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モンテーニュの『エセー』を読む　1

一第一巻39章「孤独について」一

飯　田　年　穂

　1571年2月28日，その日はミシェル・ド・モンテーニュ38歳の誕生日であっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
たが，彼は書斎の壁に自らの「帰去来の辞」を記し，隠棲の生活に入った。し

かし，このことは彼にとって，完全な意味での引退，社会との一切の関係を断

った世捨て人的な隠遁に入ることを意味していたのではなかった。．

　ロジェ・トランケにならって，それを一つの「変身」（une　mutation）とで

　　　　　　　　　　（2）
も呼ばなければなるまい。すなわち，「法服貴族」（noblesse　de　robe）から

「帯剣貴族」（noblesse　d’6P6e）への身分変更にすざなかったのである。彼は

1569年4月23日付で，1それまで10数年にわたって勤めてきた法官の職を友人フ

ロリモン．ド・レモンFlorimont　de　Raymondに譲り，その職を辞した。そ

して「引退」後，ヴァロワ王室伺侯の武官貴族として，またナヴァール王室伺

侯の武官貴族として～政治的な立場から4）さまざまな動きを始めうことになる。

　これは，確かに引退とは言いがたい。モンテーニュが公的領域において果た

した役割も，．実際に残した巧績も，もっぱらそれらは「引退」後のことなので
　　　　　　　　重
ある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吐
　だが，同時に，モンテーニュ自身が自らの行為を「引退」として押さえてい

ることも否定できない。これは，かの書斎の「隠棲の辞」に端的に読み取られ
　　　　　　　　　　｛’
ることである。，そこにはこう書かれて，N　）る。「……宮仕えや公務における隷従

の生活に久しき以前より倦みつかれていたので，いまだ精力には満ちあふれて
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はいながらも，智慧深き乙女たちの胸に，休息と平穏のうちになお残された日

々を生きぬいていかんとして，帰ってきた……」

　ところで，モンテーニュが「引退」後になした顕著な事柄には，さきの政治

的活動とともに，いま一つ「エセー」Les　Essaisの執筆ということがあった。

彼は，モンテーニュの館の塔にしつらえた書斎のなかで，一入死ぬまでその

「エセー」を書き続けていく。このほうは，隠棲者モンテーニュという姿に前

よりはよく合致するかもしれない。

　こうしてみると，二つのモンテーニュの像が浮かび上がってくる。しかしこ

れら二つを対立的な形で捉え，それらのどちらがより本当のモンテーニュか，

というような問いの立て方は，いまのわれわれの関心を惹かない。何故なら，

それらの両者ともわれわれにとって，歴史的な事実として厳としてあることで

あるから。両方の姿とも現にモンテーニュという人そのものであったことは，

われわれにとっては一つの確たる前提，出発点である。

　われわれは，ミシェル・ド・モンテーニュという人物に，その人の生き方に

興味を持つ。彼は16世紀のフランスに生きたユマニスFであり，モラリストで

あったが，そうした彼の思想史的位置は，彼が近世ヨーロッパ社会の黎明期に

あって謂わゆる近代的な人間像の形成に参与した一人であったことを示してい

る。このこと自体，概括的に言ってすでに興味深き事柄にちがいない。だが，

例えば「エセー』のなかの次のような言葉は，特にわれわれ自身との直接的な

関わりを呼び起こすものとして読まれうる。「互いに対立し合う侵入者たちの

脅威私を取り囲む運命の変転推移は，これまでのところ，この地の入たちの

心を和らげるどころかますますいきり立たせ，私を，うち克ちがたい危険と困

難で満たしている。私はまぬがれている。けれどもそれが，正義によってとい

うよりも，運命によるもの，或るいは私の思慮によるものであることは，私の

気に入らない。そして，法の守りの外に置かれてそれ以外のものに保護されて

いることは，不快である。このような有様であるから，私は半分以上他人のお

蔭で生きているのだが，これは心苦しい恩義を背負わされていることだ。私は

自分の安全が，私が法に従って自由に行動することを承認して下さる高位の方
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々の善意や寛大さのせいであったり，私の先祖や私自身が持ち続けてきた寛容

のせいであるのはいやなのである。というのは，もし私がそうでなかったとし

たら，ではどうなるというのか。私の行動，私の卒直な交際が，私の隣人や縁

者たちに義理のようなものを感じさせているにしても，彼らが私を生かしてお

いてくれることでその義理を果たすことができるなどというのは，何と残酷な

　　　　（3）
話だろう。」

　周知のように16世紀のフランスは，宗教戦争に代表される内乱戦火に明け暮

れたたいそう苛酷な時代であったわけで，モンテーニュ自身もかかる状況のな

かで，常に身にせまる危険にさらされながら生きていたのであったが，そうし

た時に，おのれの生存の事実を，それが置かれている社会総体の在りようのな

かに投げ返しつつ，それぞれの人間における個人的な徳性の問題と，法という

形で収敏していく社会体制ないしは国家の問題とを，きわめて緊張した関係の

なかで捉え直そうとする彼自身の内部の動きが，上の文章にはありありと窺わ

れるだろう。こうした彼の動きに，われわれは自分を突き合わしていきたく思

う。そうして，個人の徳と国家の徳とが分裂した時代にあって，生の在り方を

真に支えうるものを一人の入間として作り出していこうとする一つの企図の行

くすえを，確かめたいのである。

　このような仕方でモンテーニュに接していこうと思うとき，それではそうし

たわれわれにとって，彼の生涯における自覚的な出発とでも言うべきその「引

退」はどのように意味付けられてくるのかという問題を，改めて立てることが

できるだろう。そこでわれわれは，この問題と取り組む手立ての一つとして，

「エセー」第一巻39章「孤独について」De　la　Solitudeの記述を取り上げてみ

る。この章は，けだし「おのれ自身と世の人々に対する，モンテーニュの隠棲
　　　（4）
の弁明」といった一面を合むものと一般に見られているのであって，自己を孤

独にするという一つの自覚的な態度の取り方のうちに彼が込めようとしている

内容は，まさしくわれわれの問題につながっているものであると考えるのであ

る。

　P．ヴィレーの考証によると，「孤独について」の章が書かれたのは，1572年
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頃のことであるらしい。すなわちそれは，第一巻20章「哲学するのはいかに死

すべきかを学ぶためであること」に代表されるような，「哲学的エセー」と一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
般に分類されている諸篇が書かれた，ごく初めの時期に当たる。1571年の春，

モンテーニュの城館に帰り着いた彼は，当初の目論見に従って謂わば晴耕雨読

のごとき生活を始めた。が，次第に時がたつにつれて，その無為（oisivet6）の

うちに去来する由無し事を書きつけてみようと思い立った。「エセー』執筆の

動機に当たるものが，「エセー」のなかにはこう書かれている。「最近，私は私

の家に引き込んだのであるが，そのようにして私は，自分に残されたわずかな

人生の日々を独り離れて休息のうちに過ごすこと以外は，出来るだけすまいと

思ったのであった。その時私には，自分の精神にとって，それを全くの無為の

状態にしてやり，自分自身だけを相手にして，自分のなかに落ち着かせそこで

休ませてやることこそ，してやれる最上のことだろうと思えた。そしてこのこ

とは，私の精神が年とともに次第に重みを加えて成熟するにつれて，その後だ

んだん容易に行なっていけるようになるだろうと願っていた。ところが，「無

為のなかでは精神はいつもあれやこれやと落ち着かない」というわけで，かえ

って反対に，私にわかったことといえば，手綱を解かれた馬のように，私の精

神は，他人に対してしてやっていたのよりも百倍も多くの面倒事を，自分自身

のためにしているということである。そして，次から次へと，取りとめもなく

さまざまの奇怪気紛れな妄想を産み出していくものだから，ついに，私はそれ

らの由無し事の愚かしさを思う存分見つめてみるために，それらを一一一・つ一つ書

きつけてみよう，そうすればいずれ精神がおのれを恥じるようになるだろう，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
と考えて私は書くことを始めたのだった。」

　このようにして始められたエセーの初めの一つに「孤独について」の章は数

えられている。この時期のエセーは，ヴィレー以来一般に「非個性的」と特徴
　　　　　　　（7）
付けられているが，それらが取り扱っている題材には，第一巻20章のような道

徳的考察とともに，政治・社会や戦争に関するものが多い。後者の代表的な例

としては，第一巻23章「習慣についておよび既成の法律をむやみに変えてはな

らないこと」が挙げられようが，第一巻42章「われわれのあいだの不平等につ
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いて」も基本的にはここに属すると見られる。これらのなかで，モンテーニュ

は，　「習慣」という契機によって政治・社会のメカニズムを分析しつつ，他方

もろもろの社会的な身分・差別のうしろに，人間の自然本来的平等性を指摘し

ようとしている。以上のことは，この時期のモンテーニュが，スピリチュアル

な人間の内面的問題を追究しながらも，それを常に同時に，人間がそのうちに

置かれている社会の在りようと関連させつつ，きわめて具体的現実的な人間の

生の諸相を解明しようとする意図を明確にしていたことを示していよう。

　さて，　「孤独について」は，次のような書き出しで始まる。「孤独な生活と

活動的な生活とをめぐるあの長々とした比較は脇に置いておこう。そして，野

心と強欲がその下に隠れようとするあの美しい言葉，すなわちわれわれは自分

一入のために生まれたのではなく，公共のために生まれたのだ，という言葉が

どうであるかについては，実際に世の中の事柄に関わり合っている入たちに思

い切っておまかせすることにしようではないか。そして，実は反対に，地位職

責などこの世のやっかい事どもを追い求めるのは，公共のことから自分の私的

な利益を引き出そうとしてのことではないのかどうか，胸に手を当てて考えて

　　　　　　　　　（8）
もらおうではないか。」

　ここでモンテーニュは，実際の活動にたずさわる実践的生活と，それから離

れての観照的な生活とを対立的に設定して論じようとする視点を，一挙に否定

しさってしまっている。このテーマは古典的思想のなかですでに繰り返し取り

　　　　　　　　　　　　　　　（9）
上げられてきたものなのであろうが，彼がここでまず最初にそうした点に触れ

たのは，これからこの章のなかで考えていこうとしている事柄が，そのような

視点とは異なった観点のもとに置かれていることを，一はっきりと押さえておき

たかったからである。従来の論じ方にならって，テオリァ的生の優位性を主張

し，その意味で孤独の弁護をしようとすることが，彼の問題なのではない。

　それとともに，活動的生活を是とする側からなされる主張を聞いてみると，

その論点は，要するに自らの利他主義的実践義務観を楯に取って相手側の利己

的態度を批判するということになるだろうが，これについては，現実の在りよ

う自体のなかで押さえていくべき問題であることを認識しなければならない。
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　このような仕方で，彼は自分の問題の視座を確定していくわけだが，このや

り方は，明確なおのれ自身の現実認識から出発しようとする彼の態度の現われ

にほかなるまい。現実を見てみれば，人の言う利他主義は，実際，利己主義の

裏返しにすぎない。先程の書き出しに続けて書かれているように，「われわれ

の時代において，人々が押し合いへし合いしてそれ（公共の職務）に就こうと

しているあのあくどいやり方は，全くその目的がたいしたものではないことを，

　　　　　　　　　　　　　　　（10）
はっきりと示しているのだ。」これは，自分が生きているその状況を踏まえた

言い方である。彼は現実社会を，その有様を，目の前に置いて書いている。

　モンテーニュは後にボルドー市長の職に就くことになるのだが，その時のこ

とをめぐって，第三巻10章のなかに想い出を語っている。彼は，自分がこのよ

うな名誉な職に選ばれたのが，自分の父の遺徳のせいであることを述べたあと

で，その父が市長職のために心血を注いで労苦をいとわなかったことを回想す

る。そして最後にそうした父に対してこう自分の考えを書きしるす。「彼はそ

のような人であった。そして，彼においてそのような気質は，生来の大いなる

善良さから出たものであった。彼ほど，慈悲深く人々思いの魂の持ち主は，い

まだかつていなかった。私はこうした生き方を，他人においては称賛するが，

自分でそれに従いたいとは思わないし，そしてその点，言い分がないわけでは

ない。父は，隣人のためにはおのれを忘れなくてはならない，個人は全体に較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
べたら物の数には入いらないのだということを，言い聞かされていたのだ。」

「孤独」の章冒頭の世の多くの例とはちがって，彼の父は本当の善意から，公

務に対する責任感から，職務に没頭した。そのことを称えつつも，彼は，自分

自身はそうはできないし，それは理由のないことではないと言う。父のやり方

に反対したり，彼を批判したりするような様子は慎重に避け，父自身について

も，そういった考え方を回りから聞かされていたというような弁護した書き方

をしているが，かえってまさにこうした書き方から，父のごとき無垢の善良さ

だけでは通用しなくなってしまっていたおのれの時代に対する一つの判断があ

ったことが推察されるだろう。

　こうしてモンテーニュは，公的義務論に対して，まず初めは現実の事態を指
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摘するだけにとどまり，その主張自体の内容については論じようとはしていな

い。彼の父に関する上のごとき印象や，或るいは彼自身の市長在任期間におけ

る働きぶりなどを想い合わせてみると，「私は，自分が引き受けた職務のため

に，心遣いを，骨折りを，言葉を，そして必要ならば汗と血を，拒むようなご

　　　　　　　　　　　　　（12）
とはしたくない」という彼の言葉そのものには何ら裏があるわけではないこ

と，そして彼にとっては，そうした公的義務論の当否が問題なのではなく，そ

のかげに見え隠れする「利」にとらわれた世の人の在り方こそが問題であった

ことが，考えられてくる。

　かかる世の人の在り方を，彼はすぐあとで「大衆」la　presseと名付けてい

る。「どんなところでも，善く行なうこともできるし，悪く行なうこともでき

る。だがしかし，ビァスの言葉，最悪の部分が最大の部分だということが真実

だとしたら，或るいは「伝導の書」が言うように，千のなかに一つとして善き

ものはないということが真実であれば，大衆のなかでは，感染がはなはだしく

　　　　　　　（13）
危険なことなのだ。」

　この初めの一節は見落されてはならないが，人の生き方の善し悪しは場所に

依存するのではないこと，従って，善く生きることは，何も社会から身を遠ざ

けなければ可能ではないなどといったことはないことが，ここで承認されてい

る。そのことを前提とした上で，彼は論を立てているのである。自分自身；大

衆のなかにある。その事態を自覚的に捉えた上で，ではどうするか，が問題な

のだ。ここに，世の人の在り方の現実態を見据えつつ，そのなかで自己の在り

方を自覚的に確保していこうとする意志の形で，彼の意図を捉えておくことが

可能であろう。

　そして彼は，その時における人の態度の在りようについての分析を，次のよ

うな具合に始める。「邪悪なものを，真似するか，もしくは憎むかしなければ
　　　　（14）
ならない。」「大衆」という形で提示される世の入の在り方に関しては，それに

無自覚的な状態にとどまっている限り，われわれは「感染」と言われているよ

うな仕方でその在り方に同化させられてしまうわけだが，そうした無自覚的生

き方を避けようとする場合に，「大衆」という世の人の在り方を，即「邪悪な
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もの」Ies　vitieuxとして規定することで自覚化するならば，その時には，まず

それを「真似する」か「憎む」かという二つの在りようが出てくるであろう。

だが，「それらの二つとも危険である。彼らが多数だからといって彼らに自分

を似せることも彼らとは相違しているからと・・。て彼らを強く憎むこと謂

真似るということは勿論，憎むということも，基本的に「邪悪なもの」に対す

る全面的依存関係のなかで成り立っているものにほかなるまい。「大衆」を邪

悪と規定することで，そこに邪悪な多数者と，それに対峙する一入の自己とい

う関係の図式が作られる。そうすると，その関係のなかで，あえて相手に自分

をのめり込ませていくか，反対に相手に自分を対立させようとするか，二つの

可能性が生ずるが，その時自己はいずれにしても関係のなかにとらわれてい

て，解放された自己は，そこにはないのである。だから，彼は「二つとも危険

である」と言う。

　このことは，さらにそこに「賢者」1e　sageを対照的に持ち出すことによっ

て，いっそうはっきりと現われてくるだろう。「だからといって，賢者はいか

なる場所にあっても自足して生きるということができないわけではない。宮廷

の雑踏のなかでも，一人満足して生きることができないのではない。ただしか

し，もし選ぶことが許されるのなら，彼はそれを避けるだろう。いや，彼の言

うとおり，それを見ることさえ避けるだろう。必要とあれば，彼はさきのよう

なことも耐えるだろうが，できればこちらの方を選ぶだろう。彼にとっては，

依然として他入の悪徳と戦わねばならぬうちは，いまだ十分に悪徳を脱したと

　　　　　　　　（16）
は思えないのである。」すなわち「賢者」とは，上のごとき関係を越え出た存

在として考えられている。いかなる場所にあっても一人自足しているという完

全に自立した姿において，自分以外のもの，他への依存を払拭した真に自在な

在り方が，映し出されている。「賢者」は，従って，謂わば超越的能動性を表

象するものと見うるわけであって，それに対し，所与的関係のなかにおける受

動的な被規定性から脱却することのできない一般の状態を突き合わしてみるな

らば，そこにそれぞれの在り方が際立たしめられてくるのである。

　ここに来て，モンテーニュは孤独についての自分の思いを端的に言葉にする
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が，それはまさしく「賢者」という存在からの逆照射のなかでこそ，取りわけ

明確な輪郭をもって見えてきたものであったろう。「さてその目的は，私の信

ずるところただ一つであって，それによってもっと自在自適の生活をすること

　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
vivre　plus　a　loisir　et　a　son　aiseである。」軽く添えられている「もっと」と

いう語が，モンテーニュの立っている境位を正直に示していると思う。彼自身

は「賢者」ではない。「賢者」は，彼がたどるべき道を照らし出す，彼のさき

にある存在である。彼のすることは，一歩一歩もっと前にそこを歩いていくこ

とにほかならない。

　それでも，人は道を間違える。「人はいつも正しくその道を探し出すとはか

ぎらない。しばしば，重荷を下ろしたと思っても，ただそれを別のと取りかえ

　　　　　（18）
ただけなのだ。」彼はそうした失敗の例をいくつか挙げてみる。

　それは，公職を引くことであったり，旅をすることであったり，苦業をする
　　　　　　　　（19）
ことであったりする。

　だが，それらのいずれもがだめなのは，「まず何よりも初めに，自己と自己

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）
の魂から，そこにのしかかっている重荷を下ろしてやっていない」からだ。「だ

から」と，彼は言うが一ここの文章は当為的調子（il　faut）で書かれているこ

とが特徴である一「人々から身を遠ざけるだけでは足りない。場所を変える

だけでは足りない。われわれのうちにある大衆的な性向1es　conditions　PoPu－

Iai「esから自己を遠ざけなければならないのだ。自己を引き放し，いま一度取

　　　　　　　　　　（21）
り戻さなくてはならない。」

　まず，この当為的書き方は，この章のなかできわめて顕著な形で，しかもし

　　　　　　　　　　（22）
ばしば出てくるものだが，それは「賢者」というモンテーニュにとっての指導

的存在をとおして考えた時に，彼に見えてくる在り方を記す書き方として使わ
　　　（23）
れている。だとすれば，その当為の内容は，彼が自らの生の動きに対して一つ

の方向付けを与え，そこにつなぎとめようとする彼の意志を表わしていると言

ってよいだろう。

　しかるに，そのような意志の在りかを，彼は魂ameという表現を使うこと

によって，指し示そうとしている。魂とは，自己の外被であるところの肉体に
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対して，自己の内部に位置し，その中心をなすものであるのだが，通常それ

は外被たる肉体により覆われている。つまりここで注目したいことは，彼がま

　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
さに魂を自己そのものと同義語に使いつつ，現在の自分の問題とは魂の問題な

のだという仕方で分節化しようとする時，彼はほかならぬその魂について，差

しあたっては外的な肉体的事態を手立てにすることでしか語りえない点なので

ある。

　彼は，おのれの肉体という場において自己と関わっている事態に目を向ける。

それは，謂わば有形的な行為・運動の領域であり，肉体としての自己に対する

直接的な関係性のなかに置かれている。そこでは，彼は，仕事とか旅行といっ

たさきの例をとおして，具体的な形でこの領域について語りうるのであって，

かかる事柄は，そうした具体性をその特質として有している。

　ところがその具体性のうしろに隠されているところのこと，それこそ真の問

題であるはずなのだ，という位相の変換がここに意図される。真の問題は，外

的事態のなかに感じ取られる一定の欠如をとおして，媒介的に示し出されるに

すぎないのである。すなわち，退職とか旅行によってはいかにしても「われわ

　　　　　　　　（25）
れの人生の主要な煩い」から解放されることがなかったという事実は，まさし

く本当の問題がそこにはなかったことをあらわにすることとして，捉えねばな

らないわけだろう。そして，再び「賢者」がこの点についても教えているので

ある。つまり，「賢者」を規準にとって事柄を判断しようとする者は，この場

合，そうした外的肉体的変更が効力を持ちえない別の異なった，そして「賢者」

からは魂と呼ばれている位相へと向きなおるべく促される。しかしモンテーニ

ュは，いまの段階では，この魂の領域に関し，いまだおのれ自身の経験として

はその消息に通じてはいないがゆえに，十全な仕方で語ることができない。彼

は，あくまで肉体を媒介にしつつ，個々の具体的な行為・運動においてそれを

支え，意味付けているところの何かについて語ろうとする意志の形でのみ，魂

のことを語り始めることができる。

　次に，「大衆的性向」という表現に注目してみよう。これは，モンテーニュ

の孤独を求めていく運動の経緯のなかで基本的契機をなすところのものとつな
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がっていると思われる。彼はすでに章の初めで「大衆」について触れていた

が，この章全体において「大衆」という言葉は重要な概念の一つをなしている

と見られるだろう。あとには，二回この言葉が出てきているが，次のようであ

る。「ひからびてとげとげしいばかりの学問があるが，大部分は大衆への奉仕

のために作り上げられたものだ。それらは，世間の奉仕にたずさわっている人

　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）
たちにまかせておかなくてはならない。」「これらの人たちは，腕と脚しか大衆

の外に出していない。彼らの魂，彼らの意思は，前よりももっとそのなかには
　　　　　　　（27）
まり込んでいる。」

　　「大衆」とは，「利」の追求を事とする世の人の在り方一般を指して言われ

ていた表現であったが，かかる「大衆」としての在り方は，ただ単に自己の外

にあって，客観的に観察されるにすぎぬ事柄ではないことが，今自らの経験の

うちに自覚されてくる。それは，絶えず自分と同じ在り方のうちにわれわれを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）
引き込もうと，われわれに働きかけている一つの力である。黙っていれば，わ

れわれはそれに「感染」してしまうのであった。

　そしてさらに大事なことは，’われわれ自身のうちに，それに応えていこうと

する動きが見出されることである。野心，貧欲さなどの形で現われてくるもの

を見直してみれば，まさにそれは，「大衆」からの働きかけに対して自ら積極

的にそこに身をゆだねていくことを善しとする部分がわれわれのうちにあるこ

とを，知らせているのである。世の中における自己の動き・在りようを見つめ

ることによって，モンテーニュはそれに対応する一つの魂の事態を探り出して

いるのであり，ここで「大衆的性向」と彼が表現しているのは，そうした事態

を指して言っていることにほかならない。

　このように「大衆」は自己自身のうちに見出されるのであって，自己はすで

・にそれに捕えられてしまっており，逃がれることができない。「われわれの悪

は魂のなかにあってわれらをしっかりとつかまえている。しかるに魂は，魂自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
身から逃がれ出ることができない」と，彼は書く。

　ここから，このような自己の裡なる「大衆」から自己を断ち切ろうとする自

覚的な試みが，自己の側に要請されてくる。すなわち，「魂を自己のうちに引
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き戻し激咄してやらなくてはならな謂）そして，モ。テー．。が孤独と

いう名で呼ぼうとしているところの内容とは，ほかならぬこのような仕方で定

　　　　　　　　　　（31）
義されるものなのである。

　従ってかかる孤独とは，もっぱら内面的な魂の事態として語られている事柄

であり，本質的な点で見れば，本来それは外的条件とは直接的関連を有してい

るわけではなかろう。ただ，現実的実践的なレヴェルにおいては，裡なる「大

衆」から自己を遠ざけるという動きは，具体的な大衆的状況から身を遠ざけて

一人になろうとする隠遁的な孤独と重なり合ってこざるをえないだけである。

「それは，街の真中でも，王様方の宮廷の唯中でも，享受することが可能であ

るが，しかし，一入離れていることによって，よりいっそうたやすく享受され

繍
　こうした言い方は，まことにモンテーニュらしく感ぜられる。いまだ「賢者」

ならざる彼は，謂うなれば純粋な魂そのものにはなり切れていない。彼を世の

人に結びつけている既成の関係や拘束から，彼の魂は自由ではない。だから彼

は，まずもって外側からの準備を整えることから始めねばならない。社会的，

世間的・燗的なさまざまの結合を，渡断ち切。てやることが必要なの慧1）

そのような媒介を手がかりにして，漸く彼は自らの魂を動かすことができるの

である。

　だからこそ，彼の目指す魂の解放のための準備は，一種の禁欲的な孤独の試

行の形態を取らざるをえなくなる事情も理解される。「自分のために裏部屋une

a「「iさ「eboutiqueを一つ取っておかねばならない。それは完全にわれわれのも

のであり，完全に自由なものであって，われわれはそこに真の自由を，そして

主たる隠遁孤独を確立する。このなかで，われわれは日頃から，自分対自分自

身の会話をしなければならない。また，この部屋はまったく自分専用のものだ

から，いかなる外部の交渉交際も，ここには入いってこないのである。ここで

は，妻も，子供も，財産も，お付の者も，召使いも，いつかこれらがなくなっ

てしまうような時が来ても，別段それらのものなしですますことが目新しく感

ぜられることなどないように，すべてなしにして談笑しなければならない3 P）
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　このようにして，モンテーニュの言わんとする孤独の内容がたいそう印象的

な形で描き出されるが，こうしてみると，彼が求める孤独とは，自己の自律お

よび自由を確立せんとする彼の張りつめた意志の，きわめて高められた表現形

態であったと見なすことができるように思われる。そして，かかる彼の意志が

孤独という形態を志向したことのうちに，われわれは，自己ならざるもの，た

んに自己に付随するにすぎないものをすべていったん取り除き，純化された自

己とはいかにあるかというその消息、を確認した上で，改めてそこから新しく出

発しようとする彼の姿勢を見て取るのである。

　すべてこの世に生まれてくるものは，常に一定の条件のもとに生まれてく

る。すなわち或る時代，或る社会，或る国，或る家，或る境遇，或る集団など

といった種々の条件を，われわれはその誕生においてあらかじめ背負いこまさ

れている。しかも，これらの条件は謂わば絶対的であって，われわれがそれを

自分の手で変更することは，まったく不可能である。そして，われわれのこの

世界における存在は，まさしくこれらの先験的な諸条件によって不可避的に規

定されていることにおいて，具体的に成立していると言わなくてはならない。

モンテーニュはこうした諸条件の全体を，もっとも包括的な仕方では「運命」

la　fortuneと呼ぶとともに，また，それらによって規定されて在らざるをえな

い入間の受動的な在りように対しては，「習慣」1’habitudeという名前を与え

ている。

　これらのことを自己にとっての必然的状況として承認したところに生じてく

る問題は，この状況のなかで自分の生を生きるとはいかなることか，というこ

とである。人間存在の本質的被規定性・受動性に対して，自覚的に生きること

を目指す自己はどう対応するのか，ということである。

　それというのも，かかる受動性のもとにわれわれは置かれていると同時に，

そのわれわれのうちには，与えられた状況に向かって能動的に働きかけ，自己

のアイデンティティを，自己の自律的な行為のうちに創り出していかんとする

意志的な自発性が，また確かに見出されるからなのである。前者が一個の不可

避的な事実であるとすれば，後者の原初的な自由とも呼ぶべきものも，これま
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た同時に否定しえない事実にほかならない。それらはともに，同じ「自然」1a

natureなのである。われわれは，ここで，それではどこに自己の基本的な拠

りどころを置くのか，何をもって自己の根拠としつつ，自分の生と呼べるもの

を作っていくのか，という態度決定をしなければならない。

　こうした自覚の上に立って，モンテーニュは自らの能動的自発性を根拠とし

て選び取り，そこから自己の在り方を立て直そうとする。けだし，それ以外に

真に自己のものはないのである。何故なら，それのみが完全に自己の自由にな

るからである。そしてまた，それ故に，それに対してのみ自己は完全に責任を

負えるからである。しかるに他のものは，まさしくその所与性において，自己

にとってはいかんともしがたい部分を有しているのであって，それ故に，それ

らは非本来的なもの，そしてそれに向かって自己がおのれの自由と責任におい

て働きかけ引き受けていくべき対象と見なされるもの，であるとされる。モン

テーニュとは，自己の自由な自律的行為のうちにこそ人間としての満足を感じ

取る，そういった人間なのであった。彼の選択は，このことを示している。

　従って彼は，自己の自発性，能動性が沸き出してくるそのもとのところへ達

すべく，ひたすら自己の内部に沈潜していくことになる。こうした自己の内部

への動きを，さきの「裏部屋」は表象しているのであって，それはまた，純化

された魂と呼んでもよいだろう。そこに，彼は，真の自己と言えるものの所在

を確認したいのである。

　だとすれば，ここの書きように関して，それを「エゴイスティク」と評する

　　　　　　　　　　　　　　（35　
ことはあまり適切だとは思えない。人との交わりということを，彼は決して忘

れているわけではないのである。いやむしろ，彼の見つめている先はまさにそ

こにこそ向かっていることが，理解されねばならない。自己にとっての所与的

諸条件とは，けだし，自己を他へと結びつけている関係を構成するところの基

本契機をなすものであるだろう。だから，真の自己を確認するなかで・それら

の条件に対する対応の可能性を探り，自己の生を作っていこうとすることは・

とりも直さず，そのことをとおして，入との交わりのなかにおける自己の生に

っいて問うていることにほかならないのであり，ここに，人との交わりにおけ
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る責任ある主体を形成していかねばならぬとするモンテーニュの意図を，見て

取ることが可能である。彼にとっては，人との交わりという状況のなかでこ

そ，孤独もまた意味を持っているのである。これは，ほかならぬ「裏部屋」と

いう言い方自体からも窺えるだろう。人との交わりの場のほうが人間にとって
　　　　　　　（36）
の現実的な「表舞台」であるが故に，自己の内面世界は，その裏に見出される

ものであるのだ。

　われわれに「運命」という形で課せられている諸々の原初的条件が，まず第

一にこの「私」という一個の存在を作っている。私という存在は私が作ったの

ではありえず，私はあとから「私」を見出すにすぎない。そして，その見出さ

れた「私」とは，もうすでに或る一つの形を与えられてしまっているものであ

り，このこと自体に関しては，私はまったくあずかり知らぬことである。とこ

ろが，私はその「私」を引き受けることを余儀なくされる。従って，私にとっ

て私自身は，まずもって「他者」として現われてくることになる。私の経験の

っちで，「私」は他者性を構成する第一の契機をなしていると言わざるをえな

い。「裏部屋」のなかでなされる自分対自分の会話は，それ故に，自己のうち

に含まれる他者性を認識し，そこから再び自己を自己として回復していこうと

する過程にほかならない。そしてこのことは，取りもなおさず，自己における

他者性によって開き示されるところの，もろもろの他者を引き受けていくこと

へとつながっているのである。

　このようにして，これまででモンテーニュが意図していることは，自己と自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t己にあらざるものとを一度裁然と分けることによって，自己の内部において，

自己自身を担っていくべき拠りどころ，その意味での真の自己を確定するとと

もに，そのことをとおして，さらに，自己の置かれている状況全体に対する関

わりの根拠を明らかにしていく，彼なりの原則論であると言えるだろう。

　次に彼は，この原則論に立って，自らの現実における在り方を捉え直してい

く・その時彼が見出すものは，それこそ自己にあらざるものにすっかり捕われ

切っているおのれの日常性である。一度も顔を見たこともない主人のために生

命をかけて戦う兵士。ただ一個のラテン語の綴りのために寝食を忘れて研究す
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　　（37）
る学者。彼が描くこうしたカリカチュアは，ほかならぬ自分自身を含めた日常

的人間の在りようのイメージそのものである。彼は書いている。「われわれの

日頃の行為のなかで，われわれに関わりを持っているものは，千に一つもな
　（38）

い。」

　とすれば，ではいかに生きたらよいのか。これに答えてモンテーニュは，「他

人のためには，もうすでに十分生きた。少なくともこの人生の終わりだけは，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（39）
われわれ自身のために生きよう」と言う。すなわち，隠棲の勧めである。「神

はわれわれに暇乞いをするひまを下さったのだから，そのための準備をしよう

ではないか。荷物をまとめよう。早々と，仲間たちに別れを告げよう。われわ

れをよその場所に縛りつけ，われわれ自身から遠ざけている，この狂暴な力を
　　　　　　　　　　（40）
もった栓楷を脱しよう。」

　一見，彼は，盛りを過ぎたおのれの人生がすでに老年期にさしかかったこと

を悟って，この世を去るための準備に取りかかるべく，早くも諦観の境地に達

してしまったかのようである。ところが，いまの引用の終わりの文章には，そ

うした諦めの響きとはまったく異なった，もっと積極的な強い意志的調子が感

ぜられるように思われるのだ。言葉の上では，静かな余生といった形の老境に

っいてでも語るような書き方をしながらも，その実，彼の意識の中心にあった

関心が，自律的な自己支配の要請ということ以外ではなかったことが，理解さ

れねばなるまい。その点で，すぐあとに続く当為的文章は，まさしく彼のそうし

た意図から出てきた，そしてその意味を補完すべき表現として読みうるのであ

る。「かくも強大な義務のしがらみを振りほどかなければならない。そしてそ

のあとで，あれやこれやを愛すべきだ。ただし，自己以外のものをめとっては
　　　（41）
ならない。」そして最後に，彼は結論的に自らの基本的信条を書きつける。「こ

の世でもっとも大事なことは，自分が自分のものであるすべを心得ていること
（42）

だ。」

　彼はその信条に基づきそのための具体的な方法として，「想像」による自己

訓練を提示する。「私にとっては，運命の恵みのもとにあって不遇の時に備え，

またくつろいでいながら，想像の及ぶ限り，来たるべき災悪を想い描いてみる
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　　　　　　　（43）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（44）
ことで十分である。」そして，　　　　　　　　　　　　　実際の例もいくつか挙げてみ多。これらの箇所

に，よく言われる初期のモンテーニュのストア主義的傾向を見ることは容易で

あろう。ただしそこでは，苦業のようなことは極端として斥けられ，もっぱら

想像による瞑想的方法が取られている。

　以上のことは，当時の思想家たちにとってはきわめて月並なことであって，

取りたてて問題にすべき内容は合んでいないと言えるかもしれまい。ただその

ことを一応認めつつも，そこに見られる次のような一節，「そして私には，低

劣な悟性が力強い悟性よりも多くのことをなせるとは，また思考の働きがたん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（45）
なる慣れの働きに及ぼないなどとは，どうしても思えない」というような書き

方は当時のモンテーニュの心情を正確に反映したもののように思える。すなわ

ちそれは，徳の訓練としての学問（＝哲学）　　これを「教養」と定義しても

よい一の有効【生に対する明確な信頼である。このことは，彼の隠棲の決意と

内容上本質的に連関していたことであって，それは，かの「隠棲の辞」に読ま

れる「智慧深き乙女たちの胸」に象徴的に示されていた。しかもかかる想い

は，彼にとっては，ソクラテス或るいは小カトという二人の人物とその生き

ざまのうちに具体的に血肉化されていたことが，例えば次の文章には現われて

いる。「これら二人の入物および彼らの模倣者（というのは，彼ら以外に彼ら

に実際匹敵しうるような者がいたとは，到底私には思えないからだ）の魂のう

ちには，徳に対するまったく完全な習慣があって，それはまさしく彼らの性格

そのものに成り切っていた。それはもはや苦しい徳でもなければ，保持するた

めに魂の緊張を伴うような理性の命令でもない。それは彼らの魂の本質その

ものであり，その自然で普通の歩みなのだ。彼らは，美しく豊かな本性にめぐ

り合わせた上に，哲学の掟の長い修練によって，魂をそのようになすに至った
　　　（46）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（47）

のである。」この文章は，　　　　　　　　　　　推定によれば，1580年頃に書かれている。だとすれ

ば，哲学に対するこのような感1青は，「エセー』初版出版の時期まで保ち続け

られたものであったと考えられうるし，従ってまたこれは，「エセー』の一，

＝巻全体を貫く一っの基調をなすものと言ってもよいだろう。

　さて，彼は具体的に何をしたらよいのかを吟味するが，これはコンテクスト
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のなかでは，隠棲後の生活はどうあるべきかという問題である。彼は，「かか

る生活において選ぶべき仕事は，苦痛も退屈さもない仕事であるべきだ」と一

　　　　　　（48）
般論を述べつつ，主に二つの例，家事と学問研究を取り上げて，この問題を検

討する。

　このことに関して彼の言うところは，要するに，いかなる場合であっても行

き過ぎを避けねばならぬということである。「家事においても，勉学において

も，狩りその他あらゆる活動においても，快楽の限界まで突き進むのはよい

が，それ以上先に行くことは慎しまなければならない。そこからは，苦痛が混

　　　　　（49）
じり始める。」

　ここでは，快楽が判断の基準になっているが，彼は快楽には二種類があるこ

と，つまり純粋な真実の快楽と，むしろ苦痛のほうがより多く含まれている混

合的な快楽とがあって，それらを識別するすべを心得ておらねばならぬことを，

　　　　　　　　　（50）
あらかじめ述べている。名声，野心などの純粋ならざる快楽に惹かれるのは，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（51）
われわれの病める状態のゆえとも言えようが，それらの快楽は，本質的なとこ

ろを見てみると，すべて他への依存のうちにあるものである。一時的にわれわ

れはそれらから快楽を与えられるとしても，次の瞬間には，まったく反対の状

態に落とされるかもしれない。われわれ自身は，そうした変転のなかで自己を

保ちえず，ただ他に翻弄されるばかりである。

　確かにわれわれは，他との関係を完全に断ち切ることなどできない。従って

その意味で，われわれは，世の変転のなかで他とともに揺れ動く自己の在りよ

うを承認せざるをえないのである。「賢者」なれば，かかる在りようを脱却す

ることも可能かもしれない。「もっとも賢明な人は，力にあふれた強い魂を持

っているから，完全に精神的な平安を作り上げることができる」と，モンテー
　　　　（52）
ニュは書く。それは，世の中の，或るいは「運命」の動きに対して，確固とし

て自己を保持し安定させていくことのできる力である。「賢者」に見られる純

粋に精神的な在り方は，こうした意味で，他への依存を拭い去った自立的自己

を表象している。

　それに対し，肉体は，自己ならざるもの，他者，世間，自己が置かれている
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世界，への関係を表象する。モンテーニュは，おのれの魂が「柔弱な普通の」

ものにすぎないがゆえに，「肉体的な安楽」の助けを借りて自己を支えていか
　　　　　　　（53）
ねばならぬと言う。すなわち彼は，自己と「賢者」との乖離の距離を測りなが

ら，自己を自己として維持していくことの可能な様態を，個々の具体的な事態

のなかで絶えず検証していかなければならない。さきの引用にあった「快楽の

限界」といった言い方は，まさしくこうしたモンテーニュの手探りの生き方を

映し出すものと見られよう。

　そして最後に，彼はこの孤独についての章を終えるにあたって，いま一度，

孤独の意味を，その反対物である名声，野心と対照しながら確認している。こ

こで彼が改めて強調することは，他への依存関係を払拭して，自己のうちにあ

る自律的根拠にもとついた自足にこそ平安を見出すよう努めよ，ということで

ある。彼はセネカの表現を借りて言う。「諸君たちは，これまで泳ぎ漂いなが

ら生きてきた。さあ，もう港に戻ってきて死ぬがよい。諸君たちは，これまで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（54）
の人生を光に与えてきた。この残りの部分は，陰に与えなさい。」これが逆説

的な言い方であることは，もう明らかだ。こうして彼は，真に生きることの意

味を，日常的な所与性の領域のなかで逆転させようとしているのである。世の

一般者にとって，真に生きることは，さしあたって陰の生活，裏部屋の生活，

そして世間的喧曝動揺としての活動性に対する安静と休息としての死，という

形で表象されるしかない。だから彼は，ひとまずそこに「隠棲」という形態を

付与したのである。

　だから，「隠棲」はモンテーニュにとって，自らの生の転換を求める全入間

的な企てにほかならなかった。日常的所与に捕われていた自己からの脱却を目

指すものであった。自己にとっての日常的所与性として，自己をとおして現わ

れてくる「世界」を，自己を見つめるという仕方で分節化せんとする時，そこ

にいかなる「世界」と，その「世界」に向き合う自己が見えてくるのか。この

時自覚にもたらされる自己こそ，真の自己であるだろう。

　モンテーニュはかかる企図を，「賢者」の導きに従いつつ実践していこうと

するのである。彼はまだ一人立ちできない。だから彼は自分自身を含め，自分
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と歩みをともにする者に呼びかけるのである。「常にカトーを，フォキオンを，

アリスティデスを想像のうちに想い描きなさい。彼らの前では，愚か者でさえ

も自分の誤ちを隠そうとするだろう。そして彼らを，おのれの意図の監視人と

して立てなさい。もしあなたの意図が道を逸れるようなことがあっても，彼ら

への尊敬がもとに引き戻してくれるだろう。そしてあなたが，あなた自身で満

足し・自分以外のものからは何も借りたりせず，自分の魂を，それが自足しう

る範囲の確かな想念のうちに落ち着かせ，固定しておけるような，そういう道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（55）
に彼らはきちんとあなたをつなぎとめてくれるだろう。」

　これが，彼の「引退」当時，つまり1572年頃に彼が立っていた境位であっ

た。従って，その時の彼にとって，「引退」は哲学の実践と同義であったとも

言ってよいわけである。こうして彼は，哲学という形で自分の前に開き示され

る一つの道を歩き始めたのである。「以上が，真実自然な哲学が教える勧めで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（56）
ある」と，章の最後の文章はまとめている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　注

　モンテーニュのテキストに関しては，すぺて原則として，Montaigne，（Euvres　com－

pletes，　Biblioth6que　de　la　Pl6iade，　Textes　6tablis　par　Albert　Thibaudet　et

Maurice　Rat，　Introduction　et　notes　par　Maurice　Rat，　Gallimardを用いる。

　（1）　これは関根秀雄氏が使っている表現である（同氏の「モンテーニュとその時代』

　　　白水社，年表36頁）。

　（2）　関根秀雄i氏の上掲書255～256頁および433～434頁参照。

　（3）Essa　is，　III－9，　p．943（ローマ数字は巻数を，次の算用数字は章数を表わす。以

　　　下同様）。

　（4）　Trois　Essais　de　Mon　ta　igne，　expliqu6s　par　Georges　Gougenheim　et　Pierre．

　　　Maxime　Schuhl，　Vrin，　p．7．

　（5）　Les　Essais　de　Michel　de　Montaigne，6dit6s　par　Pierre　Villey　et　r66dit6s

　　　sous　la　direction　et　avec　une　pr6face　de　V．－L．　Saulnier，　P．　U．　F．，　P．237．

　（6）　Essais，1－8，　p．34．　Cf．　Essa　is，　II－8，　p，364．

　（7）　Pierre　Villey，　Les　Sources　et　l’evolution　des　Essa　is　de　Montaigne，　Hachette，

　　　t・2・livre　premier・〈Les　Essais　impersonnels（1572～1574　environ）〉．

　（8）　Essais，1－39，　p，232．

　（9）　Cf．　Trois　Essais　de　Montaigne，　p．3．

　（10）　Essais，1－39，　P・232　（1es　mots　soulign6s　par　nous）．
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Essais，　III－10，　p，983．

Essais，　III－10，　P．984．またこのあとには＜non　ipse　pro　charis　amicis　aut

patria　timidus　perire＞というホラティウスの詩句が引用されている。

Essais，1－39，　p．232．

Ibid．

Ibid．ミショーはその現代語訳でこの箇所を次のようにしている。＜．．．．．．alter・

natives　6galement　dangereuses；且eur　ressernbler，　cela　conduit　loin，　car

ils　sont　beaucoup；quant　b　les　hair，　ils　sont　si　nombreux，　en　des

genres　si　divers，　qu’il　faudrait　en　hafr　beaucoup．》　しかしこのパラフレ

イズの仕方は不明確のように思われ，文中のような具合に理解してみた（Essais

de　Montaigne，　texte　original，　accompagn6　de　la　traduction　en　langage

de　nos　jours　par　le　G6n6ral　Michaud，　Firmin－Didot，　t　I，　p．411）。

Essais，1－39，　p．233．

Ibid．

Ibid．

∬bid．

Essais，1－39，　p．234．

ibid．

Essais，1－39，　p．234，　p．235，　p，236，　p．237，　p．238，　p．240，　p．241，　p．242。

もっとも典型的な箇所を挙げるとすれば，＜Les　gens　Plus　sages　Peuvent　se

forger　un　repos　tout　spirituel，　ayant　1’ame　forte　et　vlgoureuse．　Moy

qui　Pay　commune，　il　faut　que　j’ayde　a　me　soutenir　par　les　commoditez

corporelles＞（p・241）。ここには「賢者」と「私」の対照がはっきりと示され，

そのなかで「私」の在り方が自覚化されている。

「まず何よりも初めに，自己と自己の魂から，そこにのしかかっている重荷を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　ロ

下ろしてやらないならば……」（p．234，圏点は筆者による）。

Essais，1－39，　p．233．

Essais，1－39，　p．241．

Ibid．

また前に引用した「魂にのしかかっている重荷1e　fais　qui　la　presse」（P。234）

といった言い方に見られる〈presser＞という動詞の使い方も，この点と呼応

していると考えてよいだろう。

Essais，1－39，　p．234．

Ibid．

＜Ainsin　il　la　faut　ramener　et　retirer　en　soy：c，est　la　vraie　solitude＞

（Essais，1－39，　p．234）．

Essais，1－39，　p．234．

Cf・・Essais，1－39，　PP，234～235，＜desprenons　nous　de　toutes　les　Iiaisons
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　　　qui　nous　attachent　a　autruy，　gaignons　sur　nous　de　pouvoir　a　bQn

　　　eSCient　ViVre　SeUIS　et　y　ViVre　a　nOStr’aiSe＞．

　（34）　Essais，1－・39，　p．235．　Cf．　Essais，　II－17，　p．641．

　（35）　Les　Essais　de　Micltel　de　Mon　ta　igne，6dit6s　par　Pierre　Villey，　r66dit壱s

　　　sous　la　direction　et　avec　une　pr6face　de　V．－L．　Saulnier，　P．　U．　F．，　p．

　　　237・モンテーニュ『随想録』関根秀雄訳，白水社，第一巻，326頁注の2。

（36）　＜Place　lnarchande．＞Essais，　III－12，　p・1022に次のような一節がある。＜J’oys

　　　encore，　sans　rider　le　front，　les　subornemens　qu，on　me　faict　pour　Ine

　　　tirer　en　place　marchande．〉

（37）　Iissais，1－39，　pp。235～236．

（38）　Essa　is，1－39，　p．235．

（39）　Essais，1－39，　p．236．

（40）　　Ibid．

（41）　　Ibid．

（42）　Jbid．なおあとに続く（c）の加筆（pp．236～237）は，むしろ老境の想いを書い

　　　たもので，（a）における思考の過程とのずれは，（a）の記述の調子を稀薄化し

　　　ているように思われる。また従って，次の（a）「これらの隠棲の教えにより適

　　　した性格と，そうでない性格がある」（p．237）の部分も，初めはたんに「この

　　　教えにより適した……」とあったのであり，「この教え」の内容も，すぐ前の

　　　「自分が自分のものであるすべを心得ていること」を指していた。その点，その

　　　あとに続く叙述は，（a）の段階と（c）の段階では，書き方の焦点が変化してし

　　　まっている。すなわち，（a）ではもっぱら自律的な自己支配の問題という脈絡

　　　で書かれていたのに対し，（c）では具体的な隠棲に焦点が移っていると言える。

（43）　Essais，1－39，　p．238．

（44）　　Ibid．

（45）　　Ibid．

（46）　Essais，　II－11，　pp．404～405．

（47）　Les　Essais　de　Michel　de　Montaigne，6dit6s　par　Pierre　Villey，　r66dit6s

　　　sous　la　direction　et　avec　une　pr6face　de　V．－L．　Saulnier，　P．　U．　F．，　p．421．

（48）　Essais，1－39，　pp．238～240．

（49）　Essais，1－39，　p．240．

（50）　　Ibid．

（51）　　Ibid．

（52）　　Essa　is，　1－39，　p．241．

（53）　　1bid．

（54）Ibid．

（55）　Essais，1－39，　p．242．

（56）Ibid．
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