接〔苦痛を〕緩和することができないがゆえに、

間接的な形で求める、言い換えれば、他人の苦悩を見ることで自分の苦悩をなだめよう

とするのであり、それと同時にこれを自分の力として意識するのである87」という整理

を行う。そのうえで、ショーペンハウアー自身が挙げている歴史上の例である「ネロ、

ドミティアヌス、アフリカの太守たち、ロベスピエールなど88」を引き合いにだし、こ

れらの例を「すでに大部分の人よりもずっと幸せであるような個人89」であると特徴づ

けたうえで、このような「幸せな個人」が残酷になるという事例を、ショーペンハウア

ーの立場からはうまく説明できないと指摘する。 

 しかしショーペンハウアーは、「ネロ、ドミティアヌス、アフリカの太守たち、ロベ

スピエールなど」の例を、レジンスターが理解するように「すでに大部分の人よりもず

っと幸せである」と形容されるべき状態であると見なしているわけではない。むしろ、

「ネロ、ドミティアヌス、アフリカの太守たち、ロベスピエールなど」の例は、広義の

「退屈」の例として語られていると見なすことが可能であり、この点をあえて度外視す

ることによって、はじめてレジンスターのこの解釈は成立する。レジンスターが引用し

ている箇所を、その直前の文章から続けて確認してみよう。レジンスターが引用してい

る箇所には、下線を付している。 

                                                   
86 レジンスター[2020], 237 頁. 
87 レジンスター[2020], 238 頁. 
88 レジンスター[2020], 237 頁. 
89 同上。 
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さて、そこで並み外れて激しい意志の衝動に満たされている人がいるとしてみよう。

彼は燃えるような貪欲さをもってありとあらゆるものをつかみ取り、エゴイズムの

渇望を癒そうとしているとする。が、その場合彼は、避け難いことではあるのだが、

あらゆる満足というものは見掛け倒しにすぎず、達成したことは熱望していたとき

の約束をなにひとつ果たしてはくれないし、要するに激しい意志衝動の最終的な鎮

静にはなっていないことを経験せざるを得ないであろうし、それどころかかえって

願望は実現されるとその姿を変えて、今度は別の姿で苦しみの種になるし、いや、

いよいよ最後には、願望がことごとく満たされて尽き果ててしまうと、意志の衝動

そのものはたとえ認識された動機などがなおもあいかわらず残っていて、恐ろしい

荒涼さと空虚さの感情として、絶望的な苦悶を伴って姿を現わしてくるということ

――このようなことを彼は経験せざるを得ないとしてみよう。［…］意志の現象か

いちじるしく目立った悪にまで進んでいる人の場合には、度を過ごした内面の苦悶、

永遠の不安静、癒すことのできない苦痛が否応なしに生まれてくるほかはないので

ある。そうなると彼は、直接にはなし得ない緩和を間接的に求めようとするであろ

う。ということはつまり、他人の苦悩を眺めて、同時にこの苦悩をば自分の権力の

発現と見ているのであるから、これによって自分自身の苦悩を和らげようと努める

ことになるのである。 

（WI, S. 430, 邦訳はショーペンハウアー[2005], 128 頁, 下線部以降がレジンスター

による引用箇所） 

 

 以上のように、「ネロ、ドミティアヌス、アフリカの太守たち、ロベスピエールなど」

の例は、「願望がことごとく満たされて尽き果ててしまった」あとで、「恐ろしい荒涼

さと空虚さの感情」「絶望的な苦悶」に襲われている状態、つまり、いわゆる広義の「退

屈」の事例として挙げられていると考えられる。その限りにおいて、彼らの境遇は、レ

ジンスターの分析にしたがえば「二階の欲求を挫折させた」状態にほかならない90。し

たがって、彼らを「すでに大部分の人よりもずっと幸せであるような個人」であると言

い換えるというレジンスターの議論戦略そのものが、ショーペンハウアーの本箇所の議

論の枠組みからのミスリードをもたらしていると考えられる。 

 このように、「世界には十分悲惨があふれているので、わざわざ他者を惨めな状態に

しなくても、自分以上に惨めな者を見つけることはいつでも可能であろう91」と指摘し

て、「シャーデンフロイデ」と「残酷さ」のあいだに重大な相違を見ようとするレジン

スターの解釈は、上記のようなショーペンハウアー自身の文脈をあえて度外視すること

によって、「すでに大部分の人よりもずっと幸せであるような個人」というショーペン

                                                   
90 Cf. レジンスター[2020], 208 頁. 
91 レジンスター[2020], 237 頁. 
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ハウアーの枠組みでは考えられえないステータスを付与することによって、はじめて成

立するものであると考えられる。 

 また、その限りでは、「直接〔苦痛を〕緩和することができないがゆえに、間接的な

形で求める92」という一文において訳者が補足している「〔苦痛を〕」という文言は、

上記のショーペンハウアーの文章に即せば、「〔苦悩を〕」と置き換えられるべきであ

ろう。なぜならば、レジンスター自身が分析を加えているように、「退屈」は「苦悩」

のヴァリアントだからである。  

                                                   
92 レジンスター[2020], 238 頁. 
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2.2.4. 禁欲主義の問題（おもに第四章に対する補足質問） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.1. 禁欲主義の説明 

 「残酷さ」に次いでレジンスターは、ショーペンハウアーにおける「禁欲主義」の概

念の曖昧さを指摘して、「ショーペンハウアーは「生への意志の否定」と諦念に関する

自説において、禁欲主義にある際立った役割を与えている93」にもかかわらず、「この

役割の本性はまったく明らかにされていない94」と指摘する。そして、ショーペンハウ

アーにおける「禁欲主義」の位置づけには、以下のような両義性が認められることを指

摘する。 

 

①諦念そのものとしての禁欲主義 

 この側面についてレジンスターは、「意志そのものが廃棄されてしまった状態のこと

であり、そこでは意志を表出したものとしての具体的欲求を充足することはもはやどう

でもよくなっている」「これ［諦念］が表出された状態」「諦念の表現あるいは諦念そ

れ自体」と表現している95。 

 

                                                   
93 レジンスター[2020], 242 頁. 
94 同上。 
95 同上。 

質問⑤ レジンスターとは異なるショーペンハウアー解釈に定位して、ショーペ

ンハウアー哲学を絶望のニヒリズムとして解釈することは可能か？  

 レジンスターのショーペンハウアー解釈は、「意志の否定」に「救い」として

の契機を強く読み込む解釈的伝統にしたがっている。この観点から見ると、ショ

ーペンハウアーの哲学は、①此岸の人生の価値を否定する反面、②「意志の否定」

という彼岸に救いを認めることになるため、レジンスターはショーペンハウアー

をペシミストとみなされることになる。 

 しかし、そうではない類型の解釈、つまり、「意志の否定」に「救い」として

の契機を読み込まないタイプのショーペンハウアー解釈も、可能性としては想定

されうると思われる。そのような立場にしたがえば、ショーペンハウアーもまた、

欲求の実現の一貫した不可能性を説いていると解釈する読み筋も不可能ではな

いであろう。レジンスターのペシミズム／ニヒリズムの区別（レジンスター

[2020], 50頁）にしたがえば、その限りにおいてショーペンハウアーの哲学もま

た絶望のニヒリズムであるといえるのか。 
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②諦念の手段としての禁欲主義 

 この側面についてレジンスターは、「禁欲主義というのは、自発的な損傷、つまり自

分の基本的必要の充足をあえて否定すること」「「自発的で完全な純潔」のような実践

が「禁欲主義ないし生への意志の否定における最初のステップ」になる」「諦念のため

の準備段階」と表現している96。 

 

 上記のような両義性を指摘することによって、レジンスターは「生への意志」を原理

としたショーペンハウアー哲学の難点を際立たせる97。そして、第四章の議論を予告し

つつ、次のように述べる。 

 

完全に諦念した個人は欲求の充足にはまったく無関心になってしまっているもの

だが、禁欲主義者はそうした欲求の充足を否定することに関心を持ち続けているか

らである。また、自発的な損傷がどうして諦念を導きうるのかも理解しがたい。自

分の欲求が挫折し続ける原因が自分自身にあるのだとすれば、自分の欲求が充足不

可能であると確信することがどうしてできるのか。このように、禁欲主義者はショ

ーペンハウアー自身の観点からしても説明が困難なものなのである。（レジンスタ

ー[2020], 243 頁） 

 

2.2.4.2. 「意志の否定」と「最高善」の解釈の問題（第四章の補足質問） 

2.2.4.2.1. 「意志の否定」の解釈の問題 

 第四章では、「意志の否定」の議論が扱われることになる。本稿では（評者の能力的

限界のため）第四章の議論に深く立ち入ることはできないが、前節で扱った「禁欲主義」

解釈との脈絡のもとで、簡単に言及しておきたい。 

 ショーペンハウアーの「意志の否定」に対する解釈の方向性を、「意欲」の扱いとの

関わりから極めて雑駁に類型化すると、以下の二つの類型に分けることができる。 

 

 

 

                                                   
96 同上。 
97 このような「禁欲主義」の曖昧さについては、竹内[2019]でも論じられており、竹内[2019]

は②を退けて、①に近い立場を採用しているように思われる。竹内は次のように述べる。 

「ただ注意すべきは、禁欲的苦行によって意志の否定が達成されるのではなく、意志の否定

が結果として禁欲的苦行という行為を帰結する、という順序である点である。また更に注意

すべきは、先に共苦についても述べたように、ショーペンハウアーの説明は、禁欲的苦行者

が実際に存在することを前提に、それを説明するための理論として「意志の否定」が提出さ

れている、ということである」（竹内[2019], 6 頁）。 
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(A)「意志の否定」を、「意欲」の働きとは異なるものとして理解する立場 

(B)「意志の否定」を、「意欲」の働き延長線上で理解する立場 

 

 (A)の立場を取るメリットの一つとして、「意志の否定」という境地の特殊性を強調

するショーペンハウアー自身の記述との親和性が比較的高いことなどがあげられると

思われる。デメリットとしては、「意志の否定」がショーペンハウアーの体系の内部で

場所を持たないように見えることがあげられるであろう。 

 (B)の立場を取るデメリットとしては、「意志の否定」が一種の彼岸的なものとして理

解され、「意志が意志の否定を意志する」という自己矛盾をきたしているように見える

ことがあげられるであろう。これは伝統的解釈に近く、意志を実体として理解する立場

とも比較的親和的であると思われる。 

 もっとも、ショーペンハウアー自身、「共苦」からの「移行」の対象として「意志の

否定」の成立を語っている。したがって、ショーペンハウアー哲学の内部で「意志の否

定」という事態に対して一定の内実をともなう見通しをつけるためには、「意欲」との

脈絡を完全に度外視することは難しい。それゆえ実際の解釈動向としては、(A)と(B)の

中間の立場をとるものが多く、その一例として、「生への意志」とは「異なるかたちで

意欲するかもしれない98」ケースを想定するジャナウェイの解釈などがあげられるであ

ろう。 

 これに対してレジンスターは、(B)の立場を取っているように思われる。このような

レジンスターの立場を示す議論の典型が、第四章で展開されている、「絶対善」ないし

「最高善」の概念に対するレジンスターの定式化である99。 

 

2.2.4.2.2. 「最高善」の解釈とその前提 

 ショーペンハウアーの立場はあくまでも記述倫理学的なアプローチであり、加えて

「意志の否定」という事態は、ショーペンハウアー自身においても説明不可能な事態と

して位置づけられているように思われる。しかしレジンスターは「諦念というのは私た

ちに「外部から飛来したかのように」生じる状態なのだとしても、それでもやはり、そ

のような状態になるのはよいことなのかどうかという疑問が出てくる100」という問いを

立てて、ショーペンハウアーの「善」の概念へと注意を向けるとともに、ショーペンハ

ウアーが「絶対善」および「最高善」を「意志の否定」と同一視しているという事実へ

と着目する101。 

                                                   
98 Janaway[2019], p. 17, 邦訳はジャナウェイ[2019], 14 頁による 
99 レジンスター[2020], 295 頁. 
100 レジンスター[2020], 293 頁. 
101 レジンスター[2020], 294 頁. 
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 レジンスター自身も指摘するように、この「最高善」と「意志の否定」の同一視は、

「比喩的、象徴的に102」用いられているにとどまるものであり、カントの「最高善」の

概念に対する批判などの思想史的な文脈のもとで理解するのが穏当な解釈であろう。し

かしレジンスターは、このショーペンハウアーの「絶対善」「最高善」という表現を、

真剣に受け取ろうとする。そしてレジンスターは、「諦念は最も効果的に苦痛を消去し

うる103」限りにおいて、「諦念というのはいかなる特定の欲求を追求する際にも本当に

目指されているようなものである104」という点へと着目することによって、「諦念は万

人にとって善いものだ105」「諦念は最高善である106」という結論を、ショーペンハウア

ー内部から整合的に引き出そうとする。 

 ここでレジンスターが「最高善」の整合的な読解に腐心する背景には、あくまでも「意

志の否定」を彼岸の救済として位置づけることによって、（ニヒリストではない）ペシ

ミストとしてのショーペンハウアー像を提示するという目論みがあると思われる。とは

いえ、このようにして、ショーペンハウアーの「最高善」を思想史上の問題へと還元せ

ずに、あえてこのショーペンハウアーの指摘を真剣に取ったうえで、そこに整合的な読

み筋をつけようとするレジンスターの分析は、野心的かつ興味深いものであり、ショー

ペンハウアーの矛盾した言説を歴史的布置へと解体しようとする近年の文献学的な研

究動向とは違った意味における誠実さに支えられたものであると評価することもでき

るであろう。 

 とはいえ本稿では、これ以上この問題に立ち入ることは控えて、次のことだけ確認し

ておきたい。それは、レジンスターがあくまでも(B)「意志の否定」を「意欲」の延長線

上で理解する立場を採用しており、レジンスターによる「最高善」の分析も、この立場

に支えられているということである。この解釈は、ショーペンハウアー解釈において伝

統的に話題とされてきたポイントの一つであり、ニーチェのショーペンハウアー読解も、

この立場と親和的であると思われる。裏を返せば、この立場を取らない場合は（つまり

(A)に近い立場をとる場合は）、ショーペンハウアーの内部で、「意志の否定」を「最高

善」ひいては「最高の諸価値」と位置づける解釈は、必ずしも自明ではなくなる。その

場合には、ショーペンハウアー哲学を、彼岸に最高の諸価値の実現を認めるペシミスト

として理解するのではなく、ニーチェと同じ絶望のニヒリストとして理解する読み筋も

また、可能となるように思われる。 

 

 

  

                                                   
102 レジンスター[2020], 294 頁. 
103 レジンスター[2020], 297 頁. 
104 レジンスター[2020], 295 頁. 
105 同上。 
106 レジンスター[2020], 297 頁. 
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3. 本書の方法論上の問題点  

  ―メタ倫理学的分析と影響作用史的研究を区別する必要性 

以上では、レジンスターの議論の具体的な内容を検討してきた。最後に、本稿がここ

まで一貫して問題としてきた論点、すなわちメタ倫理学的分析と影響作用史的研究の区

別について、総括をしておきたい。 

この観点からみると、レジンスターの議論構成は、やや屈折した形態を取っているよ

うにみえる。第一にあげられるのが、メタ倫理学的な議論をテキスト分析に持ち込むこ

との問題である。レジンスターは、ニーチェとショーペンハウアーの解釈のうちにメタ

倫理学的な問題構制を持ち込み明快な図式へともたらすことによって、原典には直接的

に含まれていない論点を原典から直接取り出そうとする。そのようなレジンスターのシ

ョーペンハウアー解釈は、極めて興味深い試みであることは論を俟たない。しかし、そ

れがニーチェの思想形成史の問題へと接続されている限りにおいて、歴史的な背景を捨

象してテキストの機微を塗りつぶすレジンスターのショーペンハウアー解釈は、「ニー

チェが読んでいたショーペンハウアー」とはもはや別物になっている可能性が懸念され

る。 

第二にあげられるのが、特にショーペンハウアー解釈において予感されるような、見

通しが先行した再構成を行うことの是非である。レジンスターはまず、ニーチェの哲学

に対する分析哲学的な再構成の見通しをあらかじめ前提としたうえで、その見通しをニ

ーチェ自身の思想形成史の観点から正当化するための手段として、レジンスター自身の

ニーチェ像から逆算する形で、ニーチェの着想の思想史上の出典を、ショーペンハウア

ーのうちに再現しようとしているように思われる。本書でレジンスターがショーペンハ

ウアーのテキストに加える独特だが強引な（無理筋にすらみえる）解釈の多くは、上記

のような見通しによって説明されうるように思われる。もちろん、このような手法は、

実際の思想史的研究においても、作業仮説の段階では暗に用いられているものであり、

その限りでは、仮にレジンスターが上記のような手法を取っているとしても、それ自体

は責められるものではない。しかし、そのような手法が透けてみえるようなバイアスを

感じさせる解釈を展開しているという点は、レジンスターの議論の手落ちを問うてもよ

いかもしれない。もとより、①ニーチェの諸論点のメタ倫理学な再構成と②影響作用史

的な裏づけの問題を両睨みしようとするレジンスターの問題構制そのものが、分析哲学

的手法に定位したレジンスターの議論のプライオリティを、やや曖昧なものにしてしま

っているように思われる。 

したがって、レジンスターのショーペンハウアー解釈に充分な説得性をもたせるため

には、(1)このようなバイアスのかかったショーペンハウアー像をニーチェが採用して

いたテキスト上の根拠を示すか、(2)このような図式化されたショーペンハウアー像を

ニーチェ解釈に投入することによってもたらされるべき、ニーチェの再構成という作業

におけるレジンスターの解釈のプライオリティを示すか、いずれかの作業が必要だと思
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われる。しかしレジンスターがいずれかの論点に関して十分な説明を与えているかとい

えば、極めて疑わしいように思われる。 

 従来の哲学研究はテキスト読解や影響作用史の研究が主であり、過去の哲学者の議論

を分析的手法によって再構成する試みは、まだ端緒についたばかりであると言っても過

言ではないであろう。そして、レジンスターの仕事は、ある特定の哲学ないし思想群か

ら哲学的な諸論点を取り出すための手法としては、分析的アプローチには一定の卓越性

が認められることを我々に教えてくれる。レジンスターの研究は、そのような卓越性を

示すものであるように思われる。 

しかし、影響作用史に対して分析的手法が用いられるとなると、話が変わってくる。

本来、レジンスターのように両者を折衷した「分析的手法で影響作用史を再構成する」

という方法論は、アーギュメントの構築とは別に、それに先立つ歴史的研究への参照を

必要とするものであろう。 

 

結語に代えて ―現代のショーペンハウアー主義のもう一つの可能性？ 

 本稿では、レジンスター自身が示唆する歴史的な接続関係に注意を向けることで、主

にショーペンハウアー自身のテキストとの関わりから、レジンスターの議論の妥当性を

検証することを試みてきた。そして、レジンスターの議論は、極めて独創的な着眼点を

多く含む反面、テキストの再構成を行っているというよりも、むしろ現代のメタ倫理学

的な着眼点が先行しており、それを正当化するためのテキスト断片が組み合わせられて

いる傾向も認められること、その事実はレジンスター自身が自負する歴史的な接続関係

の論証に対しても負の側面をもたらしうることを指摘しようとした。 

 とはいえ、ここまでの本稿の試みはすべて、そもそもの問題設定の時点で重大な誤り

を含んだものであることを、最後に指摘しておきたい。というのも評者のように、本書

を読解するにあたって歴史的な裏づけに目を向ける態度自体が、レジンスターの魅力を

根本的に捕らえ損なうものであると考えられるからである。 

 レジンスターの試みはむしろ、分析哲学の議論を哲学史のなかで再構成する試み、具

体的には、プラグマティズムの潮流に属するブランダムによるヘーゲル解釈や、嘉目道

人氏によるフィヒテ哲学の再評価および「現代のフィヒテ主義」の確立の試みと107、同

じ路線に属するものであるといえるであろう。このような試みは管見の限り、少なくと

もショーペンハウアー哲学に関しては、おもに反出生主義をとりまく近年の一部の研究

を別にすれば、必ずしも盛んなものではない。このような観点からみれば、レジンスタ

ーによるショーペンハウアーの分析は、現代におけるショーペンハウアー哲学の役割に

関して、新たな地平を開いてくれるものである。というのも、レジンスター自身はあく

までも克服されるべき立場としてショーペンハウアーを描いているが、そのレジンスタ

                                                   
107 嘉目道人[2017]. 
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ーに対して、彼と同じ土俵で反論を行い、レジンスターと対話するという仕方で、（反

出生主義の問題系に回収されない仕方で）現代のショーペンハウアー主義を確立するた

めの道を、レジンスターは示しているからである。そのような議論の地平を開いている

という意味では、レジンスターのショーペンハウアー分析は、極めて画期的な視座を

我々に提供してくれるものであると言えるであろう。とはいえ、「ブランダムのヘーゲ

ル主義の背後には、彼独自のヘーゲル解釈があり、しかも、それは分析哲学の伝統にお

いて初めて理解可能である108」というヘーゲル研究者の指摘によって、初めてブランダ

ムのヘーゲル読解の力点が正当に位置づけられうるように109、レジンスターの議論の真

の力点が把握されるためにも、まずは本稿のような旧来的な視座による批判を加えるこ

とは、来たるべき議論に向けての研究史上の意義を失うものではないと思われる。本稿

の議論が、レジンスターのショーペンハウアー理解に対する正当な評価のための捨石の

一つとなることを祈り、本稿を閉じることとしたい。 

 

 

  

                                                   
108 大河内[2012], 1 頁。 
109 先に引用した大河内[2012]はこの作業も同時に行っている。 
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