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「豊饒さ」についての一考察

Rem tene, verba sequentur

Cato Maior

はじめに

　ミシェル・ド・モンテーニュ『エセー』の特徴としてしばしば挙げられるのは，古代ギリシャ・

ローマの作家や詩人たちの文章を非常に多く引用していることである。とくにセネカとプルタル

コスからは，「ダナイスたちのように，たえず桶を満たしたり，空けたりしながら汲んでいる（１）」

のが，よく知られている。しかし，こうした特定の著者の文章のみならず，多くの作家や詩人た

ちのあいだで共有され，使用されてきた表現やイメージも『エセー』なかで活用されているのが

確認できる（２）。本稿においては，こうしたイメージのうち二つを取り上げて分析を加えてみたい。

その二つとは，衣服と植物にかんするものである。これらのイメージの歴史的背景や，モンテー

ニュがそれらを用いている文脈，そしてイメージの使用による効果について，以下考察していき

たい。

Ⅰ．衣服イメージ

Ⅰ-１．伝統的に衣服のイメージがどのように使われてきたか見ていこう。キケロは『ブルートゥ

ス』Brutus のなかで二か所，衣服のイメージを用いている。この作品は前55年に『弁論家につ

いて』De Oratore を書いたのち，前46年の『弁論家』Orator のほんの少し前に書き上げられた

作品である。これは対話篇形式をなしている。対話者はキケロ本人と，友人のアッティクス，そ

して年少のブルートゥスである。このブルートゥスが同時代のカエサルの弁論の文体をほめる際，

次のように言う。「（彼の弁論は）むきだしで，まっすぐで美しい。衣服をわきにおいているごと

く，あらゆる弁論の装飾がはぎとられている（３）」。ここでは弁論の装飾と衣服が同一視されてい

るのが見て取れるだろう。また別の箇所では次のような表現が見られる。「マルクス・カリディ

ウスについてなにか言うとすれば，彼は（その当時の）多くの弁論家のうちの単なる一人ではな

く，むしろ彼特有のもので抜きんでていた。柔軟かつ光を通すような弁論が彼独自の，一貫した

考えを，衣服のようにぴったり包んでいたのだ（４）」。衣服が身体を包み込むように，弁論（oratio）
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という衣が考え（sententia）を包み込んでいる。このように衣服のイメージが使われているの

が確認できる（５）。帝政期に入ってからは，クインティリアヌスが『弁論家の教育』のなかでこ

のイメージを用いている。キケロは，弁論という衣服が，考えを包み込むとしか言わなかったが，

クインティリアヌスは，衣服それ自体の意味を考える。つまり，適切な装いは人に威厳を与え，

反対に過剰な装いは弁論をおこなう人間の精神をむきだしにし，語られている事柄自体も軟弱な

ものにしてしまうのだ（６）。こうしたクインティリアヌスのイメージ使用と意味付けを明らかに

継承しつつ，エラスムスは1512年に発表した『ラテン語語用論』De copia duplici verborum ac 

rerum において，次のように言う。

quod est vestis nostro corpori, id est sententiis elocutio. Neque enim aliter quam forma 

dignitasque corporis cultu habituque, itidem et sententia verbis vel commendatur vel 

deturpatur. (...) Neque diuersa est commutandae vestis et orationis variandae ratio（７）.

衣服が我々の体を包むのと同様に，文体が考えを包むのだ。ちょうど装いや見かけが身体の

形や威厳にするのと同じく，言葉が思考を高めたり，あるいは損なったりするのだ。（中略）

表現を多様にする方法とはまさしく衣服の変化の多様さにほかならない。

この著作は，まさしく言葉と事柄（内容）の豊かさについて論じ，かつ読者に実践を促す実用的

な本だ。その内容を簡単に述べるならば，言葉の豊かさとは表現のヴァリエーションの多さにほ

かならず，いかに多様な言い回しを用いるか，言葉をどれほど多く変奏させるかが問題とされて

いる。他方，事柄の豊かさとは，いわば語られる内容の主題の豊富さであり，古典古代からの有

名な逸話をどれだけ多く知識として蓄えておくかが重要とされる。最終的に目指されるのは，数

多くの表現方法を身に着け，豊富な主題を蓄え，時や場所，状況にふさわしくそれらを用いて語

ることである（８）。この引用部分では，衣服（vestis）とそれに包まれる身体の関係が，文体（elo-

cutio）と考え（sententia）の比喩として用いられており，衣服の多様さがすなわち表現の多彩

さをあらわしている。そしてクインティリアヌスの教えにしたがって，言葉も衣服と同様に，適

切さ次第でその包み込んでいる中身の思考を高めたり，あるいは反対に損なったりするのだとエ

ラスムスは言う。

　こうした衣服のイメージを通して考えさせられるのは，言葉（verba）と事柄・主題（res）と

いう古くからの関係である。いま見てきたように，クインティリアヌスやエラスムスにとっては

言葉が事柄に作用するがゆえに，言葉の適切さや，多様さが重要だと考えられている。つまり言

葉と事柄が同等の関係にある，ないしは言葉への配慮が優位性もつような事態を，この衣服のイ

メージが示している。しかしながら，エラスムスは同時に言葉の豊かさから事柄の豊かさへと重

点を移す。彼の独創的なのは「豊かさ」と「簡潔さ」を両立させようとすることだ。それは『格
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言集』において明白にあらわれているといえるだろう。そこでは，言葉の豊かさが限界まで切り

詰められ，反対に事柄の豊かさが強調される形となっている。つまり「格言」という極端に短い

表現が一方にあり，他方にはそれについての数多くの歴史的由来や古典作家による使用例など多

くの事柄が詰め込まれている。こうした表現の簡潔さと内容の豊かさの両立の延長線上に，実を

言えば，モンテーニュの『エセー』は置かれている。

Ⅰ-２．モンテーニュは「子どもの教育について」の章で，詭弁を弄する人々や美しい言葉のた

めに話の本道から外れてしまう人々を非難したあと，話し方において技巧を凝らそうとする態度

を服装との類比で語る。「服装において，なにか特殊で変わったやり方で自分を目立たせようと

するのは子どもじみたことであるのと同様，言葉においても，新奇な文句やあまり知られていな

い単語を探し回るのは，子どもっぽい，衒学的な野心から来るものだ（９）」。ここでもキケロ以来

の解釈と同じように，衣服のイメージは言葉を指し示している。そして，衣服が包み込む身体も

伝統的な類比関係で捉えられている。「たいていの読者は同じ衣服を見つけると，同じ身体をつ

かんだように考えるが，これは大きな間違いである（10）」。この文章はモンテーニュにおける言葉

と事柄の関係性を的確に言い表している。つまり，衣服と身体はそれぞれ別の働きをするという

ことだ。言葉は事柄をぴったり表すわけではなく，言葉が同じであっても，あらわされる考えや

事柄は必ずしも同じではないのである。モンテーニュが示すのは言葉（verba）と事柄（res）の

不一致である。そうなると当然，クインティリアヌスのような言葉が事柄に作用するという考え

方は受け入れられない。「むしろ反対に，言葉のほうが仕え，従わなければならない。（中略）私

は事柄が優越し，聞く者の想像がそれでいっぱいになって，単語のことなんて覚えていないくら

いであればいいと思う（11）」。このようにモンテーニュは言葉と事柄の関係を見事に逆転させたの

だといえる。

　これに続いて起こるのは，簡潔さへの志向である。文章上の技巧や虚飾を避けるのはもちろん

のこと，素早く物事の本質や議論の本題へと入っていくような言論をモンテーニュは求めている。

悪い例として挙げられるのが，ローマ第一の弁論家キケロである。もっとも，モンテーニュがよ

く読んでいるのはキケロの道徳哲学について論じたものではあるが，「彼の書きぶりは，ほかの

ものもそうであるが，私には退屈に思われる。というのも，序文や定義，分類や語源に著作の大

部分が費やされているからだ（12）」。そしてどうにかそれを一時間読んだあとに，どんな精髄や本

質を得たか振り返っても，「たいていの場合，ただ風を見出すだけだ（13）」。これに反してモンテー

ニュが好むのは，プルタルコスとセネカである。なぜなら，この二人はモンテーニュの気性に合っ

ており，さらに利点として，彼の求めている知識が断片的に（à pieces décousues）取り扱われ

ていることが挙げられる。読み始めるのにべつに勇気を必要とするわけでもなく，いつでも好き

な時にやめられるのだ。知識をこのようにシンプルに呈示するだけでなく，セネカ（とそれに似
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ているタキトゥス）の文体は「鋭く，精妙なもの（d’une façon pointue et subtile）（14）」だ。こう

した簡潔さへの志向と，言葉よりも事柄を重視する態度は，エラスムスが『ラテン語語用論』に

おいて提示した「豊かさ」を超えて，『格言集』において実現した「豊かさ」と「簡潔さ」の両

立と一致する。モンテーニュは同じ衣服のイメージから，クインティリアヌスの言葉が事柄に作

用するという考えと正反対のものを導き出したが，「簡潔な豊饒さ」を求めるという点で，ルネ

サンスの思潮を形成したエラスムスと一致したことが見て取れるだろう。

Ⅱ．植物イメージ

Ⅱ-１．次に見ていくのは植物にかんするイメージである。伝統的に自然と技術の二項対立は古

代ギリシャ以来の大きなテーマである。ここでその歴史について詳述はしないが（15），要点だけ

述べるならば，この二項対立は主に詩作に関係する。詩人は自然の，あるいは超自然の力を借り

て優れた詩を書くことができると見なされてきた。技術はその自然が生み出したものをより洗練

するために用いられる，いわば副次的な立ち位置を与えられている。こうした考え方を示す好例

が次のクインティリアヌスの意見である。

(...) terrae nullam fertilitatem habenti nihil optimus agricola profuerit, e terra uberi utile ali-

quid etiam nullo colente nascetur, at in solo fecundo plus cultor quam ipsa per se bonitas 

soli efficiet. (...) denique natura materia doctrinae est; haec fingit, illa fingitur. nihil ars sine 

materia, materiae etiam sine arte pretium est, ars summa materia optima melior（16）.

肥えていない土地からは最高の農夫でさえなにも収穫できず，豊かな土地からは耕さずとも

なにか有益なものが生じる。そして，肥沃な土壌では土地それ自体の良さよりも，耕作する

者のほうがより生産的である。（中略）要するに，素質が養育の素材である。養育は形作り，

素質は形作られる。素材なしに技術はないが，技術がなくとも素材には価値がある。それゆ

え究極の技術は最高の素材にまさるのだ。

ここで言われていることは決してわかりやすいとは言えないが，自然すなわち土地や素質は，技

術ないし養育に先立って存在し，自然が優れたものであれば，それ自体で有益なものを生み出し，

それ自体価値を持つものである。他方で，技術は自然が良いものであれば，さらによりよくする

ことができるが，それ自体に価値はない。こうした不均衡の関係性のなかで目指されるのは，優

れた自然と卓越した技術が結びつくことであり，それは最高の自然に勝るものである。

　自然を技術の力を借りてより良いものにすること，つまり改良は単に農業の問題にとどまらず，

類比的に教育の問題においても論じられる。自然が与えた素質に対し，それを放任しておくので

はなく，教育という技術によって「手入れ」をすることが必要である。エラスムスは子どもの教
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育について論じた著作において，植物の手入れには熱心な親が，子どもの教育に対しては無関心

であるのを次のように皮肉っている。「君は植物については，馴らすのに熱心なのに，息子に対

しては眠っているのかね（17）」。この教育という要素が加わることによって，自然と技術の関係性

も次第に変化していく。技術は自然を改良するものだったのが，だんだんと自然を「飼いならす」

あるいは「調教する」という意味合いを帯びてきたのだ。この意味合いにかんして，エラスムス

は，言語の病と治療について論じた『リングア』で次のように述べる。

Atqui si ex nocentissimis bestiis inuenimus remedia, si feras et immanes belluas studio 

cicuramus, si terram hirtam vepribus ac noxiis herbis obsitam cultu reddimus frugiferam 

et vsibus hominum obsequentem, si pullos equorum sic instituimus, vt quo suapte natura 

ferociores sunt, hoc domiti sint aptiores obsequiis nostris, si iuuenum indolem erectam ac 

ferocem et ad summam rerum perniciem euasuram institutione reuocamus ad summam 

frugem, quid obstat, quo minus idem faciamus in cicranda lingua?（18）

最も有害な獣から我々は治療薬を見つけ，苦労して狂暴な野生動物を飼いならし，棘でいっ

ぱいの有害な雑草が生い茂った土地を肥沃で，人間の使えるところにし，仔馬を調教して，

その狂暴な性質であるのを我々の要求に応えるよう従順にする。また，傲岸不遜で最も破壊

的なことへ向かいかねない若者の性向を教育によってまともにできるというのに，どうして

言語を飼いならすことにおいても同じようにできないのだろうか。

有害で凶暴な自然をわれわれ人間は手なずけてきたのだから，自然が与えてくれた言語も当然

「飼いならす」ことができるはずだ，とエラスムスは考える。この『リングア』において言語を「飼

いならす」とは，嘘や陰口，虚飾，過剰なおしゃべりといった言語の放任状態を，キリスト教徒

にふさわしい誠実な言葉遣いへと向かわせることである。こうしたエラスムスの問題意識は宗教

改革と綿密に関連しているが，同時代のジョアシャン・デュ・ベレーの問題意識はフランス語の

改良に置かれていた。

　1549年に発表された『フランス語の擁護と顕揚』の第一巻で，デュ・ベレーは言語の起源と本

性について説明しつつ，古典語の俗語に対する優位を認める。「なぜフランス語はギリシャ語や

ラテン語ほど豊かではないのか」と題された第三章のなかで，古典語と俗語は，その本性におい

て優劣があるわけではなく，俗語であるフランス語が貧しいのは土を耕したり茨や棘を取り払っ

たりしていないからだ，と彼は主張する。しかるに他方のローマ人たちは良い農夫のようにラテ

ン語を念入りに耕し，ギリシャ語から多くの言葉を移し替え，「荒れ果てた土地から手なずけら

れた土地に（d’un lieu sauvaige en un domestique）（19）」改良したのだ。実のところ，デュ・ベレー

のこの考え方は，パドゥアの人文主義者スペローニ Sperone Speroni （1501-1588）が1542年に発
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表した『言語についての対話』Dialogo delle lingue に基づいている。また，表現にかんしてい

えば，デュ・ベレーが「良い農夫 bons Agriculteurs」と言うところを Speroni は « ottimi agri-

coltori » と書いており，これはすでに指摘されていることだが（20），先に引用したクインティリ

アヌスの「最高の農夫 optimus agricola」を彷彿とさせる。以上のことをまとめると，自然を技

術によってよりよいものにする思想は徐々に教育的側面を帯び，子どもの素質を育てることや言

語を改良することへと変化したことが確認できる。

Ⅱ-２．モンテーニュが植物のイメージを使うのはローマで雄弁が栄えた様子を述べる際である。

政情が悪くなり，内乱によって国家が揺さぶられているとき「ちょうどほったらかしで，手入れ

のしていない畑に最も勢いのいい雑草がはびこるように（21）」雄弁が隆盛を誇ったのである。ほ

かにも「雑草」にかんして思い出されるのは『エセー』第一巻８章「無為について」の一節であ

る。

Comme nous voyons des terres oysives, si elles sont grasses et fertilles, foisonner en cent 

mille sortes d’herbes sauvages et inutiles, et que, pour les tenir en office, il les faut assub-

jectir et employer à certaines semences, pour nostre service (...)（22）.

遊ばせておいた土地に見られることだが，そこが豊かで肥沃であれば，いろいろな種類の無

益な雑草が繁茂する。そして，これを世話して我々の役に立つようにするには，整備して，

なにかの種をまいてやらなくてはならない。

ここで「雑草」と言われるのは，モンテーニュが公職から離れて書斎で読書や執筆する際に頭に

浮かんでくる，「妄想や空想（chimeres et monstres fantasques）」である。彼も時代の風潮にし

たがって，そうした自然のまま出てきたものを役立たせる，いわば「飼いならす」ことが必要だ

とわかっている。だが，エラスムスやデュ・ベレーなどと異なるのはモンテーニュの思い切った

態度である。彼はあえてそうした「雑草」を放っておき，それらを「記録」しようと試みる。そ

のとき『エセー』という書物は，土地や畑としての役割を帯びるのだ（23）。これと関係して，『エ

セー』のテクストに頻繁にあらわれる古典からの引用は「花」のイメージで語られる。

　モンテーニュの引用の作業については多くのことがすでに言われている（24）。特徴の一つとし

て挙げられるのが，権威の拒否である。アリストテレスをはじめとした「権威 auctoritates」の

文章によって，みずからの論拠や論理を強化するというスコラ学的伝統をモンテーニュは放棄し

た（25）。それにより，そうした権威を笠に着た人々を笑い，自力で自分の価値を高めることを推

奨するのだ。そのほかの特徴として，すぐれた文章を模倣することの拒否がある。モンテーニュ

は次のように自分の引用作業を弁護する。
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Comme quelqu’un pourroit dire de moy que j’ay seulement faict icy un amas de fleurs 

estrangeres, n’y ayant fourny du mien que le filet à les lier. Certes j’ay donné à l’opinion 

publique que ces parements empruntez m’accompaignent. Mais je n’entends pas qu’ils me 

couvrent, et qu’ils me cachent: c’est le rebours de mon dessein, qui ne veux faire montre 

que du mien, et de ce qui est mien par nature; et si je m’en fusse creu, à tout hazard, 

j’eusse parlé tout fin seul（26）.

誰かが私のことを，この著作のなかに他人の花を積み重ねているだけで，自分のものからは

それらを束ねる糸しか出していないと言うかもしれない。たしかに，こうした借り物の装飾

が私につきまとっているとみられたのは仕方がない。だが，この装飾で私を覆い隠そうとは

思っていない。それは私の意図と逆である。私は自分のものだけを，生来の私のものだけを

示したいのだ。だから，私の考えるようにしたら，どんな場合でも自分ひとりの力で話した

だろう。

古典作品のすぐれた文章ないし表現という「花」をモンテーニュは，模範として崇めるわけでも

なく，それらによって，自分の文章を権威付けようとするわけでもなく，ただ「装飾」として積

み重ねる。そうした作業とは裏腹に，モンテーニュが目指すのは，自分のものだけを示すことだ。

必要なのは引用を正当化しつつも，自分の考えをあらわす方法である。それは引用に，本来とは

別の意味を与えることだ。モンテーニュは，多くの引用のなかから，どれかを選んで，なにか特

殊な意味を与えて，純粋な借り物でないようにし，新しい役に立てることを望んでいる（27）。す

でに固定した意味のある引用を「花」と表現するならば，モンテーニュはこれから新しい意味を

開花させる可能性をもった「種」を積極的に評価する。

Si suis je trompé, si guere d’autres donnent plus à prendre en la matiere, et, comment que 

ce soit, mal ou bien, si nul escrivain l’a semée ny guere plus materielle ny au moins plus 

drue en son papier(...). Elles［=mes allegations］ portent souvent, hors de mon propos, la 

semence d’une matiere plus riche et plus hardie, et sonnent à gauche un ton plus delicat, et 

pour moy qui n’en veux exprimer d’avantage, et pour ceux qui rencontreront mon air（28）.

私の勘違いでなければ，内容において私以上に手がかりを与える者がほかにいるだろうか。

方法の良し悪しはともかくとして，私以上に，いかなる著者が紙の上により多く，あるいは

より厚く材料の種をまいたか。（中略）私の引用はしばしば，私の目的をこえて，より豊かで，

より大胆な材料の種を含んでいる。そして，引用は，それ以上に言おうとしない私にとって

も，そんな私の態度に賛成する人々にとっても，より微妙な音を斜めに響かせてくれる。
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『エセー』は著者自身が決定的な意味や思想を披露する場所ではなく，読者が，そこに蒔かれて

いる「種」を開花させて，それらを「斜めから」読み取るような，豊かな土壌である。権威と模

倣の拒否は，著者と読者の協働を促す。というのも「言葉は，半分は話し手のもの，半分は聞き

手のもの」（29）だからだ。

　古代以来，植物にかんするイメージを用いて論じられてきた，自然を「調教」する，あるいは

自然が生み出したものを「飼いならす」という考えに，モンテーニュは正反対の「無頓着

négligence」を示した。引用にかんして，権威と模倣の拒否をおこなう彼の姿勢は，植物のイメー

ジに関係づけられていることが明らかになった。

Ⅲ．イメージがもたらすもの

Ⅲ-１．言葉（verba）と事柄（res）の関係を考える際，モンテーニュが後者に重点を置いたこ

とは確認した。話し方あるいは文体について論じる際も，彼は，アテナイ人たちの豊富で華やか

なものでも，スパルタの人々の簡潔できびきびしたものでもなく，クレタの人々の思想内容の豊

かさが，もっともすぐれたものであると言う（30）。モンテーニュはこのクレタ人のような話し方

を実践しようとしていることは先に見た「種」というイメージから確認できる。つまり『エセー』

のなかのあちらこちらに，豊かな思想内容を含んだ事柄を引用とともに散りばめることで，モン

テーニュは自分の著書をより豊饒なものへしようとしているのだ。イメージの使用はそうした

「豊饒さ」を生み出すための方法の一つである。イメージを用いることで，余計な文彩を削り，

読者の想像力をかきたてることができる。少ない言葉で主題を豊かに語るというエラスムスの目

的はイメージの使用によっても達せられうるのだ（31）。ところで，ギリシャ人であるプルタルコ

スがラテン語を知ったのは，言葉を先に覚えたからではなく，事柄があって，それをあらわすラ

テン語の意味を理解した，という話を引き合いに出し，自分が『エセー』でやっていることも同

様だとモンテーニュは言う。「意味が言葉を照らし，生み出すのだ。それはもはや単なる風では

なく，肉であり骨なのだ。言葉は言っていること以上の意味を持つのである（32）」。言葉はその言

い表しているものを超えた意味内容を含んでいる，という考え方がここでは語られているが，こ

れは実のところ古くからあるものだ。

　セネカはルキリウス宛書簡のなかで，忠告や助言を「種」に例える。助言の言葉は大げさなも

のではなく，低く抑えたものであるべきだという。なぜなら，必要なのは言葉の多さではなく，

その効果だからだ。「言葉は種のように蒔かれるべきだ。種はどれほど小さくとも，適切な土地

を得れば自身の力を伸ばし，最小から最大へ殖え繁茂する（33）」。また，別の書簡では，ルキリウ

スが送ってくれた手紙を称賛して，その特質としてすべてが簡潔であり，主題に適合しているこ

とを挙げ，さらに「君は欲するだけを語り，語る以上のことを含意している（Loqueris quantum 

vis et plus significas quam loqueris）（34）」と褒める。こうした，言葉以上のことを意味するため
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の表現方法をクインティリアヌスは次のように理論的に述べている。

vicina praedictae［=est vero pulcherrima, cum plura paucis complectimur］ sed amplior 

virtus est ἔμφασις, altiorem praebens intellectum quam quem verba per se ipsa declarant. 

eius duae sunt species, altera, quae plus significat quam dicit, altera, quae etiam id quod 

non dicit（35）.

いま述べた美点（少ない言葉によって多くのことを込める際には，きわめて美しくなること）

に近いが，より大きな美点は「含意法 emphasis」で，これは言葉がそれ自体で明示してい

る意味以上に深い意味をもたらすものだ。これには二種類ある。一つには，言っていること

以上のことを意味するもの。もう一つには，言っていないことまで意味するものだ。

この「含意法」はいわゆる「仄めかし，暗示」のことであり，ラテン語では « Significatio » と呼

ばれる。クインティリアヌスは別の箇所でも「仄めかし」について言及しており，皮肉は言って

いることと反対のことを理解させるが，仄めかしは，言っていることとは別の，隠れていて，聞

き手が発見しなければならないことを理解させるのだ，と述べている（36）。また，『ヘレンニウス

に与える弁論術書』（37）やキケロの弁論術にかんする著作における記述（38）も併せて考察してみると，

この「含意法」は次のように分類できる。（i）隠れたものを明るみに出す，（ii）語自体で言われ

ていること以上のことが理解される，（iii）語自体で言われていないことも理解される，（iv）聞

き手あるいは読者が協力して意味を作り，見つけ出す。

　この四つすべてとモンテーニュのかかわりについて，ここでは述べることができないが，言っ

ていることとは別のことを意味するとは，モンテーニュの言い方では先で引用について扱った際

にみた，「借り物を新しい役に立てる」ことに近いといえるだろう。『エセー』における引用は「よ

り豊かで，より大胆な材料の種を含んでいる（39）」からだ。従来の使い方とは異なる意味や文脈

で古典作品を引用することにより，読者は元の意味を想起すると同時に，新たな文脈での意味を

読み取ることになる。要するに一つの文章のなかに二重の意味を含ませることができるのだ。こ

れは「仄めかし」とほとんど似た効果を生み出す。さらに，「仄めかし」は「簡潔さ」と大いに

関係するのはよく知られている通りである。簡潔な言葉で多くを言い表すことは晦渋さに陥りや

すいという危険をはらむが，その分それを読んだり，聞いたりする者が意味内容を補うことにな

る。事実，モンテーニュは次のことを認めている。

Un suffisant lecteur descouvre souvant és escrits d’autruy des perfections autres que celles 

que l’autheur y a mises et apperceues, et y preste des sens et des visages plus riches（40）.

有能な読者はしばしば，他人の書物のなかに，著者がそこに置いたと自認する完璧さとはち
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がったものを発見し，それにより豊富な意味と相貌を付け加える。

有能な読者は，書かれている以上の意味や相貌を付け加える。これはまさしく上で挙げた四番目

の，聞き手あるいは読者との協働にほかならない。モンテーニュは言葉よりも事柄を重視し，自

分の考えをあらわすのに，引用という短い言葉の陰に隠れることで，読者が彼の『エセー』のな

かに，豊かな意味を発見するのである（41）。

Ⅲ-２．最後に考察したいのは，このモンテーニュなりの「豊饒さ」がどのようなものかという

ことである。古くにはキケロが『弁論家について』のなかで次のように述べている。「実際，事

柄の豊かさは言葉の豊かさを生む。そして話されている内容それ自体のうちに誠実さがあれば，

言葉に，ある種の自然な輝きが，内容によってもたらされるのである（42）」。このようにキケロの

目指す「豊かさ」とは，事柄の豊かさにほかならず，まさしくこれはモンテーニュの言う「豊か

さ」でもある。しかしながらモンテーニュはより高次の概念を用いて「豊かさ」をあらわそうと

する。それは，事柄の発想や配置，表現の措辞を包含し「力強い思想 l’idée forte」と「的確な言

葉 le mot juste」いう二つに還元する « conception » という考え方である（43）。ここでは事柄の豊

かさが言葉の豊かさを生み出すというのではなく，むしろ事柄の豊かさと，言葉の品位が両立す

るのである。『エセー』第三巻５章「ウェルギリウスの詩句について」では，モンテーニュはウェ

ルギリウスとルクレティウスの詩の卓越した部分について次のように述べる。

Quand je voy ces braves formes de s’expliquer, si vifves, si profondes, je ne dicts pas que 

c’est bien dire, je dicts que c’est bien penser. C’est la gaillardise de l’imagination qui esleve 

et enfle les parolles. Pectus est quod disertum facit. Nos gens appellent jugement, langage; 

et beaux mots, les plaines conceptions（44）.

私はこれほど生き生きした，深遠で大胆な表現形式を見るとき，「よく言った」とは言わず，

「よく考えた」と言う。言葉の品位を高め，内容を豊かにするのは，溌剌とした想像である。

「心が雄弁をつくる」（クインティリアヌス『弁論家の教育』X, 7, 15）。私たちは言葉を判断

と呼び，美しい言葉を，充実した着想だと呼ぶ。

言葉をより優れたものにするのも，事柄を豊富なものにするのも，その人が精神のなかに持って

いる想像力である。その精神から生み出されたものである言葉をモンテーニュは「判断」と呼び，

さらにそのなかでも美しいものを充実した，つまり事柄のつまったものを「着想 conception」と

呼ぶ。より正確にいえば，豊かな「着想」が言葉と事柄を生み出すのだ。モンテーニュは「着想」

とそれによって生み出されたものを，一種の提喩（45）を用いて同じものとして言い表している。
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つまり「着想」はいわば，言葉や事柄になる前の状態，それらを含んだ状態をあらわすといえる

だろう。その証拠に，第一巻26章では，言いたいことが頭にたくさんつまっているのに口下手で

表現できないと弁解する人々のことを，彼らはごまかしているのだと非難する。なぜなら，そう

いう人たちの頭のなかには「ぼんやりとした着想 quelques conceptions informes」の影みたいな

ものが浮かんでいるだけで，それを解明することもできずにいるから外に向けて表現できないの

だ，という。彼らは自分自身にもそれらがなにかわかっていない状態に陥っている。モンテーニュ

は巧みに出産の比喩を用いて言う。彼らは言葉を生み出そうとしているが，口ごもっているのは

「彼らの出産はまだ分娩には至らず，妊娠状態（à la conception）にあり，不完全な胎児をなめ

まわしているにすぎないのだ（46）」。この比喩は熊の出産をイメージしているようだが（47），ここか

らはっきりわかるのは，« conception » とは頭のなかにある考えや発想であり，それはまだ身ご

もった状態，すなわち発現する前の可能性を秘めた段階であるということだ。モンテーニュはま

た，そうした「着想」が明確な人について次のように述べる。

De ma part, je tiens, et Socrates l’ordonne, que, qui a en l’esprit une vive imagination et 

claire, il la produira, soit en Bergamasque, soit par mines s’il est muet:

Verbaque praevisam rem non invita sequentur.

私の考えでは，またソクラテスがそのように命じているが，溌剌で明瞭な考えを頭のなかに

もっている人は，それを，（滑稽な）ベルガモ方言でも，口がきけなければ顔つきによって

でも表現する。「事柄が明らかになれば，言葉はおのずから従う」（ホラティウス『詩論』

311行）。

　先に引用した箇所で彼はクインティリアヌスの「心が雄弁をつくる」という言葉を引いている

が，レトリックの五部分のうちの発想 inventio や措辞 elocutio ではなく，そうしたものを含み，

生み出す心（Pectus），つまり「着想 conception」こそがモンテーニュにとって重要であるとい

うことがここからわかるだろう。

＊　　＊　　＊

　思想を包む文体という意味で用いられる衣服のイメージはモンテーニュにおける言葉と事柄の

関係性を考える手がかりとなり，他方，自然と技術という古くからの対立のなかで用いられてき

た植物にかんする「花」と「畑」，「種」というイメージはモンテーニュの引用作業と『エセー』

の関係を巧みに表現していることがわかった。それらのイメージはモンテーニュの用いる修辞技

法と深く関わっており，結果的に『エセー』のテクストにある種の「豊かさ」を与えている。こ

の豊かさは表現方法の豊かさでもあり，同時にこれがモンテーニュ独特なところだが，想像力な
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いし思想の豊かさでもある。後者こそまさしく，『エセー』という「畑」に蒔かれた，これから

読者が発芽させねばならない豊饒な「種」にほかならないのだ。

　実際，キケロ主義的技巧を巧みに避け，言葉よりも事柄を重視するモンテーニュの修辞技法，

「大人のレトリック」は，白銀ラテン期の作家たちを称揚したリプシウスの姿勢以降，すべての

弁論の形式を包含しそれらの目的をはるかに超えた「崇高」へと辿りつくだろう（48）。簡潔な豊

饒さを体現したモンテーニュの「着想 conception」は，一世紀後に人々がこぞって口にする「崇

高」を胚胎していたのだ。
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