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はじめに 

 

１）フランス 17世紀文学における美貌主義（美貌=善） 

 

①ペローの童話 

・「眠れる森の美女」の王女：  

01 On eût dit d’un Ange, tant elle était belle [...].  

(Perrault, « La Belle au bois dormant », in id., Contes, éd. Marc Soriano, Paris, Flammarion, 

« GF-Flammarion », 1991, p. 249) 

02 Mon prince, il y a plus de cinquante ans que j’ai ouï dire à mon père qu’il y avait 

dans ce Château une Princesse, la plus belle du monde [...]. (Ibid., p. 250-251) 

 

・「赤ずきん」： 

03 Il était une fois une petite fille de Village, la plus jolie qu’on eût su voir [...].  

(Perrault, « Le Petit Chaperon rouge », in id., op. cit., p. 258) 

 

・「サンドリヨン」： 

04 [...] cependant Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d’être cent fois 



2 

plus belle que ses sœurs, quoique vêtues très magnifiquement.  

(Perrault, « Cendrillon ou la petite pantoufle de verre », in id., op. cit., p. 278) 

 

②ラファイエット夫人『クレーヴの奥方』 

・シャルトル嬢（のちのクレーヴの奥方）の描写： 

05 Il parut alors une beauté à la Cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l’on doit 

croire que c’était une beauté parfaite, puisqu’elle donna de l’admiration dans un lieu où 

l’on était si accoutumé à voir de belles personnes.  

(Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, in id., Œuvres complètes, éd. Camille 

Esmein-Sarrazin, Paris, Gallimard, « Pléiade », p. 337) 

そのころ宮廷に、世間の目を一身に集めるひとりの美女（une beauté）が現れた。それは

完璧な美の化身であったと考えられる。麗人を見ることがかくも当たり前の場所で、みな

が称賛を惜しまなかったからだ。 

 

・ヌムール公の描写： 

06 Mais ce Prince était un chef-d’œuvre de la nature ; ce qu’il avait de moins admirable, 

c’était d’être l’homme du monde le mieux fait et le plus beau. (Ibid., p. 333) 

このヌムール公は自然のつくった傑作であった。彼のもっとも感心しない点はせいぜい、

世界一容姿の整った美しい貴公子だということくらいだった。 

 

・シャルトル夫人による娘の教育方針＝容姿＋徳（貞節）： 

07 [...] elle [= madame de Chartres] avait donné ses soins à l’éducation de sa fille ; mais 

elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui 

donner de la vertu et à la lui rendre aimable. [...] elle lui contait le peu de sincérité des 

hommes, leurs tromperies, et leur infidélité ; les malheurs domestiques, où plongent les 

engagements ; et elle lui faisait voir, d’un autre côté, quelle tranquillité suivait la vie 

d’une honnête femme, et combien la vertu donnait d’éclat et d’élévation à une personne 

qui avait de la beauté et de la naissance [...]. (Ibid., p. 337-338) 

[...] 夫人は娘に機知を容姿をみがくことを教えるばかりでなく、女としての徳をもつこと、

その徳をみずから愛する心がけをつくるようにと諭した。[..] 男の誠意の少なさ、偽り、浮

気について、また、道でない関係によってどんなに家庭が暗く不幸になるかについて語っ

てきかせる一方、貞節な女の一生はいかに静穏であるかということ、生まれも正しく美し

い容姿にめぐまれた身に節操はいかに輝きをそえ高貴にもするものであるかなど、こまご

まと教えた。[...] 

 

③フェヌロン『テレマコスの冒険』 

08 Mais pour Antiope, ce que je sens n’a rien de semblable. Ce n’est point amour 

passionné. C’est goût, c’est estime, c’est persuasion. Que je serais heureux si je passais 

ma vie avec elle ! Si jamais les dieux me rendent mon père et qu’il me permette de 

choisir une femme, Antiope sera mon épouse. Ce qui me touche en elle, c’est son silence, 

sa modestie, sa retraite, son travail assidu, son industrie pour les ouvrages de laine et 

de broderie, son application à conduire toute la maison de son père, depuis que sa mère 

est morte, son mépris des vaines parures, l’oubli et l’ignorance même qui paraît en elle 



3 

de sa beauté.  

(Fénelon, Les Aventures de Télémaque, éd. Jacques Le Brun, Pris, Gallimard, « Folio Classique », 

1995, 17e Livre, p. 376) 

でもアンティオペーへの気持ちはそれとはまったく違う。熱に浮かされた愛などではない。

それは趣味であり、敬意であり、[将来添い遂げるであろうという] 確信である。彼女と生

涯を過ごすことができれば、私はどれほど幸せだろう！もし神々が私に父上を返してくだ

さり、妻を選ぶことを許されれば、アンティオペーは私の妻になるでしょう。彼女におい

て私が惹かれるのは、沈黙、謙虚、慎ましさ、羊毛や刺繍などに対する辛抱強さと見事な

腕前、母亡き後、父の家で采配をふるうかいがいしさ、見かけの空しい美しさに対する軽

蔑心、自分の美貌については、忘れているのか、気づかないのか、とにかくあのさりげな

いさまである。 

 

２）旧約聖書における王の美貌 

 

09 Et lorsqu’ils furent entrés, Samuel dit en voyant Eliab ; Est-ce 

là celui que le Seigneur a choisi pour être son christ ? 

Le Seigneur dit à Samuel : N’ayez égard ni à sa bonne mine, ni à 

sa taille avantageuse, parce que je l’ai rejeté, et que je ne juge pas 

des choses par ce qui en paraît aux yeux des hommes : car 

l’homme ne voit que ce qui paraît au dehors ; mais le Seigneur 

regarde le fond du cœur. (Bible, traduction de Sacy, I Rois, 16 :6-7) 

彼らがやって来ると、サムエルはエリアブに目を留め、彼こそ主の前

に油を注がれる者だ、と思った。しかし、主はサムエルに言われた。

「容姿や背の高さに目を向けるな。わたしは彼を退ける。人間が見る

ようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。」

（サムエル記上 16 :6-7、新共同訳） 

 

10 Isaï l’envova donc quérir, et le présenta à Samuel, Or il était 

roux, d’une mine avantageuse, et il avait le visage fort beau. Le 

Seigneur lui dit : Sacrez-le présentement, car 

c’est celui-là. (Ibid., 16:12) 

エッサイは人をやって、その子を連れて来させた。

彼は血色が良く、目は美しく、姿も立派であった。

主は言われた。「立って彼に油を注ぎなさい。これ

がその人だ。」（サムエル記上 16 :12、新共同訳）  

 

 

 

 

 

 

 

 Rembrandt, Bethsabée au bain tenant la 

lettre de David, 1654, Musée du Louvre 

Michel-Ange, David, 1501-1504, 

Galerie de l’Académie de Florence 
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 I. パスカルの「見かけ」批判  

 

１．外見の誘惑と欺瞞 

 

１）外見は惑わす 

 

11 S32-L413-B162 

Qui voudra connaître à plein la vanité de l’homme n’a qu’à considérer les causes et les 

effets de l’amour. La cause en est un Je ne sais quoi. Corneille. Et les effets en sont 

effroyables. Ce Je ne sais quoi, si peu de chose qu’on ne peut le reconnaître, remue toute 

la terre, les princes, les armées, le monde entier. 

Le nez de Cléopâtre s’il eût été plus court toute la face de la terre aurait changé.  

人間の空しさをしっかりと知りたければ、恋愛の原因と結果を見ればよい。恋愛の原因

とは〈なにやらよくわからないもの〉である（コルネイユ）。そして、結果は恐るべきもの

だ。この〈なにやらよくわからないもの〉は、ささいなあまり知覚できないのであるが、こ

れが地球全体を、王侯を、軍隊を、全世界を揺るがすのだ。 

クレオパトラの鼻がもっと短かかったとしたら、地球の様相の全体は一変していただろ

う。 

 

２）外見は移ろう 

 

12 S567-L688-B323 

Qu’est-ce que le moi ?  

Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants, si je passe par là, puis-je 

dire qu’il s’est mis là pour me voir ? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais 

celui qui aime quelqu’un à cause de sa beauté, l’aime-t-il ? Non, car la petite vérole, qui 

tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu’il ne l’aimera plus.  

「私」とは何か。 

ある人が、窓辺に腰かけて通行人を眺めている。そこに私が通りかかった場合、彼は私

を見るためにそこにいたと言えるだろうか。そうは言えない。彼はとくに私のことを考えて

いるわけではないからだ。では、ある人をその美しさゆえに愛する者は、その人を愛してい

るのだろうか。そうではない。なぜなら、天然痘は、その人を殺さずに、その美しさを殺し

てしまうことで、相手がもはやその人を愛さないようにしてしまうからである。 

 

３）外見はだます 

 

13 S78-L44-B82 (p. 858) 

Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines dont 

ils s’emmaillotent en chats fourrés, les palais où ils jugent, les fleurs de lys, tout cet 

appareil auguste était fort nécessaire. Et si les médecins n’avaient des soutanes et des 

mules et que les docteurs n’eussent des bonnets carrés et des robes trop amples de 

quatre parties, jamais ils n’auraient dupé le monde, qui ne peut résister à cette montre 

si authentique.  
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わが国の法官たちはこの神秘をよく知っていた。彼らの赤い衣服、ふさふさ毛の猫のよ

うに彼らが身を包んでいる毛皮、彼らが裁く場所である宮殿、百合の花の紋章、こうしたい

かめしい仕掛けはどうしても必要なものであった。また、医者たちが長衣や上履き
ミ ュ ー ル

を身につ

けていなかったり、博士たちがあちこちがだぶだぶの衣装をまとっていなかったとしたら、

決して世間の人々をだますことはできなかったであろう。世間の人々は、このようないかに

もきちんとした見かけに抵抗することはできないのだ。 

 

14 S59-L25-L308  

La coutume de voir les rois accompagnés de gardes, de tambours, d’officiers et de 

toutes les choses qui ploient la machine vers le respect et la terreur font que leur visage, 

quand il est quelquefois seul et sans ces accompagnements, imprime dans leurs sujets le 

respect et la terreur parce qu’on ne sépare point dans la pensée leur personne d’avec leur 

suite qu’on y voit d’ordinaire jointe. Et le monde qui ne sait pas que cet effet vient de 

cette coutume croit qu’il vient d’une force naturelle. Et de là viennent ces mots : Le 

caractère de la divinité est empreint sur son visage, etc.  

王が衛兵、鼓手隊、大臣など、[人間という] 機械1を尊敬と畏怖へと傾けるあらゆる要素に

取り囲まれているのをいつも眺めているという習慣のせいで、王がたまに取りまきなしで、た

ったひとりでいるようなときにでも、その顔が、臣民たちの頭のなかに尊敬と畏怖とを刻みこ

む。なぜなら、ふだん一体のものとして眺めている王とその取りまきを、思考のなかで分離す

ることはできないからだ。そして、この効果が習慣に由来するのを知らぬ人々は、それが自然

の力のせいだと信じこんでしまうのである。そうしてこんな発言が生まれるようになる。「王

さまの顔には、神性の印が刻みこまれている」などと。 

 

２．美辞麗句と「快と美のモデル」 

 

15 S486-L586-B33 (p. 1101) 

Mais on ne sait pas en quoi consiste l’agrément, qui est l’objet de la poésie. On ne sait ce 

que c’est que ce modèle naturel qu’il faut imiter, et à faute de cette connaissance on a 

inventé de certains termes bizarres : « siècle d’or », « merveille de nos jours », « fatal », etc. 

Et on appelle ce jargon beauté poétique.  

詩の目的である快が何にあるのかということは知られていない。模倣すべき自然のモデルと

は何かということを、人は知らないのだ。このことを知らないばかりに、人はいくつかの奇

妙な用語をつくった。「黄金の世紀」「現代の驚異」「運命的な」などなどである。そして

このような隠語が、詩的な美と呼ばれているのだ。 

 

16 S486-L585-B32 (p. 1100-1101) 

Il y a un certain modèle d’agrément et de beauté qui consiste en un certain rapport 

entre notre nature, faible ou forte, telle qu’elle est, et la chose qui nous plaît.  

——— 

Tout ce qui est formé sur ce modèle nous agrée : soit maison, chanson, discours, vers, 

prose, femme, oiseaux, rivières, arbres, chambres, habits, etc.  

 
1 パスカルは人間を「精神と同じくらいに自動人形（automate）でもある」（S661）とみなし、くり返

し同じ現象や命題に接することで、自動的にそれを信じこむという人間の性質について強調している。 
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——— 

Tout ce qui n’est point fait sur ce modèle déplaît à ceux qui ont le goût bon.  

快と美についてはあるモデルが存在するのであって、それは、弱いにせよ強いにせよ、あ

るがままのわれわれの本性と、われわれの気に入るものとの間にあるなんらかの関係によって

成り立っている。 

——— 

このモデルに基づいてつくられたものはすべてわれわれの気に入る。家、歌、文章、詩、

散文、女、鳥、川、木、部屋、衣服などがそうだ。 

——— 

このモデルに基づいていないものはすべて、よい趣味をもつ人々の気に入らない。 

 

17 S486-L586-B33 (p. 1101) 

Mais qui s’imaginera une femme sur ce modèle-là, qui consiste à dire de petites choses 

avec de grands mots, verra une jolie damoiselle toute pleine de miroirs et de chaînes, dont 

il rira, parce qu’on sait mieux en quoi consiste l’agrément d’une femme que l’agrément des 

vers.  

ところで、この場合のモデルは、小さなことを大げさな言葉で表すことによって成り立っ

ているわけだが、このモデルに則った女のことを想像してみれば、それは鏡や鎖で全身を飾っ

た美女になることがわかり、笑ってしまうだろう。というのも人は、詩の快とは何かというこ

とよりも、女の快とは何かということのほうが、よく知っているからである。 

 

18 S503-L611-B30  

Beautés d’omission, de jugement.  

 

19 S481-L578-B26 

L’éloquence est une peinture de la pensée. Et ainsi ceux qui, après avoir peint, ajoutent 

encore, font un tableau au lieu d’un portrait.  

 

20 S485-L583-B56 

J’ai l’esprit plein d’inquiétude. Je suis plein d’inquiétude vaut mieux.  

 

21 S485-L584-B15 

Éloquence qui persuade par douceur, non par empire, en tyran, non en roi.  

 

22 S528-L636-B42 

Prince à un roi plaît pour ce qu’il diminue sa qualité.  

 

23 S529-L637-B59 

Éteindre le flambeau de la sédition : trop luxuriant.  

L’inquiétude de son génie : trop de deux mots hardis.  

 

24 S466-L559-B27 

Langage 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Ceux qui font les antithèses en forçant les mots sont comme ceux qui font de fausses 

fenêtres pour la symétrie.  

Leur règle n’est pas de parler juste, mais de faire des figures justes.  

 

25 S547-L667-B25 

Éloquence.  

Il faut de l’agréable et du réel, mais il faut que cet agréable soit lui-même pris du vrai.  

雄弁。 

快さと真実なものとが必要である。だがこの快さとはそれ自体、真なるものから取ってき

たものでなければならない2。 

 

３．外見のみすぼらしさ 

 

１）外見のみすぼらしさと内面の徳 

 

26 S339-L308-B793 (p. 998-999) 

Tout l’éclat des grandeurs n’a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches 

de l’esprit.  

[...] 

Archimède sans éclat serait en même vénération.  

この世の偉大のあらゆる光は、精神の探求にたずさわる人々にはいかなる輝きもない。 

[...] 

アルキメデスに輝きがなかったとしても、同じように崇敬されるであろう。 

 

27 S339-L308-B793 (p. 999) 

Il est bien ridicule de se scandaliser de la bassesse de Jésus-Christ, comme si cette 

bassesse était du même ordre duquel est la grandeur qu’il venait faire paraître.   

イエス=キリストのみすぼらしさを見て、まるでそのみすぼらしさが、彼が現しにやってき

た偉大さと同じ秩序 [= 慈愛の秩序] に属するものであるかのように思ってつまづくのは、愚

かなことである。 

 

28 S751-L919-B553 (p. 1318) 

Je t’aime plus ardemment que tu n’as aimé tes souillures. Ut immundus pro luto.  

——— 

Qu’à moi en soit la gloire et non à toi, ver et terre.  

 
2 Ph. セリエは、この一節に、アウグスティヌス『キリスト教の教え』の次の考えからの影響を認めて

いる。「真実そのものや雄弁そのものが、快さを与えることに注意を払うには及ばない。真実が明らか

になるとき、それは真実だから、それ自体で快さを与えるのである」（La Doctrine chrétienne, IV, 12, 

BA, 11/2, p. 362-363）。次を参照：Ph. Sellier, Pascal et saint Augustin, « Pascal, lecteur de La 

Doctrine chrétienne », p. 558-566. また、弁論術の伝統における『キリスト教の教え』の意義と重要性

について、次を参照：Marc Fumaroli, L’Âge de l’éloquence. Rhétorique et « res literaria » de la 

Renaissance au seuil de l’époque classique, Paris, Albin Michel, « Bibliothèque de l’Évolution de 

l’Humanité », 1994, « Saint Augustin et le De Doctrina christiana », p. 70-76.  
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私はおまえが自分の汚れを愛した以上に君を熱愛する。「汚れた者として、粘土のために。」 

——— 

その栄光が、みみずにして土くれにすぎないおまえにではなく、私に与えられるように。 

 

29 S339-L308-B793 (p. 999) 

Jésus-Christ sans biens, et sans aucune production au-dehors de science, est dans son 

ordre de sainteté. Il n’a point donné d’inventions, il n’a point régné, mais il a été humble, 

patient, saint, saint, saint à Dieu, terrible aux démons, sans aucun pèche. Ô qu’il est venu 

en grande pompe et en une prodigieuse magnificence aux yeux du cœur et qui voient la 

sagesse !  

イエス=キリストは、財もなく、学問（science）の外的な業績もないが、神聖さという自

身の秩序のなかにいる。彼は発明を行わず、統治することもなかったが、つつましく、忍耐強

く、神に対してこの上もなく敬虔で（saint, saint, saint à Dieu）、悪魔に対しては恐ろしく、

いかなる罪もなかった。心の目、知恵を見る目にとって、彼はどれほど盛大に、どれほど途方

もない壮麗さをもって到来したことか！  

 

30 S768-L946-B785 

Car il [= Jésus-Christ] est par sa gloire tout ce qu’il y a de grand étant Dieu et est par sa 

vie mortelle tout ce qu’il y a de chétif et d’abject.  

なぜなら彼は神であることから、その栄光によって偉大なもののすべてであり、その人間とし

ての死すべき生によって、みじめで卑しいもののすべてなのだから。 

 

31 S339-L308-B793 (p. 999-1000) 

Qu’on considère cette grandeur-là dans sa vie, dans sa passion, dans son obscurité, dans 

sa mort, dans l’élection des siens, dans leur abandonnement, dans sa secrète résurrection 

et dans le reste. On la verra si grande qu’on n’aura pas sujet de se scandaliser d’une 

bassesse qui n’y est pas. 

この偉大さを、彼の生涯、彼の受難、彼の目立たないさま、彼の死、彼が弟子たちを選ぶ

さま、その弟子たちが離反するさま、彼のひそやかな復活、その他のことがらのなかに認めな

ければならない。人はその偉大さが顕著なものであると知り、そこにはないみすぼらしさによ

ってつまづくことはなくなるだろう。 

 

２）聖体と隠れたる神 

 

32 S258-L225-B789 

Comme Jésus-Christ est demeuré inconnu parmi les hommes, ainsi sa vérité demeure 

parmi les opinions communes, sans différence à l’extérieur. Ainsi l’Eucharistie parmi le 

pain commun.  

イエス=キリストが人々のなかにまぎれて無名のままであったのと同様、彼の真理は平凡な

意見のなかにまぎれ、見かけ上の区別がつかないままである。聖体のパンも普通のパンのなか

にまぎれている。 

 

33 Passage de La Théologie familière de Saint-Cyran, cité dans la 16e Provinciale, in FS, p. 549. 
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Y a-t-il du pain dans l’hostie, et du vin dans le calice ? Non ; car toute substance du pain et 

du vin sont ôtées pour faire place à celle du corps et du sang de JÉSUS-CHRIST, laquelle y 

demeure seule, couverte des qualités et des espèces du pain et du vin. 

「ホスティアのなかにはパンが、杯のなかには葡萄酒があるのだろうか。そうではない。なぜ

なら、パンと葡萄酒の全実体は、イエス=キリストの身体と血との全実体に場所を譲るために

取りのぞかれ、そこにはただ後者だけが、パンと葡萄酒の性質と形質とに覆われて存在してい

るのだから。」 

 

34 S274-L149-B430 (S182-L149-B430) 

Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d’obscurité pour 

ceux qui ont une disposition contraire. 

見ることだけを望む者には十分な光があり、それと反対の心がまえの者には十分な闇があ

る。 

 

35 S260-L228-B751 

Que disent les prophètes de Jésus-Christ ? Qu’il sera évidemment Dieu ? Non. Mais 

qu’il est un Dieu véritablement caché, qu’il sera méconnu, qu’on ne pensera point que ce 

soit lui, qu’il sera une pierre d’achoppement, à laquelle plusieurs heurteront, etc..  

イエス=キリストの預言者たちは何と言っているだろうか。彼は誰が見ても神だとわかるは

ずだと言っているだろうか。そうではない。それどころか、彼は真に隠れたる神であり、それ

と気づかれることなく、まさか神だとは思われず、つまずきの石となり、多くの者がそれにぶ

つかって倒れるだろう、などなどと言っているのだ。 

 

４．現象の理由と「裏の考え」 

 

36 S124-L90-B337 

Raison des effets  

Gradation. Le peuple honore les personnes de grande naissance. Les demi-habiles les 

méprisent, disant que la naissance n’est pas un avantage de la personne, mais du hasard. 

Les habiles les honorent, non par la pensée du peuple, mais par la pensée de derrière. Les 

dévots, qui ont plus de zèle que de science, les méprisent, malgré cette considération qui 

les fait honorer par les habiles, parce qu’ils en jugent par une nouvelle lumière que la piété 

leur donne. Mais les chrétiens parfaits les honorent par une autre lumière supérieure.  

Ainsi se vont les opinions succédant du pour au contre, selon qu’on a de lumière.  

現象の理由。 

段階的推移。民衆は高貴な生まれの人々を敬う。未熟な知者は、生まれという優越はその

人物によるのではなく偶然によるのだと言って、彼ら貴族を軽蔑する。知者は、民衆の考えで

はなく、裏の考えに従って、貴族を敬う。知識よりも熱情にまさる篤信家は、貴族が知者たち

によって敬われている理由を知りながらも、貴族を軽蔑する。篤信家は信心によって与えられ

た新たな光によって判断するからだ。だが、完全なキリスト者は、さらに別の上位の光によっ

て、貴族を敬う。 

こうして、人が光を多く与えられるにつれて、意見は正から反へと順に変化する。 
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37 S125-L91-B336 

Raison des effets  

Il faut avoir une pensée de derrière, et juger de tout par là, en parlant cependant 

comme le peuple.  

現象の理由。 

裏の考えをもち、それをもってすべてを判断し、それでいて民衆と同じように語らなけれ

ばならない。 

 

 

 II. モンテーニュの「見かけ」批判  

 

１．外見の欺瞞 

 

38 Essais, II, 12, « Apologie de Raimond Sebond », Pl. 631-632 / VS 594-595 

 Qu’on jette une poultre entre ces deux tours [de Notre-Dame de Paris] d’une grosseur 

telle qu’il nous la faut à nous promener dessus, il n’y a sagesse philosophique de si grande 

fermeté qui puisse nous donner courage d’y marcher, comme nous ferions si elle estoit à 

terre. [...] qui est une evidente imposture de la veue. 

かりにノートルダム寺院の二つの塔の間に、その上を歩くのに十分なだけの幅の桁を一本渡す

としよう。どんなに堅固な哲学的知恵といえども、その桁を地上に渡してあるときのように、

平気で歩いていく勇気をわれわれに与えることはできないだろう。[...] これは視覚の明らかな

欺瞞である。（三 298-299） 

 

39 Essais, III, 8, « De l’art de conferer », Pl. 975-976 / VS 930-931 

Les sens sont nos propres et premiers juges, qui n’apperçoivent les choses que par les 

accidens externes [...]. Comme en la conference. La gravité, la robbe, et la fortune de celuy 

qui parle, donne souvent credit à des propos vains et ineptes : Il n’est pas à presumer, 

qu’un monsieur, si suivy, si redouté, n’aye au dedans quelque suffisance autre que 

populaire : et qu’un homme à qui on donne tant de commissions, et de charges, si 

desdaigneux et si morguant, ne soit plus habile, que cet autre, qui le salue de si loing, et 

que personne n’employe. Non seulement les mots, mais aussi les grimaces de ces gens là, 

se considerent et mettent en compte :  chacun s’appliquant à y donner quelque belle et 

solide interpretation. 

感覚はわれわれの固有の最初の判断者として事物を外的な出来事だけで知覚する。[...] これは

議論においても同じことで、話す人の重々しい態度や、衣服や、財産が、しばしば、空虚で愚

かな話に信用を与えることがある。あんなにお供を連れ、あんなに恐れられているお方が、自

分のうちに庶民と異なる何かの才能をもっていないとは考えられないし、また、あんなにたく

さんの肩書きをもち、あんなに威張って人を見下している人が、彼に遠くからお辞儀をし、誰

からも用いられないような人よりも、有能でないなどとも考えられないことである。こういう

人々は、その言葉ばかりでなく、もったいぶったしかめっ面までも、尊敬され、尊重される。

みんながすすんでそこになにか立派な、実のある意味をつけて見ようとするからである。（五

277-278） 
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40 Essais, III, 8, « De l’art de conferer », Pl. 976 / VS 931 

Je hay toute sorte de tyrannie, et la parliere, et l’effectuelle. Je me bande volontiers contre 

ces vaines circonstances, qui pipent nostre jugement par les sens : et me tenant au guet de 

ces grandeurs extraordinaires, ay trouvé que ce sont, pour le plus, des hommes comme les 

autres : [...]. 

「私は言葉の上でも、行為の上でも、あらゆる種類の圧政がきらいである。このように感覚に

よってわれわれの判断を欺く空虚なことがらに対しては無性に反抗したくなる。だから、あの

とてつもなく偉い人々を子細に観察してみて、たいていの場合、普通の人と変わらないことを

知ったのである。」（五 279） 

 

41 Essais, II, 12, « Apologie de Raimond Sebond », Pl. 595 / VS 562 

Que les choses ne logent pas chez nous en leur forme et en leur essence, et n’y facent leur 

entrée de leur force propre et authorité, nous le voyons assez. Par ce que s’il estoit ainsi, 

nous les recevrions de mesme façon : le vin seroit tel en la bouche du malade, qu’en la 

bouche du sain. Celuy qui a des crevasses aux doigts, ou qui les a gourdz, trouveroit une 

pareille durté au bois ou au fer, qu’il manie, que fait un autre. Les subjets estrangers se 

rendent donc à nostre mercy, ils logent chez nous, comme il nous plaist. 

「われわれは事物がそのままの形と本質でわれわれに宿らないということと、それ自身の力と

権威によってわれわれのなかに入ってこないということを、とくと承知している。なぜなら、

もしもその反対だとすれば事物を同じように受け取るはずだからである。葡萄酒は病人の口に

も健康な人の口にも、同じ味がするはずだし、指にあかぎれの切れた者や、指がかじかんだ者

も木や鉄にさわれば、他の人と同じようにその硬さを感じるはずである。してみると、外界の

事物はわれわれ次第で、われわれの好きなようにわれわれのなかに宿るのである。」（三 245） 

 

42 Essais, II, 12, « Apologie de Raimond Sebond », Pl. 638 / VS 601 

Nostre fantasie ne s’applique pas aux choses estrangeres, ains elle est conceue par 

l’entremise des sens, et les sens ne comprennent pas le subject estranger, ains seulement 

leurs propres passions : et par ainsi la fantasie et apparence n’est pas du subject, ains 

seulement de la passion et souffrance du sens ; laquelle passion, et subject, sont choses 

diverses : parquoy qui juge par les apparences, juge par chose autre que le subject.  

われわれの概念（fantasie）は外界の事物にそのまま照応するものではなくて、感覚の媒介を

経て心に抱かれる。ところが感覚は外界の事物そのものをとらえるのではなく、自分の受けた

印象をとらえているにすぎない。したがって概念や表象は事物から来たものではなく、感覚の

印象から来たものであって、印象と事物とは別物なのである。だから、表象によって判断する

人は事物とは別のものによって判断しているのである3。（三 309-310） 

 
3 ジャンニ・パガニーニは、モンテーニュの「現象主義」を指摘し、その原因の一端を、アンリ・エテ

ィエンヌによるセクストス・エンペイリコス『ピュロン主義哲学の概要』の翻訳の影響に認めている。

パガニーニは、下記のように論じている。モンテーニュは、エティエンヌによるセクストス『ピュロン

主義哲学の概要』の翻訳の影響を受け、ギリシア語の phainomena（現象、現われ）という語の代わり

に apparenceを使用した。また、モンテーニュは、『ピュロン主義哲学の概要』の要約を提示する箇所

（42 など）で、phainomenon を apparenceと訳すと同時に、この語を fantaisieという概念と緊密に

結びつけている。このことによって、モンテーニュは、ピュロン派の懐疑主義を「現象主義」へと仕立

て上げた。現象主義とは、「見かけ」（apparence）と「現実」（réalité）の二元論に立ち、われわれは、
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２．美貌礼讃 

 

43 Essais, III,12, « De la physionomie », Pl. 1105 / VS 1058 

Je ne puis dire assez souvent, combien j’estime la beauté, qualité puissante et 

advantageuse. Il [= Socrate] l’appelloit, une courte tyrannie : Et Platon, le privilege de 

nature.  Nous n’en avons point qui la surpasse en credit. Elle tient le premier rang au 

commerce des hommes : Elle se presente au devant : seduict et preoccupe nostre jugement, 

avec grande authorité et merveilleuse impression.    

私が美貌という強力で有利な長所をどんなに高く買っているかはいくら言っても言い過ぎる

ことはない。ソクラテスはこれを短い支配と呼び、プラトンは自然の特権と呼んでいた。威力

においてこれを凌駕するものをわれわれはなにひとつ持っていない。美貌は人間の交際におい

て第一の地位を占めるものであり、まっ先に顔を出して、われわれの判断を強大な権威と強烈

な印象で引きつけて占領するものである。（六 105） 

 

44 Essais, III,12, « De la physionomie », Pl. 1104 / VS 1057 

Socrates a esté un exemplaire parfaict en toutes grandes qualitez. J’ay despit, qu’il eust 

rencontré un corps si disgratié, comme ils disent, et si disconvenable à la beauté de son 

ame4. Luy si amoureux et si affolé de la beauté. Nature luy fit injustice.    

あらゆる偉大な特質において完全な模範であったソクラテスが、人々の言うように、美しい魂

に似合わないあんなにも醜い肉体を持ち合わせたというのは、私には残念なことである。あん

なにも熱心に美を愛した彼に自然は不正を働いたのである。肉体と精神との相関関係ほど真実

らしいことはない5 6。（六 104） 

 

45 Essais, III,12, « De la physionomie », Pl. 1107 / VS 1059-1060 

J’ay une apparence favorable7, et en forme et en interpretation, [...] Et qui faict une 

contraire montre à celuy de Socrates. Il m’est souvent advenu, que sur le simple credit de 

ma presence, et de mon air, des personnes qui n’avoient aucune cognoissance de moy, s’y 

sont grandement fiées, soit pour leurs propres affaires, soit pour les miennes. Et en ay tiré 

ès païs estrangers des faveurs singulieres et rares. Mais ces deux experiences, valent à 

l’avanture, que je les recite particulierement. 

 
事物の本質としての「現実」を認識できず、その「見かけ」（とりわけ感覚によって認識可能な見かけ）

しか知ることができないとする考えのことである。次を参照。ジャンニ・パガニーニ「モンテーニュと

近代懐疑主義」山上浩嗣訳、『思想』2015年 10月号（1098 号）、7-24頁。 
4 [VS] Socrates, qui a esté un exemplaire parfaict en toutes grandes qualitez, j’ay despit qu’il eust 

rencontré un corps et un visage si vilain, comme ils disent, et disconvenable à la beauté de son 

ame,  luy si amoureux et si affolé de la beauté. (III, 12, p. 1057) 
5 モンテーニュはキリストに美貌を認めている。II, 17「われわれの偉大で神聖な天の王 [キリスト] は、

すべての点で注意と敬虔と尊崇の念をもって注目されるべきお方であるが、肉体的な美しさもお拒みに

ならなかった。＜主は人の子らよりもうるわしい。＞（詩編 45 :3）」（四 75-76） 
6 ただし、宮下志朗は、この点について、モンテーニュにおいて、「みにくさとは、美しい魂の仮面な

のである」という見解を披露している。彼によれば、ソクラテスやラ・ボエシの容貌の醜さに隠れた精

神の美しさは、学識に隠れた、空虚な精神へのアンチテーゼにほかならないという。宮下志朗『モンテ

ーニュ 人生を旅するための７章』岩波新書、2019年、212-217頁。 
7 [VS] J’ay un port favorable 
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私は、形から言っても、人に与える感じから言っても、恵まれた顔をもっていて、[...] ソクラ

テスとは反対の印象を与える。これまでにもしばしば、私を全然知らない人々が、私の風采と

態度だけを信用して、自分自身の問題や私の問題で私を頭から信頼してくれたことがある。ま

た、他国に行ってもそのために珍しい歓迎を受けたことがある。だが次の二つの経験は、おそ

らく特筆に値すると思う。（六 108） 

 

３．思考・表現の自然さの尊重 

 

46 S618-L745-B18bis 

 La manière d’écrire d’Épictète, de Montaigne et de Salomon de Tultie, est la plus 

d’usage, qui s’insinue le mieux, qui demeure plus dans la mémoire et qui se fait le plus 

citer, parce qu’elle est toute composée de pensées nées sur les entretiens ordinaires de la 

vie [...].  

 エピクテートス、モンテーニュ、サロモン・ド・テュルティの書きぶりは、もっと

もよく用いられ、もっともよく心に染みわたり、もっともよく記憶にとどまり、もっともよく

引用される。なぜなら、それは生活の日常の話題から生まれる思考だけでできているからだ。

[...] 

 

47 Essais, I, 51, « De la vanité des paroles », Pl. 324-325 / VS 305 

Un Rhetoricien du temps passé, disoit que son mestier estoit, de choses petites les faire 

paroistre et trouver grandes.  C’est un cordonnier qui sçait faire de grands souliers à un 

petit pied. On luy eut faict donner le fouet en  Sparte, de faire profession d’une art 

piperesse et mensongere [...]. Ceux qui masquent et fardent les femmes, font moins de 

mal : car c’est chose de peu de perte de ne les voir pas en leur naturel : là où ceux-cy font 

estat de tromper, non pas nos yeux, mais nostre jugement, et d’abastardir et corrompre 

l’essence des choses.  

昔のある修辞学者は、自分の職業は、小さなことを大きく見せたり思わせたりすることだと言

った。つまり、小さな足に大きな靴を作ることのできる靴屋というわけである。スパルタだっ

たら、人を瞞着する術を職とするものとして鞭打たれたであろう。[...] それよりは、婦人に仮

面をかぶせ、お化粧を施す人々のほうが害が少ない。なぜなら、婦人を素顔のままで見なくと

も、べつに損失にはならないが、あの修辞学者の連中は、われわれの目ばかりか、判断までも

欺き、事物の本質を損ない、腐敗させることを職とするからである。（二 174） 

 

48 Essais, III,12, « De la physionomie », Pl. 1082 / VS 1037 

Nous n’apercevons les graces que pointues, bouffies et enflées d'artifice : Celles qui coulent 

soubs la nayfveté et la simplicité eschapent ayséement à une veue grossiere comme est la 

nostre. Elles ont une beauté delicate et cachée : il faut la veue nette et bien purgée pour 

descouvrir cette secrette lumiere. Est pas, la naifveté, selon nous, germeine à la sottise, et 

qualité de reproche ? 

われわれは、人為で尖らせ、膨らませ、誇張させられた魅力しか感じ取れない。自然と単純さ

のもとを流れる魅力は、われわれの粗野な視覚をたやすく逃れる。自然なものの魅力は、繊細

で隠れた美をもっている。このような秘かな光を見出すためには、明晰でよほど曇りのない目

が必要である。われわれに言わせれば、自然さとは、愚かさの近親であって、非難されるべき
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性質ではないだろうか。（拙訳） 

 

49 Essais, III,12, « De la physionomie », Pl. 1083 / VS 1037 

Nous  qui estimons plates et basses, toutes celles que la doctrine ne releve ; qui 

n’apercevons la richesse qu’en montre et en pompe. Nostre monde n’est formé qu’à 

l’ostentation. Les hommes ne s’enflent que de vent : et se manient à bonds, comme les 

balons. Cettuy-cy [= Socrates] ne se propose point des vaines fantasies. Sa fin fut, nous 

fournir de choses et de preceptes, qui reelement et plus jointement servent à la vie […]. 

われわれは、学問がもちあげることのないすべてのものを平凡で低俗なものとみなし、豊かさ

を、立派なみかけと豪華さのもとでしか認識できないからである。われわれの世界は見せびら

かしによってのみ成り立っている。人間は風によってのみおのれを誇大化し、風船のように、

飛び跳ねて身を処すのである。ソクラテスは、空しい想念を抱くことはなかった。彼の目的は、

われわれに、あくまでも人生に実際に、より密接に役に立つ掟を提示することだった。（拙訳） 

 

50 Essais, III,12, « De la physionomie », Pl. 1083-1084 / VS 1038 

C’est grand cas,d’avoir peu donner tel ordre,aux pures imaginations d’un enfant, que, 

sans les alterer ou estirer, il [= Socrates] en ait produict les plus beaux effects de nostre 

ame. Il ne la represente ny eslevée ny riche : il ne la represente que saine : mais certes 

d’une bien allegre et nette santé. Par ces vulguaires ressorts et naturels : par ces 

fantasies ordinaires et communes : sans s’esmouvoir et sans se piquer, il dressa non 

seulement les plus reglées, mais les plus hautes et vigoreuses creances, actions et mœurs, 

qui furent onques.  [...] il n’y a rien d’emprunté de l’art, et des sciences. Les plus simples y 

recognoissent leurs moyens et leur force : il n’est possible d’aller plus arriere et plus bas. Il 

a faict grand faveur à l’humaine nature, de montrer combien elle peut d’elle mesme. 

ソクラテスが、子どものような純粋な発想にかくも見事な秩序を与え、その発想をねじ曲げた

り引き伸ばしたりせずに、それによってわれわれの魂の最良の成果を生み出したのは、まこと

に偉大なことである。彼はわれわれの魂を気高いものとしても、豊かなものとしても描き出さ

ない。ただ健康なものとして、しかし、真に溌剌として、完全なる健康をそなえたものとして

描き出している。ソクラテスは、こうした卑俗で自然な力と、日常的でありふれた想念を用い

て、興奮することも憤慨することもなく、かつてないほどに整った規律をそなえているのみな

らず、最高に気高く頑健な、信念、行動、生活習慣を打ち立てた。[...] そこ [ソクラテスの弁

論] には、人為や学問から借りてきたものは何もない。もっとも素朴な者たちこそが、そこに

おのれの手段や力を見出すのだ。これ以上に後ろに行くことも、これ以上に下に行くこともで

きない。彼は、人間の本性がどれだけ自力でなしうるかを示すことで、それを尊重したのであ

る。（拙訳） 

 

まとめ 

パスカル 

・美貌の危険な威力と、その移ろいやすさ、空しさを強調。また、人間が目で見た印象、粉飾

された外観に判断を左右されることを指摘。 

・言語は現実をありのままに簡潔に表現することによって美しくなる。美辞は対象の美を損な

う。真実であることがすなわち美。 

・惨めな外観、みすぼらしい見かけ、汚れにこそ内面の偉大さが宿るという根本的なアンチ美
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貌主義。「心の目」が不可視の徳を見いだす。 

・真理が見かけとは正反対の姿で現れるという発想は、世の通念や常識にも適用される。一見

素朴すぎて非常識な命題も、「裏の考え」という高い視点に立てば真となる。 

・可視的な仮象の世界が、それとは反対の価値をもつ不可視で真実の世界を隠している。われ

われは、神から啓示を与えられてはじめて、後者を見ることができる。 

モンテーニュ 

・事物の外観が理性による判断をゆがめるが、その外観の奥にある事物の本質は絶対に不可知。 

・事物の本質が不可知であるということは、外観がすべて。よって、美貌はそのまま美しい精

神の表現となる。 

・モンテーニュの自然さを尊重する文体観・言語観は、パスカルに大きな影響。また両者は、

弁論術への批判的姿勢と、自然な表現が真実および高い道徳性を内包しているという考えに

おいても共通している。 

 

 

引用凡例 

1．パスカル『パンセ』、『プロヴァンシアル』からの引用に際しては、次の版のテクストに従う。なお、

『パンセ』からの引用は、該当箇所の断章番号を記号 S（Sellier）とともに示す。また、ラフュマ版

（L）およびブランシュヴィック版（B）による断章番号を付記する。 

PASCAL, Les Provinciales, Pensées et opuscules divers, textes édités par Gérard 

FERREYOLLES et Philippe SELLIER, Paris : Librairie Générale Française, coll. « La 

Pochothèque », 2004. [略号：FS] 

2．モンテーニュ『エセー』からの引用に際しては，次の版のテクストに従い、出典を章番号、章題、

頁で示す。 

MONTAINGE, Essais, édition établie par Jean BALSAMO, Michel MAGNIEN et Catherine 

MAGNIEN-SIMONIN, Paris : Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2007. [略号：Pl.] 

また，次の版の当該頁も付記する。 

MONTAIGNE, Essais, édition de Pierre VILLEY, sous la direction et avec une préface de 

Verdun-Louis SAULNIER, Paris : PUF, coll. « Quadrige », 1992, 3 vol. [略号：VS] 

なお、『エセー』の日本語訳については、一部の拙訳以外は、岩波文庫の原二郎訳（全６冊）を用い、

該当箇所を巻号の漢数字と頁で示す。 
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