
．はじめに

エセー における思考形態のうち、モンテーニュの懐疑思考に影響を及ぼす文献学上の

諸要因は彼の思索形成における重要な課題であると言える。テクスト中の一字一句を特殊な

手法によって独創的に駆使することにより、事物や観念の広大な世界が無限に展開されてい

る。リズム感に満ちたその文章表現の中には数多くの文体効果が含まれており、単調さを回

避する配慮を通じて意味深長な情緒と形象の表出を実現するに至っている。その表出は事物

や観念に関する判断を明示しない叙述法と密接な関連を持つと考えられる。暗示的な形象が

累積していく叙述運行となっている。統語論・修辞学上の文献学的諸要素が個性的に最大限

駆使された結果、懐疑的要素が本質的な形で組成されそれが思考形態を複雑化している諸相

を発見できる。

思想項目の言述内容以外の諸要因を調査した結果、記述部表現に対する懐疑性の要因とし

て、 人称代名詞の多義性 と 否定形式の多用 の二つが考えられる。この二要因がテク

ストに及ぼす心理作用が起因して、記述部は疑惑の連鎖に包囲されるわけである。それはコ

ンテクスト中に内蔵された、言わば表象となって表れている。

本稿では エセー のそうした作品組成の実態を探る上で、文献学上の要因が最も顕著に

絡んでいると思われる記述箇所を選定し、文体特徴として見られる懐疑的効果についてその

様相を観察し検討していきたい。

テクストとしては、 年版

年版

ボルドー市版本

を使用した。引用文に付記した記号はすべてヴィレ版の巻、章、頁を示す。
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．人称代名詞

エセー には各断章の配列構想を除いて、あらかじめ作品の全体構想が決定された後に

記述された形跡はほとんど見られない。モンテーニュの文体の特異性から考えるとそうした

様相は段階的に察知できる。彼の叙述形態は前哨的な作品構想に基づいた従来の作家のスタ

イルの中に納まりきらない厖大な記述上の紆余曲折（ ）と、その結果生まれた迷路

（ ）とを併せ持っている。それはエクリチュールの途上で人間存在に関する内省

的思考を断続的に行い、事象に関する叙述法を考案していく運動である。そうした漸進と回

帰が前後することにより、次の段階へと移行する瞬間に事象に関する推測運動が疑惑を多発

するという現象が頻繁に見受けられる。それが文体に反映されるわけである。つまり、想像

と確信が無限に連続する結末なき表現内容を、疑惑表象が支配するに至るわけである。その

結果、 すべてを表示するが、すべてを言い切らない 筆致が恒常化し、あたかも未完成作

品であるかのような印象をわれわれに与えるのである。

以上述べた状況の中で筆者はすべてを分類しつつ論題の拡大と縮小を自由奔放な形で実行

しながら、論旨に暫定的な をつけて方向転換する。或いは論旨の途中で論題を放置

する。 や放置はわれわれの心理状態を疑惑へと旋回させずにはおかない。論題の拡

大と縮小はその結果言述部に多大な衝撃を与え、論述内容の一般化あるいは特殊化への変換

を容易に誘発する。コンテクストの途上で疑惑はそのまま文体上の表象となって文意に反映

される。そうした文体の懐疑的表象は構文の統語規則を逸脱した破格用法を許容する原動力

となっている。おそらく著者は生来の疑心が作風に及ぼす影響をかなり早期に予知し、判断

行為の多義と表現法の豊饒の成因を実感していたのだろう。 類似なのか、相違なのか の

判断は疑惑を通じて先送りされ、そうした変幻自在な組成がこの特異な文体を創造したと言

える。換言すれば、文体の変則性が現実世界に存する結論なき迫真性を見事に描出するに

至ったわけである。

人間界の不可解に満ちた現実の様相がテクスト上の現実において如何にリアルに表明され

ているかが焦点となる。例えば著者は抽象概念の解説方式として、語彙表現を通俗的なレベ

ルにまで引き下げた日常語を用い具象的に表明する努力を惜しんでいない。実際的な具体例

は当然読者の普遍的モラルを刺激する筈である。哲学の抽象論を巧妙に特定化して劇作のよ

うな形態を賦与し、状況の場面化に成功している。次の用例において第一文における抽象論

は第二文において具象化されており、抽象名詞は具象名詞に変更・補足された形となってい

る。日常レベルへと特定化され場面化されているのが分かるであろう。レベル転換は非人称

主語 と人称主語 との変換がその最大原因であり、それに対応するように［ ・

が配置可能となるわけである

（仮面や外見を本物と取り違えてはならない。われわれは皮膚と肌着

とを区別できずにいる ）。）更に、第二文は第一文に対して修辞法における 交替

（ ） 機能を果たしている。疑惑表象について説明しよう。まず第一文中におい
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て著者は非人称主語 を用い一般化された警句として読者に戒告している（ 作者 読

者 ）。第二文中の一人称複数代名詞 は 読者 作者 を意味する可能性が強く、もし

そうだとすると第一文中にあるような一般的戒告をする立場に位置する作者とは別人だとい

うことになる。さらに、 が 読者 のみを意味し著者が外面的にこの複数代名詞を傍

観していると考えるのも不自然であり非論理的である。いずれにせよ への変換は

テクストに判別しがたい疑惑を及ぼす原因となっている。構文上の主要分子たる主語人称の

意味作用が流動的で不明瞭となり、そのことが心理的に疑惑へと結びつくわけである。

非人称形と人称形との格差による変調は無論著者の意図的な言語使用の結果に他ならな

い。第二文における《 》の人称化は第一文中の 一般性 提示を補足する形で、

特定化された の中に日常的な人間性をより一層反映させようとした叙述意図がその理

由である。言葉の二重性あるいは不完全さを理解した反復法であると言える。かくして主体

と非主体の混合文体が哲学定言を疑問視する語調の振幅を増大させることとなる。第一文中

の格言調は第二文において含蓄の高い人称形 の使用によって、人称の不確実の中へと

転位していくわけである。

次に一人称主語代名詞 について検討してみよう。 エセー 各断章のコンテクストにお

いて、大部分の は記述部の主体として、存在（ ）と不在（ ）を繰り返し

ていると言ってよい。そうした二つの現象間の前兆なき変換は主節における の自立性の

強弱に依存している。多くの場合、存在・不在は主語動詞に応じて決定されている。 が

単に語り手としてフレーズを進行させる場合、著者はこの代名詞に対して遠隔距離から読者

をコンテクストの中へ導き入れる作為的操作をしていると考えられる。その瞬間、判断者た

る著者は の中に存在せず従属節中にも参加していない。一方、それとは逆に 判断者

がコンテクストに参加し実質的な主体となっているコンテクストは無論頻繁に見られる

ことは言うまでもない。それら二人の は意味と形象から想定するに明らかに別人である。

語り手 は言わば形骸化された進行役であり、一方主体的な の方はコンテクストを

支配しその中を縦横無尽に運動する存在として認識せねばならない。換言すれば、他の人称

や非人称の中への参加と離脱を容認された別格なのである。 判断者 は序章《

》を除くすべての断章において登場している。

に関してもやはり上述の傾向と同じ延長線上で捉えて差し支えないだろう。 判断

者 は各記述部において の中に同じく存在と不在を繰り返している。 が存在す

るコンテクストでは無論 は 読者 作者 を意味する。 のこうした使用法は読

者との協調性を倍化させる効果がある反面、読者は記述内容の意味領域設定に錯綜を感じ、

例えばそれが 告白 なのか 教訓 なのか逡巡する瞬間が多い。この複数代名詞 が

発話内容の中で単数代名詞 と併用されるとしばしばそれらの意味判定は困難を極める。

例えば、意味上直接ある対象を指す が、それとは別に読者を筆者自身の思索方向へと

牽引する形象をもち、事態がさらに複雑化する用例が頻出するのである。次の用例において

は 懐疑論者 を直接指すのであるが、著者と読者との間に恣意的な共有性を認める

ことができる



（人間の判断に結論を下す権利をこばむわれわれは相

反する意見をおだやかに眺める。そしてそれに判断こそ与えないけれども、容易に耳を傾け

る。私は天秤皿の一方がまったく空のときには、もう一方の皿に老婆の他愛ない夢みたいな

考えをのせてぶらぶらさせておく ）。） を主語とする第一文において著者と読者は共

同歩調を取っており、従ってそれは懐疑論者から読者への距離の収縮を狙った手法だと言え

る。 は誰を指すのか、 を継続して主語としないのは何故かと考えるとき、われわ

れには新たな疑惑が生まれる。前半部において の代わりに を用いた方が言述形態は

変わるにせよ文章構造の脈絡に一貫性はできる筈である。さらに、その直後の部分では一般

化された定言の後に、 というように特殊化されている。頻

繁な人称変化による意味領域不定はこうして疑惑形象を拡大していく。破格的な代名詞使用

という文体特徴がさらに懐疑的表象を助長していると言える。前例において、前半部の

は後半部の の共

通項であり、 は から脱出すると同時に前半部の を巧妙に誘導している。文体

統語上の特異な現象が引き起こす不確実な言述方式の中に、微細で意味深長な組成が実現さ

れ個人化された叙述方式が創造されたのである。

人称代名詞の破格用法は人称領域に拡大と縮小をもたらし正規の統語法との間に埋め尽く

しがたい断層を生む。そうした特別な形象を著者専用の恣意的な場を設定してコンテクスト

に浸透させる叙述行為は、言わば通常の論旨把握の対象外となりうる。人称が単数か複数か

という問題は叙述形態の基盤であり、著者の位置を表す最も重要な基準である。今後、上述

の代名詞変換原理の成立過程に関してその実態を把握し定義していかなければならないが、

少なくとも次のことだけは断言していいだろう。すなわち、 エセー の思考展開には、主

語 の特別機能として、人間心理の追究に適合した要素配合が必然化する指針が前提とし

てあった、ということである。こうした随想形式が画期的な筆致（人称代名詞変換）を通じ

て可能となり、その結果この筆者にして初めて創造しうる自由な潜伏的変容が実現したので

ある。 のテクスト上の孤独が への移行を容易に許容したわけである。 と

を同等化する表象がそこに内包されていると解釈していいだろう。意味と形象の許容範囲が

多面的に拡大された結果、われわれは最終的に恒等式 を暗黙了解しながら読

み進んでいくことになる。

と のそうした拡大解釈は、新たな人称代名詞の創造に値すると考えていい。それ

は、前後に加えて左右方向からも別なコンテクストへと形象を敷衍させ、命題の正誤を推量

することが可能な構成となっている。人称の加重方式はかくして先験的なステレオタイプと

して許容されるに至る。それは内包と分離が相互的に反復された結果に他ならない。注釈な

き変容に対してコンテクストを逐一調査し、その傾向を検討することは今後の課題となるだ

ろう。

複数形 は エセー において共通認識と共通体験を引き出すのに適合した説得的な

一人称である。だから は ほど知性的でないにしろ情意的

ではある。後者は確証的だが、前者は 本当にその通りなのか という追求を回避できない
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複数形の宿命を背負っている。それに対して単数形の使用は単独責任にとどまる利点に恵ま

れ、また疑念発生の可能性はより低いと言える。叙述視点の遠隔と近接を繰り返しつつ、著

者は自由奔放に共通性と個別性の言述を進行させていく。共通・個別効果と遠近両用効果は

モンテーニュ特有の 斜視 や 回帰 といった文体現象の発生原因に他ならない。だから

エクリチュールは当然一段と複雑な叙述運動を繰り広げているわけである。直進方向以外

の、斜行運動は周辺の記述組織に対する依存と独立を混交し、その結果想定内あるいは想定

外の代名詞撞着語法を偶発してそれらを累積し、必然的に提言が疑問形式のまま放置される

こととなる。換言すれば、 と の併用は過重な意味作用が潜伏してしまう原因となっ

ている、ということである。意図的で示唆的な運動と言える。代名詞に関するこうした同語

反復法（ ）の多種多様な使用法は （自己）を語る 行為の必然的結末と言え

よう。

既述のように、複数形 は視点が複雑化する場を背負っている。それは一個人から一

般へ、一般から一個人へと漸進するコンテクストの進行を幇助している。 と の相

互変換は一種の［交替（ ）］というレトリック現象と考えられる。巨視型の は

微視型の によって文章表現の中で補足されるが、その際発生するアスペクトの変化と視

点の移動が記述部全体に懐疑的表象を賦与していると言える。彼は実に多様な理想人間像を

の中へ送り込んでいる。読者が を見限り著者がそこから脱出する瞬間、 は

に取って代わられることが多い。両者共に 非難（ ） コードに属する代名詞

であるが、とりわけ は三人称としての性質もあってその傾向が強い。あるいは、

などがその代用を果たしている（三人称 はペジョラ

チフな意味で使用されることが多い）。著者が反証的定理を提示する場合は統一的に三人称

用例が増加している。自己と両立し得ない事象を蒐集し否定的な視点を通じて描出している

（人々は

事物を放ったらかして、原因を論ずることに没頭している。奇妙な原因追及者たちである ）。）

一人称代名詞とは異なり、二人称 （ ）は人間性を、著者の位置から見て、対蹠的に

観察する場合多用される。三人称 は二人称代名詞以上に人間社会を突き放すコンテ

クストに置かれることが多い。彼が観察する人間は様々な類型に分類され次いで各人称に分

散され、そこでは各々に対応した刺激的な人間模様が展開されている。その結果、すべての

人称は多彩な気質を賦与され次第に形象化されるに至る。それらの基盤は を中心とした

主語代名詞の運用構成にある。 と他の人称代名詞群との協奏によってこの著作は成立し

ていると言っても過言ではない。また は既に検討してきたように、視点の位置関係調

査に必須の代名詞である。 は語り手・判断者の位置を表し、一方 はその対立代名

詞群 （ ）と常に直面するわけである。創造主（神）、自然、そして根源的テー

マである創造物つまり理念や感情に渦巻く人間存在──それらの談話記述を進行させていく

最大の原動力は主語代名詞群の拡張用法システムの中にあると言える。作品の懐疑的表象が

エセー の言葉遣いの特異性に起因する点を見極めていかねばならない。

複数形 は エセー にあっては各断章の文章表現における主体的な運動を実行し、

）



さらに に代わって導入部へと読者を誘う機能性を併せ持つ。それは基本的には 複数化

というレトリック手法である。著者が の中に不在を継続するコンテク

ストにあっては、この代名詞はペジョラチフな や に意味上接近していると言える。

単数形 の多様性がそれと対応する複数形 をより複雑化しているわけである。著者不

在の の背後で 語り手 はエクリチュールを進行させ 判断者 は思索する、と

いうスタイルがそこでは確立されている。だがしばしば 判断者 は各人称間を飛翔し

各々の位置にあって判断行為を読者に委託し、一方 語り手 は命題提示の段階で停止

する。 私は教えない。語るだけである。 という深淵な告白はそうした組成特徴を意味する

のだろう。

は読者との協調を表す定点であると既に述べた。 と はしばしば 両義法

（ ） として相互に同義語化している。 の代用たる の価値は、命題をより理

想化して大胆に表明できる複数形の利便性という点にある。もうひとつは、思考作用におけ

る緊迫感が程よく緩和されるという点である。結局 にはテクスト上の孤独の間隙を癒

す拡散性が漲っていると言えよう。この破格代名詞なくして エセー のようなエクリ

チュールは存立しえなかったろう。まさに言語創成の起源となった破格法である。もとより

複合は単一に勝るわけであり、著者は充分その機能価値を計算していたものと思われる。言

述部を単数形 のみが支配する場合文体の形象は全般に渡って確証化され、文意は疑問の

余地なき完璧な性質を帯びることとなる。事実著者が確証的に論述する場合、その主語は殆

どが となっている。 と の共存はちょうど詩作のように、文体を対句で美化し疑

念を生み易い彷彿とした表象を与える原因となっている。相関関係において自己・他者を省

察する際、共存構文は更なる錯綜を示している。テクストの随所に散見される思考作用の迷

路究明には、そうした と の相関関係を視野に入れなくてはならない。モンテーニュ

の （自己） についてはこれまでしばしば研究課題とされてきたが、ここに至って複数

形 が様々な危険性を孕む代名詞である点にも慎重な検討が必要とされる。

著者は に関して、 意味するもの に対応する通常の 意味されるもの

に加えて、他の代名詞群を 意味されるもの として意図的に内包させたのであ

る。 エセー は人称代名詞の意味領域実験場であり、何よりも一人称 に関する連続

的な定義再編の場であると解釈していいだろう。繰り返して言えば、著者の 意味するも

の と読者側の 意味されるもの とが異なるという断層の瞬間から模糊たる疑惑が生じる

のである。 ・ それぞれが著者の定位置と不定位置を併せ持っていると言えよう。

以上のように、最終的には 語り手 と 判断者 とが混在した形式となってお

り、また の意味作用はわれわれの想像以上に複雑であるが、それは の特異な影響力

によることが判明する。

．否定調

エセー の語調は否定調である。否定表現の多用という文型の特徴によるものだけでな

く、それに加えて肯定論述と否定論述の並立という叙述形態が論旨に模糊とした疑惑を招く
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ことによる。相反する論述が論拠の両輪となって論題を相殺して先送りするわけである。断

定性において勝る否定概念が構文を支配し、肯定文の意味作用が冗漫化する結果となってい

る。その結果、肯定文中に否定形象が浸透しわれわれは意味上疑念を感じ取るに至る。

エクリチュールはその命題提示法として、否定と肯定を程よく配置せざるを得ない宿命に

ある。この時点から読者は肯定文が他のコンテクストにおいて否定的・反証的証言に遭遇す

る懸念に対して予測し準備を整えなければならない。

さらに、肯定論述において否定形式（肯定に対応しうる同義否定文、二重否定文など）を

用いる用例が頻出している。それは 曲言法（ ） という修辞法である。迂曲した思考

形態に起因するこの叙法は文章表現において特別な真価を誇っている。それらの否定集成は

論述を遅延させ未決状態に置く傾向が強く、副次的な余韻を反響させながらテクスト中に言

外メッセージの浸透を招く要因となっている。判然とした固定観念とは相容れない筆者の構

想によるものだろう。なぜなら、このエセイストの魅力は逆説解釈にあり、例えば 公正

（ ） であることさえ彼に極言させれば 奇妙（ ） となるからである。（前者は

肯定概念であり、後者は否定概念である）

このように著者は否定形と肯定形を意識的に混在させており、われわれはそこに慎重な執

筆姿勢の形跡を窺い知ることができる。その混在状態は人間存在に関する最終的な引証を基

盤としている。長年にわたる厖大な加筆・修正は最終段階に至るまでの幾多の精神的振幅の

経過を示すものである。もとより エセー における懐疑想念は多様な文章構造に表れてい

る複数型思考によるものであり、それに反して単一型思考は固定化しやすくまた具象化され

るあまり柔軟性に欠ける傾向にあるからである。著者自身の流動的な包容力は状況に応じて

肯定に否定を、否定に肯定を用いる文体を許容するに至ったのである。

肯定論述の生成過程にはそれと同数以上の否定形式が必要とされ、迫真性追究にとってそ

れは必須条件となるわけである。また否定調はこの作品の文体特徴である 敷衍

（ ） を助長し、文章表現の色調変換にも貢献する表象だと言える。換言すれ

ば、それは著者がテクストにおける疑念の場を設定する格好の理由付けなのである。肯定論

理でもって思考作用を征服するのでなく、迫真性を提示する対象分子を肯定・否定に二元化

し、交互に配列して暗示的な文意と微妙な形象を実現している。通常の肯定論理展開が人間

探求の筋道から次第に 論理的に 破綻する姿を集積しながらエクリチュールを展開するわ

けである。

提言項目のそうした懐疑的表示には事物間に存在と不在を繰り返す判然としない迷路をテ

クストの中に誘発する可能性が潜在している。それが省察を重ねながら進行するエクリ

チュールの必然性だと言える。事例集積システムの拡大が逆説、風刺、アンチテーズ、イロ

ニーなどを喚起し人間性に啓発を与えている。そして否定と肯定との狭間を渡って回避、転

回、衝突を繰り返しながら 自己（ ） の位置を探り、ことばの意味と形象を組成する

運動を展開しているのである。

肯定形式を主体とするエクリチュールは一般に厖大な事例蒐集を必要としない。だから

エセー のようなそれを必要とする作品様式にあっては、事項に関して敢えて肯定せず否

定するに留めてその後の判断方向を読者の疑念に委ね、次の事例へと移行する手法はきわめ

て有効的であると言える。なぜなら、肯定表現はその言述内容の内部運動だけで停止するの



に対して、否定表現はその言述内容の外部へと無限に拡張するからである。つまり、否定調

は肯定論理を空転させ、前提条件を反転させる懐疑的想念を導き易いのである。著者の描出

する事物の表層と実態の落差は肯定単独方式よりも否定・肯定混合方式を用いる方が、読者

側の疑念はともかくとして、著者にとってより有効なのである。混合方式は人間の資質が単

一的にも総合的にも不均質であることを指摘するのに適合している。著者は、事物と観念と

の間に介在する妄想と誤謬の常態を経験を通じて実見している。著者は事物を否定している

のでなく、事物と観念との隔たりを否定しているのである。すなわち、 なぜこうなのか

という追求型よりも 本当にその通りなのか と改めて事象の原点について指摘する疑問視

が数多くの否定調の生成原因となっているわけである。人間存在の本質が長所を賞賛する肯

定文中よりも寧ろ短所を批判する否定文中に認められるという真実性を彼は認識していたと

言える。

肯定調の限界は例えば想像上の概念を追い求める人間理性が挫折を繰り返す叙述部におい

て反映されており、その箇所では否定的文飾の連鎖が無限の効果を発揮している。多彩な否

定構文を通して理性の存在理由が疑問視されるコンテクストが継続している。その箇所では

著者の判断行為は反証表示を通じて起伏を増し、この上なく活性化している。否定形には元

来、 中傷 、 嘲笑 、 皮肉 などの感情コードが発生しやすく、従って批判精神には適合

している。それらを駆使した文体効果を倍加しているのが、 自惚れ（ ）、 無

知（ ）、 愚行（ ）、 過誤（ ） などの否定コードである。

また否定調は逆行する真実性への方向性を与えている。著者が 真実は一つの性質を持つ

とは限らない と考えることから多くの逆説が生まれている。つまり、虚偽が逆転して真実

の一部となる状況もありうると指摘している

私の最もよい美徳も何か不徳の色を帯びていることに気がつく ）。

（われわれも賢

くなるためには愚かにならなければならないし、自分を導くためには目をくらまさなければ

ならない ）。） 虚偽はある意味で真実よりも本当らしいところがあるが、それがどういう

意味においてなのかという疑念状態のまま次の命題へと移行している。われわれは人間界の

事象を完全には理解できないという表象をそこに感じ取ることができる。この引用例には否

定形は用いられていないが、否定する表象の潜在を窺い知ることができる。

否定調はこうしてその を形成していく。それが基調となって論題における自己

顕示を着実に進める場を提供している。否定調を充実させるためにはそれだけ肯定形の絶対

量が必要とされる。肯定は否定の前哨的な伏線となっているのである。そして一般化された

肯定と個人的な否定が随所においてほぼ同義牲をもつという現象があらわれることとなる。

例えば、一人称 を主語とするコンテクストでの否定形が、一般的な非人称肯定形の直後

に存在する用例が随所で見受けられる。個別化と一般化の併用がエクリチュールに多大な便

宜を与えていることになる。

著者はしばしば疑問形を用いて疑惑を読者に投じる。だがその疑惑は否定・肯定構成の中
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で論議され、疑問形が単なる表示パネルに過ぎない用例も頻繁に見受けられる。こうした形

式的な疑問形は事実上読者の関心を誘う文飾となっており、その有用性を何よりよく理解し

た用法であると言える。一般に疑問には感嘆の意味合いが含まれており構文の前後関係に対

して、共鳴、律動、変調などのレトリック効果を容易に与えうる。疑問形介在による振幅増

加に歩調を合わせて、否定・肯定構文は壮大な判断事例の総覧目録を作成するに至る。モン

テーニュの論証展開にはこのように注目すべき諸相（ ）が見られ、懐疑の類型が否

定調を通じて集積を重ねていくこととなる。

モンテーニュは否定表現の機能性を誰よりもよく理解しているエセイストである。彼が表

明するように （何を求めているのか） は分からないが、

（何を避けているのか） については自らがよく認識しているからである（前者は肯定

概念、後者は否定概念を表している）。そうした二つの概念の衝突、否定と肯定ということ

ばの対立を駆使しながら、それらが実際に人間界の現実を描出しうるかと自らに問いかけて

いる箇所である。さらに著者はしばしば と言うより と言う

方を好む傾向にある。この否定形には慎重な執筆姿勢と同時に、寛容精神の表出が窺えよ

う。命題に関する疑惑の視点は接続詞と副詞の使用法にも表れている。彼はしばしば

を用いて論点を切り返す。また自らが告白しているよ

うに緩和表現を好む傾向にある

（私は、われわれの性急な陳述をやわらげ中和するような言葉、すなわち おそらく と

か、 ある意味では とか、 幾分 とか、 …だそうだ とか、 と私は思う とかいうよう

な言葉が好きだ ）。）また、緩和表現としては判断行為に懐疑的表象を与える知覚・認識の

動詞群が頻繁に用いられ、従属節内容の信憑性を制限する機能を果たしている

など。そしてこれらの動詞群はしばしば条件法

に置かれ、疑惑ニュアンスを倍加している。

著者の最終的な 判断保留 表明は、肯定形と否定形との交互配列による教義の拡散がそ

の理由のひとつだと考えられる。既述のように、事物の相反する要素は相殺され論旨は原点

に再帰し、読者はエクリチュールの隙間に漂うこととなる。そしてわれわれの懐疑的心境は

そのまま継続するのである。まさにその点にこそモンテーニュの基礎モラルをなす中庸精神

が喚起する文体特徴があるのだと言えよう。彼は常に言う 中庸の性格（

）に生まれつき、中程度の精神（ ）の持ち主として、中位の地位

（ ）に甘んじることが自分にはよく似合っている 、と。中間点の真実性をわれ

われに強調し、証明しようとする一節である。なぜなら、両端位置は 私の規則（

）に反する からである。このようにモンテーニュの英知は思索上のすべての野心と

名誉から遠ざかることによって思索題材を読者に譲渡したのである。その譲渡は否定調文体

を通じて加速され実現されるに至ったわけである。われわれは、 虚偽と同じく、真実もど

うやら幾つもの顔を持っているようである との懐疑的判断を著者の言葉そのものからとい

うより、寧ろ言葉の表象を通じて受け取ったのである。つまり彼は人間の普遍性に対して信

）



頼を寄せなかったと言える。それは、 真実よりも知性的な虚偽、誠実よりも有効な不実

の世界を描き出す緻密な筆致だけが感知しうることなのだろう。この著者は人間性の直視的

断面よりも斜視的断面において捉える叙述方法の真実性を信じている、と言えるだろう。

．むすび

以上のように、人称代名詞の変換と否定表現の多用という二項目について検討してきた

が、それらは各断章の随所に見受けられる著者の視点転換によるものである。人称代名詞の

変換が各局面にあって急展開の可能な文体を実現し、特定し難い不規則運動となって表れて

いる。著者の意識的な視点転換は記述部の意味作用に振幅効果を与える結果となっている。

他者に対応する形で自己を研究し再検討を続ける過程において、一人称代名詞 の意

味領域を変更している。またそれが一人称単数 の用法を分化させる原因となっている。

彼は複数形 が持つ通常の意味領域を拡大させ、それがこの代名詞に暗示的な形象を与

える結果となっている。一方、 がその影響で多義的に複数化し、別の自己像を創造する

結果を招いている。文を支配する主体の位置（視点）が読者には分別し難くそのことによっ

て模糊とした疑惑に包囲されることとなる。つまり、疑惑の表象がテクスト上に論旨の流動

性を生む原因となっていると言える。

モンテーニュは肯定するためにまず否定することから始めた。ここでもやはり論旨の迷路

は多様な否定調に起因している。多彩な否定構文の絶対使用量に加えて、彼はコンテクスト

の中へ否定的形象を隠蔽したと考えられる。一般に否定概念は結果的に懐疑的表象を招きや

すく、 エセー の文体特徴から考えるとその表象は格好の素材だったと言える。疑惑を漸

進させる書法を駆使しながら彼はすべての事象に直面している。その懐疑的文体を通じて、

追随よりも忌避によってわれわれに金言・警句を暗示しているのである。

著者はフレーズの主要構成分子たる人称代名詞と動詞表現（否定調）に対して、不可知な

破格拡張用法を実現したと解釈していいだろう。さらに文章表現に頻出する懐疑的表象はと

りもなおさず著者の精神の柔軟性とエクリチュールの奔放性を表出したものだろう。
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