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ルソーにおける余談のレトリック1）

増　田　　　真　Makoto　MASUDA

ルソーが生前からその雄弁な文体で有名あり，そのことによって賞賛も批判

も受けたことはよく知られている。ある人たちによれば彼は崇高な雄弁家であ

り，論敵たちに言わせれば彼は器用な論弁家にすぎなかった。ルソーの文体や

レトリックについてはすでに多くの研究2）があるが，筆者の知る限りでは，余

談digressionは個別研究の対象とされてこなかったようである3）。この小論で

は，政治思想家としてのルソーのレトリックにおける余談の役割を浮き彫りに

し，余談の使用が政治の実践的レベルにおける想像力の重要性に関するルソー

の立場と密接に関連していることを示すことを主眼とする。

1．古典的レトリックにおける余談とルソーにおける用例

西洋の修辞学における余談に関する複雑な議諸）をここで概観することはで

きないが，ルソーにおける余談の用法を位置づけるためにも，まずいくつかの

事実を思い起こしておこう。古代において，余談は弁論の一部，中でも配置

（dispositio）の一要素と見なされていた。それは論旨の主軸からはずれた部分

であるが，聴衆の情念を呼び覚ますという明確な目的をもつものとされた。こ

の見方は特にクィンティリアヌスの『弁論術教程』に見られる。

パレクバシスは［＿］自然な構成をはずれてある論点を余談digressionの形で扱うこと

であるが，その論点は主張に有益なものである。［＿］定義された五つの部分以外で

言われることはすべて余談である。すなわち，憤慨，同情，嫌悪，侮辱，弁明，妥協，

侮辱的なことばへの反駁，である。問題に含まれていないことすべて，すなわちあら

ゆる誇張，あらゆる緩和，感情へのあらゆる呼びかけ，も同様である‘）。

しかし，余談のこの位置づけは古典主義時代にはまったく忘れられてしまっ

ていたようである。実際，17・18世紀の主要な弁論術の概論には，余談に関す
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る記述は見られないことが多い。ベルナール・ラミの『修辞学あるいは話す術』

は1675年に初めて刊行され，18世紀にかけていくつもの版が作られたこの時代

の代表的な修辞学の代表的な著作の1つであるが，そこでは余談は文彩figure

としても，弁論の一部分としても扱われていない。また，余談はデュマルセの

『転義論』における文彩のリストにも見られず，それはフォンタニエの『言述

の文彩』についても同様であり，後者は余談について述べる必要を認めていな

いのである6）。この時代の辞書・事典を見ても，似たような事態である。ディ

ドロとダランベールの『百科全書』には「余談」という項目はなく，『トレヴ

一の辞典』にはその項目はあるものの，定義と例として挙げられている引用は，

17・18世紀における余談のとらえ方をよく表している。

余談　女性名詞　主要な話題からそれる言説。それは別の話題を扱うが，主要な話

題と何らかの関係をもたなければならない。［＿］余談は短くて当を得ていれば許さ

れる。［＿］余談は多すぎれば欠点であるし，長すぎれば退屈である7）。

まず余談が文彩としてではなく単なる逸脱か脱線としてのみ扱われているこ

と，そしてその本来の役割が無視されていることが見て取れる。さらに，余談

に対する見方は否定的であり，侮蔑的でさえある。余談は短くて時宜を得たも

のであればせいぜい許されるというほどのものであり，長すぎたり多すぎたり

すれば，簡単に欠点となってしまうのである。要するに，余談は避けるべき欠

点と見なされており，聴衆を感動させるための修辞学上の技法とは見なされて

いないのである。

しかし，少なくともその思想的著作のいくつかの部分において，たしかにル

ソーは余談をレトリックの技法として意識的に使っているように思われる。こ

の小論においてはもちろん，ルソーにおける数多くの余談を網羅的に検討する

ことはできないが，いくつかの思想的著作から取り出した4つの例に焦点を当

てて考察することにする8）。

最初の例は『旋律の起源』と題された草稿の一部である。この草稿は『人間

不平等起源論』と『言語起源論』の中間的な文章であると見られ，1974年に初

めて刊行された9＞。この余談の部分では，原始的な社会において音楽と言語が

同時に生まれたさまが述べられ，旋律と言語が最初の社会を生んだ道徳的な感

情の産物であるという考えが強調されている。

天から得たこの才能の最初のきらめきによって人びとの心が燃え上がるとすぐに，集
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まった人々は彼らの情熱的な想像力から生まれた神々や，死んで惜しまれた英雄たち

や，現れ始めた彼らの悪徳によって必要となった美徳を，崇高な調子で歌い始めたの

である1°）。

ルソーによれば，この起源の時代において，人間はまだ和声（ハーモニー）を

知らず，原初的な法を同音（ユニゾン）で歌っていた。

この神々しい合唱が和声の無意味な音によってかき乱されることは決してなかった。

この古代の祭りにおいては，すべてが勇壮で偉大であった。この幸福な時代では，法

と歌は同じ名前で呼ばれていた。それらは全員の声でユニゾンをもって響き渡り，全

員の心の中に同じように快く通じ，美徳の原初的な姿はすべてのことによってあがめ

られ，快楽の声は無垢そのものによってさらに甘美な調子を与えられていた’1）。

このくだりはやや異なる形で『言語起源論』にも取り入れられ，余談ではなく

なるが，この作品の第9章と第12章の重要な部分となる。

余談の2つ目の例は『ダランベールへの手紙』の末尾にあり，スパルタの祝

祭が，自由で有徳な国民にふさわしい見せ物の例として挙げられている箇所で

ある。このくだりそれ自体は短いが，ジュネーヴのサンニジェルヴェ地区の民

兵隊の自然発生的な祭りの思い出が語られる有名な注にまで続いていると見な

すこともできる。実際，余談と注では同じ問題，すなわち愛国心と民衆の祝祭

が扱われている。たしかに『ダランベールへの手紙』には長い余談がいくつも

見られ，それらが論述の本体と分かちがたく結びついており，問題のこのくだ

りは一連の余談の最後のものにすぎない’2）。しかし，後述するように，この余

談には，同じ作品のほかのものとは異なる特徴が見られる。

3つ目の余談は『エミール』第4巻の，「サヴォワ人助任司祭の信仰告白」

の少し後にあり，相手の意志に無理を強いることなく若者と対話する方法につ

いての長い考察の一部である。ルソーは，退屈な長い話を避けるように勧め，

古代の逸話から引いた例をもとにしながら，より想像力に効果的に作用する方

法を推奨している。「ローマ人たちは記号の言語la　langue　des　signesにどれだ

け注意を払ったことだろう1［＿］彼らの間ではすべてが壮麗な支度であり，

誇示であり，儀礼であり，あらゆることが市民たちの心に強い印象を与えてい

た。」13）よく知られているように，視覚言語についてのこの考察は，『言語起源

論』第1章にも見られる。たしかに文脈は異なるが，ルソーがこの問題にたえ

ず関心をもっていたことのしるしと見ることはできる正4）。
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余談の4つ目の例は『ポーランド統治論』の第2章に相当する。ポーランド

が国家として解体されてしまう危機を前にして，ルソーは国家の独立を維持す

るために愛国心の重要性を強調し，祖国に対する住民の愛着を強めるのに役立

つはずの祝祭や儀式の創設を勧めている。ここでもルソーにとって論拠となっ

ているのは古代の例であり，なかでも3人の立法者一モーゼ，リュクルゴス，

そしてヌマーが賞賛されている。ルソーによれば，彼らは時間の流れや政治的

変動を乗り越えることも可能にするような独自性を自分たちの国民に与えるこ

とができたのである。

2．別世界の幻影

上述のように4つの余談を例として挙げたが，それらには以下の共通の特徴

が見られ，それでこのように特に注目に値するということが理解されよう。

第1の特徴は，これらがすべて，明示的な余談，すなわち著者自身によって

明確に余談と形容されているものである，という点である。実際，これらの余

談は，その始まりか終わりに「余談」という語（あるいは「脱線」6cartのよ

うに，それに近い語）を含むくだりがあり，そこではしばしば，著者の弁明が

見られる。上掲の第1の例，すなわち『旋律の起源』の一節では，余談は次の

一文で終わっている。「読者よ，この脱線を許してほしい。人びとの無垢と幸

福の時代について，冷静に思いをはせることのできる人などいるだろうか。」15）

『ダランベールへの手紙』の末尾にある第2の例では，次のような文言が余談

の始めに置かれている。「この多くの余談を終わりにしよう。幸い，これが最

後だ。この書物も終わりである。」16）第3の例である『エミール』第4巻のく

だりについては，余談は次のような文章で終わっている。「しかしこの余談の

せいで知らないうちに本筋から離れてしまう。ほかの余談についてもそうだし，

私の脱線はあまりに多いので，長くすることはできないし，読者に許されない

だろう。話を戻すことにしよう。」17）そして4つ目の例については，『ポーラン

ド統治論』第2章全体に相当する余談は前後2つのくだりによって囲まれてい

ると見ることができる。というのは，『ポーランド統治論』第1章は次の文章

で終わっている。「私はここで正気を失ってうわごとを言っているのかも知れ

ない。そうだとしても，少なくともそれはまったく完全にそうだ。というのは，

私には私の狂気が理性に見えるのだから。」’8）他方，この第2章は次のように

結ばれている。「あなた方［ポーランド人たち］によって再びかき立てられた

情熱の残りのせいだとしてこの余談を許してほしい。現代の諸国民のうちで，
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先ほど話題にした諸国民［古代のユダヤ人やギリシャ人］に最も近い国民のこ

とに喜んで話を戻そう。」19）

上掲の4つの余談に共通の2つ目の特徴は，その余談で古代の社会あるいは

現存する社会の理想化された姿が提示されていることである。ジュネーヴが対

象となっている『ダランベールへの手紙』の一節以外の余談では，古代の社会

が描かれているが，そこに表れている像はしばしば歴史的現実からほど遠いも

のである。その特徴が最も顕著に表れているのは『旋律の起源』の一節である。

そこでルソーは法と言語と音楽が同時に発生したという彼の仮説を展開してい

るが，この始源の状態は『人間不平等起源論』の自然状態でもなく，さまざま

な古代社会でもない。それはむしろ牧歌的な状態と古代ギリシャの混合物であ

り，そのことは次の一文でもわかる。「その煮えたぎるような熱情はその人全

体に伝わり，最初のステップの原動力となり，参会者たちの身振りは合唱隊の

指揮者の演説に応え，全員の拍手喝采を際だたせていた。」2°）この奇妙な混合

は特に，ルソーの音楽関係の著作において，古代ギリシャ音楽が原初的な音楽

と同一視されていることによるものとされていることによって，いっそう顕著

になっている。彼によれば，古代ギリシャ語には文字通り歌うような韻律法が

あり，古代ギリシャ語は和声という人為的な発明の助けを借りなくても十分に

音楽的だったので，古代ギリシャ人は和声を知っているはずはなかった21）。こ

の特徴は上掲のほかの余談の例にも見られるものである。『エミール』第4巻

の余談では，『聖書』や古代ギリシャ・ローマから取った逸話が区別なく引用

され，古代人たちが「記号の言語」を大事にしていたことの例として提示され

ている。そして『ダランベールへの手紙』の末尾の余談についても，そこに見

られるのは理想化された故国のイメージだと言ってもいいだろう。というのは，

スパルタとジュネーヴを対比しつつ，ルソーは愛国心やジュネーヴ市民の団結

を賞賛し，実際にはジュネーヴに複雑な政治的・社会的な対立があったことは

無視しているのである。しかし，よく知られているように，ルソーは故郷にお

ける内政上の問題について，無知でも無関心でもなく，かなり強い関心をもっ

ていた。そして4つ目の余談の例については，「古代の制度の精神」と題され

た章に含まれるものの，そこで礼賛されている3人の立法者一モーゼ，リュク

ルゴス，ヌマーは伝説上の人物である。しかも，この章の終わり近く，ホメロ

スの叙事詩も，アイスキュロスやソフォクレスやエウリピデスの悲劇も，古代

ギリシャにおける愛国的な祝祭において朗唱され，あるいは上演された作品と

してともに挙げられているのである22＞。

第3の共通の特徴として，これらの余談はすべて，政治の実践的レベルにお
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ける想像力の役割を論じたくだりや文脈に含まれている，という点が挙げられ

る。この4つの余談において扱われているのは，祝祭や勲章のような象徴体系

であり，それは道徳的な感情の表出として，あるいは住民たちの愛国心をかき

立てる手段として描かれている。『旋律の起源』，『ダランベールへの手紙』，そ

して『ポーランド統治論』の余談において，半ばギリシャ的，半ば牧歌的な性

格の，類似した祝祭の叙述が見られる。3つ目の余談の例，すなわち『エミー

ル』第4巻のものは，むしろ象徴体系に関する議論の一部なのでそのテーマは

やや性質が異なるように見えるが，やはり想像力を通して道徳的感情に働きか

け，約束や誓いをより強固にする方法が論じられている。ここでもルソーの論

理は，古代人と近代人というおおざっぱな対比に基づいており，前者は後者よ

りも視覚言語を巧みに使っていたとされている。ルソーを社会契約や一般意志

の理論家として見ることに慣れた読者にとって，祝祭や勲章についての長い論

述は意外に思えるかも知れないが，ルソーが政治の実践的な問題，特に法の実

効性について強い関心をもっていたことを忘れてはならない。ルソーにとって，

法は国民の風俗と一致してはじめて効力をもちうるものであり，この問題は

『政治制度論』や『社会契約論』のほかに，特に『ダランベールへの手紙』に

おいて論じられていて，そこでは法体系が世論と合致していることの必要性が

強調されている。その意味では，『ダランベールへの手紙』は演劇と道徳とい

う伝統的な問題を踏襲しつつ，国家における想像力の役割に関する考察を展開

していると見なすこともできる23）。そしてそのような思想は『ポーランド統治

論』にも引き継がれており，それは第2章の余談の直前に位置する次の一節に

も表れている。

法が市民の心の上に支配するような制度以外，適切で堅固な制度は決して存在しな

いだろう。立法権がそこまで及ばない限り，法の網は常にかいくぐられるだろう。

［＿］それではどのようにすれば人びとの心を感動させ，法と祖国を愛するように仕

向けることができるだろうか。あえて言おう。それは子供の遊びのようなことによっ

てである。それは浅薄な人にとっては無駄な制度だろうが，大切に守られる習慣や何

ごとにも耐える愛着を作り出すのである24）。

以上の3つの共通の特徴のほかに，問題の4つの余談には別の共通項が見ら

れる。それはその余談の情熱的な性質であり，一見あまり目立たないが非常に

重要である。実際，ルソーは自分の感情を隠すどころか，明らかにそれを読者

に伝えようとしている。たとえば，余談の始まりと終わりを画する表現は単な
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る弁解ではなく，しばしば読者に対する情熱的な呼びかけ，著者自身の熱情を

表明する呼びかけである。すでに引用した，『旋律の起源』の余談の終わりの

文章の場合が特にそうである。「読者よ，この脱線を許してほしい。人びとの

無垢と幸福の時代について，塗静に思いをはせることのできる人などいるだろ

うか。」25）『ポーランド統治論』第2章末尾についても同様であり，そこでルソ

一は，そのくだりがポーランド国民に対する共感の発露のもとに書かれたこと

を認めている。「あなた方［ポーランド人たち］によって再びかき立てられた

麹残りのせいだとしてこの余談を許してほしい。」26＞たしかにほかの2つ

の例においてはこのような情熱的な呼びかけは見られないが，それでもその2

つの余談も著者の感動の表現に関連している。「ダランベールへの手紙』末尾

の余談（より正確には，それに付随する注）において，ルソーは父親とともに

見たジュネーヴの祝祭を思い起こして懐旧の情に浸っている。

父は私を抱きしめて　二いしたが　ムはAで　　れを一　に感じているよ’カなが

亙。ジャン＝ジャックよ，おまえの国を愛しなさい，と彼は言うのだった。この善良

なジュネーヴの人びとを見てごらん。彼らはみんな友人同士で，兄弟だ。彼らの問で

は喜びと和合の気持ちが満ちているのだ”）。

ルソーの生涯と作品を少しでも知っている読者には，両義的な感情がどれだけ

その数行に込められているか，簡単に想像できるだろう。そして『エミール』

第4巻の余談については，たしかにそこには著者の弁明も，情熱の吐露も見ら

れないが，この余談全体が情熱的なことばつかいの礼賛を主題としている。

このように，この論考の始めで取り上げた余談の4つの例は無意味な脱線で

もなく，単に議論の展開のための例でもなく，われわれの世界とは異質な世界

の理想化されたイメージの中に読者を導くことを目的とした修辞上の技法であ

り，そのような点で「ユートピアの幻影」とでも形容できるような箇所である，

ということが理解されよう。この解釈は，『ポーランド統治論』第2章の最初

の数行で裏付けられる。

古代史を読むと，別盤に，そして異質なム輩とのただ中に連れて行かれたかの

ような気がしてしまう。フランス人，イギリス人，ロシア人はローマ人やギリシャ人

たちとどのような共通点があるのだろうか。容貌以外はほとんどない。後者の強健な

魂は前者にとっては歴史の誇張のように思われるのだ認）。
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もちろん，ルソーに言わせれば，この「別世界」は，愛国心をある社会の構成

員全員の第一の情念とするのに適した制度の結果にすぎないのである。

3．現前のレトリック

このようにして，上掲の余談がルソーのレトリックの中でどのような役割を

果たしているかを明らかにすることができる。そのために，まず有名な「ヴァ

ンセンヌの啓示」の場面を参照するが，それは『告白』第8巻において次のよ

うに語られている。「それを読んだ瞬間，私には別盤が見え，私は別璽ム

閻になった。」29）ここでも先ほどの箇所で指摘した「別の世界」という表現が

使われている。そのように，この啓示は文字通り幻視としてとして表されてお

り，そのような側面は，同じ事件が述べられている1762年1月12日のマルゼル

ブへの手紙ではいっそう明白である。

ああ，その木の下で私が見て，感じたことの4分の1でも書くことができたなら，私

はなんと明白に社会制度のあらゆる矛盾を示すことができたでしょう，なんと力強く

われわれの制度のあらゆる悪弊を提示したでしょう，人間が本来は善良であり，ただ

その制度のせいで人々は邪悪になるのだ，ということをなんと簡潔に証明したことで

しょう。その木の下で15分聞私に啓示を与えてくれた無数の偉大な真理のうち，私が

記憶にとどめることのできたものすべては，私の著作のうちの主要な3つのものにず

いぶん弱々しい形で散りばめられました［＿］。残りはすべて失われてしまい，その

場で書かれたのはファブリキウスの擬人法のくだりだけでした3°）。

この記述の中で，実際に経験された部分がどれほどあるのか見分けることは不

可能であり，無駄でさえあるが，ここで明白に強調されているのは，この感覚

経験の直接的な性質であり，それはあたかも著者が実際に，失われた世界を前

にしているかのようである。しかも，その時に受けた印象は単なる感覚ではな

く，感動のレベルでとどまるものでもなく，入格を根底的に激変させるほどの

ものとされている。その啓示の際に書かれたものはファブリキウスの擬人法で

あるという点，そしてこの技法が，その人が実際にその場にいるかのようにあ

る人物を語らせるものであるという点も注目に値する。ファブリキウスは言う

までもなく『学問芸術論』においては堕落する前の質実剛健なローマ，つまり

ルソーにとってのローマの理想化された姿を体現する人物であり，その人物の

ことばを借りる擬人法はまさに失われたユートピアからの声である。要するに，
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政治思想家としてのルソーの誕生の契機となったこの啓示は別世界の幻視とし

て表されており，その幻視はルソーの精神と生活において根底的な変化をもた

らしたのである。

同様の根底的な変化は『エミール』第4巻，「記号の言語」に関する余談の

直後にも見られる。それは思春期に達した生徒が教師に対して今後も指導し続

けてくれるように頼む場面である。ルソーの思想におけるこの契約の重要性は

よく知られている。それは，生徒と教師の間に真の対話を確立することによっ

て思春期の情念に由来する危機を解決するはずのものであるだけでなく，生徒

自身によって提案され要請された，自発的な契約である。その意味でこの契約

は，ルソーの政治思想において枢要な位置を占める問題である義務と自由の調

和を体現している31）。そして，この自発的な契約は教師の情熱的な雄弁の産物

という形を取っている。「記号の言語」についての余談の直後の数段落におい

て，ルソーは思春期の少年と対話するための実践的な忠告を述べ，その余談の

中で挙げられた例を自分自身に当てはめている。

私はまず彼の想像力を動かすことから始めるだろう。［．．．］私は，彼と私の契約の証

人として，われわれがいる場所，周囲の岩，森林，山々にしるしをつけるだろう。私

は，彼に吹き込みたい熱狂や情熱を私の目，’私の口調，私の身振りの中に込めるだろ

う。そうすれば，私は彼に語りかけ，彼は私に耳を傾けるだろう。私は感動し，彼も

感動するだろう。私は自分の義務の神聖さ確信することで，彼の義務はより尊重する

べきものとなるだろう［＿］32）。

たしかにルソーはこの自発的な契約の文脈では余談について語ってはいない

が，この2つの要素は，聞き手の眼前に提示された事物それ自体の雄弁さとい

う別の共通項によって結ばれている。「目に提示される事物は想像力を揺り動

かし，好奇心をかき立て，これから言われることに精神の注意を引きつけ，そ

してしばしば，その事物だけですべてが語られてしまうのである。」33）著者は

「記号の言語」に関する余談の中でそのように述べており，古代の歴史家たち

によって伝えられている謎めいた身振りや寓意的なしぐさの例がいくつも挙げ

られている。その上，この「記号の言語」の雄弁さは，社会的・政治的事件の

レベルにまで達する効果としてとらえられており，それはレトリックの本来の

機能にかなったことである。

ローマ人たちは記号の言語にどれほど注意を払ったことだろうか1［＿］カエサルの
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死に際して，雄弁家の一人が民衆を感動させようとして，カエサルの傷，その血，そ

の遺体の悲壮な描写を行おうとして修辞学のあらゆる紋切り型を尽くすのを想像しよ

う。アントニウスは雄弁であるがそのようなことはまったく言わず，遺体を運ばせる

のである。何というレトリックだろうか1謝

このように，自発的契約に関するくだりと「記号の言語」に関するくだりは，

同じ着想にもとついている。すなわち，相手の想像力に印象を与えうるような

情熱的な雄弁さによって，道徳的な覚醒を引き起こすことが目的とされており，

その雄弁さの主たる効果は，事物それ自体を見せることによる印象から得られ

るのである。

こうして，このような余談に与えられた文体上の機能の解釈を提示すること

ができる。これらの余談は単なる脱線ではなく，明白に強調された幻視であり，

半ば古代的で半ば牧歌的な理想化された世界の，夢幻的な雰囲気の中に読者を

引き込むものである。（その意味では，先ほど指摘した，この余談の情熱的な

性格も，ルソー自身の感情の表出というよりも，読者の感情に働きかけるため

の手段と見なすべきかも知れない。）このような特徴によって，この余談は

「記号の言語」における事物と同じ役割をもっていると推測することができよ

う。すなわち，ヴァンセンヌの啓示の際のルソーと同じように，余談は別世界

の幻視によって精神的・道徳的な変身をもたらすはずのものとされているので

はないだろうか。そして同時に，「サヴォワ人助任司祭の信仰告白」と，「記号

の言語」についての余談と，エミールの自発的な契約が数ページの間隔で『エ

ミール』第4巻の中心部に置かれている理由も理解できよう。「信仰告白」の

舞台（朝日に照らされた山岳風景）は「記号の言語」に関する余談で提示され

た手法の実践例であり，助任司祭のことばは，自発的契約のくだりで推奨され

ている情熱的な弁論の実例である。さらに，「信仰告白」は長い擬人法

prosopop6eと見なすこともできるものであり，架空の人物を登場させること

によって単なる抽象的な論理には見られないような劇的な効果を創り出そうと

するものである。その意味では，「信仰告白」は単なる理論的な叙述ではなく，

それに続くくだりで提示されているレトリック上の教訓の実例でもある。

以上のような解釈が正しいとしても，ルソーは，聴衆を感動させる手段とい

う，古代の修辞学に見られる余談の観念に立ち戻ることを意識的に望んでいた

のだろうか。たしかにキケロやクィンティリァヌスといった古代の修辞学の理

論家たちがルソーの作品中にしばしば引用されるが，それでもそのような解釈

は根拠が薄弱であるように思われる。この論考で分析したよう，余談を文体上
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の手法として意識的に利用する姿勢は，むしろ自分のレトリックをみずからの

政治思想と一致させようというルソーの意志を反映しているように思われる。

実際ルソーは，芸術が人間に及ぼす影響に関する彼自身の思想にかなった文体

を追い求めていたようである。音楽的でリズミカルと評されるルソーの文体は，

彼の音楽論（特に，声や歌を人間の本性の表出と見なす思想）によるところが

大きいと考えられ，余談の使い方と，事物や幻視のレトリック上の効果に対す

る考えの問にも同様の関係が存在すると推測することができよう。

そしてそのような余談がすべて民衆による見せ物，特に祝祭を想起させるの

も偶然ではない。というのは，祝祭はルソーにとって，義務と芸術的快楽の融

合を体現するものであり，義務と自由の両立という彼の理想と一致するもので

ある。そしておそらく，以上のような余談の夢幻的な性格は，そのような理想

が実現されている別世界を見せる，というその役割に由来するものと思われる。

その意味では，これらのユートピア的な幻視もやはり「ユークロニー
uchronies」35）すなわち実在の時間や歴史の外に想定されている瞬間とも見な

されうるであろう。というのは，それらは実際の歴史というよりも，ありえた

かも知れない歴史を表しているのだから。

結論

以上の考察によって，ルソーにおけるいくつかの余談は二重の機能をもって

いることがわかる。それらは政治における想像力の役割についての理論的な論

述であるが，それと同時に，読者の想像力に働きかけることを目的とするレト

リック上の手法でもある。それ故，そのような余談は論拠であると同時に実例

であり，それは「サヴォワ人助任司祭の信仰告白」が，助任司祭のことばを聞

く若者とルソーを読む読者という2種類の対話者に向けられた言説であるのと

同じである。言い換えれば，以上のような余談は彼の政治思想を体現するレト

リックを創り出すためのルソーの文体上の手法の一端とも言える。そしてこの

余談の二重の機能によって，読者に対するルソーの影響力の一面がよりわかり

やすくなるものと思われる。

注

1）この論考は1998年11月に吉田城教授が中心となって京都の関西日仏学館で開催され

た国際シンポジウム・Rcriture／Figure・での発表原稿をもとにしている。フランス
語版は助％伽o劣θ，n°17／18，2000，　P．1－10においてすでに発表されている。内容として

はフランス語版とほぼ同じであるが，完全な逐語訳ではなく，多少の加筆訂正を施
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した。

2）中でも以下のものが挙げられる。M．－H．　Cotoni，ゐαム槻γθdθ」θα％－」αog窃θ8
Ro窃ssθα窃（弟0んγゴ3古03）んθ（オθBθαz↓ηzo？z左五1ε拐（オθ5忽砺8孟乞（～％θ．　Les　Beles　Iettres，1977，

237p．

3）ただし次の文献では，「ルソーが音楽と言語に関する自身の思想を確立した一連の
文書における」「余談という方法の重要性」が強調されている。M．－E．　Duchez，
《Pγ乞％c乞pθ（オθεαγ泥（多めc己乞θθ亡0γ乞g乞γ乙θ（オθ8Zαγ乙g賜θ8，　Un　brouillon　in6dit　de　Jean一

Jacques　Rousseau　sur　l’origine　de　la　m610die》Rθ概θ（オθ呪z68乞co‘og乞θ，　t．　LX，　n°1－2．

1974，p．51．

4）この問題については次の文献を参照した。R。　Sabry，5「6γα彰g乞θs伽8侃γ8勿θ8」
d乞9γθ∬乞07ち　診γαγz8乞孟乞o篤　s窃8Pθ7z8．　Rditions　de　l’亘cole　des　hautes　6tudes　en　sciences

h㎜a血es，1992，317　p．修辞学の歴史に関する以下の論述はこの文献に多くを負って

いる。

5）Quint血en，∫？τ8痂z鹿o％oγαごo乞rθ，1．　IV，3，　texte　6tabh　et　traduit　par　Jean　Cous血，　t．　III，

Les　Belles　lettres，1976，　p．78－79．『百科全書』と『十九世紀ラルース』には

PARECBASEという項目があり，「修辞学における余談digressionのこと」という定
義を載せている。しかしそれに続けて，ウォシウス（vossius，16・17世紀オランダ

の古典学者）の説として，「非難の誇張」という解釈を併記している。
6）P．Fontanier，ゐθ8伽質θ3伽乞500窃γs，　Fla㎜arion，《Champs》，1977，　p．403．

7）D脇乞o朋α乞γθdθ7短りoz鷹，　t．　II，1734。しかし実際には，この項目はフユルティエー

ルの『普遍辞典』の同じ項目の完全な引き写しである。

8）ここで取り上げるのは，後述するような，特定の特徴を備え，ルソーの論述の中で
文体上の役割を担っている例だけである。ルソーにおける余談がすべてこのような
ものであるわけではない。

9）M．－E．Duchez，　o処o乞孟．，p．39　sq．

10）ゐ’0γ乞g伽θdθ‘α鵬観od¢θ，（翫ωγθs　oo鵬μ∂孟θ8，　Gallimard，《Bibliothさque　de　la

Pl6iade・，　t．　V，　p．334．ルソーの作品からの引用はすべてこの版により，0．σという

略号で表し，その巻号をローマ数字で示す。
11）ムoo．　o窃．

12）この作品において余談が多用されていることはすでに指摘されており，たとえば次
の解説文にも見られる。M．　Launay，　introduction乱laムθ孟〃θad猛Zθ呪わθ冗，6d．

《Garnier－Fla㎜ariom＞，1967，　p．30．

13）1彌乞‘θ，1．IV，σαIV，　p．647．この表現におけるsignesはかなり広い意味で使われてお

り，儀式における装飾や象徴，身体的な身振り，なぞかけや暗号で使われる事物な

ど，視覚に訴える非言語的手段一般を指している。別の文脈では，言語的記号，記

憶を呼び覚ます事物，顔の表情，兆候などについても使われている。その意味では
「記号」というよりも「しるし」という語に近いかも知れないが，便宜上，「記号の

言語」と訳しておく。記号一般に対するルソーの関心については，たとえば次の文
献で扱われている。J．　Starobinski，」θ侃一」αog％θs　Ro鵬sθα肱ゐα孟γαη8pαγ侃cθ碗

‘’oわs診αc乙θ，ch．　VI，　Gallimard，《Te1＞＞，1971，p．149　sq．

14）ただし，「記号の言語」に対するルソーの評価はこの2つの文脈でかなり異なって
いる。『エミール』第4巻では「記号の言語」は効果的な説得術の例として挙げら
れているが，『言語起源論』では，音声言語より低く評価されている。『エミール』

では通常の言語との比較で，より雄弁な表現方法として賞賛されているのに対して，

『言語起源論』では，音声言語が人間独自の表現方法とされ，視覚言語は叫びや身
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振りなど，人間の身体的・動物的側面の表出と同じ領域に属するものとされている
からである。

15）ム’0γ乞ρ乞7zθdθεα祝θ記o漉θ，σσV，p．334．

16）ムθε艀θ（弛（湖εθηzわθ冗5窃γZθ∬pθc孟αo‘θ＆σσV，p．123，

17）五17γz祝θ，1．rv，σσIV，　p．648．

18）　Oo鵬乞（膨γαε乞o瑠5窃γ‘θgozωθγ惚㎜孟（ZθPoZo9㎜，0。σIII，　P．955．

19）乃¢d．，P，959．

20）五’0γ乞g乞？zθdθ‘α窺θ記（）（オ②θ，0．C．　V，　p．334．

21）そのような思想は主として以下の箇所で述べられている：1r88醜働冠’oγ乞g伽θdθ8
‘αγzgz占θ8，　ch．　VII，　XVIII，　XIX；D乞oε乞oγ鵬α乞γθdθηz初s乞（～z占θ，　articles《Op6ra》，《Plal皿一

Chant》，《R6citatぜ》，《Symphonie》；ムθ甜γθ（1ルf．　B拐γ％θ〃8z6γ・‘αηz秘3乞（～z占θ，0．σV，

p．438，445．

22）Oo？z8乞（膨γα診乞o％8　sz占γ‘θgozωθ配θ㎜掘θPo‘og7zθ，σσIII，　p．958

23）このような問題についてはすでに主として以下の拙論で述べた。「ルソーにおける
言語論と政治思想　一法の概念との関連を中心に一」『姫路法学』（姫路濁協大学法

学部）第20号，1996，p．81－148；「共同体における法と演劇　一『ダランベールへ

の手紙』とルソーの政治思想一」『政治と詩学：ルソー『ダランベールへの手紙』

とジュネーヴ共和国』（平成15年度～16年度科学研究費補助金研究成果報告書，研
究代表者佐藤淳二），2005，p．17－32。

24）乃乞d．，P．955．

25）jL’0吻伽θdθ‘α粥紛漉θ，σσV，　p．354．下線は筆者による。

26）Oo郡¢d吻α伽鵬s％冠θgo初りθ視θ㎜協θPoZog％，σαIII，　p．959．下線は筆者によ

る。

27）ゐθ伽θdd盗‘θ励θ冗働γ‘θ88pθ伽oZθ8，σσV，p．124．下線は筆者による。

28）Coπ8掘6γ醐o鵬sz6γ‘θgo秘りθ辮θ耀窺αθPo乙ogη¢（λσV，　p．956．下線は筆者によ

る。

29）ゐθ800吻8s勿π8，1．　VIII，σ0．1，　p．351．下線は筆者による。

30）Lettre乱Malesherbes　du　12janvier　1762，（λσ1，　p．351．下線は筆者による。

31）この問題はたとえば次の文献においても指摘されている。A．　Ravier，ム菅dz60α伽％

dθZ’ん0窺隅θπ0扮θα鉱E55α乞ん乞5‘0吻拐θθ孟0禰9拐θ5初吻Z伽θdθ砂剛θdθ♂一♂

Ro％85θαz6，　Issoudun，6d．　SPES，1941，t．　II，　p．373－376．

32）彦ηz乞‘θ，1．W，σσIV，　p．648．

33）∫b乞α．，P．647．

34）　！と）乞d．，p．647－648．

35）この用語は，アンリ・グイェが『人間不平等起源論』における自然状態を形容する

ために次の文献で使用しているものである。H．　Gouhier，ムθ5　M6d励α伽箆8
鵬窃αpん〃s乞（～窃θ3（オθ」θα？z－」αc（1窃θ8、Ro鋤∬θα％，　Vrl皿，1970，　p．14．

（ますだ・まこと　京都大学大学院文学研究科助教授）
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