
275

魂を反映する「鏡」

はじめに

　1580年７月，ローマへ向かう旅行の途中でモンテーニュはパリに立ち寄り，国王アンリ三世に

謁見している。その際，モンテーニュは先立ってボルドーのシモン・ミランジュ書店から出版し

ていた『エセー』を国王に献上した。書誌学者ラ・クロワ・デュ・メーヌは，国王がモンテーニュ

に「そちの本は余の気に入ったぞ」と言葉をかけたときの，モンテーニュの返答を次のように書

き残している。「陛下，私の本が陛下を喜ばせたのなら，それは私が陛下の気に入ったのも同然

のことでございます。というのも，私の本には，私の生活全般と行動の数々についての記述があ

るだけでございますゆえ」（１）。

　このモンテーニュの自信に満ちた返答に似た記述を，私たちは『エセー』のなかに見出す。た

とえば，第二巻18章「嘘をつくこと」のなかでは，「私がこの本をつくったというより，この本

が私をつくったのである。これは著者と実質を同じくする書物であり，私だけにかんするもの，

私の生活の一部をなすものであり，他の書物のように，第三者の他人を対象や目的とするもので

はない」（２）というモンテーニュ自身と『エセー』の不可分性，さらに『エセー』が他の書物とは

ちがうものだという特異性が表明されている。

　さらに著者と著書の一致が強調される。「世間の人々は，私を本のなかに認め，私の本を私の

なかに認める」（３）。このような確信は一体何に基づいているのか。長年，公的な仕事や家政を取

り仕切るかたわら，自分自身を省みることを「研究し，仕事とし，職業として，誠実さと気力を

傾けて自分の記録を書くのに打ち込んで」（４）きたからだろうか。また他方で，他の著者たちやそ

の著作とは異なり，「私自身がこの本の主題なのだ」という，自己描写を著作のテーマに据える

ことは，突発的にモンテーニュの頭に閃いたのだろうか。それともなにか，そのテーマ選択を合

理化し，正当化しうるような根拠があるのだろうか。

　自己を書物の題材として選ぶことに対する自信感と，その選択によって他の人々と意識的な差

異化をはかっているという特異性の表明は，実のところ，言葉ないし言論がその人の精神を反映

する，という言語観に基づいている。各人は唯一の存在であり，それぞれ独自の考え方を持って

いる。文章を書くことは，その独自性を発揮することであり，それゆえ，言葉ないし言論は書き
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手の精神を反映するものなのだ。Magnien によれば，この言語観はキリスト教教父たち，とり

わけアウグスティヌス『キリスト教の教え』De Doctriana Christiana 第四巻に顕著である。だが，

モンテーニュは『神の国』しか所蔵していないので，モンテーニュはこの言語観をエラスムスの

『キケロ主義者』Ciceronianus 経由で受け継いだという（５）。たしかに，以下で論じていくように，

この考え方は『キケロ主義者』で表明されているものだ。しかしながら，この言語観は一方では，

『格言集』において簡潔に示されており（６），他方では『リングア』Lingua や『伝道者』

Ecclesiastes といった作品において神学的問題に関連する形で述べられている。また，言論がそ

の人をあらわすという考えは「言論は魂の鏡 oratio speculum animi」という定型表現として捉

えることができる。こうしたことから，問題は『キケロ主義者』と『エセー』という限定的なも

のではなく，むしろ，上の表現があらわす思想ないし言語観とモンテーニュ，という広範囲に及

ぶものなのだ。

　本稿の目的は，したがって，モンテーニュが『エセー』における著者と著書の一体性について

自信をもって語っているとき，その背景にエラスムスの影響があることを，より具体的に明証す

ることである。そのために，「言論は魂の鏡 oratio speculum animi」という表現を手がかりとし，

まずは「鏡」という単語が比喩的な意味を持った契機を探る。次いで，「言論」が，その書き手

ないし話者の人格と関連するということの背景にはどのような思想があるのか調査し，さらに，

「言論」が各人の精神の唯一性を反映するものだという言語観が，エラスムスの著作のなかで形

成された様相や，文体の模倣と独創にかんする問題において展開したことに注目する。最終的に

は，『エセー』をこの言語観の実践と捉えることが可能であると実証したい。

１．アウグスティヌスとセネカ

１－１．美徳の「鑑」

　「鏡」は古くから，単に見る者の姿や顔を映し出す物体としてではなく，見る者の考えや感情

などを映し出す比喩としてしばしば用いられる（７）。よく知られているところでいえば，新約聖

書のなかの「コリント人への第一の手紙」第13章12節や「ヤコブへの手紙」第１章23節が挙げら

れる（８）。ここでの「鏡」の意味は謎かけ的であり解釈が難しいが，重点は，「鏡」に映った顔よ

りも，直接見られたもののほうに置かれている。同様に，プラトンの対話篇においても「鏡」の

比喩が用いられている。『国家』第十巻の有名な三つの寝椅子にかんする話の後に語られるのは，

「鏡」を使えばこの世のすべてのものを作り出せるが，それらは鏡像でしかなく，事物そのもの

ではない，ということだ（９）。ここでもまた，重点は鏡像ではなく，事物それ自体のほうにある

といえるだろう。

　こうしたなか「鏡 speculum」にかんして重要かつ決定的なことを述べたのが，エラスムスに

も大きな影響を与えたアウグスティヌスである。彼は『詩編註解』103のなかで「鏡」を聖書と
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結びつける。聖書を読む人々は，聖書の言葉を鏡に見立て，自分がどうあるべきか，という理想

や，いまの自分はどのような状態か，というありのままの姿をそこに見出すべきだと説かれてい

る（10）。ここでの「鏡」は，純粋な心や徳の完全性を映し出すものや，模範として自分の姿と引

き比べるものとして意味が与えられている。また，『詩編註解』30においても，詩編に書かれて

いることを「鏡」に見立て，その言葉と自分の姿が一致するように求めている（11）。アウグスティ

ヌスは，「鏡」を心の純粋さやモラルの規範として捉えており，日本語において手本や規範をあ

らわす「鑑」がまさしくここでの意味に合致するだろう。

　アウグスティヌスが示した，聖書の言葉を模範的な「鑑」とするように，という意味付けが五

～十二世紀にかけて，主にキリスト教教父たちの言説を中心に広がりを見せ，徳性の模範だけで

なく，美やモラルの完全性，神を反映するものとして「鏡」のイメージが利用されたことがわかっ

ている（12）。

１－２．セネカの文体論

　プルタルコスは『モラリア』の「子どもの教育について」という作品のなかで，子どもたちを

下品な言葉づかいから遠ざけるように説いている。その理由として，前五世紀アブデラ出身の哲

学者デモクリトスが「言葉は行為の影 λόγος ἔργου σκιή」と言っているからだとしている（13）。こ

のデモクリトスの言葉はまた，ディオゲネス・ラエルティオスによっても紹介されているが，彼

はまた，この言葉を他の箇所でソロンに帰している（14）。さらにキケロは『トゥスクルム荘対談』

においてソクラテスの言葉として説明している（15）。このように出典が錯綜しているのは，むし

ろこの言葉がいわば格言や警句のように広く知られていたということを示しているだろう。実際

のところ，セネカは『倫理書簡集』114でギリシャの諺として紹介している（16）。

　この書簡のなかで，言論の文体がなぜ，ある時代に堕落し，奇抜な表現が流行したりするのか，

というルキリウスの問いに対してセネカは次のように答えている。文体というものは，第一にそ

の書かれた時代風潮を反映し，第二にその書き手の魂をあらわす。実際，堕落した文体が好まれ

ているとき，世の中のモラルも同様の状態にある。贅沢な宴会や衣装が社会の病の指標であるよ

うに，文体の放埓さも，言葉が生まれてくるところの魂が崩壊したことを示している。そして，

気質や態度といったその人固有のものは文体にもあらわれる。だからこそ魂に配慮しなければな

らない。魂から思考や言葉，態度や表情が生じるのだから。魂が健全で活力のあるものなら，文

体もまた力強く，男らしいものとなる。もし魂が倒れてしまえば，他の部分もそれに続いて崩壊

していくのだ（17）。セネカはこのように文体が書き手の魂をあらわし，その魂を配慮することが

重要だと教える。さらに次の書簡115でセネカは，文章よりもその内容を重視すべきであり，い

かに書くかではなく，何を書くか心を砕くように言う。さらには，「文体は魂の装い oratio 

cultus animi est」でしかなく，文章作法を整えることよりも魂を確固たるものにすることに専
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心するように説く。「言葉は行為の影」という古くからの表現であらわされる考え方をセネカは

文体と関連づけ，魂への配慮にまで展開したことが，この二つの書簡に見て取れる。

　「鏡」が人格や徳を映すものだというアウグスティヌスの価値づけや，他方でセネカによる文

体ないし言葉の使い方が魂を反映するという見解は，言論や言葉が書き手の人格を反映する「鏡」

だという言語観の形成に一役買っている。そしてこの言語観はエラスムスの作品中で，当時の思

潮と関連づけられながら深められていく。

２．エラスムス（18）

２－１．言語と理性の治療

　人間に備わる「言論 oratio」と「理性 ratio」という二つの能力は，動物との差異化をはかる

だけでなく，人間どうしのつながりを強化するものでもある。この二つによって多くの都市の建

設，戦争の終結や国どうしの友情の締結，言い換えれば，人間の社会形成が可能になったのだと

いうのがキケロの考えである（19）。こうした考え方は，中世において，『発想論』や『義務について』

を通じて広まった。Nederman はこれを「中世キケロ主義」と名付け，中世の政治思想史におけ

る重要な一側面として示したが（20），ルネサンス期のエラスムスにも，この「中世キケロ主義」

は見出すことができる。以下に見るように，政治思想としてはもちろんのこと，神学にもかかわ

るものとして受け継いでいることが彼の独自性である。

　1524年から25年にかけて，ルターとの「自由意志論争」のさなか，エラスムスは『リングア』

を出版する。ここで主として語られるのは次のことである。言葉による言論は社会組織を形成す

るうえで重要な要素の一つであり，人々のあいだに調和をつくりだしてきた。ところが，いまや

言葉は乱用されるようになり，陰口や嘘，追従や過剰な修飾などが蔓延している。その結果，社

会は基盤から揺らぎ，人々のあいだの信頼も崩れ，さらにはキリスト教信仰にも悪影響を与えて

いる，と。ここではまさしくキケロが重視した「言論」とそれを活用する「理性」の崩壊が起き

ているのだ。エラスムスは『リングア』を通して，この「言語／舌」の治療をおこなおうと試み

ている。この著作の大部分は言語の堕落──多弁や偽善，誹謗中傷，嘘──と，それに伴う理性

の退廃を非難することに集中している。エラスムスはこうした「言語／舌」の病を治療すること

で，教養やモラルの低下を食い止め，社会の調和や教会や君主たちの権威を回復することを目指

すのだ（21）。

　「言論」が人間の社会形成における一要素であるというキケロの見解を引き継ぎ，その濫用を

正すことで社会秩序の回復を目指す政治的側面を論じながらも，エラスムスは言論を，神学の領

域からも捉えようとする。キリスト教徒にとって，言葉を偽ったり，正しい仕方で使わないこと

は，神に対する信仰を損なう行為でもあるのだ。その理由として，言葉がその源である精神と結

びついているものであり，その関係は，キリスト教の教義において父なる神がその子と不可分の
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関係にあるのと同様に，真実性のあるものなのだ，ということが挙げられる。

Quod in rebus diuinis est Pater ex se progignens Filium, hoc in nobis est mens, fons cogita-

tionum ac sermonis ; quod illic est Filius nascens a Patre, hoc in nobis est oratio profiscens 

ab animo. Filius dictus est imago Patris, adeo similis, vt qui alterutrum norit vtrunque 

norit ; et in nobis animi speculum est oratio (...)（22）.

聖なる事柄において，父なる神が彼自身からその息子を生み出したように，我々においても

精神は思考と言論の源である。神の子は神の似像と言われ，それゆえ片方を知る人は両方を

知ることになるのだ。そして我々においても言論は魂の鏡である。

そしてこの見解は，他の著作においても見いだされ，エラスムスが死の前年（1535年）に出版し

た『伝道者』Ecclesiastes では「精神は源泉であり，言説はそこから流れ出る像である。ところで，

唯一なる神の御言葉が父なる神の像であるのと全く同様に，言説もその作り手と同一で不可分の

本性を分け持つのである。ゆえに，言説は一種の人間の精神の像である」（23）と説明される。キリ

ストが父なる神の反映であり似像であるように，人間の言論はその源である精神を反映したもの

である（24）。

　さらにエラスムスは，言葉と精神の結びつきが不可分かつ真実性をもつものであることを示す

のみならず，言論がその人の「天性 ingenium」をあらわすという解釈へと発展させていく（25）。

たとえば，『警句集』Apophtegmata においてソクラテスは対話相手の顔つきではなく，その人

の言葉，言論によって，その人がどんな人かを判断する。「人間の天性は顔つきよりも，言論に

おいてはっきりあらわれる。なぜなら言論はこのうえなく確実で，もっとも偽りの少ない，魂の

鏡だからだ」（26）。これはいわば「百聞は一見に如かず」の転倒した形，つまり一度でも対話すれば，

その人を理解できるということを示している（27）。また，『類例集』Parabolae においては，大プ

リニウスが人間の声について述べた部分に付け加える形で，「顔を見ることではなく，声によっ

て我々はひとを認識する。というのは，各人が自分の声を持っているからである。それゆえに，

言論からその人の生き方が推測できるのだ」（28）というように，見た目や顔よりも声や言論を重視

する見解を示している。

　各人の顔や声といった身体的特徴が異なるように，「天性 ingenium」もそれぞれで異なってお

り，それは言論のうちにもっともよく見ることができる。ここから，エラスムスの重点は，話し

言葉の次元から書き言葉の次元，つまり文体の問題へと移っていく。文体も言論同様に，その書

き手の天性を示すものならば，文体を真似すればその天性も模倣することができるのだろうか。

この問いをエラスムスは，キケロを模範と仰ぐ人々──キケロ主義者たちに対する批判として書

かれた対話形式の著作『キケロ主義者』Ciceronianus のなかで考察している。
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２－２．模倣と天性

　十五，十六世紀を通じて人文主義者たちのあいだで大きな関心を占めたのが，「キケロ主義論

争」であることは広く知られている。まずはイタリアではペトラルカ以来，キケロに対する熱狂

は崇拝の域にまで達していた。とりわけその文体は模範と仰がれ，こぞって模倣された。この文

体模倣への執心に対し，それはキケロの猿真似にすぎないという批判が行われる。キケロを唯一

の模範だと仰ぐ「キケロ主義者」と，その熱狂を批判する人々のあいだで起きたのが「キケロ主

義論争」なのだ（29）。

　エラスムスはすでにイタリアで行なわれていた論争を引き継ぐ形で1528年に『キケロ主義者』

を出版する。これは前年のローマ劫略で疲弊したイタリアの人文主義者たちに対する痛烈な一撃

となった。当時のローマは，古代ローマへの憧憬と郷愁に満ちたきわめて異教的なものとしてエ

ラスムスの目に映っていたのだ。ここでは主に，キケロ模倣の弊害と模倣から独創を生み出すこ

とについて述べられている。前者の問題にかんしてエラスムスは，キケロが生きたのはずっと昔

の時代であり，そこで話されていた言葉を当代においてもそのまま使用するのは時代錯誤である

と指摘し，キケロが生きたのはキリストが生まれる以前のことであり，当代においてキリストな

いしキリスト教の教義について話す際に，キケロの言葉遣いは相応しくないばかりか，不敬虔な

ことであるという批判を行なう。キケロ模倣は，ローマを異教趣味の巣窟にし，堕落させてしまっ

たのだ（30）。

　そうはいっても，エラスムス──古典古代の文献渉猟の産物である『格言集』や『警句集』の

著者──は古代の偉大な著者たちを，キリスト教徒でないからといって否認するわけではない。

問題なのは，キケロを唯一の模範とし，その存在を絶対視することである。『キケロ主義者』に

おいてエラスムスが目指すのは，キケロを優れた文体を持つ者の一人として相対化し，文体を模

倣するにせよ，それが自分自身の「天性」に合致するようにすることである。

　すでに見てきたように，各人の精神や天性，つまり人格はそれぞれ異なっている。にもかかわ

らず，キケロの文体を模倣する者たちは，文体を真似ることで，その人格，精神までも真似た気

でいる。たしかに文体や言葉遣い，言論はその人格をあらわすかもしれない。「だがもし，キケ

ロ全体を描き出したいと望むなら，君自身を描けないだろうし，君自身を描き出さないとすれば，

君の言論は偽りの鏡となるだろう」（31）。キケロの文体を模倣し，キケロのごとく書いたとしても，

キケロになれるわけではないのだ。そして，自分の本性にしたがって書くのでなければ，その言

論は偽りとなる。

Vt ne repetam, quod ipsa quoque natura repugnat isti affectationi, quae voluit orationem 

esse speculum animi. Porro quum tanta sit ingeniorum dissimilitudo, quanta vix est forma-

tum, aut vocum, mendax erit speculum, nisi natiuam mentis imaginem referat (...)（32）.
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みずからの本性がその目指すところと対立するがままにしてはいけない。本性は言論が魂の

鏡であることを望んでいる。体型や声が異なるよりもはるかに人間の天性というものは各々

異なるものであり，もし鏡が心に生じた像を映さなければ，それは偽りのものとなろう。

『リングア』やほかの著作において示された，言論が精神を反映し，他人との差異を示す「天性」

もまた，言論においてよく表されるという見解は，この『キケロ主義者』において，文体の問題

として提起されている。文章を書く者は，模倣によって自分自身に備わる「本性 natura」を覆

い隠すべきではなく，むしろそれがはっきりと表れるように，いわば文章がその人の魂の「鏡」

となるようにすべきなのである（33）。「言葉 verba」と「内容 res」という古くからの二項対立を

用いれば，キケロを唯一の模範として仰ぐキケロ主義者たちにとっては，「言葉」が「内容」よ

りも重視される。つまり自分たちが書く「内容」よりも，いかにキケロのように，キケロの「言

葉」で書くかが重要なのだ。しかしエラスムスが目指すのは，「言葉 verba」と「内容 res」の一

致である。それは自分の本性に沿った文体で書くことを意味している。先で見たように，言葉は

精神や「天性 ingenium」をあらわす。また各人の本性，「天性」といったものはそれぞれ異なっ

ている。よって，それらをあらわす文体も異なっているのが当然である。だから，文体がその書

き手の本性と一致することが求められ，そのようにして書かれたものは，書き手の「魂」を反映

するのだ（34）。

　いくつもの著作を横断して練り上げられたエラスムスのこうした考えは，しかしながら，彼自

身においては中途半端に終わってしまった。彼は，「自分自身」について語ることがほとんどな

かったし，そうしようとも思わなかったのだ。次に見ていくモンテーニュこそが，この考えを徹

底して，自分のものにしたと言えるだろう（35）。

３．モンテーニュ

３－１．言葉と信用

　『エセー』第一巻９章「嘘つきについて」では，モンテーニュが自分の記憶力の弱さを嘆くと

ともに，嘘をつくのは記憶力の優れたひとにしかできないといって，次第に嘘をつくことへの非

難へとテーマが変わっていく。「じつに，嘘は呪うべき悪徳である。われわれはただ言葉によっ

てのみ人間であり，またお互いにつながっているのだから」（36）。嘘は言葉を偽ることであり，言

葉を偽ることで，人間どうしの信頼やつながりというものは傷つけられる。この考えは，すでに

指摘されているように，エラスムスの『リングア』にある「もし一度でも嘘が受け入れられると，

信用は必然的に破壊され，それがなくなると同時にあらゆる人間のつながりも壊れてしまう」（37）

という考えを反映している。さらに，モンテーニュは他の箇所でこの考えを深めて言うには，
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Nostre intelligence se conduisant par la seule voye de la parolle, celuy qui la fauce, trahit 

la societé publique. C’est le seul util par le moien duquel se communiquent nos volontez et 

nos pensées, c’est le truchement de nostre ame: s’il nous faut, nous ne nous tenons plus, 

nous ne nous entreconnoissons plus. S’il nous trompe, il rompt tout nostre commerce et 

dissoult toutes les liaisons de nostre police（38）.

われわれの理解はただ言葉を通じてなされるので，これを歪める者は社会全体を裏切ること

になる。言葉は，われわれの意志や思考を伝える唯一の手段であり，われわれの心の代弁者

である。これがなければ，われわれは互いに関係を結ぶことも，知りあうこともない。これ

がわれわれを欺くのであれば，あらゆる交際は破綻し，社会のあらゆるつながりは解消する

だろう。

キケロが示し，エラスムスが『リングア』で論じたような，言語が人間の信用を担保し，それに

よって社会が形成されるという考えがここでは見られるだろう。モンテーニュが『リングア』を

所蔵していたかどうかのはっきりした証拠はないにせよ，『エセー』に対する影響は明白であ

る（39）。

　そして，言葉が精神を忠実に反映する，という考え方も確認できる。ここでは言葉が「われわ

れの心の代弁者 le truchement de nostre ame」であると表現されており，第二巻６章「実習に

ついて」においても，自分の思考や本質，広く言えば，その人の精神とも呼べるものを，言葉に

よってあらわすと語られている。

A l’adventure, entendent ils que je tesmoigne de moy par ouvrages et effects, non nuement 

par des paroles. Je peins principalement mes cogitations, subject informe, qui ne peut tom-

ber en production ouvragere. A toute peine le puis je coucher en ce corps aerée de la voix 

(...). Ce ne sont mes gestes que j’escris, c’est moy, c’est mon essence（40）.

おそらく人々は，言葉だけでなく仕事や行為によって，私が自分について示すと思っている。

私はもっぱら自分の思考の数々を，形の決まっていない主題を描くが，それは具体的な行為

によってはあらわしえない。声という空気のようなものに託すのがやっとである。（中略）

私が描くのは個々の行為ではなく，私であり，私の本質である。

『エセー』には彼の言動のそれぞれが描かれるのではなく，むしろモンテーニュのすべて，つま

りその本質が描かれるのである。ここから，モンテーニュにとっても，エラスムス同様，言葉が

その書き手の精神を反映するものだと考えられていることが見て取れる。
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３－２．精神の「記録」

　モンテーニュは『エセー』第一巻39章，40章と連続してキケロと小プリニウスの批判を行なっ

ている。この二人が功名心から，どれだけ文章を綴るのに心を砕いたか，そしてそれがどれだけ

時間の無駄であったかと嘆く。彼らは結局，自分の人生を善くしたのではなく，自分の文章を良

くしただけなのだ。こうしたモンテーニュの態度は単なるキケロ批判という側面だけでなく，「衒

学」批判という側面も持っている。まさしく「衒学について」と題された第一巻25章では，権威

を笠に着て，ろくな吟味もしないまま古代の哲学者や作家たちの考えを鵜呑みにすることを奨励

する教育者たちに対して厳しい批判を投げかける。「我々は次のように言える。キケロがこういっ

た。これがプラトンの教えだ。これがアリストテレスの言葉だ。だが私たちはどうなのか。何を

私たち自身は言うのか。どのように私たちは判断するのか。どのように私たちは行動するのか」（41）。

モンテーニュにとって問題はプラトンやキケロの言葉や思想ではなく，「私たち」の言葉や考え

なのだ。

　こうした批判は第三巻８章「話し合う方法について」においても展開されている。

Ayez un maistre és arts, conferez avec luy: que ne nous faict-il sentir cette excellence arti-

ficielle (...) ? Qu’il oste son chapperon, sa robbe et son latin; qu’il ne batte pas nos aureilles 

d’Aristote tout pur et tout cru, vous le prendrez pour l’un d’entre nous, ou pis（42）.

文学士を相手に話し合ってみなさい。どうして彼は私たちに，その技術の優秀さを感じさせ

ないのか（中略）。彼に垂れ布や法衣やラテン語を脱がせてみよ。生半可なアリストテレス

で私たちの耳をがんがんさせるのをやめさせてみよ。彼が私たちと同じ一介の，いやそれ以

下の人間であることがわかるだろう。

ラテン語やアリストテレスといった権威的な知識をふりかざす人間は，実際それらを取り払って

みれば，ほかの人と変わらないような，むしろ，より劣るような人間にすぎないのだ。とはいえ，

モンテーニュは決して学問や書物を軽蔑するわけではない。彼自身も毎日のように多くの著者の

作品を読むが，彼らの知識が問題なのではない。作品のうちに主題を求めているのではなく，著

者特有の話し方を探しているのだ。有名な著者の作品を読むのは，なにかを教わるためではなく，

その著者のことを知るためなのだ（43）。これはちょうど，『キケロ主義者』で提起された，文体と

書き手の精神の問題につながっている。文章をよく読めば，その書き手の精神がどのようなもの

であるか，つまりその人がどんな人間なのか明らかである。そしてモンテーニュは次の引用のな

かで，模倣による文体は書き手の本性に上手く適合しないというエラスムスの問題意識を共有し

ている。
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Le subject, selon qu’il est, peut faire trouver un homme sçavant et memorieux; mais pour 

juger en luy les parties plus siennes et plus dignes, la force et beauté de son ame, il faut 

sçavoir ce qui est sien et ce qui ne l’est point, et en ce qui n’est pas sien combien on luy 

doibt en consideration du chois, disposition, ornement et langage qu’il y a fourny. Quoy? s’il 

a emprunté la matiere et empiré la forme, comme il advient souvent（44）.

主題によっては博覧強記の人間を見出すことができる。だが，その人のもっとも独特で立派

な部分と魂の力と美を判断するためには，彼のものと，そうでないものを見分けなくてはな

らない。そして彼自身のものでない箇所においては，彼がそこに提供した選択，配置，潤色，

文体について考慮し，どれだけそれに負っているか見なくてはならない。もし，よくあるよ

うに，材料を他から借りたうえ，文体までも損なっているとしたら，どうしようもないこと

だ。

作品の文章のなかで借り物の部分とその人固有のものを，吟味して見分け，その著者の「魂の力

と美 la force et beauté de son ame」，エラスムスの言葉でいえば「天性 ingenium」に値するで

あろうものを捉えることをモンテーニュは読書の際におこなっているといえよう。

　また，読者であることにとどまらず，彼は『エセー』という作品の著者でもある。先に引用し

たように，モンテーニュは個々の行為ではなく，自分自身の本質を描くのだと言っている（45）。

その言葉を裏打ちするように，「長年の親交により得られるすべてを，その人（＝どこかの紳士

à quelque honneste homme）はこの記録の中に，三日間で，より正確無比に見ることができる」（46）

と断言する。『エセー』は「さまざまに変転する出来事と，はっきりせず，ときには相反するよ

うな思考の記録」（47）であるものの，そこにひとはモンテーニュ自身の姿を認め，彼のうちに『エ

セー』を見るようになるのだ（48）。これは，エラスムスが主張したような，自分の「天性」ある

いは「本性」を言葉に反映させること，それにくわえて，他人からの借り物ではなく，自分固有

のものを描き出すことにモンテーニュは成功したことの証左だといえるだろう。

Si le monde se plaint de quoy je parle trop de moy, je me plains de quoy il ne pense seule-

ment pas à soy（49）.

私があまりも自分のことについて語りすぎると世間の人々が不満を言うなら，私としては，

彼らが自分のことを考えさえしないのが不満である。

おわりに

　「言論は魂の鏡 oratio speculum animi」という表現であらわされる，言葉が書き手の精神，さ
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らに天性をも反映するといった言語観が，エラスムスの著作のなかで発展し，その影響がモン

テーニュにも及んでいることは，以上から十分に見て取れるだろう。

　しかし，エラスムスとモンテーニュの関係，とくにレトリックという側面に関しては，たとえ

ばキケロに対する態度（50）や，キケロ的散文とは正反対のものである簡潔な文体の称揚（51），さらに，

文体の簡潔さを得るための文学形式として，ルネサンス期に影響力を持った書簡（52）についての

考え方など，別の角度からのアプローチが可能である。したがって，これらについては稿を改め

て論じることとしたい。
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