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『対話』のアポリア
─ルソーの自伝的企図の変遷─

安田　百合絵

　ルソーは、『告白』第二部において、続編すなわち第三部の執筆の可能性をほのめ

かしている。

もしそれを書く力が残っているなら、読者は第三部において、ベルリンへ発った

と思い込んでいた私が、いかにして実際にはイギリスに向かっていたのか［……］

目のあたりにすることになろう 1。

　しかし、予告されていた第三部はついに書かれることがなかった。『告白』の朗読

が失敗に終わったあと彼が書いたのは、続編ではなく『ルソー、ジャン＝ジャックを

裁く』（通称『対話』）である。「ルソー」が「フランス人 (le Français)」なる人物と「ジャ

ン＝ジャック」について語り合う体裁をとるこのテクストは、ルソーのパラノイアあ

るいは異常さをあらわすものとして長らく軽視されてきた。二十世紀後半になってよ

うやく見直され、再評価の機運が高まっている 2ものの、ほかの作品と比べても十分

に読解されているとは言いがたい状況が続いている。しかしなぜ、『告白』の続きの

代わりに『対話』が書かれなければならなかったのだろうか。対話体をあまり使わな

1　Les Confessions, O. C., tome I, p. 656. [O. C. = Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes. 5 vols. 
Publiées sous la direction de Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1959-
1995.]
以下、説明のない限りルソーの作品からの引用は全て Pléiade版に依拠する。［　］による内容説
明や省略は本稿筆者によるものである。下線は引用者による。
2　病跡学的な観点から読まれることも多く、読解に値する「作品」として扱われることが少な
かった『対話』は、1960年代から読み直されるようになってきた。その機縁として、1959年に
Pléiade叢書が『対話』を第一巻に「自伝的作品」という位置づけで収録したことが挙げられる。
1962年には『対話』の初の単行本が出版され、その版にフーコーが寄せた序文は、狂気の産物
として読まれてきた『対話』の読解を一新することになった。現在の『対話』研究の動向を示す
ものとして、例えば以下を参照のこと。Jacques Berchtold et Michel Porret (dir.), Annales de la société 
Jean-Jacques Rousseau, tome Quarante-Neuvième, Genève, Droz, 2010.
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い書き手であったルソー 3が、「ジャン＝ジャック」について「ルソー」に語らせると

いう奇妙なやり方で自己について語ろうとしたのはなぜなのか。そこに何が賭けられ

ていたのだろうか。

　本論文では、真理あるいは真実の表出というテーマに着目しつつ『告白』から『対

話』への道筋をたどることで、この問いにたいするひとつの答えを提示する。そのな

かで、ルソーが『対話』という奇妙な作品によって行おうとしていた挑戦、その意図

と同時に、『対話』が本源的に孕みもつアポリアが浮き彫りになるだろう。

1．『告白』における真実の問題

告白から告発へ

　『対話』の執筆に、「陰謀」の問題と『告白』の朗読の挫折体験が影を落としている

ことは疑いを容れない。よく知られているように、ルソーが『告白』を執筆するこ

とになったきっかけには、自らの内面を知らしめ、正しく評価されたいという年来

の切望に加え、ヴォルテールによる匿名のパンフレット「市民の意見 (Sentiment des 

Citoyens)」の出版 (1764)で大きな精神的打撃を受けたという事情があった 4。当時既に

ルソーは、1762年に逮捕状を出され、亡命中の身である。この逆境に対してペンの

力によって立ち向かおうとしたのが『告白』であり、この作品は、人々に誤解され傷

つけられた名誉を回復しなければならないという使命を帯びていた。（後世の人々か

ら「自伝」と呼ばれている）『告白』執筆にこうした特殊な動機があったことを考え

ると、この作品に自己弁護的な要素が多く見出されることは容易に納得される。とり

わけ、イギリス滞在と有名なヒューム事件を経て書かれた第二部には、以下に引用す

る冒頭部分が雄弁に語っているように、弁明的、告発的な性質をいっそう顕著に見て

取れる。

［……］二年間の沈黙と忍耐のすえに、私は再び筆を執る。読者よ、私にそれを
強いている理由については、あなたがたの判断をいったん中断してほしい。私の

この書物を読んでからでなければ、あなたがたはそれを裁くことはできないのだ。

［……］

3　このことは多くの論者に共有されている意見であるように思われる。以下の論集における
Aubrey Rosenberg, Martine Drouetなどの論文を参照。Rousseau juge de Jean-Jacques : études sur les 
dialogues, sous la direction de Philip Knee et Gérald Allard, Paris, Honoré Champion, 2003.
4　こうしたいきさつについては例えば以下を参照。Introduction des Confessions, O. C., tome I, 
p. XVI-XXX.
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三十年間私の性向に有利に働いた運命は、続く三十年の間には、それに逆らった。

私をとりまく状況とわが性質のあいだの絶え間ない対立から、甚大な過誤、かつ

てない不幸、そして力を除くあらゆる徳が生まれてくるのを読者は目にすること

だろう。そうしてそれらは全て敵を利することとなったのだ 5。

　以下に挙げる第一部の冒頭の一節と比較すると、その差はとくに際立ってみえる。

最後の審判の喇叭はいつでも鳴るがよい。私は、この本を手に携えて、至高の審

判者のみ前へ赴こう。そして私は高らかにこう言おう。これが私のしたこと、考

えたこと、私がそうであったものです。私は善いことも悪いことも、同じ誠実さ

で言いました 6。

　『告白』冒頭に誇らしげに示された、ひとりの人間をあるがままに示すという目的は、

第二部になると次第に後景に遠のいてゆく。先の第二部冒頭の引用の最後に置かれた

「敵」という表現を、彼は第二部で何度となく使うが、『告白』後半部では、ここで「敵」

として指し示されている人物群、すなわち陰謀集団（とルソーが見做した人々）を糾

弾すること、自分がその犠牲者であると読者に訴えることがいっそう目指されるよう

になってゆく。第一部で自己開示に大きな比重をおいていた彼は、第二部においてむ

しろ他者の不正や自らの苦境を訴えることで読者に働きかける。やや単純化して図式

的に語れば、『告白』においては「告白（自己開示）」から「告発」へ、という大きな

流れが見られるのである。

真実の概念の変容

　こうした変化は「真実」というテーマに注目するとより鮮明に浮かび上がってくる。

『告白』で彼は、自分が「真実」だけを語ること、しかもそれを語り尽くすということを、

繰り返し強調する。例えば第二巻の以下のような一節。

私が自らを全面的に公衆に示さんとして身を投じた試みにおいては、私のうちの

何ものも、彼らにとって曖昧で隠された状態のままではいない、ということにし

なくてはならない。絶えず彼らの眼前にいて、彼らが私の心のあらゆる惑い、私
5　Les Confessions, op. cit., p. 277.
6　Ibid., p. 5.
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の生涯の全ての最奥部まで追跡し、彼らが私を一瞬でも視界から見失ったりしな

いようにしなければいけない 7。

　ひとつ残らず「全てを言う (tout dire)」ことを彼は望んでいる。もちろん「心のあ

らゆる惑い」まで漏らさずに全てを語りつくすことなど原理的にできようはずもなく、

ルソー自身もそのことを知らなかったとは思えない。それでも彼がこの試みの意志を

敢えて書き記したのは、自らが書きつつあるところのこの作品が紛うことなき事実を

記して真実を語っており、信頼に足るのだと読者に請け合うある種の身振りであり、

これは読者に対する書き手の自負とも、また配慮とも解されよう。『告白』ヌーシャ

テル草稿の序文でも、彼は「襞をひらく」という示唆深い表現を使いながら、この意

志について強調していた。

私は誠実であるだろう。留保なしに誠実だろう。全てを言うだろう。良いことも、

悪いことも、結局のところ全てを。［……］もっとも臆病な信心深い女性も、私
がいま準備しているこの告白よりも細心な良心の検討を行ったことはあるまい。

彼女は、私が公衆に向かって我が魂の襞の全てを示してみせようとするのよりも

こまやかに、その告解師にむかって、自らの魂の襞を展開したことは決してなかっ

ただろう 8。

　魂の全ての「襞」を押しひろげて聞き手へ示し、襞のうちに秘匿されていた秘かな

真実を、まるで告解師へ打ちあけるように聞き手へ託すこと。ほとんど共犯的なこの

ひそやかな関係性の構築こそ、『告白』を自伝たらしめ、後世の読者を熱狂と同情へ

と誘うものだった 9。

　しかし第二部では、真実について語るときのトーンが変化し、ルソーは自分の語る

心情
0 0

こそが重要で、事実
0 0

関係の細部は些事だと強弁するようになる。第七巻冒頭で彼
7　Ibid., p. 59-60.
8　Ibid., p. 1153.
9　もちろん、『告白』は常に好意的に読まれてきたわけではなく、その尊大さや露悪的な傾向な
どによって批判の的となることも多かった。また子ども時代のエピソードを細部にわたって描
写するということ自体、その新しさゆえに同時代の読者からは理解されることが少なかったよ
うである。『告白』受容の主に否定的な側面を扱ったものとして、たとえば以下が挙げられる。
Raymond Trousson, « Les Confessions devant la critique et l’histoire littéraires au XIXe siècle », Lecture 
de Jean-Jacques Rousseau. Les Confessions I-VI, 2012, p. 191-203. 18世紀の『告白』受容史として
は以下を参照。Shojiro Kuwase, Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau en France (1770-1794) : 
les aménagements et les censures, les usages, les appropriations de l’ouvrage, Paris, Honoré Champion, 
Collection « Les Dix-huitièmes siècles », 2003.
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はこう語っている。

頼ることのできる忠実な道標はひとつしかない。それは、私という途切れなく続

く存在に痕跡を残していった諸感情の連鎖である。［……］私は、事実の言い落
としをするかもしれないし、出来事の順序を入れ替えてしまうかもしれないし、

日付についての過ちは犯すかもしれない。しかし、私が感じたこと、自分の感情

が私にさせたことについては、間違えようがない。そして、これこそが特に問題

となっていることなのだ 10。

　その後もルソーは、記憶の曖昧さを引き合いに出しつつ、事実関係よりも精神的な

遍歴こそが重要なのだと述べ、自分の語ることが内容の如何を問わず正しく真実であ

る、とまで主張するようになる。この主張は、『告白』末尾の有名な朗読のシーンで

最大の緊張を迎える。

私は真実を言った。もし、私が述べたばかりのことと反対のことを知っている人

がいるなら、たとえそれらのことが千回も証明されていたとしても、彼は嘘つき

で欺瞞者であり、それらの事実を深く追求し、私とともに真相を解明することを

拒むなら、彼は正義も真実も愛していないということになるのだ 11。

　「全てを言う (tout dire)」という宣言から、「私が言ったことこそが真実だ」という

主張へ。ここに見て取れるのは、「真実 (vérité)」という語のニュアンスの変容である。

この変化は、虚偽の対義語としての、事実に近い「真実」から、真正性 (authenticité)

という意味での「真実」へと比重が移った結果として表現できる。実際のところは、

第二部のほうが事実関係も細心に記述されており、証拠となる書簡まで挿入されてゆ

くのであり、彼の主張と実際の内容の間にはねじれがあるが、いずれにしても第一部

で全てを委細漏らさず語ると高らかに言っていたルソーが、感情の連鎖さえ正確に語

れたらよいのだ、と第二部で急に述べはじめることは注目に値する。

　この変容は何を意味するのだろうか。簡単に言えば、それは説得の論理の変容、新

たな真理の提示なのではないか。『告白』の最後に現われる真実（「私は真実を言った」）

は、客観的に判断可能な真実ではない。私が言ったことが真実、否むしろ「私こそが
10　Les Confessions, op. cit., p. 278.
11　Ibid., p. 656.
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真実」なのである 12。かくして、新たな「真実」と呼ぶほかない真理が生まれる。こ

の真正性としての真理の問題は、「陰謀」の存在と大きな関係を持っている。陰謀に

ついて語りはじめる第二部以降、心情の真実こそが大事だと言いながら、ルソーは実

際には事実関係に非常なこだわりを見せるが、彼は自分が示したいと思う陰謀につい

てよく知らなかった。「真実」の意味合いが変化してゆく背景には、その全貌が自分

にも分からない陰謀集団について読者に語らねばならないという構造的な問題が横た

わっているのである。いったい、知らないものについてなにを、どのように示せばよ

いのか。こうした問題は、とりわけ『告白』第二部と『対話』に頻出する「闇 (ténèbres)」「深

淵 (abîme)」「淵／裂け目 (gouffre)」といった語彙によく示されている。姿を見せずに

自分を包囲する陰謀集団について訴えねばならないという意識が、ルソーにこうした

語を選ばせる。

　しかし『告白』の朗読が失敗したことは、『告白』最終巻末尾に既に記されている。

朗読は聴衆の心に届かず、深い失望のうちに『告白』は幕を閉じる。このことが意味

するのは、真正性の敗北にほかならない。ルソーは自らの真実を主張するものの、誰

もそれを受けいれて共鳴しようとせず、サロンで朗読を聞いた聴衆たちは、重苦しい

沈黙で作者を迎えた。まさにその沈黙から『対話』の空間が立ち現れる。

2．『対話』の戦略
　『対話』分析の導入として、『告白』における真実の概念の変容について概観してき

た。ここまで見てきたことが『対話』の執筆の背景であるが、なぜ、ルソーは『告白』

の朗読を断念した後、対話体を選択したのか。そのことを『対話』本文の分析によっ

て考えてみたい。

　『対話』は、短い「序言」と「この書物の主題と形式について」と題された序文、

三つの対話、と続き、「さきの話のてんまつ」と題された後日談によって締めくくら

れている。本論文では、そのなかでも第二対話までの部分をとりあげて分析する。第

二対話と第三対話の間には劇的な変化が生じ、第三対話では話者である「フランス人」

がいわばそれまでの自分を裏切りながら、もう一人の話者「ルソー」に全面的に与す

るという事態が生じているためである。第一・第二対話においては、対話者が対立し
12　ここまで述べてきた真正性としての真実という問題系は、スタロバンスキーやジャン＝マ
リ・グールモ、佐藤淳二なども着目してきたテーマである。たとえば以下を参照。Jean-Marie 
Goulemot, « Pourquoi écrire ? Devoir et plaisir dans l’écriture de Jean-Jacques Rousseau », Romanistische 
Zeitschrift für Literaturgeschichte, IV, 1980, p. 222-223 ; Junji Sato, « L’origine et les sensations — Jean-
Jacques Rousseau et les problèmes de l’“autobiographie” — », Etudes de langue et littérature françaises, 
No 78, 2001, p. 55-68.
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あい、それぞれの論理が拮抗して、はりつめた対話空間が生まれているのに対して、

第三対話では両者の声はほとんど重なりあっている 13。なぜ「対話」だったのか、と

いう疑問について考察するためにも、本稿では第二対話までの部分に範囲を絞って検

討する。

対話の方法論

　本文の前に置かれたごく短い「序言」には、絶望しながらも一縷の望みを捨てきれ

ないルソーのアンビバレンスが表明されている。

もしこの文書を手にした人々に敢えて何かお願いするなら、それは、これを処分

したり、これについて誰かに話すというようなことですら、まずは全部読んでか

らにしてほしいということである。だが、そのような恩寵が与えられることはな

いと前もって非常な確信を持っているため、私は沈黙し、全てを摂理に委ねる 14。

　ルソーはまず、仮定としてではあれ読者に最後まで原稿を読んでほしいという願い

を伝えるが、そのあとすぐ「そんな恩寵が与えられることはない」としてこの願望を

打ち消し、「摂理」に運命を委ねる。彼は読者を放棄する素振りをするものの、理解

してほしい／陰謀について知りたいという希望を捨てきれない。ルソーが成し遂げよ

うとしているのは、陰謀という自分には不可視なものについて語り、しかもすでに『告

白』を拒絶した読者たちに理解してもらうという困難なミッションである。つづく「こ

13　本文では扱うことができないため、三つの対話の梗概をごく簡単に示しておきたい。「対話」
は「ルソー」と「フランス人」の間でなされ、つねに「ジャン =ジャック」を巡って議論がなさ
れている。第一対話では、その作品を読んで「ジャン =ジャック」を評価している「ルソー」と、
「ジャン =ジャック」が極悪人だと信じている「フランス人」が、「ジャン =ジャック」の悪評に
ついて検討する。そこで主に「ルソー」が主張するのは、「ジャン =ジャック」の作品は有徳の
士の手によるものでしかありえないということである。第二対話は、そのほとんどが 「ジャン =
ジャック」と実際に面会してきた「ルソー」による「ジャン =ジャック」の報告に占められてい
る。そこで「ルソー」が擁護するのは、「ジャン =ジャック」は有徳ではないものの善良であり、
彼の著作に登場する「自然人」のごとき人物だということである。第三対話では、「ジャン =ジャッ
ク」の著作を読んできた「フランス人」の感想が述べられる。そこで明らかになってゆくのは、「ジャ
ン =ジャック」の悪評は完全な捏造であり、巧みな陰謀によって奇跡的に保たれている虚偽にほ
かならないということである。
14　Dialogues, O. C., tome I, p. 659. 『対話』はルソー自身の手で何度も複写されたため複数の草稿
があるが、ここで引用しているのは Pléiade版が底本として採用しているジュネーヴ草稿の「序言」
である。もっとも古い草稿であるコンディヤック草稿（ルソーによりコンディヤックに預けられ、
現在はフランス国立図書館所蔵 ）では、諦めのニュアンスは弱く、全て読むという「苦しみによっ
て千々に砕けた心があなたに求める恩寵」は「天があなたに課す公正な努め」であると記されて
いる。
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の書物の主題と形式について」には、彼がこの作品のなかでとる戦略があらかじめ書

き込まれている。

あらゆる配慮をつくしても、私を満足させうるようなどんな推理にも至らなかっ

たので、私は納得するために残されていた唯一の立場をとった。それは、私に

とって未知で理解不能な、特殊個別の諸動機については推論しようがないので、

それらの動機全てを集約しうるような、一般的な仮説について考えるということ

であった。すなわち、あらゆる可能な推測のなかで、私にとっては最悪のものを、

私の敵たちにとってはもっとも有利なものを選ぶということであり［……］彼ら
の側のいかなる行為が、もっとも理にかなっており、もっとも公正であったかに

ついて検討することである 15。

　ルソーは個々の陰謀について、個別的な事情や動機（「特殊個別の諸動機」）を知る

のは不可能だとして、より普遍的な法則（「一般的な仮説」）によって陰謀を説明しよ

うとしている。つまり、ある条件下で推論を行うことによって、それを理解したとい

うことにするわけである。ここで少し『対話』から離れ、この方法論を『人間不平等

起源論』の以下の一節と比べると、そこに同じ原理があることが分かる。

私が描写すべきさまざまな出来事は、いろいろな方法で起こりえたものだから、

推測によってしか選択肢を決定できないということは認める。しかし、これらの

推測は、ものごとの性質から引き出せるもっとも確からしいものであり、それが

真実を発見するためにもっている唯一の手段であるときには論拠になるというこ

とに加え、私が自分の推測から引き出したいと思っている論理的帰結は、そのた

めに推測的になるというわけではないのだ 16。

　『人間不平等起源論』のこの一節で、人間が自然状態からいかにして進歩を遂げ、

現在の姿に至ったのか説明すると予告しながら、ルソーは事実として知り得ないこと

について推測を行うのは正しいと主張する。それがもっとも確からしく、真実の発見

に使える唯一の手段であるならば、推測は「論拠 (raison)」になりうる。この論理は

そのまま、先に引用した『対話』の文章にも当てはまる。個別の「事実」に至ること
15　Ibid., p. 659.
16　Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, O. C., tome III, p. 162.
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ができないので、一般的な仮説による推測を行うことが許容されると彼は主張してい

るのである。そう考えるなら「もはや存在しておらず、かつても決して存在せず、お

そらくこれからも存在しないであろう状態 17」という自然状態についての記述や、「だ

から、全ての事実を遠ざけることからはじめよう。事実はこの問題にはまったく関係

ないのだから 18」という『人間不平等起源論』の発言は示唆深い。自然状態の考察と

同様、『対話』で陰謀を考えるときも彼は「事実」から遠ざかることから始めるのだ。

実際、「この書物の主題と形式について」で示されている方法は、非常に論理的かつ

合理的であり、ここに示されているのはほとんど数学的な推論プロセスである。そし

て、この風変わりな推論を展開するにあたって、対話体が選択される。

対話体は私にとって、賛成意見と反対意見を議論するのに最適であるように思わ

れた。その理由のためにこの文体を選択したのだ。私は、公衆が私から奪い去る

のがふさわしいと判断している姓をこの対話において自由に取り戻し、彼らの例

に倣って、私をそこに追いやって公衆が満足している洗礼名で自らを第三者とし

て指し示すこととした。もう一人の対話相手としてフランス人を選択したが、そ

の人物に与えられているフランス人という名前を辱めない、好意的なことしか私

はしなかったつもりだ。彼を、私が非難している振舞いの共犯者にすることはつ

つしんだのだから 19。

　対話体を採った理由は、賛成・反対の両意見について議論しやすいため、と明確に
説明されている。いかなる登場人物たちが対話するのかも語られる。彼の姓（「ルソー」）

を持つ人物と、「フランス人」。そして、洗礼名（「ジャン＝ジャック」）の名で示され

る人物が、会話の焦点となる。「フランス人」は陰謀の共犯者ではなく、また「理にかなっ

た意見を抱く人物」であるともされる。

　重要なのは、両者ともに、「ジャン＝ジャック」を貶める「陰謀」に加担しておら

ず、その具体的な内容を知らないということである。「ルソー」は「ジャン＝ジャッ

ク」についてはその作品しか知らないし、一方の「フランス人」は、「ムッシューたち」

と呼ばれる「ジャン＝ジャック」の敵である陰謀集団と交際しており、彼らの意見を

17　Ibid., p. 123.
18　Ibid., p. 132.
19　Dialogues, op. cit., p. 663.
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全面的に受けいれているものの、陰謀の内実についてはほとんど理解していない。そ

のことは、彼が「こうしたことについては全て、はっきりと説明してくれるという約

束があるのです 20」などと「ムッシューたち」との「約束」を繰り返すことからもよ

く分かる。「フランス人」は「ムッシューたち」から情報を教わるだけの立場であり、

まだ彼らの仲間ではない。

　このような条件下で二人が会話するときには、当然、推理によって会話が進んでゆ

くことになるだろう。陰謀の全貌を知り得ない著者ルソーにとって、二人の対話者た

ちが陰謀について無知であることは、論理上不可欠な要請だった。彼らが知っている

ごくわずかな知識と「ジャン＝ジャック」の著作を基軸にして、推論の力によって推

測的に「真理」を導出させなければならなかったのである。

　『告白』における真正性としての真実の伝達に挫折したあと、彼は説得を放棄しよ

うとしながらも、実際には客観的な（少なくともそのような外観を持った）推論によっ

て、陰謀集団が存在すること、自らがその犠牲になっていることを読者に納得させよ

うと試みる。序言や序文の分析からは、彼のそうした苦しい心境とそこから生まれた

方針とが読み取れる。

　ここまで見た「推論による真理の導出」という前提をもとに、実際に二つの対話を

読解していきたい。先述したように「ルソー」と「フランス人」は第二対話までは対

立しているが、両者はどのような姿勢で対話に臨み、いかなる論理で相手を説得しよ

うとしているだろうか。

フランス人の戦略

　彼が対話のなかでとる戦略は、以下の三つに要約できる。

(1)特異性の転倒

　第一・第二対話は「ジャン＝ジャック」悪人説を主張する「フランス人」対「ジャ

ン＝ジャック」善人説を擁護する「ルソー」という構図に還元しうる。「ルソー」は

常に「フランス人」が提示する証拠に懐疑的であり、それらの矛盾や循環論法的誤謬

を指摘する。それに対して「フランス人」は「ジャン＝ジャック」の異常性を引き合

いに出して反論する。更に彼は会話のなかで「怪物」という語を何度も用いて、「ジャ

ン＝ジャック」の猟奇性を強調する。

20　Ibid., p. 685.
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ルソー：実際、善人からよりも悪人のほうからよりおぞましく見られ、誰もあえ

て不正の話を持ちかけようとしないなどとは、きわめて特殊なたぐいの悪人なの

でしょうね。

フランス人：そうです。非常な変種なのですよ、あまりにも特殊で、今までに自

然がこんなものは決してつくり出さなかったような代物ですし、今後も二度とこ

んなものをつくり出してほしくないと思いますがね 21。

フランス人：最後に、普通の犯罪を証明するために定められたあらゆる形式は、

数々の犯罪でおりなされた人生を送り、全世界から人類の恥と汚辱として認めら

れている怪物には果たして必要なのでしょうか 22？

　類を見ない極悪非道の犯罪者、あまりに凶悪かつ異常なので悪人さえ寄りつこうと

しない怪物的人間として「フランス人」によって描かれる「ジャン＝ジャック」像は、『告

白』の一節を思わせずにはいない。第一巻冒頭の第二段落にはこう書かれていたのだっ

た。

私だけ。私は自分の心を感じており、そして人間を知っている。私は、今まで見

てきたどのような人間とも同じようにできていない。今まで存在したいかなる人

物とも似ていないと、私はあえて信じる。たとえ彼らよりすぐれていたのではな

いにせよ、少なくとも、私は違っているのだ 23。

　彼が『告白』で追求しつづけた主題のひとつに、自らの特異性の開示（それは作品

の正当化と切り離しがたい関係を持つ）があった。『告白』において彼は自分の特殊

な生涯をたどり直すことで唯一無二の自己の姿を示そうとしたが、『対話』ではこの

特異性 (singularité)が、怪物性／奇怪さ (monstruosité)という反転した形で現れている。

「今までに決して存在したことのない怪物」という表現には「今までに存在したいか

なる人物とも似ていない」という『告白』の高らかな宣言の歪められた残響を聞き取

れる。特異性から怪物性へと畸形化されて繰り返されるこの表現は、「フランス人」

が自己の論拠を正当化する理由として機能することになる。

21　Ibid., p. 705.
22　Ibid., p. 731-732.
23　Les Confessions, op. cit., p. 5.
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(2)伝聞と他者の権威

　すでに述べたように「フランス人」は「ムッシューたち」の仲間ではないが、第一・

第二対話においては彼らから伝え聞いたことを「ルソー」に伝える役に徹する。たと

えば『音楽辞典』と『村の占い師』について、彼はこのように言う。

フランス人：いずれの作品も知らないので、あなたの推理については自分では判

断しかねますね。私が知っているのは、公衆の評価においてはこの点について［あ
なたの意見とは］著しい相違があり、『音楽辞典』は大袈裟でさっぱり理解でき
ないような空言の寄せ集めということになっているのですが、その中では「天才

(Génie)」という項目をみんなが引き合いに出している、ということです 24。

　「フランス人」は自説を述べるのを回避し、公衆の評価を引き合いに出すことで、

『音楽辞典』が高度な専門知識を要する仕事だとする「ルソー」の意見を覆そうとす

る。この例に端的に示されているように、「フランス人」は自分の意見を言う代わりに、

「ムッシューたち」やその傀儡と化した「公衆」から聞いたことを伝え、それによっ

て「ジャン＝ジャック」とその著作を判断しようとする。

　更に、「ムッシューたち」の意見を援用するだけではなく、彼はそれを常に「権威」

として参照する。彼が「ルソー」に何かを反論するとき、その奥にいつも「ムッシュー

たち」および公衆から放射してくる権威が後ろ盾として控えていることは、彼が「あ

の方たちは／みんなは (ils/on)」などを主語として据え、彼らの言説を自明視するこ

とからもよく見て取れる。「フランス人」は「ルソー」の意見よりも「ムッシューたち」

の意見のほうを常に優越させる。

フランス人：なんですって！　あのろくでなしが書いた徳についての説教の膨大

な寄せ集めを読むなどという苦役を私に課されるおつもりなのですか？

ルソー：いいえ。高潔な人間の筆になるものだが、別の人物の名を騙って出版さ

れた、人間の心についての真の体系についてお読みになっていただきたいと思う

のですよ。それらを読む価値もない人間が、著者だなどと厚かましく名乗ってい

るからという理由だけで、すぐれて有益な書物に対して偏見を持っていただきた

くないのです。

フランス人：そういった観点からでしたら、読む気になれたかもしれませんね。
24　Dialogues, O. C., tome I, p. 681.
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もし、きわめて細心にそれらの本を研究された方たちが、あなたを除いてみんな、

これらの本が有害で危険なものだと一致して考えていなければの話ですがね 25。

　ここで「フランス人」は、「ジャン＝ジャック」の著作に対して「ルソー」が持っ

ている評価を、「ムッシューたち」の評価によって無効化しようとしている。読んだ

ことがない作品について無条件に「ムッシューたち」の意見を優先することは、そこ

に権威というバイアスがかかっていることの証左にほかならない。

(3)数の論理／「声の計算」

　ところで、直前に引用した文章の続きはこのようになっている。

ルソー：私の意見に反する意見を、ほかの人の権威に基づいて事実だと主張なさ

る限りは、われわれは同意することができないでしょう。［……］しかし、この
ような事実に関する疑問について、私よりもほかの人のほうがよく分かっている

という確かな理由もないのに、どうして［人々を］信用しなければいけないのか

がよくわかりません。

フランス人：あなたは、ほかの人みんなと違うふうにご覧になる唯一の人だとい

うのに、声の計算については無視なさるのですか 26？

「ルソー」は「フランス人」とは対照的に、自分で考え判断することを旨としている。

他者の意見を鵜呑みにすることをよしとしない彼は、「フランス人」にも自分で判断

するように促す。それに対して、「フランス人」は「声の計算 (le calcul des voix)」と

いう言葉で反撃する。「声の計算」という表現が意味しているのは、多数決の原則と

でも言うべきものである 27。「フランス人」にとっては権威だけでなく、「票」あるい

は声の差も「ムッシューたち」を支持する理由になる。

フランス人：あなたは、一国の全員、いや、あなたがそれによってペテン師の集

団にしているある一時代の全員を犠牲にして、一人の男の有罪判決があなたのお
25　Ibid., p. 697.
26　Ibid., p. 698.
27　まったく同じ「声の計算 (le calcul des voix)」という表現が『社会契約論』の第四篇第二章に
あらわれるが、まさにその章には「投票について (des suffrages)」というタイトルが付けられ、そ
こでは票としての「声 (voix)」の問題が扱われている。
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気に召さないからと、そのたった一人のことを擁護しているのですよ。だってみ

んなが一致しているのだし、全公衆、全員が例外なく、あなたにはこんなにも非

難するべきものに見えるらしいこの計画を承認したのですからね 28。

　（一人対その他全員という）この異様なまでの不均衡が、「フランス人」の目に「ル

ソー」の弁論をことごとく疑わしいものにする。第二対話の後半で、「ルソー」が下

した（「ジャン＝ジャック」が悪人であることはありえないという）結論に概ね賛同

できると認めたあとも、彼はなおもこの数の論理によって「ムッシューたち」や公衆

の意見に引き止められ続ける。

フランス人：あなたはきっと、自分がご覧になったのはそのような男ではないと

繰り返しておっしゃることでしょうね。しかしそれこそが、あなた一人を除く全

員が見た者なのですよ。［……］あなた一人が全員に逆らっているのです。あな
たのほうに真実味があるなんてことがあるでしょうかね。公衆の全員一致の票よ

りもあなた一人だけの票に重きをおくことを、まともな理性が許容するもので

しょうか。［……］お気をたしかになさい、ルソーさん。あんまりな証明をして
いらっしゃるのはあなたの方なのですよ 29。

「ルソー」の戦略

　先に見たように、『対話』において著者ルソーは、秘匿された個々の事例について

は詮索せず、ある一定の条件下での推論によって陰謀を知ろうと試みた。端的に言え

ば、著者ルソーが目指すこの推論を行うのは「ルソー」である。「フランス人」の理

屈に対する「ルソー」の反論をたどることは、著者ルソーによる説得の戦略を見極め

ることでもある。「ルソー」の方法論は、以下の三つの系統に集約できる。

(1)推論・仮説・演繹

　「ルソー」の推論を基礎とする論理は、彼が何らかの仮説を立てるときにもっとも

明白にあらわれる。

ルソー：彼の人生のさまざまな出来事から引き出された諸原因は、それだけでも
28　Dialogues, op. cit., p. 759.
29　Ibid., p. 877-878.
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彼が雑踏から逃れ、孤独を求めるようになるのに十分だったことでしょう。また

彼自身の気質から引き出された自然な原因も、それだけで同じ効果を生み出しえ

たことでしょう。これらの異なった原因が合わさったならば、彼が今日そうであ

るところのもの［孤独者］になることから逃れられたものかどうか、判断してみ

てください。この必然性をよりよく感じるために、少しの間あらゆる事実を遠ざ

け、私があなたに描いてみせましたような気質しか知らないものとしてみましょ

う。そして、われわれがそれについてほかにどのような考えも持ち合わせていな

いような架空の存在のなかに、こうした気質から自然に何が帰結するものかを検

討してみましょう 30。

　引用文中の「少しの間あらゆる事実を遠ざけ」というフレーズは、先に引いた『人

間不平等起源論』の一節、「だから、全ての事実を遠ざけることからはじめよう」を

喚起する。いずれにしても、ここで彼は事実によってではなく、彼の気質にもとづいて、

どのような人物を想定しうるかを考察しようと提案している。したがって、そのあと

数ページにわたって延々と描写されるのは、「ジャン＝ジャック」の気質を付与された、

いわば誰でもない人間のことである。そうした純粋に仮想的な実験は、自然状態の考

察や、子どもをゼロから教育するという『エミール』の設定と酷似しているが、それ

らとは異なり「ルソー」は仮想的な人物を立ててみせたあとで、それを作品内に実在

する人物、すなわち「ジャン＝ジャック」へと送り、その参照項と「ジャン＝ジャッ

ク」がいかに一致しているかを証明することで、自分が捉えている「ジャン＝ジャック」

こそが真の姿なのだと主張する。「ジャン＝ジャックは有徳ではないとお話しました

ね。われわれが話しているこの人物もそうです 31」として両者は重ね合わされ、この「証

明」の最後は、「私が話した気質をそなえた人間とは、このようなものでしょう。そ

して、私が研究した人物もそのようだったのです 32」と締めくくられる。「ルソー」は

事実を積み重ねて説得してゆくやり方よりも、仮定と仮説によって論証する方法を好

んで選ぶ。また、仮想の人物を作りあげ、それを「ジャン＝ジャック」と比較すると

いう方法には、演繹的な論証を好む「ルソー」の傾向があらわれている。彼のスタン

スは、諸事実から帰納的に命題を抽出するというより、気質からいかなる行動が期待

できるかといった、より一般的な前提から結論を導くものである。

30　Ibid., p. 820.
31　Ibid., p. 823.
32　Ibid., p. 825.
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ルソー：それを除けば、私がここに加えることのできるあらゆる細部はそれらの

帰結でしかなく、ちゃんと推論を重ねていけば、各人が容易に補いうるものなの

ですよ 33。

　自分の推論過程は正しく推論しさえすれば誰にでも導きうる、と「ルソー」は主張

し、演繹的推論の妥当性を証明しようとする。

(2)蓋然性の論理

　先述したように、「ルソー」は「フランス人」によって提示される証拠に疑問を抱き、

証拠同士の矛盾を指摘するのだが、このことは、彼が整合性を重視することとも関係

している。

ルソー：事実についてとやかく言ってはならないものです。しかし、あなたがこ

こで、友人にしか毒を盛らず、敵の利益になるような本しか書かず、人間たちに

害をなすために彼らから逃げる、非常に奇妙な人物を作り上げておられることを

お認めください 34。

　彼は、「フランス人」の示す証拠の総体から作り上げられる人物が、およそ存在し

得ないような人物であることを強調している。そのことは先ほど見たように「ルソー」

が推論ベースで思考することと密接に関わっている。ただ、それに加えて重要なのは、

彼が（「ありえない
0 0 0 0 0

もの」ではなく）「ありえなさそうな
0 0 0 0 0 0 0 0

もの」を排除するということ

である。そして、それを反転させて、ルソーはとりわけ第二対話において「ありえそ
0 0 0 0

うな
0 0

もの」を追求することに腐心する。

ルソー：まず、この像と彼らが描いた像とを比べてみることができましょう。そ

して、そのいずれが各部分においてより結び合わされているか、［……］そのい
ずれが描写によって表されている人物の振舞いを、［……］彼の幼年時代からあ
らゆる時期にわたっての行動を、より自然に、そしてより明晰に解き明かしてく

れるか、それを判断なさることができましょう 35。

33　Ibid., p. 874.
34　Ibid., p. 725.
35　Ibid., p. 799.
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　ここで彼は、自分の描く像と、「ムッシューたち」の意見の寄せ集めによって作り

上げられる像とを比較するよう「フランス人」に促し、「ジャン＝ジャック」の行動

をいずれがより自然かつ明晰に説明するかを判断基準とするよう要請する。ここに見

られる「自然さ」に対する意識は、「真実らしさ (vraisemblance)」に対する意識でも

あるだろう。「ルソー」は、いずれが真実であるかを「フランス人」に判断させよう

としているのではなく、いずれが「自然」か、いずれが「本当らしい」かを問うてい

るのである。『対話』では、作者ルソー本人が登場できるのは注などの対話の外の場

所に限られている。「真正性」が争点となっていた『告白』とは異なり、作者ルソー

本人ではない「ルソー」は真実を当事者として語れず、「真実らしさ」に依拠するし

かない。こうした仮説を比較する手法は第一・第二対話に何度も現れるが、その底流

にあるのは、確からしさ、蓋然性 (probabilité)とでも言うべきものによって駆動され

ている論理なのではないかと考えられる。

　むろん真実らしさ (vraisemblance)／確からしさ (probabilité)という語は等価ではな

いが、ここで示したいのは、「ルソー」によって目指される「ジャン＝ジャック」像が、

「フランス人」ひいては読者にとってありえそうな真実らしさを持ったものであり、「ル

ソー」が説得するためにそのようなロジックを使っているということである。

ルソー：見てきた人物の主要な特徴をあなたに示しました。［……］真実ではあっ
ても真実らしくないことや、人々から知られるに値しえたかもしれないが私のほ

かには神にしか知られていないようなこと、他人に知られてはいても、礼節があ

れば自分についてそのようには語れないようなこと、そういったことについては、

私からも、彼のことを知っているほかの人からも、聞けるだろうなどと期待なさ

らないでください。もし彼の値打ちが人間たちによる票決で決まってしまうなら、

見込みがないも同然です 36。

　この一節からは「真実らしさ」「確からしさ」の問題系が浮かび上がってくる。「ル

ソー」は「真実ではあっても真実らしくないこと」を意図的に語り落とす。「ルソー」

がいくつかの真実を犠牲にしてまでも目指すのは、説得力を増すために、彼の語りや

描写が真実らしいもの、確からしくありえそうなものとして受け取られることである。

36　Ibid., p. 874.
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(3)自己判断と「信念」の問題

　最後に検討したいのは、自分の眼で見たものだけを信じ、判断にあたっては自らの

考えを他者の意見より上位に据える「ルソー」の姿勢、彼が自己の判断に寄せる絶対

的な信頼である。

ルソー：私があなたに示す証拠がなんであれ、それらとは無関係に、誰にも疑わ

しく見えなかったものについて疑うのに自分がふさわしいと、私は感じているの

です。私の心には、あなたの証拠を全部あわせたよりもなお強い、あなたが描い

てくださったような人間は全く存在しないか、少なくともその人物はあなたがご

覧になっているようなものではないという証言があるのです 37。

　彼は「誰にも疑わしく見えなかったもの」を疑う資格がある、と言う。内なる声を

他者の意見より信頼できるものと見做し、真実に到達するために、他者の意見や証言

といった媒介をあたう限り回避するのは、自分の思考と判断へのこうした矜持と無関

係ではない。「ルソー」のこの姿勢は、「フランス人」の主張の拠りどころである、他

者の権威と声の計算の論理をともに無化するものとして作用する。

　また、「フランス人」は公衆の言うことを何でも鵜呑みにし、とりわけ「ムッシュー

たち」の権威を疑わない人物だった。そのことを彼は見抜き、この盲目性を何度も示

唆する。彼に対し「ルソー」は、「ムッシューたち」に単に操られているだけなので

はないかと自覚させようとするのである。第一対話で「ルソー」は「フランス人」に「決

して誤ることのない偉大な哲学者たちの諸原則を信じこんではおられるが、真実への

愛には誠実でいらっしゃるのですから 38」と、皮肉をもって呼びかけている。

　他者の権威を後ろ盾とするのを認めないということは、「ルソー」に倣って自分で

判断するよう「フランス人」に強いることを意味してもいる。「ルソー」が彼に要求

するのは、「ルソー」の見解を採用することではない。「ムッシューたち」や公衆の影

響圏から逃れ、彼が自分で判断できるようになることこそが求められていることであ

る。

ルソー：というのも、ここで私は自分の判断を弁護しようと試みているわけでは

全然ないし、あなたにその判断を採らせようとしているわけでもないのですから。
37　Ibid., p. 768.
38　Ibid., p. 697.
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［……］私が何に基づいて自分の見解を作り上げているかをご存じになったら、
私の意見を受けいれるか、それとも退けるかは、あなた次第なのですよ 39。

　こうして「ルソー」は中立性や公平性を保証してみせ、主張された公平性に依拠して、

提示された証拠をもとに「ジャン＝ジャック」について判断し直すよう「フランス人」

へ促す。この自己判断の重視は「ルソー」の報告という媒質を通すことさえも彼にた

めらわせる。実際に会って観察してみなければ、「フランス人」は「ジャン＝ジャック」

を正当に判断できまいというのである。

ルソー：私が見てきたことは、言うより見るほうが良いのです。私が見たものは、

実際に見た私にとっては、自分の判断について考えを決めるのに十分です。でも、

私の報告に基づいて判断できるほどには、あなたにとって十分ではないでしょ

う 40。

　こうした態度、自分の意見を押し通す代わりに、あくまでもそれをもとに自分で判

断するようにという「ルソー」の勧めは、ある意味で彼の誠実さを証している。しか

し一方で、これは説得の放棄、あるいは説得の臨界点を表すものでもある。「フラン

ス人」に自己判断を求めるならば、それ以上「ルソー」は立ち入ることができない。

実際に「フランス人」は第二対話で完全に説得されるにはいたらず、なおも数の論理

によって「ムッシューたち」の意見の側に引き止められつづける。

　ところで、「声」の数の圧倒的な差を根拠に反駁され、「もしジャン＝ジャックがあ

なたのご覧になったような人物だとしたら、そうした観点から彼のことを見たのはあ

なたが初めてで、たった一人ということになりますが、そんなことがありえるもので

しょうか 41」と問いつめられた「ルソー」は、どう応答するだろうか。彼は、フラン

ス人のこの疑問が妥当なものだと認めたあとで、こう答える。

ルソー：私はこの人物への判断にさいして、信仰の領域における信念においてそ

うするのと同じように振舞います。自分には解決不能な反対意見に気を取られる

のではなく、直接的な確信に身を委ねるのです。それは、私の精神のなかに確信

39　Ibid., p. 775-776.
40　Ibid., p. 797.
41　Ibid., p. 878.
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をもたらす意見のほうが、こうした反対意見よりも堅固で明晰な原則に基づいて

立てられているからでもありますし、こうした反対に屈してしまうと、もっとう

ち勝ち難いほかの反対意見に陥ることにもなってしまうでしょう。そうなるとこ

の変化によって、困難な問題に困惑させられるのは避けられないまま明証性の力

まで失うことになります。あなたはきっと、心が好むほうの意見を私の理性が選

択するに違いないとおっしゃるでしょうが、反論はしません。判断力が意志の助

けなくしては決断できないほどの知識しかもてないような反省においては、こう

したことは常に起きるものなのですから 42。

　「ルソー」は「フランス人」の提示する困難を拭い去ることができない。内なる声
が確信を与え続けていても、理性は「フランス人」の反論に対して途方に暮れてしま

う。そうであるとき、「信仰の領域における信念」と同じように振舞うこと、つまり

直接的な確信にしたがって、自分の心の好むほうに賭けることを「ルソー」は選んで

いる。最後は「信念」と「信仰」の問題に帰結してゆくのである。

　ここで比喩として「信仰」の問題が扱われたのは、おそらく故なくしてではない。『新

エロイーズ』のヒロインであるジュリの夫ヴォルマール卿の唯一の問題点としてジュ

リを最期まで悩ませたのが、彼の無信仰だった。ジュリが夫に信仰をもたらそうとし

てとる手段は、先の引用の「心が好むほうの意見」を理性に採らせるという方策にほ

かならない。ジュリは手紙のなかで、「私たちは、それ［＝神的なものの本質］を知
ることができませんが、それが在るということは知っております。そしてそれで十分

なのだということも。この本質は、それが作り上げた作品［＝自然］のうちに見て取
ることができますし、私たちのうちにあって感じることができるのです。それに対し

て議論することはできても、本心から疑うことはできません 43」と、直接的な確信の

力を示す。そして「あのひとをそこから引きだすのに残されている手立てがあります。

私の人生の残りをそれに捧げようと思うのです。それは、打ち負かすことではなく

て、その心にふれることです。彼を魅了するような模範を示してみせ、彼が抗いえな

くなるまでに、宗教を魅力あるものにすることです 44」と書く。心に訴えかけることで、

夫の「理性」が心の選択に抗えなくなるよう努めるという説得の手段。ここには、『対

話』の解決法と同じ原理を見いだすことができる。

42　Ibid., p. 879.
43　La Nouvelle Héloïse, O. C., tome II, p. 699.
44　Ibid., p. 700-701.
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　これはいわば「ルソー」に最後に残された方法であり、ある意味ではこの方法をし

のぐ方策は存在しない。心の直接的な内的確信は、各人に固有の不可侵なものとして、

誰にも歪めることはできず、また当人以外は誰も否定することができないからである。

先の引用で見た「フランス人」への「ルソー」の返答は、内的確信という力強い証拠

を提示することで、有効な反論となっているようにも思われる。

　しかし、この方策は、ここまで見てきた著者ルソーの、そして「ルソー」の方法論

を全て転覆するのではないか。今まで見てきた、対話と推論によって真理を導出する

方法、 推論・仮説・演繹による論理展開、蓋然性の意識。聞き手を論理の糸で導き、

説得しようとする「ルソー」の全ての努力を、この内的確信は、それが「内的」であ

るために共有されえないというまさにその点において、打ち消しかねない危険性を孕

んでいる。

　「確からしさ」や「真実らしさ」は、直接的に「真実」と同一視できるものではなく、

無媒介に真理へ到達することもない。当然ながら、「確からしい」ことは「事実である」

こととは異なるし、「真実らしさ」はもちろん「真実」ではないのである。確率や真

実らしさの精度をどこまで高めても、「真実らしいこと」と「真実」の間の、「確から

しいこと」と「事実」の間の懸隔は埋まらない。その溝を飛び越えるために要請され

たのが、おそらくはこの「内的確信」だったのではないか。しかし、今度はその内的

確信が、展開されてきた論理の鎖を壊してしまう。「内的確信」は、ジュリが言うよ

うに「私たちのうちにあって感じることができる」ものではあっても、理性で捉える

ようにはできていないからである。確率と真実の間に存在する懸隔を埋めるべく要請

された内的確信は、真実への溝を飛び越すのではなく、別の次元に問題を送ることで

議論を横滑りさせているように見える。二つの対話における戦略を注意深く眺めるな

らば、そこにそうしたアポリアが認められる。

3．結論
　『告白』においてルソーは、自己即真実とも言えるような直接的な真正性の次元へ

（少なくともテクストのレベルでは）到達し、しかし、それを朗読して人々に伝える

段になって挫折したのだった。それでは『対話』においてはどのような方法論がとら

れるのか、ということを、第二対話までの分析を中心に検討してきた。ルソーが選択

したのは、「ルソー」と「フランス人」という、陰謀についてよく知らず「ジャン＝

ジャック」に会ったこともないという人物を登場させることで、推論によって議論を

進めようとする戦略である。そのことを確認したうえで、「フランス人」と「ルソー」
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それぞれの説得の手段を見てきた。「ムッシューたち」の権威に依り頼み、数の論理

を引き合いに出す「フランス人」に対し、「ルソー」は個々の証拠や事実よりもそれ

らの整合性を重んじる姿勢、演繹的な推論を重ねる論理的な思考などによって対抗す

る。しかし、孤立無援で自分以外は誰もが「ムッシューたち」に与しているという状

況で「ルソー」は「内的確信」という最後の手札に頼らざるをえない。この内的確信

は、あくまでも自分の内面にあり、他者に侵犯されることがないという点で、非常に

強力である。ただしこれは、ある意味では危険な手札だった。説得の論理を緻密に構

築して「フランス人」を説き伏せようとしてきた「ルソー」は、内的確信という共有

不能な論拠を持ち出すことで、その説得の論理を自ら破綻させてしまうからである。

「信仰の領域における信念においてそうするのと同じように」振る舞うと宣言した瞬

間に「ルソー」は、論理的説得という領域から、信念の共有／非共有という別の領域

に議論の土台を移してしまったのではないだろうか。

　「ルソー」が示そうとしてきた「確からしさ」は、当然ながら常に「真実」そのも

のになり損ねる。その時に彼は内的確信に頼らざるを得ないのだが、その内的確信こ

そが、「確からしさ」の論理を全て崩落させかねない別の領域へと議論を移してしまう。

自己を知らしめるというルソーのねらいが、『告白』の挫折で打ち砕かれたあと、『対

話』で彼は方法を変え、客観的な真実を導き出して読者を説得しようと試みたのだっ

た。しかし、第一・第二対話に見られる『告白』の真正性の奇妙な回帰とでも言えそ

うなこの危うさは、戦略の変化と同時に、新たな試みのもつアポリアをも示している。

（やすだ・ゆりえ　東京大学博士課程在籍）
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