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翻訳　バンジャマン・コンスタン『日記』（XIV）

　　　　　　　　　　　　m『略日記』（続き）

高　藤　冬　武

一臼

　　　　　　　　　　　　侶07年隔月

さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はんとき

然なり，確かに嘗てなく2。この和解と称するやつ，余が胸中半時と続かず。

得手勝手，燥狂，忘恩，傲慢，復讐心，いずれもこの女［スタール夫人］の独壇

場にして他の女の及ぶところに非ず。こちらは進むべき一歩を前にして後へ引

くなり。後退を重ねれば事態ますます悪化するなり。8年前，或いは7年前，

或いは6年前，或いは5年前，関係解消したと仮定して，一年早ければ早いほ

ど，一年遅らせにするよりもよかったと言えよう。だが，今やあれかこれか明
　　　　うら　　　　　　　　　　　　　　おそけ

確なり。心無く浅ましく，怖気だつほど厭わしき女なり。解消，さなくは死あ

るのみ，よって，先ずは解消から憾むべし。はなし拗れて窮すれば見限りて死

をとるべし。発信，シャルロット。えならず素晴しき天気かな1この悪婦なか

りせば，今頃はシャルロットと共にあらまし。終日，物悲しく思いめぐらし暮

らしたり。相手はついに解消に踏切るべしや。夜，喧嘩。シュレーゲル割って

入りたり。この伸介者よく相手を鎮めるらん。とにかく2，背水の陣。何を今

さらの感あり。

二日　スタール夫人才能長所ある入間なり，だが，こちらも生きるためには2。この

　　　和解ただ様子見て時をやり過ぐすに利用せん。喧嘩再開とあらば即刻出奔で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いずこ
　　　きるよう用意万端怠りなかるべし。日記次頁下段にかかる頃，我が身何処にか

　　　あらん。なにかと言えばフランス入の国民性とその不道徳の講釈。退屈，死ぬ

　　　ほどなり。4，「宗教」執筆。仕事すれば心静まりたるも覚悟変らず。今度は

　　　シャルロットが怒ってふくれる，これなきこと祈るばかりなり。女どもに振り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あら　し
　　　回され頭ふらつきたり。だが，仕事続ければ我が心の空乱徐に鎮み始めたり。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あらそい
　　　とはいえ2の不可欠なるは，仕事，幸福の不可欠なると同じなり。喧嘩のなき

　　　世界，出奔。譲るに譲れぬ二つなり。我が魂はパリへ運ばん。此処に戻ること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あまかけ
　　　のあらば，軽きこと羽衣のごとく，そして一旦緩急あらば舞って能く天翔るべ

　　　し。

三日　（土曜日）発信，シャルロット。2．2．4．　知識実証の議論に流され深みに

　　　はまりやすいが，余の本領は寧ろ思想にある。スタール夫人，今や大人しく優

　　　し，しかし余が愛するはシャルロットを措いて他になし。シャルロットなぜ書
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2 言語文化論究16

いて寄こさぬか。鳴門！今この穏やかなる瞬時を幸いいっそ出奔すべきか。

四日　来信，父。かくも強き願，実行せよと我が心の声こぞりて耳もとで囁くなり。

　　　そを引き止むるは何ものなるや。シャルロット，来書なし。この沈黙いと辛

　　　し，いや知らぬが仏と言うべきか。だが仏の境地には成り難し。4．ホメロス

　　　詩真正論を巡る厄介な章かたをつけたり。出来の善し悪し如何なるべし。

五日　来信，シャルロット。喧嘩，冷。表面は穏やかなる強請。余が誠実さに欠ける

　　　とは余自身のよく知るところなれども，嵐と荒海に揉まれて如何にすべきか。

　　　何とかけりをつけるべし。明日シャルロットに逢える，夢にあらずや。4．

六日　パリへ発つ。病のスタール夫人を後に残す余が心穏やかならず。サンジェルマ

　　　ンにてシャルロットに出会う。終日ともに暮らす。何をなすべきか，何を欲す

　　　べきか。余が心12［シャルロットと結婚］よりも寧ろ2［スタール夫入と別れる］に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しがらみ
　　　あらざるや。それをあろうことか，一の関係を絶たんとして別の関係に飛込む

　　　とは！しかもその関係たるや1入のロ，言い立ち騒ぎ，シャルロット世から葬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め　しい　　　り去られんとす1！余は自らの心急焦慮に弄され盲目となり行くべし。ユ［肉の

　　　快］。余が入生，かかる快楽の虜となるということか。

七日　雪囲に変らぬ千思出際。書類整理。発信，スタール夫入。13．13。来信，シャ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いきざま
　　　ルロット。夫，鬼と化す。言わずと知れたこと。我らの生様狂入のそれなり。

　　　発信，シャルロット。シャルロットを宥め鎮めたし。年明くるまで相見ぬを最

　　　もよしとするか［1年間三見禁止後離婚に二三との夫の条件］，シャルロット，これを

　　　よしとするか，仮によしとして，余自身はよしとするか。午餐，オシェ宅。

　　　『ヴァンセスラス』［悲喜劇，ロトル河山。タルマ，名演。レカミエ夫入訪問。晩

　　　餐，ゲ夫人宅。就寝時，発信，シャルロット。シャルロット恋し，我が心悲

　　　し，今宵の便にまた鬼とならざりしか，なお些かの不安あり。喧嘩しかけられ

　　　たりや。人々今や遅しと報を待つ。戦闘開始三十六時間経過せり［対普・露戦］。

八日　シャルロットより来書なし。そこはかとなき不安を覚えるもそを抑え忍ばんと
　　　　　　　こころ
　　　欲す。その意は，決意の如何にかかわらず決断に臨んでは今度こそ平常心よく

　　　保ち仕事に励みたき故なり。見ての通りの我が著作，何はともあれ半年後脱稿

　　　に漕ぎ着けたし。発信，スタール夫入。来信，シャルロット。シャルロット動

　　　揺不安著し。沈着冷静，絶対的必要なり。これ欠くことあらば二人は身の破滅

　　　逃れざるべし。今晩シャルロットに会う。4．午餐，ベルタン宅。独居，有り

　　　難きかな，さもなくは此処での暮し二月ともつまじ。「報」を待つこと六十時間

　　　過ぎぬ。シャルロット来たりぬ。余を恨みたると言うも，その頃シャルロット

　　　を想う心かつてなく強くありたれば，いかなればと不思議なり。嘆き顔にて余

　　　の許を去りぬれば明日また会えるや心もとなし。夜，レカミエ肝入宅。「余が結

　　　婚する，相手はドイツ婦入，わざわざその為にパリに出で来たりぬ」との噂，
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翻訳：バンジャマン・コンスタン『B記』（XIV） 3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もろくち
既にレカミエ夫人の耳に入りたり。四辺の状況から察するに，諸口騒ぎ立たん

とす。此処にあと二日，その後田舎に籠もり，シャルロット発つまで此処には

戻らじ。だが，決闘もよりけりだが，場合によってはきれいにかた着くべし。

好機逃すべからず。デユテルトル氏に討たれ死すとも失うものほとんどなし。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　か
九日　発信，シャルロット。事態放置し難ぬれば，シャルロットを慰め鎮めて発ちた

　　　し。二月ばかり田舎に籠もる，シャルロット去って居なくなる，されば噂消え

　　　て平静戻るべし。午前，奔走。新しきことの一つとして無く，便りの一本とし

　　　て無し。発信，スタール夫入。シャルロットより返なし。思うに，返なきは今
　　　　　　　しるし
　　　晩来むとの徴なるべし。書類，いくつか整理す。来信，父，マリアンヌ。忌ま

　　　わしく情けなき書。為替手形300リーヴルもう一通父に送付のこと。かくすれば

　　　とて，良い子になれる訳でもなく，世評の上がる訳でもなし。だが，心に喜な

　　　くとも最善は尽くすべし。午餐，ゲ夫三宅。リンゼー夫人その場に来合せぬ。

　　　今は昔の古りにし浮名浮説をめぐる古りにし講釈解説。何れもすさまじく味気

　　　なし。スタール夫人より優しく情ある便一本。夫入が我慢できるていどの身分

　　　において夫人の復権をばかり，そして12，今の願これに尽きたり。シャルロッ

　　　ト音信なし。来ずとあらばその旨寄こしたはずなり。シャルロット来たりぬ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しん　　　一緒に宵を過ぐす。！．優しくこまやか，情あるも神いたく不安定なれば，一
　　　　　　　　　　　　　　　　　はんとき
　　　語の誤解に心惑わし取乱れること半時に及び，しかも余の悪い癖，この種の失
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま
　　　口連発するなり。明日会いし後，二月の問を置きその期間仕事に没頭せん。

十日（土曜日）発信，父，為替300リーヴル同封。発信，ドワドン，ナッソー夫入。

　　　ドワドンに為替120リーヴル送金。来信，スタール夫人。優しく対応せしが，相

　　　手は相変らず嫌がる余を鳶口で引掛け矢面に突き出さんとするなり。シャル

　　　ロットと散歩。心根こまやかにして尽きせぬ真心，優しさ，恋慕神過敏は

　　　つかに見せる一一本調子。午餐，シャルロットと。芝居。余が許で宵シャルロッ

　　　トと。1．しんみりと懐かしき一日，だが，シャルロット，いたく神過敏，情

　　　こまやかなるも一抹の憂い帯びたる，この憂い余の心を悩ます。

十一日　旅程，自パリ至ムラン。かくてムランに舞戻りぬ。二週間前，二度とこの地は

　　　　踏むまいと固く誓いしが，無益な噂を招かぬために身をシャルロットから遠ざ

　　　　ける要ありたり。此処では身を仕事に投ぜん。これ一石二鳥の効あるべし，即

　　　　ち喧嘩防止と懸案の著書脱稿なり。七月一日印刷に付したし。よってそれまで

　　　　約五月半ある。ところで12あり。12となれば身の憂さは避けられまい，だが，

　　　　孤立と2，ともに避けらるべし。

十二日　4．原稿の一部，宗教論をラボリ［政治家，デバ新報創刊に寄与す］に読み聞かす。

　　　　ラボリ傑作と見る。中断なく脱稿あって初めて筆を間く，かくありたし。これ

　　　　余にはあらゆる点において有益なり。心ゆく落着というもの身に覚え始む。恐

　　　　らくは余が計画なお一段と煮詰りし故ならん。シャルロット出発まで中断なく
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4 言語文化論究16

此処において仕事のこと。この作によって余に相応しき地位と名声を獲得した

後12をとる，かくありたし。

十三日　発信，シャルロット。4，優。

十四日
前　　おもて　　　　 こなた　かなた
4，良。表の平和。此方と彼方，二方面に対する気詰と当惑。

十五日　発信，シャルロット。彼方より便なきは何故か。此方スタール夫人，移るべき

　　　　場所模索す。凶変とあらば，道連れはご免こうむりたし1発信，ルスラン。

十六日　来信二通，シャルロット。シャルロットのお陰で胸安得らるべし。余の沈黙に

　　　　心痛めたりという。作家の八つ当り。「人がこの小説［スタール夫入のrコリン

　　　　ヌ』］をあまり褒めてくれなかったのはお前の責任だ」と難ず。返す言葉なし1

　　　　発信，フールコー，ナッソー夫入，シャルロット。場を静めんものとうボリに
　　　　　したた
　　　　一筆認む。効果殆どなし。ただ，行為に何ら非難すべき点なきとき，入の心を
　　　　　　　あげつら
　　　　あれこれ論うにはかえって戸惑うものである。

十七日　4，良。終日熱情隠然，表に出すまいとすれば腹ふくるる心地す。全体が納得
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さわり
　　　　の行く暮らしならば問題にもならぬ些細な障に萌すのが常なりし諺情なり。い

　　　　ざ身の脱出をはからんとすればそれまでの辛抱がかえって相手を正当化するこ

　　　　とになろうとは知らぬままに，厭うべき身の上を嫌々ながら我慢してきた者に
　　　　　　　　　　ふくれ
　　　　は障の些細な膨張が激怒乱心の引き金となる。夜，原稿を読む。色々と事実を

　　　　並べているが，混乱，矛盾あり，中には所を得ぬまま引用されしものもあり。

　　　　有神論言及の箇所すべて削除したし。

十八日　（日曜濤）　4。穏やかな暮らし。シャルロット恋し，我が家で共に暮らす，余

　　　　が願なるも，半年前同様我が身の自由遠し。スタール二二に報，余思うに吉報

　　　　なり。この吉報，余がお陰なり，だが夫入め謝意つねのそれに変らざるべし。

十九日　来信，ラボリ。余の手紙ラボリの笑を買いしこと宜なるかな。その笑，余が

　　　　責に非ず。新移転計画をめぐり小乱。利己主義の最たる人間であること間違な

　　　　し。ところでこの女に降りかからんとする凶，実は余には大吉となるやも知れ

　　　　ず。それまでは仕事に励むべし。2．12．4，はかゆかず。孤身二月得ずは身

　　　　の動揺不安，仕事に影響及ぼすは必定。いや，この二月得ざるべからず。発

　　　　信，シャルロット。

二十日　さて，事の緒を辿らん。12，不都合難題多々あり。デユテルトル氏の遺恨，余

　　　　が悪人説流布，世に容れられぬ女，二度の離婚，もう一方の女の狂乱激怒，予

　　　　測し難き過敏反応，過敏：神経，等々。8［他の女との結婚］，アントワネットには

　　　　以上の危険いずれもなく，直ちに実現可，反撃のつけいる隙なし，また，こち
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翻訳：バンジャマン・コンスタン粕記』（XW） 5

らが気を使う女ならねば思わぬ自由に恵まるべし。8でゆくべし。以下その

策：新計画に掛かる前に先ず此処を発ち父の許に行く，そこからアントワネッ

トに結婚を申込む，スタール夫人が何も嗅ぎつけぬうちにすべてを決めおく。

これ最善なり。喧嘩。2．現下の情況堪え難し。

二十一日　来信，ルスラン。シャルロットなし。旧計画の難題に圧倒されたるもシャルロッ

　　　　　トの沈黙には心痛むなり。鳴呼1此処を立去らんとの回しきりなり！かくすべ

　　　　　し。4，はかばかしからず。原稿，数章読む。傑作間違なし。いま少し変化の

　　　　　妙あってしかるべし。発信，ルスラン。鳴呼1明日こそシャルロットより来書

　　　　　一通あれ。

二十二日　（木曜日）　この「日乗」を開始せしょり三年の時移りたるも，同じ思，つまり

　　　　　2の一日として脳裡を占めざりしことなし。進展なく思は初鷺の域を出ず。来

　　　　　信，父。シャルロットなし。沈黙の不可解なる。ボワヴァンに託して発信，

　　　　　シャルロット。不安に動顛す。事態一転，スタール夫入に無情の新事態。かの

　　　　　一夏の無量の銀難iさては水泡に帰さんとす1余に残されたるは夫人を郷里へ連

　　　　　戻す以外になし。余が心に欠かせぬ「入への思遣」と，これまた欠かせぬ「自

　　　　　由」との両立こそあらまほしけれ。旅程，自門ベルジャンヴィル至パリ。1，

　　　　　しかし快なし。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とき
二十三日　発信，シャルロット。今夜会いたしとの思しきりなり。事態は危急の秋ついに

　　　　　来たりぬということか。衝動的行動はまさに慎むべし。間違なくスタール夫入

　　　　　と同様のあしらいを受けることになる，そして考えて見るに，凄まじき喧嘩を

　　　　　繰返す，或いは迫害［スタール夫入追放令〕を前にして喧嘩中断，合作する，この

　　　　　喧嘩と迫害の二者択一しか許されぬのが我ら二人の関係というものであり，思

　　　　　えば余はえらくお目出度い役目を引受けたものなり。16［夕掴へ行く］大なる危

　　　　　険あり。スタール夫人と外国へ行く，狂気の沙汰なり。本人がどう言おうと行

　　　　　けば絶入の冷遇は明らかなり。夫入を外国へ行かせ余は残る，世間周知の関係

　　　　　を見れば残れば残るでまた禍あり。そのためには事前に関係を断つ要あり。し

　　　　　かし今関係を絶つことは道に惇る行為なるべし。今日の余の交渉と相手に与え

　　　　　る印象が決め手とならん。計画，以下の如し1スタール夫入と発ち，ポンダ

　　　　　ン，ドール，同地滞在。父の健康と言えば口実はいくらでもたつ。ブザンソ

　　　　　ン。知事の滞在証明を取得し，仕事に掛かり出来るだけ早い刊行に漕ぎつけ

　　　　　る。以上，最も賢明なるべし。実行に付すべきか。さてまた妙なはなしとは相
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おどし
　　　　　成りぬ。余をかくも脅かせしは悉く単なる威嚇ということか。何ら労せずして

　　　　　二月半の猶予期間を得たり。また一つ夫人の役に立ちたり，大いなる貢献と言

　　　　　うべし。余の心遣，はたして有難がるや。いや，今やどうでもよし。交渉相手

　　　　　が和解を欲するなり。和解の意図余に明確に示されたり。これには二重の利あ

　　　　　るべし。パリ安住と身分保証。和解の線で行くべし，だがそれには誇りと深慮

　　　　　忘るべからず。来信，シャルロット。今夜会う予定。夜，シャルロット。1。
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6 三三文化論究16

優しく愛嬌ある，常の如し。ところで和解はスタール夫人の大いに嫌悪すると

ころなるべし。だが，女のために身を犠牲に供するは我が意に非ず。

二十四日　終夜，我が事を払う。決意かたし。いざ慎重に事を構えん，我が運命は我が手

　　　　　中にあり。旅程，自パリ至アコスタ。スタール夫人と談。余が事，夫入の関心

　　　　　事たるべきは当然なれども，実行は夫人なくして余がなすべし。

二十五日　病。4，怠る。会話。ルスラン。何たる国1されどこの国に在りたし，されば，

　　　　　等々。4，縷。来信，遅配便，シャルロット及びフールコー。向かうところ正

　　　　　反対の二計画いま余にあり，正反対といえども，両者ともに依って立つ因は一

　　　　　つ，余が宿望の2なり。発信，ゲクハウゼン嬢。原稿，エウリピデスの章読
　　　　　　　　　　　　さえ　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　デ
　　　　　む。筆下に頭の冴あり。能う限り「思想」を下め「事実」の過ぎたる引用避け

　　　　　るべし。来信，ルイーズ，ナッソー夫人。

二十六日　4，縷。

二十七日　（火曜日）発信，シャルロット。6巻中残っていた最後の章，「エウリピデス」

　　　　　脱稿。次に控えるは巻七なり。抜書どうするか白紙状態だが，先ず全抜書の分

　　　　　類に掛かる。中に忘れ置かれたる「宝物」あるは確実なり。その気になれば半

　　　　　年後の脱稿可能なるも，もう…年原稿を温め二二を加う，執るべきは恐らくこ

　　　　　の道なるべし。成るか成らぬか，例の「和解」の計しだいなり。発信，父。

二十八日　4．註［抜書］の多数を分類す。他は措いて先ず註を全て分類すべし。ただし草

　　　　　案の小修正はこの限に非ず，事実の裏付補強を特に必要とする章若干あり。最

　　　　　終2巻に入る前に巻一から六まで全巻まず片づけるべし。発信，レカミエ夫

　　　　　入。

二十九霞 来信，父。註分類。この作業にまる一月つぶされん。だが分類なくは註いずれ

も意味をなさず。論述に「思想」不足，何箇所かあり。

三十日　発信，シャルロット。註分類。終了せしは僅か2冊，手許には14冊あり。丁丁

　　　　類，更にユ冊半。返答［和解に対するスタール夫人のそれか？］，先と変りばえなし，

　　　　だが乱れあり。何とか決着つけるべし。ルメルシエ，『ボードゥワン』［韻文三幕

　　　　物悲劇，完成は1808年．原稿を読まされた模様ユ。着想の巧，何箇所かに筆の才，作詩

　　　　法等閑，奇妙な表現。スタール夫人の余に再び愛着する，未だかつてなき様な

　　　　り。如何にせん。とにかく，和解か12．

三十一呂　来信，シャルロット。天女と言うべきか。出来るならば12．だが，可能ならば

　　　　　「和解」最優先のこと。意に反し危うく出発延期せんとす！何たる薄志弱行1

　　　　　力づく，ほしいままに支配すればかえって余が心の離反いかばかりなるか，ス
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タール夫人にその自覚なし。さて，時は過ぎ，来週には余が運命の展開判明す

べし。4．註分類，5冊半。ルメルシエの『或は騙されし者の一日』［リシュ

リュー，或いは騙されし者の一田，！828年刊］。新傾向の戯曲。奇才。深憂。絆，断た

るどころかかえって緊縮す。スタール夫人，優しく情を絆に臨めたり。これ余

の悩むところとはなりぬ。相手の暴戻に泣かされしは今の比にあらず，だが今

の深憂はその時の比にあらず。

1807年2月

一日 パリへ発つ。12．7．8．17．だが，2，絶対なり。それを思えば気分陰なり。

明日和解の件，態度決定すべし。鳴呼，我が身の上の特殊事情のなかりせば，

何が和解ぞ，拒絶せん。到着すれば来信，シャルロット。天女シャルロットに

今宵逢うことあらん。『ニコメード』［コルネーユ作］タルマの才，誇るべし。

シャルロット。1．結婚，真剣味を帯ぶ。シャルロット，細やかな心根優しき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅうくらい
人にして，余も憎からず想うところなり，されば，中位の幸福は得らるべし。

晩餐，ゲ夫入宅。

二日　朝方，悲観に淫すること例の如し。あらゆる意味において余の入生を定むるは

　　　2なり。12，17［敵との和解］は2から逃れんがための方便にして，立派な方便

　　　とは言えまい。されば，力を，天よ，力を。発信，シャルロット，ナッソー夫

　　　入。午前，奔走。17の件で会見。何のことやら皆目分からなくなる。相手は余

　　　に何事か望むようなれども，一体なにを。それを言わぬはさすがに余を尊敬し

　　　たればのことなるべし。午餐，コンドルセ夫人宅。『ヘラクレス』［コルネーユ

　　　作］。レカミエ夫人。

三日　発信，スタール夫人。午前，奔走。！7を意識したる記事を手掛けるも筆我が手

　　　より抜け落ちたり。終日，シャルロット。1．後はこちら次第ということにな

　　　らば，間違なくシャルロットと結婚するつもりなり。すべてはその線上にあり

　　　との期待きざしたり。来信，スタール夫人，ナッソー夫人，父。ルイーズ，下
　　　　　　かみ　さ　ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たぐい

　　　宿屋の女主人とならんか，余はその時絶交すべし。この家族という類忌々しき

　　　邪魔者なるかな｝

四日　来信，ルコント，スタール夫入。4，少しく，註分類，6冊半。夜，レニョー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　もろびと
　　　縞入宅。晩餐，ゲ夫入歯。鳴呼，諸入こぞりて間抜なること。生恥さらして仲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたら
　　　問入りし，眼を労め，時を無駄にし，可惜，才能ことごとく空しくす。薄志弱

　　　行のつけ恐るべし1来信，シャルロット。昨日は飽かずロ惜しかりきとある。

　　　発信，シャルロット。この返書，機嫌直しとなるを期待す。2のために12，絶

　　　対なり。いずれにしろ，12叶わずはむしろ14で行くべし。この場合，目下の事

　　　態終了が条件となる。
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五日　発信，シャルロット。オペラ座舞踏会，えい，ままよ。これまた一の無分別な

　　　り。無分別無用のこと誓ったはずだが。ままよ，これを最後とすべし。4，分

　　　類，8冊。午餐，提督宅［不詳］。妄誕諮語1如何なる国と言うべきや！［原文

　　　英語］。来信，スタール夫人。憂おびたる便にして，余もまた憂おびたり。オペ

　　　ラ座舞踏会。場内うろつき二時間に及ぶもシャルロットの姿見つからず。つい

　　　にその姿見つけたり。甘美の三時間。知らず，シャルロットに勝る優美，甘

　　　心，天女振りあるを。未だ嘗てなく12．

六濤　発信，スタール夫人，フールコー，ジャネ［行政裁判所請願委員］。ジャネより
　　　　　　　　　　　　　　　　うめあわせ
　　　返，期待できるか。入生，時に埋合というものあり。昨夜三時より六時半に至

　　　るまで余は幸福に浸りたり。余が幸ことごとくシャルロットのお陰なり。オ

　　　シェ。オシェより些か教えられ，17に進展見られしこと朧気ながら判明せり。

　　　この気分で4．午餐，コワニィ夫入舎。佳話。2の重圧のなかりせば余が才能

　　　浩然と暢び行かまし。発信，シャルロット。余に生くことの快を呼び戻し与え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とっき
　　　てくれるはシャルロットなるべし。更に十月。夜，レカミエ夫人宅。

七日　（土曜日）17のための記事脱稿［2月15日ピュブリシスト紙上掲載の無署名記事旧知

　　　について』のことか］。原稿を届ける。要領得ぬやりとり。今のところはここまで

　　　にしておくべし。来信，シャルロット。明日まで会えず。来信，スタール夫入。

　　　「汝を幸にするためには何かは惜しがるべし！」と言い寄こしたるが，命いが

　　　いはすべてを与えんと言いし例の軽騎兵に似たるかな。原稿再読。あまり満足

　　　のゆくものにあらず。鳴呼！既にシャルロットを妻とし，ここなる衆生の群を

　　　離れてあらましかば112．12．

八日　父の訴訟の件でジャネと談。余の田舎行障碍となりこの件の動き追うこと叶わ

　　　ず。だが，余の腐縁を見よ，すべての障碍となりたるに非ずや。父の件で来週

　　　パリへ取って返すとスタール夫入に予告せん。自尊の機嫌損なうことやある。

　　　発信，スタール夫入，父，ルイーズ，フールコー。4．整理，4冊を残すのみ

　　　となる。予想を遙かに上回る迅速ぶりなり。来信，スタール夫人。　「私の成功

　　　はひとえに汝の力しだいなり」。事によっては余を悪し様に言わんとする魂胆

　　　なりや。多分にあり得ることなり。午餐，シャルロット。甘美なる宵。干る男

　　　を憎からず想う心ふと兆し始めしが，余のためにそを振切りたり。余に誓約

　　　す。その言や信じたし。1．来信，父。余が記事掲載の有無知りたし。余が世

　　　間の評，この記事により落つることあらば無念なり。

九日　記事載らず。理由知りたし。発信，シャルロット。パリを発つ。オベルジャン

　　　ヴィル着。懇ろなる出迎。記事のことを思い不安生ず。相手に記事については

　　　一言も触れず。恐らく掲載はあるまい。それはそれでまたよし。12．12．

十日　小競り合い，暴力沙汰に至らず穏やかに遣り過ぐすも，きたるべき大衝突の時
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　　　　　　　　　　　　　　　　うそいつわり
期と規模念頭に懸けおくべし。余が「嘘偽」，相手に対する情けからずるずると

続けたるとはいえ，苦痛，赤面のいたりなり。余が「計算」，寛大なりしも，本

人の余には誤算とはなりぬ。4．抜書の整理，残すは2冊半。次に控えるは全

体の鑛直なり。夜，数章読む。構成，然るべき体をなさず。

十一日　4．分類，1冊半を残すのみとはなりぬ。発信，ジャネ。画家ゲラン［その作品

　　　　フェードル呪認，小説rコリン刈に言及あり］。夜，喧嘩。相手に十全の理あり。相

　　　　手を幸福にせんとの意なければ，絶交の勇もつべし。

十二日（木曜日）　発信，シャルロット，ルスラン。4．14冊霞の分類了。新草案にかか

　　　　る。新規やり直しと言うべきか。再び喧嘩，午前三時まで。態度決定，焦眉の

　　　　急。

十三沼　シャルロット，音信なし。何たる筆無精！喧嘩，午前中一杯。もはや迷い逡巡

　　　　は論外なり。相手を苦しめ，また余自らも苦しむ。相手の新たな定住は待つに

　　　　及ばず，余はここを発ち父の許に行くべし。然るべき計画も既に組まれてあ

　　　　り。神よ，そを実行させ給え1今から三月一日にかけ出発準備万端整えん。相

　　　　手は『コリンヌ』の印刷に掛かる，邪魔はすまい。こちらは父の病を口実に発

　　　　つ。『コリンヌ』の印制あれば動きは取れまい。父の許にて暫く時を遣過す。今

　　　　もそうだと本入が言うように，余の不在にもうち慣れよう。ドールからジュ

　　　　ネーヴ，ローザンヌへ向かう。ジュネーヴにてドイツの旅券を取得する。シャ

　　　　ルロット，余に合流とあらば旅を共にする，さもなくはローザンヌに残り年の

　　　　暮を待つ。親類縁者のあれば力強くもあり，事を起こせば難局きり抜けられ

　　　　ん。されば，平静もて余が行動のいちいち須くこの計画に則してあるべし。決

　　　　着つけるべし。発信，ドワドン。

十四日　シャルロット音信なし。かくて，女二：人あるなか，一方は動揺焦燥はげしく余

　　　　を心痛させ，他方は，余の心慰とならばこそ，音沙汰なく無精をきめこむ。い

　　　　ずれにせよ昨日の計固持のこと。いかなる愚であれ愚に走り身の不幸を招かん
　　　　　　　　　　　　いきざま
　　　　とも，今のここでの生様にまさる不幸はあるまじ。4．原稿，弓削し抑えをき

　　　　かせたれば筆の自由得られ，あとは浄書まつのみ。シャルロット音信なきは何
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うつけもの
　　　　故か。実は尻軽ということか。あれほどの空虚者を亭主に据えた女なり！いと

　　　　も無造作に余に身を任せた女なり！鳴呼！否，かくなる当て推量は余の心に非
　　　　　　　　　　たより
　　　　ずして，明日の便一本こそ本望なれ。

十五日　来信，シャルロット。三日間の無沙汰，何あろう，筆無精なり。それはともか

　　　　く，シャルロット，優しく有情，休息安心得らるべし。発信，シャルロット，

　　　　ジャネ。余が手紙をめぐり喧嘩。この場処，在るに堪えがたし。脱出すべし。

　　　　一昨日の計画こそ最善なれ。4．新草案に従えば進捗速やかなるべし。
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十六日　来信，ルスラン。記事掲載さる，効果のほどいかなるや。効なきことなきにし

　　　　もあらず。それはそれでまたよし。4，可。

十七日　天女の優しきに今日会えるや。旅程，至パリ。来信二通，シャルロット。シャ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まじわり
　　　　ルロット宅とあらば，なにがしかの危険あり，しかも「交の快」叶わず，折角

　　　　の今日の逢引興ざめなるべし。責はシャルロットにあり。行くには行くが，気

　　　　詰りに窮し時間の無駄を思えば頭重く，それにしてもあらまほしきは定まりた

　　　　る家宅なり。2．2。夜，シャルロット。二入の軽挙妄動に触れたるシャル

　　　　ロットの言，実に真実なり。憂に沈み思い煩い帰りきぬ。「一年の期限切れ」［一

　　　　年間相見禁止，その後離婚に応ずとの夫の条件］まで相見ぬが最も賢明なるべし。だ

　　　　が，覚悟のほどや如何に1

十八日　発信，ドワドン，スタール夫人，シャルロット。4，少しく。夜，奔走。クワ

　　　　ニィ夫人。来信，シャルロット。

十九日　発信，スタール夫人。今晩シャルロットに逢うこと叶うべし。4，良。原稿，

　　　　進捗す。シャルロットより一筆あり。されば逢うこと叶いぬ。アミヨ氏訪問。

　　　　良き穿下，12の場合役に立つ知己なり。来信，スタール夫人。例に変らぬ不

　　　　平不満。我ら二人の間に存するは何処まで行ってもこの不満なるべし。十三日

　　　　の計，良計にして無くてはあらじ。固持すべし。夜，シャルロット。常に優し

　　　　く心行く女なり。衆人あまねくスタール夫人とエルゼアール結婚の噂をす。噂

　　　　なればさして喜ぶ気にもなれぬが，こちらは噂の滑稽なる出入として馬鹿づら

　　　　晒す。偏頗といえば余りに偏頗なり。

二十日　発信，シャルロット。明日午餐をともにしたし。発信，スタール夫人。小昼餐，

　　　　ルスラン宅。談，興を咲かせたり。ジャネ訪問，実りなし。明日にならねば

　　　　ジャネもブーレ［国有財産訴訟係］に会えぬという。一体いつまで此処に釘付せ

　　　　らるべし。4，少しく。来信，フールコー。発信，フールコー，父。夜，クワ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　げ
　　　　ニィ夫入宅。スタール夫人より来書，厳しく素気なき。鳴呼！この女にはつく

　　　　づくうんざりす1シャルロットより来書。この女とならば休息安心得らるべ

　　　　し。休息安心こそ余には欠かせぬものなれ。

二：十一日　フーシェ訪問。セルネー暗黙の了解［スタール夫人パリ近郊10里のセルネー城館を買

　　　　　収．居住許可申請するも翌月却下1。発信，スタール夫入。来信，シャルロット。

　　　　　フーシェのために記事をものす［ピュブリシスト紙3月6臼掲載の匿名記事潜みにつ

　　　　　いて』を指すか］。筆鋒峻激。発信，シャルロット。午餐，シャルロット。芝居。

　　　　　甘美なる宵。数刻離れず相見れば，必ずや余が心中に愛しき情の敷きゆき，そ

　　　　　の余りに愛しければ真の幸福はこれのみで即ち足る。12．12．シャルロット我

　　　　　がものとならば余が幸福は保証せらるべし。来信，ドワドン。
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二十二日　発信，ドワドン，シャルロット，スタール夫入。記事の筆鋒和らげんとす。記

　　　　　事脱稿，角とれてよくなる。エルゼアール訪問。来信，ゲ夫人。夜，レニョー

　　　　　夫人宅及びクワニィ夫入宅。

二十三日　来信，スタール夫人。その不機嫌，強情いよいよ募りたり。だが，これが余に

　　　　　及ぼす影響力めっきり減じたり。フーシェ訪問，昨日に変りてよそよそしく不

　　　　　安げなり。これ「復：帰」［スタール夫入の一樹の機会となるを恐れんがためなる

　　　　　べし。スタール夫入より第二信，改心，言訳，友情。友とすればまた愉しから

　　　　　ずや，だが，余はシャルロットを諦むる能わず，またその意なし。発信，ス

　　　　　タール夫人。来信，シャルロット。天女なり。発信，シャルロット。違，縷。

　　　　　午餐，レニョー夫人宅。鳴呼，退屈1クワニイ夫入訪問。夜，ベルタン・ドゥ

　　　　　ヴォー宅。

二十四日　ブーレ訪問。父の件，絶望には及ばず。報。この報に接し深刻なる考に突落と

　　　　　されたり。来信，父。ムール［飼刈盗まる。無念。ムールひとりで帰り来ぬ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと
　　　　　来信，シャルロット。会えず。余がこの世の最愛の女，なおまた余の解放者で

　　　　　もある。だが，余のものとなり得るや，余の解放あり得るや。せめてこの解

　　　　　放，無くてはあらじ。発信，シャルロット，スタール夫人。『小説』をクワニィ

　　　　　夫入に読んで聞かす。奇妙な反応を示す。男主人公に対する反感。

二十五日　（水曜日）動機を説くは無益なること昨日の朗読で判明す。別れに理由なかる

　　　　　べし。世間には好きなことを言わせておくべし。発信，シャルロット。オベル

　　　　　ジャンヴィル復。歓迎。スタール夫人，優れた才気長所あり，愛着かりそめな

　　　　　らず，だが余は今の隷属状態に堪えること能わず。また，或る人に謡言をたて

　　　　　んとは余が願なり。

二十六日　発信，父，ゲ夫人。父の為に請願書ものす。奇妙なる会話。余ここに在らざら

　　　　　ばエルゼアールと結婚すと言う。その結婚あるべし，そのために余去るべし。

　　　　　喧嘩始まり須恵にして終りぬ。何故に期限の一年過ぎ去らざりき。鳴呼，シャ

　　　　　ルロットと即刻結婚したし1

二十七日　来信，ゲクハウゼン嬢，ルロワ嬢，シャルロット，ルイーズ。シャルロットの

　　　　　書，天女の書と言うべし，凡下凡俗なる世の諸子よ，余が汝らのロを恐れシャ

　　　　　ルロットとの結婚を諦むるとでも思いたるや。夜をこめてつらつら思うに，セ

　　　　　ルネー獲得あらば時はまさに好機なるべし。発信，シャルロット。4，不可。

　　　　　余が記事未だ新聞紙上に掲載なし。セルネー要注意。万事けりをつけるべき方
　　　　　　　　　　　　　　しおあい　　たが
　　　　　法を思いめぐらす。機会の違うことあるは常の例なるべし。

二十八日 4，不可。スタール夫人に偽りなき事実を指摘されたり，「汝，干澗らびたる
こころざま

心様なお続けんか，ついに汝の才能枯渇するに到らん」。だが，干澗らびたる心
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様のよってきたる因はと言えば，今の我が身の上を憎む心なり。されば，才能

のみならず幸福の為にも脱出はかるべし。

唱807年3月

一日 4，悪くなし。午餐時言われし一言に苦汁を嘗めたり。12は世間的評判の完全

失墜となるべし，そしてこの名聞失墜が余にとって障碍とならば，例の好機め

ぐり来たらんとき余の苦悩，余が予想を越えて高なるべし。だが，シャルロッ

トの如き天女の優を断念することまた不可能なり。

二日　会話，苦辛。如何せん1一刻も早き絶交，今のごとく自ら苦しみかつまた相手

　　　を苦しむるに勝るべし。旅程，至パリ。来信，シャルロット。今晩逢うことに
　　　　　　　　　うま　　　　ひとひ
　　　なる。今一度美しき一日のあらなん。新聞紙上，余が記事なし。フーシェ，余

　　　に何事か個人的反感情有したるか。余の不安，如何なる虫の知らせなるべし。

　　　夜，シャルロット。1．いと甘美なる数刻ありし後，二入いわれなく深き憂に

　　　沈みたり。不吉なる前兆，余が四辺を飛び交うとでも言うべきか。

三日　ジャネとの会見を逸す。明躍となる。来信，ナッソー夫入。余が今の身の上認

　　　め難しと言う。人は非難するがこちらは好きこのんでやっている訳ではなし。

　　　入には思いも寄らぬ意志薄弱ぶりなり。今から一月，このこと必ず終わりぬべ

　　　し。新聞紙上，余にかんすること何もなし。明日かそれ以後事情解明せん。来
　　　　　　　おや
　　　信，父。父が苦しみ，子であるお前は父を独りうち捨ておきたり，いかなれば

　　　にやi孝行としてなすべき犠牲にまさる犠牲を払えども返ってくるのが非難の

　　　言葉。発信，シャルロット。終日，陰にして失意。シャルロット，なかなかつ
　　　　　　　　　てい
　　　れなき風情を体したり。シャルロット，今夏に備え若干の計画あり，それに専

　　　念ずれば余に会えぬ苦しみいかほどのこともなし。余自身は，思うに余の感情

　　　の大半は障碍に起因するなり，そして何処にも受け容れられぬ一人の女［スター

　　　ル夫人］に怯え震えている次第なり。ローザンヌへ発ち2を採るの覚悟あらば事

　　　態は解決せらるべし。さもなくは半年後自殺に到るは確実と見たり。

四日　発信，ナッソー夫入，スタール夫人。ジャネに会う。余が請願書不備あり。も

　　　はや何をなすにも立派なことは出来まいと思うまでに自信喪失す。だが気を取

　　　直すべし。目的はただ一つ，我が身の上を変えることなり。フーシェ訪問。セ

　　　ルネー，壁高し。フーシェがスタール夫人の同所滞在を許すとはとても思え

　　　ず。余が執るべき態度明らかなり。夫人セルネーに身を慎み残るなら，こちら

　　　は立去るまで。追放の身とならば，いったん夫人に同行後ここへ戻って来る。

　　　スタール記入がオベルジャンヴィルに身を置きし時，鳴呼1なぜ余は立去らざ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと
　　　りしか。夜，シャルロット。1．穏やか，心根優しき女なり。だが，12よりも

　　　なお「自由独立」こそ余の好むところであろうが，今あるものの中から選ぶと

　　　すれば12に勝るはなし。2．2．2．2．
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五日　（木曜日）　深思深憂。スタール夫人の問題の解決，引入の性格を思えば余には

　　　策の一つとしてあるではなし。されば立去るに如かず。発信，スターール夫入。

　　　憂苦，一日無駄にす。来信，スタール夫入。余が行くべき所に行かざりしを恐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しん
　　　らく不満に思い，間違なく悲しみに暗れたるべし。2．2．憂労疲弊，神の乱

　　　かくあれば，いま阿片の手中にあらんか，そを仰ぐべし。オペラ座舞踏会。初

　　　回に比して愉快劣りたり。何事も初回が一一番なるべし。だが，初回の心に残る

　　　は目にせし現実よりも思出のゆかしさなり。

　　　　　　　　　　　　まめぶみ
六日　発信，スタール夫入に実文一本，ヴェルサイユの知事，リュザルシュ在のブー

　　　シェ。フールコーと手続を済ます。必要とせし書類すべて揃う。合図一つで50G

　　　ルイ手にできるわけである。かくあれば，2嘗てなく容易なり，従ってもはや

　　　避くる能わざることとはなりぬ6来信，スタール夫入。知事に駆込訴せんと言

　　　う。危険と思え．ば諌めてとめん。憐れむべし1心痛むなり。シャルロットと
　　ヴォ　ドヴでル
　　　俗謡劇。シャルロット，優し，快し。共にめでたく幸福に暮らせるべし。発

　　　信，スタール夫入。

七日　来信，スタール夫人。知事宛フーシェの書状。混入，この書に悲痛の体なるが，

　　　余は軟化の兆ありと見る。発信，スタール夫人。余が如何になすとも記入が一

　　　緒に暮らせるとは思えず。4，綾のまた綾。オシェ。オシェから何事か要らぬ

　　　節介を仕掛けられそれがため喧嘩沙汰に及ぶのではと懸念す。芝居。来信，

　　　シャルロット。返信す。心憂。12回大きな賭に出たわけだが，本心よりはむし

　　　ろ独りでは2の解決出来ぬという意志薄弱に因るところ大なり。夜，シャル

　　　ロット。1．優れた長所を備えその心の誠実なること他に例を見ず。しかし，
　　　　こころざま
　　　余の心様あまりに弱ければ，世評衆口ある中でシャルロットを幸にするは大い

　　　に危ぶまるるなり。鳴呼1我が身，独り立つならば，如何に自由の身とはなる

　　　らん！

八日　ジャネに会う。明日，父に関する報告書こちらに送ると言う。ブーレに手渡す

　　　ために待つべきだが，父の半狂乱を見るにいたるも致し方なし，出発せざるべ

　　　からず。午餐，ジェランド宅。アネット，才ある女なり。発信，スタール夫

　　　入。原稿荷造。ここまできて2なさずとあらば責はあげて余にある。12000フラ
　　　　　　　　　　　とき
　　　ンと一言いえば半時以内にまるまる手にして高跳できる身ではないか。来信，

　　　ナッソー夫入［在スイス］。健康云う。余が見舞いに駆けつける，叔母の願うと

　　　ころなるべし，行くは余の利と余の情に適うべし。行くこと賢明なりや。シャ

　　　ルロットと午餐，終日一緒す。疑うを知らぬ心もてシャルロットより愛さるれ

　　　ば，その無心に感ぜざるあらず。シャルロット何故にかくも悲しき予感を残し

　　　て余が許を去りたるや。我ら二人の前に何事か不幸の迫らんとするか。

九日　アコスタ宛荷造。荷造に明け暮れの入生。だが，有り難きかな，余自信の荷造

　　　をなす時は到りぬ。出掛にシャルロット宛発信。発信，父，ルスラン，オ
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シェ。旅程，至アコスタ。会話，嘘偽，憂想悲観。17，不可能。これ可能なり

し時，さして嬉しとも思わざりき。不可能と知れば無念なり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い十B　4，纏。穏やかなる会話。真実とは異なるものかな1真実は人の毛穴から外に

　　　漏れ三つとでも言うべきか。「あなたが戻らずにこのまま別れとなる，なぜか知

　　　らずそんな気がして恐ろしくなったことがある」と相手のスタール夫人から告

　　　げられしが，たしかに余がそう思いしは事実なり。シャルロットに対する愛の

　　　薄らぎ移ろいたるやとの感ふと生じたるが，こちらは何も言わざりしに相手の

　　　シャルロットはそを見抜いたり。発信，ルスラン，オシェ，シャルロット，

　　　ジャネ（請願書同封），すべてボワヴァンに託す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やす
十一日　来信，ドワドン，正規の旅券同封。諸般，余が2をなすに易かるべしとの成行

　　　　なり。4，辛うじて。陰にこもりたる喧嘩の手始め。為すべきは仕事，そして

　　　　出奔。

十二日　来信，父。いぜん患いの身なり。行って見舞うべし。今月中に行けるよう計ら

　　　　うべし。諸般の事情を思えば行かざるべからず。隠して見せぬ手紙あるべしと
　　　　　　　　　　　　こぜりあい
　　　　言いて手紙騒動の小競合。鳴門，何たる隷属！4，綾にして不可。

十三日　来信，ヴェルサイユの知事。発信，ドワドン，旅券返送。4，良。

十四日　（土曜日）　来信，ルスラン。発信，シャルロット。4．

十五日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと
来信，シャルロット。まさに余の知る限り最も細やかなる感覚と人情の女なり。

4．出奔計画に一時の迷い生ずるも素志に戻りたり。虎穴に入らずんばあら

ず。早晩，ならば早きがなお良かるべし。

十六日　発信，シャルロット，

　　　　難関なり。

ジャネ。4．臼下執筆中の巻，「聖職者多神教論」，最大

十七日　来信，ナッソー夫人。4，良。

十八日　発信，父（300リーヴル送金），ナッソー夫人，エルゼアール。4，良。他の巻

　　　　を手掛ける前にひとまず第一を完結とせん。

十九日　来信，マリアンヌ。父の件を等閑すればいずれ罰あるべし。4，良。第一巻の

　　　　み先ず刊行せん。発信，シャルロット，ジャネ。来信，ルスラン。この四日

　　　　間，波風立たぬ安穏とも言うべき時を暮らしたるも，そは相手に一切逆らわな

　　　　かったまでのこと，相手の意に少しでも異を唱えんか百雷の嵐を呼ぶこと今晩

　　　　また思い知らされた次第なり。2．2．
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二十日　4，眼が原因で進行鈍るも悪くはなし。来信，ドワドン（余の正規旅券同封〉，

　　　　シャルロット。シャルロットの手紙，妙に短し。

二十一日 4，不可。道理わきまえたると言える会話。16［海外脱出］，未練なきにしもあ

らず。

二十二日　（日曜日）来信，エルゼアール。スタール夫人について良からぬ虫の知らせ。

　　　　　この件すべて局外者となる，余の切なる願なり。2の手段として16完全回帰。

　　　　　4，沈滞。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　よい
二十三日　昨夜，かなり大荒の喧嘩。躊躇は馬鹿げたことなり。相手を思遣ればこそのこ
　　　　　　　　ためらい
　　　　　ちらの躊躇が却って当の相手を苦しめることになる。本人のロからこの事告げ

　　　　　られたり。アコスタ出立。残し置きし者に後髪ひかれる思いなり。永遠の薄志

　　　　　弱行なるかな1旅程，至パリ。来信，父。余をブザンソンに呼寄せその新家族

　　　　　に今にも増して引きずり込まんとg）魂胆なるべし。こちらにはその気なし。こ

　　　　　れにかかずらえば余の諸計画，必ずや混乱をきたすべし。例の2の手段色々と

　　　　　支障あるべし。シャルロット，余の意識になし。これ二人の関係生ぜしょり初

　　　　　めてのことなり。意外不思議，驚くばかりなり。八日のシャルロットの予感，

　　　　　現実となるということか。発信，シャルロット，慎重を期して短箋。本人つか

　　　　　まらば今夜，返あるべし。悩めば将が明くでなし，過ぎたる悩はせぬがよし。

　　　　　12には少なからざる難，欠点あるを余自らも認めしこと忘るべからず。来信，

　　　　　シャルロット，余の短箋と入違とはなりぬ。明日逢う。憂えて案ずればついに

　　　　　我が心あますところなくシャルロットに回帰す。先の短箋，折に違いたるやと

　　　　　案ずればなお憂は晴れず。発信，天女。クワニィ夫入を小訪問。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ねばれ
二十四日　来信，ロザリー。朝方，頬の寝腫が退くを待つ。発信，スタール夫人，ドワド

　　　　　ン。ジャネ訪問。当地長期滞在たぶん避け難し。父の訴訟の件，とにかく解放

　　　　　されたし。午餐，シャルロット。1．優しく愛嬌あり。来信，スタール夫入。

二十五日　発信，スタール夫入，父。4，少しく。ジャネ來訪。父の一件調停の可能性あ

　　　　　り。午餐，ミモン［不感。入間の味気なく詰まらぬこともなお大小優劣，程度

　　　　　の差あるとは余は思わず。夜，シャルロット。ユ．

二十六日 発信，シャルロット，スタール夫人。4，縷。来信，スタール夫人，思いしょ

りもひどいものには非ず。午餐，ドゥヴォー宅。

二十七日　発信，スタール夫入。夫入の好意にてパリにあらましかば今の余の都暮らしい

　　　　　かばかり嬉しからまし。来信，シャルロット。今夜の逢瀬叶わじとある。諦む
　　　　　　　　　　　　　　　　　　こころ　　　　　るにさほどの未練はなし。余の情おそらく薄らぎたるといえども，シャルロッ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もの　　　　　トとの幸福まちがいなし。余の生を乱さざる女ならば，余は相手を選ばず，誰
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とでも幸福になれる男なり。休心安息こそ必要不可欠なれ。発信，シャルロッ

ト。来信，スタール夫入，しおらしき書。とはいえ，余が切なる願は夫入から

の解放なり。夜，レカミエ夫人宅。

二十入日　発信，二通，スタール夫人。二通目は月曜まで在京の理由申立なり。嘘。鳴呼1

　　　　　我ながら嘘に辟易す！4，可。来信，シャルロット。会えぬままなおもう一

　　　　　日。使いの下男，女主人患いきと言う。我が心曲乱れたり。発信，二通，シャ

　　　　　ルロット。午餐，ピスカトリー宅。芝居，『フランソワー世』［二：戯作者の合作によ

　　　　　る喜劇．1姻初演，オペラコッミク座］。茶番。来信，スターール夫子。無念なるかな，

　　　　　夫人のかくも深き愛着執心が余が不幸の因となるとは1

二十九日　発信，スタール夫人，父。シャルロットの身を案ず。発信，ロザリー。未だシャ

　　　　　ルロットより音沙汰なし。不安さらに募りたり。来信，父。4，不可。

　　　　　2．2．夜，シャルロット。ユ．シャルロットと在らば少なくとも安心休息は

　　　　　得らるべし。見たところシャルロット快方に向かいたるが，寒中の夜帰，身に

　　　　　障るらん。

三十日　（月曜日）　発信，スタール夫人。7［旅］，今夏必ず。来信，スタール夫人。新

　　　　たなる迫害。フーシェ訪問。今回はすべて裏目に出たり。怯まず奮戦したれば

　　　　自らに答むることなし。くよくよせず運命の然らしむるに委ぬべし。八入をそ

　　　　の実家［スィスコペ］に連れ戻さん。誠心優しくすべし。その後，我が身の上を

　　　　定めん。夜，シャルロット，優しき天女。余が運命はここにこそあれ。発信，

　　　　スタール夫人。

三十一日　千思百考。方策，三山。父訪問と称しそのまま戻らぬこと。難し。行旅移転絶

　　　　　対反対を言明し，一夏，余が家族と夫人との問を行き来して過すこと。され

　　　　　ぼ，さすがの相手も余が無気力に愛想を尽かし，独り出発すべし。夫入の出発

　　　　　に同行し，独り戻ること。愚策。だいいち余にその意なし。第二案，最も善計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しん　　　　　なるべし。発信，スタール夫入。さて今は暫し神を休めん。アコスター月滞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いちじょう
　　　　　在，暗黙の了解なり。今や往くべき一定の道敷かれたり，往かざるべからず，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くら
　　　　　さもなくは余いまだ愚かしく冥しと言うべし。発信，スタール夫人。来信，

　　　　　シャルロット。今晩逢う。発信，シャルロット。夜，シャルロット。余の知る

　　　　　限り，伴侶とするに最も優しき相手なり。

1807年4月

一一 発信，シャルロット。昨宵の一刻，余が愛，並にあらず募りたり。来信，フー

ルコー。申立撤回という新事態。解決さして難しからざるべし。富籔に賭け

る。アコスタ復。感謝。苦痛。だが，これ余の務めなるべし。
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二日　4，少しく。

三日　（金曜日）発信，シャルロット，ジャネ，ルスラン，ボワヴァン。4，悪くな

　　　し。「聖職者集団」の巻，最難関なるが明日落了なるべし。シャルロットを愛す

　　　る心嘗て無く強し。

四日　4，良。「聖職者集団」の巻ほぼ落了。スタール丁丁，優しく情あり，余これに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のどけ　　　と　き
　　　感じこれに悩む。せめて今しばし夫入に心長閑き猶予を与えん。来信，ナッ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め　　　　　　　あて
　　　ソー夫人，シャルロット。鳴呼，シャルロットの心，言い知らず愛でたく貴な

　　　るかな1

　　　　　　　　　　　　　よ　べ
五日　発信，シャルロット。昨夜，シャルロットの書，熟読熟慮す。我ら二入の計

　　　画，さしたる障碍なく，やがて二二が結ばれん可能性きっと開くべし。我が身

　　　の上定まらん。これ天女のお陰なり。4，縷。来信，ルスラン。

六日　4，可。夜，原稿を読む。不満残るとはいえ如何ともし難し。ほぼ現状のまま

　　　変更なかるべし。

七霞　4，可。スタール夫人に新たなる好機。これにより我が状況に狂い生ぜん，さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　と
　　　れど最後まで夫入に尽くす覚悟なり。目的の単純明快なる，ただ一つに絞り切

　　　れぬこと，入生の何たる不幸なるや1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なさけ
八日　熟考。望は12［シャルロット］，されど，また一方［スタール夫入］の深く優しき愛

　　　に感ずるところあり。しかし，この愛に余の入生翻弄され，何事も為して完成

　　　する能わず。この愛に余の幸福，大小問わず，いずれも阻害されたり。この愛

　　　は犠牲を為すを知らぬが，犠牲に甘える気持余になしとはいえ，犠牲の一端見

　　　せてくれてしかるべし。シャルロットなら余の身の自由取戻せるべし。小なる

　　　幸福数を尽くして与えてくれん，そして大なる幸福に口出はすまい。シャル

　　　ロットの犠牲の大なること，スタール夫入が捧げてしかるべきそれを遙かに上

　　　回るべし。かくあれば迷うに及ばず，2と12．してその方法は。理由を仕事に

　　　託けローザンヌに居座る，今の生活は著書完成覚束無し。意地を通して動か

　　　ず，相手の発つにまかす。相手去りぬれば，余は12．4，可。来信，父。父の

　　　一件，余の財政に如何なる結果を及ぼすか大いに気になるところなり。来信，

　　　シャルロット。！2の可能性さらに開く。運命の神よ，我にかの天女を与え給
　　　　　　　　　かわ
　　　え1小喧嘩，繰したり。2．

九日　（木曜日）発信，シャルロット，父。新たなる迫害。許可されし一月間撤回さ

　　　れざること怪しくなりぬ。鳴呼，五月九日のめぐり来たらんことを｝心気

　　　快々。ここ三日来，余の肩を持つと見えたる運命の神よ，余に不意打をかけ給

　　　うな！鳴呼1シャルロット，そして安心休息，無くてはあらじ！終日，憂。
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しん

神，不安に満つ。鳴呼！またもやスタール夫人の流浪千里行を共にするはめと

なりせば1シャルロット，シャルロット，そして五車の書。平穏婁如こそ生あ

る喜なれ。

十日　アコスタ出立。任務の憂平なる。来信，シャルロット。今晩この天女に逢うこ

　　　とあるまじ。明日もまたあるまじ。発信，シャルロット，フールコー。報のま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いずく
　　　すます嬉しからざる報とはなりぬ。知らず，この嵐の何処にて果てなんを。雨
　　　　　　　　くる
　　　合羽に身を包み嵐の滝を追い行く我なり。

十一日　発信，スタール夫人。午前一杯，奔走。動き一切なし。希望一切なし。父の一

　　　　件，勝訴の可能性あるというも，身をもう一方の嵐の最中に置いていかにして

　　　　この件を追うべきや。来信，シャルロット。海の波に翻弄される余の碇なり。

　　　　今朝逢える。シャルロットと散歩，優しく情あり。不用意なる言動二回。我ら

　　　　二人，軽率の数を重ぬること幾ばくそ！実現間近の期待の夢，破られんことな

　　　　きを祈るばかりなり。午餐，レニョー夫人宅。発信，第二便，スタール夫人。

　　　　この一件すべて了となる，余の切なる望なり。

十二日　猶予期間三日得らる。鳴呼1スタール夫入発って居なくなる，有り難きかな1

　　　　発信，スタール夫入。夫入余りに騒ぎ立てれば，「三日間」だけでは済まぬかも

　　　　との不安生ず。2．2。2．来信，スタール夫入。別条なし。午餐，シャル

　　　　ロット。夜，シャルロット，情ありて優し。1．来信，父，ルイーズ。

十三日　来信，スタール夫入。午餐，サン・ジェルマンにて［相手は禁を犯しパリ20キロに

　　　　近づいたスタール夫二人の樹剥。計画決定。この計に支障のなからんことを！発信，

　　　　シャルロット。

十四日　発信，父，スタール夫入。ガラ会見。『コリンヌ』の印刷，夫入の出発に間に合

　　　　うべし。シャルロット音沙汰無し。余の心痛の因なり。発信，シャルロット。

　　　　これに前後してシャルロットより手紙一本届く。本人いやに悠長に構え，気力

　　　　散漫なり。この性格，「情婦」としては欠格，「妻女」としてはまさに適格な

　　　　り。せめて望むらくは，シャルロットを既に我が妻として迎え，危急存亡の秋

　　　　去りてついに安心休息得んことなり。発信，シャルロット。シャルロット，待

　　　　てど来たらず。大いなる時間の無駄なり1そはシャルロットの所為に非ずし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　き
　　　　て，余がもう一方の絆の所為なり。遂に難局脱出の瞬間を手中にせんとす。残
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かげ
　　　　るは離別絶縁の決行なるが，少なくとも余が行動に怯儒卑劣の陰一としてなか

　　　　るべし。夜，シャルロット。1．シャルロット，心地すぐれず。余が不安深甚

　　　　なり。鳴呼｛余を愛せし者の少なからず既に運命の手により余から奪取られた

　　　　り1天よ1シャルロット，我が許に護り残させ給え1

十五日　出発時発信，シャルロット。旅程，自パリ至アコスタ。これ最後となるべき旅
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程なり。シャルロットの容態につきコレフと談。危険はなくとも大事をとるべ

し。サン・ジェルマンより発信，シャルロット。

　　　　　　　　　はげしき
十六日　千思百考。暴力喧嘩。狂気1画面1時機先延無意味なり。時機の如何に関係な

　　　　く暴力不変なるべし。されば，時機到来までの苦痛回避の唯一の手段，時機先

　　　　取を措いて他になし。この女の許には戻らじ，覚悟決めたり。如何にして相手

　　　　の計に機先を制するか一考あるべし。

十七日　発信，シャルロット。一日無駄にす。来信，父，シャルロット。余の十四日便

　　　　に父が不満なるとも驚くには及ばず。余には為すすべなし。こちらが既に必要

　　　　以上のことをしてあげている今，更に目に見える行動を強要してくる父の意，

　　　　奈辺にあるや。シャルロットの病なお続く。余の不安晴れず，陰。暴力喧嘩。

　　　　決裂なくしておよそこの絆からの解放不可能なること明らかなり。されば決裂

　　　　避け難し。「待てば甘露」の喩なく，世間の評も待ってはくれまい。発信，プロ

　　　　スペール。

十八日　（土曜日）　これを最後とアコスタを後にす。悲哀愁嘆我が胸に満つ。来信，シャ

　　　　ルロット。いぜんとして病続く。心地ひどく悩ましからざらは今晩伺うとあ

　　　　る。シャルロット来たらず。病悪化せしか。鳴呼1憂苦深甚！発信，二回，

　　　　シャルロット。理に適いたる計画一つ，頭に描きぬ。

十九日　今日シャルロットより吉報のあらんことを。来信，シャルロット。病状治まる

　　　　ことなく，また治療処置なんら講ずることなしとある。午餐，サン・ジェルマ

　　　　ンにて［スタール夫入と1。穏やかなる会見。これほどの魅力を膚しながら，これ

　　　　ほどの無神経，強請，我欲を合せ持つは実に惜しむべし1これから迎えるべき

　　　　二日間，いやむしろ四日間を思えば不安なきにしもあらず。来信，ロザリー。

　　　　正論なり。来信，シャルロット。今夜逢いたしとあるが，余が帰宅せしは既に

　　　　その時に非ず。明日の逢瀬を期すべし。来信，プロスペール。

二十日　如何にしてもあらまほしきは，二十四日となり，平安と自由を得ることなり。

　　　　来信，シャルロット。いぜんとして病続く。コレフを病入の許へ連行く。病人

　　　　にその意志あらばすぐにも恢復すべし。発信，二回，スタール夫入。さもあら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とき　　　　　　　　　　　らりこっぱい
　　　　ばあれ1発信，ナッソー夫入。シャルロットと半時。すべて乱離骨灰とはなり

　　　　ぬべき無用の醜聞の危険と背中合せにシャルロットが許に侍る，余の好むとこ

　　　　ろに非ず。某［スタール夫人この数臼パリ市内に潜伏したらしい］と宵の一時。穏やか

　　　　なる。だが，これは雰囲気の然らしむるところにして，2なくてはあらじ。か

　　　　くて三日の内の一日は過ぎぬ。

二十一日 午前，奔走。発信，シャルロット。来信，シャルロット。病，恢復に向かうも，

余に微恨を懐きたり。発信，シャルロット。読書，途切れがちなる。発信，
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フォリエル。終日，某と共にす，初頭，実に愉快，中頃，陰，終盤，煩。愚に

もっかぬ気紛幻想白昼夢。相手は余にその一つとして持つ権利を認めず，余を

生贅として縷々己の気紛幻想に供したり。沈みがちなる晩餐，アレクサンドル

宅。

二十二日　発信，シャルロット。午前，奔走。午餐，オシェ宅。テッセ夫人匡綱下宮女と

　　　　　してその才気で名を馳せた〕，怪しく浅まし。これ，貴なる淑女の誉れ高く，世に無

　　　　　くもて崇められたる一入なり。下賎下根なるかな1アルベルチーヌと芝居。愛

　　　　　らしき子なり。悲しいかな1ついに先発隊出発す。なおすべて終りたるにはあ

　　　　　らねども身に染みて感ずるところあり。来信，父。

二十三日　発信，シャルロット。午餐，シャラントンにて［スタール夫入と］。その名に違わ
　　　　　　わざわい
　　　　　ず不幸到りぬ［シャラントン精神病院所在地］。この女のかくなる狂乱，未だ嘗て知

　　　　　らず。鳴呼，この世の事ならず1紛うことなき精神錯乱の発作遣り過ごし，計

　　　　　画一つ打ち立てたり。実現のほどは神のみぞ知り給う！まさかとは思うが，日

　　　　　曜日［26郎になっても出発なしとあらば，こちらは月曜日発つ。目に余る異様

　　　　　狂態と我欲なり。マチュウの居合せたればこそ，さもなくは二人の喧嘩凄惨を

　　　　　極めたるべし。相手はまさに狂える子供なり。来信，シャルロット。こちらは

　　　　　少なくとも良識ある女なり。いや，それ以上のものを有する女にして，余は心

　　　　　底から愛す。

二十四日　（金曜日）発信，シャルロット。今度という今度こそ，2に弥縫策なし，止め

　　　　　る弱なし。不運落魂の女ならばそれだけで他入を巻添えにしその生活を乱すこ

　　　　　とが許されるとは言えまい。入が何と言おうと，執るべき態度決定せん。ス

　　　　　タール陥入発たば，我が智恵を絞り，いざ断行。どう転ぼうと今の情況よりは

　　　　　ましなるべし。されば，次頁の，いやひょっとするとこの頁の下段において，

　　　　　余は自由となりぬべし。午前奔走。明日，アレクサンドルを一緒に連れて行

　　　　　く。訪問はこれにて最後としたし。来信，二通，父。アレクサンドル，話の申

　　　　　でシャルロットのこと，シャルロットと余との結婚に触れたり。この噂，秘か

　　　　　に世間を駆巡るということか。我ら二人の出発によりこの噂立消えとなるべ

　　　　　し。芝居。日中暫し凄蓼たる悲しみ。だらりと弛んだる精神，打って変ってぴ

　　　　　んと張詰めたれば気力回復す。来信，シャルロット。

二十五日　発信，シャルロット。新たなる支障。遂にスタール夫入出発す。千里の道も一

　　　　　歩から。一日千秋，明日の夜を待つ。鳴呼！またもやぬか喜びとなることのあ

　　　　　らんか1発信，父。旅程，至モンジュロン。憂宵。隠し事，心疾し。

二十六日　終日，モンジュロン。スタール夫入，優れた能力長所に恵まれし入間なるかな！

　　　　　細やかなる情もて惜しみなく余を愛するかな！アルベルチーヌまたしかり！だ

　　　　　が，やんぬるかな1夫入の計，性格，流儀，何れも本入はもとより周囲の者の
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幸福の糧とはなり得ぬのである。延ばし延ばしに遅らすことは，相手に強いる

苦痛，こちらが蒙る苦痛，ともに長引かせるだけである。

二十七日　スタール夫人発ちぬ［追放令，スィスコペへ戻る］。余が胸千々に破れたり。己の虚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はて
　　　　　偽を思えばはしたなく恥かし。だが，残余の人生をあたら涯なき不幸に捧ぐ，

　　　　　余にその覚悟あるべきや。鳴呼，シャルロット！パリ復。来信，シャルロッ

　　　　　ト。今日は恐らく会えぬとある。会いたきは山々なれど。発信；シャルロッ

　　　　　ト。芝居。夜，レカミエ夫人宅。発信，フールコー。

二十八日　発信，シャルロット，ビュイッソン。4，可。自由の身なりせば，仕事捷にし

　　　　　て巧，落了とならまし。来信，シャルロット。午餐，ドゥヴォー宅。シャル

　　　　　ロットと散策。一人の友として，一入の解放者としてシャルロットを愛するな

　　　　　り。夜，レカミエ夫人宅。

二十九日　1．すくなからぬ誤解。発信，シャルロット。4，良。発信，デバッサン（フ

　　　　　レデリック・シュレーゲル宛），スタール夫人。来信，シャルロット。シャル

　　　　　ロットと散策。宵の一刻終りにきて温きぬ。シャルロットの神過敏には手をや

　　　　　くなり。余をかく苦境に追い遣りしはもう一方の女なり。2のための12，否，

　　　　　12なくして2，これにしかざるや。

三十日　発信，シャルロット，スタール夫人。フーシェ会見，冷にして短。一縷の望，

　　　　断たれたるの感あり。疾風怒濤，難難の我が身，脱出を計るべし。4，良。芝

　　　　居。来信，シャルロット。シャルロット正論，余が心の子細見事に分析して見
　　　　　　　　　　なさけ
　　　　せたり。才あり情あり。今の余が送りたる生活こそ当に余に相応しき生活なれ

　　　　ど，そを得んと欲すれば，切切偲偲，努力いかばかりなるかな！

1807年5月

一日 発信，シャルロット。再度発信，フールコー。2の決意，さらに固まる。4，

秀。余に相応しき暮らしかな。2．2．臆せざる勇少しく。来信，シャルロッ
　　　　　　　　　　　　かたわら
ト。夜，シャルロット。その傍にあって半時，忽ち我が愛心底から1張りたり。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ　い
12を巡る予期せぬ障碍いくつか生ず。！2ならずはロ惜しく本意なからん。来

信，フールコー，ナッソー夫入。

藁囲　（土曜日）発信，スタール夫人，プロスペール。4，昨日に劣りたるも可とす

　　　べし。この調子で二月，すべて完了すべし。来信，フールコー。スタール夫人

　　　にとって悪報。如何せん。このまま別れるは酷なり。別れを求めに戻れば，言

　　　い出しかねて悶々苦しむことになる。洞ヶ峠を決めこまん。当地残留二月を要

　　　回せん。午餐，デバッサン宅。
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三日　発信，プロスペール。シャルロットとレゼルバージュへ。福を得たる一日。鳴

　　　呼！この天女の余を魅了する力の如何なるか1優しく，飾らず，大人しくして

　　　愛嬌ある天女なり。いかなればその昔，この天女に気付かざりしや！！．来

　　　信，スタール二酉。鳴呼，この女とすべて縁切とならましかば！来信，父。父

　　　の一件落着まで此処を離れるわけにはいくまい。

四日　発信，スタール夫人。七月一日まで当地残留を夫入に願い出たり。恐らく同意

　　　は得られまい。4，はか行かず。発信，ロザリー。苦痛，憐潤，さらには後悔

　　　にも近き感情生じたり。だが，我が身を犠牲に供せようか，犠牲のお陰で相手

　　　が幸福になれることすら保証されずに。否。否。2．12。夜，シャルロット。

五日　ジャネ訪問。父の件まことに悲観的なり。4，不可。発信，シャルロット。終

　　　日音沙汰なし。不安を覚ゆ。再度発信，シャルロット。発信，父，スタール夫

　　　人。

六日　発信，シャルロット。4，可なるも綾。アベ・モリ［1803年の改組で唯一燭任され

　　　なかったアカデミー会員．1807年薪会員としてi三二の前に立った］入会許可。厚顔無恥

　　　の勇と言うべし。来信，シャルロット。必要な同意［離婚］得たりとある。鳴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け　　　呼！天よ，シャルロットとの暮らしを許し給え！日に異に我が愛まさりたり。

　　　発信，シャルロット。

七日　4，可なるも縷。自由の身なりせば早々と仕事仕上がりたるはずなり。小昼餐，

　　　ルスラン宅。来信，シャルロット，スタール夫人。スタール夫入の手紙，いず

　　　れも同じ形式，そして「私の苦しみ」という亡霊。発信，シャルロット。亭主

　　　に良心（信仰）の不安ありという［夫は熱心なカトリック信者，先夫生存中に執り行わ

　　　れたシャルロットとの結婚には疑義がある］。この不安というやつ，我ら二人の有利に

　　　働かんか。夜，シャルロット。！。

八日　発信，スタール夫人。フールコーとの勘定清算。4，綾。来信，シャルロット。

　　　新たなる悩み生ずとある。発信，シャルロット。夜，シャルロット。亭主から

　　　婚姻の無効なること認知せよと求めらる。余，折衷案をシャルロットに提案

　　　す。亭主これを呑まんことを。レニョー夫入。レカミエ夫入。

九日　4．『コリンヌ』書評［ピュブリシスト新聞，5月！2日！帽！6日］のため中断。発信，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おもい
　　　シャルロット。午餐，レカミエ夫人宅。来信，シャルロット。二人の感想は同

　　　じ，世間の下す「審判」。避くべき手段探すべし。来信，スタール夫人。平なら

　　　ぬ別の女と旅籠を泊り歩く，余がそれを「結婚の歓」の真似事とも思わぬこと

　　　にいたく驚きの体なり。

十日　（日曜日）『コリンヌ』書評。来信，シャルロット。その失意落胆ぶり異様なり。
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問題は嘗て無く容易く騒ぎ少なしと余は見る。そを解き明かさんものとシャル

ロットに筆を執る。ラボリ夫人訪問。

十一日　発信，シャルロット。『コリンヌ』書評第二部，筆を染む。来信，シャルロッ

　　　　ト。シャルロット，平常心を逸す。再度発信，シャルロット。夜，シャルロッ

　　　　ト。1．今日，余が心，12よりも2へ大きく傾きぬ。

十二日　『コリンヌ」書評第二部了。明日第三部執筆の予定。来信，シャルロット。手

　　　　こずらずあっさりと離婚，一件落着となるを期す。発信，シャルロット。午

　　　　餐，レニョー夫三宅。夜，レカミエ夫入宅。『コリンヌ』書評第一部好評を博

　　　　す。

十三日　発信，スタール夫入，シャルロット。『コリンヌ』書評第三二二。来信，父，ス

　　　　タール乱入（二通）。夫入，猛り狂いたり。否，他に女の関係まったく無くと
　　　　　いきだえ
　　　　も，息絶せぬためにはこの女との絶交なくてはあらじ。夜，シャルロット。こ

　　　　ちらのへまで幕切よろしからず，だが，余が愛は変らず。

十四日　発信，レニ葺一（ブーレ宛），シャルロット，父，スタール夫人。2．2．旅

　　　　程，至レゼルバージュ。夜，1803年来の「自乗」断片再読。常に変ることなき

　　　　同じ考，2，2，常に変ることなき同じ薄志弱行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちのぼせ
十五日　終日，決算とリンゼー夫人書簡再読に費やす。あれほどの血逆激情を見せた夫
　　　　　こころ
　　　　人の情がうわべだけであったとは信じられぬ。相手の情に火を付けておいて後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　ま
　　　　からそれに水をかける，その時の様々な情の有様こそ哀れ悲しき有様なれ，そ

　　　　れを思えば深き憂に沈みたり。シャリエール夫人，クラム嬢［最：初の妻］（この

　　　　一件最も怪しく疑わし），一度は袖にせしシャルロット，リンゼー記入，スター

　　　　ル夫人，いずれも激しく燃えながら，やがて余がもとを，それもひとえに余に

　　　　強いられたからにほかならぬ，去り行くのである。出来た絆は切らねばならぬ

　　　　と思いしは一度や二度のことならず，余のしくじりの一端はこの思込にある。

　　　　鳴呼1シャルロットと一緒になれるとあらば，そは逃すべからず。余に無くて
　　　　　　　　　　　　　ひと　　こころ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や
　　　　ならぬは余を離れぬ「女の情」にして，かくばかりうち破りし仲を恨み悔いて

　　　　生きる孤身は余りに恐し。

十六日　レゼルバージュの仕事了。旅程，至パリ。ガラより書状。余に伝えたき急ぎの

　　　　件とは何事ならん。来信，二通，スタール夫人。一は狂，二はやや穏あれこ

　　　　れ何れも行着く先は如何なるべし。来信，ロザリー，2を促す微文。終日この

　　　　こと己に言い聞かす。来信，シャルロット。七時に来るとの約。夜，シャル

　　　　ロット。舞踏会，余には苦痛なりと身をもって示せば，シャルロットそを断念

　　　　して行かず。打てば響くの才とは限らぬが，その優しさには不思議な雰囲気あ

　　　　り，半時も居るとそれに誘われ何かしら幸福な気分にさせられるものである。
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レカミエ夫人訪問。『コリンヌ』についての余の記事，大好評なり。

十七日　午前中一杯奔走。来信，スタール夫人。来て合流せよと言う。様子見に徹する

　　　　べし。シャルロットと午餐，また，宵間を共にす。1．いみじく賢き女にし

　　　　て，余が愛，日増しに募り行くなり。

十八日　余が眼の容態，警戒域に達す。発信，シャルロット，スタール夫人。午餐，オ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さいわい
　　　　シェ，ピスカトリー。来信，シャルロット。幸きたるべし，明日に期すと言

　　　　う。期待の裏目に出ざらんことを1夜，レニョー夫人宅。レニョー。鳴呼1余

　　　　入を交えずシャルロットと暮らす，如何ばかりぞ，余が心の安らかなる！今日
　　　　　　しめ
　　　　一日の終はレカミエ夫人宅にて。

十九日　シャルロットに「幸」届くを待つ間，序でながら申立書［父親の裁判のことか］見

　　　　ることにせん。眼，嘗て無く悪化。今二時半なり。シャルロットより早めに報

　　　　あってしかるべし。幸なる一日となるを期していたのではなかったか。運命の

　　　　神よ1入問の余りに不遜なる言葉を罪せんとしてシャルロットを責むるなか

　　　　れ！午餐，レカミエ夫人宅。発信，シャルロット。来信，シャルロット。夜，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いと
　　　　シャルロット。シャルロット，心底愛おし。

二十日　（水曜日）眼，かなり悪し。発信，父，スタール夫入。嘗て無く2。ドゥムー

　　　　ル［評判の眼科医］の命あって余は当地を動けぬ身なり。動かぬは余が責任にあ

　　　　らず。来信，スタール夫人，シモンド，シャルロット。詰問，シャルロットと

　　　　散歩。

二十一日 我が眼，病状変なし。時間を潰さんとして詰まらぬ訪問をなす。来信，シャル

ロット。二間，シャルロットと散歩。

二十二日　発信，シモンド。ロ述筆記一通，スタール夫人宛。シャルロットとコレフ〔独

　　　　　の医者，作家］を伴い田野行。来信，スタール夫人。スタール夫人，実に優し，

　　　　　だが，優しければ人の一生を不幸に陥れてよしという理屈は立つまい。

　　　　夜，ユ，ただシャルロットと二人水入らず。来信，父。

二十三日　父の書簡，アントワネットに再度触れたり。されば，余が心再びとつおいつ大

　　　　　いに思い迷いたり。8－！2－13［アントワネットと結婚一シャルロットと結婚一一切迷

　　　　　刻。常識的には8，だが，スイス暮らしとなれば縁者親類の諸々，余が重荷と

　　　　　なるべし。アントワネットを伴いパリに暮らすには，余の財力及ばず。そして
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くた
　　　　　別れとなれば，世間こぞって言い腐すべし。情から言えば，12，しかしこれも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めやみ　　　　　醜聞は避けて通れず。情況的には，7［旅に出る］が無難ということか。眼病，

　　　　　立派な理由が立つ。発信，シャルロット。来信，シャルロット。転倒して負

　　　　傷，終臼外出を控えるとある，なのに午餐は街に出てとったり。事情の如何，
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明B解明せん。

二十四日 眼，快方の兆なし。一日無駄にす。明日は体勢を整え仕事に掛かるべし。夜，

シャルロット。1。この行為，眼には毒なり。

二十五日 我が眼，病状変なし。発信，シャルロット，スタール夫人。後者を思えば不安

焦燥に駆らるなり。発信，ナッソー夫入。4，少しく。来信，シャルロット。

二十六日　4，眼の支障あるも可。午餐，シャルロット。夜，シャルロット。えならずい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きわだけ
　　　　　みじく愛恋の情こまやかなり。来信，スターール夫人。その際猛しきこと1

　　　　　2。2．エーゲ海に住まうほうがましならずや［コペに来て住まえとの夫人の命令に

　　　　　対してか．コペはレマン引回アルベルチーヌより手紙。この子，哀れむべし1こ

　　　　　の子，如何なる宿命に繋がれしか！

二十七日　発信，スタール夫人，アルベルチーヌ，ロザリー。余が心，平常と言ってよし，

　　　　　日毎に平静まさり行きたり。依然として眼変りばえなし。4．来信，二通，ス

　　　　　タール夫人。世話はない，十年前余に書き寄こせし手紙をそのまま写せば済む
　　　　　　　　　　　　　　　　め　て　　　　　　　　　ゆんで
　　　　　ことなり。相も変らず，右手に性格，左手に苦痛を振りかざす。鳴呼，神よ，

　　　　　我らを二つに分かち給え。発信，シャルロット。眼，不調。『ハムレット』。タ

　　　　　ルマ，名演。クワニー夫入。来信，父。

二十八日　（木曜日）来信，シャルロット。発信，シャルロット。4．フォリエルに余が

　　　　　「小説」を読んで聞かす。この男の反応，怪し。つまり，余が性格は入に理解

　　　　　せしむること不能ということか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さま二十九日　発信，スタール夫入。4．来信，スタール夫人，一段と物狂おしき様例の如し。

　　　　　いずれ書ける時，ドールからとなろうが，少し明確に答えてやるべきではない

　　　　　か。夜，シャルロット。シャルロット，えならずよし。1．

三十日　4．来信，シャルロット，優しく魅力溢れたり。発信，シャルロット。2の正

　　　　攻法見つけたり：「為さるべきこと既に為されたり」と宣告することなり。芝

　　　　居。眼，よろしからず。レカミエ夫入。

三十一震　発信，スタール夫入。4．来信，スタール夫入，一段と穏やかなり。真実漏ら

　　　　　さず，いや，真実以上のことを夫入に言うべし。午餐，シャルロット。芝居，

　　　　　シャルロット。

濁8◎7年6月

一日　発信，スタール夫入，父（為替手形300リーヴル送金）。4．午餐，レカミエ夫
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人宅。シャルロットより書なし。このこと気掛りなり。

二日　4．眼，不調。発信，シャルロット。来信，シャルロット。来信，スタール夫

　　　人。穏やかに優しく，だが，余の幸，ひいてはスタール夫人の幸からしても，

　　　余はシャルロットに着くべきではないか。芝居，シャルロット。1．まことに

　　　眼には毒なり。

三日　ヴァンゼル［評判の眼科医，！807年ナポレオンの侍医となる］の診察を仰ぐ。眼病，神

　　　経衰弱に因ると言う。最後は失明の恐れあり，その時期を遅らすべく養生のこ

　　　と。鳴呼1余になくてならぬは休息安心なり。4。来信，ネッケル夫子。何事
　　　くちばし
　　　に曝を入れんとやはする。夜，シャルロット。

四日　決心つきかね大いに迷う，否，2の決心にあらず，2断念とあらば死を選ぶべ

　　　し，迷は2の戦略にあり。どうせまた開けざるを得ぬ傷ロに舗帯を巻く，愚な

　　　るかな1発信，スタール物入。4．芝居，シャルロット。情の優しく細やかな

　　　る女かな！

五日　終夜，千思百選。不安動揺，遂に屈しイトれん。眼，損傷，出発する能わず。如
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんせん　　　何なる犠牲を払うとも2．何はともあれパリに残ること決意せん。「串線排膿

　　　法」施療。余が挙るるはゆめ肉体的苦痛にはあらず。来信，スタール夫人。そ
　　　　　　　　　き　な
　　　の悪言嘲罵，来鳴きて，血の涙に暗れて悶絶する余を見出せり。午餐，レカミ

　　　エ夫人宅。来信，シャルロット。優しき天女なるかな！

六日　余が不幸の元凶となりたる女に再び会わんとの心もはやなし。かく思い定めた

　　　り。行くこと可能とあらば，シャルロットに同行してその故国に渡らん。旅券

　　　取得の要あり。発信，スタール夫人。4，縷。夜，シャルロット。書類署名さ

　　　る　［シャルロットとの婚姻破殿を申し立てる夫の訴状（プロイセン裁覇所宛）に夫が署名］。

　　　シャルロット旅券得らるべし。12，何事も順調に運び行くと見ゆ。

七日　もう一年スタール夫人に捧げ，力の及ぶ限り仕え尽くさんとの心もてオセール

　　　に到着せしは一年前のことなり。かくして余が得たる，何事やある，眼損なわ

　　　れ，更に人生の一年損失す。2．2．来信，スタール夫人，シモンド，ナッ

　　　ソー夫人，アルベルチーヌ，父。父，余の手紙いまだ届かぬと言う。来信，

　　　シャルロット。今日は会えず。発信，シャルロット。夜，レカミエ夫人宅。

八日　我が態度決定。コペには戻らぬこと。今回この決意不変なるべし。4．発信，

　　　シャルロット。来信，シャルロット。午餐と宵の一刻，シャルロットとともに

　　　す。2，実行の手筈，整いて余が胸中にあり。

九日　発信，父，スタール夫人，ナッソー夫入。4．来信，シャルロット，発信，シャ

200



翻訳：バンジャマン・コンスタン陪記』（X珊 27

ルロット。午餐，オシェ宅。来信，スタール夫入，傲慢に紙一重，かつまた

冷。夫人自らの態度決せんことを。夜，シャルロット。新たな問題。デユテル

トル氏，シャルロットに従いてドイツへ行かんと欲す。前言全面撤回をシャル

ロット認る。シャルロット，決定的告白を試みんと欲す。愛しきシャルロッ

ト！素晴しき女なり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふみ　　　　　　　　　　さなか
十日　（水曜日）　来信，ロザリー。スタール夫入が余に上気狂乱の文書遣るその最中
　　　　　　　　う　さ　ばら　し
　　　の心中には欝散解悶もあるという。さてもありぬべし。来信，父。為替受領の

　　　由。発信，シャルロット。返書。告白の前，余に話したしと言う。何事かを巡

　　　り夫にひどく脅かされたよし。問題山積す1父の請願書に掛かる。この件で余

　　　が為すべき手続はこれが最後なり。夜，シャルロット。シャルロット告白開始

　　　せり，デユテルトル氏激怒。事態こじれたり。身に迫りくる不幸から我ら二人

　　　を救い給え，共に幸福に暮らさせ給え。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とら十一日　発信，シャルロット，スタール夫人。4。夜，シャルロット。余に女房を奪れ

　　　　る，しかもそれが世間のお褒めにあずかった女房とあっては，デユテルトル

　　　　氏，自尊心を傷つけられたり。忌々しきかな，シャルロット讃美者1とにか

　　　　く，明日シャルロットに話があると言う。余が知るシャルロットなら，洗い湊

　　　　い相手に打ち明けるであろう。結果判明せん。おそらく明後日のこの時刻には

　　　　余とデユテルトル氏の決闘のかたづいているはずなり。シャルロット，さても

　　　　愚なる結婚をしたるかな1最後に小喧嘩，場違なるも，コレフをめぐり理由の

　　　　なきにしもあらず。

十二日　発信，シャルロット。来信，シャルロット。午餐ともにせん。4．ヴァンゼル

　　　　宅往訪。なお当地に少なくとも水曜日［17朗まで滞在せん。午餐シャルロッ

　　　　ト。コレフをめぐり喧嘩。和解。シャルロット，理屈は熱を帯びるが，根は優

　　　　しく純真無垢そのものである。デュテルトル氏の説明，明日に。書類はシャル

　　　　ロットの手中にあり。これを渡さず確と守らばすべて我らのものなり。

十三日　発信，スタール夫入。すべて流は2に向かいたり。ドールにて接するはずの手

　　　　紙の内容，余をこれまでになく強く2に傾かせるべし。されば何を躊躇せん。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め　　　　シャルロットと午餐，終日ともにす。シャルロット，いと愛でたかりし。！2．

　　　　i2。

十四日　今日シャルロットに説明あるべし。神よ，「一件落着，三月後二人は結婚」と

　　　　シャルロットをして我に告げさせ給え。4．五時になるも音沙汰なし1恐しき

　　　　不安に襲わる。発信，シャルロット。来信，シャルロット。シャルロットと午

　　　　餐，終日をともにす。天女と言うべし。12。12．1。愛する女を相手の「快
　　　　　　いと
　　　　感」，愛しくも懐かしきかな1シャルロット，一大決心をす。亭主に見せず書類

　　　　を兄弟の許に送るということなり［4人兄弟：長兄オギュスト，プロイセン王国政治
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家次兄エルネスト，財務顧問．末兄カール，法律家弟ブリッツ，侍従］。一騒動持上が

るべし，だが亭主いずれ諦め譲るはずなり。

十五日　日乗次頁下段に至る頃，余が身の設いかにかあらん。2実現し，12実行間近と

　　　　ならんことを。午前一杯種々訪問をなす。午餐，ミモン［不二宅。来信，シャ

　　　　ルロット。旅券取得，問題あるまいと言う。三二！二人の幸のためすべて解決

　　　　とならんことを。夜，レカミエ夫人宅。

十六日　発信，スタール記入。来信，父，優しく情あり。発信，シャルロット。来信，

　　　　シャルロット。「汝，汝の旅券を得べくヴェルサイユへ行き給え」とシャルロッ

　　　　トの望めば，せっかくの今夜の逢瀬ふいとはなりぬ。たしかにそうすべきな

　　　　り。書類送りぬと言う。審は投げられたり。ヴェルサイユ行。

十七日　スタール夫入が今の如く長く鳴りをひそむるはあり得ぬことなれば，旅券取得，

　　　　出発準備にかかるべし。旅券取得す。パリ復。発信，シャルロット。情況に変

　　　　なからば出発は明後日，道中急ぐには及ばず。夜，シャルロット。書類送られ

　　　　てこの件落着とはなりぬ，驚くべきことかな。異議申立を書き送りたり，と亭

　　　　主の言えり。だが，これ怪しむべし，それに書類は書類，常に一の有効な手段

　　　　である。余の嘗て無く強き愛という手もある。発信，父。

十八日　発信，スタール夫人。我が身の薄志弱行，めぐらす治乱を思えば赤面のいたり

　　　　なるも，何事も御す能わざる「猛女」相手となればいかんともしがたし1追放令

　　　　でコペに留まるスタール夫人の矢の催促をかわしきれず繊発する，コペへの旅を続けると見せ

　　　　ながら，国境近くのドールから絶交の最後通牒を送りつけその足で独へ向かいシャルロットに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドラマ
　　　　合流，結婚せんとの計画］。この長き悲しき惨劇もこれにて最終幕となるべし。今

　　　　夜，シャルロットとすべて相談のうえ明日はモンジュロンへ。来信，リンゼー

　　　　夫入。寝耳に水のことなり。とにかく会うには会うべし。返書。午餐，シャル

　　　　ロット。1．可憐i婦1

十九日　発信，シャルロット。今日出発せん。危機迫りきたりぬ。余が旅券，査証を受

　　　　けてここにあり。この期に及んでなお自由の身とならざらば，その責任はあげ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あに
　　　　て余にある。されば2回忌なる今，量思いまどわめやも。リンゼー夫入と会
　　　　　　なさけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す

　　　　う。友情の契。空物語の蒸返。夫人のお陰でシャルロットへの便り，簡略，素
　　　　げ
　　　　気なき便りとはなりぬ。鳴呼1余が心，怪しの心うごきかな，我ながら愛想つ

　　　　きぬべし1来信，シャルロット。優しき心，余を想う心，如何ばかりなる！

　　　　否，シャルロットと写るべからず。来信，スタール夫人。はや既に非難悪口。

　　　　鳴呼！行って嵐に身を晒す，あるまじきことなり。旅程，自パリ至モンジュロ

　　　　ン。スタール夫人出発の思出，余が心に甦らぬは一つとしてなし，だが，2の

　　　　必要性，それに劣らず鮮明なり。2実行の時の来たりぬる今，戦線に復帰また

　　　　乱射する，これすまじきこと。
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二十日　悲しき夜。新たなる災難。ウジェーヌ［スタール夫入の下衡にしてやられたり。

　　　　ウジェーヌ，余が意志薄弱お見通しなり！己の意志薄弱には愛想つきたり。発

　　　　信，シャルロット。千思百考。正直に言うべし。パリへ戻り，ウジェーヌに会

　　　　い，余は出発せずと言明する。だからといってスタール夫人が出て来ることは

　　　　あるまい。それに，夫人が到着する前に，或いは何か言ってくる前に，こちら

　　　　はどのみち既におさらばということになるのである［シャルロットと独へ］。僅か
　　　　　　　　　　　　　　　　　つら　　　　四半時の小仕事，それに下僕の顔を拝んでくれば済むことなり。これでよし。

　　　　リンゼー夫人，余の前で悪口を言うに，ただ顔だけを取り上げシャルロットを

　　　　腐したるが，その時の己の反応について反省す。何かは嘆くべし1ここ八月ら

　　　　いシャルロットを愛する身なり，相見れば心ゆくなり，相語らえば心やすまん
　　　　　　　　　　かいな　　　　　　　　　　　　　たのしみ
　　　　幸福あり，その腕に抱かれてあれば楽あり，シャルロット燃え焦がれて余を愛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たから
　　　　するなり，余に命を捧げんとす，余にその財を譲らんとす，余がために争の修

　　　　羅場によく立向かい，不徳のいたす世の非難は甘んじて受くるなり，余と暮ら

　　　　すとあらば場所を選ばず，言の葉の一つ，愛撫の一つあらば身の幸を喜ぶな
　　　　　　　こころ　　　　　　　　　　　　　　　　ためし

　　　　り，入の魂の清らと優しさの証の数々を余に明かし，余は深く感銘させられた

　　　　り，しかるに，嘗てものにせし詰まらぬ女の一入が，余が昔馴染と入伝に聞き

　　　　及び，なまじ己の昔が思出されてかシャルロットに嫉妬して漏らせし一言に余
　　　　　　　　　　　　　　　　まよい　　　　ひが
　　　　は豪き怪しく心迷わせたり。二心，僻心，我ながら愛想つきたり。この罪深き

　　　　邪念，誰の知るところにもあらざりき。なんびともこの邪念知る勿れ，余自身
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おろからし
　　　　つとめてこれを忘るべし。日の残り，行き悩み躊躇いて過ぐせり，似愚と言う

　　　　べきか。遂に旅を続くるの愚を犯せり。2を悔いて三思追想。不可能。

二十一日　（日曜日）　ムランに来たれり。愚といえば愚なり。いずれとも定まらぬ心もて

　　　　　徒に歩を進めたるが，欝指す今宵の泊［モントロー］はなお六里かなたなり。し

　　　　　かも，余がかくも滑稽にも恐れ戦く女の知るところにもあらざれば，今の余の

　　　　　優柔不断，当の女から相手にもされぬ薄弱行動と言うべし。今の時点では引返

　　　　　すは無理なり，かといって，なお一里歩を進めんかシャルロットを失うべし。

　　　　　かくて余が恐るるはウジェーヌの顔なり。浅ましの薄志弱行なるかな。ウ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あらがい
　　　　　ジェーヌ来たりぬ。余，パリへ戻ると言明す。ウジェーヌの談判ロ舌。余，謹

　　　　　に抗すべく怒の威を借り，ひとたび発憤しては脈絡なきことあれこれ捲したて

　　　　　たり。決断を恐れ，二二，嘘偽りを弄して旅立ちたれば，退くに退かれず，つ
　　　　　いに籟箇になり化したるが，気持を偽らず，かつ旅立を控えたならばこうまで

　　　　　も片意地はることもあるまいに。虚偽は入を卑に走らせ，卑に堕ちたる心は入

　　　　　を二二に走らす。余，我が非において意地を貫き通したり。ウジェーヌ部屋を

　　　　　出るや否や，余の心境一転す。思出のどっときたりて我が心千々に乱れたり。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほだし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さま
　　　　　スタール夫人の美点，，アルベルチーヌ，絆の数々1余，うち泣きてその様小
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まこころ
　　　　　児にも似たり。発信二通，スタール丁丁，になき真実と愛を筆に託しつつ，相

　　　　　手の糾弾に勝るとも劣らぬ厳しき自己糾弾の下書。パリ復。来信，シャルロッ

　　　　　ト。願い通りすべて事は運びつつありと言う。その願が即ち余が願なる，今は

　　　　　昔のこととはなりぬ。鴫呼，なにもかも変り果てたり1
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二十二日 4，興のらず，熱入らず。舞戻りを何とも思わぬ連中に出会い意気やや回復す。

夜，少時，シャルロット。野州！感興索然として失せにけり！

二十三日　発信，スタール夫人。余，いぜん痴呆状態にあり。単行孤絶，心の正気に復さ

　　　　　んとの願しきりなり。12，完全に熱冷めたると余には見えたり。プロンビェー

　　　　　ル［ヴォージュ地方の湯治場，プロンビェール・レ・バン］へ行かん。オシェと談。ス

　　　　　タール夫入既に余を鬼と言い触らし始むなり。パリまで引返す，なに下ること

　　　　　もなかりしか。馬鹿を見たものかなi意志薄弱のあまり嘘偽りで身を固めたと

　　　　　いうことなり。スタール夫入よりえらい剣幕の来書。狂暴きわまれり1本人が

　　　　　「愛」と称する，激にして罪なるかな1いずれにしろ，2まとまるべし，しか．

　　　　　し，これまでの如何なる時期も及ばぬ修羅場あらざるべからず。身を犠牲にし

　　　　　たる八年間の挙句の果なり。来信，シャルロット。午餐を共にせん，だが12，

　　　　　魅力失せて戻らず。さはいえど12は少なくとも身を固めるの基盤とはなるべ

　　　　　し。これより二十五頁目の下段に至り，余の今の心境を振返りみるに一として

　　　　　呆れ驚かざるはなかるべし。午餐，シャルロット。終日憂愁。シャルロット，

　　　　　完壁なる直感力を以て此方の心を読めり。別れたしと言い，悲惨なる状態に陥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め
　　　　　りぬ。シャルロット，賛嘆おく能わざる温和，理性，無私無欲の人にして，右
　　　　　て　 どす　　　　　　　　　　　　めけもの
　　　　　手に短刀，口角に泡もて迫る，かの牝獣とは天地雲泥の差あるかな！哀れシャ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とき
　　　　　ルロット，囲えに培えたればついに往還の真中で気を失い，優に半時に及べ

　　　　　り。宵も終にかけて懊悩憂苦軽減せんとす。1．だが，この和解の「妙法」も

　　　　　奥の手とはならざりき。されどシャルロット，すべてを約し未来に期したり。

二十四日　発信，シャルロット。その健康気になるところなり。オシェ。談。余の意見に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　げ
　　　　　基本的には異論なしと言う。シャルロットより素気なき短箋。何・事か心境の変

　　　　　化生じたるや。ボーのエジプト人論，朗読せしむ。午餐。頭，鎮静す。2に回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことわり　なさけ
　　　　　帰したるも呵責なし。来信，シャルロット，理と情あり。げに，できるならば
　　　　　　　　　　　　　　　　　おもいあっ
　　　　　シャルロットを妻とせん。思至むるに，余に望ましきはこれなり。

二十五日　発信，シャルロット，スタール夫人，ロザリー。ボーを読む。シャルロット，

　　　　　音沙汰無し，どうみても奇妙なり。心境の変化なれや。パリを出て道中シャル

　　　　　ロットに釈明せんとの思しきりなり。シャルロットより短箋。出発，明後日と

　　　　　見ゆ。我が身の上の状況全般を仔細に検討す。12をよしとする新理由発見，し

　　　　　かもこれ一つを以て足る新手の理由なり。だが，シャルロットに即刻行動の意

　　　　　識必要なり。されば道中にて。

二十六日　発信，父。オシェと談。12が世間を敵にまわすことあるまじ。必要なのはシャ

　　　　　ルロットが即刻行動の意識を持つことなり。シャルロットより短箋。いよいよ

　　　　　明日出発。都合つけば今夜来ると言う。シェヌドレ［仏の詩人，革命亡命後スイス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みなひと
　　　　　に渡りコペのサロンの常連］と午餐。皆入の隠し持ちたる，老いゆく恐怖，如何ば

　　　　　かりなるかな！シャルロット来たらず。明日の出発，それのみが気懸りなり1
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シャルロットに筆を執る。執筆申，本人来たれり。どことなく変りたる，一段

と冷ややかなる，内に秘めたり。このこと，道中にて深く見極めん。来信，ス
　　　　　かなタール六六，愛しく狂おし。だが，これは絶つべし，それにしても食らいつい

たら離れぬ勢いなるかな1これも情の深さというよりは焦燥憤怒なるべし。

二十七日　パリ発。ボンディにてシャルロットに合流。旅程，至ラフェルテ・スジュワー

　　　　　ル。会話，覚束なく湿りがちなり。シャルロット，余が2の成功怪しと言う。

　　　　　2無くてはあらじ，さもなくは，この身は河に投ぜん。だが，シャルロット，

　　　　　親切，素直，切愛を惜しまず。1．

二十八日 旅程，自ラフェルテ至エペルネ。旅の別れを遅らさん，スイスまで共にせんと

の心ふとシャルロットに兆したり。

二十九日　（月曜日）旅程，至シャロン。今後の予定。シャルロット，ドイツへ行き即刻

　　　　　行動に移る。一月半後12実現せらるべし。余自身は，スタール夫入に敢えて立

　　　　　向かえるか，ドールからドイツ直行，幻となるか今は何とも言えぬ。ドールで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め　　　　　明らかになるべし。終日，シャロン。シャルロット，いよいよいみじく愛でた

　　　　　し。余を苦しめてはならじと思えば，よく自身の苦しみを抑えたり。1．今手

　　　　　を打つべきを，シャルロットを一人行かせ運をみすみすふいにする，悔いを千

　　　　　載に残す誤なるべし。

三十日　シャルロット発ちぬ。発つ人への懸想これまでになく強し。次に控えるはスター

　　　　ル夫入なり，別れは穏やかにゆきたし，されど，別れは時を置かず為さるべ

　　　　し。旅程，至ヴィニョリ。

1807年7月

一日　旅程，至ショーモン。発信，〈余が恋人ロッテ〉［原文独語］。プロトワ泊。

二日　旅程，至ディジョン。12の確信，嘗て無く強し。発信，シャルロット。ドール

　　　入りは今夜ないしは明臼となるべし。ドールにて方針決定せん。面と向かえば

　　　売喧嘩に買喧嘩，苦と暴の虚しき争となる，口実を設け，如何に些細なるもよ

　　　し，戻らずに［スィスコペ］2の実行にかかる。面と向かえば，またそろ，理は

　　　此方にあるとはいえ，詰まらぬ失言失敗を重ぬることになろう。誰をも喜ばせ
　　　　　　　　が　い
　　　ぬ，苦しみ甲斐なき苦を重ぬべし。旅の道で見かけしハンガリーの乞食一家。

　　　入の暮らしの運不運における貧窮寒酸の奈落なるかな1旅程，自ディジョン至

　　　オーソンヌ。

三日　旅程，自オーソンヌ至ドール。父，患い悩ましげなり。スタール二三より来書，

　　　数通，常の如くいよよ猛り狂いたり。ウジェーヌ，パリへ発ちぬ［コペのスター
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ル夫人の許から］。これまでの道中，ウジェーヌの帰来待ち遠なりき。実行の方法

はさておき方針決定す。相手の顔は見たくなし。苦は千辛万苦嘗め尽くした

り。会えばまたそろ一から始むることとなるべし。狂気の沙汰なり。発信，ス

タール夫人，悲しき曖昧なる書。当地で時間を稼ぎ，このまま発って永遠の縁

切ともってゆくべし。ウジェーヌ到着。スタール平入より更に一書。要求は
ふたつき

二月のみと見受けらる，鳴呼1お望み通り叶えてやりたいが，この類の要求，

何れも形は違うとはいえ，根は同じ，躁狂苛立，我執偏屈の然らしむるところ

なり。常よりなお穏やかなる返書認む。今晩にも決断せんとあらば，向うに乗

込みシュレーゲルを介しけりをつける，かくあるべし。来信，シュレーゲル。

シュレーゲル，余に勧めて日く，「この絆，甘んじて受け給え，受けるからに

は，今ひとたび物に愚かれて夫人に熱中するがなおよかるべし」と。愚かれる

とは人の意志でなることかは。レカミエ夫人，コペに来るという。賑わいて一

時の慰とはならん，だが，スタール夫入の躁狂ぶり，なお広くパリを駆け巡る

べし。辺境諸州の旅行おそらくあるべし。仲間には加わるまい。逃去る好機な
り。

四日　来信，ロザリー。スタール夫王，面白おかしく人に交わりたるとある。来信，

　　　スタール夫人。ウジェーヌに託したる手紙我が意にあらざりきと言う。これ

　　　からは男に媚ぶまじと約す。有り難くもかしこき約束かな1媚びは惜しまずふ

　　　るい給え，そして余に平安を与え給え1だが，如何なる別れも頑として聞く耳

　　　もたぬ女なり。されど別れのなくてはあらじ。時は待たず。シャルロット，昨

　　　日フランクフルト着のはずなり。我ら，争の修羅場を切抜けシャルロット自由

　　　の身となる時機に到達せん，されば，即日闇髪を入れず，余の妻とせん。発

　　　信，オシェ，シュレーゲル，シャルロット。夜，4，少しく。離婚につき父と

　　　談，陰。少時，思い悩みしも忽ち12に回帰。シャルロットよ，地上の審判一つ

　　　として余が汝のものとなるを妨ぐること能わず。

五躍　発信，スタール夫人。鴫呼，顔を見ずして立去りたきかな14．シャルロット，

　　　明日はハルデンベルクなるべし。此処を発つ前に手紙の一つ手にできよう。

六日　発信，シャルロット，ロザリー。4．これをもって参考資料関係完了とし，註

　　　作成は今後一切なし，作成せし註残らず分類編纂し，もって註関係落了とす

　　　る。参考資料関係において類書にひけをとらぬに足る註をものした今，更にな

　　　にがしかの引用を添えるよりも，残る半年は積文推敲に捧げたし。続けて4．

　　　仕事を進むるにつれ原稿もとの頭に納まり興の幾ばくか再び湧くを覚ゆ。鳴

　　　呼12の既に成されてあらましかば1コペに戻るは意志薄弱の極なるべし。戻

　　　るとも去ると言えば，相手の激怒，治まるまい，戻らずと言えばそれで相手が

　　　自殺するわでもなし。何かといえば例の「阿片チンキ」，そは猿芝居，さもなく
　　　　　　　　たぐい
　　　は精神錯乱の類なり。
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七日　4，可。目下の狂暴危害のなかりせば，当地にても著作脱稿ありぬべし，げに，

　　　これ余を闘ぐ地獄の噴煙と言うべし。シャルロットより音信のなければ今朝が

　　　た不安焦燥を覚ゆ。来信，スタール夫人。まったくもって別種の焦燥を覚ゆ。

　　　この執着，地獄の苦しみに似たるかな1猛り狂える桿婦，怪物にも似たるか

　　　な！来信，三七ュスト，卑しくはあらず。返書せん。千思百考。ドイツ行中止

　　　に気持かなり傾きたり。シャルロットの居所さえ掴めれば心迷には及ばぬもの
　　　　　　　　　　　たより
　　　を，とにかく今は便を待つには如かず。だが，何処で受取るべきか。シャル

　　　ロットと離れしは何たる不覚なりや1回忌ルロット，心の動揺抑えられぬまま，

　　　「私をかく独り行かせて留めざりしは貴男の落度なり」と思い詰むることあら

　　　ざらんや。シャルロットを我に繋ぎとめ給え，その音信の日ならず得さしめ給

　　　え，もう一方の女から解放せしめ給え1計画ほぼ固まる1ブザンソン行，自ブ

　　　ザンソン至上ルブ，同地に車を留置，自記ルブ至ローザンヌ，同地に原稿預
　　　　　　　　　　　　　　カ　　　ド
　　　置，コペに持参するは，記録牌と旅の夜具袋のみ，ひとたび謹に及ばば立去る

　　　べし。

八日　発信，スタール夫入，オシェ，シャルロット。

九日（木曜日）　4，良。原稿の大方，此処に預置。携行品，記録牌筐と抜書14冊の

　　　み，そしてこれを最後の訪問となして退散のこと。それまでにシャルロットよ

　　　り音信のあらんことを期す。

十B　来信，フランクフルトよりシャルロット。万金の書！有り難の天女なるかな，

　　　点呼，回り，一月後我ら二入添い遂げん。天よ，シャルロットに再会あらしめ

　　　給え，その傍らに在らしめ給え。シュレーゲル及びスタール夫入の昔の手紙。

　　　捨てるならば死んでやるとまくしたてたり。その一語とて真とは思うにあらざ

　　　れども，我が耳には安からぬ躁音なり。発信，シャルロット。4，良。フール

　　　コー振出為替手形500リーヴル，父に与う。

十一日　4，良。当地滞在，ずるずると長引いたり。このこと，向うの激怒するところ

　　　　となるべし。その時，余は為す術を知らず。我が入生の華の時期，今に続く暴

　　　　戻隷属に如何に堪えしか驚くこと時にあり。

十二日　4，優。進捗大。来信，オシェ，我が意を得たる素晴らしき書。来信，レカミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おみなご
　　　　工夫入，ロザリー，アルベルチーヌ。哀れ愛しき女子よ。無念なるかな，子を

　　　　幸にする能に欠け，よろず情熱を燃やすばかりが能だけの母のもとに生れし子

　　　　よ。来信，スタール夫入。決着つけざるべからず。会いに戻るもまた立去る覚

　　　　悟なり。

十三日　発信，オシェ，スタール二七，レカミエ夫人。シャルロット。4，縷。来信，

　　　　スタール夫入。別れ，まったく夫人の脳中になし。余がこれまでの努力は水の
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泡，これでは半年前，十年前と同じではないか。夫人の許に戻るとも得るとこ

ろ何もなし。されば戻らず立去るべし，この別れ，これ以上工夫のしようもな

し。だが，別れは絶対的条件なり。戻る戻らぬ，ほとほと困惑す。かねての我

が策を講じ一刻も早く発つべし。

十四日　発信，ナッソー夫入。町営，昨日の手紙の然らしむるところなり。2成らざら

　　　　ばやがて死すべし。シュレーゲル，忽然と現わる。激論。明後日行くことにな

　　　　る。この女には困懲の極なり。去れば鬼と言われ，去らねば責め殺されん。懐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なんどき
　　　　かしくもあれば憎くくもあり，我が心測りかねたり。ともあれ，いつ何時の退

　　　　散逃亡に備え持物一切ここに残して行く。優しく魅力ある，不幸せな女なれど

　　　　も，要は狂人なり，暮らしに折合をつくるは出来ぬ相談なり。

十五日発信，ナッソー夫入，シャルロット，オシェ。父，到着す。シュレーゲル，退

　　　　散。余とシュレーゲル明日出発。眼悪化。限界に達す。さて，明後露はスター

　　　　ル夫入の傍らに在る身なり。鳴呼，会見，見ものなるかな1此方の出方どうあ

　　　　るべきか。沈着と沈痛。気持を偽るには及ぶまい。註の丁田筆記せん，著作そ

　　　　れだけ進捗せん，眼を労わらん，出来ればシャルロットの手紙到着まで待た

　　　　ん。次いで退散道中は馬で行く。もはや我慢ならぬとあらば，退散を早め旅

　　　　先で逗留のこと。原稿保管安全，有効旅券所持，所持金6000リーヴル。備あれ

　　　　ば憂なし。

十六日　（木曜日）　ルジュ［法制審議院時代の同僚，弁護士1に託し発信，オシェ，レ

　　　　ニョー，ジャネ，ジェランド，ルスラン。シュレーゲルより短箋。苦き思もて

　　　　返書認む。大事なし。よって今日出発せん。相手に会うは明日となる。沈着と

　　　　沈黙を心掛けるべし。姿を消す前に計るべきこと二つのみならず三つあり，

　　　　シャルロットからの便を待つこと，独旅に備え身体の故障を治すこと，「ローザ
　　　　　　　　　　　　　　　よのきこえ
　　　　ンヌ」に真相説明のこと。世聞千里を駆け巡るものなり。ローザンヌの世評，

　　　　当のローザンヌのみならずパリのことを考えても余には無視できぬ世評なり。

　　　　神よ，シャルロット自由の身となりて余を待ち受くとの報の疾く来たらせ給

　　　　え。シュレーゲルと発つ。来信，オシェ。

十七日　終日走行。シュレーゲルと話を交すも心は許さず。千思万考。九時到着。凄ま

　　　　じき騒動！余は冷静沈着なり，騒あればかえって静を得たり。桐喝もて平服さ

　　　　せんとの魂胆見えすいたり。余はもはや我が身のためを計るばかりなり。相手

　　　　は遠慮容赦なし。されば計るに相手は要らぬこと。

十八日　発信，シャルロット，ナッソー夫入。心痛煩乱の一日，少なからず情にほださ
　　　　　　　　　　きおくれ
　　　　れたり。2に気後。何をなそうと，一日毎に後退し，こちらが悪者となります

　　　　ます見苦しき姿を曝け出すべし。来信，プロスペール。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なさけ
十九日　談，昨日に変らず。互いの心が幾ばくかの優しさと情を見せた今，相手は余と

　　　　別れるべく思案の最中と余は見たり。その思案，よく別れに到らんかな1余と

　　　　同じ主題の独書を翻訳，口述筆記し始む。目的は，時間潰し，能う限り相手と

　　　　の接触回避，ただこの二つなり。目的の情けなきかな1午餐後，再び談，例の
　　　　　　　　　　　　　　きこえかえ
　　　　如し。不平不満，余が聞返す忍従の返答，この忍従がけしからぬとの狂乱激

　　　　怒，自尊心の苛立，読弁妖言，挙句の果が例の洞喝。生きた心地せず。これぞ

　　　　この女の遣口なり。発信，父。

二十日　千思百考。此処は，余の周辺，夫入の一味郎党ばかりなり。身をローザンヌへ

　　　　移すべし。親類縁者控え，また必要とあらば，別れを公にすることも出来る。

　　　　身の自由を求めんとすれば辱めんというのが相手の魂胆なれば，此方にも味方

　　　　があること，相手の攻撃が天を仰ぎて溢する類の攻撃となることを目にもの見

　　　　せてやらん，今度という今度，この一件に全関心を向けるべし，久しき昔より

　　　　かくすべきを怠りてせざりき。一件決着早まるべし。終日，頃日に変らず。だ

　　　　が，我が計，我が胸中に須く仕組まれたり，かくて脱出まちがいなし。「身の自

　　　　由得られずは悶死するというならば，その悶死とやらはこちらの望むところ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のたま
　　　　誰が自由にさせてやるものか」と，まさにこの話調で宣いき。

二十一日　発信，シャルロット，ロザリー。談続く。結論変らず。

二十二日　発信，オシェ。ニヨン行。ムール［飼犬］不明。来信，ナッソー夫人。再び談。

　　　　　例の調子なれども，冷静を装わんとの素振二三見せたり。相手をかく仕向けた

　　　　　し，別れは未だ一筋縄では行かぬとしても，別れし暁には，またそろ余を搦め

　　　　　捕まえんものと計る，これだけは金輪際なきを祈る。

二十三日　ピニャツテリ　［反革命の敵としてナポリを追われコペの庇護を受けた伊の自由主義者］氏

　　　　　死す。ジュリエット［レカミエ夫人］愁嘆。この愁嘆，一週間で気が紛れ一月後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここもと
　　　　　には晴れるべし。終日，頃日の例に変らず。「御身を此許に留置くは九月一日ま

　　　　　で」との誓約，一筆取ってあり。これを盾に余計な議論は抜きにして，手紙一

　　　　　本，誓文はお忘れかと九月朔日発つ，これに如かずや。

二十四日（金曜日）　来信，ロザリー，ナッソー夫入。翰林院賞に応募せんものと，「十八

　　　　　世紀文学展望」の筆を執る。一気呵成，脱稿に漕着けんと思うに，「宗教」の原

　　　　　稿父の家に置いてきたれば，なおこれに専念すべき好機なり［執筆直後筆を投げた

　　　　　模樹。状況，例に変らず。だが心に迷生じ我が計に対する信念怪しくなりぬ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆくえ
二十五日　二人の関係に対する余の心の行方に深刻な不安を覚え始む。相手は感情を抑え

　　　　　穏やかな女とはなりぬ，それをうけて此方の憂苦減ぜんとす。相手は再び余に
　　　　　　　　　　　　かた　え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かたみ

　　　　　愛着す，されば，片方に生ぜしこれまでの決裂は今や互のものとならざるを得

　　　　　ず，生木を裂く苦痛とはなりぬべし。なお正直に相手に話すがよし。相手の胸
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に徒に希望を抱かするは罪なるべし。発信，ナッソー夫人。来信，ロザリー。

発信，ロザリー。ロザリーの従妹［アルベルチーヌ・ド・ソシュール，1766年生1と第

三者の立場として談。余を好かぬ身ながら，さすがに薄情な男との見方は変え

ざるを得ざりき。余の面目回復されん。ムール，見つかる。

二十六日　頃日に変らぬ一日。双方論弁の応酬，余の論弁は問題の核心を避けんとする論

　　　　　弁なり。来信，父。発信，父。明後日此処を去る。大いなる第一歩なるべし。

　　　　　ローザンヌにてシャルロットの書に接せん。この書，余の決断の力となるべ

　　　　　し。余が構え，余が迷い如何ともあれ，為すべきは荒療治なり，いずれ為さね

　　　　　ばならぬとあれば迅速こそ最もよけれ。

二十七日　来信，ナッソー夫入。余宛の書簡三通保管とある。せめてその一通，シャルロッ

　　　　　トのものなれ。会話，苦言に始まり冷語に終わる。出て行くとの一大決心を余

　　　　　がなすとも，非は少なくとも双方に向けらるること確実なり。

二十八日　スタール夫人，氷河へ［シャモニー，岡行レヵミェ夫人］，余はジュネーヴへ。明日

　　　　　はローザンヌへ。発信，シャルロット。五，六日，会話に勇気づけらるる日々

　　　　　となるべし。スタール夫入賞らば，嘗て無く正直に心を明かさん。何事のあ

　　　　　れ，此処には二度と戻らぬつもりなり。

二十九日　旅程，至ローザンヌ。我が二ついにローザンヌに在り。もはや此処を動かぬこ

　　　　　と，万事この一事にあり。味方あるべし，されば，要は余の意志力なり。来

　　　　　信，シャルロット，オシェ，ヴァロワ［不詳］。シャルロットの兄［法学者カー

　　　　　ル］，ハノーファーに在り。我ら二人の件，どこまで進みしかいずれ分かるべ

　　　　　し。オシェ，余の味方なり。いずれにしても有り難きかな。スタール夫入の昔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こころいれ
　　　　　の手紙。ロザリーと談。余が方針にいと心入ありたり。ナッソー夫人の人情。

　　　　　要らざる不安に過度に怯ゆるは余の常なり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うち
三十日　発信，シャルロット，オシェ。オドワン［下男・筆耕］，病，予定大いに狂う。内
　　　　うち
　　　　内の一日。シャルロットをめぐりナッソー夫人と談。話の切出しで踵きたる

　　　　が，また持出すつもりなり。世間の反対はあるかもしれぬと認めること位はか

　　　　まわぬと思いしが間違であった。ナッソー夫人の12反対論，些か余には痛手な

　　　　りしも怯むには到らず。シャルロット，気がおけず，余の心に適い，その心余

　　　　に捧げ，難字i辛苦無理難題の中，余と結ばれんとの設計を進めきたれり，余の

　　　　相手，シャルロットに非ずして誰かある。

三十一日　発信，スタール夫入。終日無為。ロザリー。皆，2は大賛成，だが12はもしや

　　　　　と異議を表明す。大いに結構，だがシャルロットに替わる女のあらばこそ。こ

　　　　　の点につきナッソー夫人の考に変更を迫らんものと思い決めたり。
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一日　（土曜日）　再び終日無為。午餐，アルラン宅。千思百考。すべて勘案のすえ，

　　　此処の連中の非難の有無に拘らず12変更の意なし。具体的に四壁あり。完全な

　　　る自由独立，スタール二半，アントワネット，12．第一案に三絶あり1財の余
　　　　　　　　　おいつ　　よわい　　　　　　　　　　　　　　　にげど

　　　りに乏しき，老積む齢，まさかの時の逃所となるべき入間を敵にまわし頼るは

　　　退屈やるかたなき此処のみとなる。スタール夫入，もはやこの関係いかんとも

　　　耐え難し。「流浪」さらにその数を重ねん，性格ますます余の性格を押し潰さ

　　　ん，余が人生と才能無に帰すべし。アントワネット，此処に永久に繋ぎ止めら

　　　れ，長き耐乏，死すべき倦怠あり。12，自由の束縛斜なかるべし，世間の反対

　　　あるにはあるが，いずれほとぼりは冷めるもの，何時なんどきの逃所，寛ぎ安

　　　住の場なるべし。ここまではいずれも純粋に理の説くところ，心はひとまず措

　　　きたり。心は入生のすべてなり，ここでシャルロットの心の姿を見るならば，

　　　例えば，二無き性情堅固，二無き試練の愛，天使の心。されば！2に決まれり。

二日　昨夜，神秘論者の所で，不思議な宵の一刻。ランガルリ夫入［コンスタンの従兄弟

　　　の妻，神秘主義者バリフの娘1，才女，間違なし。外部の力を借りずしてかくなる能

　　　力を獲得せし者多数あり。発信，ヴァロワ。なおまた無益なる一日。長日遣り

　　　過ぐすに遅々たり。ナッソー夫入，ロザリーと談。2，賛成，だが12，反対。

　　　判事と判決，呪われてあれ1

三日　計をめぐらすにおいておよそ余が浅短無巧なること，他にその例あらざるべし。

　　　目の前の障碍に恐れをなし，かえって難路の中の難路を行くというのがこれま

　　　での例なり。コペに戻らず，父の許からそのまま発つべきではなかったか。事

　　　はあげて紛糾錯綜し騒ぎ拡がる中で12となったであろうが，非難はかえって少

　　　なかったはずなり。それを一家春族のただ中に舞戻りしが，連中，余の肩を持

　　　つには持つが，片方だけ，そして余は，12の意なしと勝手に思込ませて欺いて

　　　いる次第なり。話の出だしで踵き，今このままここからドイツへ発たば連中騙

　　　されたことを知り，やがては余の敵となるに違いなし。ドイツ行の目的はシャ

　　　ルロットとの結婚にありとスタール夫入の言えば，そんなばかなと余を庇った

　　　つもりが，結婚が事実となるや一家春族の憤慨いかばかりなるらん。正直であ

　　　るべし。だが，内気な性格からしても，およそ論争と名の付くものを恐れる意

　　　野薄：弱からしても，本心を明かすは容易ならざることなり。この行詰りの中で

　　　活路や如何あるべきか，熟慮のこと。来信，父。スタール夫人に対する父の苛

　　　立，過ぎたる苛立とはなりぬ。事ここに到った今，他力本願で身が救えるわけ

　　　ではなし。過ぎたる無関心，或いは過ぎたる厳しさ，他人は極端である。ふと

　　　茂る日身を隠してこそ浮かぶ瀬もあれ。来信，スタール夫入。シュレーゲル到

　　　着をめぐる余の十五日差出しオシェ宛手紙オシェから聞き及んだという。「私

　　　の遣り口がおかしいと言って入に漏したことが晦しい」とある。敢えて文句を

　　　言えぬ立場につけ込んで入を苦しめんとの魂胆なり。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おもいうん
四日　発信，シャルロット。なおまた終日無為。ドリニィ行。ローザンヌ，野里ず。

　　　スタール夫人到着。談，苦言から甘言に至る。余の活路は唯一つ，スタール夫
　　　　　　　いなせ
　　　人に結婚の否諾を問い詰めるにある。これ怠らば，相手は失恋絶望の相を見せ

　　　つけその余りに酷ければ余は二無き入非人と指弾さるべし。この備えのあらば，

　　　「相手の男と何故結婚せざりしや」と問われては一言もあるまい。

五日　不定，流浪，不安，失意の今の生活，心労辛苦，才能鈍弊，財政破綻，性格惰

　　　劣の今の身の上，けりをつけねば立ち行かず。可能な選択肢五つあり1①ス

　　　タール夫人と無条件別離②スタール平入に結婚か別離かの二者択一を追る，

　　　③1ないしは2を選択の場合，余の生活は，単身，鰹夫，自由独立，学問一

　　　筋，④財産，体面に適う結婚を当地でする．相手はアントワネット或いは別

　　　人，⑤鷲．無条件の絶交となれば，余を離すまいとしてあらゆる絶望的手段に

　　　訴えるべし。世界の果といえども追ってくるべし。苦しみをこれ見よがしに見

　　　せては喜ぶべし。かくて謹となるは必定，此方も我が身を守り攻めては相手を

　　　傷つけざるを得ぬが，これ余には凄まじく浅ましきことなり。結婚か別れかの

　　　二者択一の場合，勿論，騒動は避けて通れぬが，足元固めて確かなれば，「愛す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちぎり　　やりす
　　　る女が命を断つかもしれぬというに十三年の関係を破捨てんとす」との世の非

　　　難iもはやあり得ぬべし。良からぬ評判二つ，我が身に降り懸かる恐れあり：大

　　　金持の女との結婚を望み，年百年中頭にありしはこの目的のみと世間は見る。

　　　皆が好きになれぬ女を結婚相手に望むとはと余の一家春族は見る。一一一以上

　　　の検討すべて中断。夜を徹し午前五時まで凄まじき喧嘩。相手は余よりもむし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ていたらく
　　　ろ穏やかなりき。独り悪者は余なりき。この為体，難局突破あやしかるべし。

六日　疲弊，一日無駄にす。午餐，ドリニィにて。夜，シャリエール夫入宅，スター

　　　ル夫人同席す。ロザリー，スタール夫人を手厳しく物々しく攻撃す。戦果零。

　　　ついに能く決断一つするとしてのばなしだが，決意のほど決めたり。コペ帰館

　　　まで待つ。スタール導入とその従妹及びシュレーゲルに書面認め，何処と知ら

　　　せず去る。行ってシャルロットと結婚し身を固める。これなくして救いなし。

七日　発信，父，ブラッケル氏［旧領主．支給停止の父親の年金復活に関して］，シャルロツ

　　　ト。我が身の上，再び忌々しき事態に陥りぬ。シュレーゲル到着を潮時にドー

　　　ルへ発つべきではなかったか。かくて，なおまた昔の嘘偽りに身を固めぬ。余

　　　から暗黙の約を奪取りたれば，スタール不入優し。シャルロット，音信絶えて
　　　　　　　　　つぶ　　　なし。不安，胸潰らわしき心地す。

八日　（土曜日）　シャルロット，音沙汰なし。町歩，明日こそ我に良き便の一本あら

　　　んことを。便のこれ無くてはあらじ！シャルロットを巡りオーギュストと談。

　　　この地シャルロットにとって居心地悪しとはいえまい。エルミオーヌ［ラシーヌ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アレクサンドラン
　　　劇，rアンドロマック』を演ず］。スタール夫入。髪筋に蛇絡ませ，十二音綴の節回

　　　しょろしく契約実行を迫る老代訴入とでも言うべきか。げに女の，約束を迫
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る，疎ましくも憎くあるかな！スタール夫入，余に対する己の立場に則し一つ

の行動原理をものしたり。来信，オシェ。

九日　『アンドロマック』下稽古。エルミオーネに向かいピリュスの台詞を吟ずれば

　　　幾ばくかの痛快を得たり。だがこの類いずれをもってしても余が身治まるわけ
　　　　　　　　すいとん
　　　でもなし。水遁ならぬ「嘘」遁の術に溺没せんとす。シャルロットと交わせし

　　　契，おおやけとなる恐れ大なり。シャルロット，この契を家族に告げたに違い

　　　なし，さて，離婚を求めんとすれば，いや既にこの件も話されたはずなり，離

　　　婚の理由は遍く人の知るところとなり，スタール夫人にそを書き寄こす者も現
　　　　　　　　　　　　　まめおとこ
　　　るべし，されば，余が忠実男ぶり何れも化けの皮剥がれるべし。逆の流れもま

　　　たこれに劣らず干るべし。スタール夫入，「私とコンスタンニ人は切っても切れ

　　　ぬ仲」との噂をすすんで世間に定着させんとす。この噂，周りまわって耳に入

　　　らば，シャルロットニの足を踏むべし。「阿片を飲んでやる」が口癖のスタール

　　　夫人相手では本心を明かすにも明かしようなし。来書なし。何を為すべきか，

　　　行くとして何処へ行くべきか，なす術知らず。

　　　　　　　　　　　　のど
十日　今日来書のあらば思い和まらん。いずれにせよ，父の体に託けて近々発つべし。

　　　そのままドイツに長期滞在，スタール夫人の苦痛，乱心ともに尽きるを待つ。

　　　来書なし！如何にすべきや。夜，喧嘩，回して避けたるも午前三時まで眠らせ

　　　てはくれず。うたて浅ましの事態かな！シャルロットのあれば事態なお紛糾

　　　す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こちた
十一日　鳴呼1明日来書の一本あらんことを！発信，シャルロット，オシェ。言痛き雑

　　　　音。アルディ夫人［ロザリー莫逆の友，コンスタンの従姉］と談。二度の離婚の反対

　　　　意見の何と大仰なる！シャルロットを迎え二人ひっそり暮らす，これ余には犠

　　　　牲とも言えぬ犠牲なり。世の中覚えず浅まし。プロイセン皇子アウグスタ［プロ

　　　　イセン大王の甥，1779d843］。独人の我らに優iる，驚くべし！

十二日　シャルロット，来書なし。今のところ，事情一向に判然とせず。此方の手紙

　　　　或いは相手の手紙，紛失せしや。皆目合点ゆかず。為すべき最善は，ローザン

　　　　ヌ滞在後出発し，せめて目下の「鎖」は切断するにあり。シャルロット自由の

　　　　身となるを待つ，覚束無し，事は更に醜状を帯ぶべし。十日もしたら事情判明

　　　　せん。来信，オシェ。

十三日　午餐，スタール夫入宅［ローザンヌ近郊に数週間居を構えた］。ピリュス，下稽古。
　　　　　　　　　けれん
　　　　この役柄，外連みあり，しかもなお余が心ここにあらざれば真面目に取組む気

　　　　になれず。夜会，ボワ・ドスリー・にて。

十四日　シャルロット，来書なし。不可解。手紙の何れか紛失まちがいなし。
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十五日　（土曜日）今日シャルロットより来書なからば余の思考停止すべし。『アンドロ
　　　　　　　　　　　　　ここだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しども
　　　　マック』，下稽古。心幾許塞がれたれば忘れてとちることしきりなり。幼稚なき

　　　　詰まらぬ遊戯に一日無駄にす。残り少なき歳月をさることにかまけて過ぐすべ

　　　　きかは！

十六日　シャルロットより来書。余に三週間の無沙汰をきめこんだり1ドイツでの離婚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちぎり
　　　　無用とのこと［下弓生：存中の婚姻は無効との寸断］。されば，我らの契，なお一段階

　　　　前進す。我が心にもあらず世間の意見に頭悩めたり。さりとて，！2は余の願に

　　　　して為さざるべからず。とるべき策をめぐらすべし。来信，父。千思百考を重

　　　　ぬ。ドイツにて一志送り著書の第一部完成させ，ひとかどの学者としての名を

　　　　立てフランスに戻る，これ最善の策なり。この方向で行くべし。ライプツィヒ

　　　　にて再会せんとシャルロットに約す。行って父に会い，原稿を携えドールを発

　　　　ちライプツィヒを目指す，九月末彼の地に入り著書完成なるまでそこに滞在す

　　　　る。万一，スタール夫入来たるとも，中立地帯，余はシャルロットを傍らに従

　　　　え抗戦によく耐うべし。デユテルトル氏，病の可能性あり。鳴呼！氏もし死な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きんす
　　　　ましかば。午餐，メズリーにて。幾ばくかの金子勝ち得たり。

十七日　来信，ヴェーヌ氏［帝政時代の知事］。方策を巡らす。スタール夫人の発つを引止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おくれ
　　　　めずドールへ向かいそこからライプッィヒ，同地に逗留せん。時に心後を覚ゆ

　　　　ることあれども実行のなくてはあらじ。延期して一利あるではなし。

十八日　来信，父。父の年金停止あらざるべし。発信，シャルロット。余が計画背水の

　　　　陣とも言うべし，約に従い準備せよ，とシャルロットに書き送りぬ。発信，

　　　　父。夜，神秘主義者［「敬慶主義」，別名「内なる魂派」の教徒．従兄シュヴァリエ・ドラ

　　　　ンガルリの三三と「静寂主義」の創始潜ギュイヨン夫人の書に影響を受け省悟して心の平静を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たづな
　　　　得る］の連中と。夜，スタール夫人と談。夫人，三縄はなお厳しく引締めんと

　　　　す。本人に言わせれば理性と純心に基づくところの「嫉妬理論」を打ち立てた

　　　　りと言うが，己の支配欲に適えばの故なり。

十九日　小昼餐，リゼットと。かの神秘主義連中とゴーチェ［「内なる魂派」教徒，スタール

　　　　夫人の親戚］に鎚れば2成るやも。下稽古，例になく成功。ロワ記入訪問。我が

　　　　身の上を著く鑑みるに，なお理において，情において12の思い募りたり。願わ

　　　　くば余の期待，難iなからんことを。一月後，シャルロットの許に在るぞかし。

　　　　夜，喧嘩。相手となりて疲弊困癒するも，かえって覚悟のほど固まりぬ。

二十日　下稽古。芝居，案ずるには及ぶまい。午餐，シュヴァリエ［ドランガルリ］。こ

　　　　れ，少なくとも才気溢るる男なり。スタール夫人がこの男に「帰依」する，余

　　　　が望これに尽くべし！

二十一日　来信，シャルロット，長文傑作の書。過たぬ才，弁えたる道理，愛する心，行
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間に造りたるかな1妻にせんか，余が幸福なお過ぎたるというべし。小昼餐，

シュヴァリエ宅。スタール夫人が，夫人に捧げられし慰安もて平安を得んがた

め，余は勤めおさおさ怠りなかるべし。余自身，この「新思考方式」にはっと

四つかれたる感あり。発信，シャルロット。計画些かの変更を施す。居所を定

むるに，父の近くとするか或いはライプツィヒとするか，本人の選択に任せた
るが余自身はむしろ前者に傾いたり。二度の離婚を巡る衆ロの雑音煩しく心嵜

るれば，つい我知らずシャルロットに苛立を見せざりしか不安なり。『アンドロ

マック』，衣装を着けての舞台稽古。余が役，好演なるべし，だが昨年に比して

気が乗らぬこと恐るべし1

二十二日　（土曜日）　計画，また一つ改善。シャルロット，パリ近くに身を寄すること利

　　　　　あらば，レゼルバージュに出て来るも可なり。発信，シャルロット。来信，シ

　　　　　モンド。『アンドロマック』上演。観客，思いしょりも好意的なり。余が演技悪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いすか
　　　　　くはなし。スタール夫人，まめやかに優し。鳴呼1交響の階と言うべきや｝

二十三日　来信，ヴァロワ。鳴呼，シャルロットとレゼルバージュにあらましかば1青い

　　　　　たりぬ，今こそ計実行に思を致すべし。午餐，ドリニィにて。心憂。此処に居

　　　　　合す者こぞりて余に親切なるも，余が女の一方と手を切ると期せばこその親切

　　　　　にして，余が女の他方と結婚するとは思の外のことなり。連中の驚たるや如何

　　　　　ばかりなるらん1是非に及ばず。事なりなば迷わず出発すべし，さればすべて

　　　　　如何さまにもなおよく治まるらん。

二十四日　父の件，ブラッケル氏と調整す。シュヴァリエを巡りスタール夫人と談。宗教

　　　　　の救を必要とするは見ての通りだが，夫人は悟に縁ある衆生とは思えず。その
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つきあい
　　　　　頭，過ぎたる我利私欲，虚栄の塊なり。疲弊，宵の交際。レカミエ夫人，恋の

　　　　　騒動［相手はプロイセン皇太子アウグスタ．導入は男と瞳の誓文」を交わし夫に離婚を要

　　　　　求，自殺未遂までおかしながら結周男の求愛を拒否，異郷暮しの貴賎相野を避けた1。女連

　　　　　中，今日出発。今週出発するの勇，我にあるやなしや。発信，父。

二十五日　スタール夫人発ちぬ。出立前小喧嘩。父に会いに行くこと絶対的条件なり。こ

　　　　　れ怠らば万事水泡に帰すべし。例の如く同じ話題を巡り，ロザリー，リゼット
　　　　　　　　　　ひと
　　　　　と談。「彼の女，貴男を悪者にして罵り言いひろめ給うべし，蓋しその効，臼に

　　　　　見えてあるべし」。所詮なし1今の身に甘んじ懊悩死すべきとや。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかれ
二十六日　午餐，敬慶主義教徒宅。心内不安動揺。破綻を思えば胸避け心砕くるばかりな

　　　　　り1コペには戻らぬとの覚悟，余の能くすることか自信なし，だが，戻ったと

　　　　　ころで何事の成るでなく，そればかりか終止符を打つべき理由なくなるべし。

　　　　　来信，オシェ。褒i言葉の，余には相応しからぬとでもいうべきを頂戴する。来

　　　　　信，父。発信，シャルロット，スタール再入。夜，ドリニィ。シャルロットを

　　　　　巡りナッソー夫人と談。二度の離婚，ここスイスでは余が恐れるほど世間の墾
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盛をかうこともあるまいと。これ大なる発見なり。

二十七日　千思百考，ナッソー夫人との雑談，午前をこの二つに分けて遣り過ぐしたり。

　　　　　シャルロット会わばナッソー夫入にすこぶる評判よろしかるべし，されば余が

　　　　　一家春族にも然あるべし。これ大なる幸なり。今や為すべきは行動という時，

　　　　余が心ただ悶嘆ずるばかりなり。午餐，エプネーにて［ローザンヌ近郊］。

二十八日（金曜日）天下分目の日，なんとなれば今宵おそらく出発せんとすればなり。無
　　　　　　　　　　　さ
　　　　　念なるかな，然に非ず！うじうじと行き悩みて終りぬ。午餐，シャリエール夫

　　　　　入宅。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おそけ
二十九日　百悩尽きず。午餐，ドリニィ。百害，怖気を震う。来信，スタール夫入。頑と

　　　　　して余が意を認めず。夫人差向けの車到着す。またもや飛んで火に入る夏の虫
　　　　　　　　　　　　　　　がみ　　　　　となるか。思うだにぞぞ髪ぞ立つ。

三十日　腹は決まりぬ。ドール行。絶交決行。絶交，言うにも余る苦なるが，敢えて絶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したた
　　　　たんと欲す。知恵の限を尽くしてスタール貸入に書を認めたり。明日のこの

　　　　刻，余が心の行方いかならん，余が身の行方いずこにかあるべし．．。すべて

　　　　は覆えりぬ。我が意志は通すに由なし。認めし書うち捨てぬ。苦の恐しき一

　　　　日。落行く先はコペなり。鳴呼，行きて何をか為さんとす1余が心を操るは怪

　　　　しき魔力なり。

三十一日　コペへ発つ。行き着いて一騒動。何とてここへ舞戻りしか。

一日

二日

　　　　　　　　　　　　1807年9月

心身痙攣の一夜。朝七時ローザンヌへ逃げる。これにてすべては断たれたり。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いさ
心痛，七転八倒！ナッソー夫入，ロザリー，余を慰め励まさんとすれど，胸

千々に張裂けたり。。。女，追い来たりぬ。五体を余が足下に投出し喧喚鳴号

す。およそ鉄の心臓にしてこれに耐うるやある。来た道を女と返してまたコペ

に納まりぬ。今やシャルロットのために如何はせん。

　　　　　　　　　こころ苦の…日。相手に余が意は「絶縁」にあると言い張る勇なし，だが，相手に「復

縁」を言い出す，これまたなし。女，狂躁，余，窮厄。一月半を共にす，その

後相手はウィーンへ発つと二人して取決めたり。九月末の再会を信じ合流せん

ものと恐らくこの十五日旅立つはずのシャルロット，何と言うらん。余の幸福

根底から危うし。

三日　やや落着きたる一日。だが頭は支離滅裂，砕け散りぬ。
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四日　本日より十月十五日まで仕事に手を染め時を遣り過ぐさんとす。悲劇，『ヴァレ

　　　ンシュタイン』［30年戦争時代の勇将，皇帝を裏切り暗殺される．シラーに同名三部作あ

　　　り］の草を起こす。

五日　発信，シャルロット，ナッソー夫人，ロザリー，シャリエール記入。オドワン

　　　をローザンヌに遣わす。『悲劇』執筆。スタール夫入，助言となるや言い知らず

　　　賢し。

六日　4。『悲劇』，賦すすむ。ナッソー夫人より返書，冷ややかなる。来信，ロワ夫

　　　入。

七露　4，良。既にものしたる詩文280行に及びぬ。先の事件，百事万般の混乱錯迷か

　　　ら立直りつつあり。シャルロットを完全に失う，これなからんことを1

八日　詩文328行ものす。今の筆勢ではこの『悲劇』60GO行にも及ばんとすれば，一部

　　　削る要あり。発信，父，シャルロット。4，良。

九日　『悲劇』を続く。明日までには第一幕了なるを期す。詩文の秀，回忌と言うべ

　　　し。発信，ロワ夫人，ナッソー夫人。来信，シャルロット。その愛と優しさ，

　　　常に変らず。こちらの返を待ち行路決定せんとある。これまでに，例のお目出

　　　度い優柔不断の為せるわざ，方角が正反対の三つの道を，しかもいずれ劣らず

　　　熱心に説き勧めたり［独ラィプツィヒ・父の住むドール・パリ近郊レゼルバージュ］。

　　　シャルロットの期待はレゼルバージュのはず，行けば余は約を破って姿を見せ

　　　ぬとある。いい加減な男なるべし。再会の地が何処となるか見当もつかぬが，

　　　再会が余の意でなるとすれば，そはこの冬なるべし。『悲劇』，筆すすみ454行と

　　　なる。しかも筆の冴え絶妙。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てい十日　（木曜日〉オシェ，結婚す。余の沈黙に立腹の体なり。余は事あるごとにオシェ

　　　の親身を必要とするなり。発信，オシェ。4，良。第一幕完成。この一幕長々

　　　と詩文500を越えたれど中に秀句あり。

十一日　発信，シャルロット。第一幕朗読。聴く者拍手惜しまず。冗長に過ぎる，二，

　　　　三あり。残る四幕書上げるまで今はへたにいじるまじ。第二幕に掛る。第一幕

　　　　に比し筆の速度劣るを怠る。シャルロットへの愛，嘗て無く高まる。ナッソー

　　　　夫人より寸簡。

十二日　発信，ナッソー夫入。4，可，数は勝れど昨日よりも見劣りす。だがこのまま

　　　　先を続けたし。ジュリエット［レカミエ夫入］，山山なるかな1

十三日　朝，憂想。今の生活に倦み疲れたり。シャルロットを失う危険を冒ししか，不
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安なり。事なされし今はただ待つこと，これあるのみ。4．60行，だが気力鈍

る。2再び激化，12失敗とならばその打撃からの再起不能なるべし。

十四日　来信，ナッソー夫入（二通），父，シャルロット（二通）。シャルロットが余を

　　　　侍む心，驚くばかりなり1今回のこの逆転騒動，シャルロットの苦痛いかばか

　　　　りか1心優しの天女よ，汝よく我を許し給うや。更に二月，そして汝になおそ

　　　　の意あるならば我ら二三きっと結ばるべし。夜，ネッケル夫人宅。鳴呼！時，

　　　　遅々として進まず1ウイーン出発まで苦の絶えずして悩は多し！危機数多ある

　　　　べし1如何なる火に飛んで入りしか夏の虫1

十五臼　うたておぞましき喧嘩。地獄の底と言うべきか1生きて帰らめやも1夜，この

　　　　おぞましき様に耐えんとして酒に酔いたり1

　　　　　　うそいつわり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きわたけ

十六日　釈明。虚偽，明暮れ虚偽に徹せざるべからず。相手は際凹き女なれば，つゆに

　　　　ても本音は見する能わず。ウジェーヌのパリ行，用心のこと1とにかく，絶入

　　　　の出発まで待つべし。だが，シャルロット憤りなば，シャルロット奔走の意志

　　　　なかりせば1とにかく，相手が発てば余は自由の身，たとえカナダなり，落行

　　　　くとも，自由に変りはあるまい。

十七日　朝，穏。態度決定：これより出発まで痛言冷語禁句。発信，シャルロット（三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わざ
　　　　所宛），父。まったき自由の身とならば，今行く末，余が為し為さんとする業，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひそ　　　　為さずに済むべし。とまれ，今や鳴を静めて天命を待たん。12叶わずはアメリ

　　　　カ，思うに悪くはなし，この窮余の一策，最善に優るとも言うべきか。すべて

　　　　順調に事運ぶと仮定して，その時の事の運びを想像する，また愉しからずや。

　　　　あらまほしき運び以下の如し1余の手紙シャルロットが許に届き，シャルロッ
　　　　　　　　　　　　　　　は
　　　　トなお奔走し，人の口の端おさえて首尾を遂げ，スタール夫入嫉妬疑猜つゆ覚

　　　　えず，ウイーンへ発ち，余シャルロットを妻とし，一冬心長閑にローザンヌに

　　　　て過ごし，シャルロットその地に懇に迎えられ，かくして我が身穏やかに治ま

　　　　ること。全能の神よ，これを余に叶え給え，余その心得あれば授かりたる幸福

　　　　徒にはなさじ。4，『悲劇』，少しく。

十八日　発信，フールコー，ナッソー夫人。来信，父。ひとたびウイーンへ発たば，12

　　　　或いはアメリカ。一日，穏。出発まで此処の連中に望むはこの穏を除いて他に

　　　　なし。

十九日　4，『悲劇』，少しく。この因果な『悲劇』，行動遅延の原因ともなるべし。聞断

　　　　なく筆を進め巧拙問わず完成さす要あり。『アンドロマック』上演。

二十日　昨日，この悪縁十四周年を迎えたり。徒に腐縁を断たんとして十二年にはなり

　　　　ぬ［1793年出会の蜜月は2年にて終る］。未だ何事も確信なし。だが，肝に銘ずべき
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は，暴は無用のこと，余が宿願には益なくして害あるばかりなり。事を為さん

とすれば全身全霊を捧ぐべし。偽計好策は相手の余に強いるところなれば全身’

全霊を以てすべし。2実現とあらば，12，7，8，何れも可。ひとたび百里彼

方の入となりし暁には，この三方策から一つ選ばん。4，『悲劇』。

二十一日　スタール夫人とナンジで出会いしょり本日で4年となる［コペからパリへ帰途途上

　　　　　のスタール記入に退去命令（パリから160キロ地点へ）続いて国外追放令が出された。ナンジ

　　　　　はパリ南東の畷。その一夏，別れんとして胸を悩ませし後の出会なり。夫入舞戻

　　　　　り来たりぬ。夫人追放されぬ，そして余が絆かつてなく緊密とはなりぬ。ここ

　　　　　はよく経験に学ぶべし1ひとたび別れた暁には自由の確保なくして再会はすま

　　　　　じきこと。その願いをすべて叶えてやれば相手として暮らすに素直な優しき女

　　　　　なるが，願いをすべて叶えるは余のよく耐えてするところにあらず。シャル
　　　　　　　　　　　　　　さ
　　　　　ロット，音信なし。然もあるべし。シャルロットを陥れたらん迷路を思えば怖

　　　　　じ震えるなり。とまれ，待つべし。ゲクハウゼン嬢亡くなりぬ。ワイマールで

　　　　　余に友情を惜しまざりし良き入なりき。点鬼簿いよいよ厚みを増したり。『悲

　　　　　劇』進捗大，修正上出来。

二十二日　発信，シモンド。4，『悲劇』。第二幕最初の3場，書直す。時は流れ行くに，

　　　　　危機は土壇場に到るまで切迫感なし。とにかく，気力と忍耐，試練の時なり。

　　　　　コレフ，パリに。これまた一つ危険増したり。

二十三置 （水曜日）来信，ロワ夫人。発信，ロワ夫入。『悲劇』，進捗驚くべし。この分

野，スタール夫人の存在実に助かる。

二十四日　4，良。『悲劇』第二幕まさに二二ならんとす。仕事に専念すれば心まことに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ　ざ
　　　　　愉快なり。だが，シャルロットが1時間の事業は時間に任せ，我は我の事業を

　　　　　為さん。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たより
二十五日　発信，コレフ。シャルロット，音信なし。不思議なり。シャルロットからの便
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さんせい
　　　　　一本，恐れかつまた求む。4．第二幕二二。贅肉を削ぎ剛正すればこの幕傑作

　　　　　なるべし。悲劇に筆を動かし，初手の分野にひょっとすると我が名が出る，い

　　　　　かにも不本意ながら此処へ「出戻」したればこそのお陰なれ。プロスペール到

　　　　　着［仏軍気領地を10月に渉り視察］。面白おかしき仔細色々と聞かされん。怒，脅を

　　　　　なおまた振りかざすは余が意にあらず。さりとて，相手は鬼の鬼なる！

二十六日　余の出発，十月十五日にとって替り十一月十五日となる，それまでは出発なし

　　　　　の可能性大なり。我が『悲劇』のあれば憂さのくさぐさ忘れぬ。第三幕着手。

　　　　　第二幕，剛削多岐に渉れり。プロスペール来たる。驚くべき仔細！人間の怪

　　　　　異，滑稽，残忍なる，驚くべし！発信，ロワ夫入。
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二十七日 4，『悲劇』，縷。明日はもっと捗るものと期す。スタール夫人，うってかわっ

て愛想よし。だが，ユのために12に回帰，！なければ生きてゆけぬ身なり。

二十八日　来信，父。シャルロット，音信なし。不安このうえなし。その時期シャルロッ

　　　　　ト余の奇行知る由なかりければ音信なきは憤愚のなせるわざとは未だあり得ぬ

　　　　　ことなり。明後日，シャルロットに書を認めん。二十四日までブザンソン通過

　　　　　の跡見られぬは父の手紙から判明せん。此処での明暮れ倦み屈じ始めたり。

　　　　　シャルロット，シャルロット，余の幸は汝あってのもの。我ら二早してついに

　　　　　幸福を得ることのあらんや。

二十九日　4，『悲劇』。捗るには捗るが，これをいっか舞台にのせる，その当てなし。明
　　　　　　　　　　　　　　かいん
　　　　　日シャルロットより佳音の来たらんことを，しかも，それが故の喧嘩沙汰持上

　　　　　がらぬことを。

三十日　来信，アルラン夫人。2。シャルロットより余の八月十八日便に対する返書。

　　　　思わぬ展開とはなりぬ1余を信じ当てにすなり，されば，余の二十一日便［合流

　　　　再会地，ドールかライプッィヒ，コンスタン前者に傾く］，二十二日便［レゼルバージュも

　　　　可］に接しブザンソン［ドール途上］にて落合わんものと既に出発せし可能性大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほう
　　　　なり。シャルロット如何ばかり浅ましく驚き惚けん！シャルロット何をか為さ

　　　　ん。とまれ，余は運を天に任せた身なり。待つべし。最もあらまほしきは，

　　　　シャルロットパリへ向かい，同地で懸案決着，このこと噂とならぬこと，ス

　　　　タール夫人出発し，我ら物入急ぎ結婚することなり。これを叶え給え。発信，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボムド　ル
　　　　メラン（147フランスフラン同封），シャロンの旗亭「黄金丸」［6月30日ここで別

　　　　れシャルロット独ヘコンスタンドールへ向かった］。本日仕事の筆を執るは容易ならざ

　　　　るべし。スタール夫入感づき疑う。さほどの得なく躾したり。およそこの嘘

　　　　偽，心に重くのしかかりたり，そして何と言おうと余は夫人を心魂から愛する

　　　　者なのである。かたや，シャルロット，気立のかくも優しく愛情のかくも真な

　　　　る，こなた，スタール寒入，言動のかくもがさつなる。時の為すに任せるべ
　　　　　　　　　な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しる
　　　　し。やがて生り出ずるは「運命の書」に記されしことなり。4，悪くなし，思

　　　　いしょりも良。明日手掛けるはアルフレッドとガラ［アルフレッドはヴァレンシュ

　　　　タインの副将兼皇帝代理官ガラの息子．父はヴァレンシュタインの裏切りを皇帝に告げんと

　　　　し，息子はヴァレンシュタインの娘テクラと相思相愛の仲］二人の場面なり。最も難儀

　　　　する場面の一つなり。発信，シャルロット。

1807年10月

一日 発信，父，シャルロット，ライプツィヒの「皇帝」旅館。危難迫らんとす。ス

タール夫人の手弱女ぶりかくなれば，過ぎし狂暴の記憶と来たるべき狂暴の予
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おく
感のなかりせば余の心また夫入に向かわまし。ユ2，世間の目あれば些か心後る

るところ無きにしもあらず。余を愛する二人の女あり，一人は結婚を拒みて余
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の人生を狂わせたり，一人は結婚に同意して狂おさんとす。だが，余は天にな

お強く祈らん，シャルロットの愛絶やさせず，その身を自由にさせ，十一月三
　　　　　　　まみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まどう

十日我ら二入相見えんことを。まだ二月あり。鳴呼，待遠なるかな！来信，

フールコー，リ・ゼット。4，縷：。

二日　発信，リゼット，ナッソー夫人。見ればスタール夫入の内に再び不安，強要，
　　　そうどき
　　　騒立，首を擾げつつあり。これがためまた余の心12に傾きぬ。4，『悲劇』，悪

　　　くなし。難しき仕事なり。余が心を動顯さすの書来ぬを祈る。

三日　発信，メラン，ロワ夫人。来信なし。これ幸いと仕事に精を出したり。『悲劇』
　　　ふたまく
　　　二幕をフレデリック・シャトヴィユに朗読して聞かす。深く感じ入りぬ。

四日　4，第三幕後半三場草案をなす。この三場，名場面となるかならぬか，余の筆

　　　の運びひとつなるべし。ただ気懸は何事か生じ仕事中断されんことなり。

五日　来信，メラン，シャリエール縞入。4，『悲劇』，良。

六日　（火曜日）『悲劇』第三幕書きあぐね落話ならず。こρ幕短縮，芝居全体圧縮す

　　　べく草案変更す。発信，ナッソー夫人。会話，先生風ふかされ，憂慮の風舞え

　　　ば心は12へ吹き流されぬ。常に自身の感情の「脈」を取り，此方が相手のその

　　　自己分析にいい加減な関心しか示さぬ時があると言っては痛癩をおこす入間と

　　　間なく時なく鼻つき合わす，あいなく浅まし。これに比し，シャルロットは

　　　あっさりした人間にして一緒に暮すも波風立つまい。本日シャルロットより書

　　　やある，して如何なる書が1運命の神よ，良きに計り給え1

七日　4．第三幕了。シャルロット，音信なし。シャルロットの十月一日ブザンソン

　　　在おそらく可能性なし，とすると九月二十一日の出発は無しが真相なるべし。

　　　されば，余の四日便はハルデンベルク［生滅で受信ということか。プロイセン

　　　を巡る報，シャルロットのために些か気懸なり［危機に瀕する独改革の第一歩，「世

　　　襲隷：制廃止」勅令］。

八日『悲劇』三幕朗読。出来栄すこぶる良し，人々いたく感銘す。ローザンヌ行。応

　　　対に棘あり。事を為すに我が意に反し今日の幸福を顧みず明日の幸福を危うく

　　　す，と居合す者こぞりて余を非難す。だが，すべてはかくの通りであり，暴を

　　　もってしては窮状脱出能わず。されば我が計を追うべし。

九日　来信，シャルロット。余の四日便受信。すべて本入の知るところとはなれり。

　　　シャルロット，遠忌，不安，悲嘆に暗れたり，だが未だ余を見限るにあらず。
　　　とく
　　　篤と宥め静め，余の胸内を言い含めたならば二人の幸福いまだ可能ならん。果

　　　たしてその首尾や如何に。ウィーン行中止となる「吉報」なきにしもあらず，
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その時は我が意に違いて余は再び八方塞の身の上とならん。とまれ，時の為す

に任せ期待を繋ぐべし。小昼餐，ランガルリ宅。気づまりの午餐，ナッソー夫

人宅。発信，シャルロット，ハルデンベルク及びブザンソン宛。すべて事よき

に治まりて，我ら二人の幸，彼の女の旅立，ともに成らんことを。発信，父。

十日　昨日，ロザリー，ナッソー夫人と談。話題，常に変らず。余が計画なるものも

　　　はや何人にも明かすこと欲せざれば及腰とはなりぬ。余が真意シャルロット

　　　のよく悟らぬことあるやも。絶対的必要に迫られし時が即ち決行の時なり。旅

　　　程，至コペ。『フェードル』上演。スタール夫人見事に演じたり，だが，妻を相

　　　手の夫の幸福成るはこの才にあらず。

十一日　余の『悲劇』を口実にスタール夫入にずるずると居続けらる恐れあり。とまれ，

　　　　ロ実封じのためにも脱稿急ぐべし。4，『悲劇』，だが纏。サブラン氏［仏の詩

　　　　人，スタール夫人の信奉者］，神経発作。シャルロットへの愛，嘗てなく強し。

十二日　十一月のシャルロットの出発を再び期待す，これ叶わば，そしてまたシャルロッ

　　　　トなお懲りずに余を頼み心優しくあらば，余に新生の始とはなりぬべし。4．

　　　　詩文，数はこなせど生彩を欠く。殺がれし感興，取戻す術なし。来信，ヴァロ

　　　　ワQ

十三日　此処での暮しを続け，しかもやむなく1［肉の快］を代用手段で済ます，行着く

　　　　先は，壽命が尽きるか騰抜になるか。これ，2を得んとする主たる理由なり，

　　　　更に，12なければ2また得る能わず。4．詩文，数はこなせど意に適わず。

　　　　ド・カラマン氏［伯爵，ベルギーシメー城主，執政嘗時代の当世女（メルヴェイユーズ）

　　　　として名を馳せたタリヤン夫入と結婚（1805年）．夫人の先夫は革命政治家タリヤン，その色

　　　　香に迷い変節した．テルミドールの変は失人の逮捕起訴が引金となったという］の結婚，げ

　　　　に幸福なる結婚かな。12，12，心迷なし。鳴管，神よ，この幸福の道，余が見

　　　　失うことなきよう計り給え！

十四日　4，不可。中でも最終二幕，いざ筆を執らんとすれば実に難儀す。だが完成の

　　　　手を弛めず。手こずれば此処に釘付の恐れあればなり。来信，父。！2．12．

　　　　12．スタール夫入に疲労困態す。この種の疲労，昔は無縁のものなればさしず

　　　　め余老いたりということか。来信，父。

十五日　4，不可。第四幕の一場を第三幕に移す。これのみにて進捗なし。来信，オ

　　　　シェ。

十六日　（金曜日）　当地滞在延期の功罪を思うに，最悪の事態，シャルロット離反とい
　　　　　ざい
　　　　う罪避けらるとするならば，スタール夫人隷属の暮しは金輪際我慢できぬを別

　　　　の角度から学びしこと，功とはなりぬべし。しかし，この延期がずるずると際
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限なく続くのではとの不安常になく兆し始めぬ。夫人の予定，何れもゆらゆら

と定まらず来月の旅立も危うし。とまれ，仕事，そして事情の許し次第シャル

ロットに通信のこと。シャルロットに身を自由にせんとの意あらば，避難所と
　　　　かいな
見立てその腕に飛込まん。4，良。発信，ヴァロワ。レゼルバージュの恨み佗

びたる，我帰りて見ることのあるやなし。

十七日　4，良。第四幕，二十日には脱稿なるべし。細部の批評，悩み多し。だが中に

　　　　適評なきにしもあらず。

十八日　4．本日，捗らず。シュレーゲル，余を巡り疑心を抱かせんとしてスターール夫

　　　　人を悩ます。朝飯前のことなるべし1

十九日　4，縷。眼やや不調。休息さらに必要とす。天，我にシャルロットを返し給わ

　　　　ば休息得らるべし。来信，シュヴァリエ・ドランガルリ，ナッソー夫人，父。

二十日　発信，シュヴァリエ・ドランガルリ，ナッソー夫人。4，可。目下の幕，完成

　　　　は早くても明後日にずれ込まん。スタール夫入に悪報。シャルロットの心変ら

　　　　ずは余が事態，風波立たず解決さるを期す。

二十一日　発信，ロザリー一。来信，ナッソー夫人，シャルロット。シャルロット，余の言

　　　　　を理解せんとの心なし。愛情の薄らぎたるや。12．明日，シャルロットに書を

　　　　　認めん，確と明解に，確と情をこめて。1．4．第四幕，長丁場となる。明後

　　　　　日工了の要あり。

二十二日　シャルロットと共にレゼルバージュに在りしより本日で一年なり。いと懐かし
　　　　　　　　　そめ　　　　　　まじわり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　ぞ

　　　　　くも結び初めにし関係をシャルロット断たんとやせん。去年のこの時刻，余そ
　　　　　　　　いだ
　　　　　の腕に抱かれてあり。4，良。目下の幕，明朝了となりぬべし。

二十三日　発信，父，シャルロット。来信，ナッソー夫入。第四幕了。知事宅にて4幕通

　　　　　して朗読す。我ながら出来すこぶる良し。第三幕と第四幕，聴く者いたく感銘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　ど
　　　　　す，だが詩文2000行立て続けに朗論すれば咽喉潰れたり。

二十四日 来信，ロザリー。発信，ナッソー夫人。4，綾にして不可。2と12，千思百考

す。我が生を治むる術を知らず。

二十五日　本日は余の誕生ヨなり。この日乗にて「我が生を治むべし」と唱えしょり一年

　　　　　は経ちぬ。生の治められざるは去年と今，相似たり。その時期，シャルロット
　　　　　　　　　　　　　せ
　　　　　を嬰らんものと心急かれたり。神よ，二人して幸福を得さしめ給え。4，不

　　　　　可。この第五幕，未だ行かず。夜，最終2幕を朗読す。
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二十六日 （月曜日）

なし。

発信，オシェ。第五幕，散文草稿成る。首尾の如何，まったく自信

二十七日 4，少しく復調。詩文をものするにつれ自信回復す。この第五幕，良ならずと

も可なるべし。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よっぴて
二十八日　発信，ルスラン。日がな一一日シャルロットと共にし，夜がな一夜，恋に狂いな

　　　　　お切なさに思い乱れつつ，かつは覚悟のあれこれ固めつつ過ぐせしは一年前の

　　　　　今日この日のことなるが，この覚悟，覚悟のほどとは名ばかり，延期に延期を

　　　　　重ねたり。4．第五幕，草稿に問題あり。行く手に立ちはだかる困難，何れも

　　　　　草稿に由来す。明日，先行4幕再読の上，為すべき変更検討のこと。第五幕に

　　　　　きて初めてブトラー［ヴァレンシュタィン陣営の将］の性格を詳述するには無理が

　　　　　ある。されば先行4幕錆直の要あり。プロイセン皇子発つ。旅立の悲しからざ

　　　　　るはなし。

二十九日 4，第五幕。第五を進めるには第四幕修正の要あり。修正草案をものす。物憂
　　　　　　　　おそく浅ましきまでに心鈍し。

三十日　4．予定の修正をなす。第五幕第一場。一場全体訂正の要あり。仕事にかくも

　　　　手こずるは如何なる訳やある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひととなり
三十一日　来信，シモンド，ナッソー夫入，シャルロット。醇朴，誠心，分別，その為人，

　　　　　実に立派なるを，此方のふらふらと定まらぬ態度に，況や，ブザンソンに来て

　　　　　みれば余の姿そこに見えぬとあらば，シャルロットの心の離反なきにしもあら

　　　　　ず。とまれ，時の流とともに成行見守らん。忌々しきかな，この第五幕一向に

　　　　　進まず。発信，シャルロット，ブザンソン宛。

一霞

1807年11月

4，辛うじて。この幕，何とか完成すべし。来信，父。こちらへ自ら来るとの

予定を告げ寄こしたり。余を有利にせんとの牽制なのか，本当に来るつもりな

のか真意計りかねたり，余の窮状救出ということだろうが，来られれば更に余
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いきざま
は窮状に陥るべし。さても，我が薄志弱行の下様，打ち捨つることもがな。

二霞　4，またもや不可。この幕消え失せてあれ！新規に散文でものする要あり。

　　　シャルロットを巡り談。余，シャルロットと結婚せんか，人々卒愕仰天すべ

　　　し。知らぬこと，本入の余がよく幸福ならばそれでよし！確実に言えること，

　　　そは，狂気正気どちらに転ぼうと，今の不幸に勝る不幸は有り得ぬことなり。

三日　4，もて悩み蹄吟す。だが完成を期す。シャルロットのブザンソン着は恐らく
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふみ
本日なるべし。如何なる思を余に向けぬらん。如何なる文を寄せぬらん。日記

次頁下段において我が身此処には在らざるを期す。発信，父。

四臼　（水曜日）　4，少しく復調。来信，父。父来たらず。必要とあらば父の書簡，

　　　余が出発の口実となるべし。すべて事もなく，父慈なく，シャルロット余を信

　　　じ，要慎おさおさ怠らず我ら二二の計を危うくせず，その到着スタール夫入の

　　　知るところとならぬこと，以上目下の緊要なり。事の万端熟視熟慮するに，！2

　　　と完全なる孤独，12逃すとあらば，完全絶対的孤独と学問。発信，父，為替手

　　　形同封。

五日　4，不可。この忌々しき最終幕，完成ついにあるや。明日，先行4幕再読，第

　　　五幕の内容，必要不可欠なものに限るべし。さらぬだに余が心凄蓼をきわめた

　　　り。

六日　4，不可。発信，ナッソー夫入。此処での暮し，余が才気，余が才能を塵埃に

　　　帰すべし。

七日　4，午前，不可，夕，復調。余が戯曲，すこぶる評のよければ自信甦りたり。

　　　今や完成少日にしてなるべし。

八日　4．午餐，コロニィ［レマン湖畔の村］。人々繰返しなお余が『悲劇』を激賞する

　　　も，第五幕の草，草といえる代物にあらず。再考あるべし。明日おそらくシャ

　　　ルロットより報のあらん。1．

九日　第五幕の草の申し分なきを決定す。草に基づき執筆開始。出来よかるべし。自
　　　　　　　　　　　　　　　まじょうもの
　　　信復調。げにスタール夫人，真情者，才気の入なり［草案に助雷を得ての感想］。来

　　　信，ナッソー夫人。

十日　4，進捗はかばかしからずも良。明日，

　　　し。戯曲，傑作とならん。眼不調。

シャルロットより来書あってしかるべ

十一日　4，詩文僅少なれども良。来信，父。シャルロット，音信なし。不安兆す。

十二日　4，良。この幕のヴァレンシュタインの性格描写失敗す。要鋳直。来信，マリ

　　　　アンヌ［義朗。父，な患いそ！シャルロット，音信なし。九日までシャルロッ

　　　　ト余の手紙を取りに遣わせた［ブザンソンへ］形跡なし。更に合点の行かず。

十三β　発信，父，ロザリー，シャルロット（確とした当もなく）。4，秀。アルフレッ

　　　　ド死の場，仏語詩文体による感動の最たるものと言うべきか。
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十四日　4，悪くなし。はや残すは僅か二，三百行となりぬ。シャルロット，音信なし。

　　　　更に合点の行かざるも，頭はすべて『悲劇』の占めるところなり。せめて上演

　　　　の叶いましかば1

十五日　（日曜日）　4，悪くなし，だが今朝ものせし最終場，恐らく不適切と指摘され

　　　　ん箇所幾つかあり。要再考のこと。脱稿まで残すは僅か180行とはなりぬ。明

　　　　日，シャルロットより来書あるべきや。

十六日　発信，オシェ。4，良。ほぼ一週間で『悲劇』脱稿を期す。シャルロット，音

　　　　信なし。異様なり。我が『悲劇」，楽ならず苦となることの無きを祈るばかりな

　　　　り1来信，ロザリー。

十七日　発信，ナッソー肝入，ミモン［不詳］。4。未だ執筆，4場を残す。余りの遅

　　　　筆，如何なればにや。会話，余を幾ばくか憂に陥れたり。シャルロットの件，

　　　　余の今冬の悩みとはなりぬべし。とまれ，何事も運命の然らしむるところなり。

　　　　『ヴァレンシュタイン』ぶじ脱稿とならばまことに肩の荷おりたる心地すべ

　　　　し。

十八日　4，かなりはかゆく。二，三日後脱稿とすべし。スタール夫人，女の虚栄心の

　　　　実に強い入間なり。共にする今の暮し穏やかなるも，そは此方が相手の要求こ

　　　　とごとく呑めばこそなれ。やはり2。鳴呼1シャルロットの音信とく聞かせ給

　　　　え1この沈黙，不可解なり。

十九日　4．もしや明日脱稿となるやも，だが径し。大詰の焼場，「本当らしさ」に鑑み

　　　　なすべき点窟若干あり。次ぎに控えるは序文なり。来信，父。十五日，シャル

　　　　ロットの使者余の手紙を取りに来ざりきとある。合点ゆかず。我が将来の身の

　　　　上を千思百考。スタール夫入と談，陰。折角の余の行為も，それで相手が幸せ

　　　　となるでなし，また，所詮この暮し，不自然な或いは辻君相手の処理手段［性欲

　　　　処劇を以てして辛うじて耐えている次第なり。根本に間違あり，だが如何にし

　　　　て変えるか。未だ余にはこの事を熟視する勇なきなり。

［註　以下、日記一葉（自11月20日至12月10日）欠，散逸か意図的な破棄か不明。自叙伝
　　　　　　　　　　　　　　　　いくたて
　　的物語『セシル』からこの間の経緯を拾いここに記す：

　　十一月三十日1コンスタンとスタール夫入，コペからローザンヌへ移り同地滞在，

　　　　　　　　　最後の別れを惜しむ。

　　十二月　四日：スタール夫入，ウィーンへ発つ。

　　　　　　六日：コンスタン，数週問前からシャルロットの待つブザンソンへ向か

　　　　　　　　　い，道中難儀のすえ合流再会。

　　ここから『セシル』終了（未完）までは以下の如し1

　　　　ローザンヌからブザンソンへの道中は「私」の心中の反映か，雪模様の暗い
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夜，強い風が稔をあげて吹き荒れる。馬具が外れて車は平衡を失い，まさにはる

か下方を流れるドゥ川に転落せんとする。「私」は入生の定めなさから死を望む。

「人生の定めなさ」は「私の意志の定めなさ」に通じる。人生の有為転変が私の

我意の有為転変に重なり，どうしょうもないこの自分を雀りとり下方の川に投げ

捨てたい。心配し徒歩で迎えに出たシャルロットの姿を認めるや無性に腹が立ち

当り散らす。シャルロットを闇夜に残し自分一人ブザンソンの宿に車を走らす。
　　　　　　　　　　　ぬす
シャルロット帰宿の暇を鍮んでスタール夫入に愛情流露の艶書を認める。戻った

シャルロットと対面，離婚いまだしの報告に，まだ結婚できぬ絶望と焦燥を見せ

れば，相手はまだスタール夫人に会える男の希望をその裏に見抜く。嘘偽りの策

を弄しての再会は二人の不幸を招来するための再会となる。眠られぬ一晩，来し

方行く末，二叉の女の処遇を思えば胸中うたた騒然，己の存在の非を苛み，悪の

根源が己の意志にあることの反省に再び戻る。「スタール夫入こそ汝が背負うべく

天が命じし十字架なり」，かつて仕えし敬慶主義派の師の説諭を反甥し，シャル

ロットは運命の為すに任せ，スタール夫入を宿命として背負うを当座の結論とす

る。再びその場限りの口実を弄しスタール夫入に会うための半年の猶予をシャル

ロットに求める。ブザンソンからドールへの途上，シャルロット胃の炎症に倒れ

死線をさまよい，回復の兆を見せて一杯の牛乳をロにしたところで『セシル』は

未完のまま途切れる（1807年12月！3日）］

1807年12月

十一霞 シャルロット，病。先行きや如何に！最善をつくして話したつもりなり。こと

これに関しては女はいずれも相似たるかな。鳴呼，ミネット［スタール夫入］

よ！汝を散々苦しめたあげく，自業自得，余また苦しむ。ハルデンベルク［シャ

ルロッ月一書簡，如何になりしか，と父こちらに手紙で尋ね寄越したり。これ

如何なることなりや。ドール宛［コンスタン気付］差出されしか。我が身いま地

獄にあり。さて，シャルロット，ドールへ行かんとす。余，困惑す。如何にせ

ん。だが，此処でシャルロットと削るるは不可能なり。思い知らされたり1鳴
　　　　　　　　　　　　　わ　ざ
呼，天よ，余が偽計の為せる結果から余を救い給え1ハデンベルク夫入が余が

偽計の犠牲となる，あってはならぬこと，何事も元の鞘に納まらんことを1

シャルロットの悲嘆，なお募りてとどまるところを知らず1ドールで病床に伏

されんを恐る。前途なお嘗てなく凶兆を呈す，しかもこれすべて余が望み，余

が仕組みしことなり！鳴呼1鳴呼1二丁やや恢復す。道中に病勢の気の晴れん

こともあらんかし。最も深刻なる事態遠のきしか。神の足下に身を投出し，我

が罪障の許を乞わん，ミネットとの友情維持，ハルデンベルク夫入との穏やか

なる別離を祈り求めん。発信，ミネット。余は狂入ならざるや。女と別るるを

得んとして嘘偽りの半年，目的達成するやまた女の許に戻らんとす！鳴呼，天

に在す神よ，我が罪深き筆下の沙汰を許し給え，我が窮状を救い給え！ブザン

ソンを発つ。道中暫し病状安定せしも，その後続けて三回気を失い，三度目は
　とき

半時の長きに渉りたり。在るにも在らず死人の相を呈す。鳴呼，万事休した
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り1ドール着○

十二日　病人，過度に衰弱し食餌一切受けつけず。この容態よく治まるところを知らず

　　　　は余万事休すべし！病人，余が父宅近く，パリへ通ずる街道に臨み身を休めた

　　　　り。シャルロットこのまま発つ能わずは，余最も恐しき状況に直面すべし。

　　　　シャルロット，天女の優を見せたり。潟血と阿片投薬いらい目に見えて快方に

　　　　向かうも，未だ喜ぶ段にあらず，ひたすら祈るばかりなり。シャルロットの如

　　　　何なる魅力に惹かれしか。言うに及ばずのことながら，延べ三回の離婚［コンス

　　　　タン個，両者結婚すればシャルロット2副とミネットの存在のなかりせば，シャル

　　　　ロットと共に在る，いと嬉しからまし。痙攣発作，その余りに凄まじければ鎮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うな
　　　　まることあらじと恐れたり。発作治まりたるも意識定かならず，魔されて口走

　　　　りたる二言，余が胸別られたり。話しかけんと欲すれば余が声にうち戦傑き
　　　　　　　　　　　　　　　　　わたし
　　　　ぬ。言えり，「この声，この声，妾を苦しめるのはこの声。妾はこの男に殺され
　　　　　　　　　　　　　　　ひと　　　　た女よ」，更に，「誰，あの男を悪く言うのは。やめて，悪く言うのは。いい入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと
　　　　なの，そうよ，でも妾には違う。あの男はウィーンへ行ってしまったわ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くるまざき
　　　　ウィーンへ，遠い所ね」。鳴呼1神よ1憐れみもて車裂も及ばぬこの刑罰から我

　　　　を護り給え。かくも恐しき教訓，今思い知らされたり。余は女の心を知らざり

　　　　き。許し給え，許し給え！病人，やや鎮まりたるも未だ誰妄覚めやらず。眠る

　　　　に任せるべし。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けしき
十三日　（日曜霞〉　シャルロット，衰弱はげしければ半時も持つまじき気色と言うも可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　ち
　　　　なり。危険軽減すというも遠のきたるにはあらず。胃辛うじて牛乳を受けつけ

　　　　たり。夜，痙攣再発するも前回ほど劇しくはなし。来信，スターール夫入，若僧ュ

　　　　スト。マリアンヌ余を訪ね来たり。スタール夫人との結婚を余に強く勧めたり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねむり
十四日　衰弱昨日にも増してすすむ。深き睡につきたり。この睡に望を託す。マリアン

　　　　ヌ再来，スタール二丁と結婚するなと強く勧めたり。かくマリアンヌの意を翻

　　　　させしは何者ならん。シャルロット，今夜，心臓発作を起こしあわや命呼ぶま

　　　　れたり。発作治まりぬ。余，この二日間祈りに祈りたり，祈は心の大なる救な

　　　　り。発信，スタール夫入。

十五日　病人快方に向かいぬ。実に婁如たる一日とはなりぬ。田舎医者，阿片をすすめ，

　　　　それがためひどく苦しみたるが，これまた治まりぬ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちから
十六日　実に婁如たる一日とはなりぬ。病入，勢を回復す，だが，病苦鎮まるにつれ心

　　　　苦また息を吹返し始む。1。発信，スタール夫人。

十七日　快方進む。本人の今後について談。何も信ずる気にはなれぬと言う。さもあり

　　　　ぬべし。試験期間六ヶ月余に許してはくれぬかとシャルロットに求めたり。こ
　　　　　　　　　　　しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひきつけ
　　　　の話合，病人の神にいたく障り，再び病痛と痙攣を惹起す。
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十八日　病人ほぼ平常となりぬ。これ実に天の配慮にあらずして何と言うべきや。心身

　　　　快復す。シャルロット，再び余を信頼するに到りぬ。この三日間，余は「家庭

　　　　の幸福」の何たるかを先取して味わい，この種の幸福，余に相応しと覚えた

　　　　り。発信，オギュスト。！。

十九日　着実に快方に向かいつつあるも，悲痛なおまさりてぶり返したり，ために身体

　　　　また憂うべき状態に陥るの恐れあり。出発の時期大いに危ぶまるるところな

　　　　り。発信，スタール出入。午餐，父宅。〈デバ新報〉の浅ましき記事［プロイセ

　　　　ン皇子，コペ滞在中悪しき言論思想に接し堕落して帰鼠，父母の許での再教育を必要とす］。

　　　　2．2．だが如何にして。忍従，闘い，どちらにしろ此方の希望で期限は定ま

　　　　るものに非ず。悪縁かな。この記事，間接的には余も関係あるべし。シャル

　　　　ロットより指摘されたり。これを巡り悲痛きわまりたる会話とはなりぬ。シャ

　　　　ルロット，スタール夫人との結婚を余に迫りぬ。余機嫌を斜めにすれば，相手
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いっときはん
　　　　は切なく心を痛め，ために病悩の軽症ならざる再発，一時半に及びぬ。余，癒

　　　　し宥めたり。だが，シャルロット，・当面の別離いかにして耐うべし。

二十日　（日曜日）病入，恢復，諦観，心穏やかなり。かくあれば，旅と別離とローザ

　　　　ンヌ暮し，掃出のよく払うるところなるべし。来信，スタール二二（二通），ロ

　　　　ザリー。1．

　　　　　　　　　　よわい二十一日　父来訪。人生齢を重ぬるにつれ「血の関係」の如何に尊きものとなるか。嘗て

　　　　　余は父子関係を隷屈と見て不平を鳴らしたものなり。何はさて得んと望みし自

　　　　　由独立，これを得たるも拍子ぬけの感あり。発信，スタール夫入。シャルロッ

　　　　　ト，本復の兆し見ゆ。明後日あたり出発となるべし。

二十二日 頃日に変らぬ一日。シャルロット，日増しに本復の勢なり。膚り難き万能の神

よ！我は汝の恩寵忘るべからず！何事のなからば明日出発とならん。

二十三日　発信，スタール夫入。ブザンソンへ発つ。風邪，劇甚，ために心身衰弱。

二十四日　風邪のため終日，苦痛，昏迷。

二十五日　［　空白　　］発信，スタール夫人。来信，スタール夫人。

［二十六剛病，続く。シャルロット復調。同行には及ばぬと言う。これが彼の女なら，首

　　　　　に縄かけ余を引摺り行くべし，むろん此方が死ぬまで。

二十七日 発信，スタール夫人。余が手紙，夫人を苦しめ悩ますべし。二人の反自然的関

係に忍従せんと頭は思うも心が裏切るなり。如何にせん，如何になるらん1
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