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翻訳バンジャマン・コンスタン『日記議（V）

高　藤　冬　武

欄尋年騒月

　　　草月十二日（6月1日　金曜日）

　　　書簡：ブリンクマン，ミネット

　第Vll章残，註と共に浄書。ホメロス論に劣

らぬ立派な論考を，アイスキュロス，ヘシオ

ドス，ソフォクレス，エウリピデス，ピンダ

ロスからツキディデス，ヘロドトス，クセノ

フォンに至る諸家に展開できれば，余の著書

じつに興味深い一本となるのではあるまいか。

昼餐，セヴリー［コンスタンと同年の従兄弟，母の

　　　　　　　　　　てらい妹の子］宅。凡庸にして衝気に走らず，ときに

気品あり。だが，この凡庸，武器とする掌れ。

当地の孤独に倦み始む，されば身を再びミ

ネット［スタール夫入の愛称］の傍に置く，また

楽しからずや。挙り，結婚はすまい。余の心，

余りに老いたれば新しき関係に開扉すること

能わず。何人とも心なき口先だけの語らいに

終始する我なり。執るべき道は与えられた情

況の最大限利用なれば，ミネットとの「縁組」

［婚姻関係によりスタール夫入との仲を安定させ性の

充足は別に考えるとするコンスタンの戦略コこそな

すべきことなり。発信，ブリンクマン［スウェー

デンの外交宮，詩入。パリ駐劃大使スタール男爵の秘

書を努めた］，ミネット。明後日当地を引き払え

るものと期待す。

　　　　草月十三日（6月2日）

　　　　　　書簡：ミネット

　ローザンヌ図書館に赴く。ちゃちな図書館

基本図書も何回か欠ける膚様だが，余の役に

まったく立たぬという訳でもなし。第鴨章浄

書，新に設けた「運名論」の章，註と共に。

昼餐，オーギュスト［従弟］宅。このオーギュ

ストなる者，身を固めれば大入しくなろうと

周囲が所帯を持たせたのだが，肝腎の道楽は

一つとして已めずにきた男である。妻君は，

うわべはつまらぬ女に見えるがそうでもない。

亭主に見捨てられた胸の憂いは解けず，悪口

言いたいはやまやまだが，気兼ねの壁がある，

そこで妻君，夫を讃めて愚痴に封をする。夜，

ナッソー夫人と。発信，ミネット。

　　　　　草月十四日（6月3日）

　終日独居して仕事，六時に至る。第亙X章，

第X章，註と共に浄書。ほぼ全面的な書直し

となる。散歩。こちらが年を取るにつれ自然

は冗舌でなくなるようだ。草木，四辺の万物

が発するとでもいうような音を聞いた年頃の

ことが思い出される。余が耳に聞こえたもの，

自然の生命ではなかったか。この種の音が少

なくなったというのが本ヨの印象ではあった。

　ミネットを想うこと頻りなり。しかも深き

愛情をこめて。この五四問そっとしておいて

くれたことが余の愛情をかくも珍しく蘇らせ

たわけである。幸福に充たされてミネットの

許に戻る，なぜならば，戻ってこいと言われ

ずに戻るからである。精神と心と虚静安寧を

糧とする余の生活はミネットなくして成立た

ぬこと明らかなり。ミネットに非ざる入間の

余に無縁のこと，そこらの木石に異ならず。
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2 言語文化論究7

　　　　　草月十五日（6月4日）

書簡：タルマ，ルコント，シャトーヴィユ

　仕事，第七章。単調に偏するきらいのある

我が著書に変化をつけるという意味でこの章

最も面白き章の一つなり。イーリアス，オ

デュッセウスの二文明の記述，読者には気分

転換となろう。ミネットの優しき待遇に接す。

タルマ夫入，：F。シャトーヴィユ［ジュネーヴ

の農学者］，便り各一通あり。タルマ夫人，昔我

ちの関心を惹いた「でぶの夜郎自大」［ナポレ

オンのこと］をめぐり余と考えを同じくする。

卑劣晒賎，救いがたく，我ながらそれを見抜

いたこと有難しとする。この男，「人が己を軽

蔑するとは」と驚愕の体なり［軽蔑はさすがのナ

ポレオンも予期しなかったこととタルマ夫人の文面

にある］。ミネット主張して曰く，「子供が結婚

するまで私たち二入の結婚はないものとしま

しょう。」結婚を求める男の役を演じ今年を

越して更に待つ，余には出来ない。支配でき

ぬ運命を支配しようとする，その試み価値あ

りというならば，余の企てもあながち無謀な

企てとも言えまい。ドール〔タルマ夫王在］，パ

リ，次いでミネットのイタリアからの帰国に

先んじ冬か春のドイツ旅行。それまでは仕事

に精進。

　　　　草月十六B（6月5印
　ヴォルフの『緒論』［ホメロス論］から抜粋。

構成の妙，文体の生気と力強さ，辛口の文章

が見事な冴えを見せた書である。第刃章に臨

みこの特質遺漏なく見習うべし。ヴォルフの

後はハイネ［ゲッチンゲンの哲学教捌，ヴィロワ

ゾン［仏のギリシャ語学者，ヴォルフのホメロス論の

基本資料となるヴェネツィア古写本を発則の抜粋

が控えている。古代神話をめぐりシュレーゲ

ルと談。おかげで神話の象徴に関し註ひとつ，

上手く思いつく。ネッケル氏の死後立入るこ

とのなかった客間に於いて，哺時，痛愁。こ

の死の悲しみ，その深刻さにおいてネッケル

氏の死を見届けた誰も余には及ぶまい。余の

悲しみ死者にとどまらず，入間の本質，さら

に，かくも危うげな生命が去り行く宿命の闇

の戸口をめぐる悲しみなればなり。凡庸なる

人間の誰にも認められる奇妙な模倣傾向。父

の死を悲嘆するミネットあり，されば，悲し

みに尊厳を見出だせしオッシェの頭に直ちに

飛来したのは，想像したこともなかった十年

来病み患う父の死期迫れる姿であり，二三を

惜しむの情湧き起り，その高徳と品行実直を

話題にして曰く，《親父はサンドニ街で乾物屋

をやっていた，乾物屋だから大の正直者には

成り難しということはないが，乾物屋ゆえに

高徳の芽をのばすこと叶わず，乾物屋なれば

正直は目立つがさほどの評価はうけない》。

　　　　　草月十七日（6月6日）

　　　　　書簡：シャトーヴィユ

　余の感受性の少なきことをめぐりミネット

と喧嘩。否，余が感受性少なることなし。問

題は，余の感受性が敏感であり，他人のそれ

と完全には波長が合わないことにある。他の

連中の心はいつも重過ぎるか軽すぎるかのど

ちらかで，余と衝突するのである。連中の同

情に正しいもの，極めて深いものがあるとは

まったく認めることができない。余が見ると

ころ，それは一般に他入の苦痛に対する義理

づきあいであり，恥ずべきことではあるまい

か。とにかく，余の心は他の連中の心の中を

見せつけられ傷つくのが常であり，ミネット

が言うとおり，その時，敵意が内に生じてく

るのである。昨臼，ミネット，会話の精神を

めぐりシュレーゲルと喧嘩。家庭教師育成の

意気込みを見せる教育狂女ノ［シュレーゲル，夫

人の子供の教育にあたる］周りの者には退屈以外

の何物でもない。辺り一面しんと静まり返っ

た中，二人向き合って位置につき，かたやシュ

レーゲル，己の社交軽視を自譜すれば，こな

たミネット，自分の話術の才を自慢する！居

並ぶ観客に供せられるせめての愉しみと言え

ば講辞の交換だが，讃め合うどころか相手を
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翻訳バンジャマン・コンスタン『日記』（V） 3

傷つける自画自譜でしかない。鳴呼！余が日

毎に自省沈潜を深めることいかばかりぞ，そ

してそれを自らに謝することいかばかりぞ！

昔の我は激しやすき，相手がこちらを支配し

ようとし，こちらは相手の命令に反発，はげ

しく噛みついたものだった。今の我は大人し

いものだ。己の欲するところをするのみで，

あのおぞましい反抗とも縁が切れ「束縛なき

身の自由」を楽しんでいる。ヴォルフの『緒

論』を続ける。第璽章着手。フレデリック・

シャトーヴィユに返書。この男，弁舌と生活

態度に見られる堕落（つまり利己主義）と凡

庸，書簡に見せる才能と気高さ，奇妙な心血

なり。余が返事を認めた氏の書簡は，高貴，

力，感性において素晴らしきものあり。ジュ

ネーヴに生活しなければならず，等し並みの

個性を持ったこの男，この個性を磨きながら
「噛められぬよう」己を鈍らせたのであった。

イタリアヘミネットに同行し彼の美しき国を

見る，これを逃すは惜しからんとの気持，昨

日初めて生ず。しかし，独立か結婚かによっ

て生の安寧を計らんとする計画とこの旅行，

如何にして両立させんか。

　　　草月十八日（6月7日　木曜日）

　ハイネ編のホメロスから『イーリアス』第

二十四篇をめぐる編者の論考を抜粋。その論

ヴォルフ説とほぼ同じなるも，ただ，受けた

攻撃の恨みからか，ヴォルフの業績評価を減

ぜんと欲し，同じくする説は努めて軽く扱う

態度に出たり。第XI章執筆を続ける。明日中

に同心草案仕上げのこと。次いで，先を進め

る前に第Vll章の加筆にかかるべし。この仕事，

本格的に取組むにつれ為すべき調査，展開す

べき論点拡大の一途を辿る。

　　　　草月十九日（6月8日）

　第XI章浄書を開始，同寸後半部執筆を続け

る。仕事のし過ぎか気分すぐれず，仕事に対

し例になく嫌気さしたり。女気を断つこと，

余の健康に大なる悪影響あり。これ余が入生

における真に解決し難き問題の一なり。イタ

リアヘミネットに同行せんとの案，考えて見

れば愚かな案ではあった。行くべき道はフラ

ンス，次いで目指すべきはドイツ，彼の地で

著作を完成させん。ジュネーヴの社会。退屈

これにとどめをさすべし。

　　　　　草月二十日（6月9日）

　　　　書簡：ナッソー，モントゥ

　発信，ナッソー夫人，モントゥ［不詳］。完

全に気力衰退，病気となる。仕事なすこと殆

ど不能。第霊活浄書，綾にして止む。シモン

ド［スイスの歴史家経済学者］中世キリスト教出

訴。氏は，百科全書家が「ローマ法王庁」に

唱えた異を言古された言葉で繰返すが，繰返

しが過ぎる。これに比せばヘルダーの如何に

優れていることか！ウェルギリウスの正確さ

を論じたポンステッテンの著書［アエネーイス

紀行（後半6巻）］。想像力あれどもまとまりを欠

く。

　　　　草月二十一日（6月10日）

　未だ心地すぐれず。だが仕事やや捗る。第

XI章の『オデュッセウス』と『イーリアス』

の「道徳観念の違い」執筆了。両詩篇の正当

性に関する部分未完。僅か三日で済むはずの

この章，てこずって既に一週間を費やす。シュ

レーゲルの中世文学論抄。当事者双方が正当

な戦争であると認め得るのは宗教戦争をおい

て他になしとは，げに巧妙な論なり。征服・

侵略戦争，或は名目の正否はあろうが権利を

主張する戦争の場合は，何れも必ずどちらか

一方が不当である。ところが，宗教戦争は，

なるほど理性の眼から見れば双方共に間違っ

ていると言えるだろうが，しかしそれぞれの

側の思想・信教の良心の眼からすれば，双方

共に正しいのである。従って宗教戦争こそ最

も非犯罪的な，最：も崇高な戦争であるという

ことになる。余が以前から肝に銘じている一
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10 書語文化論究7

　　　収穫二十日（6月29日金曜日）

　　　　　　書簡：オシェ，父

　ギリシャ宗教の構成要素の章を続ける。出

来上っている草稿は残らず筆の勢いにまかせ

浄書し，次に本に盛込むべき内容すべて加筆

追加のこと。常にやり直しなれば，進捗まっ

たく覚束なし。サン・ランベール［仏の作家

エルヴェシウスの弟子，百科全書共著者］，ドゥレー

ル［ルソーの友入，百科全書共著者］の書簡多数読

む。ドゥレールの書簡これまでの中で最も面

白しと言うべきか。ドゥレール，余が常々の

感想を述べて曰く，「独立不乱の魂のこの世に

在る姿，大広場を舞i台の社会的仕事，或いは

孤高の二相のみ」。社交生活の無益な摩擦軋

礫，千辛万苦，忍び難し。17巻に及ぶネッケ

ル夫人［ママ］宛手紙を2，3巻の書簡選にまと

める，なかなか立派なものが出来よう。あら

たまった讃辞を通して見るよりも，この書簡

選の方が意外とネッケル氏に対する世の評価

の要約としては優iれているのではないか。今

の余の生活耐え難iきものとなれり。ミネット，

自分の事柄をめぐり騒ぎ立てるが何の進展も

なし。僅か一言で済む事，しかじかの情報が

手中になき今それが入るまではどうにも動け

ぬ問題いずれも論じなければ夜も明けぬ女

で，何の結論も出ぬままに何時間も話を引延

し，同じ話を散々聞かされた相手が初回に劣

らぬ関心を示さぬことあらば，苛立ちを見せ

る。余の時間の四分の三，ミネットに奪われ，

余の思考，ミネットに邪魔をされ錯乱す。肉

の快，社交の会話，学問，出世，政治の道，

　　　　　　　　　　　　　け評判，いずれをとっても日に異に「外されて

いく」との思い生ず。発信，オシェ。来信，

父。

二部，第三部送るよう頼む。±。我が身の上

を千思百考。結婚いがいに関係の打破ないと

すれば，今の身の上を嘆き暮すよりも結婚を

すべしというのが行き着く結論ではあるまい

か。仕事を疎かにせず，しかもビオンデッタ

の要求に応える，出来ぬ相談なり。工夫する

ことも耐えることも知らぬ《駄々っ子》で，

自分が駄々っ子なのは，「周りの者がしっかり

していないからだ」と言い続けてきた人間な

のである。

　付記：『日記』翻訳の今回を含めこれまで

発表された部分は以下の通りです。

　α）「言語文化論究」（第4号）1993年

　　　1803年1月6日一同年2月3β［アメ

　　　リーとジェルメーヌ（前）コ

　綴）「言語文化論究」（第5号）1994年

　　　1803年2月5日一同年4月10日［アメ

　　　リーとジェルメーヌ（後）］

　（III）「独仏文学研究」（第44号）1994年

　　　1804年1月22臼一同年4月9日
　（W）「独仏文学研究」（第45号）1995年

　　　1804年4月10日一同年5月31日

　（V）「言語文化論究」（第7号）1996年

　　　1804年6月1日一同年6月31日

　　　　収穫月十一日（6月30日）

　　　　書簡：ナッソー，ドワドン

　発信，ナッソー夫人。馳走，ジュネーヴ。

草月二十二日便に対する返書ドワドンよりあ

り，依頼せし原稿同着。返書を認め原稿の第
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4 言語文化論究7

つの真理あり，シュレーゲルその見事なお手

本なり。つまりこういうことである，「新しい

説を唱えんとすれば，その新しさ出来る限り

表に出す回れ。」表に出さぬどころか，「新説

がなるべく抵抗なく受容されるよう旧説の衣

を被せるべし。」「一部なりとも思想の新しさ

を表に出さざるを得ぬ場合は，既に世間に少

しはなじみのある説をお供の行列として付け

てやるべし。」世間から重宝がられ名声を長続

きさせたいと願うなら，以上の三点必須の条

件なσ。というのも，奇論と公言して揮らぬ

奇論奇論の衣装をまとった愚論こそ，「死後

忘れ去られ，啓蒙の一条の光とならずとも構

わぬ，とにかく現世で世間の注目を惹きた

い」，これしか頭にない者がすがる格好の手段

であるからである。

　　　　草月二十二日（6月11日）

　　　　書簡：ドワドン，ナッソー

　馳走，ジュネーヴ。ビュティニ［広くヨーロッ

パに知られた名医］，余が長年の実感つまり「女

気を断つこと，余の健康に害あり」，間違いな

しと書う。この問題半年以内に然るべき措置

を講ずること，絶対的必要性あり。唯一完全

な策は結婚であろうが，この結婚ミネットは

対象外である。独り旅亭にて日中を過ごす。

鳴呼，平らかなる孤独，汝に対する親近の情

日毎に募るはいかばかりぞ！ナッソー夫入よ

り書。紙上モロー［仏の将軍，ナポレオンと容れ

ず王党派陰諜事件に加担，6月10日禁圃2年，恩赦後

2娼米国に渡る。後年ロシア皇帝の顧問となる］の談

話［6月8日デバ紙〕。陰る情況に置かれその情

況の中で警うべきことを正しく言った最初の

士なり。独語関係の書簾到着［三千に及ぶ蔵書を

滞在先に移動させるのが常であった］。直ちに抜書

すべきもの：マイナース，ベリヒャー，ライ

ンハルト。発信，ドワドン，レゼルバージュ

の原稿をこちらに送るよう命ず。来信，ナッ

ソー夫人より一通。

　　　　草月二十三日（6月12日）

　仕事。第斑章の一部浄書織。後半部の草案

を決す。ミュラー［スイスの歴史家，プロイセン

王国の修史劇到着。とにかく以下のこと己自

身にはっきり言い聞かせておく必要あり：今

のように生を朽滅させ，健康といい時間とい

い両者を犠牲にすること，既に限界である。

片をつけねばなぬが片をつけるには，新情勢

生じ新たな面倒発生となる前に，「自然の別

れ」の機，逃さずにつかむべし。ドイツへ行

けば容易に得られる利点，「心身の静息婁如，

尊敬，書物の便，著作完成の励みとなる交際

社会の刺激」，これ余がドイツ旅行において確

と見てきた利点なり。されば従うべきは我が

自然の歩みである。パリへ出る，そして冬の

ドイツ旅行，無しで済ませぬものなれば，情

婦同行，だがこの情婦我が生活を乱さぬ情婦

であること。人間は己の気性と己の要求に

従って身を処すべきである，さもなくばその

人生偽りの人生と言うべし。マチュート時ス

タール夫入の愛人となった亡命三朔来たらず。不

幸な友［スタール夫入］のための一月の旅，マ

チューのせぬところなり。しかしてこの男，

余を非難する者のなかで最もうるさき男なり。

それが何程のことであろうか？己を知るのは

己のみ，己を裁くは已のみ。己と二七の間に

立ちはだかるもの，越すに越されぬ障棚なり。

その障柵を無きものにできる「入間の関係」

ありと思うは若者の錯覚にして，倒したつも

りが立っているのだ。

　　草月二十四B（6月13日　水曜日）

　　　　　　書簡＝父，タルマ

　来信，父，余の草月五日置の返書，タルマ

夫子，十一日便の返書，レゼルバージュより

二通。第XI肥後二部執筆下準備bこんなこと

ではこの章の完成，永遠に覚束なし。ミュラー

と談。ここはどうしても註を設け，ユダヤ入

が戦争時代［トロイ戦争，ミケネ～時代］のギリ

シャ人より文明化されていたとは言い難い時
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期に一神教から始めた，或は呪物崇拝から一

神教へ進んだという事実がありながら，なぜ

余が呪物崇拝から多神教への移行しか取り上

げなかったか，その理由を明らかにすべきで
あろう。だカ㍉本の冒頭に「二稀論」を持っ

てくることは出来ない。そうなれば道徳と一

神論の比較研究は避けて通れず，計画は土台

から崩れる。この問題いかに両立させるべき

か，検討の要あり。ゴドー［ヌーシャテル在のロ

シア退役軍人？］。ガルニエ［レマン県総務部

長］，好的漢，ちゃきちゃきのパリっ子。ヴェ

ルノワを散歩。

　　　　草月二十五日（6月14日）

　　　　　　書簡：ルコント

　馳走，ジュネーヴ。セロン姉妹［三姉妹，ア

メリーの従姉妹］訪問。アメリーに再会［一時期

コンスタンの結婚の対象となったスイス女性，B記

「アメリーとジェルメーヌ」に詳述］。その黒さ，賑

やかさ，威勢のよさ去年に変らず。人の口車

に乗せられ結婚したならば，今頃は，妻となっ

たこの女を怨憎嫌悪することいかばかりであ

ろうか！そうならなかったのはビオンデッタ

〔スタール夫人ユのおかげなり。ルコント［パリ

の銀行家］に余の生存証明書発送。夜，仕事。

或ることを書かんとしてそのことを学んで識

る，大なる恵みといわん。ホメロス詩史を学

んで4，5日に及べば，言うべき事の要約を

為すことの易き，我ながら感嘆す。

　　　　草月二十六碍（6月15日）

　　　書簡：ルロワ，エスリンガー

　哀れ，アルベルチーヌ病気。昨日のアルベ

ルチーヌ，病苦をよく己のものとし耐えるに

乱れを見せぬ者の風を呈したり。仕事を続け

出来栄に満足す。モロー禁固二年の刑に処せ

られたり。±［交接の符丁］。昼餐，ガルニ細

疵。パリ風会話。婦人連中の何たる様よノデ

ジェレンドの比較思想に関する本［仏の思想

家：人間知識・思想体系比較史全3巻1804年刊］の書

評（フィエヴェ〉を読む。何たる無知，無知

に浸った何たる自己満足ノまたフィエヴェの

手合いが軽薄さに寄せる嗜好の何たることよ，

連中この「軽み」を粋がって信奉するが，野

暮の骨頂いうも愚かなりノ《一篇の喜歌劇に

脚色できぬ思想，一篇の物語に纏めることの

できぬ思想，我らフランス人には馴染まぬ》

［フィエヴェ］。発信，ルロワ［山詞。来信，エ

スリンガー。コペに帰る。

　　　　草月二十七日（6月16臼）

　　　書簡：エスリンガー，マラダン

　発信，エスリンガー，ヤラダン［パリの書

難，スタール夫人の本刊行，！805年破産］，エスリン

ガー宛書籍目録同封す。仕事，予期に反し不

満大なるものあり。或ることを論ぜんとする

や委曲仔細に足をすくわれ我が身に愛想が尽

きること，常の例なり。博引労証，事実の仔

細，当を得ぬ博識　これ余が仕事における座

礁の要因である。だがこのことを常に反省し

本論論述に不可欠な事項以外はすべて註に譲

り簡略に徹すれば，暗礁は回避できるのでは

あるまいか。ビオンデッタいささか品位に欠

ける手紙を書いたが，人の舅にとまれば書い

た本人に害や及ぶべし。ビオンデッタとの関

係において色々と不都合があるがとりわけ迷

惑するのは，ビオンデッタのやろうとするこ

とが賛成しがたいことでも，相手の生き方の

責任は取りたくないのできっぱりと反対はし

ないが，その生き方を支え続けているのは誰

が見ても明らかな事実であれば，結局ビオン

デッタの行動は事実上余の責任と見倣される，

このことである。

　　草月二十入日（6月17日　日曜日）

　　　　　　書簡：フールコー

　マルタン［下到に対する疑惑。壮事，第二

章続き。第X章まで何箇所か加筆修正の要あ

らん。余の望むところにあらずといえども，

冒頭第一に取り上げるべきは原始宗教をめぐ
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る問題なり。余りに抽象的，かつ余りに言い

古された問題を組上にのせるを恐れてあけた

「穴」によりすべてに狂い生ず。この狂い各頁

に波及。先賢に対する余の批判と懐疑の手綱

を緩めお手柔らかにすべきこと，これまた同

様なり。折にふれ自信をもって先賢の権威を

疑うに回数と自信も度が過ぎれば，「先賢の学

説を蔑ろにし，自説の道を行く」との誹りを

受けよう。フールコー［コンスタンスタール出入

の代理人］より望みどおりの便り一本到着。

ミュラーと実に愉快な昼餐。ホメロスをめぐ

り議論。ペルシャ入をめぐり議論。ギリシャ

神話のごとく東方の宗教が自家薬籠中の物と

なるにはまだまだ学ぶべきこと多し。下男の

盗みほぼ確証を得たり。本日より一月聞監視

のこと。我が計画最：終確定：ドール，パリ，

ドイツ，情況の変化あれればこの次第にあら

ず。

　　　　草月二十九日（6月18日〉

　　　　書簡：シャルト，ナッソー

　午前中一杯仕事。第頚章完成間近し。南北

の宗教は別枠に譲り，残りの未完部と合わせ

て刊行すべし。ギリシャ，ローマはまとめて

一本とする。微に入り細を穿つの陥穽にはま

ること，これ余が唯一恐れる点なり。余のギ

リシャ論の間口の広きこと我ながら呆れるば

かりなり。記述の簡略は避けられぬが現時点

では先を進めるべし。ビオンデッタと悲しく

も苦き長物語。ビオンデッタの不幸深甚なり。

「我を慰め救うは他入の義務」と信じ，人生の

荷重に潰されぬためには持てる力をふりしぼ

り，打って出て人生を制圧すべしという第一

条件，我が事に非ざるが如し。汝の波乱に富

む生活，錯綜する欲求，華やかな地位の嘱望

（物の外面しか見なければ華々しさは憧れの
的である），老齢を恐れる琶斐旙態，目立ちた

がる虚栄心，目立てば黙っていないのが敵と

いうものだがその敵に噛みつく気性の激しさ

は持合わせぬとくる，これに対し周りの者に

何が出来ようか。耐えて苦しむは汝の好まぬ
ところ，外に翼を広げ歯芳颪に立ち向かい樹

木に羽をとられ，岩角に身を砕く。余は為す

術を知らず。汝その翼を畳まぬ限り，汝つぎ

のことを理解せぬ限り，つまり，「まずは内容

よりも安定した地位を確保することが先決，

いつまでもどたばたを繰返すよりもとにかく

地位の安定を計ること」，汝このことを理解せ

ぬ限り，余は汝のためになすこと能わず。し

かも余が告ぐことのすべて，素直なれば二重

の意味であてはまることなり。男には仕事の

道あり，醒齪と奔走するは定まった目的のた

めなり。汝は社交界の華々しい脚光を求めて

醒齪奔走するなり。この種の成功，後に何も

残らず，いっか努力が報われることあるであ

ろうか。発信，シャルト夫人［ワイマール宮廷

入］，ナッソー夫人。

　　　草月三十日（6月19日　火曜日）

　　　　　　　書簡：タルマ

　発信，タルマ夫人。註をいくつか残し十一

番目の章完成。今回元に戻した草案は，この

冬考えたもので，南北の宗教を別に論じると

すると余りに詳に過ぎたれば破棄した原案で

あった。日記雨月二十日［2月10日］の項を見

る。他の外国神話の論究は差し挿まず，ギリ

シャ・ローマ関係全体を一本にまとめる「利

得」，それにより生ずる「損失」［南北宗教別枠

の周，得失の収支とれるかどうか，余には何

とも言えぬ。いずれにしろ，昨B採用の草案

に従うべし。ギリシャ・ローマに限定した4

巻［第一部全婆巻］完了した時点で，南北各章

と取組めるか，それを後から四巻に挿入でき

るかどうか考えればよいことだ。ネッケル氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　ついのわかれの『断章』［5月2細参照］読了。読後，　駅家

とでも言うべきか，いささかの島民しさに襲

われたり。観察の緻密なること，滑稽の鋭さ，

いずれも大したものなり。マチュウ・ミラン

パル（昔の同僚なり）［法制審議院の委員］の旅

についての滑稽な講演：（1788年刊）。フランス
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　　　　　　　　そばだ
に非ざる地すべて峙つ森林と一面の氷の地

と見倣す，まさにフランス人に非ざればでき

ぬ講演なり。氏は，「若者をしてドイツを旅さ

せ，かの地の気候風土の厳しさに触れさせ春

機発動の期を遅らせしめよ」と説く。他国を

知らぬことにおいて我らはまさにまがうかた
　　シノワなき愚民［＝中国人］なり。知事と昼餐。怨恨

憎しみは友情の大なる作因なり。知事は曾て

余を疎んじていたが，余が嫌う相手を好まし

く思わざることあれば，爾来余に対し実に好

意的とはなれり。エルヴェシウスが小人と称

する者［出典不祥］を我ら「友入」と呼ばん。

それは我らが敵の敵なり。

　　　　収穫月一日（6月20日）

　第XI章の註完成。二二着手。巻二二亙章に

備えソフォクレス，アイスキュロス，エウリ

ピデス，ピンダロス，ヘシオドスの抜書の要

あり。フランスでは殆ど普及せぬ思想がドイ

ツに渡りいわば国民思想となれる，数を知ら

ず！注目すべき事実なり。このこととりわけ

宗教において真なり。フォスの『神話書簡』

〔179旧刊］，余の本の中心思想を含む，だが余

の思想，事実の仔細に埋没して面目なし。論峯

と名のつくもの，人間がいかにこだわるか，

見るも滑稽なり。フォスのハイネを論駁する，
ハイネのヴォルフを風刺導 Lする，その厳し

さたるや！世界中がそれに耳を傾けるべき暇

と興味を持っているかの如し！人間が時間の

所有者を自認すること，しかも現在の時を我

が物とすれば，せめて声なりとも未来に届け

んとの幻想を抱くこと甚だしい限りである！

人間がいともたわいなく忘れてしまう事実，

それは時の懸隔と場所の隔たり｝ざある。独善

から己を天下の中心となし，目に入るは大き

く見える周りの物だけ，ために遠い事物は隠

れて見えなくなるのである。馳走，ジュネー

ヴ，日帰り。

7

　　　　　収穫月二日　（6月21日）

　　書簡：レニョー，父，フールコー

　仕事，エウリピデス，ソフォクレスの抜書。

草案を更に圧縮以下の表題で別の一冊をた

てることにする。『道徳とギリシャ・ローマ多

神教の比較』。これまでの表題は，歴史的研究

というよりもむしろ啓蒙的論述を予想させる

ように見えるが，今回の改題により歴史形式

を鮮明に打出すことができる。南欧と北欧神

話のごたごたは切捨ててもよい。相手にしよ

うにも手のつけようがなく常に頭痛の種とな

ること間違いあるまい。同時に，面自いと思

われるものは残しておいてもよいのではない

か。こうして余が薬籠中の物とする題目で完

壁な著作ができよう。問題は学問的詳述の深

みにはまる愚を避ける才幹が余にあるかどう

かだ。これぞ余の大きな陥穽なり。何回墜ち

れば懲りるのか，今回もまた墜ちた次第であ

る。確かに歴史形式は論述の詳細を許し，さ

らにそれを要求するにいたるのは事実である。

こういう経験を新しく積み著述という点でミ

ネットがいてくれて実に重宝することが分

かった。余が気性，獺惰にして懐疑的，気性

のなせる結果に対し自己嫌悪と余りにもたあ

いない自己満足が同時平行する，そこでどう

にもならぬ欠陥を余に納得させるとともに，

返す手で余を慰藷し窓から玉石ともに捨てん

とするを思いとどまらせてくれる人が余には

必要なのである。発信，レニョー［仏の政治

家，ナポレオンの信厚くワーテルローまで忠誠を尽く

す］，父，フールコー。

　　収穫月三日　（6月22日置金曜日）

　　　書簡：ゲクハウゼン，ナッソー

　来信，ゲクハウゼン嬢，余の草月二日便の

返書，ナッソー夫人，草月二十九日便の返書。

午前中一杯仕事，新草案作成にかかるもけっ

きょく首尾を得ず。「ギリシャ・ローマ」論圧

縮のし過ぎなり。表題を歴史形式に相応しい

しかも書きやすいものに変えながら，元の草
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案に戻すべし。 せ持った女である。

　　　　収穫月四日（6月23日）

　著作の：草案を考え直す。論述の流れとして

はギリシャ・ローマ宗教論から二繋属へと進

め，南北の宗教はギリシャ・ローマの多神教

との比較論においてのみ取り上げる。両者の

顕著な違いと類似点に的をしぼり，歴史的連

関には触れぬつもりなり。±。馳走，ジュネ～

ヴ。晩餐，アルガンと。

　　　　　収穫月五日　（6月24日）

　コペに戻る。原稿，初期ギリシャとホメロ

スの詩に関する部分を朗読してミュラーに聞

かせる。出来栄大いに喜んでくれる。余は自

己採点において余りに厳しく，他の連中の自

己採点ぶりを見るに，そのいい加減なこと呆

れるばかりである。見直すべき章，5章に渉

り草案をなす。ギリシャ宗教につきルクレー

ル・ド・セットシェーヌの著書［『古代ギリシャ

宗教論』1787年刊。19世紀プル～スによれば，批判精

神に欠けるとある。著者は仏のギリシャ・ラテン関係

の入文主義者。ギボンのローマ帝国衰亡史の最：初の翻

訳者，ただし未完］を読む。こういう「お歴々」

が原典に遡らずして，しかも原典参照が最小

必要条件との自覚もなく著作の真似事をする，

まさに喜劇なり。この著者，英仏の書物こと

ごとく博引労証するも，古典籍の一書として

なく，その自信のほどには恐れ入る。実に都

合のいい原則論に立つが，このような原則論

をとる限り研究はいずれも間違った実り無き

ものとなる。この原則論とは，古代宗教研究

の出発点を「人類の知識の漸進的歩み」に置

かず，知識の体系化に置くというものである。

これは異質部分を寄せ集め一つの不自然な集

団を捏造するためのもので，異質部分の空隙

をいい加減な解釈と仮設で埋めざるを得なく

なる。余はミネットの正しさを認めるべきだ。

その批評，間然するところがなく，更にその

批判に梢気返る余を立直らせる才力をも合わ

　　　　収穫i月六日　（6月25日）

　　　　　　書簡：ナッソー

　来信，ナッソー夫人。序文の第一部執筆。

英訳のホメロスの詩を拾い読む。苦心の作，

ポープの訳詩美麗，されど凝った腐心の跡が

表現の端々に見られ，それがため原作の持つ

情趣とはまさに反対の効果を醸し出せり。ま

た，この彫心鎮骨の壮麗を貫くは千句一律の

一本調子なり。ルクレール・ド・セットシェー
　　　　　ビュルレスク
ヌなる者，滑稽的人物なり。「ギリシャ宗教」

を論じ事例を挙ぐるに傍証は必ず「ローマの

文献」をもってし，ホメロスの彼岸説を論ぜ

んとすればウェルギリウス，時にラシーヌ，

ラフォンテーヌ，ポワローの引用をもってす

るなり。

　　収穫月七三（6月26日　火曜日）

　　　　　　書簡：ナッソー

　序文了。発信，ナッソー夫人。新草案に則

り巻一第1章を手直しす。「ネッケル旧称煩」

と言うべきか，「解説」と言うべきか，スター

ル夫人の手になるを読む。実に美しき断章い

くつかあり。政治学は，夫人は論及を避け簡

単な言及にとどめたが，それで澄ますには余

りに底が深く，仇恨を刺激し友情に水を差す

厄介な問題を孕めり。本格的論及はせずとい

うことであれば，政治篇は一部省略すべきで
　　　　　　　　　　　　　　　　　ひととなりはないか。話が，父親が内輪に見せる「為入」

に及ぶや夫人の語り口に見られる真実味，思

遣り，飾らぬ心に感心させられたり。一部に

乱れ，冗長うかがえるも，手直しがきく類の

ものである。

　　　　収穫月入日（6月27日）

　　　　　　書簡：ルコント

　馳走，ロール。ミュラー，ベルリンへ帰る

が，余推察するに，当地滞在中我々に混じり

目の前でシュレーゲルの論弁に付合わされ，
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この新ドイツ哲学に対する心酔の緒やや醒め

てしまったのではあるまいか，なにしろ，新

哲学の説く政治論宗教論ときたら，異質と

称しながら，まったく我がフランスの
「薪出血」の恥ずべき主義主張にほかならず，

しかもそのことの自覚がないのである。ジョ

フロワ［デバ新報寄稿家］或いはその類：の「新聞

ごろ」が，数日前ここに居合せ，自由やカト

リック教を論じたとしても，言ってることは

シュレーゲルと同じであったはずだ。昼餐，

ナッソー夫人宅。コペに帰る。長年に揺るネッ

ケル氏宛書信［未婚時代も含めネッケル一入宛も

収められているらしい］と同氏について書かれた

全文章からなる興昧溢れる「文集」ミネット

より預かる。ヴォルテール，ダランベール，

ディドロ，その他の書簡混じりたり。来信，

ルコント。

　　　　収穫月九日（6月28日）

　　　　書簡：ナッソー，メラン

　ギリシャ神話の構成要素に一章を加える。

面白き新説かなり盛込んだつもりなり。預

かった書簡の最初の巻一部に目を通す。ギ

ボンの書簡，ネッケル夫人（当時はキュルショ

嬢）［スイスの閏秀作家牧師の娘，1764年ネッヶル

に嫁す。パリのサロンはビュッホン，マルモンテル，

ディドロ等が集い有名を馳せた。著書に『離婚論』が

ある。1739－1794］への想いと冷ややかで重い，

　　　　　　　　　　　　　　　コントラスト
しかも様子ぶった文章が織りなす対照のな

せるわざと言うべきか，気取りと滑稽の書な

り。《我が生の幸福は汝の体を所有するにあ

り》と綴った後，《晒しく格別に御身をもて奉
　　　　　　　　　　しもべり崇めるいと従順なる僕より，謡扇》と記し

て締めとする。ストームモント卿［英のウィー

ン宮廷特別駐在外交官コの書簡の取柄はひとえに

その無椴のフランス語文にある。才人が筆に

するには余りに陳腐な表現，例えば，「快楽の

渦巻」等の類の多用から外国入ということが

はじめて分かる。才人が外国語で書かんとす

れば，他に手持ちの駒なければ，平凡な語句

を駆使せざるを得ないのである。ダランベー

ルが便りに綴るは自分のこと，物書きならば
　　　　　　　　　　　　　　　　ロガトン誰もが自作に添える卑称の謙辞，「拙文」，
「「殿」，「縷耕」といった《愛の小辞》であ

る。これらの書簡を見て驚くのは，千篇一律

揃いの入生，誰もが人と生れてこの世に張る

私利私情，そしてこの千篇一律揃いの「どた

ばた」の後に控える永遠の沈黙なり。様々な

入間が死後に残した手紙の数多くを読み漁る

につれ，或る思いに駆られるが，それは酔っ

払いの姿を見て，「明臼は我が身」と言った百

姓の気持に近いものだが，違うのは，余にとっ

て明日は現在なのである。馳走，ジュネーヴ。

ビオンデッタと喧嘩。ビオンデッタの要求に

もほどがある。小事も大事も態度を決めかね

る女で，同じことを際限もなく繰返す癖があ

り，相手が出ロなき話の堂々巡りに音をあげ

るや，「関心がない証拠」とからんでくる。昨

日は更にひどかった。何時もてこずらされて

いるシュレーゲルもさすがに受けた傷は深

かったようだ。夜中の一時，シュレーゲルに

或る事の説明を迫り，しかも余に向っては，

「済んだら話があるから残っていろ」と喪う。

話といってもこれまで二人で散々論議をして

きた話なのである。「眠くて死にそうだ，眼も

痛い」と返した言葉が喧嘩の発端。優しさ，

才気，朴直，親和，献身においてビオンデッ

タに勝るすぐれた女性を余は未だ曾て見たこ

となし，だが，要求をひっきりなしに出すが

本人にその自覚なければ手に負えず，周囲の

者の生活を奪い取り，有るほどの長所と共に

「あく」の強い個性を振りまわすビオンデッタ

の上を行く女性もこれまた未だ曾て見たこと

なし。相手の全身全霊，全時間，それも分単

位，全歳月，これを自分の思い通りにしたい，

さもなくば嵐地震の一斉襲来にも比すべき

風波振動の騒ぎとなるのである。いつまでも

続けられることであろうか。来信，ナッソー

夫人。発信，メラン［コンスタンがローザンヌの

留守を依頼した者で郵便物の宛先ともした］。
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