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翻訳　バンジャマン・コンスタン『日記』　（互）

高　藤　冬　湧

くはじめに〉

　「アドルフ」の作者バンジャマン・コンス

タン（1767年ローザンヌ～1830年パリ）は

1803年からユ816年，35歳から48歳にいたるい

わゆる人生順義の時期を綴った日記を残して

いる。途中数年の空白があって通算すれぼほ

ぼ9年に及ぶかなりの量のものである。この

日記が初めて完全な形で公刊されたのは死後

120年を経過した1952年のことであった。

　日記記述の主要テーマは，「両立し難い二

つのことを両立させたい」作者コンスタンの

真剣な，しかも堂々めぐりの解決なき孤独な

闘いである。一は相手の幸福と自分の幸福の

ことだが，「命令に絶対服従する男をかたと

きも手放せない」夫人の要求は，「いかなる

束縛も幸福の妨げとなる」自由人コンスタン

を苦しめる。二は，「かたときも女の体を手

放せない」尋常ならざる欲求の持ち主コンス

タンとそれに応えられぬスタール夫人との歪

んだ関係である。《今のような二入の生活は

続けられない。千の理由とどうにも抑え難い

一つの理由のために不可能だ。余には女が欠

かせない，ジェルメーヌは性欲がない，従属

関係は大嫌iいだ》（／803年3月2日）。

　以下に訳出したのは「ジェルメーヌとアメ

リー」と題される日記の前半部だが，謬いと

衝突の嵐に翻弄されながら，アメリーとの結

婚によってジェルメーヌ（＝スタール夫人）

との不毛の関係を解消すると同時にもとの友

情関係を復活させ，両立し難い二つの両立を

謀らんとする，追い詰められたコンスタンの

思案と計算の堂々めぐりである。

　なお，コンスタンは若くして（21歳）9歳

年上の女性（通称ミンナ）と結婚したが，最

初の《女房教育を誤り》，数年にして離婚と

なった。スタール夫人との出会い（1794年）

はこの離婚話が進行中の時で，出会いから2

年幸福な愛人となるも束の間，二人の関係は，

日記に見られる通り，《絶え急なき嵐》の様

相を呈し別れるに別れられず，以後えんえん

十有余年続くことになる。

　テキストは以下の版を使用した：

　　Alfred　Ro疑lin／Charles　Roth　墨跡

・索引付：B．Cons捻蹟，　Joumaux亙籍

宅lmes（GaH｛mard　1961年）

　アメリーとジェル裏口ヌ

（看麗3年1月難場～曝月翌鰯）

　　　　　　　§1　一月六日

遅余はいま心と精神の危機にあるようだ。過

去にも，このような危機のため，生活を根底

から覆し，あらゆる人間関係を断ち切り，新

しい世界に逃げだしたことが一度ならずあっ

たが，捨ててきた過去は，釈明を強要されう

んざりさせられた敵のことがかなりぼんやり

と，というよりも悲しく思い出されるだけで，

むしろ，身に沁む解放感と生活が変ってよ

かったという確信が得られるのが常であった。

だが，軽挙妄動は慎むべし。三十五を越えた

今，先が頼める身ではない。若さに免じて無

分別が許される年はもはや昔のこと，いやと
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2 言語文化論究4

くに，己を正当化し世間にも名を知られるの

に力あった自己愛と自己弁護はもはや持ち合

わせぬ身だ。今日でも流れる血の激しさはな

かなかのものだが，我が身のことなどどうで

もいいという気持になり，他人に対する不信

感が増大し，その結果，絶望に苦悩するとい

うよりは絶望に無反応というのが今の精神状

態なのである。ところで，主として自分を衝

動に駆りたてるものはこの倦怠感に対する不

安であり，生活の変革を迫る危機感こそまさ

にこの倦怠感に他ならない。余のいまの生活

が偽りの生活であるのはもちろんだが，華や

かな面もある。嵐の渦に巻き込まれ，しかも

脇役に徹せざるを得ない男女関係に辛酸のか

ずかずをなめ尽くしているわけだが，この関

係があればこそ華やかな交際にも恵まれるの

で，よそではとてもこれだけのものは得られ

まい。とくになにもしなくても世の主流に

のっていられる。流れに逆らって身を投げて

も前へ流され，しかも，櫓も漕がなくていい

とくる。かりにいまの関係を絶つとすれば，

すべてが変る。呑み込まれまいと渦と闘う努

力，肌の合わない知名人にまじって伍してゆ

く苦役，女にして有名とくれぼ，一種の心慮

はつきもの，しかもその愛人である余の評判

も落ちるのだが，人気が落：ちれば女は思慮を

欠く思慮を欠けば人気が落ちるという因果の

悪循環，こういうものはなくなるはずだ。だ

が同時に，定住を望むフランスとの絆の多く

が断たれるわけだし，さらに，今自分が満喫

しているジェルメーヌの挑発広博な才気，す

ぐれた心根，比類なき献身も失うことになる。

だが先を見てみよう。もはやジェルメーヌを

愛さなくなって久しい。激しく転変する生格

の面白さが愛の不在を忘れさせてくれるのは

正直いって事実だ。二人を近づけるすばらし

い精神的紐帯がある。しかし，この状態がい

つまで続くか。余の心が，想像力が，そして

なによりも，肉欲が愛を必要としているのだ。

余の求める女は，余が保護し余が命令し余が

自らの腕に抱く女，幸せになるのにむずかし

いことを言わず，横に居ても気にならず，お

となしくこちらの流儀に従うそのような女で

ある。一言でいえぼ，夫婦生活の外では目立

たぬ存在で，余の生活の，優しく親密でふわ

りと軽い一部分となるようなそんな女が必要

なのだ。だが，それを何処に求むべきか。頭

の悪いのはまったく期待できまい。頭がよけ

ればよいで逆効果。頭の良し悪しはともかく，

先を続けよう。ジェルメーヌには愛のことぼ

が必要なのだが，この愛のことばというやつ，

語って聞かせてやることが余には日毎にむず

かしくなりつつある。我々二人が仲違いし別

れとなるのは火をみるよりも明らかだ。今の

関係は続ければ続けるほど，ついに，老いと

孤立は避けがたく，不満をぶつけあい他人の

前でもみさかいがなくなるであろう。事ここ

にいたればいかなる関係も苦痛以外のなにも

のでもないが，我々の場合，二人の仕事の性

質上苦痛は二倍となる。二人には同じ思想が

根づいているが，根づく土台の性格が異なる

となれば，二人は支え合うどころか傷つけ合

うことになる。余は独裁政治の下で口を閉ざ

すことは出来るが，それとの和解は望まぬと

ころだ。ジェルメーヌは和解を望むかもしれ

ぬ，だがロを閉ざすことは出来ない。ところ

で，繰り返しになるが，余に必要なのは，余

が自ら腕に抱く女，日毎，夜は快楽をもって

夜となし，昼は淑やかさをもって昼となす女

である。ジェルメーヌとこのまま続けていく

には，卑しい妾でも囲わなければやっていけ

ないが，妾でも日陰者といって拗ねたりする，

教育すれば穏やかになるものでもない，人目

にさらせば恥をかく，隠せば隠すで手に負え

ない。こういう面倒は年とともにますますひ

どくなるもので，うるさい恥ずかしい妾でも

お払い箱にすれば，自分は独りぼっちになる，

手もとに置いておけば，尻にひかれて騙され

て我が身の不幸を嘆くことになる，これが十

年後の余の姿であろう。余は結婚を望む。結
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翻訳　バンジャマン・コンスタン旧記』　（1） 3

婚こそ最小限の不便と余が求める便の折り合

いがっく場である。電撃的結婚によりジェル

メーヌとの友情がよみがえり，もう愛だ絆だ

という問題もなくなる。ジュネーヴで結婚す

れば自然なねぐらがそこに得られる。相手の

気持をくみ寛大に情けをもってした離婚であ

れぼこちらが誉められて然るべきなのに，世

間は離婚を悪ときめてかかる。その離婚の思

い出も結婚によって消え失せる。結婚して後

悔するかもしれない。だが，今をもってして

幸福といえるか。常に非難され常にジェル

メーヌがらみで取り沙汰され，自分の人生の

舵を一度も手にしたことがないのだ！二十一

歳，余は女をてなづけることができなかった。

最初をやりそこなったからだ。今はちがう，

その心得はある。期待が裏目にでようとも，

穏やかな安定した，まっとうな生活が得られ

るであろう。長年月の思い出のかずかずがこ

びりついて払拭できなかったジェルメーヌの

影響を逃れ独りになれば，自分の能力と手段

がいかなるものか，とくに，自分の意志がい

かなるものか分かるはずだ。ぞうすれば，自

分自身の自由と名声のためになすべきことと

してなにが残されているかはっきりするであ

ろう。かくして，ジェルメーヌの軽率な政治

的言動に面目をつぶされることも，その要求

に振りまわされて頭は混乱，計画はだいなし

ということもなくなる。この方がジェルメー

ヌにとってもよいことだ。ジェルメーヌの意

見ほど派手ではないが言い出したら頑として

自説を曲げぬ男のしりぬぐいはせずにすむの

だから。余は結婚すべし。だが，誰と？

　　　　　　§2　一月八日

　当地で余をアメリーと結婚させるはなしあ

り。いわゆる歓びの愛に相応しいといえる類

のものではない。余はアメリーを才ある女と

は思わない。教育もなく，交友関係にしても

一つとして真面目なものはない。ジュネーヴ

の社交界で気の抜けた夜会とおきまりの冷笑

を見て大きくなった女だ。思いついたことは

なんでも言うので他の連中よりはすこしはぴ

りっとした才を見せることもある。当地の婦

人ときたら物笑いになるのを恐れるあまり，

消極的で，善においても悪においても目立つ

まいと右へならいをするものだから，女で威

勢のいいのは，たとえ繊細さに欠けるとして

も，すこしは得をする。亭主にとってこの種

の女はどうだろうか。経験上言えることは，

或る人間と関係を結ぶや，その人聞のどんな

不作法な，軽率なばかげた言動もこちらにも

その責任の一端があるという気になり，実に

嫌な思いをさせられるということである。そ

んなわけで，ジュネーヴ人特有の没趣味と無

縁ではなく，気の抜けた，節度のない駄洒落

の応酬をその生活としてきたジュネーヴ育ち

の女が相手となれぼ先が思いやられる。とこ

ろで，アメリーは美しい目をしている。それ

に，その態度や威勢のいいせりふとは裏腹に，

自分の生活にいささかうんざりしているはず，

それくらいの良識はある女だと思うのだがど

うだろうか。ときにその非常識に悩まされる

ことがあるが，今の生活がやりきれず気をま

ぎらそうとするあまりのことかもしれない。

いずれにせよ，アメリーと一緒になる気らし

いと世間では思っているようだが，たしかな

いわれがあるわけではない。

　　　　　　§3　一月九日

　昨日，舞踏会，アメリーとかなりはなしを

する。その頭の中，その心の中に何も，まっ

たく何も発見できず。冷笑をまじえた果ての

ないお喋りか，前後の脈絡を欠き話し手の当

人すらなにを言っているのやら分からぬこと

ぼの行列だ。余の見るところ，余に愛される

ことはアメリーには願ってもないこと一いや，

余に限らぬ，他の男でもいい，はっきりいっ

て，アメリーにとって毎日見ている男と余は

まったく同列にあるのである。余の才能を理

解するもの，ジェルメーヌをおいてなし。余
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4 言語文化論究4

と他の男との間にかくのごとき距離をおくも

の，ジェルメーヌをおいてなし。だが，ジェ

ルメーヌは仕事に没頭i仕事に夢中1頭は男，

気持は女，いっぱし女のように愛されたいと

くる！個人的意見が問われるささいな問題に

せよ，考えがぴったり一致する，これぞ愛す

る男女の紐帯をさらに強化するものと我々は

思いがちだが，実は，間違っている。考え方

の一致というやつこそ，情を交え仲睦まじく

やる二人に水をさす元兇なのである。まして

や，意見の対立となれぼそれどころではなく

なる。要するに，婦人は意見を持つべきでな

いということになる。

　　　　　　§4　一月十五日

　当地に結婚適齢の若い女が四人いる。四人

ともかなりの財産を持ち，うち三人はたいへ

んな美人である。この三人は異母姉妹で社交

の集い，芝居の常連である。今よりも家居の

機会を増やし，社交の無駄口を減らし，より

真摯な深い愛情を持つ，この三人のよく耐え

ることであろうか，怪しいものだ。家を持ち，

亭主を持ち，パリだジュネーヴだ，とその粋

をほしいままにするためなら結婚も望むとこ

ろであろう。パリの粋，政治家の生活として，

また自分の財産からしてそれは無理だ。ジュ

ネーヴの粋といっても，余にはこの地に定住

の意志はない。余の結婚の目的，それは愛の

充足，しかもその愛は余が妻にする以上に妻

が余にする愛である。余の心，性格，性欲は

よく習慣に耐える。よって，性欲もある優し

い気性の，余に好意を寄せる女が一人必要な

のだ。頭の方は余一人でこと足りる。されば，

いやしくも余の妻たるもの，頭は不要のこと。

ただ，妻は愚を犯すべからざること。余の大

なる不安は，アメリーにその恐れのあること

なり。境遇の点では，まさに余に適格といえ

るかもしれぬ。その財産は余のそれの三分の

二に匹敵するが，結婚して今よりもこちらが

貧窮する憂いはない。係累なく完全に独り身

である。独身が人生において最大の強みであ

る年齢はもう過ぎている。我が愛はアメリー

に大いなる歓びとなるはず。パリ或いはパリ

近郊の余の田舎まで余に随いてくるであろう。

がしかし，アメリーその人は一体いかなる人

物であるか。今日，アメリー主催するところ

の舞踏会があった。病気の身でありながらな

かなかあでやかな風情であった。だが，たし

かに軽薄な女だ。昨年主催した百五十名に及

ぶという舞踏会の模様を嬉々として語ったも

のである！結婚は，当初は，愚劣ともいえる

生活からの解放感もあり，また，初体験でも

あることからして甘美なものかもしれぬが，

時が過ぎれば，今の夜会，晩餐，徒言徒事の

生活を惜しむ気が起こらぬか。なるほど，相

手は余にいささか関心があるようだが，予期

せぬ果報とでも思うからか，或いは愛情から

か。本人自身なにもわかってはいまい。それ

にまた，不行儀の数々，面白くもない冗談の

数々，なんという節度のなさ，何事も，考え

もあらばこそ，でまかせに応答しようという

習慣の恐ろしさ！アメリーと…緒だと男連中

の声の調子までが本人も気づかぬまま，なん

と冷学的になることよ！以上その原因の一端

は，たぶん，アメリーが受けた田舎教育，現

在の生活上の混乱と孤独にあるといえる。い

い年をした大人の口からでる十歳の子供の言

い草にも似て，アメリーのせりふのいちいち

に皆が笑う。そして，笑ってくれたといって

は自信を持つ。「いや，それがアメリーのす

べてではない，アメリーは情熱と無縁ではな

く，愛を必要とし愛を受け容れる女である」

と誰か余に告ぐるものありゃ，「アメリーに

とって結婚は決して今の生活の延長となるも

のではない」と誰か余に告ぐるものありゃ。

さもなくば，余は取り返しのつかぬ愚を犯す

ことになる。相手の気持を無理おしし，軽薄

で移り気，お喋りの欝ぎ女を横に侍らせると

なれば，いまの不幸と孤独にさらに不幸と孤

独を上乗せすることになるではないか。
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翻訳　バンジャマン・コンスタン『日調　（D

　　　　　　§5　一月十九日

　余とアメリーが近々結婚するという噂が絶

えない。本人もその気だ。今夜の余に対する

話しぶりにはなかなか情がこもっていた。そ

こには，愛が女性に入れ知恵する例の思わせ

ぶりが感じられた。女性はたいてい愛となる

と頭の回転が早くなるものだ。愛となると！

ということは，アメリーのなかにも愛のかけ

ららしきものがあるのだろうか。男に選ばれ

たという単純な喜びかもしれぬ。アメリーに

はめったにない喜びだ。私にも夫がという期

待感ではないか。別の男が出現すれぼ，両方

に色目をつかい好意を示すであろう。服装は

なかなかのできだった。桃色がよく似合う。

むろん，こ：の女に気があるわけではないが，

気持としては，優れた点が一つでも発見でき

れぼ嬉しくなる，どんな欠点も見ればがっか

りする。せめて，アメリーに思慮分別，常識

あればこちらの気持も動くのだが。余に対し

すこしは実のある愛情があるのなら文句はな

いのだが。確信がもてず，それとなく他の連

中にアメリーのことを尋ねてみるのだが，こ

れまで耳にした限り，悪口が先行しなかった

誉めことばが一つでもあったかというと，な

かったと言わざるを得ない。

　　　　　　§6　一月二十日

　今晩，或る大舞踏会に行く。奇妙といえば

奇妙だが，相手になれる権利をやっと手に入

れたというのに，アメリーに関心があると人

に思われるのではないかとの不安につきまと

われる。愛人のアイルランド人がジェルメー

ヌにずっとくっついて離れぬものだから，お

かげでこちらは完全に自由の身となったので

あった。アメリーに言葉をさしはさむことが

出来なかった。余にも他の連中に対しても馬

鹿ぼなしに勢いづく。アメリーは，余と二人

きりにさせてくれという意味のわざとらしか

らぬ仕草を一度だけ見せたが，まわりの連中

にそれが伝わらぬと見るや，そ知らぬ顔で別

5

の男とお喋りをはじめた。’余は，ともかく，

我が意とアメリーの意に反しそのそばを離れ

なかった。

　　　　　§7　一月二十二日

　今晩アメリーを見るはほんの一瞥なり。邸

に参じたのがおそかった。賑やかに迎えてく

れたが賑やかなのは声の響きと身のこなしの

み，心とは無縁のいつもの空疎な賑やかさな
　　　　　　　まとも
り。アメリーが正面な人間であるのか，他の

男よりも余を好しとして選んだのか判断しか

ねる。他に候補者が現われず，こちらがその

気になってアメリーを妻とする，あり一えぬこ

とではない。しかし，アメリーの余に対する

愛情が偽りの愛情でないこと，こちらが愛の

権利を行使できること，その饒舌に歯止めを

かけること，彼女をして余をその案内人，後

盾，目上として仰がせしめること，これがはっ

きり確：認できぬかぎりもちろんお断わりだ。

　　　　　§8　一月二十三日

　アメリーと勝負事をして遊ぶ。勝負事とな

ると，浮かればしゃいでほかのことはうわの

空となる。たしかに，どんな結婚でもかまわ

ぬ，結婚に希望がもてるとなるや，アメリー

の浮かればしゃぎぶりはまったくこれと変わ

るまい。この騒々しい浮かれようは実に困っ

たものだ。機知を欠いた節度のないことを

延々と繰り返す。他の連中に混じってそれを

聞かされる余の内心は誰よりも白けている。

しかし，考えてみてふっと二つのことに気が

ついた。その一，アメリー御し易しというこ

と。内に秘したものがなにもない女である。

早くから孤児となって孤立したアメリーの教

育に関心を示す者はいなかった。まわりの社

会の調子にあわせながら一人で大きくなった

女の子だが，他の子に比べ自分を抑えるとい

う点で劣る。なぜなら他の子には親がいたか

らである。教え導かれたいという気持のある

ことは，余に洩らしたいくつかのことばから

79



6 言語文化論究4

も窺えるが，誰も知らんふりだ。おかしなこ

とを言えば人が喜ぶものだから，心とは裏腹

のことをさせられているのである。その二，

余には，ヴィクトワールのごとき四角く型に

はまった女よりも，分別に欠けた節度のない

女と一緒になるほうがはるかに得策というこ

とである。ヴィクトワールは余と角突き合わ

せ我をはる女だ，それに後盾もひかえている。

アメリーなら，自分よりも自制心の強い男の

言うことはきくはずで，男の方も相手を一段

低い存在と見て優しく扱うであろう，もちろ

ん，劣った者を相手の世間公認の優しさでは

あるが。

　　　　　§9　一月二十四Eヨ

　今日，余をそこに赴かしめたものは偶然か

直感か，或る家に行くとアメリーがいた。服

装だらしなく，貌また醜たり。思わず不意を

ついてしまったわけだが，結婚すれぼしょっ

ちゅうあること，夫婦生活幻滅の種である。

しかし，その話しぶりはふだんよりも立派に

見えた。話題は英国の風習と家庭，女性の隷

属等々であった。これについてのアメリーの

発言は穏やかで理性的，素直なものであった。

猫かぶり？となれぼ，好智にたけた女だ。で

ないとすれば，真面騒な女ではないか。

　　　　　§10　一月二十五日

　今日のところはアメリーにはまことにうん

ざりさせられた。余を虜にせんとの魂胆があ

りありだったが，その魂胆に目が眩んだのか，

舞踏会場の喧騒に我を忘れたのか，これほど

の乱れようは初めてだ。若いきざな男どもが

話し掛けるときの冷笑的な態度も，それに答

えるアメリーの不作法な態度もかってなく不

様であった。アメリーの性根，いや性根とい

うものがあればのばなしだが，どうなってい

るのか余にはまったく不可解。一人でいると

ころをつかまえて会おうにも会えない。こち

らからアメリーにつきまとい夜会の見せ物と

なるのも，またそんなことで，すでにやきも

きしだしたジェルメーヌにしつつこく責めら

れるのもまっぴらである。一瞬皆から取り残

され，舞台の密談よろしく二人きりになった

時でも，アメリーの言うせりふには意味も目

的も結論もなにもない。それでは他のご婦人

方のせりふやいかにといえば，場をわきまえ

ぬ発言はアメリーほどではないにしても，な

にも立派なことを言っているわけではない。

品位ということではアメリーが劣るが，軽薄

さでは五十歩百歩，いや，アメリーのほうが

ましかもしれぬ。だが，夫として責任を持た

ねばならぬ妻の評判の一つが，せめて，目立

たぬおとなしい女というのであればまだしも，

そうでなけれぼ嫌気がさすのではないか，そ

んな感じがするのである。

　　　　　　§U　一月二十六日

　アメリーの姿をちらちらと見るにとどめた。

一緒に賭事はしなかった。アメリーの退席の

仕方はいささか唐突であった。後悔か，不機

嫌か，あるいは疲れて眠かった，それだけの

ことであったか。パイ皮の話がいつも思いだ

される。或る男が，よもや相手が本気になる

とは思わず，一人の女に気のある素振りを見

せた。男は間違いに気付き素振りを引っ込め

た。数日後，見ると女は顔色すぐれず，憂い

顔に苦しそうであった。男が近づくと女は静

かに悩ましげに答えた。男は結婚を申し出て

相手を妻とした。翌日，男は，愛されている

との自信をもった男がするように，情熱をこ

めて女を膝の上に抱いていた。男の好意が途

絶えた時の不安と男の目に映った苦痛の様子

を女の口から聞こうと思った。男いわく，

《しかじかの日，たいそうお苦しみのようす

だったが，今はたいへん明るくすこぶるご機

嫌うるわしくお見えになる。》女答えていわ

く，《ええ，お食事で頂いたパイ皮のせいで

胃がそれはすごく痛みましたの。》男は結婚

してしまっていた。こういう話がありながら，

80



翻訳　バンジャマン・コンスタン『日記1　（1） 7

余は自分がアメリーにずっと関心を寄せてい

る事実を自ら認めざるを得ない。会っている

時よりも会わぬ時のほうがアメリーを想う気

持ははるかに強い。一人でいると想像力をほ

しいままに，いやなものを切り落とし欠けて

いるものを補い，都合のよいものを仮定する

のである。これまでもよく考えたことだが，

愛の感情と愛の対象は無関係である。愛の感

情とは心の一つの欲求であり，或る間隔を置

いて定期的に生じるもので，性の欲求に比べ

その間隔は間遠だが，両者の仕組みに違いは

ない。性の欲求に駆り立てられ快楽の対象と

なり得る女なら相手選ばず求めるように，心

の欲求に駆られて射とむべき対象を探し求め，

優しさとか美しさ，或いは，似たような魅力

に惹かれれば相手選ばず，あとは想像力に訴

えてその魅力を美化し選択を決定的にするの

である。余の場合は，心の欲求は，休息の欲

求という一段とせっぱつまったもうひとつの

欲求が加わってさらに募る。ここ八年来，ジェ

ルメーヌのために，余は絶え間なき嵐，いや

むしろ，錯綜する嵐に巻き込まれた生活を強

いられている。政治はやる，愛の要求は十八

歳のそれ，社交生活が欠かせない，名声欲，

精神的砂漠とでも称すべき欝ぎの虫，人から

信頼されたい，目立ちたい，いずれも複雑に

矛盾したはなしだ。たしかに，ジェルメーヌ

の内には一ダースの才傑に相当するものが詰

まっている。精神と心のもっとも卓越した能

力をことごとく有している。しかし，こうい

うジェルメーヌに友人のだれもが辟易してい

るのだ。いわんや，自分勝手に生きたいが一

人では生きたくないという女にどっしりと居

座られた男においてをや。ジェルメーヌを知

る者，その近くに居る者にして，程度の差こ

そあれ，余と同じ印象を持たぬものはおるま

い。実の父，同性の友人達も，夫も生前はそ

うだった，ジェルメーヌと生活の上で一線を

画するべく緊張を強いられている。余の心を

虜にするや，悲しい苦しいと喚き散らす苦痛

の表示という暴力で余を支配するにいたった

が，爾来，余は一日としてジェルメーヌに対

し，また余自身に対し気の狂わぬ日はない。

アメリーはこれとは正反対に近い。余とアメ

リーの優劣の差からして，アメリーの最もよ

くするところは余の慰みとなることである。

その生き方たるや，支えるに軽きこと常に羽

根のごとしだ。アメリーが，結婚を控えた女

が夫となるべき男に寄せる好意とは別の感情

を余に懐いているのがわかった場合，余の想

像力に火がついてアメリーをいわば頭のなか

でほしいままに愛することになりそうだ。だ

が，慎重であらねばならぬ。もし，あの単純

な明るさの背後にどうにもならぬ生来の凡庸

さが控えており，心に潤いがなく，田舎社交

界が欠かせぬものであり，その優しさ，とき

に見せる愛嬌が独身生活の憂さの為せるわざ

であるとするならぼ，二人きりで何度か会っ

てはなしをし，しっかりした真面目なものを

身に具えた人物であるかどうか見きわめる要

がたしかにある。

　　　　　§12　一月二十七日

　今晩，アメリー食事に同席。席が隣を幸い，

こちらからしかけて大いにしゃべらせる。会

話一時間に及ぶも，一の思想，一の感情にも

触れ得なかったと断言できる。その責任の一

端は余にもある。人に聞かれてはと恐れるあ

まり，余もほとんど冗談口に終始したものだ

から，まとまった印象を相手に与えることが

できなかったのである。周囲の注視と冷笑，

耐え難し。だが，アメリーにいくぼくかの才

気，感覚あるならぼ，何かのはずみにきらっ

と光って然るべきである。繰り返すようだが，

ジュネーヴの生活に甘やかされそれを見て喜

ぶ男どもに煽られ，出ほうだいな事を口走る

十歳の子供のままにおわってしまったという

ことだ。問題は再教育だが，アメリーの内に

愛情を生じさせることができるならそれも可

能という思いがする。しかし，愛の感情とい
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うが，何をもってその印しとするか曖昧であ

る。アメリーが余との結婚を望んでいる，余

と結婚するだろうというのはこの目で見ても
　　　　　　　　　　　　　　　　お　と　め
よくわかる一だが，その結婚たるや未通女で

あることに終止符を打ちたいということでは

あるまいか。

　　　　　§13　一月二十九日

　今夜，アメリーと半時間ぽかり話す。相手

に常よりも満足を覚える。なぜか。不作法な

言葉が一言もその口から出なかったからであ

り，余の盤墜をかうことなく普通のことだけ

をしゃべってくれることが嬉：しいからである。

アメリーに会いたいという例の欲求を考えれ

ば奇妙な気分なり。

　　　　　　§14　一月三十日

　夜更けて初めてアメリーに会う。こちらは

賭事で負けてきて気分的にかなり感じやすく

なっていた。余に会えたのが目に見えて本当

に嬉しそうであった。同性の友人に，余を好

きになった，或いは，余の気持に脈があるら

しいと打ち明けてきたのではないか，そんな

気がする。勝負事の相手をしたが，はしゃぎ

ながら他のことはうわの空となるは常に変ら

なかった。二人の間には，好意がお互いに了

解された時の，あの気脈を通ずというのが

あった。しかし，そのことと個人的な気持と

の問にはまだ大きな隔たりがある。

　　　　　　§15二月一日

　アメリーが余を選んだこと，その想いをな

んとか余に伝えたいこと，余と会う機会が思

うようにならねば恨めしくあること，いずれ

もその通りだ。しかし，結婚願望だけでない

ことを証す言葉一つとしてなし。余のみに示

される感情一つとしてなし。今夜もなかなか

陽気で，陽気なままに冗談口をたたくが，十

歳の小娘のせりふであるのは例に変ることな

し。これほど厳しくあたるのは，アメリーを

思うからこそである。頭がいいとされている

ご婦人連中も，的外れのことをしゃべってい

る点では五十歩百歩だ。まともなはなしをす

るという連中にしたところで，また別の欠点，

アメリー以上に厳しくあたって然るべき欠点

の持ち主ときている。ところで，アメリーが

並みの娘であるというのは，誰からも噂をさ

れたり引き合いにだされたりすることがない

こと，人の前に出てもまったく注目されない

という事実からして明らかである。余のアメ

リーに寄せる好意は馬鹿げている，無駄な闘

いはやめ給え，と言わぬ友人は一人もいない。

余にアメリー好しといわしめるものがあると

すれば，それは，ジェルメーヌ，相変らずま

すますやきもきし苛立ちを募らせる，要求の

多いジェルメーヌの存在であろう。

　　　　　　§16二月二日

　上述の言に間違いなし。ジェルメーヌから

えらい喧嘩をふっかけられる！もちろん，

ジェルメーヌの真価は余のよく理解している

ところである。だが，今のような生活を続け

ていくのは不可能だ。二人の関係が，少なく

とも愛情の面では破綻をきたすという不吉な

確信がある。ならぼ，結婚によってこの関係

を断つべきではないか。それ以外の方法は恩

知らずととられかねない。結婚の形式は二つ，

恋愛と見合い。情熱と計算，どちらにころん

でも言い訳がたつ。それに，もとの独り身に

戻らんとすれぼ修羅場は覚悟，しかも期限つ

きのこま切れの独立しか得られないのであれ

ぼ，一日隷属に縛られる，日を置いてまた一

日同じくする，この日々をつなげぼけつきょ

く一生となるではないか。いずれにしろ，余

の強く望んでやまぬことであるが，若しジェ

ルメーヌと余の間にあって友情が愛情にとっ

て替わり得るとするならば，それは関係を

断った後，精神面での句意相姦と，楷にした
　　　　　　　　　よすが
過去の思い出の再生を縁とした二人の和解い

がいにないであろう。余はアメリーと結婚
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することになろう。だが，今日，余に告げる

女あり，「アメリーときたらお天気屋で気紛

れ，激しやすくヒステリー発作を武器とする

こともある」と。さもありなんか。さらに言

う，「このじつに優しく，陽気で素直な娘が

まったくの別人に変身するおそれあり」と。

この面からアメリーを確と観察すべし。だが，

いかんせん，相手が我が観察の目から逃れる

のは避け得ぬことであれぼ，結婚に臨んでは，

その身を完全に我が隷属下に置かしめること，

これが肝要なり。明朝，生活の筋書をなぞっ

てみよう。

　　　　　　§17二月三日

　上述したことは，結婚を望み，その相手を

アメリーとしたい，そしてこの二つの願いを

叶えしかも最大の利を得るにはいかにすべき

か，筋書を立てようということであった。そ

の前に，今日アメリーを見てさらに気づいた

ことをさらってみる。アメリー，普段と同じ

くありふれた冗談と意味を欠いた言葉を入り

交えながら，余を相手に，自分の孤独，心の

寂蓼，果たすべき義務を持たぬ淋しさ，入生

における無用者という思いを話題にした。い

ずれも本来ならば結婚に直結する動機だが，

余を個人的に侍んでのことでもなければ，訴

えの相手は余を措いて他に人がいないという

ことでもまったくないのである。故意か，或

いは内心そんな気持が全然ないからか，二人

の気持は了解済みと読める表情は，一切，み

ごとなほど表にださなかった。今日の自分は，

アメリーからホイストのことで，《二人一緒

に幸福（勝負運）に恵まれますように》と言わ

れた二週間前よりも気持において後れがある。

ジェルメーヌ出発まではいかなる危機的騒動

もあってはならじと，アメリーに気持を打ち

明けさせる機会はあえて避けているのは事実

である。実際問題として一つのことを仮定し

てみる。相手がこちらに首ったけというので

なければ，亭主関白をきめこむことはできま

い。亭主関白がだめとなれぼ，ジュネーヴの

亭主連中の仲間入りだが，それはごめんこう

むる。したがって，要は，アメリーの愛の告

白だ。明日（注金曜日）はそれが自然と分か

るいい機会である。明日ピクテ夫人宅に姿を

見せないとしたら，それは芝居見物を好しと

した，或いは，余にたいする嫌がらせかのど

ちらかだ。土曜日，アメリーの家にのこのこ
　　　　　　　　　　　　　　だんま
出掛けることはやめる。日曜日は黙り戦術と

いこう。何日間か態度をがらっと変えてみる

ことだ。明日，姿を見せたら，わざわざ来た

のは余のためかと尋ねる，そして他の計画は

一切棚上げのまま，余のアメリーを憎からず

想う気持を打ち明けてみる。ともかく，ここ

で筋書の全体を辿ってみよう。余がアメリー

を欲すること，だが欲するには条件がある，

余の一部分としてこちらの思い通りになるこ

と。そのためには，相手を惚れさすこと，妻

としたいというこちらの気持ちを伝えること，

妻とする三条件，余の所有地への同行滞在，

英国風しきたり，恭順，以上をそれとなくほ

のめかすこと，これが辿るべき筋書である。

筋書どおり進んだら，後は事が熟するのを待

ち己れの頭を冷やす。アメリー来たりてジェ

ルメーヌ居合わせぬとなれば，明日こそ一気

に決行。だがやはり，最善の策となると，立

ち消えにならぬよう事は続けながらも，ジェ

ルメーヌ出発まではほぼ現状に留め，その後

アメリーに，抑えようにも抑えきれぬ情熱に

駆り立てられてとの思い入れよろしく手紙を

書き，愛情と苦渋の入り交じった筆でこちら

の明確な条件を述べながら，結婚を申し込む

ということではあるまいか。以下は書くべき

手紙のあらましである：

　《以前からお気づきのはずでしょうが，あ

なたを愛しています。あなたの言いようのな

い力に屈しまいと三ヵ月間闘いました。本当

に本気の闘いでした。財産，地位，性格のこ

とはさておき，政治，文筆活動を続けるため’

にも，或いは，フランスとの関係を維持する
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　ためにも，もとの自分でいたかったというの

　が本音でした。だが，闘いは無益な抵抗に終

　り，ここにこうして我が身のあなたに屈した

　事実を打ち明けるしだいです。あなたにお会

　いしたい，それは抗い難い欲望です。あなた

　にお会いできない，それは耐え難い苦痛です。

　だからこそ，生きていていつもあなたを見る

　ことができる幸福を願うのです。ところで，

　たしかに，あなたの力に心は屈しましたが，

　理性は揺るがずしっかりしています。そこで，

　こちらの気持をあわれと思うあなたのお心を

　頼みに，我々二人の幸福のために，ぼくの身

　分と性格と結婚哲学をあなたに披露すべきで

　あると理性は訴えるのです。たとえあなたを

　手中にできずともかまいません，こちらにそ

　の意識なくともあなたを騙すようなことは

　あってはならぬことです。女性の独立が女性

　自身の幸福にもならず，我々男性の幸福に

　とっても禍となるというぼくの見解は，二人

　が交わした数少ないはなしからもすでにご察

　しのことと思います。この意味ではぼくは徹

　早した英国思想の持ち主です。ただ，英国人

　にとって懇ろな関係というのが肉体関係のこ

　とでしかないのにたいし，ぼくはそれを心と

　精神の領域にまで拡げて考えます。いやしく

　も，最も睦まじい関係というものは夫婦を，

　心，体を問わずあらゆる面で，常住坐臥，一

　瞬といえども相離れることなく一心同体に結

　びつけるべきものです。女は優しく爽やかに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　あいかた
　して愛嬌があり，慰めと安らぎを与える相方

　に徹すべし，です。しかもそのためにも，共

　同生活においては従属的存在でなければなり

　ません。夫と趣味や関心，仕事，計画を別に

　する，つまり，女が「独りで立つ」となるや

　必ず，遊び心，浮気心，悪魔の囁きに乗ぜら

　れ堕落します。一緒になって夫婦の変らぬ完

　全な結合が可能と思われる婦人はほとんど見

　当りません。それが可能なのはあなただけ，

一あなたのみが，婦随，つまり，ご自分の幸福

　とぼくの幸福のために人生の舵取りを夫にま

かせることのできるお方のようです。深く想

いを寄せる人の導きに身を任せたことのない

あなたは今よりも何倍もすばらしいお方にな

り得る人です。皆の関心は，忍耐強い精神，

思慮分別の正しさを教えるよりもむしろ，あ

なたの陽気な，生きのいい即答の妙を楽しむ

ことにあったのです。はなしがいつも賑やか

で，皮肉が混ざるはしぼしぼのこと，時に「過

ぎたるはなお及ばざるがごとし」にいたるの

もそんな事情があってのことでしょう。あな

たの優れた飾らぬ自然のままの人間性はすべ

て生来のもの，今のあなたに欠けているとい

えるものは，いずれも紋切りの馬鹿ふざけに

身を染めたこと，孤独の中に心を閉じこめた

ことと無縁ではありません。友情の手と優し

く賢い教えがあればあなたは魅力と才能に溢

れたお方に生れ変る，べつに目が眩んで言う

わけではありません，これぞぼくが願いの務

めです。この務めにこそ我が命を捧げたいの

です。今の自分の欠点を憶測で云々され自尊

心が傷つけられたとおっしゃるなら，あなた

を見るぼくの眼に狂いがあったということに

ほかなりません。この手紙は燃やしてくれて

けっこう，ぼくの申し出は拒むべきです。今

のぼくの状況からして，この親密なしかも独

占的な結びつきこそがあって欲しいもの，い

やなくてはならぬものなのです。所有する土

地と，また財政的にも，フランスに多分パリ

近郊の田舎に住むことになります。おはなし

では田舎はお嫌いでしたね。勝手な解釈かも

しれませんが，それはあなたがまだ一度も田

舎に，ご自分の田舎にゆっくりと長逗留した

ことがないからそう言うのではないでしょう

か。何日か，つきあいで知り合いの田舎に行っ

たはいいが，我が家の寛ぎなく感興も湧かず，

しみじみ情を交わすこともなく，ただ，重く

のしかかる無冠をかこち，あくせくと生きる

命の来し方行く末を思い煩う日々でしがな

かったはずです。思うに，感情の充溢，仕事，

真剣な生活，愛，母親たること，自然，こう
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いうものによって自分がどう変るか，あなた

には想像できないのではないでしょうか。な

らば，ぼくの田舎です。一緒に買物がてらパ

リに出て娯楽場のいくつかをのぞいてみると

いう意味ではパリに近く，こちらが望むので

なければ向こうからわざわざやって来ません

から交際に煩わされることがない，とくに都

会の喧騒が届かないという意味では十分パリ

から離れています。その田舎で，愛と隠栖の

生活を送る，時に抜け出し二人してあなたの

友人再会の旅に発つというのはどうでしょう。

しかしここで，この生活の方法と時期につい

てぼくの考えを述べておかなけれぼなりませ

ん。結婚で大切なのはなんといっても最初で

す。この時期は，お互いをまだ知ることがな

かった二人の入間が顔をつきあわせながら相

手を研究する時期で，疎遠になるか結ばれる

か，この最初の関係の在り方がその後のすべ

てを決定することになります。新婚初期の命

取りは外の目です。彼らは意味ありげなお節

介をやき，当てにしたらはずされる援助を約

束します。生活を楷にすべき相手と自分自身

の研究を忘れ，二人は外の目を研究しだすの
　　　　　　　　いえです。幸福の要件は家内の愛階のみをもって

足るとせずに，幾百の小事を追い，ついに小

事が二人の心を離反させる，或いは，魂を干

乾びせしむるにいたるのです。こういうこと

が我々二人の間に忍び込むようになったらも

う遅い，そうなる前に，こうして二人，水い

らず，半年の田舎生活をしてはどうかという

わけなのです。六ヵ月の「研修」といっても，

一生が決まることを考えればたいしたことで

はありません。あなたが本当にぼくの妻に

なったまさにその時，この世で二人水いらず

になりたいと考えているのです。六ヵ月後，

私たち二人はお互いを知悉，夫婦生活の問題

を友人に洩らすという大暗礁に乗り上げずに

すんだことになります。さて，上陸して最初

の幸福を得ることができるか，二人だけで自

ら足れりの生活ができるか，或いは，他人と

は違うのだという馬持を捨て，遊びと社交に

すがりながらお互い我慢の生活に甘んぜざる

を得なくなるか，やってみて分かることです。

相手を知り，今わり合い，互いの長所を生か

し短所を殺す，このことを学んで知ったとい

う大きな強みがあるのです。また，夫婦生活

の人に知られたくない体験や発見をするのが

いつも他人，少なくとも友人を前にしてとい

うのが一般の結婚の場合ですが，我々は二人

だけで体験すべきことは済ませてきたわけで

すし，それに，お互いの為人とこれから先の

行動についてははっきり変らぬ認識を持って

いるのですから。ぼくは前者の，体験すべき

は済ませたという条件を喜ぶあまり，為人，

将来の行動という後者の条件を等閑に付した

くはありません。想像力をほしいままに，あ

なたとなら得られると思う幸福の仔細をあれ

これ吟味し，あなたの将来像をかくありなん

と想い描いて時を過ごせば，厳密な掟と厳し

い条件を自らに課す勇気もなくなってしまい

ます。なにがなんでもあなたを得ようとする

あまり，あなたに性格の一つを隠すことにな

るかもしれません。相手を幸せにすることに

より自分も幸せになりたいという願いにあふ

れた性格のことですが，同時に，それは世間

や雑音，騒ぎに疲れ，静寂と生活の規則正し

さ，孤独と休息を求める一風変った性格でも

あります。この性格がいずれ鎌首をもたげる

時，あなたは騙されたとお思いになるでしょ

うが，ぼくのほうにしてみれぼただあなたを

ひたすら愛するあまりのことだったというわ

けです。最初に申したように，あなたの魅力

とあなたにお会いしたいという思いに屈しま

したが，こうして理性に訴え，あなたを幸せ

に出来る男であるかどうかの判断を仰いだわ

けですが，ぼくの女性観と人生の筋書，恋が

隠すことはできても変えることは出来ないぼ

くの性格などからすると，とても言うところ

の幸福は約束されないとお思いになるならば

反論をお願いします。
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ぼくの外的状況について一言ふれておきます。

年収は一万リーヴルをやや上回る額です。財

産は何人かの親類からの相続で増える可能性

があります。この年収ではどこの都会でも生

活していくのに充分とはいえません。ぼくの

望む田舎生活なら間に合うのではないでしょ

うか。あなたの持参金で二人の財産がどれ位

になるかなんとも言えませんが，その持参金

ゆえに，ぼくにとって結婚生活の幸福の基盤

となるはずの家庭内関係に変化が生じること

になるとしたら，その持参金は善というより

は悪の種と見倣さざるを得ません。そこで，

要は持参金ではないということをあなたに訴

えながら，夫婦が別々のものに関心を抱き相

手を拘束しなくなるのは自然に反する不幸で

すから，緊急にあらゆる手段を弄してでもそ

うならぬようにするつもりです。たいへん率

直にはなしをさせて頂きました。このように

率直さを誇張するみたいなことになりました

が，あなたにとって快いことしかお耳に入れ

たくないという気持が強すぎたものですから

逆にそうなってしまったのです。あなたゆえ

のこの気持，人はこういう気持に滅多になれ

るものではありません。自分の感情を無私の

言葉で細心綿密に述べる，これまたなかなか

できるものではありません。今のあなたを愛

する気持は大変なものです。これから先の，

変るであろうあなたを愛する思いはさらにこ

れをうわまわるものになるでしょう。人生唯

一の幸福，それは相手の幸福に我が身を捧げ

ることにあります。しかし，相手を幸福にす

るには相手から深く，ただ自分だけが愛され

ていなければなりません。相手の心を独り占

めしていなけれぼなりません。夫が妻を愛す

る以上に妻が夫を愛することがはるかに大切

なことです。かよわき服従者，というのが妻

の常にあるべき姿でありますが，夫をうわま

わる愛情がなけれぼ服従は妻にとって幸福と

はならないからです。したがって，ぼくに言

わせれば，「愛しているから結婚して下さい」

ではなくて，「愛しているのなら結婚して下

さい」ということになります。ぼくに対する

愛が，「ただあなただけのために生きたい」

と言えるに足るほどのものでなければ，結婚

はそちらから断って下さい。ぼくという人問

は並みの愛されかたではまったくお役に立た

ぬ男なのです。あなたを失う不幸よりもあな

たを不幸にさせる不幸の方がはるかに忍び難

いと言いきれるかどうか自信はありませんが，

あなたを失う不幸はぼくにのみふりかかる不

幸，したがってそれを取ります。この手紙は，

あなたのお出しになる結論に関係なく，二人

だけの秘密であるべきと心得ます。自らジュ

ネーヴの口さがなき，よしなし物語の犠牲と

なるなんてばかげたはなしです。拒絶という

のでなけれぼ，何回か会ってお話しがしたい

ものです。一回の手紙ではすべてを言いつく

せなかったことはお察し頂けるでしょう。拒

絶というのであれば，このままお会いするこ

となく，あなたの幸せを切に祈るのみです。》
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Traduction : Journaux Intimes de B. Constant ( 1 ) 
<<Amélie et Gerniae~inie)) 

L'auteur d'Adolphe, Benjaniin Constant (1767 Lausanile -1830 Paris) nous a laissé 

ses Journaux Infinzes qui couvrent la période de 1803 à 1816 et nous font découvrir les 

années cruciales de son existence entre sa  35'et 48"nnée. Si or1 ne tient conipte des 

quelques blatics pendant lesquels Constant est resté muet, les Jourzaux constituerit un 

monument assez important qtii illustrent neuf années de la vie de l 'auteur. Le thème 

central des Journaux est une lutte perdue d'avance, riier~ée sans relâche par l 'auteur à 

vouloir concilier l'inconciliable. Concilier d'abord à la fois son propre bonheur et celui 

de sa  partenaire M'"'de Staël (=Germaine) .  Une M'"'de Staël qui exige constamment 

d'un honime qtl'il se soumette à tous ses désirs ; un honinie libre, Constant, pour qui 

toute forme d'esclavage empêche le bonheur. Concilier erisuite les deux êtres qu'ils 

sorit, engagés dans une relation sinueuse : lui, Constant dont la sexualité extrême ne 

peut se passer d 'un corps de feinrne, et elle, Mn"de Staël qui ne peut satisfaire ce dé- 

s i r .  << J e  ne puis vivre cornme iious vivons. J e  ne le puis pour mille raisons et pour une 

raison bien insurnlontable : j 'ai besoin de feinrnes, Germaine n 'a  point de sens, je 

déteste une liaison subalterne. )) (le 2 mars  1803) 

Traduit  ici est la première moitié d'iinzélie et Gernzaine qui constitue le début des 

Journaux. 


