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ある作家を全的に把握 しようとする時,正 面か らその作家,作 品を取 り扱 う事は,正 統 な

道であろうし,ま たそれが最終の目標であるだろう。 しかしその対象が多様性 と深みを蔵 し

ていればいるほど,こ うした方法を始めから試みる事には,幾 多の困難が存するのは自明で

あ り,む しろいかに迂遠であろうとも,地 道な基礎的予備作業が不可欠である事は言を侯た

ない。フローベールもそうした作家の一人なのだ。筆者もこのようないわぽ間接的アプロー

チによっていくつかの問題を考究して来たが①,本 論では,主 としてフランス文学史上の代

表的作家達に対するフローベールの反発をも含めた広い意味での受容の有様,換 言すればフ

ローベールの作家観を基軸 とし,こ れ らを対比するとい う新たなアプローチの一環 として,

先ずモンテーニュを取 り上げ,両 者の対決の内にフローベールなる作家に側面から光を当て,

その全体像の一端を浮かび上らせようとするものである。

言 うまでもなくモンテーニュ(1533-1592)は,フ ランス ・ルネサンスの後半,文 字通 り

血で血を洗 う宗教戦争 の時代をしたたかに生きぬいたフランス ・モラリス トの祖,rエ セー』

三巻の著者である。 今回 このモンテーニュを扱 うのには,大 別三つの理由がある。1)フ ラ

ンス文学は,お よそ彼に始 まるモラリス ト文学と称 されるものを抜 きにしては考えられぬ事,

2)自 己を通 して普遍的人間への豊かな省察に及ぶ,彼 の如 き柔軟に して複雑多様な思想の

持主を対象 とする場合,誰 でもなにがしかの類似性を見い出す事はむ しろ当然か も知れぬが,

しかしフローベール自らもその書簡で告白しているように,我 々の予想をはるかに超えてこ

の両者の聞に親和性が認められ る事,3)仮 りに 「作家が文学の倫理性を尊重すればするほ

どモラリス トとしての性格が濃 くな り,作 家が文学の芸術性を尊重すればするほどモラリス

トの性格を失 ってゆ く」② とすれば,そ の性格が希薄 と言わざるを得ないフローベールのか

くの如き親近性は,そ の文学を考える上で一つの重要な鍵を与えるであろう事,で ある。

なお,本 拙論の分析はいおゆる初期作品の他に,数 多 くの書簡に拠っている。この手法は

いささか常套的ではあるが,rボ ヴァリー夫人』以後作品の内に自己を現わさぬ事を信条 とし(3),

また文学上の主張 とか小説論 といったものを発表せず④,日 記の類も残さなかったこの作家

にとって,書 簡 こそ創造の秘密を明かすほとんど唯一の直接的証言だか らである。

I

フ ロー ベ ー ル の書 簡 を一 読 す れ ば,同 時 代 ない しは そ の作 品 へ の言 及 は 別 に して,ラ ブ レ

ー
,モ ンテ ー ニ ュを始 め とす る十 六世 紀 の作 家 達 へ のそ れ が,事 の外 多 い の に気 づ くはず で
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ある。事実本論考の対象であるモンテーニュあるいはそのrエセー』への論及に限ってみて

も，コナール版『書簡集』第九巻のインデックスによれば，ギュスターヴ十六才の1838年9

月13日付エルネスト・シュヴァリエ宛の手紙から，死のおよそ一年前1879年4月16日付姪の

カPリーヌ・コマンヴイル宛のそれまで40個所以上に及んでいるのである。そしてそこには

時期的な片寄りはさほど見られず，しかもそれらはいずれも彼の心からなる讃辞と共感であ

り，親近性の表白なのである。更に書簡に於ける最初の言及に先立つ1836年4月及び12月に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モラリテ
書かれた『この香を嗅げ』そして『激怒と無力』と題された二つのコントの教訓が，共にモ

ンテーニュより引かれている事実に加えて，「フランスの散文作家では，ラブレーとモンテ

ーニュとをいつも読み返し，文筆に携わろうとする人には誰にでもこの二入を勧めていまし

た。」，「彼は好んで，モンテーニュにならって，懐疑に枕して眠るべきだ，と繰返して言い

ました。おそらくこれこそ彼の哲学の究極の言葉であったでしょう。」（5）というコマンヴィル

夫人の証言等をつき合わせてみる時，フローベールは非常に若くしてモンテーニュに惹かれ，

生涯に渡って一種の親和力がこのニニ人の間に働き続けた事は疑いないように思われる。

　ミシェル・エーケム・ド・モンテーニュは1533年2月28日モンテーニュの城館に生まれ，

1592年9月13日同地で五九才六ヵ月の生涯を閉じた。その家系は曾祖父の代にブルジョアか

ら成り上り，父ピエール・エーケムはフランソワー世のイタリア戦役に従い，後年ボルドー

市長へと累進した帯剣貴族であり，ミシェルは新興とは言え名望あるこの領主の後継者たる

運命を担っていたのであった。それから隔たる事ほぼ三百年，ギュスターヴ・フローベール

は，代々シャンパーニュ地方で獣医，踊鉄工を業とする旧家の出身，パリ大学医学博士，ル

ーアン市立病院外科部長アシル・クレオファスの実質的には二男として，1821年12月12日病

院隣接の官舎に生をうけ，！880年5月8日ルーアン近郊クロワッセの寓居で五八才五ヵ月の

生を突然の死によって終えている。モンテーニュにしてもフローベールにしても，激動の時

代にそれ相応の階級に生まれ，それが自己に課す責任を意識していた。前者が1588年版『エ

セー』に至り，貴族の肩書を抹消して単にミシェル・ド・モンテーニュとのみ署名したとし

ても，彼には生涯ジャンティヨム（gentilhomme）たる事の務持と自尊があったはずであり，

後者にしても，かの有名なブルジョア憎悪は，逆に「自己の内に潜んでいるブルジョア」（6）の

苦々しい確認，精神貴族の裏返しとも言えるもので，その文学的生は己が宿病と共に父の世

俗的成功に専ら負うていた事は否定し得ない事実なのだ。彼等にはそれぞれその階級の象徴

としての父親の存在が，意識の奥深く影を落していたように思われる。モンテーニュの父へ

の敬愛の念は自らのボルドー市長就任時，「少年の時に見た父の老いた姿を思い出す」（7）場面

を想起するだけで十分窺い知れるし，何よりも父は彼の人生に於ける最初の摸範であった。

フローベールのそれは，『ボヴァリー夫人』のうリヴィエール博士の姿に描き尽くされてい

ると言われるが，同時に彼の場合には，九才年上の兄アシルが父親と二重写しになっている。

文学に魅入られた「呪われた人」ギュスターヴが将来の道を模索しつつあった時，既に家族

の期待通り父の跡を継ぐ体勢にあった兄を見るにつけても，「家族の馬鹿息子」たる意識に

苛まれてゆくのだ。ブルジョア子弟の通例として法律に進む事を当然と考える父を前に，形

のみパリ大学法学部に籍は置いたものの，一層の焦燥の果に陥った内面の危機，そこから生

涯彼を苦めるあの神経性の発作が，逆に彼を救済した事は皮肉と言わざるを得ない。モンテ

ーニュが次第に「正直一途の書物」（8）と確信してゆき，フローベールがいかに文学を「聖」な



フローベールとモンテーニュ 63

るものと崇めていても，少くともその出発点にあっては，自己の属する階級に相応しいもの

と公言し得るものではなかったのである。

　フローベールの根本的な人生・思考態度の一つとして先ず挙げられるのは，その懐疑主義

である。とりわけ青少年期にあっては，それがこの時期通有の傾向である上に，当時一世を

風靡したロマン主義の影響もあって，より増幅された形で表われている。ギュスターヴがモ

ンテーニュに惹かれ始めたのも，懐疑主義の側面からであったが，彼にあっては，もう一つ

の顕著な傾向たるシニシズムとない交ぜになっているのだ。

　既述のように，モンテーニュの名が最初にギュスターヴの筆に上るのは，ロマン主義の影

響や模倣が明白ではあるとしても，作風が次第に個性的色彩を帯びてくる，彼十四才から十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モラリテ五才にかけての二つのコントーrこの香を嗅げ』，r激怒と農博』一の結末の教訓に於い

てである。

　「　　　　　　　　　　　　　　　　教訓

　　博学にして廉直賢明なるガスコーニュびとなるミシェル・ド・モンテーニュ先生は申

　されている《これは正直一途の書物である。私は私の意見を述べたまでで，立派なる意

　見を述べておるものではなく，私の意見そのものを述べたるものである》」（9）

　　　　　　　　　　　　　　　いまわ
　「　　　　　　　　　　　今者の際に

　　　　　　　　　　　　　　　いかに振舞うべきかを示すための

　　　　　　　　　　　　　　　（シニックな）教訓

　　謹厳なる大人，廉直賢明の士，性善良なる夫子，ミシェル・ド・モンテーニュ先生は，

　しばしば，その著書の中に於いて申されている，《我何を知るや》，と。」（1。）

　モンテーニュの懐疑主義を示す「レーモン・スボンの弁護」の章中の有名な一句を引いた

後者は別として，『エセー』序文「読者に」を受けた前者は，勿論懐疑主義とは無縁である

が，この一節の少し後で，次の如く書きつけられている事は注申しなければならない。

　「作者の哲学的な思索についてあなたに説明はしないことにする。作者のその思索には

　もの悲しい，苦々しい，陰諺な，そして懐疑的なものがあるのだ……この作品から探し

　だして頂きたい。」（11）

　しかもこの二つの作品にはいずれも副題が付されているが，それぞれ「哲学的・道徳的・

背徳的一「定義は自由」な一コント」，「神経の細い者，信仰心の厚い人には有害なコン

ト」というものなのだ。

　「歴史は私の最も得意とする獲物である」（12）と言うモンテーニュの歴史への好みは，周知

の事実であるが，同様にフローベールのそれにも著しいものがある。それは『サランボー』，

『聖アントワーヌの誘惑』にその枠組を与えているが，しかし既に初期作品の内にも明らか

に見てとれる傾向なのだ。更により仔細に検討してみると，若きギュスターヴの関心は歴史

的なものから次第に自己告白へと向っている事が跡づけられる。広汎多岐に渡る初期作品の

うち小説をとってみても，歴史小説，哲学小説，幻想小説，告白小説等，様々なジャンルが

試みられているが，歴史小説が最：も早い時期に着手されており，1835年及び36年はその大部

分が歴史小説あるいは歴史に関する記述なのである。これには当時の彼の最大の関心事が，

流行のロマン主義史劇を中心とする演劇であった事と共に，コレージュの歴史教師，ミシュ

レの弟子で後年ストラスブール及びポワティエの大学区長となったシェリュエル教授の感化
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も大きかったと思われる。初め中世に向けられていた彼の興味は，漸次十六世紀に移り，こ

の時期の歴史物のほとんどを占めている。rド・ギュイーズ公の死』，　rサン・ピエトロ・オ

ルナノ』，rフィリップ・ル・プリュダンの秘密』，　rフィレンツェのペスト』等々である。彼

の歴史小説には暗殺，軍卒謹め場面が頻出するが，．．背景が血なまぐさい宗教戦争の時代であ

った事もあろうし，またここにもロマン主義の影響，青少年期特有の嗜好が認められよう。

しかし何よりもその生まれと環境とによって，死というものが一つの強烈な固定観念となっ

ていた事は事実で，他のジャンルの作品をみても，死あるいは埋葬の場面が執拗に繰り返さ

れるのである。『許嫁と墓』，r母と枢』，『二人目恋人と二つの枢』，『苦悶』，『死者の舞踏』，

r酩酊と死』，rスマール』そしてrマチュラン博士の葬式』等である。こうした死とのかか

わり方が，同様に死が人生の最大の関心事であり，一種の強迫観念でさえあった初期のモン

テーニュに彼を親しませていった事は想籐に難くない。「哲学をきわめるとは死ぬことを学

ぶこと」（13）であったのだから。

　書簡にモンテーニュが初出する1838年は，歴史小説から告白小説へと向かいつつあった時
　　　　　　　　　ぱでンコアソチ　ム
期で，同年秋自ら「内面の物語」と称したr狂人の手記』が書き上げられている。9月13日

付のその手紙で彼は言っている。

　「僕はずっとラブレーを読んでおり，それにモンテーニュをつけ加えた。後になって，

　この二人について哲学的文学的な特殊研究をしょうとさえ考えている。それは，思うに，

　フランスの文学と精神が源を持つ一点なのだ。」（14）

　彼がモンテーニュと並んで愛したラブレーは，ルソーの『告白録』に引き続いて再読され，

この年の末『ラブレーについて』という短い評論によって，その企ての半ばは達成された。

彼のモンテーニュ論は遂に書かれる事なく終ったが，けれどもそれは別に彼のモンテーニュ

熱が冷却したという事では全くない。むしろ逆に「僕にう’ってつけの人間」（c’est　Ih　mon

hOmme）とまで呼ぶに到るのである。

　「気晴しにモンテーニュ氏を読んでいますが，僕はそれで一杯です。彼はまさに僕にう

　ってつけの人間です。文学にも美食学にも，ロー杯に頬張って食べ，喉一杯に詰まらせ

　て呑み込むようなある種の果実，それもとても果汁が多くて，その汁が心の中までしみ

　入ってくるといった果実があるものだ。彼はその内でも最も美味しいものの一つだ。」（15）

　そしてモンテーニュの懐疑主義はラブレーのそれと共に，彼の心に深く根を下すのだ。

　「ラブレーの多分とモンテーニュの我輩を知るや，この言葉は二つながらいかにも広大

　なものなので，そこに踏み迷い，そして僕は飛切りの阿呆になってしまうのです。」（16）

　歴史小説，哲学小説，幻想小説と遍歴したフローベールは，告白小説，「内面の物語」，要

するに己の内なる叫び，思想を吐露し，自己を全面的に語る事へとひたすら傾斜してゆく。

この小説形式もまたロマン主義の主要なジャンルの一つではあったが，同時に彼はこうした

自己の語り方をモンテーニュその人にも学んでいったように思われる。勿論モンテーニュが

最終的に到達した「自己を語ることは普遍的な人間を語ることである」という自覚と方法は，

いかに逆説的にみえようとも，没我主義を標榜しつつも「ボヴァリー国入は私だ」と言い切

った後年のフローベールを待たねばならぬが，そこに到るまでの厳しい自己の内面探求には，

やはり『エセー』という手本が必要であったと言えよう。この意味で特に注目すべき作品は，

『狂人の手記』（1838）及びr11月』（1842）である。
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　先ず彼の「精神的な兄」とも言うべき哲学詩人アルフレッド・ル・ポワトヴァンに捧げら

れた『狂人の手記』，その献辞を見てみよう。

　「この文章には，一つの魂があますところなく全部おさめてある。それは僕の魂かP別

　の誰かの魂か2僕は初め内面の物語を作ってみたかった。その中で懐疑主義を絶望の果

　てまで押し進めてみようとしたのだが，書いている内に，少しずつ個入的な感動が寓話

　の中に入り込み，魂がペンを動かし圧倒してしまった。」（17）

　すべての芸術家は独創性を模索する過程にあって，先人の模倣から出発すると言っても過

言ではない。モンテーニュも親愛なる古代人達を通して自己蓑現を始めたように，フローベ

ールもまたユゴー，デュマ等の同時代人と共に，モンテーニュに倣う事大であった。A．コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くだり
一ルマンはrエセー』とr狂人の手記』の多数の類似の条を指摘しているが（エ8），差し当たり

この小説の冒頭の一節を見るだけでも，十分その事は窺えるであろう。

　「僕は専ら，頭に浮ぶものをそっくり紙の上に移してみるだけだ。思い出，感想，夢想，

　気紛れなどと一緒に僕の思想を，考えたこと感じたことのすべてを，だ。」（19）

　更にr11月』にあっては，そのエピグラフがまたもやrエセー』から引かれているのであ

る。

　「《よしないことを詮索したり，気紛れな思いに耽けったりするために》（モンテーニュ）」（20）

　ジャン・ブリ＝ノーによってこの時期の最も重要な作品とされている『11月』も，自己表

現の方法の一端をモンテーニュに負うている事は，この一事でも納得されるであろう。

　フローベールの生の声を聞くには，その書簡を読むに如くはない。しかし初期作品の時代，

特に1839年までの手紙は残念ながらその数が非常に限られている。けれども1965年リュシー・

サバティエによって刊行された雑文集『思い出・覚書・瞑想』　（1838－1841）は，この空隙

を埋めるものとして研究者の関心を呼んだ。そこにはとりたてて目新しいフローベールが謡

い出されはしなかったが，注目すべきは，このいわぽ「内面の危機の記録」の思想，文体が

極めて『エセー』に近似している事である。箴言，アフォリズムに満ちた省察，自己分析・

自己認識への真摯な試み，それは文字通り彼の青春時代のエセーであったと言って良い。

　先ずモンテーニュへの直接の言及をいくつか挙げれば，思想家としての彼について，

　「人類の尊厳を語るなど，とんだお笑い草だ。その点をおきまえた思想家として，僕は

　モンテーニュとパスカルを愛する。」（21）

　その文体については，既に引用したほぼ同時期の手紙とほとんど変らぬ表現の讃辞が，窺

い出される。

　「古今の作家を通じてモンテーニュは最も美味だ。彼の文章には果汁があり，果肉があ

　る。」（22）

　更にその精神について極めてアフォリステイックに，

　「モンテーニュの精神は四角で，ヴォルテールのそれは三角だ。」（23）

　「まことに人間というものは驚くほど空な，変わりやすい，不定な存在である。人間につ

いて恒常斉一な判断を立てることはむずかしい。」（24）という基本的認識の下に，「私は私の対

象である自己を確定することができない。〔…〕私はその本質をえがかない。その推移をえ

がく。」（25）モンテーニュは，「私は私自身よりも明らかな化け物や奇蹟を見たことがない。〔…〕

私は自分に親しみ，自分を知ることが多ければ多いほど，それだけ自分の崎形に驚き，ます
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ます自分がわからなくなる。」（26）と時に己れの比類なき試みに危惧を覚えっつも，「人間は誰

でも自分の中に人間性の完全なかたちをもっている。」（27）という信念に基づき，自己の飽くな

き探求を通して，相矛盾する人間の普遍的条件を提示し，人間の限界性，その《van三t6》（空

しさ，空虚，虚栄）を確認する。フロごベールも同然であり，前掲r思い出』に次の如く自

己分析している。

　「僕はあらゆる矛盾，あらゆる不条理，あらゆる素っ頓狂を一身に蔵する。僕は自分自

　身すらも信用していない。　〔…〕僕は希望から不安へ，それも途方もない高望みから無

　惨な自己否定へと揺れ動く。」（28）

　「僕はいつも悲劇か喜劇を演じているのだ。僕という三二は実にわかりにくいので，自

　分でも自分がよくわからない。」（29）

　そして十年ほど後，彼はモンテーニュ自身の言葉を引用しながら自己規定するのだ。

　「僕は全く単純で全く安易な哀れな男，全く《不定な変わりやすい》男です。継ぎはぎ

　だらけで，矛盾と不条理に満ちているのです。」（30）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス　ケ　レ　「入からも，物からも，仮面を取り除かねばならぬ」（31）と決意するモンテーニュは「人体
ト　ス

標本」（32）を示す。そしてフP一ベールも「屍体を解剖するのと同じように人の心を解剖する

人間」（33）なのである。「我々は自らを欺く，とモンテーニュは言った。」（34）と更に同書に書き

記した彼は，人間の《vanit6》を容赦なく暴きたてるのだ。

　「虚栄には二種類ある。対外的虚栄と自己内面の虚栄とで，後者が良心とか体面とか自

　尊心などと呼ばれる。この二種分類を裏づけるのは各人の内にある二人の人間，すなわ

　ち行動する人と批判する人とであって，我々の私生活はこの行動人が批判人のご機嫌を

　とることに終始する。」（35）

　しかも彼は既に『苦悶』の中で，そしてシュヴァリエ宛の手紙の中で断言していたのであ

る。

　「虚栄が，私に言わせれば，人間のすべての行いの基である。私が喋り，振舞い，生涯

　でなんらかの行為を行なった時，そして自分の言葉を或いは行為を分析してみた時，私

　はいつも自分の胸に或いは頭に巣くった，この年寄りの気狂い女を見つけ出したものだ。

　多くの人間は私と似たりよったりだ，同じ率直さを持ち合せている人間が少ないだけの

　ことだ。」（36）

　「僕は虚栄がすべての基礎であり，とどのつまり人が良心と呼ぶものは隠れた虚栄に過

　ぎないという確乎たる信念を持つに至ったのだ。」（37）

　こうして彼は，そしてすべての人間は，その内面にぽっくりと口を開けている恐るべき空

虚の深淵に，呑み込まれてしまうのだ。（38）モンテーニュについては，「レーモン・スボンの

弁護」の次の一文を引くに止めよう。

　「あらゆる空虚なものの中で最も空虚なものは人間である。」（39）

　やがて彼は，その標題も「空虚について」（皿，9）なる章を書くであろう。

　モンテーニュは，そめ生涯を通じてよく旅をしている。その最大のものは，『エセー』初

版刊行直後1880年より翌81年，湯治を兼ねて南ドイツからイタリア各地を遍歴した一年五カ

月に渡る旅である。一方フローベールもまた，1849年から51年にまたがる一年半以上の東方

旅行を始め，いくつかの重要な意味を持つ旅を経験している。そして周知のように，モンテ
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一ニュは『旅日記』を残し，フP一ベールも興味深い紀行文をそれぞれ物している。旅とは

二人にとって何であったのだろうか。モンテーニュは言っている。

　「人々との交際はその目的に非常に適しております。また，外国を訪れることも同様で

　す。〔…〕主としてその国々の国民性とか，風習とかを調べ，そうして我々の脳味噌を

　他人のそれにこすり合わせ，磨くことを目的とするものでなければなりません。」（40）

　「旅行は私には有益な訓練であるように思われる。魂はここでは未知のもの，新命なも

　のを見て，絶えず実習をする。また，私は，しばしば言ったように，生活を形作ってゆ

　くためには，絶えず多くの違った生活を見せ，思想や習慣を見せ，人間性が不断に変化

　するものであることを味わわせること以上によい教育はないと思う。」（41）

　フローベールもまた同様に，

　「旅では，何よりも自己を教化しなければならない。」（42）

　そして初めての旅である，ピレネ・コルシカ旅行を躊躇する息子にその父が書き送ったの

は，　「我々の脳味噌を他人のそれにこすり合わせ，磨くこと」という，上記「お前の友モン

テーニュ」の言葉なのである。（43）

　モンテーニュは，フローベールのこの最初の旅の記録『ピレネ・コルシカ紀行』の冒頭「ボ

ルドー」の章に，暗くも顔を出す。かねて親しんで来た『エセー』の原本に，市立図書館で

対面する場面である。

　「図書館で，僕は聖遺物と同じほどの崇敬の念を込めて，モンテーニュの稿本に手を触

　れました。世俗の聖遺物というものもまたあるからです。欄外の増補は数多く，はみだ

　さんぽかりですが，開瞭で削除もなく，衝動的な感興の名残りの如く書かれています。

　思想あるいは言葉の訂正よりはしばし拡張なのです。しかしながら，そうしたことは芸

　術家の疑点から，その観念をあらゆるニュアンスをもって表現するために時折あること

　なのです。僕はボルドーの大聖堂に瞑想を凝らして入りましたが，もしそう言い得るな

　ら，より篤い歴史的信仰を抱いて，この書物の頁を繰ったのでした。」（44）

　更に「トゥールーズ」の章：では，愛する十六世紀以来の文人に思いを馳せつつ書き記すの

だ。

　「モンテーニュにあっては，すべてが自由自在だ。そこでは全き人聞の知性の中を人は

　泳ぎ，思想の一波一波が長い饒舌な文章を満たし，彩るのです。そしてその文章は，時

　に跳躍して時に立ち止まって終るのだ。最初漠と錆具し，ラブレーに於ける笑いと巨大

　な喜びに満ちたルネサンスの思想は，より人間的になり，理想や幻想から解き放された。

　それは小説を離れて，哲学になったのです。」（45）

　1845年版初稿r感情教育』でも，こうした思いを語った後，自分が文学に目差すものをジ

ュールに言わしめている。

　「彼が望みとしていたのは，ルネサンスの活気を幾分でも再現させ，それに十七世紀の

　明るく澄んで響きのよい散文の中にある新しい趣味の奥底にひそんだ古代の香気を添え，

　更に十八世紀の分析的な明確性や心理の面での奥深い追求や方法を加えてゆきたいとい

　うことだった。」（46）

　勿論こうした十六世紀ルネサンス讃美は，ロマン主義の所産でもあるのだが，同時に彼の

内には，十七世紀以来の母国語・母国文化の「明晰性」の神話と共に，より自然にして豊饒，
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力強く融通無想な，この世紀の活気盗れた男性的言語と精神を希求する心があったのだ。「十

六世紀の詩人達には，一つとしてまやかしのイメージがない」（47）と後に言うのも，この意味

に於いてであろう。

　1847年デュ・カンと共に試みたブルターニュ，ノルマンディへの旅の記r野を越え，磯を

越えて』に描かれたシャトーブリアンの地サン・マロ，その城壁上での夢想はまさに十六世

紀讃歌と言ってよい。

　「かの異常なナ六世紀，狂信狂愛の時代〔…〕その頃，人間の魂はいかに全力をあげて

　その絃を高鳴らせたことか！その頃，人間の魂はいかに広大，横町，豊饒なものであっ

　たことか！〔…〕信仰は山の崩れ落ちるように土台から動揺し，新しい世界が発見され，

　見失しなわれた過去の世界が発掘され，ミケランジェロがドームの下に立ち，ラブレー

　が咲笑し，シェークスピアが凝視し，モンテーニュが瞑想するこの時代，それは《人々

　の眼を楽しませるために読え向きに出来た芝居》というフェヌロンの言葉通りではない

　か？そして，そこにはまた，情熱の進化，勇気の烈しさ，意欲の強さ，生来の必然性に

　引戻した自由の完壁は膨脹化といったものが発見出来ないだろうか？」（48）

　随所にルネサンスへの愛好とその歴史の深い知識を窺わせるこの紀行文には，更に我々の

関心をそそる一節が見い出される。ロワールの城巡りの途次，プロアの城を訪れた彼は1588

年ここに招集された全国三部会を想起し，王の待兼としてこれに臨んでいたモンテーニュの

「ボルトレ」を描いているのだ。

　「僕達は一階で，1588年の全国三部会が開かれた部屋を見た。ボルドーの貴族によって

　派遣された一人のがスコーニュ貴族が，そこに列していたのだ。彼は，僕の想像するに，

　木の宥薩の下で反響する議論にはほとんど与らなかったに違いない。一人離れて座し，

　黒の品の良い服をまとい，常住手にするステッキを弄びながら，恐らく彼は，現下の状

　況が想起せしめたサルスティウスの一節かルカヌスのある詩句を，心の中に反翻してい

　たのであろう。叫び立つこれらの情念の渦中で情念もな．く，あれほど多くの激しい確信

　の傍らで信念もなく，彼は過ぎゆくものの傍らの残りゆくものの象徴としてそこにいた

　のだ。彼の名はミシェル・ド・モンテーニュ。」（紛

　その隠棲者的イメージにも拘らず，モンテーニュは公的生活にあっても格段に能動的であ

った。超越的，瞑想的にして受動的なる側面の強調は，フローベール自身の姿の投影とも言

え甚だ興味深い。既に『思い出』には，そうした自己認識が表明されているのだ。

　「僕は唯物論者でも唯心論者でもないが，もし何者かでなくてはならぬというなら，むしろ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スベクタトウ　ル　唯物論者だろう。いや，むしろスペッタトーレ（イタリア語で以下と同義）一観客だ。」（50）

　そしてそれは十九世紀の幾多の政治的激動に対する，一貫した彼の基本的態度であったと

言えよう。（51）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たびだち　フPt　一一ベールの最大の旅たる東方旅行は，彼の自覚的作家としての出発ともなった。　A．

チボーデも指摘するように，イタリア旅行がモンテーニュを『エセー』第三巻の著者とした

とするなら，東方への旅は彼にとって『ボヴァリー夫人』へのスプリングボードとなったの

だ。（52）「真の書物たるこの世界と交わる」（53）旅は，人闘の多様性，相対性の検証を通して，

より一層その視野を拡大させ，更に自己認識を深めるのに役立った事は間違いない。彼等の

旅は己が真の資質の確認の旅，自己発見の旅だったのである。
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　『エセー』の叡智が観念としてではなく，より良く生きるための身についた知恵となるの

は，人生の様々な経験を重ねるにつれてであると言ってよい。知識が知識として止る限り，

他ならぬモンテーニュが最も唾棄した「衝学的装飾」でしかない。《connaltre》あるいは

《savoir》という語も，語源的にはそれぞれ「共に生まれる」，「味わう」という意味なのであ

り，モンテーニュ流に言うならば，まさに「知るとは感ずること」なのである。（54）フP一ベ

ールにとって，確かに『エセー』は文字通り「枕頭の書」（55），「聖務日課書」（56）であり，その

著者をラブレーと共に「養父」（57）と呼んではいたが，それが真に自己の血肉と化してゆくの

は，文学に惹かれつつも深まりゆく将来への不安と焦燥，ある意味でその生き方を運命づけ

たあの宿学，父，愛する妹の相継ぐ死（1846）と精神上の兄ル・ポワトヴァンの死（1848），

数度に渡る旅，そして『ボヴァリー夫人』に始まる苦悩に満ちた文学創造の新たな実験的試

み，そうしたのっぴきならぬ一つ一つの人生体験の重みを通してなのだ。

　妹の通夜をしながら彼が読むのはモンテーニュであり，『エセー』はまさに彼の身と心に

染み入っていくのである。

　「妹が死んだ時，僕は彼女の通夜をした。〔…〕僕はモンテーニュを読んでいたが，目

　は本から遺骸へと移ってゆくのであった。彼女の夫は喘ぎながら眠っていた。司祭はい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フォルム　びきをかいていた。僕はそうしたすべての事どもを凝視しながら，一人こちた，形相は
　　　　　　イ　デ　
　移ろいゆき観念のみが残る，と。そして僕はこの作家の文章のはしぼしに，熱狂の身震

　いを覚えた。」（58）

　周知のように，ピエール・ヴィレーは大著『「エセー」の源泉と進化』（1908）に於いて，

「ストア主義時代から懐疑主義の危機を経てエピクロス主義ないし自然哲学へ」というモン

テーニュ思想進化の図式を提示した。（59）この画期的な説には，勿論当初からその余りに単純

な割り切り方故に，彼の思想が内包する複雑微妙さをないがしろにし，かえってその正しい

把握を妨げるという強い批判が寄せられていた。けれども主として執筆の時期によるこうし

た三段階の区分は，今日でもなおそれなりの指標を与えてくれることも事実であり，M．ビ

ュトールもその著『「エセー」をめぐるエセー』の中で，次の如き興味深い観点からこれを

行っている。

　「第一巻の中心人物は亡き友ラ・ボエシであり，第二巻のそれはモンテーニュ自身であ

　つた。では第三巻には誰が来るのか？もう一人の友，といっても過去の友ではなく，用

　意されたその席につくことになる未来の友である。」（60）

　こうした見方が我々にとって重要なのは，後に詳述するように，それがまた一面でフロー

ベールのモンテーニュ体験の道筋であり，同時に彼の成長の軌跡でもあったという事なので

ある。

　ラ・ボエシの感化の下，セネカ，小カトーに親しみ，　「哲学をきわめるとは死ぬことを学

ぶこと」と決意したモンテーニュは，プルタルコスの『倫理論集』とセクストゥス・エンピ

リコスのr懐疑派概説』との出会いを直接の契機として，次第にストア派から遠ざかり，特

に後者により懐疑主義に惹かれてゆく。有名な「我何を知るや」の一句を含む，長大な「レ
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一モン・スボンの弁護」である。しかし従来よく言われて来たように，この時期をいわゆる

モンテーニュの「懐疑主義の危機」と捉らえる事は当を得ていない。彼の懐疑主義とは，そ

の思想的成長過程の特定の一時期に限定されるものではなく，むしろ「彼と共に生まれた」

天賦の特質，生涯に渡って精神の一つの基底たり続けた思想なのである。（61）関根秀雄氏によ

れば，「それは精神の自由を確保し，〈アタラクシア〉の状態を危うくされないための，方

法的セプティシスムであった。いかなるドグマティズムにも侵蝕されず拘束されないための，

自己防衛の手段にすぎなかったのである。」（62）そもそもscepticismeとはギリシア語のskep－

tomai（見まわす，考察する，検討する，調査・吟味する）がその語源であり，モンテーニュ

のそれも，先ずこうした意味で解されねぽならないのだ。それは自由検討の精神，実証精神，

真理探求の精神，そして平衡感覚に基づく相対主義，反狂信主義・寛容の精神等々，まさにユ

マニスムの精神を照射するものなのである。従って彼のいわゆる棄権主義（abstentionnisme）

なるものも同然であり，狂信に対する苦悩に満ちた選択であった事を悟らねばならないだろ
う。（63）

　フローベールにあってもまた，青少年期のシニックな懐疑主義を脱した後は，上述の如き

懐疑に根差した諸精神が，絶えず物事の判断の基底に働き続けていた。「愚かしいのは，結

論をつけようと望むことだ。」（64），「我々の狭い感覚と限りある知性とで，どうして真と善と

の絶対的認識に達し得るでしょう。」（65），「芸術家とは重層的に考える人でなくて一体何でし

ょうか。」（66）という彼の言葉は，「断言と頑固さは愚かしさの明白なしるしである。」（67），「我

々の能力で真偽をはかるのは愚かである。」（68），「やむを得ずたった一つのの生き方にへばり

つき，しばられているのは，息をしているというだけで，生きるということではない。最も

美しい魂とは最も多くの多様性と柔軟性をもった魂である。」（69）というモンテーニュのそれ

と，いかに同一の地平にある事だろうか。こうした姿勢は当然，西欧精神の核心たるキリス

ト教との関り方をも：貫くものであり，限界をわきまえ，ドグマティズムを排する彼の宗教上

の態度は，宗教戦争というまさに狂信の時代を生きぬいたモンテーニュの立場に通じている

のである。

　「原罪によって悪を説くのは何の説明にもなりません。原因の探求は反哲学的，反科学

　的ですし，このような宗教が原因を識っていると自ら断言しているのですから，まだ哲

　学の方がずっとましです。宗教は心の欲求であるべきです。尊ぶべきはこの欲求こそで

　あって，断じてかりそめのドグマではありません。」（70）

　1580年より少し前に書かれたと推定される「残酷について」　（豆，11）の章に於いて，ソ

クラテスとその徳について語る頃から，モンテーニュは次第に「汝自らを知れ」と説いて止

まぬこのギリシアの「知の愛野者」，「徳の体現者」に惹かれてゆく。降竜トーから出発し，

遂にソクラテスがおよそ達し得る最高の人間と考えられるに至ったのである。『エセー』初

版にその名が出るのが14回，88年版以後は79回に上るという数字が，何よりもこの事を物語

る。そしてその所以は，「この豊かにして偉大なる自然」の持主（71），「人間の生活をその自

然の性状にふさわしく営むこと」（72）の出来る人間だからなのである。死というものも，もは

やストア派の如く理性によって超克すべきものではなく，平凡なH常の自然の一現象に過ぎ

ず，その城館にまで迫ったペストの蔓延時彼自身が目撃したように，一介の無知な百姓すら

も従容として身を委ねていくものとなるのだ。「死は確かに生の宋端ではあるが目的ではな
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い。終極ではあるが目標ではない。生はそれ自身が目的であり，その目指すところでなけれ

ばならぬ」（73）のである。彼のたどり着いた哲学は，かりにそれが哲学であるとするなら，一

言で言って自然に従う哲学，人間の奥底に潜む内心の欲求，良心，いわば人間性の自然に従

う哲学である。まさに「自然はやさしい案内者」（74）なのだ。勿論，自然に従い，「完壁の中

庸」（75）を得るという事はなま易しいことではない。それを痛切に自覚した上で，彼はrエセ

ー』末尾に次の如く書いたのであった。

　「自分の存在を正しく享受することを知ることは絶対の完成であり，ほとんど神に近い

　完成である。　〔…〕最も美しい生活とは，私の考えるところでは，普通の，人間らしい，

秩序ある，しかし奇蹟も異常もない，模範に合った生活である。」（76）

　既述のように，フローベールがモンテーニュと自己との類似，親和性を再確認し，』『エセ

ー』の思想を体得していくのは，一つまた一つと人生経験を積み，芸術創造のあのエセーを

通しての自己認識の過程に於いてであったのだが，『ボヴァリー夫人』執筆前後の幾通かの

書簡は，この事を如実に示している。

　「モンテーニュを読み返しています。僕にはあの男と同じ点が実に沢山あること，まさ

　に不思議なくらいですよ！これは偶然の一致か，或いは，十八才の時，丸一年というも

　の彼しか読まず，存分に腹に詰め込んだせいでしょうか？それにしても，僕の感情がそ

　の極微な点に至るまで非常に繊細に分析してあるのには，愕然としてしまうことしばし

　ばです。我々は，同じ好み，同じ意見，同じ生活態度，同じ偏癖を持っています。彼以

　上に讃嘆する人物まありますが，彼ほど，好んでこの世に喚び出し，対話を交したい気

　になる人物は他にありません。」（77）

　更に，

　「今，寝床でモンテーニュを読むことにしています。こんなに穏かで，これほど安らぎ

　をもたらしてくれる本を他に知りません。何と健全で，彫上な書でしょう！」（78）

　そして，
　　　　　　　　　かて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しず
　「あなたが精神の糧：とすべき人物，あなたの心を鎮めてくれそうな人物がおります。モ

　ンテ一口ュです。」（79）

　「モンテーニュをお読みなさい，ゆっくりと落ちついて読んでごらんなさい，心が鎮ま

　りますよ。〔…〕けれども，子供のように楽しむために読んだり，野心を持った人のよ

　うに，知識をますために読んだりしてはなりません。そうではなく，生きるために読む

　のです。」（80）

　その死の年，「自然はすべてを，あるいはほとんどすべてをなす」（81）と記す事になるフロ

ーベールは，既にここに至って，『エセー』なる「敬慶な書」は決して「知識をますために

読んだりしてはならず」，何よりも幸福に生きぬく術，叡智を与えられるべき「生きるために

読む」「精神の糧」たることを悟っていたのである。真の生とは必ずしも高遽な哲学や神学

に拠るものではなく，いかに空しくあろうとも，人間が人間たる事を忘れず，まやかしのな

い万人平凡な生を「相応しく生きる」（82）事なのであり，このモンテーニュの究極の知恵が，フ

ロベールの，そして我々の心を「鎮め」，「安らぎをもたらしてくれる」のだ。近代人のあら

ゆる苦悩を内在化し，それを描き尽した者にして言い得たであろうこれらの言葉は，rエセ

ー』の真髄を余す処なく言い表わしているように思われる。この時期以後，　「モンテーニュ
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曰く……」，あるいはむしろ「モンテーニュなら言ったであろうが……」という表現が著しく

目につくようになるのも，この賢人との自己同化を示す一つの証左ではないだろうか。

　モンテーニュは，この世の，そして人間の空にして無常なる事は知悉していた。けれども

それに絶望するのでは決してない。「空虚について」の章で彼が究極的に説く事は，自然に，
　　　　　　のり
運命に随い，法を超えず，世界の秩序，大自然のリズムに剥って生きよという事なのである。

しかも人閾には各人自己の生きるべき生がある。モンテーニュもまた，空虚を礼讃し，空に

徹し，無常を見据える事によって，逆にそこに「一筋の道」を見い出してゆくのだ。人間一

般の空しさのみを強調するのではなく，先ず己の姿を曝し，その空なる事を告白しつつ，彼

は言うのである。

　「おそらく空虚について，こんな空しいことを書くことくらい，明らかに空しいことは

　あるまい。神が空虚についてあれほど崇高に我々に示し給うことを分別ある人々は注意

　深く，絶えず考えねばならないだろう。私がこれまでに一筋の道を歩いて来たことは誰

　知らぬ者もないであろう。私はこれからも，この世にインクと紙がある限り，休むこと

　もなく，骨折ることもなく，この道を歩いて行くであろう。私は私の生涯を私の行為に

　よって記録することができない。運命はそれらの行為を余りに卑小なものとしたからだ。

　だから私は私の思想によって私の生涯を記録する。」（83）

　同じこの一節を踏まえて，前掲のモンテーニュ論の結語としたM．ビュトールは，論中にも

またこれを引用しつつ断じている。

　「自己に向けられるこの視線が，以後は語の普通の意味でのあらゆる空虚〔虚栄〕を克

　服する，彼は自分をますます他者と見なすようになるのだから。」（84）

　生をエセイエし，『エセー』を綴り続ける事，他者としての自己を通して入間を語り続け

る事，これがモンテーニュの「一筋の道」なのであり，自然に随い，「相応しく生きる」最

も充実した生であったのだ。

　フローベールの生もまた，「文学宗教」に捧げられた「一筋の道」であったと言ってよい。（85）

マニーの夕食会，マチルド公爵夫人のサロンに出入し，クロワッセ蟄居中も，時にパリで過

す冬も日曜毎に友人達と交わり，親しく文学を語り合った彼を，「隠者」，「苦行僧」のイメ

ージでのみ裁断する事は当を得てはいない。けれども母そして親しい友人達の相継ぐ死，迫

り来る老いと死の影は，やはり彼を文学の内のみに救いを求めざるを得ぬ孤独地獄に堕した

のであった。

　「あなたのクリュシャールは全身に疲れを覚え，鋭い（または深い）憂愁に虐まれてい

　ます。炉辺で咳入り，遁をはきながら，私は自分の青春を反賊しています。すべての死

　んで行った人々の身を想い，暗黒の中を転げ廻っています！」（86）

　「身体中を転げ廻る神経痛の苦しみ，どうにもならない憂愁，《何もかも空しいという》

　感情，書いている小説に対する大きな疑惑，これが今の私の状態です。」（87）

　しかし忘れてならぬ事は，同時にこの地獄は，モンテーニュの言葉を借りれば，「自分次

第で満足し」（88），「自分の真の自由と唯一の隠遁と孤独を打ち樹て得る」（89）場，「自分以外の

何ものとも結婚してはならない」（go）と信ずる者が，「我々の別の子供達」を生み，「我々が精

神によって生み出したもの，我々の頭脳と心情と才能から生み出したもの」（91）を育むべき創

造の場，即ち「完全に自分自身の，まったく自由な店裏の部屋」（92）でもあったのである。フ
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ローベールも言うだろう。

　「もはや人生からインクで汚すべき紙の連続のほか何も期待していません。まるでどこ

　とも知れぬ所へゆくために，無限の孤独の中を横切っているような気がします。私自身

　が沙漠であり，同時に旅人であり，酪密なのです。」（93）

　ルネサンス人であり，ガスコーニュ気質のモンテーニュは，何と言っても快活・陽性であ

り，とりわけ晩年には悠揚せまらざる感がある。他方十九世紀に生き，シャンパー＝ユ出の

父としノルマンディー生れの母の間に生れたフローベールは，「非常に開放的である一面，

北方人特有の掴みどころのない憂欝さに包まれて」（94）おり，本質的にはシニックなペシミス

トであった。そのペシミズムには，あのガルソンの咲笑が隠されていたとしても，いかにも

暗い。しかしそうした彼が，根底的な相違を自覚しつつも，ラブレーそしてモンテーニュの

明るさに惹かれて＠くのは，ある意味で自然な事ではあるが，更に人間の限界を悲しくも確

認し，その心しさを告発しつつ，飽くまでも人問へのの信頼に賭けた彼等ユマニストの内に，

自己の姿を見たからではなかったか。クロワッセの寓居で疲れた目をセーヌの水に移す時，

その塔から広々とした田園を眺めながら，泰然として我が道を行く巨人の姿が，懐しさと羨

望を込めて，時に映じたに違いない。

結　　論

　「我々が普通，友人と呼び，友情と呼んでいるものは，何かの機会もしくは利益のため

　に結ばれた知友関係か親交にすぎないものであって，我々の心もただその点でつながっ

　ているにすぎない。ところが私の言う友情に於いては，二人の心は渾然と溶け合って，

　縫目もわからないほどである。もしも人から，なぜ彼を愛したのかと問いつめられたら，

　《それは彼であり，私であったから》と答える以外に，何とも言いようがないように思

　う。」（95）

　ラ・ボエシの死後十年余を経て書かれたこの余りにも有名な言葉は，真の友情の最も美し

い表現の一つであろう。まさに「《それは彼であり，私であったから》と答える以外に，何

とも言いようがない」こうした友情は，確かにフローベールにも存した。若きギュスターヴ

に多大な影響を与えた「精神上の兄」アルフレッド・ル・ポワトヴァンであり，「文学的良

心」ルイ・ブイエであった。しかしそうした形容以上に，彼等は彼の分身（alter　ego）であ

ったのだ。モンテーニュに対するフローベールの感情も，即ちこうした友情ではなかったか。

彼等の間には三百年の歳月が隔たってはいても，「第三の交際である書物との交際ははるか

に確実で，はるかに我々自身のものなのである。」（96）フローベールがモンテーニュの内に見

い出したものは，「自然に随い」「真中の広い大きな道を歩．く」（97）人生の先達，「かき廻して

狩り出すのが我々の本分なのだ。これの運び方がまずくて下手では申訳が立たない。獲物を

つかまえ損うのは別の問題だ。というのは，我々は生れつき真理を追い求めるようにできて

いるからだ。これを獲得するのは，最も偉大な力り持ち主がすることだからだ。」（98）と説く真

理探求者，そして渾然一体となったその文体と思想が彼を魅了した，同じ「一筋の道」を歩

む文の人であった。フローベールをして「僕にうってつけの人間」と言わしめたものは，作

家としての，更に何よりも人間としてのモンテ一三ユペの親和力であったのだ。そしてこの
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表現は友情について語る際，四半世紀を隔てて二度書簡に引用された『エセー』の一節を想

起させる。それはそのまま彼のモンテーニュへの心情ではなかっただろうか。

　「彼は私にうってつけの人間，私のセネカです。セネカを侮辱することは，私自身を侮

　回することです。」（99）

　ドン・ドモレもこの事を次のように強調している。

　「これらの人々（モンテーニュとセルヴァンテス）は愛する師であり，忠告者であり，

　仲間であった。」（loo）

　そしてサント；ブーヴが，「彼のような隣人を持ったら楽しいでしょう！」というラ・フ

ァイエット夫人の言葉を引用した上，「我々皆んなの隣人」（101）と呼ぶ時，それはフロ　一一ベー

ルにとってより一層切実な響きを持っていたに違いない。

　モンテーニュの如く自己を全的に語るのではなく，作品の内に自己を現わさぬ事を文学的

信条としたにせよ，彼もまた自己を冷厳に見つめ，徹底的に解剖する事によってのみ普遍的
　ニメロヌロコンデイシイコン

な「人間の条件」を提示し得たのであり，こうした意味で，彼の内にもフランス・ユマニス

ム，フランス・モラリストの伝統が強く脈打っているのだ。　E．R．クゥルツィウスがいみ

じくも言い当てているように，「フランス文学は人間に関する連続講演であり，、人間学の教

程なのである。」（102）更にまた，デカルトの『方法序説』を，「純粋精神」を主人公とするフラ

ンス心理分析小説の噛矢とするルネ・ラルーの説を艶事＝して，『エセー』こそ「我何を知る

や」と題された心理分析小説に他ならぬと言い得るなら（103），自己の生き様を容赦なく戯画

化した二人の筆耕の物語rブヴァールとべキュシェ』は，フローベールの最後のエセー，「年

老いた精神の排泄物」（104）ではなかっただろうか。

　いずれにせよ，伝統とは旧套を墨守する事によってではなく，絶えざる革新と再生によっ

てのみ護られる。フローベールがいわゆる十六世紀的なるものに惹かれた事が，逆に十七世

紀以来の「フランス的（フランス語の）明晰性」の神話に新たな活力を賦与したという事実

は，この事を雄弁に物語っていよう。広義のフランス・ユマニスト，フランス・モラリスト

の概念と伝統は，ジャンティヨム　（gentilhomme），オネットム　（honnete　homme），フィロ

ゾフ（philosophe）そしてオム・ド・レットル（ho皿me　de　lettres）という各世紀の理想像

の中を，微妙な変貌を遂げつつ貫流しているのであり，こらした意味に於いても，フローベ

ールはまさしくオム・ド・レットルそのものであったと言えるであろう。
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Sommaire

Flaubert et Montaigne

Hisashi TAKIZAWA

   En parcourant la Correspondance de Flaubert, on  s'aperçoit sans doute qu'il s'y 

trouve un bon nombre de mentions et de citations se référant à Montaigne. Certes, 

trois siècles séparent ces deux écrivains, pourtant il nous semble exister plus de 

ressemblances entre eux que l'on ne le pense. 

   Pour élucider la nature de ces relations, nous avons tenté de l'examiner en dé-

tail à travers les Essais et les oeuvres de Flaubert, y compris sa Correspondance  ; 

ce qui nous permet d'affirmer qu'il y a quelque chose de particulier dans son sentiment 

pour Montaigne, lequel pourrait être appelé  ((la  sympathie), ou plutôt  (l'affinité). 

   Cette affinité que nous avons constatée nous conduira non seulement à comparer 

le romancier de  (l'Art pour  l'Art) avec le plus grand humaniste et moraliste sous 

un nouvel aspect, mais aussi à réfléchir, une fois de plus, sur la tradition littéraire 

de la France.


