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モンテーニュの「気をそらすこと」と
パスカルの「気晴らし」1）
山

上

浩

嗣

パスカルはモンテーニュから多大な影響を被っている。ベルナール・クロ
ケットの調査によると，
『パンセ』のなかで語彙や発想の点で『エセー』との関
連が認められる箇所は，のべ 238 にのぼる 2）。パスカルが『キリスト教護教論』
構想の過程で直接親しんだ主な書物は，聖書のほか，アウグスティヌス，エピ
クテートス，ジャンセニウス，モンテーニュ，デカルトの著書を数えるのみで
ある。なかでもモンテーニュの名は，
『パンセ』のなかで最も頻繁に言及されて
いる（アウグスティヌスの 15 回を凌ぐ 20 回）。
ただし，パスカルはモンテーニュの文章を発想の素材として用いても，彼の
意見そのものに合意することはまれである。モンテーニュの名が直接言及され
るのは，ほとんどが批判的な文脈においてである。それだけに両者の思想的対
決はきわめて興味深い様相を呈している。にもかかわらず，二人の思想の比較
に一著全体を充てた研究はこれまで，上記クロケット著と，前田陽一の『パス
カルとモンテーニュとのキリスト教弁証論』
（1949 年）3）以外に見あたらない。
ルネサンス思想のパスカルによる受容についての研究が注目を集める現状にお
いて 4），こうした課題の重要性については言をまたない。本論では，この大き
な課題の探究の一環として，パスカルの「気晴らし divertissement」について
の考えとの比較を念頭に，モンテーニュの「気をそらすこと diversion」をめ
ぐる思想について考察する。
パスカルは人間の生涯の最重要課題，人間の「尊厳」をなす「思考」を，お
のれの死を見つめること，おのれの死後の運命について考えること，すなわち，
もし死後の生があるとすれば，それに与るためにどのように現世を生きればよ
いかについて考えることと位置づけ，そのような思考から外れる行いすべてを
「気晴らし」とみなして批判している。「気晴らし」はパスカルの未完の著『キ
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リスト教護教論』
（『パンセ』に含まれる断章の大部分はその著の草稿であると
考えられている）の枢要な主題のひとつであり，本著の「目次」をなす 27 章の
うちのひとつのタイトルにもなっている。
一方，『エセー』には，「気をそらすことについて De la diversion」という
章（III, 4）がある。パスカルが多用する divertissement と，モンテーニュが章
題として用いているこの diversion という語は，『プチ・ロベール・フランス
語辞典』によると，それぞれ「心を占めていることから気をそらせる（détour‑
ner）行為」，
「気がかりなこと，悩み，心配ごとから気をそらせること（détour‑
ner）」という意味をもつ 5）。すなわち両者は同義語である。
ただし，ジャン・メナールによれば，17 世紀においてはすでに，divertisse‑
ment という語は，
「気をそらせる」という意味で用いられることはなくなって
いたという（たしかに，1690 年刊のフュルティエールの辞書は，divertissement
の語義として，
「娯楽，楽しみ，息抜き réjouïssance, plaisir, recreation」しか
記していない 6））。パスカルはこの語の使用に際して明らかにモンテーニュの
diversion の語の用法から影響を受けている 7）。彼らにおいて divertissement
と diversion という語が意味することがらや現象は，ほとんど同じであると考
えてよいだろう。しかし，これから見るように，そのことがらや現象に対する
価値判断に大きな違いがある。
また，モンテーニュは『エセー』の「自分の意志を節約することについて」
という章（III, 10）で，
「自己を自己からそらさない ne pas se distraire」とい
うテーマについても論じている。リトレの辞書でこの distraire の項目を見る
と，distraire（distraction）と divertir（divertissement）の語義の違いが説明
されている。それによれば，distraire の語源が「あちこちに引っ張ること
tirer」，divertir の語源が「あちこちにひねること（回転・転回させること）
tourner」であり，
「divertissement のほうが distraction よりもずっと強い」と
いう。「se divertir するには観劇，舞踏会，祝宴，食事などの楽しみ」が必要
であるのに対し，
「se distraire には孤独な遊びなどのちょっとした満足だけで
足る」とある。se distraire には大した力は必要ないということである。する
と，ne pas se distraire de soi は「自己を（少しでも）そらさないこと」とい
う意味になるだろう。
本論では，
『エセー』の主として「気をそらすことについて」と「自分の意志
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を節約することについて」の章を中心に検討する。パスカルの「気晴らし」概
念についてはほかで論じたので詳細には立ち入らないが 8），モンテーニュの考
えとの比較のために適宜言及する。

Ⅰ．モンテーニュと旅
まず，一見唐突なように思えるかもしれないが，モンテーニュの「旅」につ
いての考えを見ておきたい。
ルネサンスの時代，法律家，商人，職人，学生など，「誰も彼もが旅をして」
いたという 9）。モンテーニュも，自邸とボルドーとの往復，パリ，ルーアン，ブ
ロアなどフランス国内の都市への旅のほか，スイス・ドイツ・イタリアへの約
1 年半にわたる旅（1580 年 6 月〜1581 年 11 月）を敢行した 10）。
『エセー』
「子どもの教育について」の章にモンテーニュの旅についての考察
がある。そこで彼は，自身の「判断 jugement」を形成する修行のために，
「人々
との交際」，「外国を訪れること」の重要性を強調している（I, 25, « De l’institu‑
tion des enfans », 158/153-154）。また同じ章で，
「世界」を「鏡」
「教科書」とみ

なし，世界を知ることによって人は自己の意見や習慣を正しく判断すること，
自己の判断の不完全さを認めることを知るのだと言う。旅の目的はこの点に
ある──
この広い世界こそ〔…〕我々が自分を正しく知るために自分を映して見なければなら
ない鏡です。要するに私は，この世界が我が生徒たるご子息の教科書であってほしい
のです。世の中にはかくもさまざまな気質，学派，判断，意見，法律，習慣があるこ
とによって，我々は自分自身のそれらを健全に判断し，自分の判断に不完全さと生来
の弱点があることを認められるようになります。これは決してささいな教訓ではあり
ません。（I, 25, 164/157-158）

一方でモンテーニュは，
「空しさについて」の章では次のような言葉で，旅を
人間の本性の不定さの反映とみなしている──
私は，文字通りにとるなら，旅行の楽しみは動揺と優柔不断の証拠であることをよく
知っている。それゆえ，この動揺と優柔不断こそが，我々の主たる，支配的な特質で
ある。（III, 9, « De la vanité », 1034/988）
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また同時に彼は，旅の目的を次のように説明している──
私が旅行を企てるのは，旅先から帰ってくるためでもなければ，やりとげるためでも
ない。動くこと（me branler）が楽しい間，動くためである。つまり私は，歩き回る
ために歩き回るのである。利益やウサギを求めて走る者は，走っているとは言えない。
陣 取 り 遊 び や 競 走 の た め に 走 る 者 こ そ が， 本 当 に 走 っ て い る の で あ る。（III, 9,
1023/977）

ここでは「動き」が自己目的化している。旅の目的は単に動き回ること，旅の
目的は旅にほかならない。実際モンテーニュはドイツ・イタリアへの大旅行中，
計画通りに進まないことをまったく気にせず，急遽予定外の土地に向かうこと
もしばしばであった。モンテーニュにおいて，旅の目的が「判断」の形成にあ
るという主張と，旅を自己目的化する見方とは，矛盾しないということである。
実はモンテーニュは，学問についても同じようなことを言っている。彼は学
問の目的を「自己の判断 son jugement」の形成であるとしながら（I, 25, 157/152），
記憶のための勉強，知識を増やすための読書，金儲けのための勉強を批判
し（I, 24, « Du pédantisme », 141/136 ; I, 25, 155/150），野放図な読書（旅に書物を
（III, 3, « De trois commerces », 869/
携帯するが，読まずにいることもよくある）
827-828），楽しみのための学問（III, 3, 871/829）を奨励しているのである。

どういうことか。それはモンテーニュにとって，目的論的な思考を超えるこ
とによってしか，真の目的には到達できない，ということである。遊戯性，無
目的性こそが真の判断形成の条件だというのである。これは，人間をとりまく
「世界」があまりにも大きく，人間のわずかな知性や知識の条件で設定される目
的に従えば，視野はかえって狭くなる恐れがあるからではないか。それよりは，
自己の無能力，無知を自覚して，たまたま目に映るもの，興味を抱くものに対
して虚心坦懐に向き合うほうがよいのだ 11）。

Ⅱ．
「気をそらすこと diversion」
目的に至るまでの経過を楽しむこと
上の引用にある，「利益やウサギを求めて走る者は，走っているとは言えな
い」という印象的な言葉に注目しよう。パスカルはまさにこの一句に反応し，
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「気晴らし」を批判する根拠のひとつとして，人間において手段と目的が転倒し
ていること，
「獲物」を求めるはずの「狩り」という行為が，実際は「狩り」そ
のものを目的としている点を挙げている。狩人はウサギを求めて狩りをするが，
かといって，ウサギをやるから狩りをやめろと言われたら，いらないと答える
だろう，と言うのである。ここから彼は，
「人は獲物よりも狩りを好むのだ」と
結論している（S168-L136, p. 906）。
これに対してモンテーニュは，
「レーモン・スボンの弁護」の章で同様の現象
を指摘するが，これを批判するのではなく，受け入れているように見える。積
極的に肯定しているわけではないが，このような人間の傾向を前提として，よ
りよき生の送り方を探究しようとしているようだ。
モンテーニュはここで，狩りのための狩り，学問のための学問の楽しみを享
受することを是認している。これは，上で見た彼の旅に対する考え方と正確に
一致している──
獲物はまず得られないと知りながらも狩りを楽しいと感じる人は，なんら変人ではな
い。〔…〕どんな粗末な食べ物でも，食べることだけが楽しみになる場合があるし，う
まいものが必ず滋養と健康のためになるわけではない。同様に，我々の精神が学問か
ら得るものも，滋養と健康のためにならなくとも，快楽を与えてくれることがある。
（II, 12, « Apologie de Raimond de Sebonde », 538-539/510-511）

次の一節を見よう。モンテーニュの一大性愛論である「ウェルギリウスの詩
句について」からの引用である──
スペイン人やイタリア人の恋愛は，もっと丁寧で，臆病で，気取っていて，つつまし
いがゆえに，好ましく思われる。誰だったか，かつて，飲み込む食べ物をより長く味
わうために，喉が鶴のように長ければよいと望んだ人がいた。この願いは，あの素早
くせわしない快楽に，ましてや，まさにせっかちという欠点のある私のような者には，
いっそうふさわしい。その快楽が逃げ去るのを妨げ，序奏のあたりでそれを引き延ば
す た め に， ス ペ イ ン 人 や イ タ リ ア 人 の 間 で は， 目 く ば せ や， う な ず き 合 い や，
口説き文句や，身ぶりなど，すべてのものが，好意とその返事の役目をはたしている。
〔…〕女性たちにも，自分の値打ちを高め，自信を深めることを，我々男性を楽しま
せ，だますことを，教えよう。〔…〕享楽のうちにしか享楽を見出せない人，圧勝でな
ければ気がすまない人，獲物を得ることでしか狩りを楽しめない人は，我々の学校に
入るのにふさわしくない。〔…〕女性たちは，ひとたび我々のものとなるや，もはや
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我々は彼女らのものでなくなる。
（III, 5, « Sur des vers de Virgile », 923-924/880-881）

ここでは，目的に至る経過が長引くことの楽しみが述べられている。好みの女
性を我が物とするという目的は，すぐに達成するとつまらない。「女性たちは，
ひとたび我々のものとなるや，もはや我々は彼女らのものでなくなる」からだ
という。そこでモンテーニュは，相手の女性に対して，もっと自分の価値を引
き立てるような演技をし，もっと男をじらすことを求める。それによって男の
（つまり自分の）期待と欲望が増幅するからである。この姿勢も，旅において寄
り道や迂回を楽しむ姿勢と軌を一にしている。また，ここには，
「獲物を得るこ
とでしか狩りを楽しめない人は，我々の学校に入るのにふさわしくない」とい
う注目すべき主張も見られる。人間が「獲物より狩りを好む」さまに空しさを
見たパスカルは，明らかにモンテーニュに挑戦していることがわかる。
次は「空しさについて」の章のなかの，プラトン『パイドロス』やプルタル
コスの著作の一貫性のなさ，変化と多様性を称賛する一節だ──
私は，奇妙な縞模様によって二分されたプラトンの対話篇〔『パイドロス』〕に目を通
した。前半は恋愛を，後半は修辞学を扱っている。彼ら古代の人々は，このような転
調を嫌わないどころか，このように風まかせで転がっていくことによって，あるいは
そのように見せることによって，驚くべき魅力を示している。私の章の題名は必ずし
も内容と一致しておらず，多くの場合，なんらかの印によって内容を示すだけである。
〔…〕私はぴょんぴょん跳ねる詩のような進み方が好きだ。詩はプラトンも言うよう
に，軽妙で，気まぐれな，神的な技芸である。プルタルコスの作品のなかには，彼が
その主題を忘れているもの，主題に関する話題が無関係な内容の下に窒息して，偶然
にしか現れないものがある。たとえば「ソクラテスの精霊について」の調子を見よ。
おお神よ，この浮かれた跳躍，この変化はなんと美しいことか。しかも，無頓着で偶
発的に見えるだけに，ひときわ美しい。（III, 9, 1040-1041/994）

気まぐれな文章，論述の「浮かれた跳躍 gaillardes escapades」，目的からの逸
脱，表題と内容との不一致に対する好みが記されている。『エセー』自体がそ
のような性格の文章であることを我々は知っているし，また，これが目的地に
直線的に向かうことにこだわらない（当初の目的地を忘れて別の目的地を目指
すことも辞さない）モンテーニュの旅とも通じ合うことが，いまや明らかで
ある 12）。
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以上，モンテーニュにおいて，① 行為における手段の自己目的化，② 目的実
現の遅延，③（当初の）目的からの逸脱，が積極的な意味をもつことを駆け足で
見た。これに対して，パスカルは「気晴らし」を批判する理由として，
「気晴ら
し」における手段と目的との価値の転倒を挙げていた。この点においてモン
テーニュとは明白に対立する。パスカルはまた，休息を求めているようで，いっ
たん目的を達成すると倦怠を覚え，新たに騒ぎを求める点に人間の空しさを認
めていた（これはパスカルの「気晴らし」批判の主要な根拠であった）。この点
は，モンテーニュがわざわざ目的への到達を遅らせることに享楽を認める態度
に対する批判となりうる。
気分転換（diversion）の受入れ
次に，モンテーニュの「気をそらすことについて」の考察を概観しよう。
モンテーニュは，「気をそらすこと」の効用についてさまざまな例を挙げる
が，それらはいずれも世俗的で日常的なことがらに関する，暫定的な（しかも
多くの場合は利己的な策略のための）効用であり，わざわざ言挙げするような
ものでもないというような印象すら抱いてしまう。以下に，モンテーニュが挙
げる例のうちのいくつかを取り上げよう。
第一に，「本当に悲しんでいる夫人を慰めること」。モンテーニュは人にその
ように依頼されて，上手に果たした。その方法はこうだ──
むしろ，彼女が私の話に注意を向けてくるにつれて，ひそかに話題の向きを変え，ほ
んの少し隔たった似たような主題へと，少しずつそらしていくことで，いつの間にか
彼女のつらい思いを取り去ってやり，私がそこにいる間は，彼女を上機嫌で，落ち着
いた気持ちにしてあげた。私は気分転換の方法を用いたのである。（III, 4, « De la
diversion », 872/831）

このように，モンテーニュの言う「気をそらすこと」は，主体が気をそらされ
ていることを意識しないときにより大きな効果を発揮する。それは相手をだま
すことでもある。もっとも，彼はこのような方法が悲しみに対する根本的な治
療法にはならないことを自覚している──「あとから私にならって同じ方法を
用いた人々は，彼女を癒やすことはできなかった。なぜなら，私は彼女の悲し
（III, 4, 872-873/831）。
みの根本に斧を入れたわけではないからだ」
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これによく似た例として，モンテーニュは自身の経験を挙げる。親友ラ・ボ
エシを失った悲しみを「まぎらすために強烈な気分転換が必要だったので，わ
（III, 4, 877/835）という経験である。彼は言う。
ざと，努めて恋をあさった」
「変

化はつねに心を和ませ，不安を溶かし，散らしてくれる。私はつらい思いと戦
うことができなければ，それから逃げる。そして逃げながら脇道へとそれ，相
（III, 4, 877/836）
手の目をごまかす」
。

「逃げる fuir」，「脇道にそれる fourvoyer」とあるように，「気分転換」は根
本的な解決策ではない。悲しみをしばし和らげるため，忘れるための実践的な
策略，自分を「ごまかす」手段である。自分で自分をだますこの策が，完全で
あるはずがない。自分がだまされていることを意識しているからだ。モンテー
ニュはそれでも，このような非力な策の有用性をくり返し強調しているのであ
る（なお，このときのだます自分とだまされる自分との二重性は興味深い問題
である。あとで少しふれる）。
パスカルは「気晴らし」の断章で，少し前にひとり息子を亡くした男が，イ
ノシシの狩りに没頭して悲しみを忘れるさまを描き出し，こう記す。「人間は，
どれほど悲しみに満たされていても，何か気晴らしに引き込むことができれば，
（S168-L136, p. 909）。パスカルは，このような人間のあり
その間は幸せである」

方に人間の悲惨を見る。なぜなら，まさに，この気晴らしによる幸せは偽りの
幸せにすぎないからだ。偽りの一時的な幸せを承知でそれに頼ることを奨励す
るモンテーニュとは対照的である。
「気をそらすこと」が自己本位の，利己的な策略にもなりうることをもっとも
雄弁に示す例が，モンテーニュが挙げるギリシア神話のアタランテとヒッポメ
ネスの挿話だろう。美貌と俊足をもつアタランテは，言い寄ってくる多くの求
婚者から逃れるために，「自分との競走に勝つ男と結婚するが，負けた男は殺
す」と告げる。実際に多くの男が命を落とす。ヒッポメネスが恋の女神ウェヌ
スに助力を願って競走に挑む。ウェヌスはヒッポメネスに黄金のリンゴを 3 つ
与える。競走が始まり，ヒッポメネスは，アタランテに追いつかれそうになる
たびにそのリンゴを転がす。そのたびに彼女はリンゴを拾うために脇にそれる
（se détourner）。とうとうヒッポメネスは勝利を収める（III, 4, 873-874/832）。
モンテーニュはこれを不謹慎な物語として語っているのではない。このよう
な世俗的で邪な欲望を叶えるための策略として，気をそらす行為を位置づけ，
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その有用性を評価するために語っているのである──
彼はここぞというとき，同じように第 2 ，第 3 のりんごを落として彼女の走路をそら
し，気をそらすことで（par ce fourvoyement et divertissement），競走に勝った。
（III, 4, 874/832）

「気をそらすこと」の例で，モンテーニュが挙げるもうひとつの重要なもの
は，死を前にした気分転換である──
我々はつねに〔死の〕ほかのことを考える。〔死後に来世で〕よりよい生を送りたいと
か，子どもたちが立派になってほしいとか，自分の名前がこの先有名になってほしい
とか，
〔死によって〕やっとこの世の苦しみから逃れられるとか，自分に死をもたらす
ことになったあの連中に罰が当たるとよいといった願いが，我々をつかまえ，支えて
くれるのだ。（III, 4, 875/834）

我々は死を迎えるに際して，自分の死後に生じる出来事や現象（来世の幸福，
子孫の繁栄，死後の名声など）について希望をこめて想像することで，死の恐
怖や苦しみについて直接向き合うことから免れるのだという。
ほかに彼は，火刑台の上でおのれの信仰の正しさを信じて祈りを唱える人々
や，自らが上らされる死刑台の準備の光景から考えをそらす人々の例を挙げて
いる（III, 4, 874-875/833）。モンテーニュによれば，彼らは「死との闘争を避け
ている，死から想念をそらせている」。
モンテーニュはこのふるまいを，ほかの「気をそらすこと」と同様に，人間
の習性からくる当然のものとして受け止めているように見える（ただし彼は，
死そのものから目をそらさずに覚悟を決めて死に臨んだソクラテスを賛美して
いる）。
モンテーニュの死に対する態度については，『エセー』の各所で話題となり，
しかもその記述は相互に矛盾を含んでいるため，もっと詳細な検証が必要だが，
「気をそらすことについて」の章の記述を見るかぎり，パスカルときわめて大き
な対照をなす。パスカルは信仰と関わらない人間のふだんの活動のすべてを，
死の想念から逃れるための「気晴らし」と位置づけ，これを人間の不幸の根本
的な源泉とみなした 13）。また，パスカルにおいて「死を考えること」とは，モ
ンテーニュとは異なり，死という出来事そのもの，自分の死の瞬間を考えるこ
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とではなく，自分がいずれ死ぬという運命を自覚した上で，死後の生に与るた
めに現世をどのように過ごすかを考えることである。パスカルの思想はモン
テーニュの文章を発想の源としているとしても，その広がりと深みにおいて大
きく発展を遂げていると言える。

Ⅲ．
「自己を自己からそらさないこと ne pas se distraire」
自己に集中すること
これまで，モンテーニュがパスカルとは異なり，享楽的な理由，ときには利
己的な理由から「気をそらす」行為を肯定していることを見てきた。ここで，
彼の次の主張を見よう──
私を私からそらし，他のものに結びつける情動（affections qui me distrayent de moy,
et attachent ailleurs）には，私はまさに全力で抵抗する。私は，他人に自分を貸す
（se prester）のはよいが，自分を与える（se donner）のは自分自身に対してだけで
なければならない，と考えている。（III, 10, « De mesnager sa volonté », 1048/1003）

「気をそらすこと se divertir」を肯定する姿勢と，
「自分を自分からそらすこ
と se distraire de soi」を戒める姿勢との間に，どのような整合性があるのだ
ろうか。
まず，
「自分を自分からそらす」とは，どのような事態だろうか。次にその具
体例が示されている──
私は，少年のときの年老いた父の姿をまざまざと思い出した。父は，公務のいざこざ
にひどく心を乱されていた。彼は年齢からくる衰えのせいでもうだいぶ前から自宅を
離れられなくなっていたのだが，その自宅の平穏な空気も，家庭の諸事も，自身の健
康のことも頭になかった。また，彼ら〔ボルドー市民〕のために長くつらい旅に出な
ければならないため，このままだと死の危険もあると自覚しながら，自分の命のこと
も気にかけなかった。〔…〕私はそのような生き方を，他人の場合には称賛するが，模
範にしようとは思わない。（III, 10, 1051/1005-1006）

モンテーニュは，職務上の義務に身も心も捧げて疲れ果て，おのれの健康や家
庭を犠牲にする父のような生き方を，立派であると認めながらも，明確に退け
ている。モンテーニュは，隣人のための自己犠牲という，キリスト教における
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枢要な美徳を拒否しているのだろうか。実際，マックス・ホルクハイマーは，
モンテーニュが『エセー』のほかの箇所で再三強調する，人間や動物に対する
博愛心と矛盾するようなこの発言に痛烈な皮肉を浴びせている 14）。上の引用の
直後の文章を見ると，そのような推測がますます真実味を帯びてくるように思
われる──
世間の規則や教訓の大半は，そうした生き方を採用し，社会の公共的利益に供するた
めに，我々を我々から外に押し出し，公共の場に追い出そうとするものだ。人々は，
我々が生まれつき自分にしがみつき，執着しすぎるものと想定したために，我々をお
のれ自身から遠ざけ，そらすこと（nous destourner et distraire de nous）を美徳だ
と考えたのである。（III, 10, 1051/1006）

「我々は生まれつき自分にしがみつき，執着しすぎる」という見方は，キリスト
教が反復してやまない人間観であり 15），パスカルはまさにこの傾向を，『パン
セ』のなかで「自己愛 amour propre」と呼んで厳しく糾弾している。パスカ
ルにおいて，
「神への愛 charité」を妨げる最大の要因がこの「自己愛」なので
ある。モンテーニュは，社会奉仕，公共善への貢献を美徳とする社会常識に抗
い，この「自己愛」に対してもっと寛容であるべきだと主張することで，キリ
スト教的人間観に真っ向から抵抗しているように見える。
だが，この「自分の意志を節約することについて」の章をよく読めば，モン
テーニュの意図はそれとは正反対ではないかと思えてくる。どういうことか──
パラス〔知恵の女神アテネ〕の神殿には，他のあらゆる宗教におけるのと同じように，
民衆に見せるための明白な玄義と，達人だけに見せるためのより高度な秘密の玄義が
あったはずだと，私は考えている。おそらくこの達人のなかに，各人が自己に対して
払うべき愛の本来の姿があると思う。それは，我々が，栄誉や，知識や，富や，その
他これに似たものに，ひたむきで極端な執着をもって，まるで自分の手足に対するよ
うにして抱くような，誤った愛ではない。また，木蔦がからみついた壁を腐らせて破
壊してしまうときのような，だらけた無分別な愛でもない。それは，健全で秩序のあ
る，有益でかつ心地よい愛である。（III, 10, 1051-1052/1006）

ちょっと分かりにくい文章だが，要するに人が自らに対して与える愛には真偽
二種類のものがあるということだ。自己に対する正しい愛は，
「健全で秩序のあ
る，有益でかつ心地よい愛」である。モンテーニュは，この真の愛に「栄誉，
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知識，富」に対する執着に比されるような過度の自愛心を対置し，これを「誤っ
た愛」として批判している。
我々は多かれ少なかれこれら「栄誉，知識，富」を求める欲望をもっていて，
その獲得を生きがいとし，生存の動機としている。これはある程度までは自然
なことであるが，ときにその欲望が過剰にふくらみ，冷静な判断力を失ってし
まうことがある 16）。なかでもモンテーニュがとくに強く警戒するのが，名誉
（gloire）の探求である。人間において栄誉への欲求は，自己愛と区別が困難で
ある。これはパスカルが再三警告していることだ。彼によれば，人間は貧しい
人に施しを与えたり，病気の人を助けたり，悩める人を慰めたりするが，実の
ところそのような親切の奥には，他人から愛されたい，称賛されたいという自
己愛がひそんでいる。しかもそのとき，その人は衷心から他人のためを思って
行動しており，おのれの利己心を疑うことがまったくないという 17）。
モンテーニュも，ここで公務に没頭する父の姿に，そのようなひそかな自愛
心を認めているのではないだろうか。市長の義務とは，まさに他者に対する奉
仕であって，職務に忠実であればあるほど自己の欲得や健康や安全を犠牲にし
がちである。また市長は，そのようなふるまいの代償として市民から好意と称
賛を得る。公職にある者の危険は，知らず知らずに自己の栄誉を求めて他者に
身を捧げてしまうという逆説に陥ってしまうことだ。モンテーニュは以上の教
訓を，パラス＝アテネ女神が伝える高度の秘義として語っている。つまり，こ
れを一般大衆には認識されにくい真理とみなしているのである。
このように考えると，
「自己を自己からそらさぬべし」とのモンテーニュの忠
言は，自己の欲望にもっと寛容になるべしという意味ではなく，それとは正反
対の，自己を激しい利己心から解き放つべしという意味であると理解できる。
我々は自分でも知らぬうちに，自己の激しい欲望に引きずられて，結果的に不
本意な生を送っている。それは，公共の善に身を捧げる高い地位にある人物に
おいてなおさら甚だしい。世間はむしろそれを立派な態度だとみなすからであ
る。人間は世間の意見を気にするあまり，他人の意見と自分の意見との区別が
つかなくなる。モンテーニュは，
『エセー』のなかで何度もこのことを指摘して
いる。次はその一例である──
芸術であれ，自然であれ，我々の生が他人との関わりによって成り立っているという
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考えを刻みつけるものは，百害あって一利なしである。我々は世間一般の意見に合わ
せて体裁を繕うために，自分の利益を犠牲にしている。自分が自分にとって実際にど
うであるかより，人にどう思われているかを気にするのである。（III, 9, 999-1000/
955）18）

モンテーニュが引用するデルフォイの神の教えも，まさにそのことを戒めてい
る。人間はそもそも自分自身の意志，自分自身の義務を知らない，人間は他人
の意志を自分の意志と勘違いしている，ということである。人間はそのような
他人の意志にかなう自己を作り上げるために汲々とし，本来あるべき自己を見
失っている。モンテーニュにとって「自己に集中せよ」とは，自己の欲望と他
者の欲望とを峻別せよ，という意味にほかならない──
次は，かつてデルフォイの神が授けた逆説的な掟である。「汝の内を見よ。汝を知れ。
汝自身をつかめ。外で費やされる汝の精神と意志を，汝自身のなかに引きもどせ。汝
は汝自身を流出させ，拡散させている。汝自身に集中し，汝自身を支えよ（appilez
vous, soustenez vous）。汝は裏切られ，まき散らされ，奪われているのだ」
（III, 9,
1047/1001）

公私の区別
モンテーニュはこの「自己に集中せよ」という教えを，
「皮膚と肌着を区別せ
よ」という有名なモットーへと発展させる──
我々の職業のほとんどは芝居のようなものだ。
〔…〕自分の役割を正しく演じなければ
ならない。だがそれは，あくまでも借りものの人物の役として演じるべきだ。仮面や
外見を真の本質と取り違えたり，他人のものを自分のものと間違えたりしてはならな
い。我々は，皮膚と肌着を区別することができない。顔に白粉をぬれば十分であって，
心にまでぬってはならない。（III, 10, 1057/1011）19）

我々は人の視線や期待を意識しすぎて，それに応えようとするあまり，自己の
かりそめの役割と本来的な自己，「仮面 masque」と「本質 essence réelle」
，
「肌着 chemise」と「皮膚 peau」を見分けることができなくなっている。我々
はその区別を知り，あくまでも「皮膚」の自分，
「本質」の自分の領域を確保す
べきであるという。これは，他人の要請にむりやり従わされて行う仕事を放棄
し，自分の内発的な欲求からくる行いだけを誠実に実行すべしという意味では
ないか。
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このことは，次を読めばよりよく理解できる──
自己に対する愛の義務を知ってこれを実行する人は，真に詩神の傍らで仕える人であ
り，人間の知恵と幸福の頂点に達した人である。そのような人は，自分に対する義務
を正確にわきまえているので，自分の役割として，他人や世間を利用して自分自身に
役立てなくてはならないと考えるし，他方で，そのためにこそ自分が負う義務や仕事
を公共のために役立てなければならないと考えている。まったく他人のために生きて
いない者は，ほとんど自分のためにも生きていないのである。
〔…〕我々が負うべき主
たる責務とは，各人が自分を導くことであり，そのために我々はこの世に生きている
のだ。自分が正しく健全に生きることを怠っていながら，他人をそのように導き教育
することでおのれの義務を果たしたと考えるような者は，愚か者である。それとまっ
たく同様に，他人に奉仕するために，自分自身の健全で愉快な生き方を放棄してしま
うような者は，私からすれば，間違った，不自然な方針に従っていると思われる。
（III, 10, 1052/1006-1007）

「自己から自己をそらさないこと」
「自己に集中すること」は，自己愛や名誉心
を動機とする野放図な公務への没頭への戒めであった 20）。とはいえ，この戒め
は決して，他者への奉仕，隣人愛の否定を意味するわけではない。それどころ
か，モンテーニュはそのような「自己への集中」，すなわち，自己の意志を知
り，自己に対する義務を知ることによって，はじめて真に他者のために生きる
こと，他人に奉仕することが可能になると言う。他人を知るには自己を知る必
要がある。自己を知るとは，過剰な自愛心ではなく，あくまでも秩序ある欲望
に導かれた「自分の健全で愉快な生き方」とはいかなるものかを知ることであ
る 21）。これを知らずして他人に奉仕しても，それは単なる自己満足，さらには
傲慢なおせっかいに陥りかねない。モンテーニュが公務に求めるのは，自己に
対するのと同等の他者に対する誠意である。奉仕は，義務や見栄（「肌着」）の
ためではなく，自己の本源的な欲求（「皮膚」）に駆られて行われてはじめて，
真に他人のためになり，ひいては自分のためにもなるのである 22）。
情動の制御
ところで，
「自己をそらさぬ」という場合の「自己」とはどのような自己だろ
うか。最後にこの重要な問題について見ておこう──
私はできるだけ自己のすべてを自己のために用いる。だが，まさにこの自己の内部で，

105
私は私の情念を縛りつけ，制御して（je briderois pourtant et soustiendrois volon‑
tiers, mon affection），それが自己のなかに深く侵入しすぎないようにする。なぜな
ら，自己は他人次第でどうにでもなるし，私自身よりも運命のほうが大きい影響力を
もっているからである。（III, 10, 1048/1003）

モンテーニュは，「自己」のなかの「情念 affection」，すなわち情動的部分を
「自己」と分離し，その部分が自己を支配することがないように警戒していると
いう。したがって，
「自己を自己からそらさない」と言うときに彼が想定してい
る自己は，自己（魂）の情動的部分を除いた部分，すなわち自己の理性的部分
または意志的部分のことではないか。モンテーニュは，理性や意志による情念
の統治という，プラトン的 23）あるいはストア派的な理想を明らかに意識して
いる。
次で語られる激しい恋愛の情念への抵抗は，そのような理想のための典型的
な実践である──
あまりにわれを忘れて自分の情念（affections）や利益を追いかけてはならない。私は
若いころ，あまりにも激しく自分に向かって攻めてくる恋愛に抵抗して，その心地よ
さによってついに自分が意のままにされることのないように努めたものだ。いまでは，
ほかのどんな場合にも，私の意志があまりに強い欲望にとらえられそうになるときに
は，同じようにふるまおうとしている。（III, 10, 1059-1060/1014）

ところで，恋愛の情念に抵抗したと語るモンテーニュは他方で，
「それ〔悲し
（III, 4, 877/835）と
み〕をまぎらすために〔…〕わざと，努めて恋をあさった」

か，老年になった今，
「ときに精神をみだらで若い考えに没頭させて，そこで休
（III, 5, 882/841）と言っていた。この矛盾をどう解釈すべきか。
ませる」

これは現段階では仮説にとどまるが，モンテーニュにおいて，恋を求めるこ
とも，恋から逃げることも，みだらな考えに精神を休ませることも，すべて「自
己を自己からそらさぬこと」すなわち，自己の理知的部分を自己の情動的部分
に服従させないための方策なのではないか。
モンテーニュにとって人間の「情念 affection」は，御しがたい獣のようなも
ので，それゆえに彼は，これを抑えることを brider（手綱を締める）という語
で表現していた。彼はまた，
「無為について」の章のよく知られた一節で，隠遁
生活を始めるに際して自分の精神を無為のうちに過ごさせようと決心したとこ
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ろ，精神はかえって「放れ駒のように」暴れだし，
「妄想や空想の怪物」を次々
に生み出すようになったと語っている（I, 8, « De l’Oysiveté », 55/33）。自己の情
念や感情は，自己の一部でありながら，自己の理性や意志のままにならない，
別の生き物のようなものなのだ（モンテーニュはまた，見せかけの恋が本気に
なる例を挙げている 24））。そのため，理性はこの生き物の手綱を，ときには締
め，ときには緩めながら，うまく共存していかなければならない。「自己を自己
からそらさぬこと」とは，そのような微妙な技によって可能になる事態なので
はないか。そのように考えると，モンテーニュにおいて自己の「気をそらすこ
と」も，
「自己を自己からそらさぬ」という目的のための要請であると解釈でき
る 25）。彼は，自分は肉欲を理性によって制御できると語る際に，
「人はその瞬間
にでも，望むなら，精神を別の考えへと向けることができる（rejeter l’âme［…］
à autres pensemens）」
（II, 11, « De la cruauté », 451/430）と説明している。理性
の力を凌駕する情動は，決して根絶することはできない。あくまでも心を別の
ところに向け変えて，その影響力を暫時緩和するのである。
ただし，モンテーニュにとって，自分の理性や意志それ自体は変化し，たわ
みやすいものであるし，そもそも自己の意志が何かということを，つねに自分
が把握できるものでもない。自身の意志の把握そのものが困難な課題なのであ
る 26）。彼は『エセー』最終章「経験について」のなかで，こう記している──
自分の存在を正しく享受することを知ることは，神業といってもよい絶対的な完成で
ある。我々は自分の境遇を享受することを知らないために，他人の境遇を求め，自分
が何者かを知らないために，自分の外に出ようとする。（III, 13 : « De l’expérience »,
1166/1115）

これまで見てきたことから考えると，モンテーニュの「気をそらすこと」は，
このような自己の享受，自己探求の一環であると位置づけられるようにすら思
われる。モンテーニュにおける「気晴らし」は，見かけほど気楽なテーマでは
ない。
最後にパスカルの「気晴らし」について一言しておくと，これはあくまでも
自己探求──自己の死すべき運命の自覚のもとに，この生涯をどのように送れ
ばよいかを考えること──の阻害要因であった（S513-L620）。パスカルはモン
テーニュの思想の鍵となる表現や発想を借用しながら，それをまったく異なる
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思想の体系のなかに組み込んでいる 27）。

＊
モンテーニュにおいて旅の目的は「判断」の形成であるとともに，「動くこ
と」そのものである。すなわち，旅の目的は旅そのものでもある。真の判断力
形成という目的は，どのような判断力を形成するのかという目的そのものの宙
づりによってしか果たせない。判断の形成のためには，目的論的な発想そのも
のを回避しなければならない。
このような考えは，モンテーニュが，目的に至るまでの手段を楽しむ姿勢（狩
りにおいて，獲物を得る見込みがなくても狩りを楽しむ，目的を定めずに学問
そのものを楽しむなど），恋愛成就までの経過を楽しむためにそれを長引かせる
ことを求める姿勢，さらには，書物において主題から逸脱する叙述を魅力的で
美しいと讃える姿勢と軌を一にしている。
こうした，あえて目的からの逸脱を好むモンテーニュの傾向はまた，
「気をそ
らすこと」
「気分転換」を，人間の苦しみや悲しみに対する有効な治療法とみな
して推奨する態度と結びついているように思われる。ここに共通するのは，精
神を一方向に向けることの弊害に対する危惧である。
では，そのような危惧と，モンテーニュの「自己を自己からそらすこと」に
対して「全力で抵抗する」という宣言とは，どのように両立するのだろうか。
実のところ，
「自己を自己からそらさぬこと」とは，自己の欲望に忠実になるこ
とではなく，それとは正反対の，自己を激しい利己心から解き放つこという意
味である。人間は自己の欲望を他人からの期待に過剰に適合させることで，他
者からの敬意や愛情を得て自愛心を満足させる傾向にある。だが，モンテーニュ
にとってこれは，
「自己を自己からそらさない」，
「自己に集中する」という理想
的な状態に真っ向から反するふるまいなのである。
モンテーニュが求めてやまないこの状態は，自己の情動を自己の理性によっ
て統御する状態と理解できる。そのように見ると，
「気をそらすこと diversion」
は，おのれの御しがたい情動を操作するための戦略ではないかとの推測が成り
立つ。モンテーニュにとって「気分転換」は，「自己の存在を正しく享受する」
という，彼の最終目的へと至る手段であると評価できる。
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だが，旅において寄り道や迂回が，書物において主題からの逸脱が，枢要な
ものと評価されたように，この「手段」としての「気分転換」もまた，人生の
目的そのものと化す可能性をはらんでいる。パスカルが警戒したのは，まさに
そのような事態であった。この点の検証は，別の機会にゆずる。
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