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三四郎のモテキ 

― TVドラマ『モテキ』を通して夏目漱石『三四郎』を読む ― 

内田 勝 
 

＊文中の［ ］内は振り仮名を示します。引用文中の［ˇ…］は省略箇所、【 】内は私（内田）によ

る補足です。ドラマからの引用は、私が音声を聞き取って文字化したものです。 

 

１．�「あなたはよっぽど度胸のない方ですね」 

 	 夏目漱石『三四郎』（1908 年新聞連載）の冒頭では、福岡県出身の主人公・小川三四郎

（数え年で 23 歳）が、熊本の高等学校を卒業して東京帝国大学に入学するために上京する列

車の中で、ある人妻と知り合います。彼女は職工をしている夫が仕事で大陸へ渡ったまま音信

不通になっているので、夫と住んでいた町を離れ、子どもを預かってもらっている実家に帰る

途中でした。二人はひょんなことから、名古屋の宿で同じ部屋に泊まることになります。宿の

者に夫婦と思われたために一枚の布団で一緒に眠ることになってしまったものの、純�情な三四

郎は、女の体には指一本触れないまま夜明けを迎えます。翌朝、名古屋駅での女との別れ際を

描いた場面を引用しましょう。 

 

 	 勘定をして宿を出て、停車場［ステーション］へ着いた時、女は始めて関西線で四日市の方へ

行くのだという事を三四郎に話した。三四郎の汽車は間もなく来た。時間の都合で女は少し待合

せる事となった。改札場の際［きわ］まで送って来た女は、 

 「いろいろ御厄介になりまして、……では御機嫌よう」と丁寧にお辞儀をした。三四郎は革鞄

［かばん］と傘を片手に持ったまま、空いた手で例の古帽子を取って、ただ一言、 

 「さよなら」といった。女はその顔をじっと眺めていた、が、やがて落ちついた調子で、 

 「あなたはよっぽど度胸のない方［かた］ですね」といって、にやりと笑った。三四郎はプ

ラットフォームの上へ弾き出されたような心持がした。（夏目『三四郎』p.14） 

 

 	 夫が行方知れずのまま、明日からは母親としての日常に戻らねばならない女は、同年輩か少

し年下と思われる不器用そうな男と出会って好意を抱き、旅の宿で一夜だけの冒険を求めたの

かもしれません。別れ際の一言は、そんな自分の気持ちにまったく応えようとしなかった男へ

の捨て台詞でしょう。三四郎の側も、女と性的関係を持ちたいという欲望はあったものの、そ

ういう方面での経験も自信もないがゆえに行動に踏み切れなかったということのようです。彼

は東京へ向かう列車に乗り込み、英語の哲学書を読み始めますが、女の捨て台詞が頭から離れ

ず、とても読書できる気分になれません。作者はそんな三四郎の「心の声」をこう描いていま

す。 



 

 	 元来あの女は何だろう。あんな女が世の中にいるものだろうか。女というものは、ああ落ちつ

いて平気でいられるものだろうか。無教育なのだろうか、大胆なのだろうか。それとも無邪気な

のだろうか。要するに行ける所まで行ってみなかったから、見当がつかない。思い切ってもう少

し行ってみるとよかった。けれども恐ろしい。別れ際にあなたは度胸のない方だといわれた時に

は、喫驚［びっくり］した。二十三年の弱点が一度に露見したような心持であった。親でもああ

旨［うま］く言い中［あ］てるものではない。…… 

 	 三四郎はここまで来て、更に悄然［しょげ］てしまった。どこの馬の骨だか分らないものに、

頭の上がらないくらい打［どや］されたような気がした。［ˇ…］。 

 	 どうも、ああ狼狽［ろうばい］しちゃ駄目［だめ］だ。学問も大学生もあったものじゃない。

はなはだ人格に関係してくる。もう少しは仕様があったろう。けれども相手がいつでもああ出る

とすると、教育を受けた自分には、あれよりほかに受けようがないとも思われる。するとむやみ

に女に近づいてはならないという訳になる。何だか意気地［いくじ］がない。非常に窮屈だ。

（pp.15–16） 

 

 	 この女に出鼻をくじかれたせいかどうかは分かりませんが、上京後の三四郎は、張り切って

臨んだ大学の講義の大半にもやがて興味を失い、また同年輩の若く知的な女性である里見美禰

子［さとみ・みねこ］に恋愛感情を抱きながらも、その恋を成就させるために積極的に行動す

る度胸も持てないまま、周囲の人々の思惑に翻弄されて日々を過ごすことになります。三四郎

は、一方で文科の学生として英文学研究の世界に強い憧れを抱き、もう一方では東京で出会う

魅力的な女性たち、特に美禰子との恋愛の世界に生きることを強く求めながらも、学問と恋愛、

どちらの世界にも深く没頭することができず、文学の勉強も中途半端、美禰子との恋愛も成就

できないままで小説は終わります。 

 

２．�「あたしやっぱり幸世くんのこと男として見られないや」 

 	 大根仁［おおね・ひとし］の脚本・演出によるテレビドラマ『モテキ』（2010 年放映）、

およびその原作となった久保ミツロウの漫画『モテキ』（2008–10 年雑誌連載）は、どこか

『三四郎』を思わせる物語です。どちらの作品でも、都会の華やかな文化に憧れて地方から上

京した純�朴な青年が、東京でさまざまな人々と出会いながら、都会にも自分の才能にも失望し

かけて悩み、異性と不器用な関係しか築けない自分にいら立ってじたばたしています。 

 	 『三四郎』の主人公である小川三四郎は福岡県出身ですが、『モテキ』の主人公の藤本幸世

［ふじもと・ゆきよ］（29 歳）は、漫画版では長崎県佐世保市と思われる九州北部の出身、

テレビドラマ版では茨城県を思わせる東京近郊の田舎町の出身です。ドラマでも漫画でも、地

方から上京した藤本幸世は、ちょうど明治時代の小川三四郎が英文学を愛するように、音楽・

映画・漫画といった日本のポップカルチャーをこよなく愛する現代の若者です。彼は派遣社員

としてさまざまな職場を転々としながら暮らしていますが、自分の現状に自信が持てず、女性

にモテることもほとんどありませんでした。そんな幸世の携帯に、ある日突然女性の知り合い



たちから一斉に電話やメールで連絡が来て、幸世の「モテ期」が始まるというのが、ドラマ

『モテキ』の物語の発端です。 

 	 自分でもわけが分からないまま女性にモテ始めた幸世にとって、もっとも成就させたい恋の

相手は、１つ年下の OL・小宮山夏樹［こみやま・なつき］です。しかし男たちの心を弄ぶ恋

多き女である夏樹は、思わせぶりな態度で幸世を翻弄し続けます。そもそも幸世は夏樹との恋

愛に関してトラウマを抱えていました。実は幸世がモテ期に入るよりさらに２年前のある夜、

幸世は夏樹からラブホテルに誘われたことがあるのです。ところが夏樹に手を引かれ、ラブホ

テルの入口に連れて来られた幸世は、経験も自信もないためその場から逃げ出したくなり、心

の中で中学生の頃の自分や、太っていた頃のモテなかった自分を呼び出すと、彼らとこんな会

話を始めてしまったのでした。 

 

幸世（心の声、夏樹に手を引かれながら）「え？ だって……俺まだ聞いてないよ。俺のこと、

どう思ってんの？ ねえ、夏樹ちゃん！ そうだ、おい、俺！」 

中学生の幸世・太っていた頃の幸世「どうした！」 

幸世（心の声）「お前らに相談したいことがある」 

中学生の幸世「今？」 

太っていた頃の幸世「そんな状況じゃねえだろ。早く入れよ！」 

幸世（心の声）「俺、このまま夏樹ちゃんとラブホ入って何すればいいの？」 

中学生の幸世「セックス以外、やることあんの？」 

幸世（心の声）「ほんとにやってもいいの？」 

中学生の幸世・太っていた頃の幸世「いいんだよ！」 

幸世（心の声）「だって俺、これが初めてだよ」 

太っていた頃の幸世「お前は初めてでも、夏樹ちゃんはどう見ても慣れてんだろうがよぉ！」 

中学生の幸世「そうだよ。全部まかせりゃいいんだよ！」 

幸世（心の声）「その……男として……つーか、ラブホのシステムとかよく分かんねえし」 

中学生の幸世・太っていた頃の幸世「関係ねえよ！」 

幸世（心の声）「いや、やっぱ駄目だ！」 

中学生の幸世・太っていた頃の幸世「え！」（大根『モテキ』第 4話） 

 

 	 夏樹とラブホテルに入ることを拒否した幸世は、さらに下宿に来てくれた夏樹の体に触れる

度胸すらなく、ついに業を煮やした夏樹から、「あたしやっぱり幸世くんのこと男として見ら

れないや」と宣告されてしまうのでした。意気消沈してますます自信を失っていく幸世は、名

古屋で同宿した女から「あなたはよっぽど度胸のない方ですね」と言われて激�しく動揺する三

四郎を思わせます。 

 

３．�女性たちの「心の声」 

 	 モテ期が始まった後の幸世は、過去の失恋のトラウマに縛られて自信が持てないために、積



極的な行動が取れず、せっかくのチャンスを自分から潰してばかりいます。2 つ年下の土井亜

紀とは、モテ期が訪れる以前にお互い派遣社員として同じ職場で働いた時に意気投合し、一緒

に夏の野外ロックフェスティバルを見に行った仲でした。しかしその時幸世は、会場で亜紀が

交際中の別の男性と親しげに話すのを目にして傷つき、一人で逃げ帰ってしまったのでした。

幸世はモテ期開始後に亜紀と再会して、デートすることになります。ところが亜紀の側がすで

に以前の恋人と別れ、今は幸世に魅力を感じていることを態度で示しているにも関わらず、幸

世はデートでちょっとしたヘマをして落ち込むと、亜紀に「また誘って」と言い残して一人で

帰ってしまうのです。残された亜紀の顔からは微笑が消え、険しい表情を浮かべて夜の街を歩

く彼女の心の叫びが視聴者には聞こえてきます。「つーかあいつ、どこまで受け身なんだよ！

『また誘って』ってなんだよ。てめーが誘うんだよ、てめーが！ こっちは勝負下着まで付け

て来てるっつうのによ！ 馬鹿なの、あの男？ 全部こっちにアクション起こさせんじゃねえ

よ！」（第 1 話）。幸世は自分に自信が持てないだけでなく、女性たちがはっきり口に出して

言わない要求に応えるだけの洞察力がない、言わば「空気が読めない」鈍感さを持ち合わせて

いるのです。 

 	 『三四郎』においては、女性たちの「心の声」が描かれることはありませんが、彼女たちの

行動から心の動きを推し量ることはできます。東京帝国大学に勤める物理学者の野々宮宗八と

交際している里見美禰子は、研究に没頭するばかりで結婚に踏み切ろうとしない野々宮を挑発

するために、自分と同年輩の青年である三四郎に気があるかのような素振りを見せるようにな

ります。美禰子が愛しているのはあくまで野々宮であって、三四郎は野々宮を嫉妬させるため

の手段にすぎないのですが、空気が読めない三四郎は美禰子が自分を誘惑していると思い込ん

で、結果的に美禰子と野々宮の恋路を邪魔してばかりいるのです。 

 	 一例として、三四郎が美禰子や野々宮たちと連れ立って菊人形見物に行く場面を引用してみ

ましょう。野々宮と二人きりになりたい美禰子は、一人だけ先に立って歩き、そのまま展�示会

場を出て行こうとするのですが、野々宮は他の人々と話していて美禰子の行動に気付くのが遅

れ、代わりに三四郎が美禰子を追いかけてしまいます。 

 

三四郎は、ほかの見物に隔てられて、一間［けん］ばかり離れた。美禰子はもう三四郎より先に

いる。見物は概して町家［ちょうか］のものである。教育のありそうなものはきわめて少ない。

美禰子はその間に立って、振り返った。首を延ばして、野々宮のいる方を見た。野々宮は右の手

を竹の手欄［てすり］から出して、菊の根を指しながら、何か熱心に説明している。美禰子はま

た向［むこう］をむいた。見物に押されて、さっさと出口の方へ行く。三四郎は群衆［ぐんじゅ］

を押し分けながら、【一緒に見物に来ていた】三人を棄［す］てて、美禰子の後を追って行った。 

 	 ようやくの事で、美禰子の傍［そば］まで来て、 

 「里見さん」と呼んだ時に、美禰子は青竹の手欄に手を突いて、心持首を戻して、三四郎を見

た。何ともいわない。（p.129） 

 

 	 この場面での美禰子の心の動きについて、日本文学研究者の千草・キムラ‐スティーブンは、



以下のように説得力のある解釈を行なっています。 

 

従来の論では、美禰子が展�示場を出ていくのは、三四郎と二人切りになりたいからだという説が

強力である。しかし美禰子の「心が外に見世を出してゐる所」、つまり視線をみれば、「首を延

ばして、野々宮のいる方を見た」とあり、彼女の関心の的は野々宮だということが明確にされて

いる。その直後に会場を出ていくので、美禰子は、自分の存在を忘れたかのごとくふるまってい

る野々宮も、展�示場を出ていけば、心配して追いかけてくると思っていることが容易に推測でき

る。（キムラ‐スティーブン『「三四郎」の世界』p.124） 

 

 	 野々宮が追いかけてくると思ったら、代わりに三四郎が追いかけてきてしまい、美禰子は大

いに落胆したはずです。美禰子は何とも言いませんが、もしも美禰子がドラマ『モテキ』の人

物であったなら、視聴者には彼女のこんな心の声が聞こえたことでしょう。「つーか、てめー

じゃねえだろ！ こっちは野々宮さんに追いかけてきてほしかったんだよ！ せっかく二人きり

になれるチャンスだったのに……馬鹿か、てめー！」 

 	 三四郎の美禰子への恋が実るはずがないのは、読者から見ればこの時点でほぼ明らかなので

すが、三四郎はその後も美禰子の一挙手一投足を、自分への誘惑ではないかと誤解して右往左

往します。ちょうど『モテキ』の藤本幸世が、恋多き女・小宮山夏樹が一時的に彼に示す優し

い態度を、自分への真剣な恋愛感情の現れと誤解して右往左往するのに似ています。 

 	 最終的に美禰子が結婚したのは、野々宮でも三四郎でもなく、彼女の兄が妹の結婚相手とし

て選んだ第三の男性です。結局のところ三四郎は、最後まで恋愛の主人公になることはなく、

ただ美禰子と野々宮との恋の終わりに、端役の一人として関わっていただけでした。 

 

４．�三四郎のモテキ 

 	 ドラマ版『モテキ』では、主人公の藤本幸世（配役：森山未來）が 4 人の女性とそれぞれキ

スをすることに成功します。すでに言及した土井亜紀（野波麻帆）と小宮山夏樹（松本莉緒）

に加え、幸世とは映画や漫画のマニアックな話で盛り上がる 7 歳年下の写真家見習い・中柴い

つか（満島ひかり）、そして一時的に帰郷した幸世を叱咤激�励する、中学時代の同級生でかつ

ては札付きの不良娘だった林田尚子（菊地凛子）の 4 人です。しかし彼は、これらの女性たち

の誰とも恋愛関係を持続させることができずに終わります。彼もまた、最後まで恋愛の主人公

になることはできないのです。 

 	 『三四郎』では、主人公の小川三四郎から見た恋愛対象の本命は里見美禰子ですが、同時に

彼は野々宮宗八の妹の女学生・よし子にも魅力を感じており、友人の与次郎から「君、いっそ、

よし子さんを貰［もら］わないか」と言われたりします（p.232）。さらに母からの手紙の中

でのみ言及される、故郷で三四郎との結婚を夢見ているはずの三輪田［みわた］のお光［みつ］

さんや、名古屋で同宿した人妻まで含めれば、三四郎と性的関係を持つ可能性のある女性は 4

人も登場しているのです。どうやら三四郎にも「モテ期」が到来したと言えそうです。 

 	 しかし三四郎が本当に「モテて」いるのかどうか、三四郎に接近する女性たちの真剣な恋愛



対象になっているかどうかは、大いに疑問です。そして三四郎の「モテ期」の正体を暴く鍵は、

ドラマ『モテキ』の中に存在するのかもしれません。 

 	 『モテキ』の主人公・藤本幸世は、中学の同級生だった林田尚子から、自分がモテている理

由を、以下のようにきわめて的確かつ簡潔に喝破されてしまいます。 

 

尚子「藤本、お前になんでモテ期が来たか分かるか？」 

幸世「え？」 

尚子「土井亜紀って子も、いつかちゃんも夏樹ちゃんも、なんでお前みたいな奴に来たか分かる

か？ あたしには、よーく分かるよ」 

幸世「なんでだよ？」 

尚子「ほかの男とうまく行ってねえからだよ！ 女喰いまくって泣�かせてるような男たちがいる

から、お前みたいな、なーんにもしない奴におこぼれが回ってくんだよ」 

（大根『モテキ』第 5話） 

 

 	 女性たちが幸世に接近してくるのは、本命の交際相手とのうまく行かない恋愛に疲れて、人

畜無害な幸世に一時的な安らぎを求めているだけだというのです。その後の物語の展�開を見る

限り、林田尚子の見立てはほぼ正しかったようです。土井亜紀は前の恋人と別れた後で幸世に

接近し、いったん真剣な恋愛関係を結ぼうとしますが、やがて幸世に似た雰囲気を持ち、より

経済力のありそうな別の男と知り合うと、幸世との交際を打ち切ります。中柴いつかは、幸世

の親友である真のモテ男・島田雄一（新井浩文）への片思いが島田の結婚によって破綻したこ

とで、幸世に癒しを求めますが、幸世が土井亜紀とも交際していることにショックを受けて

去っていきます。離婚して一人で子育てをしている林田尚子は、不器用な恋愛しかできない幸

世に可愛げを感じ、景気付けのためにキスをしてあげるだけです。あまたの男友達と性的関係

を持ってしまう小宮山夏樹にとって、幸世はあくまでそうした友達の一人にすぎません。しか

も夏樹がもっとも親密に交際しているのは、幸世の親友ですでに妻のいる島田雄一であったと

いう皮肉な状況も明かされます。 

 	 女性たちは幸世という人物の実態に恋をしていたというよりは、それぞれ幸世に「人畜無害

な草食系男子」としてのイメージを投影し、そのイメージ上の男に癒されたり、イメージ上の

男をつまみ喰いしたり、イメージと実態とのズレに気付いて失望したりしていたのでした。最

終話で幸世はそのことを悟ります。「俺の中に土井亜紀が、いつかちゃんが、夏樹ちゃんがい

るように、俺の実態とは関係なく、みんなの心の中で俺の姿は良くも悪くも変わっていく。な

んで俺にモテ期とかいうわけの分かんねえものが来たのか分かんないけど、きっとみんなの中

で、俺という男が勝手に動き回ってたんだろうな……」（第 1122 話）。 

 	 『三四郎』の野々宮宗八は決して、『モテキ』の林田尚子が言う「女喰いまくって泣�かせて

るような男」ではありませんが、美禰子が三四郎に接近する理由が「ほかの男とうまく行って

ねえから」であることは明白です。美禰子と三四郎が親しく語り合う場面は多いのですが、美

禰子は三四郎に恋愛感情を持っているようには見えません。むしろ野々宮とのうまく行かない



恋愛に疲れた美禰子が、現代であれば「人畜無害な草食系男子」と呼ばれるであろう性格を持

つ純�朴そうな三四郎と親しくすることで、一時的な癒しを求めているだけのようです。 

 	 美禰子は時には、野々宮を挑発するための手段として三四郎を利用します。ある日たまたま

三四郎と一緒に展�覧会に行くことになった美禰子は、会場で野々宮の姿を発見すると、彼が見

ている前で三四郎にそっと耳打ちするような仕草をするのです。 

 

「里見さん」 

 	 出し抜［ぬけ］に誰か大きな声で呼んだ者がある。 

 	 美禰子も三四郎も等しく顔を向け直した。事務室と書いた入口を一間ばかり離れて、【彼らの

知り合いで画家の】原口さんが立っている。原口さんの後［うしろ］に、少し重なり合って、

野々宮さんが立っている。美禰子は呼ばれた原口よりは、原口より遠くの野々宮を見た。見るや

否［いな］や、二、三歩後戻りをして三四郎の傍［そば］へ来た。人に目立たぬくらいに、自分

の口を三四郎の耳へ近寄せた。そうして何か私語［ささや］いた。三四郎には何をいったのか、

少しも分らない。聞き直そうとするうちに、美禰子は二人の方へ引き返して行った。もう挨拶

［あいさつ］をしている。（pp.212–13） 

 

 	 美禰子が自分に何をささやいたのか聞き取れなかった三四郎は、後で美禰子にそのことを尋

ねますが、彼女が野々宮に見せつけるためだけに三四郎にささやく振りをしていたことを知っ

て、ショックを受けます。 

 

「さっき何をいったんですか」 

 	 女は「さっき？」と聞き返した。 

「さっき、僕が立って、あっちのヴェニスを見ている時です」 

 	 女はまた真白な歯を露［あら］わした。けれども何ともいわない。 

「用でなければ聞かなくってもいいです」 

「用じゃないのよ」 

 	 三四郎はまだ変な顔をしている。曇った秋の日はもう四時を越した。部屋は薄暗［うすぐら］

くなってくる。観覧人はきわめて少ない。別室の中［うち］には、ただ男女［なんにょ］二人の

影があるのみである。女は画［え］を離れて、三四郎の真正面に立った。 

「野々宮さん。ね、ね」 

「野々宮さん……」 

「解［わか］ったでしょう」 

 	 美禰子の意味は、大濤［おおなみ］の崩れるごとく一度に三四郎の胸を浸［ひた］した。 

（p.216） 

 

 	 三四郎も『モテキ』の幸世も、物語の最後では「俺はモテている」という思い込みや思い上

がりを脱して、自分と女性たちの関係を客観的に捉えることができるようになります。三四郎



の物語はその時点で終わってしまいますが、もし彼が次のステップに進むとすれば、彼はこれ

までのように周囲の人々の思惑に流されるだけの受け身の態度を脱して、自らの意志に従って

積極的に行動し、恋愛の主人公となることを目指すでしょう。その可能性をほのめかすように、

夏目漱石が『三四郎』の次に発表した長編小説『それから』では、三四郎と共通した性格を持

つ優柔不断な主人公が、最終的には三四郎にはなかった「度胸」を発揮し、もともと自分と相

思相愛であり今は友人の妻として不幸な結婚生活を送る女性を、友人から強引に奪い取ること

になります。ただし『それから』の主人公はその行為によって、『三四郎』の若者らしい楽天

的な世界観とはかけ離れた、大人の世界の底知れぬ苦悩に突入してしまうのですが、それはこ

の講義でついでに扱うには重すぎるテーマなので、今回は立ち入りません。 

 	 一方『モテキ』の最終話では、幸世が心の中でこう叫びます。「俺にはもうモテ期なんかい

らない。そうだ。次は俺が、誰かのモテ期になるんだ！」（第 12 話）。少し難解な台詞です

が、「モテ期」という言葉が本質的に受け身の状況を表していることを考えれば、幸世の言い

たいことは分かります。モテ期を返上して、その代わりに自分が誰かのモテ期になるというの

は、幸世という生身の人間にそれぞれ勝手なイメージを投影して近づいてくる女性たちに、受

け身の態度で接して翻弄され続けている現状を脱して、今後は自分から積極的に女性に接近し

ていこうという決意の表明でしょう。この決意を裏付けるように、ドラマ版『モテキ』の続編

として制作された映画版『モテキ』での幸世は、他の男と不幸な恋愛関係にある女性を力づく

で奪い取ることになります。そこには藤本幸世の「それから」が描かれているとも言えるで

しょう。 

 	 『三四郎』と『モテキ』は、そこに描かれた社会風俗も、それらを語る言葉の文体もまるで

異なる作品でありながら、登場人物の造形や物語の構造が非常に似ています。それはすなわち、

明治時代の若者も現代の若者も、本質的には同じような問題で悩んでいることを示しているの

ではないでしょうか。ほぼ百年の時を隔てた二つの物語を比較することで、「若者たちのいま」

と「若者たちの普遍」が同時に見えてくるのです。 

 	 なお、今回扱う『モテキ』は、2010 年に放映されたテレビドラマ版（出演：森山未來、野

波麻帆、満島ひかり、松本莉緒ほか）のほうです。2011 年の映画版『モテキ』（出演：森山

未來、長澤まさみ、麻生久美子、真木よう子ほか）については、今回の講義では直接取り上げ

ません。DVD等で予習していただく際にはご注意ください。 
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