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夏目漱石にみる近代人的心性と自意識の 劇
ドラマ

―『門』および＜後期三部作＞における叙法と
主題の相関をめぐって―

柴　田　庄　一

はじめに

　「維新の志士の如き烈しい精神で文学をやって見たい」１）とまでに思い定め、日本の

近代化にともなう難
アポリア

問と真正面から切り結ぶ全力疾走を開始した漱石の文業は、『それ

から』（明治 42 年）でひとつの頂点を築いたあと、ひとしきり「小春日和」の柔らかな

微光に包まれたがごとき『門』（明治 43 年）を挟んで、さらにもう一段と深化した苛

烈な自意識の 劇
ドラマ

へと突入してゆく。のちに＜我執三部作＞とも総称されることになる

『彼岸過迄』（明治 45 年）『行人』（大正 2 年）『こころ』（大正 3 年）の三作品がそれで 

ある。これら一連の小説群は、いずれも、「修善寺の大患」（明治 43 年）の予後を養う

どころか、かえって漱石の身と心をいや増すばかりに切り 苛
さいな

み、やがて生死の境をも

跨ぎ越さんとする深刻な危機にまで逢
ほうちゃく

着せしめる体のものに他ならなかった。２）こ

こでは、三角関係を基軸に、近代人的心性に通有の病弊を徹底的に抉り出さんとする 

< 後期三部作 > の読解を通して、時代思潮の動向とその行き着く先をするどく見据え

ながら、ひとつの時代の終焉のかたちをも見届けようと図った漱石の、自意識と「ここ

ろ」をめぐる主題の相関性を浮き彫りするよう努めるとともに、「語り」と叙述法の工

夫についても、なおいっそうの考察を深めたい。

１　束の間おとずれた小春日和のごとき日常とその綻
ほころ

び―『門』の世界
　後期作品の考察に先立ち、< 前期三部作 > の掉尾に位置し、同時に、その後の諸作

品の先蹤ともなる『門』について若干の考察を加えておきたい。『門』という作品は、

おだやかで、のどかな秋の日の一点景にすぎないといえばそれまでなのではあるが、 

いっけん何の変哲もない、その実、とても印象的な夫婦のやりとりの場面で幕を開ける。
 
１） 三好行雄編『漱石書簡集』、岩波文庫、183 - 4 ページ。
２） 持病であった胃潰瘍の悪化がもとで、転地療養に赴いたばかりの漱石は、伊豆の修善寺で大量

喀血し、文字通り死の淵をさまようという深刻な体験を余儀なくされた。その間の心境を知る
には「修善寺大患日記」と『思い出す事など』が、また前後の経

いきさつ

緯については鏡子夫人による 
『漱石の思い出』が詳しい。
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それは、「御
お よ ね

米、近来の近の字はどう書いたっけね」と夫が尋ね、ひとまずは「近
お う み

江の

おう
0 0

の字じゃなくって」と応じる妻に、夫はなお「その近江のおうの字が分らないん

だ」（新潮文庫、6 ページ、以下数字のみ記載する）と返しつつ、「幾
い く ら

何容
や さ し

易い字でも、こりゃ

変だと思って疑ぐり出すと分らなくなる」と言葉を継いで、「やっぱり神経衰弱の所
せ い

為 

かも知れない」（7）とひとりごちるというものである。ここでのキーポイントは、「変

だと思って疑ぐり出すと分らなくなる」ということの面妖さであろうと思われる。ふだ

んはただ何気なく接しているだけの、たとえどんなに些細な事
できごと

象であろうとも、ひとた

び気に病みだすと、それを契機に、小さな 綻
ほころ

びが伸び拡がり、たちまちのうちに大き

な波紋を描き出してしまわざるを得ないのである。

　作品の主人公宗助とお米は、東京市中の一隅にあって、いつなんどき崩れ落ちるかも

分からない、とある崖下の借家に侘び住まいしつつ、「未来とか希望と云うものの影は

殆んど射さない様」（35）な、しごく倹
つま

しい小市民の生活を営む下級官吏の夫婦であるが、

そのささやかななりわいにも、まるで小さな 漣
さざなみ

が拡がるように、思わぬ波風が立たな

いわけではない。作中、夫妻の前史については、決して多くが語られてはいないにせよ、

どうやら過去の来歴にはふたりだけの秘密が隠されており、何かにつけて、そのことが、

夫婦の心事を脅かしにかかるからである。

　夫妻は、宗助の学生時代、共通の友人であった安井との三角関係がもとで、あたかも 

「大風」に突然「吹き倒」（155）されるというような体験に見舞われたことがあり、「徳

義上の呵
かしゃく

責」（134）に責め 苛
さいな

まれるがまま、親を棄て、友人を棄て、ついには世間を

も棄て去りながら、逆にそれらに見限られることによって、一般社会に背を向けた「一

つの有機体」（138）と化している。その結果、お米は、三度の流産を経験した揚げ句、

子供に恵まれないのも、実は、そのことに原因があるのではないかという罪の意識に取

り付かれ、占い者の託宣に未来の命運を聞き出そうとしないではいられない。宗助もま

た、かつて遺産の相続とその処分をめぐり、叔父との間にひとかたならぬ辛酸を舐め、

たとえ毎日の生活費に事欠くわけではないにしても、弟小六の学費の工面には、人知れ

ず頭を悩ますという綱渡りの日々を送っている。（―この意味でふたりは、『それから』

の代助・美千代の後
のち

の姿とも受け取れようし、子供が生まれそうにもないという一点に

おいて、『こころ』の「先生」夫妻の場合ともまた酷似する設定となっている―）。

　そうした折りも折、たまたま懇意となった大家の坂井のもとに、近くその弟と連れ 

立って、安井が来訪するとの一報が齎され、宗助は、はたしてどのように対処したらい

いものか、鉢合わせの蓋然性におののいては人知れず煩悶の日々を送る羽目となる。そ

れにもかかわらず、彼は、仲睦まじいはずの妻君に対しても、この間の事情を一切打ち

明けようとはしないのだ。それはもとより、妻に要らざる心配を掛けまいとの配慮から

には違いないが、このいささか古風な倫理感覚が、宗助自身の杞憂をつのらせ、已むに
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やまれぬ懊悩を、ことさら強める要因になってしまうことには相応の留意が必要であろ

う。（この点は、明治の精神に殉じた『こころ』の先生にもまた当てはまることであり、

漱石文学における三角関係の当事者にあらわれる顕著な特徴のひとつとなっている）。

　心労に疲れ果てた宗助は、いつまでたっても出口の見当たらぬ不安をもてあまし、ひ

たすら安心立命を求めて禅寺の山門をくぐろうとするが、10 日間にわたる山籠りのの

ち、何らはかばかしい悟達を得ることの叶わないまま、空しく下山することを余儀なく

される。それというのも、宗教に救いを求めて得られない程度には、彼もまた、すでに

近代人的心性を抱えてしまっているのだからである。参禅中の宗助について、作者は、

次のように記している。「彼は門を通る人ではなかった。又門を通らないで済む人でも

なかった。要するに、彼は門の下に立ち竦
すく

んで、日の暮れるのを待つべき不幸な人で 

あった。」（208）

　では、このような苦境から、いったいどのようにして脱却できるというのだろうか。

小康は、実は、意外な方面からめぐってくる。すっかり面窶
やつ

れし、「爺
じ じ

々汚
むさ

い」（210）

姿となって帰京した宗助は、安井が坂井の弟ともどもすでに蒙古へ旅立ったという始末

を聞かされて、ひとまずは安堵の胸を撫で下ろす。やがて、季節の推移につれて、まる

で天の配剤がもたらす僥倖ででもあるかのように、にわかに事態が好転していく兆しさ

えもが現われてくる。その結果、折からの不況で心配していたリストラを免れたばかり

か、些少の増俸にも恵まれて、当座の（生活上の）解決がもたらされるに至るのである。

とはいっても、こうした偶然が、宗助を包み込む暗雲を真に吹き払ってくれるものかど

うか、にわかに断定することはできまい。なるほど、当面の危機は回避されたが、宗助

夫妻の直面する問題が、そもそも「自己の心のある部分に、人に見えない結核性の恐ろ

しいものが潜んでいる」（171）点にこそその根本原因を有するものだとするならば、近

代的人間の「自意識」にかかわる本源的な難問は、いつ又なんどきその鎌首を擡
もた

げて来

ないとも知れないからである。それかあらぬか、『門』の最終場面は、先に引いた作品

の冒頭とも平仄を合わせるかのように、次のようなやりとりで閉じられるのである。

「御米は障子の硝
ガ ラ ス

子に映る 麗
うらら

かな日影をすかして見て、

『本当に難
ありがた

有いわね。漸くの事春になって』と云って、晴れ晴れしい眉を張った。宗助

は縁に出て長く伸びた爪を剪
き

りながら、

『うん、然し又じき冬になるよ』と答えて、下を向いたまま 鋏
はさみ

を動かしていた。」 

 （217）

２　 「皮相上滑りの開化」と自意識の無間地獄―『彼岸過迄』のドラマとその
背景

　『門』連載の終了後、「修善寺の大患」による病勢の悪化という健康上の事情も手伝っ
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て、ようやく一年数ヶ月ぶりに開始された作品が、『彼岸過迄』である３）。この小説は、

＜後期三部作＞の幕開けとなる一作であるが、小説の執筆に事のほか精励であった漱石

としては比較的長期にわたったブランクを補うべく、連載に先立ち、単に型通りの序文

というには異例の緒言が付されている。それによると、自らは文壇の動向などには一切

拘泥せず、あくまでもわが道を往くのだという文学者としての自
じ じ

恃の確認を行なう一方、

何十万人にものぼる新聞読者を意識して、なるべく面白い作品を書きたいものだとする

プロ作家ならではの思いの丈
たけ

が綴られている。そのために選び取られたのが、ひとつは

探偵小説の趣向であり、今ひとつは、いくつかの短篇作品が相合してひとつの長編をな

すという短篇連作の工夫であった。（―じっさい、「結末」と題する最終章を除くと、そ

れぞれ「風
ふ ろ

呂の後」「停留所」「報告」「雨の降る日」、それに主人公「須永の話」および

その背景にまで言及する「松本の話」の全六章仕立てとして構成されている―）。前者は、

スリラー風味のプロットと相俟ってサスペンスを盛り上げることに貢献し、後者は、物

語の展開とは一見無縁な第四章「雨の降る日」の挿入をも可能とした４）。（ここで作者は、

雨の日の来客を謝絶することに決めている松本家の主人に託し、幼女の突然死を描いて

哀切を極めるが、周知の通り、この短章は、自身の愛娘雛子への深い哀悼の意味をも込

めて執筆されたものであった）。

　『彼岸過迄』の「語り」は、大学法科を出たばかりの「平凡を忌
い

む浪漫趣味」（16）の

青年田川敬太郎を視点人物として繰り広げられる。彼は、いまだに身の振り方が定まら

ず、職を探して奔走する身の上にあるが、他方、旺盛な好奇心の持ち主でもあり、狂言

廻しの語り手には、まことにお誂え向きの青年として設定されている。「自分はただ人

間の研究者否
いな

人間の異常なる機
からくり

関が暗い闇
や み よ

夜に運転する有様を、驚嘆の念を以て眺めて

いたい」（40）とする敬太郎の社会探訪は、まず第一に、同宿の男森本の経験談を聞き

書き風に書き留めるところから始まるが、肝心の中身はといえば、意外で突拍子もない

割にはまるで他愛のない話柄だけに終始する。とはいえ、やがて男が大連へと出奔する

や、その記
か た み

念として残された、いわくありげな一本の洋
ステッキ

杖が、物語を前進させる有力

な小道具として、要所要所でその威力を発揮することになる。（―興味深いことに、さ

 
３） この小説のタイトルは、明治 45 年の正月から連載を始め、彼岸過迄書き続けてみようとの

意図から名付けられたもので、森田草平や小宮豊隆といった門弟たちに指示して決めさせた 
『門』ともども、漱石自身、タイトルの命名にはすこぶる無造作であったことが分かる。

４） 因みに、「サスペンス」とは、デイヴィッド・ロッジの文学論『小説の技巧』（白水社）によれ 
ば、「特に冒険小説、およびスリラーの名で呼ばれる、探偵小説と冒険小説を混ぜ合わせたよ
うな読み物と結び付けられることの多い文学的効果で」「受け手の頭の中に疑問を呼び起こし、
答えの提示を遅らせることで関心を引きつけておこうとする」（28）手法であると説明されて
いる。
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きに触れた「雨の降る日」の語りが引き出されるのも、田川が、怪しげな蛇の頭を彫り

込んだ竹の洋
ステッキ

杖を見せる約束をすることをきっかけとしてであるし、また、物語の核心

となる須永の長い繰り言が幕を開けるのも、その洋杖に 唆
そそのか

されるようにしてなのであ 

る―）。

　第二章「停留所」に初めて登場する田川の友人須永市蔵こそ、『彼岸過迄』の主人公

というべき人物であるが、彼は、「法律を修めながら役人にも会社員にもなる気のない、

至って退
たいえい

嬰主義の男」（38）で、今は母親と一緒に暮らしている。二人きりであるはず

の住
す ま い

居の玄関を潜る若い女の影を見
み そ

初めた敬太郎は、早速、その正体を突き止めようと、

持ち前の好奇心を発揮して、折りあらば、市蔵にも詰問してみようと思い立つ。しかし、

それはまだ、ここでは伏線のままにとどめられる。田川は、この章の後半になってよう

やく、文銭占いの婆さんの思わせぶりな予言にも焚き付けられ、かねて就職の斡旋を依

頼してあった須永の叔父田口に直接の接見を申し入れる。ところが、そこで手始めに提

案された仕事はといえば、意外なことに、四十恰
がっこう

好の中折れ帽の男を尾行し、「彼が電

車を降りてから二時間以内の行動を探
たんてい

偵して報知しろ」（88）というものであった。

　このことを契機として、やおら田川の念願としていた探偵ごっこが開始される。ス

テッキを持って下宿を出た敬太郎は、とかくの困難を凌
しの

いだのち、どうやら 件
くだん

の男と

思
おぼ

しい人物が、白い襟巻と長いコートを着た色白の若い女と停留所で待ち合わせ、西洋

料理店で親しく語り合う逢瀬の一部始終を目撃する。しかしながら、その顛末は、第

三章「報告」で明かされる通り、悪
いたずら

戯好きの剽
ひょうきん

軽者田口のたくらみに乗せられたもの

で、詰まるところ、男は、須永のもうひとりの叔父の松本、女は、田口の娘で、市蔵の

従妹となる千代子という、いずれも主人公と密接な関係をもつ人たちばかりに過ぎな 

かった。このように、いざ、その正体が突き止められてみると、たとえ謎解きの興味が

どんなに読者の好奇心を誘発するものであったにしても、実は、種明かしできるような

謎は、結局のところ何ほどのものでもなかったことが明らかになる。

　こうして、ここからは、単なる探偵ごっこによってでは解決することのできない謎、

いうならば本来の謎の追求へと移ってゆく。それは、ひとの生死や「近代人」という人

間存在の宿
しゅくあ

痾にまつわる謎であり、「個我意識」がぶつかりあって軋みを立てる、ひと

とひととの関係の不可思議さに他ならない。５）おそらくはそのために、田口に「報告」

した直後の田川の心意は、たとえば次のように描出されるのだ。「敬太郎は帰り途
みち

に、

 
５） 新聞連載の第一作『虞美人草』の甲野さんは、人間存在の謎について、その日記に、たとえ

ば次のように書き付けている、「宇宙は謎である。謎を解くは人々の勝手である。勝手に解い
て、勝手に落ち付くものは幸福である。疑えば親さえ謎である。兄弟さえ謎である。妻も子も、
かく観ずる自分さえも謎である」（新潮文庫、45 ページ）。
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今会った田口と、これから会おうという松本と、それから松本を待ち合わした例の恰
かっこう

好

の可い女とを、合せたり離したりして頻
しき

りにその関係を考えた。そうして考えれば考え

る程一歩ずつ迷
メ ー ズ

宮の奥に引き込まれる様な面
おもしろみ

白味を感じた。今日田口での獲
え も の

物は松本と

いう名前だけであるが、この名前が色々に錯
さくそう

綜した事実を自分の為
ため

に締め括
くく

っている妙

な 嚢
ふくろ

の様に彼には思えるので、其所から何が出るか分らないだけそれだけ彼には楽し

みが多かった。」（144）

　とはいえ、見逃すわけにいかないのは、主人公須永市蔵に関連する主
テ ー マ

題が次第に迫
せ

り

上がってくるにつれて、視点人物とその「語り」もまた同時に転換されていかざるを得

ないという事実であろう。じっさい、迷宮のように錯綜した人間関係の剔
てっけつ

抉など敬太郎

の腕ではとうてい荷が重いとみえて、作品の後半、語りの視点は、徐々に、より重要な

人物のそれへと移行していく。それゆえに、千代子との複雑な心模様については、須

永自身の語りを通して、またその出生の秘密や生い立ちの裏事情については、「高等遊 

民」（150）を自称し、市蔵に対してもっとも大きな影響力をもつと自任する松本の口か

ら語られることになるのである。（―第五章「須永の話」は、いまだ田川の先導によっ

て導き出されるとはいうものの、それに続く第六章「松本の話」は、一章分がまるまる

一人称の語りに終始することで、語り手としての敬太郎の影は確実に薄くなっているこ

とがわかる。もっとも、彼は、最後の「結末」に至ってふたたび顔を覗かせることにな

るのではあるが、そこでは、かろうじて総括の役割を担うだけで、もはや局外者のそれ

と何ら異なるものではない。―）６）

　敬太郎と連れ立っての散歩の途次、問われるままに語り出される「須永の話」は、 

もっぱら両親とのエピソードを含めた生い立ちをめぐってのものであるが、その中心を

なすのは、千代子とのなれそめと、その複雑な人間関係についての自己表白である。千

代子の父田口が須永の母の妹婿に当たるので、ふたりはいとこ同士ということになる

が、市蔵の母のたっての所望で、また許
いいなずけ

婚の関係にもある。（その結果、千代子は、須

永の家にしばしば出入りする懇意の間柄という事情とも絡んで、かつて田川がその門前

で見かけた後姿の女と同一人物であり、実は、取りも直さず停留所の女なのでもある）。

それにもかかわらず、―否、むしろそうだからとでもいうべきであろうか―彼らの情愛

は、互いを意識しつつも一向に「即かず離れず」の関係を超え出てゆくことができない。

とりわけ須永のためらいは、どうやらその狷
けんかい

介な心性にこそ起因している。市蔵は、自

 
６） 「結末」において敬太郎は、「彼の役割は絶えず受話器を耳にして『世間』を聴く一種の探訪に

過ぎなかった」（306）と述べて、事態の奥深くへ参入できなかったことの物足りなさと仕合わ
せとをふたつながらに噛み締めながら、詰まるところ、彼の社会探訪は、「 殆

ほとん

ど冒険とも探検
とも名付けようのない児戯であった」（307）と総括している。
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分自身、「高等教育を受けた証拠として、今
こんにち

日まで自分の頭が他
ひと

より複雑に働らくのを

自慢にしていた。ところが何時かその働らきに疲れていた。何の因果でこうまで事を細

かに刻まなければ生きて行かれないのかと考えて情なかった」（256）と述懐する。彼は、

さらに「神経の鋭どく動く性
た ち

質だから、物を誇大に考え過したり、要らぬ僻
ひが

みを起して

見たりする幣がよくある」（200）といい、「僕の思い切った事の出来ずに愚図愚図して

いるのは、何より先に結果を考えて取越苦労をするからである」（214）とも告白している。

このような性向は、かたくなな自尊心や自意識とも繋がって厄介を極めるが、ものごと

に恬淡となれないことによって懊悩を深め、それがまた、無用の疑心暗鬼を募らせると

いう悪循環に陥る危険性とも決して無縁のものではない。７）

　こうした心的状態がもっともあからさまに露出する場面があるとすれば、それは、言

うまでもなく、白熱した三角関係の局面においてであろう。須永は、大学三年生から四

年に移る年の夏休み、鎌倉の保養地で田口家の知人高木との鞘当に巻き込まれ、思わぬ

胸のざわめきを抑えられぬまま、制御しえないこころのもどかしさと遣り場のない内面

の苦衷をもてあます。それは、いわば三者関係の力学によってこそもたらされたもので

あり、「この怪しい力の 閃
きらめき

を物
もの

凄
すご

く感じ」（247）取った市蔵は、たまらず鎌倉から遁走 

し、「貴方は卑
ひきょう

怯だ」（271）と千代子から詰
なじ

られるような始末なのである。須永は、自分

とはまったく対照的に、「千代子が風の如く自由に振舞うのは、先の見えない程強い感情

が一度に胸に湧
わ

き出るからである」（214）と語っているが、このようにして対比される 

「恐れない女と恐れる男」（214）という対立の構図が、ますます自身の偏屈と依怙地を

助長してやまないのだ。そして、こうした場面で露呈される「僻み」の背景にまで言及

し、その後の展開をも見届けようと図るのが、つづく第六章「松本の話」であると言っ

ていい。８）

　須永の話が、自らの来歴の表白であるとともに、自己分析の様相をも呈しているとす

ると、彼自身が知らなかった出生の秘密を明かすと同時に、また別の角度からする受け

止め方を提示しようとするのが、松本の語りである。（―そこでは、仮に同じ事象の解

釈をめぐって、価値観の相違や視点の違いからくるズレや喰い違いが生じたとしても、

両者をつぶさに突き合わせることにより、複合的な読みの可能性を提供するものとも

 
７） 何かにつけては屈託し、自意識の苦悩を深めてしまわざるをえないという内向的人間の性向

は、『行人』の一郎や『こころ』の「先生」ともまた同型のものであり、推測するところ、彼
らの心事の追求は、同時に漱石自身の自己解剖でもあったと言えそうである。

８） 市蔵は、父親を早くに亡くしたあと、過剰な思い入れを窺わせる母親の言動にかすかな疑念や
引っかかりを感じないではいられなかったが、その背景事情については、やがて松本の陳述に
よって明かされるという構成になっている。
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なっている―）。

　松本の見立てによれば、「彼等
ら

は、離れる為
ため

に合い、合う為に離れると云った風の気

の毒な一対
つい

を形作っている」ので、「夫婦になろうが、友達として暮らそうが、あの衝

突だけは到底免
まぬ

かれる事の出来ない、まあ二人の持って生れた、因果と見るより外に仕

方がなかろう」（275）ということになる。そうであるなら、ふたりの結婚の成り行きは、

他人がどうとやかく言ってみても、それでどうにかなるという性格のものでもないであ

ろう。しかしながら、こと「自我より外に当初から何物も有
も

っていない男」（278）市蔵

の「僻み」に関しては、単に個人的な性癖であるという以上に、時代特有の病弊とし

て、なおいくばくかの検討を加えてみようとするのが、第六章の趣意であるように思わ 

れる。

　松本は、とある学者の講演を引き合いに出し、「その学者は現代の日本の開化を解剖

して、かかる開化の影響を受ける吾
われ

等
ら

は、上滑りにならなければ必ず神経衰弱に陥いる

に極
きま

っているという理由を、臆
おくめん

面なく聴衆の前に暴
ば く ろ

露した」（285）と述べているが、も

とよりこれは、漱石自身の言葉そのものに他ならない。念のため、漱石の講演「現代日

本の開化」を引けば、日本の近代化は内発的ならぬ外発的なものであり、だからこそ、

否応なく皮相上滑りに滑ってゆくしかない宿命のもので、仮に滑るまいと思って踏ん張

ろうとしようものなら、必ず神経衰弱に陥るしかないのだという「悲観的な結論」を指

摘したものであった。まさに、このような「誠に言
ごんごどうだん

語道断の窮状」（三好行雄編『漱石文

明論集』、岩波文庫、36 ページ）に際会し、市蔵の苦悶もまた生じているのだと見なくては

なるまい。

　松本の分析はこうである。「市蔵という男は世の中と接触する度に内へとぐろを捲
ま

き

込む性
た ち

質である。だから一つ刺
し げ き

戟を受けると、その刺激がそれからそれへと廻
かいてん

転して、

段々深く細かく心の奥に喰
く

い込んで行く。そうして何
ど こ

処まで喰い込んで行っても際限を

知らない同じ作用が連続して、彼を苦しめる。仕舞にはどうかしてこの内面の活動から

逃れたいと祈る位に気を悩ますのだけれども、自分の力では如
い か ん

何ともすべからざる呪
のろ

いの如
ごと

くに引っ張られて行く。そうして何時かこの努力の為に斃
たお

れなければならない、 

たった一人で斃れなければならないという怖
おそ

れを抱
いだ

くようになる。そうして気
きちがい

狂いの様

に疲れる。これが市蔵の命
めい

根
こん

に 横
よこた

わる一大不幸である。」（276）

　では、このような、際限のない自意識の無間地獄は、いったいどのようにして克服で

きるというのだろうか。「この不幸を転じて 幸
さいわい

とするには、内へ内へと向く彼の命の

方向を逆にして、外へとぐろを捲き出させるより外に仕方がない。外にある物を頭へ運

び込むために眼
め

を使う代りに、頭で外にある物を眺
なが

める心持で眼を使うようにしなけれ

ばならない。天下にたった一つで好いから、自分の心を奪い取るような偉いものか、美

くしいものか、優しいものか、を見
み

出
いだ

さなければならない。一口に云えば、もっと浮
う わ き

気
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にならなければならない」と松本は忠告する。しかし、そんなことなら、須永もまた、 

とっくの昔に承知していたことに違いなかった。問題はむしろ、「けれども実行は未
いま

だ

に出来ないで掻
もが

いている」（276 - 7）という点にこそあったのである。

　「一切の秘密はそれを開放した時始めて自然に復
かえ

る落
らく

着
ちゃく

を見る事が出来る」（285）と

の持説を抱懐する松本は、市蔵に面と向かって、彼の出生の事実を打ち明ける。こころ

の動揺を抑えることのできない須永は、とかくの逡巡ののち、卒業試験を済ませるが早

いか、当て所のない旅行に出立することを思い立つ。自由な空気を呼吸し、新たな経験

を積むことによって、あわよくば自己変革の可能性を望み見ようとの魂
こんたん

胆なのである。

そして、果たせるかな、若干の変化の兆しは、市蔵自身の口から洩らされることになる。

彼は、旅先から書信を送り、やわらかな京都弁に触れて穏やかな気持ちを取り戻し、土

地の人々に接してはこころをなごませたとしたためている。さらに、「考えずに観るの 

が、今の僕には一番薬だと思います」（305）との自己認識をも披瀝している。それにし

ても、このことをもって、ただちに明らかな光明が見出されたと言えるものなのかどう

か。須永自身、叔父への手紙を締め括るに当たって、「僅かの旅行で、僕の神経だか性

癖だかが直ったと云ったら、直り方があまり安っぽくて恥ずかしい位です」（305）と書

き添えているところを見ると、どうやらその可能性は、いまだ心弱いままであるという

しかあるまい。まさにそうなればこそ、この問題は、さらに次作にも引き継がれてゆか

ざるを得ない性格のものであろうことは、もはや自明であると言っていい。

３　近代的思考形態の隘
あいろ

路と脱却の方途―『行人』の先に見えてくるもの
　ともに近代人としての強い自意識をわけもった男女の心模様を、夫婦間の葛藤と相克

を主題に、真っ向正面に引き据えて描こうとしたのが、『行人』である。ここでは、恒

例の三角関係が、兄嫁を内に挟んだ実の兄弟のあいだに設定されているところが異様と

いえばそうもいえるが、それだけにいっそう苛烈な掘り下げが目論まれていたのだと見

ることもできる。構成の上では、先述のように、まずは副主人公格に当たる作中人物の

語りが先導し、主題の深まりとともに次第に主人公の内面表白へと移行していくのが

『彼岸過迄』の構成であったとすると、そのような書法は、ここでもまた踏襲されてお 

り、前作が、ひとつの雛型を築いたのだということができよう。

　『行人』は、「友達」「兄」「帰ってから」「塵
じんろう

労」の 4 章から出来ているが、その大部分 

は、長野家の次男二郎の視点を通して描出される。夫婦間の相互理解やその根源的なあ

り方をめぐって展開する作品の主題にふさわしく、冒頭にまず、母方の遠縁に当たる岡

田夫妻や二郎の友人三沢に所
ゆ か り

縁の女性たちをはじめとし、さまざまな形の男女関係の様

態が紹介される。いわばそのような地ならしをした上で、物語の核心をなす兄夫婦の問

題へと、おもむろにその焦点を移してゆくという段取りなのである。
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　兄一郎は、学者で「見識家」（90）とされる一方、長男として我儘放題に育ったばか

りに自らを絶対視しないではいられない人物で、妻・直
なお

とのあいだに一女をもうけた

仲でありながら、「霊も魂も所
いわゆる

謂スピリットも摑まない女と結婚している」（124）こと

に満足できず、妻の本心を確かめたいと、弟に対してさえ、「直の節操を御前に試して

貰いたいのだ」（131）との無理難題を吹っかけずにはいられない。９）むろん、二郎が、

「他
ひと

の心なんて、いくら学問をしたって、研究をしたって、解りっこないだろう」（125）

と応じるように、他人の底意にいかに思いを巡らせてみても、ただ猜疑心を募らせ煩悶

を深めるばかりで、いつまでたっても一向に確信を得ることなどできる相談ではない。

　直もまた、弟の眼には、「何物にも拘泥しない天真」の持ち主で「始から囚
とら

われない

自由な女」（284）であるがゆえに、いわば「同じ型に出来上ったこの夫婦は、己の要す

るものを、要する事の出来ないお互に対して、初手から求め合っていて、未
いま

だにしっく

り反
そり

が合わずにいるのではあるまいか」（108）と映っている。

　しかしながら、作家漱石の心中には、また結婚という社会制度への根深い疑念も巣

くっていたようで、作品の随所にそのことを忍ばせるいくつかの場面が 鏤
ちりば

められてい

る。たとえば、一郎は、ダンテ『神曲』中のパオロとフランチェスカの不倫の恋を話題

に上
のぼ

せ、「人間の作った夫婦という関係よりも自然が醸
かも

した恋愛の方が実際神聖だから、

それで時を経
ふ

るに従がって、狭い社会の作った窮
きゅうくつ

屈な道徳を脱ぎ棄
す

てて、大きな自然

の法則を嘆美する声だけが、我々の耳を刺
し げ き

戟するように残るのではなかろうか」（244）

という考えを表明するばかりか、後には、結婚前後の女性を比較して、「どんな人の所

へ行こうと、嫁に行けば、女は夫のために 邪
よこしま

になるのだ。そういう僕が既に僕の妻
さい

をどの位悪くしたか分らない。自分が悪くした妻から、幸福を求めるのは押が強過ぎ

るじゃないか。幸福は嫁に行って天真を損われた女からは要求できるものじゃないよ」

（386）とまで言い切っている。（―そういえば、作者はすでに、処女長編『吾輩は猫であ 

る』の作中人物迷亭君のことばを借りて、「あらゆる生存者が 悉
ことごと

く個性を主張し出」

すと、誰ひとり結婚などしなくなる、「つらつら目下文明の傾向を達観して、遠き将来

の趨
すうせい

勢を卜
ぼく

すると結婚が不可能の事になる。驚ろくなかれ、結婚の不可能」（新潮文庫、

 
９）このような人物を繰り返し作品に登場させる漱石に、吉本隆明は、資質としての「パラノイア

性の病気とか、病気に近いもの、あるいは性格」（『漱石を読む』、筑摩書房、188 ページ）を
読み取っている。「パラノイア」というのは、何かにつけて妄想を膨らませ、際限のない無間
地獄をさ迷うあまり、持病の神経衰弱を極端にまで嵩じさせてしまう妄想形成の病症のことで
あるが、とはいえ人のこころを摑みたいとする願望は、何もひとり男性だけに限られたことで
はない。たとえば、父親の話のなかで取り上げられる盲目の女の場合もまた、「この眼は潰

つぶ

れ
てもさほど苦しいとは存じません。ただ両方の眼が満足に開

あ

いている癖に、他
ひと

の料
りょうけんがた

簡方が解
らないのが一番苦しゅう御座います」（221）と訴えて止まないのである。
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456 ページ）とも指摘していたのであった―）。

　自然と人工の対立と角
かくちく

逐、とりわけ恋愛に基づくことの珍しかったであろう大家族制

度のもとでの桎梏は、当然のことながら、長男の嫁・直の鬱屈した心理状態とも無関係

ではありえない。少なくとも、台風に降り込められた停電の一夜、和歌山の宿で洩らさ

れる彼女の激越なことばは、そのことを物語って余りあるものともいえようが、二郎に

は、（いまだ）そうした錯雑した心事を真正面から受け止めるに足るだけの胆力に欠け

ている。10）してみれば、一郎夫妻の結婚問題の追求は、いずれ退場を余儀なくされた

二郎に代わって登場する H さんの観察と報告に委ねられることになる。

　H さんは、一郎の大学の同僚であるとともに、かつての三沢の先生にも当たる人物で

あるが、いよいよ兄の精神的変調を見咎めた二郎は、その先行きを心配し、友人を介し

て、兄を気分転換の旅に連れ出してもらえまいかと懇請する。これ以降、旅先での彼の

言動の一部始終は、求めに応じた H さんの報告によって担われることとなる。しかし、

ここでもまた、前作の 顰
ひそみ

にならい、単に個人的事情だけにはとどまらぬ、後進国特有

の社会事象にまつわる問題意識が付け加わっている点には格別の注意が求められよう。

「上滑りの御上手ものだけが存在し得るように出来上がっている」とされる「今の日本

の社会」（228）には、「何をしても、其処に安住する事が出来ない」「何をしても、こん

な事をしてはいられないという気分に追い掛けられ」（341）不安と焦燥感に駆られるひ

とたちで満ち溢れている。それは、「何処まで行っても休ませて呉れない」（343）開化

のもたらす当然の成り行きなのであるが、急き立てられ追い詰められて気の休まる暇が

ないという点においては、一郎もまた、何ら例外などではありえない。

　ところが、七ヶ月間の中断を挟んで再開された最終章「塵
じんろう

労」の後半部分においては、

特に次の二つの観点が前面に押し出されようとしているように思われる。ひとつは、台

頭著しい近代科学に内在する対象化的思考の問題性であり、今ひとつは、理性を専らと

する近代人通有の意識形態に関わる論点である。特に前者は、機械技術の発展とその活

用法とも連動し、およそ何事に対しても、これを支配し征服しないではいられない近代

人的心性を生み出している。（それがまた、「開化」を強いてくる当のものであることに

はあらためて贅言を要しまい）。そして、後者についても、一郎が、「己は講義を作るた

 
10） 直は、「真面目」な顔をして、「妾死ぬなら首を縊

くく

ったり咽
の ど

喉を突いたり、そんな小刀細工をす
るのは嫌

きら

いよ。大水に攫
さら

われるとか、雷火に打たれるとか、猛烈で一
ひといき

息な死に方がしたいんで
すもの」（163）と言い放ち、「何時でも覚悟が出来てる」（165）という『それから』の三千代
の姿を髣髴させて印象的だが、二郎は、「自分は小説などをそれ程愛読しない嫂から、始めて
こんなロマンチックな言葉を聞いた。そうして心のうちでこれは全く神経の昂

こうふん

奮から来たに違
いないと判じ」（163）るばかりで、いっかな真正面から太刀打ちすることができないでいるの
である。
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めばかりに生れた人間じゃない。然し講義を作ったり書物を読んだりする必要があるた

めに肝心の人間らしい心持を人間らしく満足させる事が出来なくなったのだ」（192）と

述懐する通り、 歪
いびつ

に理智が勝ちすぎるあまり、いわば魂の領分、つまりは「 情
じょう

」や

「情
なさ

け」といった「心の他
ほか

の道具」（374）が追いついていかない性向が露呈して、対
ひ と

者

との優しい通じ合いが成立しなくなってしまっているのである。そのような、「頭は 確
たしか

である、然し気はことによると少し変かも知れない」（365）ともされる近代人的心性の

臨界に直面しながら、一郎は、ついに「死ぬか、気が違うか、それでなければ宗教に入

るか。僕の前途にはこの三つのものしかない」（357）とまでに思い詰める。しかしながら、

ただ当面の難事を回避して、素朴自然に立ち還りさえするならば、それで万事解決とい

うことになるわけではない。肝腎なのはむしろ、悪路に難渋しながらも、何とかこれを

耐え忍び、先へと進んで突き抜けること、そして透徹することに他ならない。（―じじつ、

一郎は、「宅
うちじゅう

中で一番欲
よく

の寡
すく

ない善良な人間」（381）であるお貞さんと「一所に住んで

いたら幸福になれると思うか」との問いに答え、「僕はお貞さんが幸福に生れた人だと

云った。けれども僕がお貞さんのために幸福になれるとは云やしない」（385）との留保

をつけることを忘れてはいない―）。おそらくは、こうした論議の延長線上に持ち出さ

れてくるのが、昔日の禅僧・香厳の逸話だと言わなくてはならない。

　香
きょうげん

厳というのは、あまりに「聡
そうめい

明霊利に生れ付いた」がゆえに「多知多解が 煩
わずらい

をな 

し」（382）、禅師のもとでは、ついに達観することの叶わなかった僧侶のことであるが、

彼は、「一切を放
ほ う げ

下し尽くし」「竹
たけ

藪
やぶ

に中
あた

って戛
かつぜん

然と鳴」る石の「朗かな響きを聞いて」

ようやくのことで悟りを開き、「そうして一撃に所知を 亡
うしな

う」（383）悟達の境地に至っ

たのだという。ここには、対者や自然を対象化して我が物にしようとするのではなく、

相手に自己をあずけ、むしろ我を忘れることで主客合一の究極境に達するのだという 

「絶対即相対になる」（370）ことの要諦が示されている。わが身を捨て、自他合一をは

たすこと、実は、そのことこそ、かえって自己存在を充実させることの前提要件になる

のだという、いわば近代知を克服するためのひとつの方途が示唆されているのだと言い

換えることもできる。H さんは一郎に向かって、「蟹に見惚れて、自分を忘れるのさ。

自分と対象とがぴたりと合えば、君の云う通りになるじゃないか」（378）と諭す一方、

二郎に宛てた書信のなかでは、次のように予言してもいるのであった。

　「私は天下にありとあらゆる芸術品、高山大河、もしくは美人、何でも構わないから、

兄さんの心を悉
しっかい

皆奪い尽して、少しの研究的態度も萌
きざ

し得ない程なものを、兄さんに与

えたいのです。そうして約一年ばかり、寸時の間断なく、その全勢力の支配を受けさせ

たいのです。兄さんの所
いわゆる

謂物を所有するという言葉は、必
ひつきょう

竟物に所有されるという意

味ではありませんか。だから絶対に物から所有される事、即ち絶対に物を所有する事に

なるのだろうと思います。神を信じない兄さんは、其処に至って始めて世の中に落付け
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るのでしょう。」（379 - 380）

　ところで、H さんの分厚い手紙は、やがて、その到着を心待ちにしていた二郎のもと

へと届けられるが、その内容もさることながら、その書法についても注目を怠るわけに

はいかないであろう。すなわち、報告内容がクライマックスにさしかかる段になって、

H さんは、「貴
あ な た

方も現代の青年だから宗教という古めかしい言葉に対してあまり同情は

持っていられないでしょう。私も小むずかしい事は成るべく言わずに済ましたいのです。

けれども兄さんを理解するためには、是非とも其処へ触れて来なければなりません。あ

なたには興味もなかろうし、又意外でもあろうけれども、（中略）辛抱して此処のとこ

ろを飛ばさずに読んで下さい。辛抱さえなされば、貴方には能く解る事なんです。（中略）

貴方も少し真面目になって、聞き慣れない字
じ め ん

面に眼を御注ぎなさい」（368 - 9）との注記

をわざわざ書き添えているところを見れば、明らかに二郎を作品の要請する「モデル読

者」として想定していることがわかる。11）

　旅に出立してからほぼ一週間後、その最終局面に至って、ふたりは、鎌倉は紅
べに

が谷
やつ

の

草庵めいた別荘に投宿することになるが、そこで一郎は、意外にも、自然の 内
うちふところ

懐 に抱

かれて、ひたすら安堵の眠りを眠り続ける。長く不眠に悩まされ続けてきた一郎にして

みれば、救いの兆しといえばいえようが、果たしてそれが、「安心立命」の大団円をも

招き寄せることになるか否かは、ここでもまた、予断を許さない疑問であると見るべき

であろう。そのことを暗示するかのように、H さんの手紙は、こう閉じられるのであ

る。「兄さんがこの眠から永久覚めなかったらさぞ幸福だろうという気が何処かでしま

す。同時にもしこの眠から永久覚めなかったらさぞ悲しいだろうという気も何処かでし

ます。」（389）

　H さんのこの両義的な見解を、では、二郎は、どのように受け止めようとするのだろ

うか。そのことについては、作中、いかなる記載も存在しないので、その読解は、ひと

えに読者にのみ委ねられているというしかないであろう。 翻
ひるがえ

って顧みるなら、実は、

そのような隙間や空所は、作品の随所に口を開けていたものであった。たとえば、二郎

と直は、一郎と結婚する前からの旧知の間柄とされているが、その経
いきさつ

緯についてはまっ

たく触れられることがないのだし、また、結婚を目前にした貞の流した涙の意味も、空

白のままに取り残される（一郎は、H さんとの旅行に先立って、婚姻が決まった小間

 
11） 「モデル読者」という概念については、ウンベルト・エーコによる『物語における読者』（篠原

資明訳、青土社）が明快である。エーコは、作者の「考えていたとおりに、テクストの顕在化」
（87）に協力すべく誘われるような読者のことを「モデル読者」と呼び、「モデル読者とは、ひ
とつのテクストがその潜在的内容を十全に顕在化されるために、充たされるべき幸福の条件

0 0 0 0 0

、
それもテクスト的に確立された条件の集合のことなのだ」（97 - 98）と定義している。
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使いの貞を書斎に呼んで、三十分ばかりなにごとかを語り聞かせるが、その中身はまっ

たく明かされることがないので、その直後の涙の謂われもまた推測の域を超え出ること

ができない）。したがって、そうした空所は、受け手の想像力を刺激して、その解釈は、

なお読者に開かれたままなのである。12）

４　 「明治の精神」に殉じる者たちの世代認識と倫理観―『こころ』における「モ
デル読者」とはいったい誰か

　< 後期三部作 > の締め括りとなる作品は、もっとも端的に『こころ』と名付けられ

ている。人の心の汲み尽くし難い奥深さと得体の知れない暗闇を追求し続けたシリーズ

の最終作として、まことに相応しい表題というべきであろうか。また、叙述法やスタイ

ルの点においても、明らかに前二作の衣鉢を継いだと思われる同工異曲の構成が採られ

ている。

　少なくとも次の三点は、いずれの小説にも共通した顕著な類似性を示すものだと言っ

ていい。13）

　１） 短篇連作の形態をなしており、そのことで、「語り」が単一の視点からのみ統制

的に行なわれるのではないこと（「上　先生と私」「中　両親と私」「下　先生と

遺書」の三部構成でできている）。

　２） 視点人物（「私」）の語りによっていくつかの謎めいた伏線が提示され、主題の展

開につれて、次第に物語の核心へと分け入ってゆくこと（但し、前半でほのめか

された謎―それは、ほとんどが「先生」の発言にまつわるものである―を解くこ

とそれ自体に、必ずしも作品本来の比重がかけられているわけではない）。

　３） 「モデル読者」に宛てた主人公（「先生」）の長い自己表白で閉じられること。（―

『行人』での主人公一郎の心事は、いまだ旅行の同行者 H さんの視点からのみ描

き出されるだけであったが、ここでは、その役割を当事者たる主人公自身が担う

かたちになっている―）。

 
12） 「空所」ないし「不確定箇所」の意義とその読み取り方をめぐっては、いずれ稿を改めて論じ

る心
つ も り

算でいるが、先行文献のなかでは、フッサールの高弟ロマン・インガルデンを始祖とす
る「読書の現象学」、ならびにヤウス、イーザーらに代表される「受容美学」の系譜の論議が
参考になる。

13） さらに、もう一点、注目される特徴を挙げるとすれば、『こころ』では、極力、作中人物の固
有名が避けられており、そのことと相即して、単なる個別事情を超えた、範例的かつ理念的な
追求をいっそう容易にする条件が整えられていると見られる点である。（―じっさい具体的な
名前を持つのは、「先生」の奥さんや「私」の母親等、ごく少数の例外的な人物だけに限られ
ており、それも、もっぱら呼びかけの台詞を書く必要上からであったろうと考えられる―）。
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　ところで、『こころ』は、当初、「先生の遺書」と題して連載されたもので、主人公が

もはやこの世の人でないことは予め周知の事実として説き起こされている。したがって、

興味の焦点は、決して「先生」の生死の如何を問うところにあるのではなく、あくまで

も遺書の背景、つまりは自殺の真相を解き明かすことへと差し向けられる。そればかり

か、ここで検討してみようとする数個の論点は、お互い密接に連関しつつ、主題構成の

核心を形作っているように思われる。

　大学生である「私」は、鎌倉の海辺で「先生」と出会い、はじめはただの好奇心から、

やがて、その不思議な魅力に惹かれて宅にも出入りするようになってゆく。ところが、

いっけん平穏にみえる「先生」夫妻にも、何やら複雑な事情が秘められているようで、

当の「先生」自身、「人間全体を信用しない」（38）などと広言しては、容易に他
ひ と

人を寄

せ付けようとはしないのだ。だが、そのような「先生」が、誰にも一切洩らすことのな

かった心の裡を、何
なにゆえ

故、親子ほどにも年
と し

齢の離れた「私」にだけは打ち明けようとする

気になるのだろうか。また、そもそも「先生」が自殺に追い詰められるとは、一体、い

かなる理由があってのことなのか。しかも、その遺書が、ほとんど「私」だけを名宛人

としているのは、どのような事情に基づくものなのか。これらの疑問は、さらに、自殺

の動機の一つに、突然のようにして、「明治の終焉」が取り沙汰されねばならないのは

何故なのか、というもう一つの謎とも繋がって、いずれも得心のいく解答を迫ってくる

ものだと言わなくてはなるまい。

　しかし、解かれるべき最大の謎というべき「先生」の自殺の真因、とりわけ三角関係

の相手となる友人 K の失恋との因果関係については、特に慎重な吟味が求められるよ

うに思われる。なるほど、遺書において、「先生」は、「私は K の死因を繰り返し繰り

返し考え」（260）「K は正しく失恋のために死んだものとすぐ極めてしまったのです」と、

いったんは 認
したた

めている。「しかし段々落ち付いた気分で、同じ現象に向って見ると、そ

う容
た や す

易くは解決が着かないように思われて来ました」とも記し、「私は仕舞に K が私の

ようにたった一人で淋
さむ

しくって仕方がなくなった結果、急に所
しょけつ

決したのではなかろうか

と疑い出しました」（261）と考え直してもいるのであって、ともすれば誤解されかねな

い推論、すなわち、K の自殺の要因を失恋であると同定し、それも、先生が出し抜いた

ことに起因するものと断定する見解は、はたして本当に当を得たものかどうか、あらた

めて問い直してみることが必要となってこよう。

　それにしても、「淋しくって仕方がなくなった結果」「所決」するとはいったいどうい

うことなのか。さきに、「先生」は「私」との対話のなかで、「自由と独立と己
おの

れとに充
み

ちた現代に生れた我々は、その犠
ぎ せ い

牲としてみんなこの淋しみを味わわなくてはならな 

い」（39）のだと語っており、「人間の胸の中に装置された複雑な器械」（227）であるこ

ころの淋しさは、ひとえに近代人特有の孤独や我執がその原因をなしているからだとの
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認識を示している。K もまた、「御嬢さんに対する切ない恋」（220）を自覚することに

より、どうやら心内の苦悶と自己の矛盾とを思い知らされたに違いない。真宗寺の次男

坊として生まれた K は、常々、「精神的に向上心がないものは馬鹿だ」（208）と明言し、「道

のためには凡てを犠牲にすべきものだと云うのが彼の第一信条」（232）であったが、「自

分の矛盾などをひどく非難される場合には決して平気でいられない質
たち

」（235）でもあっ

て、そのことと「自殺」とは、あながち無関係ではなかったものと看做すことができ 

よう。「先生」に宛てた K の短い手紙には、「自分は薄志弱行で到底行先の望みがない

から自殺するというだけで」「もっと早く死ぬべきだのに何故今まで生きていたのだろ

うという意味の文句」（249）ばかりが綴られていたのだという。なるほど、こうした

「寧
むし

ろ抽象的」（249）な理由付けは、自殺の動機としていまだ根拠薄弱なものと言うべ

きかも知れない。おそらくそのことは、「先生」もまた、自ら察知していなかったわけ

ではない。それにもかかわらず、彼が、K の発した「覚悟」という言葉を思い起こし、 

「凡ての疑惑、煩
はんもん

悶、懊
おうのう

悩、を一度に解決する最後の手段を、彼は胸のなかに畳み込ん

でいるのではなかろうかと疑ぐり始めた」（238）のは、ひとえに、K が、そしてまた「先

生」が育まれた時代特有の世代意識に起因している。

　『こころ』における前二作とのもっとも大きな相違点は、推測するところ、作者の世

代にはるかに近く、少なくとも「明治 15 年以前」の空気を呼吸したことのある年齢層

に属すると思
おぼ

しい「先生」の語りが挿入されているという点であろう。14）そこには、

自己の願望や自然の欲求に忠実たらんとする近代的自我に目覚めながらも、なお、これ

を野放図に押し展
ひろ

げてはいけない過渡的心性が示されており、明らかに「明治に生まれ

明治に育った」漱石自らの時代認識の反映を窺い見ることができる。そして、そのこと

が、「明治の精神」への殉死ともまた重ねて言及される所以のものとなっている。

　明治維新の前年に生を享けた漱石は、明治天皇の崩御と、その直後の乃木大将の殉死

に際会し、自らの来歴をも省みて、あらためて自己確認を行なう機縁を得たものと考え

られよう。そして、おそらくはそれゆえに、「先生」もまた、こう書いているのだ。「そ

の時私は明治の精神が天皇に始まって天皇に終ったような気がしました。最も強く明治

の影響を受けた私どもが、その後
あと

に生き残っているのは必
ひつきょう

竟時勢遅れだという感じが

烈
はげ

しく私の胸を打ちました。」（265）

　「私は妻に向ってもし自分が殉死するならば、明治の精神に殉死する積りだと答えま

 
14） 因みに『三四郎』（明治 41 年）を引き合いに出すとするなら、登場人物の一人・余次郎の言に 

「僕は、丸行燈だの、雁首だのって云うものが、どうも嫌いですがね。明治十五年以後に生れ
た所為かも知れないが、何だか旧式で嫌な心持がする」（72）というものがある。どうやら明
治 15 年が新旧を隔てる時間的なひとつの分水嶺として認識されているようなのである。
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した。私の答も無論笑談に過ぎなかったのですが、私はその時何だか古い不要な言葉に

新らしい意義を盛り得たような心持がしたのです。」（266）

　ここに語られているのは、われわれは「必
ひつきょう

竟時勢遅れだ」とする世代認識と、たと

えその中身はどうであれ、徳義心や道義を放擲してはしまえない旧世代の心性であり、

そのことが同時に、奥深い罪障感をも抱え込む倫理感覚の基底ともなっているのであ

る。「然し我々は真面目でした。我々は実際偉くなる積りでいたのです。ことに K は強

かったのです。寺に生れた彼は、常に精
しょうじん

進という言葉を使いました。そうして彼の行

為動作は 悉
ことごと

くこの精進の一語で形容されるように、私には見えたのです。私は心のう

ちで常に K を畏
い け い

敬していました」（181）と語る「先生」の内面にもまた、K が耐え忍ん

でいたのとまったく同じ「苦しい戦争があった」わけで、「私がこの牢
ろ う や

屋の中
うち

に凝
じっ

とし

ている事がどうしても出来なくなった時、又その牢屋をどうしても突き破る事が出来な

くなった時、必
ひつきょう

竟私にとって一番楽な努力で遂行出来るものは自殺より外にないと私

は感ずるようになったのです。」（264）

　明治の時代に生まれ育った旧世代の自己認識と「真面目な精進」とは、もとより切っ

ても切り離せない車の両輪とでも称すべきものであった。そして、どうやらここでの

キーポイントは、まさしく「真面目」という言葉にこそあったのではないかと思われ

る。それというのも、「真面目に人生から教訓を受けたい」という「私」に向って、「先

生」は、「あなたは本当に真面目なんですか」（80）と念を押し、なお激した調子で、「私

は死ぬ前にたった一人で好いから、他
ひと

を信用して死にたいと思っている。あなたはその 

たった一人になれますか。なってくれますか。あなたは腹の底から真面目ですか」（80 -

81）と、再三にわたって問い詰めないではいられないのだから。そして、「私」が、「も

し私の命が真面目なものなら、私の今いった事も真面目です」（81）と請け合ったとこ

ろではじめて、「話しましょう。私の過去を残らず、あなたに話して上げましょう」（81）

と告げるのである。15）

　こうした文言は、ご丁寧なことに、また「先生」の遺書の中でも繰り返される。「私

の過去は私だけの経験だから、私だけの所有と云っても差
さしつか

支えないでしょう。それを人

に与えないで死ぬのは、惜
おし

いとも云われるでしょう。私にも多少そんな心持があります。

ただし受け入れる事の出来ない人に与える位なら、私はむしろ私の経験を私の生
い の ち

命と共

に葬った方が好
い

いと思います。実際ここに貴方という一人の男が存在していないならば、

 
15） このような物言いの背後には、当然のこととして、当時、数多く台頭してきていたであろう 

「真面目」ならざる新世代の台頭が見据えられていたものと推測することが許されよう。それ
は、あるいは、自らの思念とは溝が深まるばかりと感受していた若き門弟たちへの半ば公然の
呼びかけを意味するものであったのかも知れない。
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私の過去はついに私の過去で、間接にも他人の知識にはならないで済んだでしょう。私

は何千万といる日本人のうちで、ただ貴方だけに、私の過去を物語りたいのです。あな

たは真
ま じ め

面目だから。あなたは真面目に人生そのものから生きた教訓を得たいと云ったか

ら。」（142）

　「私は暗い人世の影を遠慮なくあなたの頭の上に投げかけて上ます。然し恐れては

不
い け ま

可せん。暗いものを凝と見詰めて、その中から貴方の参考になるものを御
お つ か

攫みなさい。

私の暗いというのは、固
もと

より倫理的に暗いのです。私は倫理的に生れた男です。又倫理

的に育てられた男です。その倫理上の考は、今の若い人と大分違ったところがあるかも

知れません。然しどう間違っても、私自身のものです。間に合せに借りた損
そんりょう

料着
ぎ

では

ありません。だからこれから発達しようという貴方には幾分か参考になるだろうと思う

のです。」（142）

　「あなたは私の過去を絵巻物のように、あなたの前に展開してくれと逼
せま

った。私はそ

の時心のうちで、始めて貴方を尊敬した。あなたが無遠慮に私の腹の中
なか

から、或生きた

ものを捕
つら

まえようという決心を見せたからです。私の心臓を立ち割って、温かく流れる

血
ち し お

潮を啜
すす

ろうとしたからです。（中略）私は今自分で自分の心臓を破って、その血をあ

なたの顔に浴せかけようとしているのです。私の鼓動が停
とま

った時、あなたの胸に新しい

命が宿る事が出来るなら満足です。」（143）

　このような行文には、明らかに漱石自身の心境が投影されているものと見做して差し

支えあるまいし、それと同時に、たとえ時代遅れでしかないとしても、自己の「倫理上

の考」を心ある次世代に伝えていきたいとする熱い想いを見届けることもできるはずで

ある。それにしても、ここでもまた、ことさら「真面目」であることが強調されている

点は注目に値しよう。あらためて思い起こせば、これは、『行人』での H さんが、自ら

の報告を読むはずの二郎に向って、わざわざ求めていたこととも瓜二つなのであって、

それゆえ、書留便で送られてくる尋常ならざる分量の遺書を貪るように読み耽るであろ

う「私」に、開化の激しい波に洗われながら、なお上滑りに滑ってゆくことを潔しとし

ない、ごく少数の例外的存在を見出していただろうことはあまりにも明白であるという

べきだろう。そこには、いわば主題の要請にしたがって、恃
たの

むべき若き読者像が選び出

されているのであって、真面目で信頼できることを条件に、「モデル読者」の姿が重ね

合わされてもいるのだと言っていい。だとしたら、不要な先入観に囚われることをせず、

作品に、それこそ「真面目」に向き合おうとする志をもった者でありさえするならば、

一世紀後の読み手である我々も、そしてまた、未来の来るべき読者も一様に、れっきと

した「モデル読者」に他ならないのである。16）
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むすびに
　以上、見てきたように、漱石の後期作品は、一作毎に継起的な深まりを示し、作家自

身の健康状態の悪化にもかかわらず、ほとんど遅疑停滞を垣間見せなかったところにも

その強靭な探究意欲の発現を窺い知ることができる。そのめざましい展開は、ほぼおし

なべて「自由と独立と己
おの

れとに充ちた現代」にこそ生まれ合わせた者たちの「個我意

識」の様態を剔抉するとともに、どこまでも我執を貫かずにはいられない近代人的心性

の奥底を徹底的に掘り下げようと図った点で、あたかも「近代文学」が一つの極限のか

たちへとにじり寄ってゆく鮮やかなプロセスを目の当たりにするかのような思いに囚わ

れる。

　たしかに、自意識のドラマを描き尽すことが近代文学の本質的な要諦をなすものだと

すれば、前後期にまたがる二つの三部作は、その稀有な高峰の全容を示しているには違

いない。とはいえ、同時に見落してならないのは、そうした追求の果てに浮上してきた

もの、それこそは、皮肉なことに、自意識の無間地獄に他ならず、とどのつまり行き止

まりの袋小路でしかなかったのではないかという観点であろう。たとえば『門』の宗助

は禅仏教に救いを求めて得られないし、『行人』の一郎は狂気すれすれのところにまで

追い詰められ、『こころ』の先生は、詰まるところ自裁することを余儀なくされる。17）

また、漱石自身も、これらの諸作品の執筆途上、持病の胃潰瘍を極端にまで悪化させた

ばかりか、自ら閑適を得るべく、創作活動の対極にあると目された書画や漢詩の世界に

も逍遥するという息抜きのひと時を求めないではいられなかった。

　こうした事情をも等しく勘案するとき、最晩年の漱石には、日本においても今や完成

の極に達しつつあった「近代文学」の限界を見極め、その行き詰まりを何とかして打開

したいとする熱望が密かに募っていたとしても何ら不思議なこととは言えないはずであ

る。

　では、その隘路の突破は、いったいどの方向に見定められようとしていたのであろう

 
16） じじつ、「先生」の遺書の読み手が、必ずしも「私」だけにとどまらないと推測させる証左の

ひとつは、たとえば次のような文言のうちにも示唆されていよう。「私は酔狂に書くのではあ
りません。私を生んだ私の過去は、人間の経験の一部分として、私より外に誰も語り得るもの
はないのですから、それを偽りなく書き残して置く私の努力は、人間を知る上に於

おい

て、貴方に
とっても、外の人にとっても

0 0 0 0 0 0 0 0

、徒労ではなかろうと思います」（267、傍点筆者）。これこそは、
思わず口をついて出た漱石自身の心意の迸りとも言うべきものなのではあるまいか。

17） もっとも、こうした認識へと到達するためには、さすがの漱石をもってしても、長年にわたる
粘り強い創作活動を必要としたのだと見るべきかも知れない。しかし、逆に言えば、そのよう
な探究を可能にしてくれる程度には、すぐれた実作の有する意義や啓発力をも、同時に見積
もっておくことこそ至当であろう。
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か。むろん、その解答が明白に示されたわけではない。ひょっとすると、『彼岸過迄』

の先例にならい、「けれども実行は未
いま

だに出来ないで藻
も

掻
が

いている」ばかりというのが

実情であったのかも知れない。けれども、その手がかりがまるでないのかといえば、ど

うやらそういうわけでもなさそうだ。そうであれば、あらためてその行方を問うてみる

こと、そのことが、次の課題でなければならない。




