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ジャン＝ジャック・ルソーと国王暗殺未遂ダミヤン事件 （2）

阿　尾　安　泰

２−１：ルソーの事件への直接的な言及
ルソーはダミヤンによる国王襲撃事件をどのように考えていたのだろうか。もしこの出来事への

言及がなければ、それこそ探求の道は閉ざされることになる。『告白』の中で、わずかではあるが、
ルソーがこの事件に触れている。

� その冬のあいだは、（…）それでも、結局は、フランスに居住して以来、一番穏やかに、また
一番落ちついて暮らした季節だった。（…）単調素朴な生活だが、味わえば味わうほど、その価
値は増すばかりであった。友人たちが、憤慨してさわぎたてるのをよそ目に、その高圧的な束
縛からぬけだす決心をした自分の思慮深さを、日増しに喜ぶようになったのも、とくにそのこ
ろである。そして、ドレールとエピネー夫人との手紙で、一狂人の凶行から、パリ全市が大さ
わぎの混乱状態にあると知ったとき、そんな恐怖と罪悪の光景から私を遠ざけてくださったこ
とを、どれほど神に感謝したことだろう。そんな光景を見せつけられたら、これまで社会の無
秩序を見てきたために植えつけられたあのおこりっぽい気質は、ますます募り、ますます強く
掻き立てられるばかりであっただろう。ところが、このかくれ家のまわりには、にこやかな快
いものしか目につかず、そのため心はやさしい感情にしかひたらないのだ�1。

この「一狂人の凶行」に関する記述を普通に見れば、全てが語られ、もはやこれ以上の追求は無駄
なように思える。ルソーはこの事件を自分の住む世界とは隔絶した世界の出来事と感じている。い
かにパリがこの犯行によって動揺しているにしても、自分の今いる、このパリ郊外の地、モンモラ
ンシーはそうした喧騒とは無縁とルソーは断じている。

しかし、別の観点から考えてみよう。もし本当にルソーが、この事件を全く遠い世界の出来事と
感じているのなら、それを記述する必要はあっただろうか。書かなくても良かったのではないだろ
うか。パリから離れ、平穏に暮らしていたのであれば、この事件に言及しないでいることもできた
はずである。全く無縁であるならば、意識においても極めて薄い印象しか残さないはずで、あえて
触れずにおくこともできたと思われる。ところが、事件が、ここでは記述されている。なぜであろ
うか。

ルソーは書くことによって、この事件が自らの住む世界とは遠い所で発生したことを読者に、あ
るいは自分に印象付けようとしている。この事件を、遠くに押しやろうとする意思がそこには見え
ないだろうか。フロイトの否認を持ち出すまでもなく、「そんなことは考えてもいません」と言うこ
とは、それを無意識のうちに考えていることの証拠であることは周知の事実である。田舎にいたこ
とで都会の喧騒に巻き込まれずに済んだと書くことで、現実面でそうした呪縛からは逃れた状況に
あることが示される。都会からの距離をルソーは強調する。都会の悪しき力は、この田園の素朴な
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生活には及んでこないと語る。影響を否定する。しかし、そのような否定が強調されればされるほ
ど、心理の深層において、その影響が潜在的な形で刻まれていくのではないだろうか。それは時限
爆弾のように、ある時期が来て、条件がそろえば、ルソーの想像力を糧として、大きな衝撃を与え
るものとして、表に浮かび上がってくるのではないだろうか。
『告白』のこの部分でルソーがパリから離れた生活の充実ぶりを述べるときには、確かにその素晴

らしさを感じて、そのように語っているのであろう。しかし同時に、その充実ぶりが、田園での暮
らしぶりに批判的な人々に対して語られる時、そうした人々への批判もそれによって表明されるの
ではないだろうか。都会ではなく田園での暮らしに魅力を感じることができない者たちに対し、そ
れが素晴らしいと語ることは、言語戦略的な抵抗であり、告発でもあっただろう。その文章を単な
る幸福の記述として読み過ごすには、あまりに多くのニュアンスが込められているように思われる。
そうした状況の中で、このダミヤン事件の記述に遭遇するとき、簡単に読み飛ばしていくことはで
きないように思われる。

ルソーはダミヤン事件を決して自己と無縁な世界の出来事とは捉えなかったのではないだろうか。
その及ぼす影響を無意識のレベルで感じ、その力を封印するために、こうした記述を取ったのでは
ないだろうか。「恐怖と罪悪の光景」を直接見ることはないまでも、ルソーの想像力の中では、その
イメージが最初の作動を開始した。その進展を封じ込めるために、あえてこうした記述をしたので
はないだろうか。「恐怖と罪悪の光景」という言葉が浮かんだ瞬間に、すでにルソーは、この事件が
引き起こすイメージ群の中に捕らえられていて、その縛りから逃れるために、その塊を闇に封印す
るために、あたかも存在しなかったことにするかのように、こうした語りを『告白』の中で行った
のではないだろうか。

そうしたルソーの封じ込めの試みが完全に成功していたならば、それについて何も語ることはで
きなかったであろう。ただこうした封印は、完全ではなく、抑圧されたものは、以後機会を捉えて
は浮かび上がってくるように思われる。そうした点を考慮して分析を続けて行くならば、ルソーの
晩年の作品群に、特にこれまで明確な解釈を拒み続けてきたような『対話』などの作品に新たな位
置付けが与えることが可能となるのではないだろうか。以下においてそうした探求を試みてみたい。

２−２：晩年のルソーのイメージ
ルソーが事件の喧噪と恐怖により引き起こされる闇の世界を想定し、そこから離れた自分の位置

を確認し、自らの幸福を明らかにしようとしたことは否定できない。少なくとも、この時点でルソー
が闇の世界には陥っていないことは確かである。しかし、ルソーの生涯を振り返るとき、そこに暗
黒が忍び寄ってきたことなどはなかったと断言できるであろうか。むしろ、彼の後半生はそうした
暗黒との戦いを物語っているように思われる。たとえば、晩年にルソーについて語るメルシエの言
葉を引いてみよう。

� 私は、プラトリエール通りに、彼（＝ルソー）を訪ねたことがある。そして『エミール』の
著者を前にして、この著名な作家が脳の病に侵されているのを見たとき、どんなに深い苦悩に
浸されたことか！ ルソーが幻の敵のこと、彼個人に対する万人の陰謀のことについて私に話す
のを聞いたとき、私はため息が出た。（…）そう、ジャン＝ジャック・ルソーは、あまりにも強
烈な想像力に動かされ、彼自身も自覚していなかった自尊心でいっぱいになっていたので、自
分の周囲に巧妙な敵の同盟がはりめぐらされていると思い込んでいた�2。
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メルシエによって語られるルソー像は、啓蒙思想を担う主要な思想家とも、数々の文学作品を発表
し、特に『新エロイーズ』によって多大の読者を獲得した作家とも異なると言える。自分の周りに
は、敵たちによる巧妙で、逃れることのできない監視網が張り巡らされ、一挙手一投足が記録され
ていると、この孤独な老人は考える。そして、陰謀に加担する人の数はあまりに多く、またその範
囲も実に幅広いものがあるという。

ここにおいて「ルソーの狂気」という主題を設定し、晩年に被害妄想に陥った作家の生涯をその
精神面におけるメカニズムを中心に考えることで、ルソーにまつわる研究を収斂させるという方向
も考えられるであろう。著作と生涯を切り離し、生活に現れる不具合は症例の中に解消するという
わけである�3。メルシエもルソーに対して、そうした解釈を主張したいようにも見える。そうした可
能性も認めながらも、本論においては、異なる探求を試みてみたい。ルソーの思考の過程を同時代
の様々な状況、そして時代の認識の枠組みとの関連から追求していきたい。

２−３：ルソーのテクストが孕む問題点から
探求を開始するにあたって、ルソーのテクスト群が示す特異点を見ていきたい。彼の作品を理解

しようと試みる時に現れる、首尾一貫した解釈の流れにはそぐわないと思われる問題点である。そ
うした箇所はこれまであまり注目を集めてきたとは言えない。ルソーの作品を解釈するにあたって
重視されてこなかった。考慮に入れなくても、それなりの理解は可能だったからである。全体にお
いて、無視しうる細部とでも言うべき存在であった。ただ今回のように従来とは別の観点から作品
を考察して行こうとする時には、新たな展望を開いてくれそうな可能性を秘めているものである。
まずは４点を指摘して、これからの歩みに繋げてみたい。現在は十分に展開する余裕はないものの、
将来において突破口となってくれそうな点をとりあえず指摘しておきたい。

２−３− a：白紙の手紙
ルソーが当時思いを寄せていたドゥドト夫人に宛てた1758年１月15日付けの手紙を見てみよう。

� あなたのお便りについて落ち着いていられるように、１週間ごとに白紙を１枚郵便で出して
ください。そうすれば、宛名書きのところにあなたの筆跡を見ることができますし、あなたの
封印だけで、私は満足で、手紙のなかには、書かれていないあらゆることを考えます�4。

� ここに登場するのは、白紙の手紙である。ただそれは、受け手であるルソーに不安感どころか、
むしろ安心感を与えるものとなる。どうして何も書かれていないところに、読み取るべきものを見
出すことができるのだろうか。空白が決して受け手を当惑させないのも、彼が目にするものが、単
なる空虚ではないからである。記号の問題がそこにはある。ルソーの眼前にあるのは、虚無ではな
く、「あらゆること」が潜在的な形で存在している充実した空間なのである。解釈により、様々な記
号を召喚することで、意味が溢れる豊かな場が到来することだろう。考えてみれば、そもそも、手
紙とはそうした送り手と受け手が織りなす親密な空間を前提としたものでもあったのではないだろ
うか。そうした空間が前提とされるからこそ、行き交う言語も情愛に満ちたものになるであろう。
空間とそこに招来される記号への信頼がそこにはある。言語環境が適切に設定されれば、書かれる
べきメッセージの内容は安定したものとなり、またそれを読み取る方でも、読み取り方に間違いは
ないという構造がそこにあるように思われる。書かれることと読解への信頼が共存するとともに、
それを可能にする文化空間への帰属感が表明されている。ただここでその前提をもう少し別の角度
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から考えてみよう。空虚でさえ、聡明な視線の読解により満たされるということは、確かに解釈の
安定性をしめしているが、空白といえども絶えず意味の読解へと送り届けられることになっている
わけであり、何もない意味の真空状態は絶えず回避されているということになるだろう�5。意味の零
度が退けられるとともに、読解を可能にするような言語文化空間への過剰な信頼が表明されている
ように思われる。こうした中で空間は常に意味をめぐる探究にさらされることになるのではないだ
ろうか。

２−３− b：見通す視線
読解を可能にするルソー的な言語文化空間を支えるものとして、透徹した視線の存在を忘れては

ならない。存在を見通すような鋭い眼差しが求められている。例えば、『新エロイーズ』の中の次の
ような記述に注目してみよう。

� あなたがあれほど巧みにかくしていらっしゃる神秘について、私がこれほどわかっているの
を、驚かないでください。あなたには申し訳ありませんが、わたしには、わかっているのです。
ひとつの感覚は別の感覚に教えることもできるのです。できるだけ油断なく、警戒されても最
もよく整えられた身仕舞いにも、わずかな隙間がいくつかできることがあって、それを手がか
りに視覚は触覚の効果をあげるのです。何も逃すまいとする大胆な視線は、花束の花の下に潜
り込んでも罰を受けることもなく、飾り紐や紗の下をさまよい、とても手では試してみような
どとは思わない張りのある弾力感を手に感じさせてくれるのです�6。

深層に入り込み、実態を明らかな形で把握しようとする視線の運動が存在している。単なる表面的
な描写では不十分であり、そうした描写を正当化するような視線の透徹性が求められる。

ここには明証性と可視性の緊密な結びつきがある。確かなものは目に見えるものであり、目に見
える形にしてこそ、その確かさが認められることになる。逆に言えば、表面的な動きに目を奪われ
ることのない、透徹したまなざしが求められており、そこからは逃れ去るものはない。微細なもの
も見逃さない視線こそ論理性を確保する手段となりうるものであり、この明証性を欠いた論理は確
かな基盤を見出すことはできないのである。視線と論理性とのこの重要な連関を考えれば、例えば
ふたつの状況が想定できるように思われる。ひとつは、より完璧な体系構築を目指して、あらゆる
事象を見落とさないように、視線をはりめぐらしていくことが思い浮かぶ。そしてもうひとつは、
透徹した視線により、これまで見落とされてきた重要な事項が明らかとなり、体系が一挙に、これ
までとは全く異なる新しい姿で現われてくるということである。こうした枠組みは晩年のルソーが
思い描いていたものに近いのではないだろうか。

２−３− c：『対話』で言及される王
ルソーは『告白』において試みたことが、意図した方向には展開しなかったことにより、『告白』

で採用した方法とは異なる方法を用いて、新たに『ルソー、ジャン＝ジャックを裁く―対話』と
いう作品を執筆することになる。通常『対話』と略称されるこの作品の終盤において、突然国王が
登場する。書き上げた『対話』の原稿の運命について、「さきの著作のてんまつ」と名付けられる部
分において、自分の著作の処遇について、以下のようにルソーは語っている。

� 国王の眼に届くことこそ、私に望みうる限り最も有利な事態で、それは他のどんな行動によっ
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ても決してもたらされないものであった�7。

王の目に触れることで、何らかの可能性が開けていくことをルソーは期待しているように思われる。
尤も、そのような期待を持ったかに見えるルソーではあるが、時間的に距離を置いた後では、自分
のそうした考え方を反省し、「私の原稿が直接国王に届き、あの若き君主が自分からわざわざこの長
い著作を読まれるという考えはなるほど狂気の沙汰」�8と述べている。

このエピソードについて、ルソーも一時的にある種の錯乱に陥ったものの、後で落ち着いて事態
を捉え直して反省したとして、解釈を終えていいのだろうか。むしろ、なぜ一時的にせよ、そうし
た考え方を抱いたのか、その過程を考察することの方が重要ではないだろうか。というのも、この
試みについては、さらに興味ふかい言及がなされているからである。

� こうした考え、祭壇に原稿を置くという考えはルイ15世の治下に思いついたものであり、そ
の時は今思うほどおかしなものではなかった�9。

� なぜここでルイ15世が言及されるのか。そもそもルイ15世とはいかなる君主であったのか。王と
して、どのような印象を与えていたのだろうか。どうして、その時はおかしく思われなかったのだ
ろうか。そうした問題の考察が、探求の糸口になるかと思われる。

２−３− d：『対話』で言及されるエピソード
また『対話』の「さきの著作のてんまつ」においては、別の興味深いエピソードが紹介されている。

� 私のごく古くからの知人である、とある著作家が（…）ほんの数日前からパリに来ているこ
とを最近知った。私には、彼の帰還の知らせが天の導きであり、私の原稿を本当に託せる人を
示しているように思えた。（…）ついに苦労しながらも、彼の住まいを見つけ（…）彼に原稿を
託す（…）�10。

この知人とは、フランスにおいて感覚論哲学の基盤を築いたコンディヤックのことである。ルソー
は、原稿がまさに向けられるべき真の寄託者が現れたと喜ぶ。ルソーの中では原稿が位置する空間
を適切に考えていけば、その最良の寄託者が、自ずから現われてくるという見通しが、はっきりと
した形で存在していた。それが今かなえられようとしている。ところが、コンディヤックは、ルソー
のこの過剰な期待を担うことはできない。

� ２週間後、私は彼の家を再び訪れてみる、時が来て、20年もの間、私の目を覆っていた闇の
ヴェールはまさに落ちようとしており、私の原稿を読んだからには当然現れてくるに違いない
と思われる謎の解明の手がかりを、この原稿を託した友人から得られるものと私は確信してい
た。ところが予想していたことは何一つ起こらなかった。彼は、文学作品について意見を求め
られたときに答えるようなことを、私の著作について語った�11。

� ルソーが求めたのは、単なる著作に対する文学的な意見などではなかった。彼の作品に込められ
た善性の証明のプロセスを理解、納得し、それを明確な解釈の形で、コンディヤックに表明しても
らうことだった。いわば作品が指し示す文学空間を確認し、共有してもらうことだった。そうした
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ルソーの期待はかなえられることはなかった。希望を裏切られたルソーは、この後に別の可能性を
模索していくことになる。

どうしてコンディヤックにそうしたことを求めたのだろうか。ルソーが構築した論理体系が、彼
には、明確に見えると、どうしてルソーは考えたのだろうか。コンディヤックにそうした明証性の
根拠を求めたのは、なぜだろうか。

２−４：国王襲撃事件の波紋
以上の問題点を、これからの解明のための過程の補助線としておきたい。それが今後の探求のた

めの突破口として機能することを期待しながら、これからの歩みを続けていきたい。
ただその前に、ルソーと深い関連を持つことが明らかとされていくダミヤン事件について、それ

が時代に及ぼした影響をもう一度、検討していきたい。このダミヤンの行為が当時のフランスの政
治と社会に大きな衝撃を与えたことは周知のことであるが、その襲撃事件と直接の接点を持たない
ところからも、新たな問題が発生していくところに、この出来事の持つさらなる重要性が示されて
いるように思われる。すでに簡単な言及をしたアルマン事件をはじめとして、ダミヤン事件との関
連を疑われて追求されていった出来事を考えて見たい。

２−４− a：アルマン事件
バスチーユ文書の記録にその名が初めて登場するのは、1754年４月18日である。 アルマンという

名の少年が王に対して不穏な発言をしたとして報告されている。アルマンは、ルイ15世が死すべき
運命にあると友人に告げ、そのことを他言しないようにと語ったというのである。この知らせを受
け、警察機構が捜査を開始する。この発言を聞いたとされるバランという14歳くらいの少年から聴
取を行う。バランの以下のような証言が残されている。

� 確かと思われる筋より、小生が入手いたしました非常に重要な事実につきまして、お知らせ
申し上げます。それは、13歳ほどの少年が語った、おぞましい言葉でございます（…）アルマ
ンは、王が会議からもどり、テュイルリーのそばを通り過ぎるのをみて、友達の一人につぎの
ような恐ろしいことをいいました、「王様は危ないよ、だって僕が殺しちゃうから。僕がこんな
ことを言ったなんて、話しちゃだめだよ。だってそんなことをしたら、僕は牢屋に入れられちゃ
うからね」�12。

彼の証言に基づき、アルマンは逮捕され、取り調べを受けることになる。1757年４月27日付けの調
書の中で、アルマンは、自分にはこれほど恐ろしいことは言えるわけがないし、王を尊敬している
と述べている�13。拘留が続く息子の身を案じて、アルマンの父は同年４月28日付けで嘆願の手紙を
出す。

（…）12歳になりますわが次男が、このように突然牢につながれましたことで非常に驚き、謹
んでお慈悲におすがりし、申し上げる次第です。息子につきましては、絶えず気を配り、人様
に後ろ指を指されることなどない、しっかりとした教育を施して参りました。息子はまだ幼く
て、か弱い者でございますので、このように拘留が続きますと、後々に良くない結果が生じる
恐れがあります。それゆえ、恐れながら、御許にひれ伏して、この父と子に、衆目の一致する
ところでございます殿下のお慈悲を賜りますよう、お願い申し上げる次第です�14。
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取り調べが続く中で、状況に新たな動きが現れる。アルマンの無罪が次第に明らかになっていくの
である。捜査関係者の書簡からも、これを冤罪事件とみなしていくことがわかる。

貴殿と同じく、このアルマンは無実であり、恐ろしい言葉が彼のものとされたように思います�15。

そして、真犯人として、アルマンの言葉を聞いたと証言したバランが浮上し、今度は彼が取り調べ
を受けることになる。ついに彼は犯行を自供する。

犯した罪を悔いながら、バランはアルマンが無実であり、こうした言葉を考えたのは、自分で
あり、アルマンはそれを口に出してはいないと言った�16。

こうしてアルマンの無実が明らかになった以上、彼を拘束しておくことは公正ではないため、保釈
に向けて手続きが取られる�17。以後事件の焦点は、アルマンに代わって逮捕されたバランの方に移っ
ていく。そしてアルマンの場合と同様に、息子のために嘆願の手紙を出すのは父親である。

（…）国王陛下のご命令に服しておりますこの身といたしましては、ガブリエル・バランが有罪
であると考えざるを得ませんが、ご威光にひれ伏して、年端のいかぬ我が子バランにご慈悲を
賜りますよう、切にお願い申し上げる次第です�18。

この手紙が効果をあげなかったためであろうか。父親は1757年10月27日付で第２の手紙を出すこと
になる。

（…）こうして教育の機会を奪われていく一人息子を思って流す父の涙にお心を動かしてくださ
いますように。13歳の息子のことで罰を受けているのは、この私です。これまでずっと気持ち
が動転してきました。息子はビセートルでとても素直です。どうかそのことをお聞き及びにな
り、ご慈悲を賜りますように、切にお願い申し上げる次第です�19。

この手紙を最後として、バランに関する事件は、大きな進展を記されることはなく、記録からは消
えていく。この事件では、アルマンはもとより、バランですら犯人ダミヤンとは無関係である。ダ
ミヤンが起こした事件の大きな反響の中から生まれた事件である。また逆に、ダミヤン事件の重大
性が意識されていなければ、このアルマン事件は、記録にも、残らなかったものかもしれない。そ
れだけ、ダミヤン事件の影響力は大きかったのである。少なくともこの事件については、二つのこ
とが指摘できると思われる。国王襲撃事件の衝撃は大きく、人々の内面に影響を及ぼした。それは
13歳の少年の想像力においても、別の形で事件を再構成させるほどのものがあったと言える。さら
に、そうした内面への影響は、多くの人々の関心を奪うとともに、行動へと駆り立てた。普段なら
ば取り上げなかったと思われる子供の犯した事例までも記録に残し、それを捜査の対象とするほど
であった。

２−４− b：タヴェルニエ事件
タヴェルニエは、その素行の悪さが目立った男であった。定職にはつかず、呑んだくれて両親を

虐待していた。ただこうしたことで普通は監獄送りになることはないのであるが、両親のたっての
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要請により、収監されることになる。そして、その間わずかに釈放されることもあるものの、いく
つかの監獄を転々とすることになる�20。その運命をダミヤンの事件が変えることになる。それは、彼
が王殺害を計画しているという証言が現れるからである。それを伝えるのは、1759年に彼と一緒の
監獄にいたリュッサン騎士である。

（…）リュッサン騎士はこの上ない秘密だとして、タヴェルニエが語ったことを告げておりま
す。それは、タヴェルニエが王を亡き者にするという計画を立てていたということです�21。

タヴェルニエがダミヤンと同じく、王殺害を企ていたというのである。この報告がなされたのは1759
年の６月25日である。そこで、タヴェルニエは訊問を受けることになる。共犯者について聞かれた
彼は、共犯者の名前を言わせようとしても無駄であり、そんなことはできるわけはないと答えてい
る�22。そして訊問を続ける捜査官達に、彼は、今収監されていた地方の監獄から、パリの監獄に自
分を移送することがどうしても必要だと語る。そうしなければ、不測の事態が起こるかもしれない
し、共犯者が逃亡する恐れがあるというのである。その後も共犯者についての質問について、曖昧
な回答を続けていく。結局タヴェルニエは、1759年８月４日にバスチーユに移送され、長い訊問を
受けることになる。ただそこで得られる回答は支離滅裂なものであった。この間タヴェルニエは、
自分から証言を試みようともしている。

� 今朝、タヴェルニエが牢番を通じて、小生を呼びますので、すぐに駆けつけました。入るな
り、囚人が、特にじかに話さなければならないことがあるから、牢番を遠ざけてくれと申しま
したので、そうすることにいたしました。二人きりになると、彼が言うには、閣下に申し上げ
るべきことが、まだ多くあるとのことであり、小生にも伝えようとしたものの、聞き入れられ
なかったこともあるとのことでした。結局閣下に陰謀の真実を伝えたいということを言いたい
のでしょう。まだ全てを話していないというのですから、閣下に全てを知っていただくのが、
まさに肝要かと存じます�23。

こうした中で、彼は手記のようなものも書いていくのであるが、その内容は取り止めのないもので
あった。そして、ついに以下のような通達が出ることとなる。

� 卑劣にして腹黒く、凶悪なタヴェルニエの件を終わらせることが必要と思われる。同人は、
バスチーユに来てから22ヶ月が経つが、これまでおよそ３年の間絶えずありもしないことや虚
偽、恐ろしい中傷ばかりを繰り返し語ってきた。同人が言うには、こうしたことの大元には、
王に対する陰謀があり、その陰謀を企てたグループがいて、それが、1757年の事件を引きおこ
したのであり、さらに計画の続行を企てているとのことである。（…）結局同人は、陰謀と暗殺
を夢想しているのであり、その恐ろしい妄想が罰せられないのをいいことに、好きなことを書
き散らし、バスチーユで安眠を貪り、美味いものを食べ、のうのうと過ごし、何も恐れず、厚
かましい振る舞いを続けているのである�24。

こうして、タヴェルニエはその証言が信憑性を持たない者となる。ただ残念ながら、そのために彼
が釈放されることはない。王の生命が問題となっている中では、やすやすとその身を解き放つこと
はできないのである。そして、彼は30年をバスチーユで過ごすことになる。この事件が示すのは、
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ダミヤン事件がその処刑後も、人々の記憶の中に残り、様々な影響を及ぼしていたと言うことであ
ろう。そして、その思い出が大きな力を持っていたことは、事件と関係のないことがほぼ明らかに
なったタヴェルニエですら、釈放できなかったことからも伺えるのである。

これまで、ルソーが語ったダミヤン事件へのわずかな言及を頼りとして、そこに補助線を引きな
がら、ルソーと事件とをつなげる可能性を示してきた。これほど重大な事件が、この思想家に影響
を及ぼさないことはないという見通しが、そこには存在している。さらにこの出来事の衝撃の余波
を示すものとして、アルマン事件とタヴェルニエ事件にも言及してきた。ただそうした流れは、強
引であり、我田引水の誹りを免れないとの批判を受けそうでもある。ルソーの多くはない言に、特
殊な事件を恣意的に関連づけようとしているという指摘が考えられよう。

確かに、この両事件は、その特異性において、ダミヤン事件の重要性を示している。しかし、事
件の重要性は、特異性だけによって確認されるものではない。ダミヤンの行為は、その当初より、
真相解明を目指して、解釈の枠組み構築の試みがなされてきた。これからは、どのような見取図が
提示されようとしたのかを検討しながら、それがルソーの認識の構造と関連を持つことがないかど
うかを考えていきたい。
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Jean-Jacques Rousseau et l’attentat de Damiens (2)

Yasuyoshi AO

Jean-Jacques Rousseau parle de l’attentat de Damiens dans les Confessions.  Si cette description n’est 

pas suffisamment longue pour déduire que l’événement a durablement marqué l’auteur, ce dernier est bel 

et bien touché par ce tourbillon: l’attentat exerce une influence profonde sur le penseur solitaire au niveau 

inconscient, inspirant même des parties incompréhensibles dans ses œuvres.

Pour bien comprendre la relation de Rousseau avec cet attentat, il convient d’abord de rappeler que 

cet horrible forfait eut un impact dans des domaines fort variés.  Ainsi, lors des poursuites des complices 

de Damiens naissent l’affaire Armand et l’affaire Tavernier.  Armand, âgé de 13 ans, fut accusé d’avoir 

prononcé des mots horribles contre le roi.  Quant à Tavernier, une fois les soupçons dissipés, il resta 

enfermé à la Bastille par principe de précaution.  Il est évident que sans le crime de Damiens, ces affaires 

auraient été trop minimes pour laisser des traces dans les archives judiciaires et policières.


