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1 題名の表記は、『心』『こゝろ』『こころ』の3通りある。新聞連載時の題字「心

こゝろ

」に従うが、ルビは省略する。 

また、以下『漱石全集』（岩波書店）は、原則として1970年代の全18巻本を用いる。『心』および『道草』は、ペー

ジ数のみ示すが、第6巻の頁数である。 
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序論序論序論序論    

１．なぜ、いま１．なぜ、いま１．なぜ、いま１．なぜ、いま『心』『心』『心』『心』なのかなのかなのかなのか    

    

 『心』は、1914年に発表されて100年になるが、今もよく読まれている。新潮文庫の累積発行部数ラン

キングでは、全作品中のトップ、673万7500部。*2
 岩波文庫の累積売上部数では、5位130万部。*3

 新

潮文庫と岩波文庫の合計は、800万部を超える。これに、角川文庫、単行本など他の刊本も含めれば、日

本で発行部数が最も多い小説とされる村上春樹の『ノルウェイの森（上・下）』（講談社、1987年）の1000

万部に迫るか、あるいは、それを超える。ともあれ、日本の代表的なロングセラーであることは確かであ

る。高校の国語教科書に掲載され、定番教材として確固たる地位を築いているが、『心』の扱うテーマが

時代を超えた普遍性をもち、100年を経過した今も若い人の心に切実な問題として訴えかけてくるものが

あるからであろう。 

 

 この小説のテーマは題名通り、心。漱石は、「自己の心を捕へんと欲する人々に、人間の心を捕え得た

るこの作物を奨む」と新聞広告（1914年9月21日東京朝日）に書いた。まさに豪語。よほどの自信がなけ

れば書けないことばである。ただ生憎、あまり信用されていないようで、『心』についてたくさん本が書

かれていても、漱石が人間の心について何を伝えようとしたのかという視点からは、あまり追及されてい

ない。*4 それなりの理由があってのことばであろうから、何が漱石に、こう言わせたのかを探究したい。 

 

 

２．なぜ、漱石２．なぜ、漱石２．なぜ、漱石２．なぜ、漱石はははは未来が読めたか未来が読めたか未来が読めたか未来が読めたか    

    

 漱石は、「余は吾文を以て百代の後に伝へんと欲するの野心家なり。」と1906(M39)*5
年10月22日付森

田草平宛書簡で書いた。その言葉通り、20世紀初頭の日本にあって、当時、芽生えつつあった現代社会の

問題を抉り出して、未来の読者に示そうという姿勢をもっていた。『心』は、「自由と独立と己れとに充

ちた現代」に生きる人間の苦しみを描いた小説である。 

 

上14*6
「自由と独立と己れとに充ちた現代に生まれた我々は、其（その）犠牲者としてみんな此（この）

淋（さび）しみを味はゝなくてはならないでせう。」（p.41） 

 

 発表されたのは1914(T3)年。今から百年前であるが、このことばは、百年前よりはるかによく、現在に

当てはまる。百年前の日本は、確かに江戸時代と比較すれば自由な社会で、当時の人々が自由の拡大を感

じとっていたことは確かだが、現在と比較すれば、決して“自由に充ちた社会”ではなかった。*7 

 

 明治の開国以来、殖産興業政策によって急速に産業化を進め、日清（1894-1895）・日露（1904-1905）

両戦争に勝利して、西洋列強が植民地獲得競争をくりひろげるアジアの中にあって特異な国として世界か

ら注目を集めたが、軍事国家を目指す国家主義の台頭は、国の内外に大きな軋轢を生みだした。国家と対

立するとみなされた言論・思想は、自由が認められなかった。『心』が書かれた4年前は、大逆事件（1910-11）

が起こった。*8
 1912年には、漱石が東京帝大在籍中の先生だったB. H.チェンバレンが論文「新しい宗教、

                                                
2 日本経済新聞2011 年8 月31 日夕刊。ちなみに、『坊ちゃん』も4 位、412 万3000 部。 
3 http://www.iwanami.co.jp/hensyu/bun/mametisiki.html、2012 年12 月現在。ちなみに、1 位は『ソクラテスの弁

明・クリトン』157 万部。 
4 今西順吉『『心』の秘密』トランスビュー、2010 年、p.401f.「あとがき」参照。 
5 以下、年数のカッコ内のMは「明治」、Tは「大正」を表す。明治の年数は、漱石の満年齢と一致する。 
6 『心』は、上、中、下の3 篇からなり、各篇はいくつかの章に分けられている。以下、『心』の出典箇所は、「上

篇第14 章」の場合、「上14」という形で示す。ページ数は、漱石全集第6 巻の頁数である。 
7 安富信哉『清沢満之と個の思想』法蔵館、1999 年、p.19f.参照。 
8 漱石も『それから』漱石全集第4 巻 p.528で幸徳秋水がどのように監視されたか触れている。 
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天皇崇拝と国家崇拝の発明」（The Invention of a New Religion, Mikado- worship and Japan-worship）

を出して、日本で天皇崇拝という新宗教が作られつつあり、日本ほど国王に対する忠誠を国民に強いる国

はないと、その危険性に警鐘を鳴らした。*9 

 

 1898(M31)年制定の明治民法は、家制度を定め、社会の単位を「家」とした。儒教の伝統にのっとった

ものだが、西洋近代国家が「個人」を社会の単位にするのと大きく異なる。*10 百年前は、家制度に縛ら

れて苦しむ人が多かった。戸主（通常、父親）は、家系を存続させる責任を負わされ、家族を統率する権

限が与えられた。結婚は、戸主の同意が必要とされ、一人娘が他家に嫁いで家系を絶やすことは原則とし

て許されず、戸主が結婚相手を決めることもあった。 

 

 『心』は、こうした時代背景の中で生まれた。同じころ書かれた1910(M43)年の島崎藤村『家』は、家

制度のもとで旧家を守って生きる人たちの苦しみを描き、自然主義文学の到達点とされる名作であるが、

今あまり読まれない。*11 時代に密着した作品は、時の経過とともに歴史的な価値ばかりが大きくなる。 

 

 『心』が今もよく読まれるのは、「百代の後に伝えん」と欲して書いた漱石の未来の見通しがはずれて

いなかったことの証しであるが、なぜ、漱石は、未来が読めたのか。その答は、「ロンドン体験」であろ

う。漱石は、英国の歴史を知り、哲学を知り、1900年のロンドンが世界史の中でどういう位置にあるかよ

く理解して、ロンドンを観察。そこに東京の未来を読みとった。 

 

 倫敦市は現今で人口五百萬*12
、廣さから云つても市街の立派な事から云ても（ママ）世界第一の都市

であるからして、今から百五十年前も矢張り大同小異であらうと思ふのは大変な誤りで、当時の景況

を調べてみると存外野蛮なのに驚く事がある。（『文学評論』*13
漱石全集第10巻 p.103） 

 

 漱石の『カーライル博物館』（1905）は、ロンドンの激しい変り方を印象的に説明する。この博物館は、

カーライル（1795–1881)の旧住居で、カーライルがその著書に紹介する窓からの風景を、66年を経て後、

漱石が見て、こう説明する。 

 

 カーライル云ふ。裏の窓より見渡せば見ゆるものは茂る葉の木株、碧りなる野原、及びその間に点

綴する勾配の急なる赤き屋根のみ。西風の吹くこの頃の眺めはいと晴れやかに心地よし。 

 余は茂る葉を見様と思ひ、青き野を眺め様と思ふて実は裏の窓から首を出したのである。首はすで

に二返許（ばか）り出したが青いものも何にも見えぬ。右に家が見える。左りに家が見える。向にも家

が見える。其（その）上には鉛色の空が一面に胃病やみの様に不精無精に垂れかゝつて居るのみである。

余は首を縮めて窓より中へ引き込めた。（略） 

 カーライルまた云ふ倫敦の方を見れば眼に入るものはヱストミンスター・アベーとセント、ポール

ズの高塔の頂きのみ。其他幻の如き殿宇は煤を含む雲の影の去るに任せて隠見す。 

「倫敦の方」とは既に時代後れの話である。今日チエルシーに来て倫敦の方を見るのは家の中に坐つ

                                                
9 本文は、http://www.gutenberg.org/files/2510/2510-h/2510-h.htm 参照。これは漱石蔵書にある。バシル・ホール・

チェンバレン（B. H. Chamberlain 、イギリス、1850-1935）は、1873(M6)年5 月9 日来日、個人の英語教師、海

軍兵学寮の英語教師を歴任後、1886(M19)年4 月から1890 (M23)年9 月まで東京帝国大学教師。1882(M25)年以降、

数回英欧日本間を往復。最後はスイスのジュネーブに住み、1935(S10)年2 月15 日死去。王堂、チャンブレンと自称。

和歌をよくし、日本語、アイヌ語、琉球語の研究、日本文化紹介などの業績がある。 
10 現行民法は、個人単位であるが、「戸籍」にその名残がある。明治民法以前は、現在の韓国と同じで、夫婦別姓が

原則で、女性は結婚しても婚姻前の“所生の姓”を用いた。 
11
『心』2098位、『家』147680位。Amazonベストセラー商品ランキング、本の部門、新潮文庫 2012年10月9日現在。 

12 1900年当時のロンドンの人口は、Tertius Chandler, Four Thousand Years of Urban Growth: An Historical 

Census (1987)によれば、650万世界一の大都市。東京は、150万。 
13 東京帝国大学文科大学における1905(M38)年9 月から1907(M40)年3 月まで1 年半の講義。 
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て家の方を見ると同じ理窟で、自分の眼で自分の見当を眺めると云ふのと大した差違はない。然しカ

ーライルは自ら倫敦に住んで居るとは思はなかつたのである。彼は田舎に閑居して都の中央にある大

伽藍を遥かに眺めた積りであった。余は三度び首を出した。そして彼の所謂「倫敦の方」へと視線を

延ばした。しかしヱストミンスターも見えぬ、セント、ポールズも見えぬ。数萬の家、数十萬の人、

数百萬の物音は余と堂宇との間に立ちつゝある、漾（ただよ）ひつゝある、動きつゝある。千八百三十

四年のチエルシーと今日のチエルシーとは丸で別物である。（漱石全集 第2巻 p.38f.） 

 

 カーライルの家の窓から、漱石は産業化によって都市がどう変わるのかを実感した。そして、その景観

の中に当時、激変しつつあった東京の未来の姿を見た。また、2年と数か月のロンドン生活において英国

人と触れ合う中で、産業化が都市の景観だけでなく、人の生き方、社会のあり方についてどんな変化をも

たらすかを理解した。農村では、身分の上下関係が土地の所有と結びついて固定されていた。産業都市で

は、人間を結びつけるものが土地に代わって、資本と賃金、つまり金銭になり、身分の上下関係が曖昧に

なり、見かけ上の平等化がすすみ、共同体のきずなが消えて個人主義化がすすむ。 

 

 日本も、明治の開国以来、殖産興業政策によって産業化が進み、政治的にも自由民権運動が起こり、植

木枝盛や中江兆民などが活躍して、1881(M14)年、10年後の国会開設が約束され、1890 (M23)年、第1回

総選挙、帝国議会が開かれた。この政治の動きを、漱石は、10代の半ばから20代初めにかけて、東京で体

験した。そして、その変化の行く末をロンドンで見た。 

 

1901(M34)年1月27日「日記」 大風。 

夜、下宿ノ三階ニテツクヅク日本ノ前途ヲ考フ。日本ハ真面目ナラザルベカラズ日本人ノ眼ハヨリ大

ナラザルベカラズ（漱石全集第13巻 p.35.） 

 

1905,6(M38,39)年「断片」 

〇昔は御上の御威光なら何でも出来た世の中なり 〇今は御上の御威光でも出来ぬ事は出来ぬ世の

中なり 〇次には御上の御威光だから出来ぬと云ふ時代が来るべし。威光を笠に着て無理を押し通す

程個人を侮辱したることなければなり。（下線部は原文傍点。漱石全集第13巻 p.170）*14 

 

この断片とよく似た文が『吾輩は猫である』（漱石全集第1巻 p.516）に出る。それに続く部分は、個性

中心の社会が将来どうなるか、漫談風の未来論である。 

 

 つらつら目下文明の傾向を達観して、遠き将来の趨勢を卜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。訳はかうさ。前申す通り今の世は個性中心の世である。（略）ふたりの人が

途中で逢へばうぬが人間なら、おれも人間だぞと心の中（うち）で喧嘩を買ひながら行き違ふ。それ丈

（だけ）個人が強くなつた。（略）出来る丈自分を張りつめて、はち切れる許（ばか）りにふくれ返つて

苦しがつて生存して居る。苦しいから色々の方法で個人と個人との間に余裕を求める。かくのごとく

人間が自業自得で苦しんで、其（その）苦し紛れに案出した第一の方案は親子別居の制さ。（略）欧洲

は文明が進んでゐるから日本より早くこの制度が行はれて居る。たまたま親子同居するものがあつて

も、息子がおやぢから利息のつく金を借りたり、他人の様に下宿料を払つたりする。親が息子の個性

を認めて之に尊敬を払へばこそ、こんな美風が成立するのだ。この風は早晩日本へも是非輸入しなけ

ればならん。（略）然し親子兄弟の離れたる今日、もう離れるものはない訳だから、最後の方案とし

て夫婦が分れる事になる。（略） 夫は飽迄（あくまで）も夫で妻はどうしたつて妻だからね。其（その）

妻が女学校で行灯袴（あんどんばかま）*15
を穿（は）いて牢固たる個性を鍛え上げて、束髪姿で乗り込んで

くるんだから、とても夫の思ふ通りになる訳がない。また夫の思ひ通りになる様な妻なら妻ぢゃない

                                                
14 今西順吉『漱石文学の思想 第一部 自己形成の苦悩』筑摩書房、1988 年、pp.135,6 参照。 
15 行灯袴は、中を仕切る襠（まち）のない袴。いわば、スカート。 
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人形*16
だからね。賢夫人になればなる程（ほど）個性は凄い程発達する。発達すればする程夫と合はな

くなる。合はなければ自然の勢い夫と衝突する。だから賢妻と名がつく以上は朝から晩まで夫と衝突

して居る。まことに結構な事だが、賢妻を迎へれば迎へる程双方共苦しみの程度が増してくる。（略） 

 是（ここ）に於て夫婦雑居はお互の損だと云ふ事が次第に人間に分つてくる。……」 

「それで夫婦がわかれるんですか。心配だな」と寒月君が云つた。（漱石全集第1巻 pp.517-519.） 

 

 『心』から100年後の今、まさに非婚と孤独死が問題となる「自由と独立と己れとに充ちた現代」（上

14）になっている。 

 

 

３．思想家３．思想家３．思想家３．思想家漱石漱石漱石漱石    *17 

 

 『心』は小説なので、読者は、好きなように読み、感じるまま、思うまま、何のこだわりもなく、どん

な感想も述べられるし、どんな解釈もできる。そういう開かれた楽しみ方ができるところに、小説をはじ

めとする文学を読むことの喜びの深さ、広さがある。 

 ところが、作家の中には、小説の中に意図的に思想を忍び込ませる場合がある。漱石は、そういう作家

であった。小説を「思想を書く」という目的のために書いている。とすれば、漱石の作品は、気ままに楽

しむことが許される一方で、どういう思想が盛りこまれているかを読みとる作業も必要になる。 

 

 漱石の「思想を書く」という意思表明は、若い頃の手紙をはじめ、晩年に至るまで、書き残された文章

のあちらこちらに散見される。若い頃のものとしては、子規あての書簡がある。 

 

1889(M22)年12月31日、子規宛て書簡  

 小生の考にては文壇に立て赤幟（せきし）を萬世に翻（ひるがえ）さんと欲せば首として思想を涵養せざ

るべからず 思想中（うち）に熟し腹に満ちたる上は直に筆を揮（ふる）つて其（その）思ふ所を叙し沛然（は

いぜん）驟雨（しゅうう）の如く勃然（ぼつぜん）*18
大河の海に瀉（そそ）ぐの勢なかるべからず 文字の美 章

句の法抔（など）は次の次の其次に考ふべき事にて Idea itself の価値を増減スルほどの事は無之（これな

き）様に被存（ぞんぜられ）候。（漱石全集第14巻 p.12） 

 

 23歳頃の漱石は、正岡子規に対して、文章は表現方法にだけ気を配るのでなく、内容となる思想・哲学

が重要であると繰り返し説いている。 

 

1890(M23)年1月正岡常規宛て書簡 

文章 is an idea which is expressed by means of words on paper 故ニ小生ノ考ニテハ ideaガ文章ノ

Essence ニテ words ヲarrange スル方ハ elementニハ相違ナケレド essenceナルidea程大切ナラ

                                                
16 イプセン『人形の家』を連想させる。イプセン（Henrik Johan Ibsen 1828- 1906）は、鴎外の『青年』にも言及

され、その七（籾山書店刊、1913(T2)年、p.61f.）では、漱石がモデルと思しき平田拊石がイプセン、ニーチェの個

人主義について講演する。また、二十（同上p.239-241）には、戦死も辞さない利他的個人主義が説かれ、鴎外の軍

人らしさが現れている。「利他的個人主義はそうではない。我という城廓を堅く守って、一歩も仮借しないでいて、

人生のあらゆる事物を領略する。（略）恋愛生活の最大の肯定が情死になるように、忠義生活の最大の肯定が戦死にも

なる。生が万有を領略してしまえば、個人は死ぬる。(略) 遠い昔に溯って見れば見る程、人間は共同生活の束縛を

受けていたのだ。それが次第にその羈絆（きはん）を脱して、自由を得て、個人主義になって来たのだ。 (略) 今になっ

て個人主義を退治しようとするのは、目を醒まして起きようとする子供を、無理に布団 の中へ押し込んで押さえてい

ようとするものだ。そんな事が出来るものかね。」 
17 戸坂潤は、『世界の一環としての日本』（白楊社、1937 年）p.269 で、思想を「新しい文化を生み出すもの」で「文

化の否定という性質をさえもつ」として、漱石を「充全な意味で思想家ではなかった」とするが、まさに「古い文化

の否定と新しい文化の創造」が『心』で漱石の目指したものであることを、本稿は明らかにしたい。 
18 沛然は「土砂降り」、驟雨は「俄雨」（にわかあめ）、勃然は「急に、勢いよく起こるさま」 
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ズ（漱石全集第14巻 p.15） 

 

1900(M33)年、文学研究のために行ったロンドン留学でも哲学書を読み漁る。 

 

 私はそれから文芸に対する自己の立脚地を堅めるため、堅めるといふより新らしく建設する為に、

文芸とは全く縁のない書物を読み始めました。一口でいふと、自己本位という四字を漸（ようや）く考

えて、其（その）自己本位を立証する為に、科学的な研究やら哲学的の思索に耽り出したのであります。

（『私の個人主義』漱石全集第11巻 p.444）*19 

 

 1903(M36)年、留学から帰って帝大で文学評論の講義をしたとき、ロック、バークリ、ヒュームの哲学

を解説した。*20
これが日本の大学の講義でイギリス経験哲学トリオを纏めて扱った最初とされる。*21 

 1904(M37)年に『吾輩は猫である』を書いて名を上げ、1906(M39)年秋、作家としての道を歩む決意を

した時も、漱石は当時の読者、同時代人ではなく、未来に向かって思想を示そうという姿勢を知人たちに

示している。 

 

1906(M39)年10月22日森田草平宛書簡 

 功業（こうぎょう）は百歳の後に価値が定まる。 （略） 余は吾文を以て百代の後に伝へんと欲する

の野心家なり。近所合壁（がっぺき）と喧嘩をするは彼等を眼中に置かねばなり。彼等を眼中に置けばも

つと慎んで評判をよくする事を工夫すべし。余はその位な事がわからぬ愚人にあらず。只一年二年若

しくは十年二十年の評判や狂名や悪評は毫も厭（いと）はざるなり。如何となれば余は尤（もっと）も光輝

ある未来を想像しつゝあればなり。彼等を眼中に置く程の小心者にはあらざるなり。彼等に余が本体

を示す程の愚物にはあらざるなり。彼等が正体を見あらはし得る程な浅薄なものにあらざる也。余は

隣り近所の賞賛を求めず。天下の信仰を求む。天下の信仰を求めず。後世の崇拝を期す。此希望ある

とき余は始めて余の偉大なるを感ず。（漱石全集第14巻 p.480） 

 

その翌日、1906(M39)年10月23日付狩野亨吉宛書簡 

 世の中は僕一人の手でどうもなり様はない。ないからして僕は打死をする覚悟である。打死をして

も自分が天分を尽くして死んだといふ慰籍（ママ 慰藉）があればそれで結構である。実を云ふと僕は自

分で自分がどの位の事が出来て、どの位な事に堪へるのか見当がつかない。只尤も烈しい世の中に立

つて（自分の為め、家族の為めは暫らく措く）どの位人が自分の感化を受けて、どの位自分が社会的

分子となつて未来の青年の肉や血となつて生存し得るかをためして見たい。（漱石全集第14巻 p.483） 

 

この3日後、1906(M39)年10月26日付鈴木三重吉宛書簡同日第二信 

 苟（いやしく）も文学を以て生命とするものならば単に美といふ丈では満足が出来ない。丁度維新の当

士（ママ 志士）勤王家が困苦をなめた様な了見にならなくては駄目だらうと思う。間違つたら神経衰

弱でも気違でも入牢でも何でもする了見でなくては文学者になれまいと思ふ。……。僕は一面に於て

俳諧的文学に出入すると同時に一面に於て死ぬか生きるか、命のやりとりをする樣な維新の志士の如

き烈しい精神で文学をやつて見たい。それでないと何だか難をすてゝ易につき劇を厭ふて閑に走る所

謂腰拔文学者の樣な氣がしてならん（漱石全集第14巻 p.492） 

 

 作者自身、伝えるべき思想があるから書く、しかも「百代の後に伝へんと欲する」が故に書くというか

                                                
19
 漱石蔵書は、現在東北大学図書館にあり、学生時代の答案などは、デジタル化されて公開されている。また、蔵

書への漱石の書き込みは、漱石全集第16巻「蔵書の余白に記入されたる短評並に雑感」に収められている。これらか

ら漱石の読書歴がかなりな程度にわかる。その幅広さは驚くべきものである。 
20 『文学評論』漱石全集第10 巻 p.65f. 
21 『ロック・ヒューム』世界の名著32、中央公論社、昭和55 年、p.58. 
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らには、その思想を理解することが読み手に求められる。 

 漱石が若いころから一貫して追求し続けた問題は、「正体の知れない心」であった。 

 

1890(M23)年8月9日子規宛書簡 

長明の悟りの言は記臆（ママ）すれど悟りの実は迹方（あとかた）なし 是も心といふ正体の知れぬ奴が五

尺の身に蟄居する故と思へば悪らしく（漱石全集第14巻 p.22） 

 

 漱石は、心についてどういう思想を得たのか。どんな思想を『心』に込めたのか。それを追求しよう。 

 

４４４４．漱石の思想解明の方法について．漱石の思想解明の方法について．漱石の思想解明の方法について．漱石の思想解明の方法について    

 

 本論にとりかかる前に、漱石の思想がどのようなものかを明らかにする探究の方法について少し触れて

おこう。漱石の作品は、普通、評論の方法で扱われる。評論の方法は、漱石が『文学評論』序言で説くよ

うに、評論家自身の主体的な価値観・美意識にもとづいて作品の意味・価値を判断する「鑑賞的」態度で

行われる。*22
しかし、ここでは漱石の『心』に説かれる思想を明らかにしたいので、評論でなく、思想史

の方法を用いる。 

 

 思想史の方法は、普通、文献学（philology）が用いられる。*23
文献学は、評論と違って自分の価値観・

信条による判断をできる限り避けて、信頼できる文献資料を根拠として、客観的・実証的に思想の歴史を

明らかにすることを目的とする。実証的というのは、「ここはこう解釈する」というとき、その根拠とし

て、必ず「これこれの文献がある」と証拠を示すということで、その証拠としてもっぱら文献資料を用い

る方法である。つまり、文献を根拠・理由として客観的・実証的に文献を研究する方法で、合言葉は「デ

ータに語らせよ」“Make data talk.”。文献を扱う場合、「データ」とは文献である。 

 

 漱石の思想を、自分にはこう読めるという独自の解釈によって描くのでなく、漱石の残した文献につい

て、この文章はこういう文章とこういう関係にあり、こういう思想と関係しているということを出典の明

示によって批判可能な形で提示して漱石の思想を明らかにする方法をとる。 

 

 評論は、いわば美食家がもらす料理の感想と等しく、群を抜いた特異な感覚をもつ批評家の意見は、そ

れ自体が独立の価値をもち、批判の成り立たない部分がある。しかし、文献学の方法による解釈は、批判

可能で、その点が評論と異なる。根拠となる資料の扱い方の不備や必要な資料の見落とし、論理のつなが

りの誤りなど、方法論上の欠陥があれば、明確に批判でき、改訂できる。文献学の方法による解釈は、絶

対的な正しさを要求しない。漱石の文献のすべてを神（全知全能者）の視点から解読することは誰にもで

きないのであるから。そういう意味で、このささやかな探究も、限られた視野から覗いた漱石の世界を描

写したもので、改訂の可能性は開かれている。 

    

５５５５．なぜ漱石は三角関係を描き続けたか．なぜ漱石は三角関係を描き続けたか．なぜ漱石は三角関係を描き続けたか．なぜ漱石は三角関係を描き続けたか――J.S.――J.S.――J.S.――J.S.ミル『自由論』第ミル『自由論』第ミル『自由論』第ミル『自由論』第5555部との関係部との関係部との関係部との関係    

    

 『心』の本論に入る前に、なぜ漱石は三角関係を描き続けたか、という一般的な問題について論じてお

く。漱石は、『心』を発表した年の晩秋に『私の個人主義』という講演を学習院大学で行った。そこで説

かれる漱石の「個人主義」は、三カ条の条件付きの個人主義で「国家主義」と対置される。*24 

                                                
22 『文学評論』漱石全集第10 巻 pp.25, 30. 
23 Textual criticism（本文校訂）によって確定されたテキストを実証的に解釈・評価する方法論で、Higher criticism
（高等批判）、あるいはHistorical criticism（歴史的批判）ともよばれる。Encyclopedia Britannica,“textual criticism”

参照。漱石全集のTextual criticism（本文校訂）の問題については、伊藤整、荒正人編『漱石文学全集１』集英社、

1982 年、p.727f.に丁寧に解説される。本稿では、テキストとして岩波書店版の漱石全集を用いる。 
24 漱石全集第11 巻 p.454。本稿p.40 参照。 
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第一に自己の個性の発展を仕遂げやうと思ふならば、同時に他人の個性も尊重しなければならないとい

ふ事。 

第二に自己の所有してゐる権力を使用しやうと思ふならば、それに附随してゐる義務といふものを心得

なければならないといふ事。 

第三に自己の金力を示そうと願うなら、それに伴ふ責任を重じなければならないといふ事。 

 

 これは、ミルの『自由論』に説かれる思想と質が等しく、短くまとめれば、他者と相互に自由を認め合

うという意味で「公平な眼を持った個人主義」と表現される。 

 

 『私の個人主義』は、1915(T4)年の衆議院議員選挙の際、『孤蝶馬場勝弥氏立候補後援現代文集』（1915

年、実業乃日本社）に寄稿され、巻頭に掲載された。馬場孤蝶（1869-1940）は、夏目漱石、生田長江、

森田草平、平塚らいてう、堺利彦らの応援を得て立候補し、落選。その「立候補の理由」（『反響』1915

年3月号）をこう述べている。 

 

 選挙権の大拡張、ある制限のもとにおける婦人の参政権、軍部大臣武官制の打破、軍費縮小、特に

この選挙の争点である二個師団増設絶対反対、兵役年限の短縮、警察官・裁判官の人権じゅうりんを

防止すべき法律制度の制定、言論・思想の自由のための新聞紙法の改正、官学偏重の積弊打破、学生・

女子の政治演説を聞く権利さえ奪い労働者のストライキを実質的に禁止する治安警察法の撤廃、営業

税・通行税などの諸悪税の廃止、行政・財政整理の断行*25 

 

 漱石の偉大なところは、個人主義（自由主義）をよしとしながらも、その光だけでなく、影があること

に注意を向けて警鐘をならしたところにある。無論、漱石には導師がある。個人主義で人が生きようとす

るとき、何を知っていなければならないか。それについて無知なままでは不幸になる、個人主義で生きる

上で不可欠な知識がある。それを説いたのは、J.S.ミルである。『自由論』第5部で次のように説く。 

 

 人は、ある一つの正当な目的を追求する際、仕方なく、それ故合法的に、しばしば、他の人に苦し

みや損害を与えたり、他の人が当然手に入れられると思っている幸福をよこどりしたりすることがあ

る。このような個人間の利害の対立は、社会制度が悪ければしばしば起こり、そういう制度が存続す

る限り避けえないが、中にはどんな制度の下であろうと避けえないものもある。志願者が多い職業や

競争試験で成功する者は誰でも、二人で同じものを争い、相手をしりぞけて選ばれる者は誰でも、他

の人の損失、無駄になった努力、失望落胆から利益を受ける。しかし、このような結果にくじけるこ

となく目的を追求する方が、人類全般の利益にとってはよいことであると、広く一般に了解されてい

る。いいかえれば、社会は失望した競争者に法的にも道徳的にも、この種の苦痛から逃れる権利を与

えていない。（拙訳）*26 

 

 実は、J.S.ミル（1806 - 1873）には、ジョン・テイラー夫人ハリエット（1807-58）をめぐる痛切な三

角関係の体験があった。 

 1830年、24歳のミルは、テイラー家の晩餐会で、23歳のハリエットと出会う。ハリエットは、絵画、音

楽、文学を愛し、政治にも関心を持つ知的な女性で、それらに関心の薄い夫、ジョン・テイラーに心満ち

たりず、ミルに惹かれた。ミルも、論文へのアドバイス、自分の思想への批評を求めうる一番の理解者を

得た。ジョン・テイラーは二人の頻繁な交際を嫌った。1833年、ハリエットは、夫と別居。ロンドン南西

約26kmのウォルトン・オン・テイムズ（Walton-on-Thames）に住む。週末ミルが訪問、談話。性的関

                                                
25 水川隆夫『夏目漱石｢こころ」を読みなおす』平凡社新書、2005 年、p.207. 
26 J. S. Mill, On Liberty, 3rd. ed. London,1864, p.169,『自由論』早坂忠訳（世界の名著38、中央公論社1967）p.324
参照。 
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係はなかったという。1849年、ジョン・テイラーが癌で病床に伏すと、ハリエットはロンドンに戻り、夫

の最期まで献身的に看病した。1851年、ハリエットとミルは正式に結婚。1858年、ハリエット病死。二人

の結婚は、7年半で終わった。1859年、『自由論』の出版。『自伝』(1873年) は、この書を二人の共著と

している。*27 

 

 漱石が、ミルの『自由論』を読んだかどうかは確認できない。『自由論』は、1872(M5)年、中村敬太郎

（正直 まさなお）が『自由之理』として、1895(M28)年には、高橋正次郎が『自由之権利』として翻訳を出

している。 

 漱石の旧蔵書や自筆資料などは、現在、東北大学が保管、「漱石文庫」としてネットで公開されている

が、漱石の学生時代のノート「英文学史の講義の筆記断片」（18世紀末～19世紀の作家と作品）には、ミ

ル『自由論』の原題 On Libertyが出る。*28 講義で書名を聴いたことは確かである。*29 

 

 高橋正次郎訳『自由之権利』は、1895(M28)年12月31日の出版。漱石が松山にいた時で、翌年4月、熊

本に移っている。東北大学所蔵の「漱石文庫」にはないが、図書館で、あるいは回し読みで読んだ可能性

はあろう。*30 

 

 漱石にも、ミル同様、深刻な体験があった。和田謹吾（1922‐1994）の漱石論文集、小坂晋『漱石の愛

と文学』(1974)は、大塚楠緒子（1875 - 1910）をめぐる三角関係、また、小泉信三『夏目漱石』(1948)、

江藤淳『漱石とその時代』(1970)は、嫂（あによめ）登世をめぐる三角関係があったとするが、いずれも推測

の域を出ない。*31 

 

 漱石にとって、事実として確認できる人生に深刻な影響を及ぼしたと思われる体験は、1893(M26)年8

月の学習院大学就職事件であろう。自分も周囲も、当然、採用されるものと多寡をくくっていたところ、

思いもよらぬ結果に漱石の心は深く傷つく。その後、1895(28)年4月愛媛県尋常中学校に赴任するまで、

周囲をはらはらさせることになる。*32 

 

 学習院大学は、当時、宮内省管轄の官立学校で、ちょうど漱石が大学卒業の年、英語教師募集があり応

募した。漱石は、立花政樹に次いで日本で2人目の英文学士、成績も良く、第一高等中学校（後の第一高

等学校）以来の友人で、一年早くそこに哲学で職を得ていた立花銑三郎（せんざぶろう）の後押しもあったの

で、競争相手はいないと楽観して、モーニングまで拵えたが、採用されなかった。 

 

 採用されたのは、重見周吉（しげみ しゅうきち 1865-1928）四国今治の人。今治教会で洗礼を受け、おそら

く、この教会と関わりのあった新島襄（1843-1890）らの援助を受け、1884年単身で渡米。*33 エール大

                                                
27 The " Liberty" was more directly and literally our joint production than anything else which bears my name, 

for there was not a sentence of it which was not several times gone through by us together, turned over in many 

ways, and carefully weeded of any faults, either in thought or expression, that we detected in it.  J. S. Mill, 

Auto-biography, New York 1874, pp.251, 252. 
28 http://dbr.library.tohoku.ac.jp/infolib/user_contents/soseki/images/img7-17.pdf 
29 「漱石文庫」に現在あるJ. S.Millの著作は、次の3冊で、 On Liberty はない。(1) Utilitarianism, London, Longmans, 

1864. (2) Three essay on religion. --nature, utility of religion, and theism, London, Longmans, 1874. (3) Selections 

from J. S. Mill's political economy and H. Spencer's study of sociology, Tokyo, 1896. 
30 高橋正次郎訳は、熊本大学図書館になく、第五高等学校が所蔵していたかは不明。現在所蔵する大学図書館は、筑

波大学、天理大学、東京大学経済学部、日本大学文理学部の４図書館のみである。 
31 今西順吉『漱石文学の思想 第一部』筑摩書房、1988、p.24f. 
32 原武哲『夏目漱石と菅虎雄』教育出版センター、昭和58 年、pp.67f. 
33 重見は、アメリカで学資を得るため、A Japanese Boy by Himself (1889)を書き、出版した。「まえがき」はこん

な書き出しで始まる。Dear Sir: — My motives in writing this jejune little volume are, as you are aware, two : 1st. 
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学で医学を学び、1891年、医学博士号を取得して帰国。高木兼寛（たかき かねひろ 1849-1920）の設立した

東京慈恵医科大学で、3年間、教鞭を執り、その傍ら1892(M25)年、東京日本橋に重見医院を開業してい

た。*34  

 

 漱石不採用の理由は、不明。平民の身分は、重見も同じである。*35
 漱石が、兵役逃れのため、前年の

1892（M25）年4月、北海道後志国岩内郡吹上町十七番地浅岡仁三郎方に移籍したことが、厳格な身元調

査で問題にされたのではないかという説がある。*36 あるいは、前年に書いた「革命主義」のことばで始

まる評論「文壇に於ける平等主義の代表者ウオルト・ホイツトマン（Walt Whitman）の詩について」『哲

学雑誌』（1892(M25)年10月）が思想上、華族の教育を目的とする学習院に合致しないと問題にされたの

かもしれない。次のような文句が出る。「ホイツトマンは共和国の詩人なり。共和国に門閥なく上下なく

華士族新平民の区別なし貧富何ものぞと問はば是れaccidentのみと答へん。」（漱石全集第12巻 p.93.）  

 

 四民平等の時代になったから、勉学に励んで学問を身につければ、社会は評価して胸を拡げて迎えてく

れる、と信じて歩んできた漱石の前に冷酷な現実が立ちはだかった。*37 初期の文科大学卒業生は、大学

教授などの職が順調に得られた。しかし、漱石が卒業した1893(M26)年、初めて卒業生に｢職業未詳の者｣

が出た。*38 漱石が受けた衝撃の大きさは、容易に理解できよう。「学問による立身出世」という他人本

位の生き方が、いかに脆く虚なものか思い知らされたことであろう。その後、極度の精神不安定に陥る。

健康も損ね、翌1894年2月には血痰もでて、10月には、『心』のKと同じように、小石川の寺（法蔵院）

に寄宿している。年明けには、新聞社ジャパン・タイムズへの就職も試みている。 

 

 この頃、漱石の様子を心配した友人菅虎雄が一時、漱石を自宅に同居させたが、菅を驚かせるようなこ

とがあった。*39 何があったのかは不明であるが、『吾輩は猫である』（漱石全集第1巻 p.71, p.171）に

寒月君が吾妻橋を通り掛って「身投げの芸を仕損じた」話が出る。それに近いことかもしれない。 

 その年の暮れに、鎌倉円覚寺で禅の修行による克服を試みるが、うまくいかず、東京にいるのが嫌にな

り、1895(M28)年4月、松山の中学校へ行く。 

 

1906(M39)年10月23日狩野亨吉宛書簡 

 当時僕をして東京を去らしめたる理由のうちに下の事がある。――世の中は下等である。人を馬鹿

にしてゐる。汚い奴が他と云ふ事を顧慮せずして衆を恃み勢に乗じて失禮千萬な事をしてゐる。こん

な所には居りたくない。（漱石全集第14巻 p.485） 

 

                                                                                                                                                            
There seems to be no story told in this country of the Japanese boy's life by a Japanese boy himself. The following 

rambling sketches are incoherent and extremely meagre, I own ; but you must remember that they are a boy's 

talks. Give him encouragement, and he will tell you more. 2d. The most important of my reasons is my desire to 

obtain the means to prosecute the studies I have taken up in America. Circumstances have obliged me to make 

my own way in this hard world.  
34 原武、前掲書p.78. 重見の学習院での教授は、実質9 年間であった。学習院着任後9 年目の1902(M35)年9 月29
日、地位はそのままで職務が免除される「非職」の命を受け、翌年1903(M36)年9 月28 日、非職満期で学習院を退

職。その後は、開業医として活躍した。 
35 重見周吉修学履歴書 http://home.e-catv.ne.jp/bocchan/h12.htm 
36 原武、前掲書 pp.78,79. 
37 1906(M39)年10 月23 日狩野亨吉宛書簡「大学で成績がよかった。それで少々自負の気味であった。」漱石全集第

14 巻 p.483. 
38 初期の文科大学卒業生は、邦人教授の第2 世代を形成したが、明治20 年代後半から専門的研究者の市場は枯渇、

漱石が卒業した26 年、初めて｢職業未詳の者｣が登場。橋本鉱市「近代日本における｢文学部｣の機能と構造―帝国大

学文学部を中心として―」教育社会学研究、第59 集(1996) p.97. 『文部省年報』明治26 年度版 p.47参照。 
39 狩野亨吉「漱石と自分」『狩野亨吉遺文集』p.200、今西、前掲書p.326. 
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 心に癒しがたい苦しみを抱えた漱石が、松山で、あるいは熊本で、出版されたばかりのミル著、高橋正

次郎訳『自由之権利』（1895(M28)年12月31日発行）を読み、第5篇の次のくだりに出会ったとすれば、

一見、冷たく突き放すような言葉であるが、冷徹であるがゆえに慰藉となりうる。*40 

 

箇人ガ、正経ナル目的ヲ遂ヒナガラ、止ムヲ得ズ（故ニ正経ニ）、他人ニ苦痛損失ヲ被（こうむ）ラシ

メ、彼等ガ當ニ得ベカリシ所ノ福祉ヲ妨（さまたぐ）ル許多（きょた）ノ場合アリ。各人間ノ斯（かく）ノ如

キ利害ノ衝突ハ、往々（おうおう）不良ナル社会ノ制度ヨリ起ルコトアリ、然（しか）ルトキハ、其制度ガ

持続スル間ハ、之ヲ避ル能ハズ。且又（かつまた）如何ナル制度ノ下ニモ免レ難キモノモアリ。例セバ、

何人ヲ問ハズ、類多キ職業若（もし）クハ候補者多キ試験ニ奏功スルモノ、即チ、隻方ガ志願スル一箇

ノ目的ニ対シ競争シテ齎（せい）ヲ制スルモノハ、他人ノ失敗ト其浪費シタル努力ト其失望ニ由テ己ノ

利益ヲ収得スルモノナレドモ、人ガ、此等ノ結果ヲ斟酌セズシテ其目的ヲ遂フハ、人間ノ公益上嘉（よ

み）スルベキコトナルハ世ノ共ニ是認スル所ナリ。換言スレバ、社会ハ失望ノ競争者ニ対シ、此類ノ損

害回復権（法律上若クハ道徳上）ヲ肯（がん）ゼザルナリ。（pp.241,242） 

 

 漱石が三角関係を描き続けたのは、近代社会の利己主義（エゴイズム）の醜さを糾弾するためである、

という説があるが、そうではない。個人主義（自由主義）の社会では、利己心も競争も否定されない。そ

こから苦しみが生まれるが、その問題が、エゴイズムの糾弾によって解決できると期待するのは、幻想で

ある。イギリスの哲学思想をよく理解した漱石は、そういう考えに与しない。*41
身分秩序が固定された前

近代的な社会でなら、位の上の者が恫喝すれば、無理なことであろうと、下の者が引き下がって問題はま

るく収まったのであろうが、近代社会は、もはやそんな時代ではない。 

 

「威光を笠に着て無理を押し通す程個人を侮辱したることなければなり。」（漱石全集第13巻 p.170） 

 

 漱石が見つめたのは、産業化に伴って個人主義化、自由主義化していく社会における問題である。三角

関係に代表される個人間の競争から生まれる苦痛の問題は、エゴイズムの醜さを糾弾することでは、決し

て解決できない。そもそも糾弾が許されるのは、ミルが『自由論』で説くように、原則として不法行為か、

危害原理*42
に触れる場合に限られる。そこが理解できなければ、個人主義（自由主義）の社会で、幸福に

生きることは難しくなる。*43 

 

 ミルが指摘するとおり、個人間の競争は、いかなる社会制度のもとでも起こる不可避なもので、特に個

人主義の社会では激化する。そこから生まれる苦しみは、不可避で、くじけることなく受け止めるほかな

い。そうする方が人類全体の発展には、よいと納得して「片付けられない」心を抱えて生きるしかないが、

他者にも自分と同等の権利があることを認める個人主義の視点に立つことができれば、自分の苦しみだけ

を見つめる利己主義から解放されて幸福をつかむ可能性が開かれる。これを、漱石は自らの痛切な体験を

通して知り、社会に広く告げるために、競争の典型として三角関係を描き続けたと思われる。 

                                                
40 本稿p.8参照。 
41 「我々は他が自己の幸福のために、己れの個性を勝手に発展するのを、相当の理由なくして妨害してはならないの

であります。」『私の個人主義』漱石全集第11 巻 p.452. 
42
「その原理とは、人類が、個人的にまたは集団的に、だれかの行動の自由に正当に干渉しうる唯一の目的は、自己

防衛だということである。すなわち、文明社会 の成員に対し、彼の意志に反して、正当に権力を行使しうる唯一の目

的は、他者にたいする危害の防止である」『自由論』早坂忠訳（世界の名著38）p. 224. 
43 現在の心理学は、むしろ自尊感情を重視する。Heatherton & Wyland, ‘Assessing Self-Esteem,’ は、自尊感情が高

い人は、心理学的に健康で幸福とする。http://www.dartmouth.edu/~thlab/pubs/03_Heatherton_Wyland_APP_ 
ch.pdf この流れの源は、漱石文庫にもあるウィリアム・ジェームズの心理学である。 
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II.II.II.II.    本論本論本論本論    

    

１．１．１．１．『心』『心』『心』『心』のあらすじのあらすじのあらすじのあらすじ    （以下、「私」*44
「先生」、奥さん、Kは『心』の登場人物） 

 

上 先生と私 

 明治の末、学生の「私」は夏休みに鎌倉で「先生」と出会い、専門が近いことから教えを受け、家に出

入りするようになる。「先生」は親の遺産があるため働かず、奥さんと静かに暮らしている。何度か裏に

秘密のある教訓めいた話をする。その秘密を打ち明けるよう迫ると、来るべき時に話すことを約束する。 

 

中 両親と私  

 大学卒業後、「先生」の家でお祝いをしてもらい、父が病気で寝込んだため実家に帰省。父は「私」の

就職と出世を期待しているが、その望みがかなえられないまま弱っていき、明治天皇の後を追うように臨

終の床に就く。そこへ「先生」から分厚い手紙が届く。それは遺書で、「私」は医者に父が2，3日もつか

確かめて東京行きの汽車に乗る。 

 

下 先生と遺書 

 「先生」は、地方の資産家の一人息子だったが、中学を出るころ、両親が相次いで亡くなり、叔父に財

産管理を任して友人のKとともに東京の高等学校に入る。叔父の娘と無理やり結婚させられそうになり、

叔父が財産をかすめ盗ろうとしていると疑った「先生」は、知人を介して財産分与してもらい、故郷と縁

を切る。医者の家の養子になっていた友人Kは、医科に進む約束で東京に出てきていたが、こっそり文科

に進み、養子縁組は破談、実家からも見放される。求道心が強く、寺に籠って修行したりしていたが、仕

送りが途絶えて経済的に困る。「先生」は遺産を手にして、戦争未亡人の家に下宿していた。そこへKを

呼んで、ともに住むことになった。その家にはお嬢さんがいた。「先生」はその魅力に惹かれるが、無理

に結婚させられるのではないかという猜疑心から、お嬢さんがKと親しくする様子を見てやきもきしなが

らも、自分の心を素直に伝えられないでいた。ある日、Kからお嬢さんが好きだと告白される。驚いた「先

生」は、かつてKが「先生」に向かって放った「向上心のない奴は馬鹿だ」ということばを投げかける。

Kは力を失い、数日後、自殺する。その後、「先生」はKとの間でそんなやりとりがあったことは伏せた

まま、お嬢さんと結婚する。幸せであるべき結婚は、「先生」の秘密によって暗い影を落とし、子供にも

恵まれないまま、「私」という告白の相手を見つけて「先生」は自殺する。 

 

 

２．主要登場人物とその名前２．主要登場人物とその名前２．主要登場人物とその名前２．主要登場人物とその名前    

 

 「先生」とKは自殺する。自殺の原因が何かよく話題にされる。どちらの死も唐突で、特に「先生」の

死は、親の遺産で金に困ることなく働かなくても悠々と暮らしていて、美しい奥さんがいて、唯一心の闇

は親友Kを死に追いやったという自責の念である。「先生」が遺書に「私に乃木さんの死んだ理由がよく

解らないように、あなたにも私の自殺する訳が明らかに呑み込めないかも知れませんが、もしそうだとす

ると、それは時勢の推移から来る人間の相違だから仕方がありません。」と書くように、自殺の理由が何

かを問うても確たる答えは出せない。 

 

 答を得るには、問題を見る視点を変えなければならない。二人はなぜ自殺したのかと問うのではなく、

漱石はなぜ二人を破滅させたかを問えば、その根底には、『心』を書いた漱石の思想があるはずで、それ

を明らかにすることによって答が得られよう。「先生」とKの二人の死は、その生き方、心の働かせ方に

問題があること、その思想が無効であることを死なせることによって表現したもので、作者漱石による抹

殺である。 

                                                
44 「私」と「先生」は、誤解回避のため鍵括弧をつける。 
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１）「先生」１）「先生」１）「先生」１）「先生」    

 「先生」という呼称は、一風変わっている。『心』を執筆する前に漱石が読んで、影響を受けたと考え

られる、「先生」という呼称を頻繁に印象的に使う本がある。それは、安藤州一『清澤先生信仰座談』で、

漱石文庫に1904(M37)年の刊本がある。この本では、清澤満之（1863 - 1903）が一貫して「先生」と呼ば

れている。この「先生」の使い方が参考にされたかもしれない。もちろん、清澤満之が『心』の「先生」

というわけでは決してない。漱石にとっては帝大の先輩で、すでに『心』執筆の11年前に故人となってい

る。「先生」という呼び方が印象的で、影響を受けた可能性がある。 

 

 また、漱石の家には、五高、一高、帝大での教え子を中心として人がよく訪ねた。1906(M39)年10月中

旬からは、漱石が作家と教師の二足のわらじで忙しくなって、面会日が木曜日と決められた。教え子たち

は、漱石を「先生」と呼んだ。「先生」という呼称は、漱石自身を思い起こさせる。*45 

 

 漱石は、若い頃から漢籍に親しみ、老荘思想に源をもつ「動と静」の問題に晩年に至るまで強い関心を

もち続けた。「動と静」の対比で分ければ、「先生」は、財産（金）や恋の問題のために心を激しく動か

す「動」の人で、ここにその破滅の理由がある。おそらく、「先生」は、周りから「先生」と呼ばれる漱

石自身の内なる否定されるべき側面、癇癪を起しやすい「動」の部分が投影されたものであろう。 

 

上30  「先生はさつき少し昂奮（こうふん）なさいましたね。あの植木屋の庭で休んでいる時に。私は

先生の昂奮したのを滅多に見た事がないんですが、今日は珍しい所を拝見した様な気がします」 （略） 

「いや見えても構はない。実際昂奮するんだから。私は財産の事をいふと屹度（きつと）昂奮するんで

す。君には何（ど）う見えるか知らないが、私は是で大変執念深い男なんだから。人から受けた屈辱や

損害は、十年立つても二十年立つても忘れやしないんだから」（pp.82,83） 

 

 もっとも「先生」は、漱石そのままではない。漱石と違って、社会との関係を断った孤独者である。人

情の世界で心を動かせば、苦しみ悲しみに耐えがたくなるため世間を超越して、孤独者の生活の中で心の

平安を得ようとする。「真理の求婚者」として生き、大衆の揶揄に対してそのつど怒りをぶつける「蠅た

たき」になるなというニーチェの教え*46 の実行者ともいえる。しかし、遺産相続や恋の問題が容赦なく

押し寄せてきて、「先生」は心を動かさざるを得ず、苦しむ。 

 

「先生」は、遺産相続をめぐる叔父との軋轢を思い起こすと心の平安を失う。 

下8  普通のものが金を見て急に悪人になる例として、世の中に信用するに足るものが存在し得な

い例として、憎悪と共に私は此（この）叔父を考へてゐたのです。私の答えは、思想界の奥へ突き進ん

で行かうとするあなたに取つて物足りなかつたかも知れません、陳腐だつたかも知れません。けれど

も私にはあれが生きた答えでした。現に私は昂奮してゐたではありませんか。私は冷やかな頭で新し

い事を口にするよりも、熱した舌で平凡な説を述べる方が生きてゐると信じてゐます。血の力で体が

動くからです。言葉が空気に波動を伝える許でなく、もつと強い物にもつと強く働き掛ける事が出来

るからです。（p.169） 

 

「先生」は、お嬢さんが誰かと話をしていると、いらいらする。 

下16  私の神経に一種の昂奮を与えるのです。私は坐つてゐて変にいらいらし出します。私はあれ

は親類なのだらうか、それともただの知り合いなのだらうかとまづ考へて見るのです。夫（それ）から

若い男だらうか年輩の人だらうかと思案してみるのです。坐つてゐてそんな事の知れやう筈（はず）が

                                                
45 小宮豊隆『夏目漱石』岩波文庫、上、p.208 参照。また、寺田寅彦の日記に「夏目先生」とある。『寺田寅彦随筆

集』（岩波文庫第1 巻 p.69f.）に収められている「先生への通信」（M43 年1 月―44 年4 月）は、｢東京朝日新聞｣

に掲載された。この新聞の文芸欄をまかされていたのは漱石なので、「先生」は漱石を指す。 
46 『ツァラトゥストラはこう言った』第1 部12「市場の蠅」。本稿p.27 参照。 
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ありません。さうかと云つて、起つて行つて障子を開けて見る訳には猶（なお）行きません。私の神経

は震へるといふよりも、大きな波動を打つて私を苦しめます。私は客の帰つた後で、屹度（きっと）忘

れずに其（その）人の名を聞きました。御嬢さんや奥さんの返事は、又極めて簡単でした。（p.118） 

 

 「先生」は、Kが自殺した時、「それでも私はついに私を忘れる事が出来ませんでした。」（下48、p.267）

と、まず「私」（利己心）を守ろうとする。この部分を、漱石が「利己主義を糾弾した」*47
と読むのは誤

読であろう。漱石は、イギリスの近代思想をよく理解している。個人が自由の拡大を求めることを「利己

主義」としてやみくもに「糾弾」することはしない。自己の利害を中心に考えることを、自然な心のはた

らきとするところから漱石は出発する。『心』執筆直後の講演、『私の個人主義』では、自己の利害を中

心に考えることが現実では、どうなるか、その事情を次のように説明する。 

 

 国家が危くなれば個人の自由が狭（せば）められ、国家が泰平の時には個人の自由が膨脹して来る、

それが当然の話です。（漱石全集第11巻 p.460） 

 

 個人が自由の拡大を求めるのは当然の理であるが、国（社会）の安定度によって、自由の許容される範

囲が変わると説く。社会が貧しい、あるいは戦争の危機にさらされているときは、自由の許容度が下がり、

社会が安定し、豊かになれば、自由の許容度が上がっていく。その上で、相互の自由を認め合う「公平の

眼」を具えた個人主義が望ましいとする。個人主義は、他者の権利・自由を無視する利己主義ではない。 

 「先生」は、学生時代に学んだ個人主義に共感しながら、幼時から身につけた「道学の余習」（下29、

p.219）による「恋は罪悪」（上12,13、p.36）という考えにしばられ、心に葛藤を抱え込む。そのため、

ついには親友を死に追いやった罪悪感に耐えかね死に向かう。教育によって注ぎ込まれた東洋思想と西洋

思想が心の中で併存し、軋轢を生む。これは『文学論』に言及される漱石の枢要主題である。 

 

「前代の訓育の潮流に接せざる現下の少年はいざ知らず、尋常の世の人心には恋に遠慮なく耽ること

の快なるを感ずると共に、此快感は一種の罪なりとの観念付随し来ることは免れ難き現象なるべし。

吾人は恋愛を重大視すると同時に之を踏みつけんとす、踏みつけ得ざれば己の受けたる教育に対し面

目なしと云ふ感あり。意馬心猿の欲するまゝに従えば、必ず罪悪の感随伴し来るべし。これ誠に東西

両洋思想の一大相違と云うて可なり。」*48 

 

 道学は、人間関係を親子、兄弟、君臣、師弟など上下関係のさだまった身分秩序の網ととらえる。行動

する時、どのような網の目に自分が位置しているか気を配り、その位置で期待されている行動をとること

を「（人が従うべき）道に則ったもの」、これに反する行動をとることを「道に外れたもの」と教えた。 

 和辻哲郎は、漱石が「気働き」を求める「前の世代の人」であったと回想している。 

 

 昔の日本の風習には、感情の表現にブレーキをかけるという特徴があったと思う。その点で漱石は

前の世代の人であった。それだけに漱石は、言葉に現（ママ）わさずとも心が通じ合うということ、す

なわち昔の人のいう「気働き」を求めていたと思う。*49 

 

 ミルの自由主義によれば、成熟した能力をもつ者（成人）は、自分の身体と精神に関して主権者であり、

他人に危害を加えない限り、自由に行動を選択する権利（自己決定権）をもち、たとえその選択がどんな

に愚かと思われようと、自由な討論によって納得させられるのでなければ、その決定を覆させられるべき

ではない。*50
  

                                                
47 本稿 p.35 参照。 
48
『文学論』漱石全集第9 巻 p.83。今西順吉『漱石文学の思想 第一部』p.464 参照。 

49 ｢漱石の人物｣『和辻哲郎随筆集』岩波文庫1995 年9 月18 日, pp152-171．初出:｢新潮｣1950 年12 月号 
50 J. S.ミル『自由論』世界の名著、pp.224,225参照。 



漱石『心』が伝える心のメッセージ 

 

15 
 

 『心』の「私」は、産業化が進展した後に育ち「他（ひと）の時間と手数に気の毒という観念を丸で有（も）

つていない田舎者を憎らしく思つた」（上36、p.99）というように、個人主義が自然に身についている。

一方、「先生」は、互いに気配りをやりとりする行動様式（気配りの互酬制）から抜け出せないため、都

会に出て（上28）自由な空気に触れても、それに身をゆだねることができず、金や愛の問題を率直に話し

合うことによって解決できない。まだ若い自分を世話してくれる「私の存在に必要な人間」（下4、p.159）

として信頼していた叔父と十分話し合うこともなく、親の遺産をだましとられたと思いこみ、「他（ひと）

の徳義心を疑ふやうになった」（下3、p.156）。都会の自由にも「自由と独立と己れとに充ちた現代に生

まれた我々は、其（その）犠牲者としてみんな此（この）淋（さび）しみを味はゝなくてはならないでせう。」（上

14、p.41）と心を落ち着けることができない。都会の自由に解放感を感じながらも、周りからの気配りを

求める心の分裂は、旧時代の倫理（道学）と、産業化とともに急速に発展していく都市の倫理（個人主義）

の葛藤となって「先生」を窮地に追い込んでいく。 

 

（下2）  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。しかし恐れてはいけ

ません。暗いものを凝と見詰めて、その中からあなたの参考になるものを御攫（つか）みなさい。私の

暗いといふのは、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。また倫理的に育て

られた男です。其（その）倫理上の考えは、今の若い人と大分違つた所があるかも知れません。然し何

（ど）う間違つても、私自身のものです。間に合せに借りた損料着（そんりょうぎ）ではありません。だか

らこれから発達しやうといふ貴方には幾分か参考になるだらうと思ふのです。 

 貴方は現代の思想問題について、よく私に議論を向けた事を記憶しているでせう。私のそれに対す

る態度もよく解つてゐるでせう。私はあなたの意見を軽蔑迄しなかつたけれども、決して尊敬を拂ひ

得る程度にはなれなかつた。あなたの考へには何らの背景もなかつたし、あなたは自分の過去をもつ

には余りに若過ぎたからです。（pp.153,154） 

 

 「先生」は、自己本位の確立ができなかったKとは異なり、「損料着ではない」思想を攫んだが、その

立脚地が現代社会を幸福に生きられるものではなかった。新しい時代は、「比較的自由な空気を呼吸して

ゐる」（下29､p.219）「私」が切り開くことを期待して自分の失敗を教訓にするよう｢遺書｣を残し、この

世を去る。『心』は、漱石が意識していた自己の内なる、古い時代の道学と新しい時代の個人主義のキメ

ラ殺しの物語である。キメラ故に「先生」は「倫理的に暗い」。この自殺は「殉死」ではありえない。*51 

 

 また、これは「自己本位の挫折」ではない。「自己本位の立脚地」は、その時代、その社会を幸福に生

きられる適切なものかが問われる。「先生」の「損料着でない思想」は、そこに問題があった。漱石は、

個性の発展が「幸福に非常な関係を及ぼす」（『私の個人主義』p.456）と考える。「他人本位で、根の

ない萍（うきぐさ）のやうに、そこいらをでたらめに漂よつて」いては「駄目」（同上p.442）なのである。 

 

 

２）２）２）２）KKKK    

 Kは、清澤満之をモデルにしたのではないかといわれることがある。Kは、他力本願の浄土真宗の寺の

子でありながら、宗派は明らかにしてないが、自力主義に興味をもって修行している。一方、清澤は、厳

しい禁欲生活を送ったことが知られているが、明治における他力主義の思想運動の核となった人で、思想

的には、Kと正反対の人である。また、漱石にとって帝国大学の先輩。そういう人を作品の中であれ、自

殺させることはしない。 

 

 漱石の本名は金之助。Kは金之助のイニシアルであろう。Kと漱石の類似点は多い。二人とも、生まれ

て間もなく、裕福な家のはずなのに養子に出された。Kは、医科に進む約束で大学に入るが、宗教的な精

進をめざして文科に進み、勘当され、家族と切り離され孤立し、経済的にも行き詰まり、挫折する。 

                                                
51 本稿p.41参照。 
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 若き漱石の場合、20歳の時、二人の兄を続けて亡くし、翌年夏目家に復籍するが、「実父から見ても養

父から見ても、彼は人間ではなかった。寧ろ物品であった。」（『道草』九十一 漱石全集 第6巻 p.556）

というような状態で、「家から学資を仰がずに遣ってみようと」*52
と塾に住み込んで働いたり、Kのよう

に寺に住んだりした。そして、Kが医科から文科に進学先を変えるように、漱石も数学がよくできて建築

科を目指していたが、友人、米山保三郎*53
に勧められて文科に進んだ。 

 

 「落第」*54
によれば、漱石は、予科2年目で落第したのち、まじめに勉強するようになった。福沢諭吉

の『学問のすすめ』の「身分重くして貴ければおのずからその家も富んで、下々（しもじも）の者より見れば

及ぶべからざるやうなれども、その本（もと）を尋ぬればただその人に学問の力あるとなきとによりてその

相違もできたるのみ」という四民平等の世の中で、大事なのは学問の力だという考えを受容したのであろ

う。少なくとも、明治の四民平等の建前は信じていた。学生時代、子規が身分による能力の違いを手紙に

書いた時、漱石はこれを強く批判した。*55 

 

君の書に曰く 試みに学校の兒童を見よ 工商の子多くは上座にあり 士家の子多くは末席にあり 

然れども其学校を出づるや工商の子弟は終に士家の子弟に〔一籌を〕輸する*56
を常にすと 是は君一

家の経験にて云ふなるか 統計抔にて云ふや （僕嘗て*57
曰ふ）とあれば貴君一家の説なるべし 然

し*58
小生の居りし学校にては工商の子弟より士家の子弟常に上席を占めたり かく事実相反する以

上は議論の土台と為り難し 且つ学校を出でゝ商工の子が士家の子弟に一籌を輸すとは学問の点な

りや世渡りの巧拙*59
なりや はた君の所謂気節*60

の点なりや 学問の点より云へば商工は商工の業

あり専意学問に従事する事能はず*61
 士家の子弟は学を以て身を立つるもの多ければ商工の及ばざ

るは勿論*62
の話しなり 世渡りの巧拙に至っては容易に断言しがたし 商工は世に応じて甘く切り

ぬけ行くもの沢山ならん 士人の子弟にてもお鬚の塵を払ひおべつか専一にて世に時めく者幾千万

なるを知らず 又気節の点に至っても商工の子無下に*63
意気地なしと思ひ給ふ可からず 身分々々

*64
に応じて相応の意地はあるものなり 但し無学なる工商に望むに絶大の見識を以てするは赤子を

して郵便配達夫たらしめんとするが如し 云はずとも分り切た話なり これに反して士人の子と雖

ドモあながち気節ある人多しとは云ふ可らず 方今*65
紳士とも云はるゝ輩青萍*66

とも浮草とも評す

べき行為あるもの枚挙すべからず 其身元を尋ねたらば大方は士族なるべし 兎に角気節の有無抔

                                                
52 「私の経過した学生時代」漱石全集第16 巻 pp.640-641 参照。K の住む「大観音の傍」（下20）は、同じ表現が

『硝子戸の中』九（漱石全集第8 巻 p.433）に友人O（太田達人）のこととして出る。思い出を借用したのであろう。 
53 よねやま やすさぶろう（1869‐1897）。漱石の第一高等中学校以来の友人で、哲学科に進み、将来を嘱望されて

いたが、夭折、哲学の大成はならなかった。若くして禅に親しみ、円覚寺の今北洪川（1816-1892）管長から天然居

士の号を与えられ、『吾輩は猫である』三に「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人で

ある」（漱石全集第1 巻 p.85）と紹介される。「焼芋を食い、鼻汁を垂らす」は、『碧巖録』第三十四則（岩波文庫、

中、p.45）に出る、唐の皇帝が懶瓉（らんさん、怠け者の瓉）の名声を耳にして使者を送ったところ、鼻水を垂らし

ながら焼き芋を食べ続けて相手にしなかったという故事にもとづくとされる。 
54 「中学文芸」1906(M39)年9 月15 日、漱石全集第16 巻 pp.499-504. 
55 1891(M24)年11 月7 日子規宛書簡、漱石全集第14 巻 p.39－40. 明治維新後、皇族、公家、藩主は華族、武士階

級は「士族」、その他は「平民」とされた。士族は全人口の約5%。子規は士族、漱石は平民であった。 
56 いっちゅうをゆする（ちょっと負けること、一歩おくれをとること） 
57 かつて（以前、昔） 
58 しかし 
59 こうせつ（たくみなこと つたないこと、じょうずとへた） 
60 いわゆる（世間一般に言われる） きせつ（気概があって、節操の固いこと） 
61 あたわず（できない） 
62 もちろん 
63 むげに（むやみに。やたらに） 
64 原文は繰り返し記号 
65 ほうこん（このごろ） 
66 やから（連中）せいひょう（青い浮草。浮草は、不安定で落ち着かない暮らしのたとえ） 
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は教育次第にて工商の子なりとて相応の教育を為し一個の見識を養生（ママ）*67
せしめば敢て士家の子

弟に劣らんとも覚えず 暫らく気節は士人の子の手に落ち工商の夢視せざる處とするも是は工商た

るが為に気節なきにあらずして気節を涵養するの時機に会せざりしのみ 試みに士家の子弟をとり

て幼少より丁稚*68
たらしめば数年を出ずして銅臭の兒*69

とならん 君の議論は工商の子たるが故に

気節なしとて四民の階級を以て人間の尊卑を分かたんかの如くに聞ゆ 君何が故かかる貴族的の言

語を吐くや 君 若しかく云は  ゞ吾 之に抗して工商の肩を持たんと欲す。 

 

「向上心のない奴は馬鹿だ」（下30，41）ということばが『心』のキーワードになるが、向上心があれば、

学問することで立身出世ができると信じていた若き漱石は、苦い挫折を味わうことになる。成績がよく周

囲からも力を認められ自信があった。「卒業したときには、是でも学士かと思ふ様な馬鹿が出来上がった。

それでも点数がよかつたので、人は存外信用してくれた。自分も世間へ対しては多少得意であった。」*70 

しかし、就職で躓く。1893(M26)年 7月、大学を良い成績で卒業、学習院大学への就職を楽観視していた

が、採用されなかった。今や時代は四民平等で、努力して勉学に励めば社会は評価して迎えてくれる。そ

う信じて歩んできた希望の道標が無残にも破壊された。10月に東京高等師範学校の英語嘱託となるが、極

度の精神不安定に陥り、1895(M28)年4 月に松山へ行くまでの漱石は、2年間ほど、まさしくK のように

実家に頼らない、不安定な生活をしていた。禅の門をたたいて自力主義で心の苦しみから抜け出そうとも

試みたが、苦悩は解消できなかった。『門』の結末に描かれるように、合理性を重んじる立場にこだわり

ながら、宗教の道に入って救いを得ることは難しい。何よりも「自己の立脚地を堅める」ことなく、他の

誰かが掲げた理想を目標にする他人本位の「向上心」が頼りの「根のない萍（うきくさ）のやうに其所いらを

でたらめに漂よう」自力主義は、どんなに真面目に努力しても「自由と独立と己に満ちた現代」の競争社

会で遭遇する諸問題の解決が覚束ない。この金之助の体験がKの滅びの背後にある。*71 Kは、自己の立

脚地をもたず、「理想と現実の間に彷徨してふらふらしてゐる」（下41、p.249）故に行き詰るのである。 

 

 

３）静３）静３）静３）静    

 主要な登場人物で唯一名を与えられているのが「先生」の奥さん「静」。名前通り「静かな」人である。 

 静は「底の方に沈んだ心を大事にしてゐるらしい」人で、「議論はいやよ。よく男の方は議論だけなさ

るのね、面白そうに。空の盃でよくああ飽きずに献酬（けんしゅう）ができると思ひますわ」（上16、p.46）

と心を浮つかせて議論することはしない。 

 

 苦情をいうときも穏やかだ。 

上20 「こりゃ手織りね。こんな地の好い着物は今まで縫つた事がないわ。その代り縫ひ悪いのよそ

りあ。丸で針が立たないんですもの。お蔭で針を二本折りましたわ」斯（こ）んな苦情をいふ時ですら、

奥さんは別に面倒くさいといふ顔をしなかった。（p.57） 

 

 しかし、石のように心を動かさない人ではない。悲しい話を聞けば涙を流す。次の箇所では「御嬢さん」

が静である。 

下15  あるのはたゞ父と母の墓ばかりだと告げた時、奥さんは大変感動したらしい様子を見せまし

た。御嬢さんは泣きました。私は話して好い事をしたと思ひました。私は嬉しかつたのです。（p.185） 

                                                
67 ようせい「養成」の当て字（教え導いて一定の技能を身につけさせること） 
68 でっち（職人や商人などの家に奉公し、雑用に従事する少年） 
69 どうしゅう の こ（銅は、銅貨。金銭のにおいが染みついた俗物） 
70 「処女作対懐談」漱石全集第16 巻 p.605. 
71 『私の個人主義』漱石全集第11 巻 pp.442-444 参照。漱石の主要な作品は、自己像の省察を通して描かれている。

『吾輩は猫である』の苦沙弥先生は、漱石の自己省察によって描き出された人物像であるし、『坊ちゃん』も、松山に

いたころの「自分がいかに「坊ちゃん」であったかという反省を込めて」書かれた。今西順吉『漱石文学の思想 第

二部 自己本位の文学』p.225 参照。 
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 静について「美しい」という形容が重ねて出てくる。 

上4  美しい奥さんであった。（p.14） 

上8  先生の奥さんにはその前玄関で会つた時、美しいという印象を受けた。それから会ふたんび

に同じ印象を受けない事はなかつた。しかしそれ以外に私はこれといつてとくに奥さんについて語る

べき何物も有（も）たないやうな気がした。（p.23） 

 

 「美しい」という形容から「私」が静に恋愛感情を持ったという解釈もあるが、静は、心の美しさから

「美しい」といわれるのであろう。「先生」の静への愛も「ほとんど信仰に近い愛」、「宗教心とそう違

ったものでない」とされている。 

下14  私は其人に対して、殆んど信仰に近い愛をもつてゐたのです。私が宗教だけに用ひるこの言

葉を、若い女に応用するのを見て、貴方は変に思ふかも知れませんが、私は今でも固く信じているの

です。本当の愛は宗教心とさう違つたものでないといふ事を固く信じてゐるのです。私は御嬢さんの

顔を見るたびに、自分が美しくなるやうな心持がしました。御嬢さんの事を考へると、気高い気分が

すぐ自分に乗り移つて来るやうに思ひました。もし愛という不可思議なものに両端があつて、その高

い端には神聖な感じが働いて、低い端には性欲が動いてゐるとすれば、私の愛はたしかに其高い極点

を捕（つら）まへたものです。私はもとより人間として肉を離れる事のできない身体でした。けれども

御嬢さんを見る私の眼や、御嬢さんを考へる私の心は、全く肉の臭いを帯びてゐませんでした。（p.183） 

 

 また、「美しい」という表現は、漱石がベルクソンの『時間と自由』を読んで記した感想に使われる。 

文学書ノ面白イモノヲ読ンデ美シイ感ジノスルノハ珍ラシクナイガ哲理科学ノ書ヲ読ンデ美クシイ

ト思フノハ殆ンドナイ。此書ハ此殆ンドナイモノゝウチノ一ツデアル。第二編ノ時間空間論ヲ読ンダ

時余ハ真ニ美クシイ論文ダト思ツタ」（漱石全集16巻 p.195.） 

 

 漱石は、動く人である｢先生」を否定されるべき人として描き、「奥さん」に静という名を与えた。その

静のことばに、漱石が『心』にしのばせた思想を理解する鍵となる重要な語がでてくる。それは、「先生」

が自分の死を話題にする場面（上34，35）においてで、これが「先生」と「私」の最後の別れにもなる。

そこに、静のことばとして「老少不定」（ろうしょう ふじょう）が出る。 

 

上34  「然しもしおれの方が先へ行くとするね。さうしたら御前何（ど）うする」 

「何うするつて……」 

 奥さんは其所（そこ）で口籠つた。先生の死に対する想像的な悲哀が、ちよつと奥さんの胸を襲つた

らしかつた。けれども再び顔をあげた時は、もう気分を更（か）へてゐた。 

「何うするつて、仕方がないわ、ねえあなた。老少不定つていふ位だから」 

 奥さんはことさらに私の方を見て笑談（じょうだん）らしく斯う云つた。（pp.95､96） 

 

 静は、動揺しても、すぐ心を平静にできる。それは、心が情動の強い力で動かされている時でも、最大

限の注意を求める情動から、関心を広い視野へ移して、心（気分）が変えられるからである。この場面で

は、夫の死を想像することで喚起された悲哀の情に拘束されることなく、「再び顔をあげる」わずかな間

のうちに、視点が夫の死からすべての人の死、死の普遍的な問題へ移されて、心が変えられる。そうした

静の性格を象徴することばとして「老少不定」が用いられている。これが漱石の伝えたかったメッセージ

のシンボルになるが、「老少不定」について詳しくは、後ほど改めて論じよう。 

 

 視点を広い視野へ移すことによって、心を平静に保つことは、西洋でも古代以来、説かれた。ロ－マ時

代のストア派の哲人エピクテートスの書は、漱石の蔵書にもあるが、次のように説く。 

もし壷が気に入っているのなら、『私は、（この壷でなく）、壷が気に入っているのだ』と思いなさ

い。そうすれば、（その壷が）壊れても、心は痛まないだろう。（他にも壷はあるから。）自分の子
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や妻にキスする時は、人間にキスしているのだと思いなさい。死なれても、心は痛まないだろう。*72 

 

 「気に入っている」と思うものを「特定のこの壷」でなく、一般に「壷」、つまり、すべての壷だと考

えていれば、ある壷が壊れても、壷は他にもあるから悲しむことがない、という論理である。視点をより

広い、高いところへ移すことによって、視野の狭さからおこる悲しみ、苦しみを消してしまうのである。 

 

 先に引いた「上34、35」の会話を「私」は、次のように考える。これが「上」の結びになる。 

 

上36  私は其晩先生と奥さんの間に起つた疑問をひとり口の内で繰り返してみた。さうしてこの疑

問には誰も自信をもつて答える事ができないのだと思つた。しかし何方（どつち）が先へ死ぬと判然（は

つきり）分つてゐたならば、先生は何（ど）うするだらう。奥さんは何うするだらう。先生も奥さんも、

今のやうな態度でゐるより外に仕方がないだらうと思つた。（死に近づきつゝある父を国元に控えな

がら、この私が何うする事もできないやうに）。私は人間を果敢（はか）ないものに観じた。人間の何

うする事も出来ない持つて生れた軽薄を、果敢ないものに観じた。（p.101） 

 

 ここに出る「軽薄」は、直前に「私」が帰省する汽車の中で考えた「自分が自分に軽薄もののように思

われてきた」という言葉があるので、それと同じ意味、すなわち「言動に慎重さを欠いて、誠意や真実み

の感じられないさま。考えが浅くて信頼できないさま」という意味のように一見思えるが、「軽薄さ」で

なく、「軽薄」としているところに重要な差異がある。 

 「人間のどうする事もできない持って生れた」という文との続き具合から推せば「運命」や「宿命」、

あるいは「寿命」などが入るべきところであるが、おそらく作者は、それではあまりに露骨、と感じて「軽

薄」にいいかえたのであろう。「軽くて薄い（命）」のことか。それが「人の心のどうする事もできない」

ものであることが、『心』の重要なテーマであろう。 

 

 インドには、宿命を悟ることによって心を苦しみから解き放つ教えが、さまざまに説かれる。 

『ヒトーパデーシャ』0.29 は、次のような宿命論の勧めを説く。 

「起こらないことは起こらない。起こることなら別の仕方では起こらない。これが苦い思いの解毒剤。

飲みませんか。」*73 

 

 ブッダは、すべては複雑な原因と条件に縁（よ）って必然的に起こる（縁起）という理解に到達した。

そのとき、心に巣くう苦しみも、必然的に起こった避けられないものであると自覚されるとともに、消滅

した。*74  

 

 先に挙げたミル『自由論』の「結果にくじけることなく目的を追求する方が、人類全般の利益にとって

はよいことであると、広く一般に了解されている。いいかえれば、社会は失望した競争者に法的にも道徳

的にも、この種の苦痛から逃れる権利を与えていない」という警句が苦しみを癒すのも、同じ心のはたら

きにもとづいている。 

 

「老少不定」「老少不定」「老少不定」「老少不定」    

 

 このことばの意味は、浄土思想にかなり知識のある人でなければ、すぐにはわからない。国語辞典を引

                                                
72 漱石が所有したThe teaching of Epictetus, by T.W. Rolleston (1890)では、Chapter III.1, p.50に出る。『キケロ 

エピクテートス マルクス・アウレリウス』世界の名著13、p.386「要録」３参照。 
73 『ヒトーパデーシャ』岩波文庫 p.14 参照。 
74 『マハーヴァッガ』1（『インド集』筑摩世界文学大系4、p.111）。ただし、仏教は宿命論をとらない。人間に行

為（karma 業）を選択する自由とその選択によって自分の未来が決定されるという業の思想をとる。 
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くと、「人間の寿命がいつ尽きるかは、老若にかかわりなく、老人が先に死に、若者が後から死ぬとは限

らないこと。人の生死は予測できないものだということ。人生の無常をいう仏教語。「不定」は一定しな

いこと、決まった法則や規則がないこと。」（『新明解四字熟語辞典』三省堂）と説明される。*75
さらに、

中村元著『仏教語大辞典』東京書籍を引けば、蓮如の「白骨の御文」に出る言葉とある。 

 

 「老少不定」は、親しい人を失った人の悲しみを緩和する力をもつ。老いも若きもすべての人にわけへ

だてなく、死が訪れるという教えは、親しい人を失った悲しみにつなぎとめられている心、あるいは、親

しい人の死に引き寄せられている視点を、すべての人の死に移し変えるからである。ものごとを普遍の相、

永遠の相で見るとき、情動の波で荒立った心は静まる。 

 

 「白骨の御文」は浄土真宗の葬儀でよく読まれた。漱石は、1887(M20)年、20歳の時、3月21日、長兄

大一（享年31歳）、6月21日、次兄栄之助（享年28歳）と続けて二人の兄を亡くした。夏目家の宗旨は、

浄土真宗だったので、葬儀の際、蓮如の「白骨の御文」を聴いたのであろう。20代から、その文句を知っ

ていた。子規宛の手紙に用いている。 

 

1890(M23)年8月9日 子規宛書簡（漱石全集第14巻 p.22.） 

御文様の文句ではなけれど二ツの目永く閉ぢ一つの息永く絶ゆるときは君臣もなく父子もなく。*76 

 

1911(M44)年の日記は、11月29日に亡くなった末娘ひな子の通夜（12月2日）と納骨（12月5日）の際、

「白骨の御文」が読まれたことを記し、その文句の一部を書き留めている。「朝に紅顔あって夕に白骨と

なる。六親（ろくしん）眷属嘆き悲しめどもその甲斐なし?」（漱石全集第13巻 p.675.）*77 

 

 漱石は、「老少不定」ということばが、J.S.ミル『自由論』第5部の警句と同様、個人主義の世の中で生

きる人間の避けられない苦しみを解決するカギになると認めて、静に語らせた。ただし、ぼんやりほのめ

かすに留めて、敢えて強いアクセントはつけなかった。「自己本位」の立場に立ち、他人の思想の「借着

をして威張る」愚を嫌い、洋の東西の哲学を広く見渡す漱石には、他にも解決のカギが見えている。「老

少不定」に焦点を当てた書き方をすれば、解釈の可能性を狭めると考えたのであろう。 

 

 当時、雑誌『精神界』（1902(M34)年創刊）による清澤満之、暁烏敏（1877-1954）らの精神主義運動

をはじめとして、『新仏教』（1900（M33)年創刊）による高島米峰（1875-1949）や漱石の東京朝日新聞

での同僚、杉村楚人冠（1872-1945）らの新仏教運動、雑誌『無我の愛』（1905(M38)年創刊）による伊

藤証信（1876-1963）や河上肇（1879-1946）の無我愛運動など、仏教を近代化しようとする運動がいく

つか生まれていた。「老少不定」の強調は、その亜流と受けとられかねない。 

 

 安藤現慶（あんどう げんぎょう1883-1954）は、伊藤証信の無我愛運動を支えた人で、『無我の愛』読者懇

話会に参加した森田草平の紹介で、漱石の木曜会に顔を出していたが、1915(T4)年1月1日発行の雑誌『反

響』第2巻第1号の「編輯ののち」に、次のような趣旨のことを書いた。 

 

ある日、「老先生」を訪ね、門下の人々がいる中で、先生の小説の裏面に隠れている「新しい宗教味」

について色々尋ねたところ、先生の人生観の一端を聞くことができた。それを今ここで軽率に書くこ

                                                
75 『大辞泉』小学館は、永井荷風『腕くらべ』1918 年を例文として挙げるが、『心』1914 年の方が古い。永井荷風

は、『心』で知って使ったのかもしれない。 
76 「二ツの目永く閉ぢ、一つの息永く絶ゆるときは」の部分が、白骨の御文「ふたつのまなこたちまちにとぢ、ひと

つのいきながくたえぬれば」と対応する。 
77 白骨の御文の次の部分と対応する。「すでに無常の風きたりぬれば、すなはちふたつのまなこたちまちにとぢ、ひ

とつのいきながくたえぬれば、紅顔むなしく変じて、桃李のよそほいをうしなひぬるときは、六親眷属あつまりて、

なげきかなしめども、更にその甲斐あるべからず。」 
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とはできないが、その話があまりに深く敬服されたので、嬉しくてたまらなかった。あるいは一時の

感激かもしれないが、自分にとつて十年前の『無我苑』当時の激変と似て、衷心から喜ばずにはいら

れなかった。*78 

 

 この記事を紹介する水川隆夫によれば、これは1914年の11月か12月の木曜会でのことで、話題になった

小説は『心』で、安藤現慶が「嬉しくてたまらなかったのは」自分が貸した「（親鸞）上人に関する書物」

の影響が確かめられたからであろうとする。『心』の中で浄土真宗に関わる部分は、Kが絶対他力を宗旨

とする真宗の家に生まれながら自力主義の道を選んで破滅に導かれることと、目下論じている「老少不定」

である。後者は、前者より積極的な意味をもつ。漱石は、このことばが使われる『心』の場面の意味を木

曜会で解説したのであろうか。 

 

 1916（T5）年3月18日、漱石は、安藤現慶から借りていた三冊の仏教書（仏書三部）を送り返して、礼

状を出している。*79 

 

 「静」の名は、このように『心』が伝えようとする重要なメッセージを負っている。そして、また、こ

の名は、晩年の漱石が理想にしたと和辻哲郎が伝える「人静月同照」（人、静かにして、月、同じく照ら

す）という句で表される境地をも暗示している。*80 この句については、また後ほど説明する。 

 

 

4444）私）私）私）私    

 「私」は、文字通り「私」とすれば、漱石自身になる。その場合、『心』は、学生時代の自分を投影し

たKと、年をとって周りから「先生」と呼ばれるようになった自分とを清算して、新しい生き方を「私」

に託す、漱石自身の再生の希望が込められた物語になる。そういう解釈も成り立つかもしれない。 

 

 もう一つの可能性は、「先生」から自分の死を「教訓」にしてほしいと遺書を託されるのは、「比較的

自由な空気を呼吸している今のあなたがた」（下29）若い世代の一人であるから、*81
当時の漱石のまわり

にいた若い世代の誰かということになる。その候補として、漱石の自宅で開かれていた木曜会に参加して

いた門弟がよく取りざたされるが、『心』が「個人主義」の挫折と再生という視座から生み出された作品

と見るとき、浮かび上がってくるのは、武者小路実篤（1885 -1976）である。 

 

 1910(M43)年、武者小路実篤は、『白樺』創刊号（4月）の書評「『それから』に就いて」の末尾で、

漱石を次のように評価した。 

 

 終りに自分は漱石氏は何時までも今のまゝに、社会に対して絶望的な考を持つてゐられるか、或は

社会と人間の自然性の間にある調和を見出されるかを見たいと思ふ。自分は後者になられるだらうと

思つてゐる。さうしてその時は自然を社会に調和させやうとされず、社会を自然に調和させやうとさ

れるだらうと思ふ。さうしてその時漱石氏は真の国民の教育者となられると思ふ。自分は漱石氏の今

後益々発展せられる事を信じて疑はない。たゞ自分は漱石氏はいつまでも運河をつくる方で自然の河

をつくれる方でないやうな気がすることを悲しむ。しかし、大きな運河を以て河よりも便利に明らか

に多くのものを見せてもらへることを喜ぶ。」*82 

 

                                                
78 水川隆夫『漱石と仏教』平凡社、2002 年、p.p.117,118,151 参照。 
79 漱石全集第15 巻 p.546. 
80 和辻哲郎「漱石の人物」『和辻哲郎随筆集』岩波文庫、1995(平成7)、p.170. 
81 自伝的作品『道草』七十一で主人公健三の妻も「比較的自由な空気を呼吸した」と形容される。本稿p.37 参照。 
82 『武者小路実篤全集』小学館、第1 巻、昭和62 年、p.332 
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 漱石は、寄贈された『白樺』を読んで、次のように武者小路に返信した。 

 

1910(M43)年3月30日、夏目漱石より武者小路実篤宛書簡（漱石全集第14巻 p.817） 

 拝啓白樺一号御恵送にあづかり拝受。巻頭の「それから」評未だ熟読不致候へども直ちに一寸眼を

通し候。拙作に對しあれ程の御注意を御払い被下候のみならず、多大の頁を御割愛被下候事感佩（かん

ぱい）の至に候。深く御好意を謝し申候。御批評の内容は未だ熟読を経ざる事故何とも申上かね候へど

も所々肯綮（こうけい）に当り候所も多き様に存候。中にも「それから」が運河だと云ふのは恐らく尤も

妙なる譬喩ならんと存候。「それから」のとめ方の御弁護もあの通りの愚見にて候ひし。先は御禮迄 

草  々

 

1911(M44)年6月28日の日付で、武者小路は、「個人主義者の感謝」を『白樺』に発表して、個人主義に

ついて次のような趣旨の考えを明らかにした。 

 はじめ、自分は個人主義者ではなく、親兄弟、友人それぞれの自分勝手な生き方にかなり強い淋し

さと反感をもっていたが、やがて個人の尊厳を認めるようになり、何時の間にか腹の底から個人主義

者になった。他人に嫌われようが、罵倒されようが、我は我が道を歩く。やっとこの道を歩くことが

出来るようになった。すると自分は思いもよらぬ光明に接した。それは他人が自分に対して示す厚意

である。自分は個人主義者で初めて、他人に対する感謝の念を味わった。真の個人主義者は親兄弟友

恋人に見すてられることを当然と心得、少しでも見捨てられなかったときに有難味を感じ得る人であ

る。「個人主義者の感謝」は個人主義者のみ味わえる感謝である。自分は自分の個人主義者になれる

境遇に居ることを感謝する。*83 

 

1912(T1)年12月、武者小路実篤は、乃木希典の死について、世論が浪曲や講談の美辞麗句にのせられて熱

狂的に支持し、*84
「多少とも批判的もしくは否定的な言辞を弄した少数の人は狂暴なる駁撃を免るる能わ

ず」*85
という状態の中で、次のように否定的な評価を率直に表明した。 

 

 ゲーテやロダンを目して自分は人類的の人と云ひ、乃木大将を目して人類的の分子を少しももたな

い人と云ふのは君には不服なのか。（略）   乃木大将の殉死が西洋人の本来の生命をよびさます

可能性があると思つてゐるのか。（略）    乃木大将の殉死はある不健全なる時が自然を悪用し

てつくり上げたる思想にはぐゝまれた人の不健全な理性のみが、讃美することを許せる行動である。

西洋思想によつて人間本来の生命を目ざまされた人の理性はそれを讃美することを許さない。（略）

君は「乃木大将はまことの詩人であつた。その真証はその歌である」と云つてゐる。さうしてその生

きた例として左の歌をあげてゐる。（略）   しかし不幸にして自分にはさうは思はれない。（略）

かう云ふ歌は乃木大将がつくつた歌だと云ふことを意識して始めて価値があるので、乃木大将がつく

つたと知らずに見せられたら何処の馬の骨が詠んだのだとしか自分には思へない。（略） さう云ふ

歌（或は文学）を個性のにじみ出てゐない歌（或は文学）と云つて自分は軽蔑するのである。*86 

 

 漱石には、武者小路のこれらの発言が、まさしく「比較的自由な空気を呼吸している」若い世代の声と

して響いた。自分は、大学で英国を中心とする西洋思想を学び、個人主義を自己の思想として受け入れな

がらも、その一方で、和辻哲郎に“気働き”を求める“前の世代の人”と指摘されるように、「道学」に

よる行動様式から抜け出せない。そのために、家族から期待する通りの「気働き」が得られないと心を穏

やかに保つことがままならず、癇癪を起して、「トランセンデンタル・アイ」*87
になりたいと望む自分が

                                                
83 『武者小路実篤全集』小学館、第1 巻、昭和62 年、pp.389,390. 
84 大濱徹也『乃木希典』講談社学術文庫、p.317 
85 吉田精一『こゝろ』角川文庫、「作品解説」p.291（古い版ではp.270．） 
86 「三井甲之君に」『白樺』1912（T1）年12 月、『武者小路実篤全集』小学館、第1 巻、p.494､495. 
87 Transcendental I本稿p.31、9) カント「トランセンデンタル・アイ」参照。 
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よくわかっていた。それ故、「真の個人主義者は、親兄弟友恋人に見すてられることを当然と心得、少し

でも見捨てられなかったときに有難味を感じ得る人である。」といってのける若者に、漱石は、世代の違

いを痛感させられ、『私の個人主義』で自分が説く、「自己本位」と「公平の眼」をそなえた個人主義（自

由主義）の真の意味での実現は、自分ではなく、武者小路のような若い世代に託すほかないと感じたので

あろう。 

 

下2  私は何千万といる日本人のうちで、たゞ貴方丈（だけ）に、私の過去を物語りたいのです。あな

たは真面目だから。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つたから。 

 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。然し恐れては不可（いけま）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攫みなさい。（p.153） 

 （略） 其（その）極あなたは私の過去を絵巻物のやうに、あなたの前に展開して呉れと逼つた。私

は其時心のうちで、始めて貴方を尊敬した。あなたが無遠慮に私の腹の中から、或（ある）生きたもの

を捕まへやうといふ決心を見せたからです。私の心臓を立ち割つて、温かく流れる血潮を啜らうとし

たからです。其時私はまだ生きてゐた。死ぬのが厭であつた。それで他日を約して、あなたの要求を

斥けてしまつた。私は今自分で自分の心臓を破つて、其血をあなたの顔に浴びせかけようとしてゐる

のです。私の鼓動が停つた時、あなたの胸に新らしい命が宿る事が出来るなら満足です。（p.154） 

 

 このような若い世代に時代を譲るため、古い世代の自分は退場するという物語の場合、『心』は、世代

交代による個人主義思想の発展の物語になる。「先生」からの遺書を受け取った「私」が父親の臨終の床

の枕元を去ることができる（中18）のも、根のしっかりした個人主義によっているからということになる。 

 

 

３．心の動と静３．心の動と静３．心の動と静３．心の動と静――――――――漱石畢生の問題漱石畢生の問題漱石畢生の問題漱石畢生の問題    

    

 「正体の知れない心」（1890(M23)年8月9日子規宛書簡）*88 の問題は、漱石が学生時代から、たえず

追求し続けた畢生の大問題であるが、心を「動」と「静」、二つの観点から、一貫して捉えつづけたとこ

ろに、漱石の思想の特徴がある。 

 

１）動と静１）動と静１）動と静１）動と静①①①①    「老子の哲学」「老子の哲学」「老子の哲学」「老子の哲学」*89 

 

 1892(M25)年、学生の漱石は、東洋哲学の論文として「老子の哲学」を書いた。*90
その第一篇総論（p.73）

で、『老子』第1章に出る「玄之又玄」（玄のまた玄）が『老子』全体を貫く最も重要な思想であるとし

て解説する。そこに「動」と「静」が対で用いられる。 

 

 老子は、世界の根本の原理である「道」が理解しがたいことを表現するのに「何度も染めて複雑な赤み

を帯びた黒糸」という意味の「玄」の字を当てる。これを漱石は、「此玄を視るに二様あり 一は其静な

る所を見 一は動く所を見る」として、「静」と「動」の二つに分けて説明し、そのまとめを「今此二面

を表に示せば左のごとくならんか」と、表にして示す。（p.74） 

 

   静…平等故無名………故常無欲観其妙 

 玄之又玄（絶対） 

   動…萬物之母故有名…故常有欲観其繳 

                                                
88 本稿p.7参照。 
89 この論文についての詳細な検討は、今西順吉『漱石文学の思想 第一部 自己形成の苦悩』筑摩書房、1988、p.266

以下参照。 
90 漱石全集第12 巻 pp.71-91. 
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 この表のうち、「静」「動」「平等」「絶対」は、漱石が加えたもので、『老子』第1章には出ない文

字である。『老子』の中で「静」と「動」を対にする用例は、第15章「孰

た

れか能

よ

く濁りて以て之

これ

を静めて

徐

おもむ

ろに清

す

むや。孰

た

れか能く安らかにして以て之を動かして、徐ろに生ずるや。」（濁っているものを靜か

にして徐々に清めることができるのは誰か。安らいでいるものを動かしてものを生じさせるのは誰か。）

に出る。 

 

 しかし、手元にある5種類の『老子』*91
の翻訳で、第1章の解釈・解説に「静」と「動」という語を用い

るものは、一つもない。漱石流の静・動の対語による第1章の解釈は、珍しいといえよう。ひょっとする

と、漱石独自の解釈かもしれない。もちろん、『老子』の注釈は多数あるので、中には、第1章の解釈に

この対語を用いるものがあり、それを漱石は見たのかもしれない。その場合であれ、「静」と「動」の対

語による解釈は、少数派であろうから、漱石の強い関心がなければ、目にとまり、採用されることはなか

ったといえよう。いずれにせよ、これが漱石の生涯を通して探求した、心の「静」と「動」の問題の出発

点であろう。 

 

 続く「第二篇 老子の修身」では、『老子』が、学問をすれば、道から離れてしまうので、書であれ、

自然であれ、見聞きして心を動かすのを無益とすることについて、ウオーヅウオース（ワーズワース

William Wordsworth 1770-1850）も似たことをいうが、こちらは書を退けるだけで、自然は愛する。ワ

ーズワースには共感できるが、老子は消極的にすぎると若き漱石は批判する。（p.74，75） 

 

 また、『老子』が、「情欲を斥（しりぞ）け学問を斥け仁義礼智を斥け」何になろうとするのかと問い、

「嬰児」（赤ん坊）になることを欲しているのだとし、では、どういう境界にいようとするのかと問うて、

甲「足ることを知る」、乙「柔に居つて争わない」、丙「静に安んずる」の三つをあげ、「静に安んずる」

ために説かれる章句として、次の3つを記す。（p.78） 

 

第16章「致虚極 守靜篤 萬物並作 吾以観其復」（心を空っぽの極みにし 静かさをしっかり守ること

によって、萬物が並びおこれども、私はもとにもどるのを観る。） 

第61章「常牝常以靜勝牡」（牝は常に静をもって牡に勝る） 

第26章「重為軽根 静為躁君」（重いものは軽いものの根となり 静なものは躁がしいものの主になる） 

 

 これに対して、若き漱石は批判する。静を尚び、柔を愛し、足るを知るを重ずるために、主張すること

が常に退歩主義で、進取の気象がなく、消極的で積極的な所が少ない、と。（p.79） 

 

 さらに、人間は感覚をもつから「空間に於て弁別し、時間に於て経験する」ことを免れないと論じ、（p.83）

老子が混乱している世界の中で高尚な哲学をあらわしたのは、中国の学問の為に大変喜ばしいことである

が、相対世界を観察するとき、相対の両面を比較対照して得失利害を検討することなく、ただそれらの醜

悪な側面だけを見て、これらと両立できるはずの善美の側面を一突きで粉砕してしまうことは非常によく

ない、と批判する。（p.84） 

 

 深山幽谷は、どんなに美しくても、美を理解しない人の心を動かすことがない。美を理解する者が心を

動かして初めて、絵画や詩が生まれる。心を動かすところに藝術の価値が生まれる。若き漱石は、ワーズ

ワースを支持する。あくまでも心を「虚静」に保つことにこだわる老子には賛成できない。 

 この立場が、次の『草枕』へとつながっていく。 

 

                                                
91 福永光司（朝日文庫）、森三樹三郎（講談社学術文庫）、金谷治（講談社学術文庫）、阿部吉雄・山本敏夫（明治書

院）、奥平卓（徳間書店） 
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２）動と静２）動と静２）動と静２）動と静②②②②    『草枕』『草枕』『草枕』『草枕』――――――――「明月来相照」「明月来相照」「明月来相照」「明月来相照」 非人情の世界で心を動かす詩人・画家の立場 

 

 喜怒哀楽の人情がはたらく世界で心を動かせば苦しみは尽きない。しかし、喜怒哀楽のかかわらない非

人情の世界で心を動かせば、詩歌、絵画がうまれ、それらの美しさが浮世の苦しみを癒してくれる。 

 

智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。 

住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生

まれて、画が出来る。（略） 

越す事のならぬ世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、寛容（くつろげ）て、束の間の命を、

束の間でも住みよくせねばならぬ。こゝに詩人といふ天職が出来て、こゝに画家という使命が降る。

あらゆる芸術の士は人の世を長閑（のどか）にし、人の心を豊かにするが故に尊（たっ）とい。（漱石全

集第3巻1994年刊 p.3.） 

 

 若き漱石は、心を「動かさない」ことが考えられない「動」の人である。そのためには癇癪も時には爆

発させる。「坊ちゃん」のように直情径行の人にもなる。 

 

「明月来相照」「明月来相照」「明月来相照」「明月来相照」――――――――『草枕』の至福の境地『草枕』の至福の境地『草枕』の至福の境地『草枕』の至福の境地    

 

 『草枕』の立場を象徴する至福の境地を表すのは、王維（701－761）「竹里館」の一節である。 

独坐幽篁裏   彈琴復長嘯   深林人不知  明月来相照。（漱石全集第3巻1994年刊 p.10.） 
ひとり ゆうこうのうちにざし きんをだんじてまたちょうしょうす しんりん ひとしらず  めいげつ きたりてあいてらす 

独り竹やぶに静かに坐って、琴を弾きながら詩歌を詠う。奥深いこの林の中に、わが庵があることなど誰も知らないが、明月は訪

ね来て照らしてくれる。 

「明月来相照」は、自然と詩の美の感動で満たされた孤高の詩人の心と、悟りの象徴である満月とが向か

い合わせに、ともに欠けるところなく円満に丸く輝き照らしあう美しい風景を写す句である。 

 

 世に出ることなく孤独にひっそり暮らす『心』の「先生」が求める理想も、このようなものであろう。

しかし、『心』の作者漱石は、もはや孤独な詩人の美の感動に浸る境地に満足しない。若い頃、心は動か

ざるを得ず、静に保つことなどできないと考えていた漱石が、歳を重ねて『心』では、「静」を肯定的に

とらえるようになる。 

 

３３３３）動と静）動と静）動と静）動と静③③③③    漱石晩年の理想漱石晩年の理想漱石晩年の理想漱石晩年の理想    ――――――――「人静月同照」「人静月同照」「人静月同照」「人静月同照」    

 

 1916(T5)年春、漱石は、李白の「人静月同眠」（人静かにして月同じく眠る）という句を、無意識のう

ちに誤って「人静月同照」（人静かにして月同じく照らす）と書いた。和辻哲郎は、この句を漱石晩年の

理想であろうという。 

 

 私は、『人静月同照』という掛け軸を、今でも愛蔵している。これは漱石の晩年の心境を現わした

ものだと思う。人静かにして月同じく眠るのは、単なる叙景である。人静かにして月同じく照らすと

いうところに、当時の漱石の人間に対する態度や、自ら到達しようと努めていた理想などが、響き込

んでいるように思われる。*92 

 

 この句は、月が万物に分け隔てなく静かに光を投げかけるように、人も心静かに分け隔てなく周りの人

を慈愛で包むというほどの意味であろう。晩年の漱石の人に対する態度には、この句があらわす通りのも

のが見られたと和辻はいう。 

                                                
92 和辻哲郎「漱石の人物」『和辻哲郎随筆集』岩波文庫、1995年、p.171. 
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 和辻は、「人静月同照」ということばについて、次のように解説する。 

 

 漱石は『吾輩は猫である』のなかで、金持ちの実業家やそれに近づいて行くものを痛烈にやっつけ

ている。また西園寺首相の招待を断わって新聞をにぎわせた。そういうことから私たちは漱石が権門

富貴に近づくことをいさぎよしとしない人であるように思い込んでいた。またそれが私たちにとって

漱石の魅力の一つであった。しかし漱石は、いつだったかそういうことが話題になったときに、次の

ような意味のことを言った。相手が金持ちであるとか権力家であるとかということだけでそれに近づ

くのを回避するのは、まだこちらに邪心のある証拠である。ためにする気持ちが全然なければ、相手

が金持ちであろうと貧乏人であろうと、大臣であろうと小使であろうと、少しも変わりはない。 ――

ちょうどこの言葉に現わされているような態度を、私は実際に目の前に見るように感じた。*93 

 

 しかし、現実の漱石は、感情を激しく動かす人であった。 

 

1907(M40)年六月二十一日 鈴木三重吉宛書簡 

本日虞美人草休業。肝癪が起ると妻君と下女の頭を正宗の名刀でスパリと斬ってやり度い。然し僕が

切腹をしなければならないからまづ我慢する さうすると胃がわるくなって便秘して不愉決でたま

らない 僕の妻は何だが（ママ）人間の様な心持ちがしない。（漱石全集第14巻 p.589.） 

 

 『心』執筆の年、1914(T3)年の日記は、夫人や家人に対する憤りや癇癪を露骨に吐き出しているところ

が多い。*94 和辻哲郎は、漱石の没後10年ほどして、ベルリンの日本人クラブで、二十歳の青年になって

いる漱石の子、夏目純一と出会い、漱石について話題にしたことを次のように伝えている。 

 この純一君と話しているうちに、漱石の話がたびたび出たが、純一君は漱石を癇癪持ちの気ちがい

じみた男としてしか記憶していなかった。いくら私が、そうではない、漱石は良識に富んだ、穏やか

な、円熟した紳士であったと説明しても、純一君は承知しなかった。子供のころ、まるで理由なしに

なぐられたり、どなられたりした話を、いくつでも持ち出して、反駁するばかりであった。そこには

むしろ父親に対する憎悪さえも感じられた。それで私ははっと気づいたのである。十歳にならない子

供に、創作家たる父親の癇癪の起こるわけがわかるはずはない。創作家でなくとも父親は、しばしば

子供に折檻（せつかん）を加える。子供のしつけの上で折檻は必要だと考えている人さえある。それは

愛の行為であるから、子供の心に憎悪を植えつけるはずのものではない。創作家の場合には、精神的

疲労のために、そういう折檻が癇癪の爆発の形で現われやすいであろう。しかしその欠点は母親が適

当に補うことができる。純一君の場合は、母親がこの緩和につとめないで、むしろ父親の癇癪に対す

る反感を煽（あお）ったのではなかろうか。そのために、年とともに消えて行くはずの折檻の記憶が、

逆に固まって、憎悪の形をとるに至ったのではなかろうか。そうだとすれば、漱石夫妻の間のいざこ

ざが、こういう形に残ったとも言えるのである。*95 

 

 『心』は、漱石が晩年になって、心を静かに保つことを理想として掲げながらも、鏡子夫人や家人から

期待する気働きが得られないと、その言動に心を荒立て癇癪を起す、そういう「古い世代」の自分を「先

生」に投影して、自ら葬ろうとしたものといえよう。 

 

４）「動」の人「先生」とニーチェ・孤独者の立場４）「動」の人「先生」とニーチェ・孤独者の立場４）「動」の人「先生」とニーチェ・孤独者の立場４）「動」の人「先生」とニーチェ・孤独者の立場    

    

 「先生」は、『草枕』の主人公に似て、人情の世界で心を動かすと、苦しみ、悲しみが耐えがたくなる

ため、世間を超越した孤独者の生活を送って、心の平安を得ようとする。ニーチェが、精神の貴族として

                                                
93 和辻哲郎、同上 p.169. 
94 漱石全集第13 巻 p.741f. 
95
「漱石の人物」『和辻哲郎随筆集』岩波文庫、pp.152-171. 
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生き、大衆の揶揄に対して、そのつど怒りをぶつける｢蠅たたきになるな｣と説いた、その教えの実行者と

もいえる。しかし、容赦なく押し寄せてくる金や恋の問題のために、激しく心を動かされ、苦しむ。しか

も、「道学の余習」にしばられた心は、気働きに失敗した自己を窮地に追い込む。 

 

 漱石はニーチェの思想の東洋的なところは評価するが、超個人主義に対しては強く批判する。そういう

視点から見ると、「先生」の自己中心的で孤独な死は、ニーチェ批判を表しているともいえる。*96 

 漱石の大学の後輩で、4歳ほど年下に高山樗牛（たかやま ちょぎゅう1871(M4)年1月10日－1902）がいた。

学生時代から個人の個性、感情を重視するロマン主義の小説を書いて認められた早熟の才能豊かな人で、

1896年大学卒業後、第二高等学校の教授になり、1年でやめて「太陽」という雑誌で活躍するジャーナリ

ストになり、日本独自の伝統、文化、精神を基礎として、国家の繁栄を目指す国家主義・日本主義の論客

として有名になる。1900年、漱石と同じ年に海外留学が認められたが、結核にかかり渡航を断念。やがて

ニーチェの思想に惹かれ、個人主義の論者として知られるようになり、1901(M34)年、本能の満足を唱え

る「美的生活論」を発表すると、坪内逍遙（1859－1935）・長谷川天渓（1876－1940）と「ニーチェ論

争」をおこす。「心」の「先生」の陰には、この高山がいるかもしれない。 

 

 高山は、1899(M32)年2月、「時代の精神と大文学」という評論で、時代精神を代表する大文学出現の

期待を表明していた。「大いなる文学は大いなる人物と等しく、最もよく時代の精神を代表せるもの」で

なければならないとした。*97
漱石はこの期待に応えようとしたともいえるし、また、「明治の精神」とい

うことばの源はここにあるとも思われる。 

 

 ニーチェは世の愚劣な人びと、小人を徹底的に軽蔑して、次のように説く。 

 

のがれなさい、あなたの孤独の中へ。あなたはこのちっぽけな、みじめな者どもに、あまりに近づい

て生きてきた。 

かれらにむかって、もはや腕をあげることはやめなさい！かれらは無数だ。蠅たたきになるのは、あ

なたの運命ではない。（『ツァラトゥストラはこう言った』第1部12「市場の蠅」） 

 

 これには、漱石自身も癇癪もちで共感するところがあった。『吾輩は猫である』で隣の学校の生徒たち

に悩まされる落雲館事件*98
や、森田草平宛の手紙で「近所合壁と喧嘩する」*99

ことの馬鹿らしさは、自分

でもよくわかっていた。『吾輩は猫である』では、そんな自分を戯画化して描いている。 

 『心』では、誇り高く傷つきやすい個人主義者の「先生」に、ニーチェの説く逃避をさせ、そういう「先

生」を葬ることによって、癇癪もちの自分をのり越えて、「動」の人とは異なる自分の精神的な再生を企

てる必要があったのかもしれない。 

 

５）漱石の転機５）漱石の転機５）漱石の転機５）漱石の転機①①①①――――――――修善寺の大患と「太上大通經」修善寺の大患と「太上大通經」修善寺の大患と「太上大通經」修善寺の大患と「太上大通經」    

 

 『思い出す事など』六は、修善寺の大患後、入院中に贈られた『列仙伝』の付録に、心惹かれる文句を

見つけて抜き書きしたことを伝える。 

                                                
96 「ニーチェが超人なんか担ぎ出すのも全くこの窮屈のやりどころがなくなって仕方なしにあんな哲学に変形したも

のだね。ちょっと見るとあれがあの男の理想のように見えるが、ありゃ理想じゃない、不平さ。個性の発展した十九

世紀にすくんで、隣りの人には心置なく滅多に寝返りも打てないから、大将少しやけになってあんな乱暴をかき散ら

したのだね。あれを読むと壮快と云うよりむしろ気の毒になる。あの声は勇猛精進の声じゃない、どうしても怨恨痛

憤の音だ。」『吾輩は猫である』漱石全集第1 巻 p.522.  Try to be he and you are “Ubermensch.” Buddha is “Uber- 
mensch,” so is Christ. Nietzsche’s “Ubermensch” is the worst phase of this ideal man. 漱石全集第16 巻 p.185. 
97 杉田弘子『漱石の『猫』とニーチェ』白水社、2010 年、p.60. 
98 漱石全集第1 巻 p.298. 
99 漱石全集第14 巻 p.480. 
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「静これを性となせば心其中（そのうち）にあり、動これを心となせば性其中にあり、心生ずれば性滅し、

心滅すれば性生ず」（漱石全集第8巻 p.287）*100 

 

 これは、道教の経典『太上大通經』の巻頭の一節、「靜爲之性 心在其中矣 動爲之心 性在其中矣 心

生性滅 心滅性現」（道蔵 第2巻 711頁）の読み下し文で、仏教の影響が顕著な第４句「如空无相 湛然

圓滿」を漱石は省略している。興味深いのは、「心が生ずれば、性は滅する。心が滅すれば、性が現れる。」

と「心」が「性」と対照的に用いられる点である。「性」は「ものの本質」（『字統』p.495）である。 

 

 Balfourは次のように英訳する。“The inherent nature [of man] is quiescent; then his mind is within 

him. The mind [of man] is active; then his nature is within him.† When the mind prevails, the in- 

herent nature is annihilated; when the mind is annihilated, the inherent nature becomes manifested.  

(† That is, while quiescence, which is the real nature of man, is in the ascendant, the mind remains 

inactive; it does not emerge from the interior.)” *101 〔人の本性は静である。そのとき、心はその中にあ

る。心は動く。そのとき、本性は人の中にある。† 心が優勢のとき、本性は滅する。心が滅すれば、本性

が現れる。(† すなわち、人の本性である静が優勢のとき、心は動かず、内部から現われ出ない。)〕 

 

 これは、若い頃、信条としていた心を動かすところに感動があるという思想とは異なる文句である。わ

ざわざ抜き書きしたのは、漱石に、何か強く訴えるものがあったからであろう。 

 

 漱石は、『心』を出版するとき、自分で装丁を考え、表紙に康煕字典の心の解説を使った。その中に引

かれる『荀子』解蔽篇の少し前の部分は、この『太上大通經』とよく似た思想を説く。 

「心はいつも動いているが、知を乱さない静という状態がある。その静を使えば、道が知られる。」*102 

 

 心の「静」を保つことは、退歩主義だと否定的にしか見なかった漱石に、歳を経て、心境の変化がみら

れる。そのきっかけとなった出来事は、何であったか。 

 

６）漱石の転機６）漱石の転機６）漱石の転機６）漱石の転機②②②②――――――――末娘雛子の死末娘雛子の死末娘雛子の死末娘雛子の死    蓮如「老少不定」蓮如「老少不定」蓮如「老少不定」蓮如「老少不定」    

    

 「老少不定」がキーワードとして用いられる『心』と直接結びつく漱石の思想の転機は、1911(M44)年

11月29日、末娘雛子の死であろう。その葬儀で若い頃から聞き知っていた蓮如の御文 *103
に触れる。雛子

の死を、漱石は「日記」に次のように記す。 

 

12月2日 通夜僧は三部経を読んで和讃をうたつた。和讃は親鸞聖人の作つたものに三代目の何とか

いふ人が節づけをしたものださうである。御文様は八代目の蓮如上人の作ださうである。 （漱石全

集第13巻 p.670） 

 

漱石の悲しみは深い。12月3日「骨をひろふ為に落合迄行かなければならない。」（同上 p.671）にはじ

まり、お骨ひろいに出かけた様子が詳しく2ページにわたって書かれている。 

 

○ 生きて居るときはひな子がほかの子よりも大切だとも思はなかつた。死んで見るとあれが一番可

                                                
100 鎌田茂雄『道蔵内仏教思想資料集成』大蔵出版社、1986 年、pp.168,169、今西順吉『『心』の秘密』2010 年、

p.309 参照。李道純註『太上大通經註』はhttp://www.daoiststudies.org/daozang/zwds/zwds07.pdf 参照。 
101 F. H. Balfour, Taoist Texts Ethical Political and Speculative, London & Shanghai, 1884, p. 68.この書はネット

で見られる。http://www.sacred-texts.com/tao/ttx/ttx06.htm 
102 『荀子』解蔽篇第二十一、金谷治訳注(岩波文庫) 下pp.145,146. 
103 1890(M23)年8 月9 日、子規宛書簡、漱石全集第14 巻 p.22. 



漱石『心』が伝える心のメッセージ 

 

29 
 

愛い様に思ふ。さうして残つた子は入（ママ）らない様に見える。（p.673） 

○ 表をあるいて小い子供を見ると此子が健全に遊んでゐるのに吾子はなぜ生きてゐられないのかと

いふ不審が起る。（p.673） 

○ 昨日不図座敷にあつた炭取を見た。この炭取は自分が外国から帰つて世帯をもちたてにせめて炭

取だけでもと思つて奇麗なのを買つて置いた。それはひな子の生まれる五六年も前のことである。其

炭取はまだどこも何ともなく存在してゐるのに、いくらでも代わりのある炭取は依然としてあるのに、

破壊してもすぐ償ふ事の出来る炭取はかうしてあるのに、かけ代のないひな子は死んで仕舞つた。ど

うして此炭取と代ることが出来なかつたのだらう。（p.673） 

○ また子供を作れば同じぢゃないかと云ふ人がある。ひな子と同じ様な子が生まれても遺恨は同じ

事であらう。愛はパーソナルなものである。（p.674） 

 

12月5日、この日は納骨で、再び「白骨の御文」を聞く。今度は、その文句を一部記している。 

〇若い僧は一人で退く。衆徒のうち一人が残つて、（略）東向きに着席して御文様をよむ。「朝に紅

顔あつて夕に白骨となる。――六親眷属嘆き悲しめども其甲斐なし?………」（p.675）*104 

 

『歎異抄』の親鸞の思想との出会い『歎異抄』の親鸞の思想との出会い『歎異抄』の親鸞の思想との出会い『歎異抄』の親鸞の思想との出会い    

    

 葬儀で「白骨の御文」にふれて興味を惹かれたのか、一年ほど後、1913(T2)年46歳、清澤満之が組織し

た浩々洞の出版した『真宗聖典』を買う。これは、浄土真宗の経文を網羅するが、注目すべきは『歎異抄』

である。この書の写本は、蓮如の書写が現存最古で、末尾に禁書扱いの旨が記され、以来400年間、読ま

れることなく埋もれていたのを、明治になって清澤満之が発掘し、世に知らしめたものである。 

 

「老少善悪を問わず」（『歎異抄』第1段） 

 

 『歎異抄』第1段には「老少善悪を問わず」という、蓮如の「老少不定」と似たことばが出る。後者が

年齢を問わず、死は訪れるという「死の平等」を説くのに対して、これは、阿弥陀如来が「老少善悪を問

わず救う」という「救いの平等」を説く。 

第3段「善人なほもて往生をとぐ、いはんや悪人をや。」これは悪人正機説として有名な文句である。 

 

第12段 学問せば、いよいよ如来の御本意をしり、悲願の広大のむねをも存知して、いやしからん身

にて往生はいかがなんどあやぶまんひとにも、本願には善悪浄穢なき趣をも説ききかせられ候はばこ

そ、学生のかひにても候はめ。（学問するなら、よく如来の本意をしり本願の広大さも理解して、こ

んな卑しい者でも往生できるでしょうかと心配する人にも、本願によって善人も悪人も清らかな人も

汚れた人もみな救われる道理を説き聞かせてこそ学識あるものの値打ちがあろうというものです。） 

 

 第12段は、和辻哲郎が伝える漱石のことば、「相手が金持ちであるとか権力家であるとかということだ

けでそれに近づくのを回避するのは、まだこちらに邪心のある証拠である。ためにする気持ちが全然なけ

れば、相手が金持ちであろうと貧乏人であろうと、大臣であろうと小使であろうと、少しも変わりはない。」

ということばの裏側で響いているように感じられる。 

 

『真宗聖典』は、親鸞の消息（書簡）も含み、「自然といふは、自はおのづからといふ、行者のはから

ひにあらず、然といふは、しからしむといふことばなり。」で始まる「自然法爾の事」*105
が有名である。

1915(T4)年「断片」の背後には、自然法爾があるかもしれない。 

 

                                                
104 夏目鏡子『漱石の思い出』角川文庫、pp.284-5 参照。 
105 正嘉2 年（1258 年）12 月15 日付（親鸞86 歳） 
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 不自然は自然には勝てないのである。技巧は天に負けるのである。策略として最も効力あるものが

到底実行できないものだとすると、つまり策略は役に立たないといふ事になる。自然に任せて置くが

いゝといふ方針が最上だといふ事に帰着する。（漱石全集第13巻 p.777.） 

    

    

7777）ベルクソン『時間と自由』）ベルクソン『時間と自由』）ベルクソン『時間と自由』）ベルクソン『時間と自由』――――――――心（意識）は持続心（意識）は持続心（意識）は持続心（意識）は持続    

 

 若い漱石は、心の動きを止めることなどできないと、老子の思想に反発した。心は、動いているけれど

静の状態があるという矛盾は、一つは、親鸞のすべてを平等にみる自然法爾という見方で解消されるが、

この矛盾の解消に大きな力になった、もう一つの思想は、漱石が『心』の執筆（1914年）の少し前に読ん

だベルクソンの Time and Free Will（1911年版英訳）*106
であろう。読後の感激を扉に「（略）第二編ノ

時間空間論ヲ読ンダ 時余ハ真に美クシイ論文ダト思ツタ」と扉に書き込んだ。 

 

 “心（意識）が持続”という主張は、自我を“印象の流れ”とするヒューム説、意識を“流れ”とするW・

ジェームズの思想に親しんでいた漱石にとって自然なものに響いたたであろう。また、『時間と自由』の

扱う時間と空間の問題が、学生時代、｢老子の哲学｣で、人間は「五官を有する以上は空間に於て弁別し時

間に於て経験するを免れざるべし」*107
と論じたことを想起させて興味をそそられたのかもしれない。 

 

 ベルクソンは、心（意識）を“持続”とし、そこに現れる感覚や感情の強さは「質」であって「量」で

はないとする。（52）「量」は「数」を伴うが、数えることは「空間」の1点に固定することから生まれ

る(95-103)。“持続”は「時間」で、しばしば「空間」を適用して1本の線のように理解されるが、（123-5）

実は、数と無縁の「質」の変化の継起で、（126）「運動」と同じく「心が合成したもの」（144）である

とする。そして、ここから“持続”の「自由」（意志の自由）を論理的に導き出す。 

 

 また、自我を二つに分ける点も『心』との関係では興味深い。「根源的自我」は、たとえば時計の音を

「質」として、動物が聞くように知覚する。「細分化された自我」は、区別しようとする欲望に突き動か

されて記号（量）を通してしか現実を知覚しない。（153）意識は、“持続”の本来の姿を保つことが難

しい。『心』の次の件（くだり）は、そんな思想を背景にしているのであろうか。 

 

下54  妻はある時、男の心と女の心とは何うしてもぴたりと一つになれないものだらうかと云ひま

した。私はたゞ若い時ならなれるだらうと曖昧な返事をして置きました。妻は自分の過去を振り返つ

て眺めてゐるやうでしたが、やがて微かな溜息を洩らしました。（p.282） 

 

 また、意識（心）は、ことばで表せないとされる。ことばは、個人の意識の微妙で捕えがたい印象を押

しつぶすか、覆い隠す。それは何よりも感情現象において著しい。（158）ことばが表現できるものは、

非個性的で、独自性がもっとも少ないものに限られる。（163）考えをことばによらず、あるがまま、つ

まり「空間という憑きもの」から解放された意識が知覚するように捉えるべきである（161）と説く。 

 この「心は、ことばでは表せない」という考えは、「私に乃木さんの死んだ理由がよく解らない」（下

56 p.287）という「先生」の遺書のことばに反響していて、その死を「殉死だ」と安易に決めつける浅

はかさを戒めているように思われる。 

 

                                                
106 原著は1889 年刊 Essai sur les données immédiates de la conscience（意識に直接与えられたものについての私

論）。Time and Free Will は英訳につけられた題名である。この電子ファイルは、次のURL で入手可能。

https://archive.org/details/timeandfreewilla00berguoft. 文中カッコ内の数字は、中村文郎訳『自由と時間』（岩波文

庫2001 年）の頁数。 
107 漱石全集第12 巻 p.83. 
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８８８８）カント）カント）カント）カント――――――――トランセンデンタル・アイトランセンデンタル・アイトランセンデンタル・アイトランセンデンタル・アイ    

    

1908（M41)年7月30日鈴木三重吉宛て書簡 

 水を浴びて漸く凌いで見たがすぐからだがほてつて気が遠くなつて仕舞ふ。そこへもつて来てエル

ドマン氏のカントの哲学を研究したものだから頭が大分変になった。どうかトランセンデンタル・ア

イに変化して仕舞ひたいと思ふ。（漱石全集第14巻 p.709.） 

 

 ここで漱石が用いる「トランセンデンタル・アイ」は、カントが説く「超越論的我」ではなく、「超越

論的」という意味をもじって、頭を悩ませる日常を「超越した自己」になりたいという意味の駄洒落であ

ろう。本来の「超越論的我」（これについては以下に説明する）は、知の主体として常に働くもので、「変

化してなる」ことができるものではない。この点は、漱石もよく理解していた。 

 

 しかし、『心』で扱われる心の問題を考えるとき、冗談とはいえ、「頭が大分変になった」状態に対し

て「超越するわれ」を漱石が望んだことは、重要である。日常の問題の渦中にあって、心がそこにつなぎ

とめられ、からだの中に情動の波が荒立っているとき、超越した｢静｣のレベルに心を移すことができれば、

情動に翻弄される苦しみから解放される。 

 

「超越」への希求は、『心』執筆の翌年、1915(T4)年「断片」（漱石全集第13巻 p.776）にも現われる。 

 

 生よりも死、然し是では生を厭ふという意味があるから生死を一貫しなくてはならない、（もしく

は超越）、すると現象即実在、相対即絶対でなくては不可になる。「それは理屈でさうなるのでせう」

「さうかもしれない」「考へてそこへ到れるのですか」「たゞ行きたいと思ふのです」 

 

 『心』の「先生」とKの悲劇を避ける道は何かと問う時、「上」の末尾に「奥さん」の「老少不定」と

いうことばでほのめかされるように「超越」の視点が解決の重要な鍵になるが、心は、自己を愛や金の問

題で縛りつけて、容易には超越の高みに上ることを許さない。こにに、人の抱える心の問題がある。 

 

トランセンデンタル・アイトランセンデンタル・アイトランセンデンタル・アイトランセンデンタル・アイ（（（（The transcendentalThe transcendentalThe transcendentalThe transcendental    I I I I ／／／／    Das transzendentale IchDas transzendentale IchDas transzendentale IchDas transzendentale Ich））））解説解説解説解説    

 

 この語は、「超越論的我」と訳される。カントの「超越論的」という語は、「経験の範囲を超えている

ものについて論じるときに必要な」という意味で、特に、先天的に人間に与えられている知を生み出す能

力・条件について用いられ、「先験的」とも訳される。*108 

 生得的に与えられている知を生み出す能力・条件とは、具体的には、カテゴリー（知を生み出す出発点

になる大前提を構成する概念）の所有と適用力のことで、「トランセンデンタル・アイ」（超越論的我）

*109 は、そうした超越論的なカテゴリーの一つ、「自分の意識を対象として働く意識」で、時間の流れの

中で生まれてくるさまざまな意識を統一する力（統覚 apperception)となり、自分が知の主体であるとい

                                                
108 ロックは、生まれたときの人間の心を白紙とみなし、すべての知は経験によって書き込まれるとした。これに対し

て、ライプニッツは、演繹論理の発想から前提となる命題がなければ知は生み出せないので、人は生まれつき生得観

念をもっているとした。カントは、両説を統合して、人間の知は経験によって生まれるが、すべての知が経験から生

まれるわけではないとして、先天的に与えられている知を生み出す力と条件を『純粋理性批判』で論じた。 
109 「トランセンデンタル・アイ」は、カント研究で著名なベンノ・エルトマン (Benno Erdmann 1851 -1921)が用

いた語で、『純粋理性批判』でのカントの用語は、統覚(Apperzeption)である。この人の著書の英訳本History of 
Philosophy by Johann Eduard Erdmann, London 1897-99 が漱石文庫にあり、『文学評論』（漱石全集第10 巻 p.71）
で「バークレーが神を建立した論理はエルドマン著『哲学史』第二巻二百六十二頁に旨く書いてある。」と引用する。

ただし、この書に"transcendental Ego"(p.454)は出るが、"transcendental I"は出ない。 

鈴木三重吉宛ての手紙の「エルドマン氏のカントの哲学」は、Kant's Kriticismus in der ersten und in der zweiten 
Auflage der Kritik der reinen Vernunft, 1878 かもしれない。これには、"das transscendentale Ich"が52 頁に出る。 
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う意識を生み出すものである。*110 カントは、これを「霊魂」や「自我」などと同様、実体的な存在では

なく、カテゴリーとして生まれつき人間に与えられているものとした。*111 

 

 

９）清澤満之の他力主義の思想９）清澤満之の他力主義の思想９）清澤満之の他力主義の思想９）清澤満之の他力主義の思想――――――――清澤の「責任論」清澤の「責任論」清澤の「責任論」清澤の「責任論」    

 

 漱石蔵書には清澤満之の弟子、安藤州一の著作『清澤先生信仰座談』明治43年第4版がある。雛子の死

（M44）の前の購入かもしれない。清澤満之は、漱石にとって5歳年上の大学の先輩で、自分も編集委員

に選ばれたことがある『哲学雑誌』の最初期の編集者であり、よく知っていた。*112 漱石が「人間の何う

する事も出来ない持つて生れた軽薄」（上36、p.101）と表現する「運命」を、清澤は、親鸞の説く“如

来のはからい”として受け入れることを説いた。そして、雛子の死後に読んだとすれば、漱石の心を強く

動かしたと思われる話が『清澤先生信仰座談』61（pp.97-99）に出てくる。 

 

先生は、時あってか冷かに、時あってか温かにして、情緒の冷温一定せずと雖も、唯冷やかなる可き

時に冷かにして温かなるべき時に温かなりき。決して、冷かなるべき時に温かにして、温かなるべき

時に冷かなるがごとき、措置を顛倒することは無かりき。その令閏安子、大濱の自坊において重患に

陥るや、九月廿六日、先生将に洞（浩々洞）を辞して夫人の病を視んとす。（中略）大濱へ帰るや、

日夜夫人の病床に侍し、自ら夫人のために熱度を計りき、脈搏と呼吸とを計りき、薬餌を薦めたりき、

凡ての温情を尽くしたりき。されど一たび夫人の死して、先生また東京に来るや、客あり、先生に吊

詞を述べて曰く、昨は長男を失ひ、今また夫人に別る、何ぞ夫れ不幸の甚だしきやと。之に對する先

生の答へは極めて冷かなりき、曰く、如来は我をして凡ての繋累より脱せしめ給ふと。病牀の夫人に

温かなりし先生は、死後の夫人に對しては極めて冷ややかなりき。先生は死兒の年を数ふるが如き愚

を成さざりき、則ち冷なる可き時に冷にして、温なるべき時に温なりしなり。こは實に先生の主義な

りしなり、先生嘗て曰く、妻子ある者は、まづ彼等にパンを與へよ、もし餘りあらば自ら之を喰ふ可

し。されど自己の死後に於て、妻子は如何にして衣食すべきかを憂ふるを要せざれ、こは唯如来を信

ずれば足れり、如来は彼等に必要なるパンを給し玉へばなりと。是実に先生が、生前の妻子に温かに

して、死後の妻子に冷ややかなりし根本原理なり。 

 

 清澤滿之は、漱石がロンドン留学から帰国した1903(M36)年、40歳になる少し前に亡くなっている。清

澤の絶筆「我信念」は、6月6日の死の1週間前、5月30日に執筆され、6月10日発行の『精神界』に掲載さ

れた。その一説に自殺したくなるほど苦しんだことが書かれている。*113 

 

 私等は通常、自分の思案や分別によりて、進退應對を決行することであるが、少し複雜なことにな

ると、思案や分別が、容易に定まらぬ樣になる。それが爲に、段々研究とか考究とか云ふことをする

樣になると、而して、前に云ふが如き標準とか實在とか云ふ樣なことを、求むることになりて見ると、

行爲の決着が次第に六ヶ敷なり、何をどうすべきであるやら、殆ど困却の外はない樣なことになる。

言葉を愼まねばならぬ、行を正しくせねばならぬ、法律を犯してはならぬ、道徳を壞（やぶ）りてはな

らぬ、禮儀に違（たが）うてはならぬ、作法を亂してはならぬ、自己に對する義務、他人に對する義務、

家庭に於ける義務、社會に於ける義務、親に對する義務、君に對する義務、夫に對する義務、妻に對

する義務、兄弟に對する義務、朋友に對する義務、善人に對する義務、惡人に對する義務、長者に對

する義務、幼者に對する義務等、所謂人倫道徳の教より出づる所の義務のみにても、之を實行するこ

                                                
110 『純粋理性批判』B132－138 参照。B は、1787 年出版の原典第二版の頁を示す。翻訳には、原典頁が通常つけら

れている。 
111 『純粋理性批判』B402 参照。 
112 水川隆夫『漱石と仏教』（漱石と子規と）「二人の間では、「親鸞上人」と書くだけで、それが満之のことだと分か

った」p.109． 
113 『我信念』盛岡蠟扇会蔵版、p.13f. 国会図書館近代デジタルライブラリーhttp://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/758673 
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とは決して容易のことでない。若し眞面目に之を遂行せんとせば、終に｢不可能｣の歎に歸するより外

なきことである。私は此「不可能」に衝き當りて、非常なる苦みを致しました。 

 若し此の如き「不可能」のことの爲に、どこ迄も苦まねばならぬならば、私はとつくに自殺も遂げ

たでありませう。然るに、私は宗教により、此苦みを脱し、今に自殺の必要を感じませぬ、即ち、私

は無限大悲の如來を信ずることによりて、今日の安樂と平穩とを得て居ることであります。 

 

 

清澤の如来と責任清澤の如来と責任清澤の如来と責任清澤の如来と責任    

 

 清澤満之は、如来が自分のためにすべての責任を引き受けてくれているから自分の行為に何らの責任も

持たなくてよいという。受け取り方によっては、無責任な考えに聞こえるが、如来を汽車にたとえて巧み

に説明する。この考えの根底にあるのは、親鸞の「自然法爾」（すべてが如来のはからい）という思想で

ある。『心』には、清澤の責任と自殺についてのこの考えが反映されているように感じられる。 

 「先生」の使う「責任」ということばは、次のように出る。 

 

下19  然し万一の場合、賛成の声援を与へた私に、多少の責任が出来てくる位の事は、子供ながら

私はよく承知してゐた積（つもり）です。よし其時にそれ丈の覚悟がないにしても、成人した眼で、過

去を振り返る必要が起つた場合には、私に割り当てられただけの責任は、私の方で帯びるのが至当（し

とう）になる位な語気で私は賛成したのです。（p.196） 

 

下21  然し私には私の責任があります。Kが養家の希望に背（そむ）いて、自分の行きたい道を行こ

うとした時、賛成したものは私です。（p.199） 

 

下21  彼は大学へ這入つた以上、自分一人位何うか出来なければ男でないやうな事を云ひました。

私は私の責任を完（まっと）ふするために、Kの感情を傷つけるに忍びませんでした。それで彼の思ふ通

りにさせて、私は手を引きました。（p.200） 

 

安藤州一『清澤先生信仰座談』は、「責任と自殺」についてこのように説く。 

 

 爾ぢ若し、あの一事は自己の罪なり、あの一事は自己の畢生の過ちなりと思はば、是如来の仕事を

盗むものなり、盗むが故に苦悶を離るる能はず。汽車に乗りたる時は、凡ての荷物を汽車に投じて、

自己は安心して一身を汽車に託すべきなり。（p.78） 

 余は余の行為に就ては何等の責任をも有せざるなり。そは、如来を信ずるに由て、如来は我ために、

凡ての責任を引き受け給ふことを知ればなり。若し余にして責任などを感じなば、昔既に自殺して相

果つ可かりしなり、余が命百千を有すとも、責任を償ふに足らざりしなり。されど如来に憑（すが）る

身は福なるかな、凡て責任の重荷を卸して如来の御計らひにまかせ、如来の慈光の下に、昌平†の生

活を送ることを得と。（p.85、86）（†「昌平」は「太平」の同義語） 

 

＜責任の煩悩＞来つて先生を襲はんとする時は、先生則ち如来光明の城壁に隠れ、自ら慰めて曰く、

如来は我行為に就て、凡ての責任を負ひ給ふ、余は如来の仕事を盗み来りて、強いて自己の責任とし

て、憂悶の淵に沈むを要せざるなりと。（p.95、96) 

 

 『心』の「先生」の死は、強い悲しみを感じさせ、「義務の遂行を重んずる私の性格」（下2、p.152）

から責任をとるために自殺することが、いかに無惨かを訴えかけてくる。まさに、「責任をとって死んで

はいけない」という「教訓」である。Kの自殺の光景の描写も、陰惨で血の気が引く思いをさせられる。

その凄惨さが読む者の心に自殺がいかに不自然なものかを訴えかけてくる。ここに清澤満之の責任と自殺

についての考えが反映されているように感じられる。 
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下49  私は突然Kの頭を抱えるやうに両手で少し持ち上げました。私はKの死顔が一目見たかつた

のです。然し俯伏（うつぶ）しになつてゐる彼の顔を、斯（こ）うして下から覗き込んだ時、私はすぐ其（そ

の）手を放してしまひました。慄（ぞっ）とした許（ばかり）ではないのです。彼の頭が非常に重たく感ぜ

られたのです。私は上から今触つた冷たい耳と、平生に変らない五分刈の濃い髪の毛を少時（しばらく）

眺めてゐました。私は少しも泣く気にはなれませんでした。私はたゞ恐ろしかつたのです。さうして

其恐ろしさは、眼の前の光景が官能を刺激して起る単調な恐ろしさ許ではありません。私は忽然と冷

たくなつた此（この）友達によつて暗示された運命の恐ろしさを深く感じたのです。（pp.268,269） 

 

 

４．４．４．４．「則天去私」「則天去私」「則天去私」「則天去私」ととととエゴイズムエゴイズムエゴイズムエゴイズム    

 

 「則天去私」は、1916(T5)年11月20日発行の日本文章学院編『大正六年 文章日記』（新潮社）の一月

の扉に載せられたことばで、「『天に則（のっと）り私を去る』と訓む。天は自然である、自然に従うて、

私、即ち小主観小技巧を去れといふ意で、文章はあくまで自然なれ、天真流露なれ、といふ意である。」

と解説される。*114 誰による解説かは不明である。これによれば、文章を書く際の心構えが説かれている

ことになるが、漱石がこのことばで何を表現しようとしたかについては諸説あり、真相は不明である。 

 

 「則天去私」を処世訓ととらえる時、この句が『心』の次の箇所に出る「天と私」とつながっていて、

エゴイズムを否定することばであるという解釈が導かれるように思われるかもしれない。 

 

下47  要するに私は正直な路を歩く積で、つい足を滑らした馬鹿ものでした。もしくは狡猾な男で

した。さうして其所に気のついてゐるものは、今の所たゞ天と私の心だけだつたのです。然し立ち直

つて、もう一歩前へ踏み出さうとするには、今滑つた事を是非共（ぜひとも）周囲の人に知られなければ

ならない窮境に陥つたのです。私は飽くまで滑つた事を隠したがりました。同時に、何うしても前へ

出ずには居られなかつたのです。私は此（この）間に挟まつてまた立ち竦（すく）みました。（p.264） 

 

 しかし、そうではない。これは、「先生」のことばであり、作者漱石自身が支持する考えではない。漱

石は、「先生」を死に至らせることによって、その自己本位の立脚地が誤った無効なものであることを宣

告した。では、漱石は、どう考えていたか。晩年の漱石が理想にしたと和辻哲郎が伝える「人静月同照」

という句とあわせて理解すれば、誤解は避けられよう。 

 

 「人静月同照」の「相手が金持ちであるとか権力家であるとかということだけでそれに近づくのを回避

するのは、まだこちらに邪心のある証拠である。ためにする気持ちが全然なければ、相手が金持ちであろ

うと貧乏人であろうと、大臣であろうと小使であろうと、少しも変わりはない。」という視点に、エゴイ

ズムを糾弾しようという棘はない。 

 「公平の眼」を具えた個人主義は、互いの自由を認め合う。そのためには、自分一個の視点から離れて

（去私）、天の月のような広い視野に則して（則天）互いの立場を理解する必要がある。この意味での「則

天去私」は、「トランセンデンタル・アイ」になりたいと望み、超越の立場に至ることを渇望した漱石にと

って自然なもので、「自己本位」とも矛盾しない。漱石が「自己本位」に挫折して「則天去私」に考えを改

めたという通説は、誤解である。*115 

 

 「先生」は、超越の立場に立てず、行き詰る。「公平の眼」を具えて、人間関係を広く見渡し、競争その

ものを悪とみなすことなく、競争の勝者も敗者も平等に見て、J.S.ミルの「社会は失望した競争者に法的

                                                
114 石崎等「漱石と＜則天去私＞」（『跡見学園短期大学紀要』14, 1977 年, pp.51-61） p.52 参照。 
115 今西順吉『『心』の秘密』p.317 
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にも道徳的にも、この種の苦痛から逃れる権利を与えていない。」ということばが納得できていれば、K

に対して極度の負い目を感じることはなかったし、奥さん静との生活も幸せに送る方がむしろKに対する

供養になると考えられたであろう。「道学の余習」にしばられて、そうできなかったことが「先生」を悲劇

に導いた。 

 

 

５５５５....「エゴイズムの醜さの糾弾」説批判「エゴイズムの醜さの糾弾」説批判「エゴイズムの醜さの糾弾」説批判「エゴイズムの醜さの糾弾」説批判 

 

 江藤淳は、「明治の精神」とは何かについて、次のように説く。 

 それは｢エゴイズム｣という人間の天然自然の欲望を醜悪なものと考える精神であります。人間は人間

であるからには、必ずエゴイズム、我執（漱石はこの言葉を好みました）の囚である。それは事実であ

る。事実であるが、それが醜いものである以上は我執を超えた価値によって制御されなければならない。

その価値は国、公、あるいは天というようなものと考えられる。*116 

 

 「我執」について、江藤が「漱石はこの言葉を好みました」という根拠は不明である。「我執」は、漱

石の主要作品に現われない。漱石が用いるのは「執念」「執着」「しつこい」などである。『漱石全集』

第17巻「索引」にも「我執」の用例はない。「我」の項に出るのは「我の強い」「我の女」「我を折る」

「我意」「我意識」「大我」「無我」である。「我執」を漱石が用いた形跡はどこにもない。 

 

 『心』は、エゴイズムを問題にしているかのように読める所がある。友人Kの死に接して、その死を悼

むよりも先に、まず自分を守ろうとする「私」を忘れることができない「先生」の姿が描かれる。 

 

下48  それでも私はついに私を忘れる事が出来ませんでした。私はすぐ机の上に置いてある手紙に

眼を着けました。それは予期通り私の名宛になつてゐました。私は夢中で封を切りました。然し中に

は私の予期したやうな事は何にも書いてありませんでした。私は私に取つて何（ど）んなに辛い文句が

其（その）中に書き列ねてあるだらうと予期したのです。さうして、もしそれが奥さんや御嬢さんの眼

に触れたら、何んなに軽蔑されるかも知れないといふ恐怖があつたのです。私は一寸（ちょっと）眼を通

しただけで、まづ助かつたと思ひました。（固より世間体の上丈（だけ）で助かつたのですが、其世間

体がこの場合、私にとつては非常な重大事件に見えたのです。）（p.267） 

 

 イギリスの個人主義（自由主義）は、自己の利害を中心に考えることを自然な心のはたらきとして、否

定しない。それを自分だけでなく、他者にも権利として認める点で、利己主義とは区別される。漱石が上

記の部分を「エゴイズムの醜さの糾弾」のために書いたとすれば、学生時代に学んだ思想をよく理解しな

かったことになるが、漱石の成績は決して悪くなかった。*117
 ドナルド・キーンは、「（学生時代の漱

石が）特に興味を持ったのは、ハーバート・スペンサー、ジョン・スチュアート・ミルら教師間に人気の

あった英国思想家で、その著作は漱石の思想の上にはっきり影響を残している。」という。*118 

 

 J.S.ミルの自由主義の出発点となるベンサムの功利主義は、「自然は、人類を苦痛と快楽という、二人

の主権者の支配のもとにおいてきた。」と、*119 快をもとめ、苦を避ける動物の自然（本性）を人間にも

                                                
116 江藤淳『決定版 夏目漱石』新潮文庫、1979 年、p.282. 
117 1906（M39）年10月23日狩野亨吉宛書簡「考えて見ると僕は愚物である。大学で成蹟がよかった。それで少々自

負の気味であった。」（漱石全集第14巻 p.483.） 
118 ドナルド・キーン『日本文学の歴史』第11 巻、徳岡孝夫訳、中央公論社、1996、p.165 参照。また、『硝子戸の

中』九に、学生時代、友人O からスペンサーの第一『第一原理』を借りた話が出る。これは、自然にせよ社会にせよ、

生存競争の結果、適者が残ることによって進化が起こることを第一原理として説くものである。 
119 『道徳および立法の諸原理序説』山下重一訳（世界の名著38 ベンサム J.S.ミル、1967）p.81、中央公論社。

An Introduction to the Principles of Morals and Legislation ,1789, Oxford. 
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認めることを議論の出発点とする。漱石が、個人主義のこの基本問題を誤解することはありえない。上記

の部分は、個人主義で生きたいと願いながら、道学の余習のために利己心を否定して、心が引き裂かれる

「先生」の悲劇を描いているのである。「エゴイズムの醜さの糾弾」のために書かれたものではない。 

 

 漱石の講演『私の個人主義』は、「公平の眼」と「自己本位」をキーワードとする個人主義を説いてい

る。「公平の眼」とは、「自分の個性を発展して行くと同時に、その自由を他にも与え、他が自己の幸福

のために、己れの個性を勝手に発展するのを、相当の理由なくして妨害してはならない」（漱石全集第11

巻 p.452）という見方に立つということである。この講演は、1914(T3)年4月から8月にかけて『心』の連

載を終えた後の11月、学習院大学で行われた。『心』の根底にも、この思想が息づいているはずである。 

 

 「先生」は、大学で教育を受け「時々昔の同級生で今著名になっている誰彼を捉えて、ひどく無遠慮な

批評を加える」ほどの「学問や思想」がありながら、「まるで世間に名前を知られていない」（上11）。

「私の選択した問題は先生の専門と縁故の近いものであった。」（上25）「私には学校の講義よりも先生

の談話の方が有益」で、「教授の意見よりも先生の思想の方が有難い」（上14）「先生」の思想の理解は、

大学教授に匹敵する深さをもっていた。「私の眼に映ずる先生はたしかに思想家であった。」（上15）「先

生」の学んだ思想が西洋思想であることは、明言されていないが、「私」が「先生」の存在に気づいたの

が、「先生が一人の西洋人を伴れていたからである」（上2）という事情から容易に推察される。 

 

 東京帝国大学文科大学は、1877(M10)年4月に東京開成学校を改組して発足して以来、哲学科が中核に

位置づけられ、もっとも多くの学生を擁した。*120
漱石も一時期編集委員を務めた『哲学雑誌』が活発に

刊行されていた。*121
当時の文科大学の教師たちは、スペンサーやミルの思想をよくとりあげた。漱石の

描いた「先生」も、そうした時代の文科大学の学生であったと想像される。 

 ところが、「先生」は、一方に幼い頃身につけた「道学の余習」（下29）ため、ミルの説く自由主義を

頭では理解していても、その立場に立ちきれない。たえず周りへの気働きを求める心を抱えて、「道学」

の立場に置いた片足を抜くことができない。それ故に、自分の利害によって行動しようとする「私」を「私

を忘れる事ができない私」として責める。（下48）ここに「先生」の悲劇がある。どちらの立場にも落ち

着くことができず、心が引き裂かれている「先生」の姿は、先に引用した和辻が伝える「漱石の人物」そ

のものである。*122 

 

 ミルの自由論は、個人の自由の主張とあわせて「寛容」tolerance、「思いやり」charityなどを説くが、 

この他者への配慮は「気働き」とは異なる。「気働き」とは何か？それがよく理解できる話は、小宮豊隆

『夏目漱石』に出る。『心』の執筆を終えたばかりの漱石に、次のようなエピソードがあった。 

 

是はずつと後、大正三年十月の事であるが、鏡子の妹婿鈴木禎次の父の御葬ひの時の話が、『漱石の

思い出』の中に出ている。鈴木家ではお葬ひに漱石は來ないだろうと思つて、馬車の席を用意しなか

つた。然るに予想に反して、漱石が來た。仕方がないから漱石には人力に乗つてもらい、鏡子は馬車

でお葬いの伴をした。すると漱石が怒つて、一般会葬者席か何かに這入ったのか、葬儀場には姿を見

せず、葬儀がすんで鏡子が鈴木のうちに帰っていると、漱石は鏡子を電話で呼び帰し、さんざ怒つた

                                                
120 文部省第21｢年報｣明治26年分、文部省第22｢年報｣明治27年分によれば、東京帝国大学文科大学の学生数／卒業生

数、先が26年分、後が27年分は、哲学科 30/5 42/5 国文学科 12/1 13/3 漢学科 9/0 11/3 国史科 22/3 31/5 

史学科 7/4 37/5 博言学科 4/1 6/0 英文学科 7/1 10/0 独逸文学科 2/0 4/0 となっている。26年の英文学科

の卒業生1名は、夏目金之助である。英文科は、遅れて1988(M21)年に設置され、その最初の学生は、立花政樹

（1865-1937）で、その年の文科大学入学者８名中、英文科は1名であった。この人が日本の英文学士第1号で、

1893(M26)年卒業の漱石が第2号である。 

121 1915(T4)年創刊後25 年で300 号発行。三宅雄二郎『壇上より国民へ』p.245 参照。 
122 本稿p.14． 
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のだそうである。鏡子はこれを、事情やむをえないことだから承知してくれてもいいと思つているよ

うであるが、しかしいくら事情やむをえないにしても、女房が馬車に乗つて、亭主が人力で、葬式の

伴に立つ法はない。席が一つしかないのなら、亭主を馬車に乗せて、女房が人力に乗るのが、当り前

である。漱石の怒るのに少しも無理はないと思う。それを鏡子は、漱石がこの時「あたまの悪い」せ

いにしている。*123 

 

 このエピソードは、「気働き」の期待が裏切られると心が荒立つ人間模様をきれいに描き出している。

小宮豊隆が、漱石の気持ちを汲んで「女房が馬車に乗つて、亭主が人力で、葬式の伴に立つ法はない」と

怒りを露わにしている点も興味深い。鏡子夫人が、馬車で同行する必要のある何らかの事情をことばにし

て漱石に伝えれば避けられた行き違いであろうが、気持ちをことばで表さず、互いに心を読みあう｢言わず

もがな｣の文化の下では、起こることが避けられない悲劇、あるいは喜劇といえよう。 

 

 「気働き」は、秀吉が信長の草履を懐に入れて暖めた行動の類で、殿がやがて草履をはくだろうと予測

して、暖かければ心地よかろうとふところに入れて暖めておく「気配り」である。単なる相手（他者）に

対する「思いやり」ではない。身分制に秩序づけられた人間間の摩擦を少なくする知恵で、老・若、男・

女、夫・妻、親・子、兄・弟、上司・部下、友人同士など、「身分」によって秩序づけられた人間関係の

網の目の中で、自分の「分」相応に求められていることを、相手、あるいは周りが求める前に、気を働か

せて理解し行動を選択することである。競争が抑えられている身分制社会の中で起こりうる不平不満をあ

らかじめ気を働かせて解消してしまう知恵である。「気働き」は、行き届けば「座が和む」が、欠けると

不満が生まれ「場がしらける」。「気働き」は、身分秩序を守るための暗黙のルールなので、不満に気づ

く者は、先の例で小宮豊隆が鏡子夫人を詰っているように、自分のことでなくても、誰もが怒る権利をも

っていた。破れば糾弾される。怒りの情動に働きかけて秩序を守る巧妙なシステムである。 

 

 漱石の自伝的小説といわれる『道草』七十一は、主人公健三と妻の関係を次のように描写する。 

 

 彼女は宅（うち）にゐて比較的自由な空気を呼吸した。さうして学校は小学校を卒業した丈（だけ）で

あつた。彼女は考へなかつた。けれども考へた結果を野性的に能く感じてゐた。 

「単に夫といふ名前が付いてゐるからと云ふだけの意味で、其（その）人を尊敬しなくてはならないと

強ひられても自分には出来ない。もし尊敬を受けたければ、受けられる丈の実質を有（も）つた人間に

なつて自分の前に出て来るが好い。夫といふ肩書などは無くつても構はないから」 

 不思議にも学問をした健三の方は此（この）点において却（かえ）つて旧式であつた。自分は自分の為

に生きて行かなければならないといふ主義を実現したがりながら、夫の為にのみ存在する妻を最初か

ら仮定して憚（はば）からなかつた。「あらゆる意味から見て、妻は夫に従属すべきものだ」 

 二人が衝突する大根（おおね）は此所（ここ）にあつた。（漱石全集第6巻 p.493） 

 

 「自分は自分の為に生きて行かなければならないという主義を実現したがりながら」気働きに行動を縛

られ、癇癪を起す自分を「かえって旧式」だと自覚する漱石にとって、「自分は個人主義者で初めて、他

人に対する感謝の念を味わった。真の個人主義者は親兄弟友恋人に見すてられることを当然と心得、少し

でも見捨てられなかったときに有難味を感じ得る人である」という武者小路実篤（本稿 p.22参照）は、「比

較的自由な空気を呼吸してゐる」（下29、p.219）世代の人だという感じが強くしたであろう。 

 武者小路は、『それから』の書評の中で、漱石の思想を次のように解釈している。 

 

「それから」に顕はれたる思想を、自然の力、社会の力、及び二つの力の個人の及ぼす力に就ての漱

石氏の考の発表と見ることが出来ると思ふ。自然の命に背くものは内に慰安を得ず、社会に背くもの

                                                
123 小宮豊隆『夏目漱石』岩波文庫、中、p.176.  鏡子夫人は、和辻哲郎も批判的に見ているが、（本稿p.26）おそ

らく「気働き」にしばられない、武者小路実篤と似た信条の人だったのであろう。 
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は物質的に慰安を得ない。人は自然の命に従はなければならぬ。しかし社会の掟にそむくものは滅亡

する。さうして多くの場合、自然に従ふものは社会から外面的に迫害され、社会に従ふものは自然か

ら内面的に迫害される、人の子はどうしたらいゝのだらう。中途半端にぶらついてゐるより外仕方が

ない。しかもそれすら安住すべき所ではない。人の子はどうしたらいゝのだらう？之が「それから」

全體に顕はれたる問題だと思ふ。*124 

 

 ここで、武者小路が用いる「自然」は、ベンサムが説く肉体的な快苦の原則、*125
あるいは、J.S.ミルが

説く精神的な快苦も含めた原則*126
にしたがう人間の本性であろう。 

 一方、『心』にも「自然」という語が何度も出る。多くは「ひとりでに」という意味での「自然」であ

るが、「下」に出る次の3つの「自然」は特殊な意味が籠められている。 

 

下11  斯（か）うした邪気が予備的に私の自然を損なつたためか、又は私がまだ人慣（ひとな）れなか

つたためか、私は始めて其所（そこ）の御嬢さんに会つた時、へどもどした挨拶をしました。（p.175） 

下46  もしKと私がたつた二人曠野（こうや）の真中にでも立つてゐたならば、私は屹度（きっと）良心

の命令に従つて、其場で彼に謝罪したらうと思ひます。然し奥には人がいます。私の自然はすぐ其所

で食ひ留められてしまつたのです。さうして悲しい事に永久に復活しなかつたのです。（p.262） 

下49  つまり私の自然が平生の私を出し抜いてふらふらと懺悔（ざんげ）の口を開かしたのです。奥

さんがそんな深い意味に、私の言葉を解釈しなかつたのは私にとつて幸いでした。（p.270） 

 

 この場合の｢自然｣は、老荘思想の樸（ぼく）の意味を帯びている。*127 「樸」は、山から切り出したばか

りで加工されていない木を表す字で、「朴」と通じ、『老子』第19章の「見素抱樸少私寡欲」（素をあら

わし、樸をいだけ、私を少なくし、欲を減らせ）で対にされる「素樸」は「素朴」と同義である。人為を

排し、無為をよしとする老子の思想では、自然のままの樸、いわば「無私」が最善の状態である。続く文

句の「少私」の「私」は、利己心を意味する。『心』にも下48「それでも私はついに私を忘れる事が出来

ませんでした。」（p.267）の二番目のように出る。 

 

 さて、「先生」とK、二人の心のあり方の問題は、生まれつきの良心をもつ「自然の私」と日常生活を

送る「平生の私」を分け、自然のままの私なら問題は起こらないのに、日常の私が利己心を優先するから

いけないのだと考えて生きようとする、いいかえれば、利己心を否定する身分制社会の倫理で、利己心を

前提とする競争社会を生きようとするところにある。この心の葛藤が二人を破滅に導く。 

 

下41  道のためには凡てを犠牲にすべきものだと云ふのが彼の第一信条なのですから、摂欲や禁欲

は無論、たとひ欲を離れた恋そのものでも道の妨害（さまたげ）になるのです。Kが自活生活をしてゐる

時分に、私はよく彼から彼の主張を聞かされたのでした。其頃から御嬢さんを思つてゐた私は、勢い

何うしても彼に反対しなければならなかったのです。私が反対すると、彼は何時でも気の毒さうな顔

をしました。其所には同情よりも侮蔑の方が余計に現はれていました。斯ういふ過去を二人の間に通

り抜けて来てゐるのですから、精神的に向上心のないものは馬鹿だという言葉は、Kに取つて痛いに

違いなかつたのです。しかし前にも云つた通り、私は此（この）一言で、彼が折角積み上げた過去を蹴

散らしたつもりではありません。却つてそれを今迄通り積み重ねて行かせやうとしたのです。それが

道に達しようが、天に届こうが、私は構ひません。私はただKが急に生活の方向を転換して、私の利

害と衝突するのを恐れたのです。要するに私の言葉は単なる利己心の発現でした。（pp.249､250） 

                                                
124 「『それから』に就いて」『武者小路実篤全集』第1 巻、小学館、昭和62 年、p.330. 
125 ベンサム『道徳および立法の諸原理序説』山下重一訳（世界の名著38、中央公論社、1967）p。81．「自然は、

人類を苦痛と快楽という、二人の主権者の支配のもとにおいてきた。」 
126 J.S.ミル『功利主義論』伊原吉之助訳（世界の名著38、中央公論社、1967）p. 470. 
127 今西順吉『漱石文学の思想 第一部 自己形成の苦悩』筑摩書房、1988、p.275 以下参照。 
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 ここに「利己心の発現」がでる。これをもって、漱石がエゴイズムの醜さを糾弾していると読むのは、

誤読である。個々人が同等の権利をもって、功利の原則にしたがって行動する社会において、競争は避け

られない。「見素抱樸」を信条として人と決して争わない生き方を貫き通すことは無理である。入学であ

れ、入社であれ、一倍を超える試験は、すべて受けられなくなる。 

 

 自由主義社会の理論基盤となったイギリスの功利主義思想は、そういう無理を人に求めない。各人が、

思い通りに行動することを前提として、どうしたら社会全体の功利が最大化できるかという視点から考え

た。J.S.ミルが『自由論』で提案したのは、他者に危害を加えない限り、各人の行動の自由を制限しない

のがもっともよいという原則で、「危害原理」と呼ばれる。*128
「先生」とKの悲劇は、古代の老子の思想

をそのまま現代社会に適用して生きようとするところから生まれる。時代錯誤による心の分裂に起因する

死である。江藤淳は、先に引用した武者小路の「『それから』に就いて」を論じて、「エゴイズムを醜悪

とする旧時代人」の立場を次のように説く。 

 

 ｢心｣はいわばこういう新時代からの注文に対する漱石の回答でした。漱石は、明治天皇のご大喪の

間喪章をつけていたということですが、そういう旧時代人として彼はこの小説のなかにあらまし次の

ようなメッセイジをこめたものと考えられる。武者小路君よ、君は社会を自然に調和させるなどと云

ううまいことが出来ると思って居るかもしれないが、そんなことは妄想である、そういう精神を掲げ

た新しい時代がどこへ行くか、私は知らぬ、しかし、私は一個の旧時代人として、エゴイズムという

ものは醜悪だと主張し、人間の自己実現、自己露出を超える価値があるかのように生きるのだ。おそ

らくこう漱石はいっているのです。それが彼にとっては｢時代に殉じる｣所以だったからです。*129 

 

 江藤淳の解釈とは裏腹に、漱石は、決して旧時代をよしとする人間ではなかった。次のように説く。 

 

私は常から斯う考へてゐます。第一に貴方がたは自分の個性が発展できるやうな場所に尻を落ち付け

べく、自分とぴたりと合った仕事を発見する迄邁進（まいしん）しなければ一生の不幸であると。然し自

分がそれ丈の個性を尊重し得るやうに、社会から許されるならば、他人に対しても其個性を認めて、

彼等の傾向を尊重するのが理の当然になって来るでせう。それが必要でかつ正しい事としか私には見

えません。自分は天性右を向いてゐるから、あいつが左を向いてゐるのは怪（け）しからんといふのは

不都合ぢやないかと思ふのです。尤（もっと）も複雑な分子の寄つて出来上つた善悪とか邪正とかいう

問題になると、少々込み入つた解剖の力を借りなければ何とも申されませんが、さうした問題の関係

して来ない場合もしくは関係しても面倒でない場合には、自分が他（ひと）から自由を享有している限

り、他にも同程度の自由を与えて、同等に取り扱はなければならん事と信ずるより外に仕方がないの

です。*130 

 

 この漱石の立場は、「人間は人間であるからには、必ずエゴイズム、我執の囚である。それは事実であ

る。事実であるが、それが醜いものである以上は、我執を超えた価値によって制御されなければならない。

その価値は国、公、あるいは天というようなものと考えられる。」という江藤のアナクロニズムな言説と

まったく異質なものである。江藤の解釈によれば、「先生」は「私」のためではなく、「国や公、あるい

は天」のために行動することを求める。つまり国家主義、あるいは全体主義を説いていることになる。漱

石が国家主義にどのような姿勢をとったか、確認しておこう。漱石は、当時の日本に国家主義、軍国主義

が台頭しつつあるのを警戒の目で見ていた。 

 

                                                
128 J.S.ミル『自由論』早坂忠訳（世界の名著38、中央公論社、1967）p. 224. 
129 江藤淳『決定版 夏目漱石』昭和54、新潮文庫p.284. 
130 『私の個人主義』漱石全集第11 巻 pp.451,452. 
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「お互いは哀れだなあ」と云い出した。「こんな顔をして、こんなに弱ってゐては、いくら日露戦争

に勝つて、一等国になつても駄目ですね。尤も建物を見ても、庭園を見ても、いずれも顔相応の所だ

が、（略）」と云つてまたにやゝゝ笑つてゐる。三四郎は日露戦争以後こんな人間に出逢ふとは思ひ

も寄らなかつた。どうも日本人ぢやない様な気がする。「然しこれからは日本も段々発展するでせう」

と弁護した。すると、かの男は、すましたもので、「亡びるね」と言つた。――熊本でこんなことを

口に出せば、すぐ擲られる。わるくすると国賊取扱にされる。」*131 

 

1908(M41)年2月 

「文学は前申した様な特色のものではありますが、其特色の中には一本調子に発達する科学の影響が

澤山流れ込んできますから、定数として動かすべからざる此要素が如何に科学の進歩に連れて文学の

各局部を冒して居るかを見るのは、科学思想の発達しない日本人が、徒らに自己の傾向ばかりふり廻

していては、分らないので、そう頑張つていてはついには正宗の名刀で速射砲と立合をするような奇

観を呈出するかも知れません。」（『創作家の態度』漱石全集第11巻 p.104） 

 

1911(M44)年3月 

「夜番の為に正宗の名刀と南蛮鉄の具足とを買ふべく余儀なくせられたる家族は、沢庵の尻尾を噛つ

て日夜齷齪（あくせく）するにも拘わらず、夜番の方では頻（しき）りに刀と具足の不足を訴へてゐる」 

（『マードツク先生の日本歴史』漱石全集第11巻 p.270.） 

 

 漱石は、やみくもに国家、国家と騒ぎ廻る国家主義がはびこって、個人の自由が制限されることを恐れ

ている。『私の個人主義』を少し長くなるが、引用しよう。 

 

昔し私が高等学校にゐた時分、ある会を創設したものがありました。その名も主意も詳しい事は忘れ

てしまいましたが、何しろそれは国家主義を標榜した八釜（やかま）しい会でした。勿論（もちろん）悪い

会でも何でもありません。当時の校長の木下広次さんなどは大分肩を入れてゐた様子でした。其会員

はみんな胸にめだるを下げていました。私はめだるだけは御免蒙（こうむ）りましたが、それでも会員

にはされたのです。無論発起人でないから、随分異存もあつたのですが、まあ入つても差支なかろう

といふ主意から入会しました。所が其発会式が広い講堂で行なはれた時に、何かの機（はずみ）でした

らう、一人の会員が壇上に立つて演説めいた事を遣りました。所が会員ではあったけれども私の意見

には大分反対の所もあつたので、私は其前随分（ずいぶん）其会の主意を攻撃してゐたやうに記憶してゐ

ます。然るに愈々（いよいよ）発会式となって、今申した男の演説を聴いてみると、全く私の説の反駁に

過ぎないのです。故意だか偶然だか解りませんけれども勢い私はそれに対して答弁の必要が出て来ま

した。私は仕方なしに、其人のあとから演壇に上りました。当時の私の態度なり行儀なりは甚（はなは）

だ見苦しいものだと思ひますが、それでも簡潔に云ふ事だけは云つて退（の）けました。では其時何と

云つたかと御尋ねになるかも知れませんが、それは頗（すこぶ）る簡単なのです。私は斯う云ひました。

――国家は大切かも知れないが、さう朝から晩迄国家々々と云つてあたかも国家に取り付かれたよう

な真似は到底我々に出来る話でない。常住坐臥国家の事以外を考へてならないといふ人はあるかも知

れないが、さう間断なく一つ事を考へてゐる人は事実あり得ない。豆腐屋が豆腐を売ってあるくのは、

決して国家の為に売って歩くのではない。根本的の主意は自分の衣食の料を得る為である。然し当人

はどうあらうとも其結果は社会に必要なものを供するという点に於て、間接に国家の利益になつてゐ

るかも知れない。是と同じ事で、今日の午（ひる）に私は飯を三杯たべた、晩には夫（それ）を四杯に殖（ふ）

やしたといふのも必ずしも国家のために増減したのではない。正直に云へば胃の具合で極（き）めたの

である。然し是等も間接の又間接に云へば天下に影響しないとは限らない、否観方（みかた）によって

は世界の大勢に幾分か関係していないとも限らない。然しながら肝心の当人はそんな事を考へて、国

家の為に飯を食はせられたり、国家の為に顔を洗はせられたり、又国家の為に便所に行かせられたり

                                                
131 『三四郎』一、漱石全集第4 巻 p.21. 
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しては大変である。国家主義を奨励するのはいくらしても差支ないが、事実出来ない事を恰（あたか）

も国家の為にする如くに装ふのは偽りである。――私の答弁はざつとこんなものでありました。 

 一体国家といふものが危くなれば誰だつて国家の安否を考へないものは一人もない。国が強く戦争

の憂が少なく、さうして他から犯される憂がなければない程、国家的観念は少なくなって然るべき訳

で、其空虚を充たす為に個人主義が這入ってくるのは理の当然と申すより外（ほか）に仕方がないので

す。今の日本はそれ程安泰でもないでしょう。貧乏である上に、国が小さい。したがって何時どんな

事が起つてくるかも知れない。さういふ意味から見て吾々は国家の事を考へてゐなければならんので

す。けれども其日本が今が今潰れるとか滅亡の憂目にあふとかいう国柄でない以上は、そう国家国家

と騒ぎ廻る必要はない筈（はず）です。火事の起らない先に火事装束をつけて窮屈な思ひをしながら、

町内中駈（か）け歩くのと一般であります。*132 

 

 第二次大戦前の日本は、こうした主張を封殺した。一方で、アメリカは個人主義の国で、愛国心がない

から兵隊は弱いという憶説を広めた。310万人の戦没者を出して初めて、「国家というものが危くなれば

誰だって国家の安否を考えないものは一人もない。」という漱石のことばの正しさを思い知らされた。こ

の愚かさのために払った犠牲は、あまりに大きい。 

 昭和23年10月、文部省発行の教科書『民主主義 上』は、その経緯を次のように反省する。 

 

全体主義者は、民主主義をけなすために、民主主義は個人主義だから、民主国家の国民は国家観念が

うすく、愛国心に乏しいという。愛国心に乏しいから、いくら軍艦や飛行機をたくさん持っていても、

戦争には弱いという。それがどんなに大きなまちがいであるかは、今度の戦争でよく証明された。*133 

    

    

６６６６．「明治の精神への殉死」説批判．「明治の精神への殉死」説批判．「明治の精神への殉死」説批判．「明治の精神への殉死」説批判    

 

 「先生」の死を「明治の精神への殉死」とする解釈が定説のようになっている。殉死は、辞書に「主君

などの死を追って臣下などが死ぬこと」とあるが、「追って」とは、主君の死への追悼とか、主君への報

恩とかの意味を含んでおり、ただ単に続いて死ぬというのではない。それ故、「先生」の死が「明治の精

神への殉死」とすれば、「先生」は「明治の精神が失われることを悼んで死んだ」ということになる。 

 殉死説は、『心』の内容と矛盾している。「先生」の死が「明治の精神への殉死」であれば、それは後

に続く者に対して、命を賭して明治の精神を守ったお手本となるべきものであろう。しかし、「先生」は

自分の死を「お手本」ではなく、「教訓」にしてほしいと望んでいる。 

 

上31  「たゞ真面目なんです。真面目に人生から教訓を受けたいのです」「私の過去を訐（あば）い

てもですか」（p.86） 

 

 この「私」の求めに応ずる形で、「先生」は、自分の「過去を訐いても」遺書を書く意図を次のように

説明する。 

                                                
132 『私の個人主義』漱石全集第11 巻 p.460-462.. 
133 『社会科教科書』第6巻、1981年、日本図書センター、p.144.  アメリカ兵が弱兵でなかったことは、2人の大統

領、第35代ケネディーと第41代（父）ブッシュの戦闘体験から分かる。前者は、1943年8月2日、その乗りこむ魚雷

艇PT109が南太平洋で日本海軍の駆逐艦と衝突、沈没。自ら傷を負いながら負傷した仲間を紐で引いて数マイル先の

小島まで泳いだ。http://www.jfklibrary.org/JFK/Life-of-John-F-Kennedy.aspx?p=3 後者は、1944年9月2日、雷撃機で父

島に出撃、砲撃に会い落下傘で脱出。数時間後、救助された。http://millercenter.org/president/bush/essays/biography/2 

James Bradley, Flyboys: A True Story of Courage, 2004によれば、父島では、他にも米軍機が撃墜され、8人が捕虜とな

り殺された。その肉を食べられた捕虜もいた。http://www.michaelpodwill.com/uploads/Flyboys%20book%20review.pdf 
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下2  私は何千万といる日本人のうちで、たゞ貴方丈に、私の過去を物語りたいのです。あなたは

真面目だから。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。（p.153） 

 

 「教訓」は、この場合「いましめ」である。「先生」の「自分の死を教訓にしてほしい」という願いは、

「自分の死と同じまちがいをしないように」という意味で、若い世代の「私」に向かって、死なざるを得

なくなった自分の轍を踏まないように「教訓にしてほしい」と願っているのである。決して「手本」にし

て、後に続けというのではない。 

 さらに、『心』の本文を虚心で読めば、「先生」の死を「殉死」とする読み方はできないことがわかる。

｢殉死｣が問題になるのは、下55、56の部分である。 

 

下55  すると夏の暑い盛りに明治天皇が崩御になりました。其時私は明治の精神が天皇に始まつて

天皇に終つたやうな気がしました。最も強く明治の影響を受けた私どもが、その後に生き残つてゐる

のは必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。私は明白（あから）さまに妻にさう

云ひました。妻は笑つて取り合ひませんでしたが、何を思つたものか、突然私に、では殉死でもした

ら可（よ）からうと調戯（からか）ひました。（p.285） 

 

ここで「殉死」は、「からかい」のことば、さらに、この後に続く部分では「笑談」とされる。 

 

下56  私は殉死といふ言葉を殆んど忘れてゐました。平生（へいぜい）使ふ必要のない字だから、記憶

の底に沈んだまま、腐れかけてゐたものと見えます。妻の笑談（ぜうだん）を聞いて始めてそれを思ひ出

した時、私は妻に向つてもし自分が殉死するならば、明治の精神に殉死する積（つもり）だと答えまし

た。私の答えも無論笑談に過ぎなかつたのですが、私は其時何だか古い不要な言葉に新しい意義を盛

り得たやうな心持がしたのです。（p.286） 

 

 「明治の精神に殉死するつもりだ」という「先生」のことばは「無論笑談に過ぎなかった」。｢無論｣と

は、｢言うまでもなく」という意味で、わざわざ説明しなくても笑ってすませる話だと分かるでしょうとい

っているのである。続く「新しい意義を盛り得たような心持がしたのです」という表現の「心持がした」

は「気がした」という意味である。「3億円の宝くじが当たった」というのと「3億円の宝くじが当たった

気がした」というのでは雲泥の差がある。｢心持（気）がした｣とは、事実そうだったというのではない。

つまり、｢明治の精神に殉死する」という表現によって「殉死」という言葉に新しい意義を盛り込むことが

出来たような気がしたのであって、「出来た」という確信ではない。 

 

 ともあれ、仮にこの段階で自殺すれば、「笑談」のように言っていても、その死は「殉死」と呼ばれう

るであろう。しかし、そうではなかった。「先生」は、死ななかった。「それから約一カ月程」経ってか

ら、乃木大将殉死の号外を見る。「先生」は驚く。 

 

下56  御大葬の夜私は何時もの通り書斎に坐つて、相図の号砲を聞きました。私にはそれが明治が

永久に去つた報知の如く聞こえました。後で考へると、それが乃木大将の永久に去つた報知にもなつ

てゐたのです。私は号外を手にして、思わず妻に殉死だ殉死だと云ひました。（p.286） 

 

 満年齢が明治の年数に等しく、明治とともに歳を重ね、高等教育を受ける機会が与えられ、才能を開花

させることができた漱石にとって、明治の終焉は人一倍深い感慨があった。*134 書斎に端座して聞く｢先

生｣同様、御大葬の相図の号砲は、深く胸に響いたことであろう。 

                                                
134 「維新の革命と同時に生まれた余から見ると、明治の歴史は、即ち余の歴史である。」『マードツク先生の『日本歴

史』』漱石全集第11 巻 p267. 
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 問題は、｢先生｣が乃木大将の死に対して同じような感慨をもったかということである。号外を手にして、

思わず「殉死だ殉死だ」というのは驚きのことばである。その1ヶ月ほど前、殉死を示唆するかのような

一部の動きに対して、新聞は｢愚かなる風習｣と非難する記事を載せていた。*135
そこへ突然、「腐れかけ

ていた」殉死が現実に出てきて驚いているのである。続く一節は、決して乃木大将の死に敬意や賛美を示

すことばではない。 

 

下56  私は新聞で乃木大将の死ぬ前に書き残して行つたものを読みました。西南戦争の時敵に旗を

奪（と）られて以来、申し訳のために死なう死なうと思つて、つい今日迄生きてゐたという意味の句を

見た時、私は思はず指を折つて、乃木さんが死ぬ覚悟をしながら生きながらへて来た年月を勘定して

見ました。西南戦争は明治十年ですから、明治四十五年迄には三十五年の距離があります。乃木さん

は此（この）三十五年の間死なう死なうと思つて、死ぬ機会を待つてゐたらしいのです。私はさういう

人に取つて、生きてゐた三十五年が苦しいか、また刀を腹へ突き立てた一刹那が苦しいか、何方（どっ

ち）が苦しいだらうと考えました。（p.286） 

 

 乃木の「殉死」の理由が、1905(M38)年に終わった日露戦争で多くの兵士を死なせた責任というのなら、

7年ほど前のことであり、年代も近く理解できる。ところが、1877(M10)年の西南戦争の時、敵に旗をと

られたことが理由になっており、*136
「思わず指を折って勘定する」。いったい何年前のことだと疑問が

わきおこったから、わざわざ指を折って年数を勘定するのであろう。ここには「乃木さんの死」に対する

同情はあるかもしれないが、敬意や称賛はない。しかも、自殺の理由に、「先生」は納得できない。だか

ら、続く部分で「私に乃木さんの死んだ理由がよく解らない」という。 

 

 乃木自刃の後、新聞は、その生涯をかなり詳しく報道した。その生い立ちから西南戦争までの複雑な経

緯がわかれば、「私に乃木さんの死んだ理由がよく解らない」という「先生」の思いは当然のことになろ

う。そして、「三十五年の間死のう死のうと思って、死ぬ機会を待っていたらしい」と推測するのは、そ

の間に乃木を襲った大きな悲劇がよく分かっていたからだろうと想像される。乃木を襲った大きな悲劇と

は、次のようなものである。*137 

 

 1871(M4)年、乃木希典、23歳で上京。陸軍少佐として任官。後に「おれの生涯で何よりも愉快じゃっ

たのはこの日じゃ｣と語った。明治期、大将の位まで上った者の多くは、初任官が少尉から大尉の位。少佐

は稀な好偶だった。吉田松陰との縁故関係が有利に働いたのであろう。 

 1875(M8)年12月、希典、小倉の第十四連隊長に赴任。前任者山田頴太郎は、翌年起こることになる萩

の乱の首謀者前原一誠の実弟で、反乱一派と気脈を通じている疑いから罷免された。その後任であった。 

 1876(M9)年2月、希典の実弟、玉木正諠（まさよし、1855-1876）が訪ねてくる。弟は、松下村塾の設立

者玉木文之進の養子になっていた。玉木家は乃木家の分家。文之進は、吉田松陰の叔父、希典にとっては

育ての親であった。希典の幼名は「無人」（なきと）。泣き虫のため「泣人」と嘲けられていたが、16歳の

時、実家を出て玉木家に身を寄せ、心身とも鍛えられ、逞しくなった。萩の乱の核となった士族は、文之

進の松下村塾の人脈で、弟は兄の加担を求めるために訪れたのであった。 

その後も、しばしば弟から書が届く。希典は、前任者の轍を踏まぬよう、山県有朋ら陸軍首脳に逐次報告。 

 

 9月、弟再訪、「玉木ト談シ夜ニ入ル」。 

 10月中旬、弟、三度来訪。対談せず。空腹を訴える弟にカステラを与えすぐ帰らせた。 

 10月28日、萩の乱。 

                                                
135 大濱徹也『乃木希典』講談社学術文庫（原本は雄山閣1967 年）、2010 年、p.308 参照。 
136 同上p.289 参照。Wikipedia “Nogi Maresuke” は“In his suicide letter, he said that he wished to expiate for his 

disgrace in Kyūshū, and for the thousands of casualties at Port Arthur.”とするが「遺言条々」は旅順に触れない。 
137 同上pp.27f.参照。 



漱石『心』が伝える心のメッセージ 

 

44 
 

 10月31日、弟戦死。 

 11月6日、玉木文之進自刃。 

 12月3日、前原一誠処刑。 

 12月初旬、この間の第十四連隊長乃木の指揮について、同郷先輩福原大佐から厳しい叱責の書簡（12月

2日付）。児玉ら他の指揮官の働きぶりを誉めた後、乃木が大阪に援軍を求めたことについて――「敵人ニ

向ヒ一矢ヲモ放タズ、而テ先ヅ助ヲ他ニ求ムル者古（イニシ）エヨリ未ダ聞カザル所ナリ」*138 

 

希典、これに長い返信。その末尾に次のように記す。―― 

希典ノ去年此職ヲ奉ズルヨリ居常寝食ノ間ト雖モ、意ヲ此騒乱ノ因起スル処ニ注ガザルナク、終（ツイ）

ニ骨肉ノ親ヲ絶（タチ）テ、己ヲ知ル者ノ為メニ報ズルアラントスルハ、夙（ツト）ニ已（スデ）ニ足下（ソッ

カ）ノ知了セラルル処ナリ、然リト雖モ、昔日ノ失錯相踵（アイツ）ギ、今日志シノ達セザルヨリ、或ハ乗

ジテ其間ニ入ル者アルアランカ。此ヲ以テ嫌疑ヲ師兄朋友ニ得ルトキハ、死スルノ後ト雖モ恨ミナキ能

ハズ、死期ヲ猶予スルハ恥ノ之ヨリ大ナルハナシ、之ヲ敢テスル者ハ止ム能ハザル処アレバナリ。*139 

 

 1月7日、西南戦争を前にして再び福原に書を送る。その一節 ―― 

曩（サキ）ニ拙劣痴愚ヲ以テ事ヲ誤リ、師兄朋友ノ面目ヲ汚辱シ、殆ンド死期ヲ惰（オコタ）ルガ如キ醜悪

ノ希典ナルモ、猶未ダ暫ク之ヲ捨テラレズ、却テ此望外ノ恩論ヲ辱（カタジケナ）フス。*140 

 2月15日、西郷軍決起。 

 19日、叛軍征伐の詔 

 22日、乃木連隊、植木で西郷軍と激戦、退却。軍旗を託した河原林少尉生還せず（軍旗喪失）。 

 4月、乃木は、17日付けで待罪書を山県有朋宛てに提出、処罰を求めた。*141 

山県は、極刑を主張。第一旅団司令長官野津が反対。野津の意見が入れられ、処罰は免れた。この決定の

指令文は、待罪書とともに自刃の時、遺書とともに揃えられていた。 

 

 『東京朝日新聞』大正元年9月15日は、「大将の家系と感化・叔父も弟も刃に死す」と見出しを掲げて

乃木の経歴を報道している。*142
こうした悲劇的な事情を知る者には、「私に乃木さんの死んだ理由がよ

く解らない」というのが、実感であろう。明治天皇の後を追っての殉死であるとは、単純に受けとれない

複雑な事情が働いている。 

 また、乃木の自殺は、唐突で奇妙なところがあったため「乃木狂乱」が話題になった。乃木の検死をし

たのは、鴎外の上司、石黒忠悳陸軍軍医総監で、乃木の「殉死」の部屋の様子が尋常ではなかったことを

鴎外に伝えたのであろう。鴎外は、乃木と同時期にドイツ留学して以来、親しくしていた。乃木の葬儀の

夜、鴎外は、『興津弥五右衛門の遺書』を一気に書いた。これは、乃木に代わって「奇妙な殉死」を弁明

する書になっている。しかし、半年後この小説は、書き換えられ、「弁明」の色彩はすべて消された。*143 

 

 静子夫人も「自ら、短刀にて左乳の下を刺貫きて」息絶えたと報道されたが、*144 自殺前日に書かれた

乃木の遺書には、自分の死後の夫人の身の振り方が記され、宛先に夫人の名も連ねてある。*145 検死官の

記録によれば、夫人には「胸部ニ四ヶ所、左上膊一ヶ所、左手拇指ト示指トノ間ニ一ヶ所ノ創傷アリ」*146 

当時の様子について家人（夫人の姉）は、「二階居室ノ方ニ当タリテ一種ノ音響ヲ聴キタルヲ以テ、遽（あ

                                                
138 大濱徹也、前掲書、p.73． 
139 同上p.77． 
140 同上p.78． 
141 同上p.84. 
142 同上p.310. 
143 初稿は「青空文庫」で読める。http://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/48209_30639.html 
144 大濱、前掲書 p.278. 
145 同上p.294. 
146 同上p.286. 
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わただ）シク家婢ヲ楼ニ上ラシメタルニ、戸ハ内ヨリ鎖シアリテ入ルコトヲ得ス。隙ヨリ窺フニ将軍ノ声ハ

聴ヘサリシモ幽ニ夫人ノ呻吟セラルゝヲ聞キ、驚キ馳セ帰リテ」と証言している。*147
夫人の体の傷は、

粛々と行われた自刃とは様子が異なるところがあり、*148 乃木は、当日になって翻意したと疑われる。 

 

 1913(T2)年12月12日、第一高等学校での講演「模倣と独立」で、漱石は乃木の自殺について、こう語る。 

 

 乃木さんが死にましたらう。あの乃木さんの死と云ふものは至誠（しせい）より出でたものである。

けれども一部には悪い結果が出た。夫（それ）を真似して死ぬ奴が大変出た。乃木さんの死んだ精神な

どは分らんで、唯形式の死だけを真似する人が多いと思ふ。さう云ふ奴が出たのは仮に悪いとしても、

乃木さんは決して不成功ではない。結果には多少悪いところがあっても、乃木さんの行為の至誠であ

ると云ふことはあなた方を感動せしめる。夫が私には成功だと認められる。さう云ふ意味の成功であ

る。だからインデペンデントになるのは宜いけれども、夫には深い背景を持つたインデペンデントと

ならなければ成功は出来ない。成功という意味はさう言う意味でいつて居る。*149 

 

 ここで漱石は、乃木の死に一定の評価を与えているが、*150
注意すべきことは、「模倣と独立」という

演題の通り、「独立」（インデペンデント）な行為はよいが、「模倣」は悪いとしていることである。作

者漱石が、こうした考え方している以上、「先生」の死は、乃木の死を真似した「模倣」ではありえない。 

 

 また、漱石は『文学論』でも殉死を否定している。 

 

 身を以て国に殉ずと云ふに至りては其（その）真意はなはだ疑わし。国は其具体の度に於て個人に劣

ること遠し。これに一身を献ずるには餘（あまり）に漠然たり。抽象の性質に一命を賭するは容易のこ

とにあらず。もしありとせば独相撲（ひとりずもう）に打ち殺さるゝと一般なり。（漱石全集第9巻 p.106.） 

 

 さて、『心』の本文に話を戻そう。次の部分はひどく誤読されている。 

 

下56  それから二、三日して、私はとうとう自殺する決心をしたのです。私に乃木さんの死んだ理

由がよく解らないやうに、貴方にも私の自殺する訳が明らかに呑み込めないかも知れませんが、もし

左右（さう）だとすると、それは時勢の推移から来る人間の相違だから仕方がありません。或は箇人（こ

じん）の有る（も）つて生れた性格の相違と云つた方が確かかも知れません。私は私の出来る限り此（こ

の）不可思議な私といふものを、貴方に解らせるやうに、今迄の叙述で己れを尽した積です。（p.287） 

 

 この件は、乃木の自殺があり、それに続いて「先生」が自殺をした決心したことを表している。ここか

ら、「先生の自殺は、乃木の殉死に触発されたものだ」と読めそうに思われるが、論理的にはそうは読め

ない。「AがあってBがあった。だからAがBの原因だ。」post hoc ergo propter hocという推論は、前後関

係にあるものを因果関係と取り違える「前後即因果の誤り」である。この論理の誤りは、漱石が大学1年

次に履修した「論理学」の教科書に出る。*151 

                                                
147 同上p.292. 
148 大坪雄三「乃木希典夫妻自殺事件の真相」http://otb2588.typepad.jp/blog/2009/11/post-ef2e.html 参照。 
149 漱石全集第16 巻 p.423. 
150 この講演当時は、京都帝国大学教授谷本富（1867-1946）が大阪毎日新聞の記事（久木幸男「乃木自殺と教育界」

『横浜国立大学教育紀要』10、pp.1 – 19、1970、p.15f.に内容が紹介される。）のために世人の反感を買って辞職に

追い込まれ、言論人、桐生悠々（政次 1873-1941）が、信濃毎日新聞社説「陋習打破論――乃木将軍の殉死」を書い

て職を追われたように、乃木の死に対する批判的な意見は、うっかり開陳すると世間から激しく排撃される世相にな

っていた。「結果には多少悪いところがあっても、乃木さんの行為の至誠であるということはあなた方を感動せしめ

る。」という件は、そうした社会背景をもつものとして読まれなければならない。 
151 漱石が在籍した帝国大学文科大学英文学科では、当時「哲学史及論理学」が第1 年に教えられた。（『東京帝国大
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 さらに注目すべき重要な点は、「先生」が乃木の自殺を殉死と確信していないことだ。 

 

下56  私に乃木さんの死んだ理由がよく解らないやうに、貴方にも私の自殺する訳が明らかに呑み

込めないかも知れませんが、もし左右（さう）だとすると、それは時勢の推移から来る人間の相違だか

ら仕方がありません。（p.287） 

 

 「理由がわからない」死に方をした人を真似て「殉死する」ことはありえない。まして、殉死するもの

が「私の自殺する訳が明らかに呑み込めないかも知れませんが」などということはありえない。意図不明

の死は、殉死になりえない。「先生」はこういう。 

 

下56  私は私の出来る限り此（この）不可思議な私といふものを、貴方に解らせるやうに、今迄の叙

述で己れを尽した積です。（p.287） 

 

 つまり、遺書全体（作者の立場からは『心』全体）から自分の死の意味を理解してほしいと訴えている。

遺書の最後の部分にだけでてくる「明治の精神への殉死」という響きのよいことばに跳びつけば、なんと

なく収まりがついたような錯覚が生まれるが、そんな解釈で納得すれば、『心』で漱石が説こうとした思

想は、理解されないまま闇の中に沈む。 

 

 では、「先生」の死と明白な因果関係がつけられない明治天皇と乃木大将の死をなぜ、漱石はわざわざ

末尾に書いたのか。先に引用した「下55」に注目しよう。「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、その後に生き残っているのは必竟時勢遅れだ

という感じが烈（はげ）しく私の胸を打ちました。」という部分が鍵になる。 

 

 ここには、「先生」の考えが明確に書かれている。すなわち、明治の精神が終わってしまった。だから、

「その後に生き残っているのは必竟時勢遅れだ」という理由で死ぬとすれば、「明治は終わった。古い世

代は退いて。次の新しい時代は若い世代に任せる」ということになろう。すなわち、時代の終わりを告げ

て、そこに区切りがあることを示すために明治天皇の死と乃木の死が語られる。乃木の「殉死」も、新し

い時代にはふさわしくない「時勢遅れ」の出来事で、まさに、殉死は、幕を閉じる時代とともに葬り去ら

れるべき「腐れかかったもの」でしかないわけである。*152 乃木の死に「先生」の死を重ねることで、そ

の無意味さを表したかったのであろう。『心』が説きたいのは決して自殺の賛美ではない。ましてや、「殉

死」の賛美ではない。 

 

 その逆で、責任をとって自殺することがいかに「時勢遅れ」な、無意味なことかを示すこと、個人主義

（自由主義）の思想が確立されれば、そんなことはしなくてもいい。そういう時代を若い世代は築いてほ

しいというメッセージを伝えるために、この小説は書かれている。もしも、この小説が「明治の精神への

殉死」を説くものなら、明治を古き良き時代だったとする懐古趣味の読者にしか読まれないだろう。しか

し、今もなお多くの読者を集めている。ということは、誤読のために濁されてわかりにくくなってはいる

が、漱石のメッセージが現代を生きる我々の胸に依然として重く響く意味をもっているからであろう。 

    

    

                                                                                                                                                            
学五十年史』上册、p.1293.）教科書は、J. S. Mill, A System of Logic, Ratiocinative And Inductive, 1843 (師茂樹「大

西祝の因明理解」p.2 参照。http:// researchmap.jp/?action=cv_download_main&upload_id=51199)  post hoc ergo 
propter hoc は一般化の誤謬の典型例としてp.965. (New York, 1882版)に出る。また、鴎外が高木兼寛との脚気論争

において用いている。「脚気減少は果たして麦を以て米に代えたるに因する乎」（東京医事新誌, 1221 号, 明治 34 年） 
152 新しい時代を次の世代に託すという解釈は、次の論文にもある。玉井敬之｢｢私の個人主義｣前後｣『文学』昭和36
年11 月号（『日本文学研究資料叢書 夏目漱石』有精堂出版、昭和45 年、p.240.） 
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７７７７．漱石が．漱石が．漱石が．漱石が捕え捕え捕え捕えた心た心た心た心――サーンキヤ思想との――サーンキヤ思想との――サーンキヤ思想との――サーンキヤ思想との関わり関わり関わり関わり    

    

    最後に、漱石が『心』の広告文に「人間の心を捕え得た」と書いた時、心についてどのような独自の思

想をもっていたかという問題に触れておく。大学で学んだ大乗仏教の概説書『大乗起信論』にもとづく心

の理論と『心』の関係は、すでに今西順吉によって解説された。*153 ここでは、1908(M41)年から翌年に

かけて読んだとされる『禅門法語集』所収の鈴木正三（すずき しょうさん）著『麓草分』（ふもとのくさわけ）へ

の書き込みに見られる心の思想を紹介する。*154
『心』に明らかな形で現れるわけではないが、作者の思

想として根底において働いているはずである。 

 

 この書き込みは、正三が「自己を正しく守るべし。…心生ずるを凡夫とし、心滅するを道者とす」（麓

草分 十八頁）と説くのに対して、「心は本来清らかなもので、永遠不滅であるから、自己を守る必要は

ない」と反対するものであるが、このような漱石の心の理解は、古代インドに端を発する瞑想（ヨーガ、

禅）の伝統の流れを汲むものであろう。*155 

 

○一切ヲ放下ストハpreservation of selfナル根本義ヲ滅スルノ謂ナリ。心はselfニアラズ。故にselfハ

preserveスル必要ナシト観ズルナリ。心ハ不死不生ナリ。*156 故二selfハpreserveスルニ及バズト云

フヿナリ。○Selfヲpreserveスルニ及バザル故ニ凡（すべて）ノ苦悶ガ消滅スルナリ。selfヲpreserveス

ルニ及バザル如ク之ヲdestroyスル必要モナキ故縁ニ従ツテ生存スルナリ。七情ノ去来ハ去来ニ任セテ

顧ミザルナリ。心ノ本体ニ関係ナキ故ニ可モ不可モナキナリ。心ノ用ハ現象世界ニヨツテアラハル。

其アラハレ方ガ電光モ石火モ及バヌ程ニ早キナリ。心ノ体ト用トノ移リ際ノ働ヲ機ト云フナリ。「オ

イ」ト呼バレテ「ハイ」ト返事ヲスル間ニ体ト用が現前スルナリ。ソレガ不可思議ニ早イナリ。ダカ

ラ考ヘテ居ル様デハ分ラヌナリ。ソレガ考ヘズニ相応ズルコトガ出来レバ以心伝心ニナル訳ナリ。 

 一タビ心ヲ知レバドウナツテモヨキナリ。此浮世デドウナツテモヨカラヌ善悪邪正数々ヲ守ル裡ニ

ドウナツテモ構ハヌ度胸ガ出来上ルナリ。安楽ニナルナリ。カホドノ事は僧俗ニ限ラズ皆悟ルベキ筈

ナリ。タヾ此境界ニ常住シテ活潑々地ノ活用ヲナスガ困難ナルナリ。此困難ヲ排セン為メニ坐禅ノ修

業ガ必要ナルナルベシ。シカラザレバ何ノ為メニ打坐シ何ノ為ニ悶々シ何ノ為ニ苦慮スルヤヲ解スベ

カラズ。  （漱石全集第16巻 pp.270, 271.） 

 

 この心とself（自己、あるいは我、私）をめぐる漱石の思想は、正三を批判するために、その場限りの

勢いで書かれたものではない。まさしく「自己本位」と呼びうる独自性がある。広く東西の哲学に親しみ、

さまざまな思想を自家薬籠中のものとした漱石が知の探究の果実として生み出したものであろう。 

 

 まず、英語のpreservation of self、生物の本能として今ではよく知られている「自己保存」が目にとま

るが、より重要な特徴は、インドのサーンキヤ思想との類似である。サーンキヤは、ヨーガに物心二元の

存在論を提供して、その実践を支え、サーンキヤ・ヨーガと併称されることもある思想である。漱石がサ

ーンキヤ思想をよく知っていたことは、今西順吉により解明された。*157 文科大学の学生時代、井上哲次

郎の講義で習い、友人の狩野亨吉、菅虎雄、松本亦太郎がこの思想を論ずる論文を書いたこと、『哲学雑

                                                
153 今西順吉『『心』の秘密』p.217f. 参照。 
154 漱石全集第16 巻 pp.270,271. 鈴木正三（1579-1655）は、関ヶ原の戦いなどへの出陣経験がある武士出身の曹洞

宗の僧。身命を捨てることを説く『驢鞍橋 下』（ろあんきょう）六四頁に対して、漱石は厳しく批判する。「一切ヲ放下

スルニむさい糞袋々々ト観ジテ放下スル必要イズクニアル。実際ナニガムサイノゾ。コノ老人ハ要スルニ愚物ナリ。

カカル人ノ會下（えげ）ニ修業スルニハソレ相応ノ取捨アルベシ。凡ナ弟子共盲目ナルヨリシテ妙ナヿガ妙ナ風ニ後世

迄傳ハルナリ。」漱石全集第16 巻 p.270. 
155 瞑想の実践を支える心の理論は、ヨーガではサーンキヤ思想、禅では唯識思想であるが、両者は似た所がある。 
156 『大乗起信論』大正蔵第32 巻 No.1666, p.576a09.「心性不生不滅。」 
157 「漱石とアートマン論」『比較思想研究』6, 1979, pp.32-44. 『漱石文学の思想 第二部』筑摩書房、1992 年、p.295f.
『草枕』漱石全集第3 巻（1994 年刊） p.461.  
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誌』の編集後記から、当時、かなり注目を集めた思想であったことが今ではわかっている。*158 

 

 サーンキヤは、物（根本原質）と心（純粋精神）をまったく異質な原理とする二元論哲学であるが、デ

カルトの二元論が陥ったアポリアを巧みに回避している。デカルトの二元論の場合、なぜ物である酒が心

を愉快にするのか、また、話をしようと思う心の働きに伴ってなぜ物である口が動くのかという、いわゆ

る心身問題がアポリアになる。相互作用を認めれば、物と心の独立性が危うくなる。正確に時を刻む二つ

の時計が互いに独立に同時刻を刻むように「酒を飲むこと」と｢愉快になる心の変化｣が互いに独立に影響

関係なしに起こるとする平行説が有力な釈明になり、どことなくあやしいが、自然のすべてがわかってい

るわけではないので、無下には否定できない。*159 

 これに対して、サーンキヤの二元論は、「純粋精神」を「物」とまったく関わらないものとし、一方、

通常の意識や感覚はすべて、現象世界の根源物質である「根本原質」が純粋精神に見られることをきっか

けとして開展させた「物の領域のもの」であるとすることで、心身問題のアポリアを回避している。 

 

 さて、上に引用した漱石の「書き込み」を検討しよう。もっとも重要な点は、「不死不生ナリ」とされ

る《心》と「preserveスルニ及バズ」とされる《self》の関係が、サーンキヤの《純粋精神》（puruṣa）
と《自我意識》（ahaṃkāra）の関係に似ていることである。*160

『サーンキヤ・カーリカー』*161
（以下 SK）

で、《純粋精神》は永遠不滅とされ、《自我意識》は｢自己の誤った観念｣で、現象世界の根源物質（prakṛti）

から生まれ出てきた「知性」（buddhi）を本来の自己である《純粋精神》ととり違えて「自己」と誤認す

る、滅せられるべきものとされる。*162 

 

 また、引用の4行目に出る「七情」は、古くは『礼記』（らいき）「礼運篇」に喜・怒・哀・懼（く）・愛・

悪・欲の七種の感情として言及され、時代が下って朱子学で「惻隠、羞悪、辞譲、是非」の四端との関係

が論じられた中国思想の概念であろうが、*163
それを「心ノ本体ニ関係ナキ」ものとする点も、サーンキ

ヤが「純粋精神」は、現象世界の多様性を生み出す「根本原質」の三つの要素（純質、激質、翳質）と無

関係であるから、すべての出来事に対して中立で関わりをもたないとするのと等しい。*164 

 さらに、第2段落文頭の「一タビ心ヲ知レバドウナツテモヨキナリ。安楽ニナルナリ。」という部分は、

「純粋精神」が、現象世界の存在と一切かかわりをもたない、みずからの本性について、清らかな、誤り

なき知を得れば「根本原質」から離れ、独存状態において解脱するという説と一致する。*165 

 

 『心』との関係で注目されるのは、「selfヲpreserveスルニ及バザル如ク之ヲdestroyスル必要モナキ」

という部分である。自己は「destroyする必要がない」のに、「先生」は自殺する。この漱石の心の思想か

ら見れば、死を選ぶ｢先生｣は誤っており、否定されるべきで、決して賞賛の対象になることはない。その

死は、感傷でなく、怜悧な目で見ることが求められている。 

                                                
158 同上p.40. 
159 振り子の等時性の原理を発見して振り子時計を作ったホイヘンス（162 - 1695）が、それに続いて発見した、壁に

掛けた２つの時計の振り子の周期が初めはずれていても、しばらくすると必ず揃ってしまう｢同期｣synchronization
という現象は、細胞から天体に至るまで自然のいたるところで見られるという。John Whitfield , 'Synchronized 
swinging, Ancient pendulum conundrum solved.' http://www.nature.com/news/2002/020221/full/news020218-16.html 
160 漱石の理解する｢純粋意識｣がサーンキヤの概念と同一ではないことについて、今西順吉『漱石文学の思想 II 部』

p.269、及び『『心』の秘密』p.312,314参照。 
161 Sāṃkhya Kārikā は、4, 5世紀の成立とされるサーンキヤ学派現存最古の文献。現代語訳は『バラモン教典・原始

仏典』世界の名著1､中央公論社､1969 年、pp.189-206. 所収、服部正明訳「古典サーンキヤ体系概説」。 
162 同上p.198. サーンキヤの「自我意識」（ahaṃkāra）は、唯識思想の「末那識」（mano-vijñāna）と対応する。末

那識は、本来の自己は「空」なのに、阿頼耶識（ālaya-vijñāna）を「自己」と誤認する、誤った観念である。 
163 『サーンキヤ・カーリカー』SK63「根本原質は、七つの状態（功徳・罪過・無知・離欲・貪欲・自在・不自在）

によって自ら自己を束縛する」という説との関連も考えられる。同上、p.207.  
164 SK19、SK62 同上、pp.197, 207. 
165 SK64 同上、p. 207. 
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漱石『心』が伝える心のメッセージ漱石『心』が伝える心のメッセージ漱石『心』が伝える心のメッセージ漱石『心』が伝える心のメッセージ「まとめ」「まとめ」「まとめ」「まとめ」    

    

 漱石は、10代の半ば二松学舎で漢文を学ぶ体験を通して、その漢詩は、吉川幸次郎から一級と折り紙を

つけられるほど力をつけた。*166
と同時に、儒教思想を深く心に刻みつけた。その後、大学教育で西洋の

近代思想を学び、ロンドン体験によって、社会が産業化とともに個人主義化することを歴史の必然として

理解した。かくして、漱石は、個人主義を支持しながらも、日常生活のレベルでは漢学で身につけた身分

制社会の道徳（道学）にしばられている自分を見出した。「先生」（漱石）の悲劇は、英文学に描かれる

ような恋に心を動かされながら、一方で「恋は罪悪」（上12,13、p.36）という旧時代の道徳の考えに縛ら

れて、心が引き裂かれていることであった。 

 こうした心の葛藤を抱える漱石の前に、こだわりなく個人主義を表明する若い武者小路実篤が現れた。

漱石は、世代の違いを痛感させられるとともに、自分がときどき癇癪を起す理由が「道学の余習」にある

ことを思い知らされる。癇癪玉の破裂は、「一家の主なのに尊重されない」という身分意識が生む不満か

ら起こったので、もっぱら家庭内に限られ、被害者は夫人や子供達であったが、一番苦しんだのは、その

不条理を知悉していた当の本人、漱石であったろう。『心』は、そんな漱石の「再生」を願う心から生み

出された。漱石が自らを精神的に葬り、再生するために必要な物語であった。 

 

 この問題は、一見、作者漱石個人の問題のようで、実は、そうではない。現代の日本の問題、あるいは

もう少し範囲を広げれば、儒教圏といわれる国々に現在、生きる人間の問題である。 

 

国連のWorld Happiness Report 2013は、富裕度、健康度、人生の選択における自由度、困ったときに

頼れる人の有無、汚職に関するクリーン度、言論・思想の寛大さなどを評価基準とする世界各国の幸福度

調査であるが、豊かな国がおおむね高い傾向を示す中、儒教圏諸国は、経済的に繁栄していても、156カ

国のランキング中、韓国41位、台湾42位、日本43位、中国93位。地域の比較でも、北米の7.4、西ヨーロ

ッパの6.8ポイントに対して、東アジアは4.8と低い。*167 

「世界価値観調査」による幸福度の国際比較も同様の結果で、儒教圏諸国は相対的に低い。*168
さまざ

まな要因があろうが、産業化の進展とともに広がる競争社会と個人主義が、個の自立を抑えて対人関係を

円滑にしようとする集団主義の伝統と齟齬をきたしているのかもしれない。*169 とりわけ、『心』との関

係で注目すべき点は、日本、韓国、台湾で男性の幸福度が女性より低いことである。*170 儒教は典型的な

男尊女卑の思想で、*171 その性別役割分業によって伝統的に男性は、女性よりも気遣われ、よい待遇を受

けることが期待でき、少なくとも形式的には厚遇されてきた。その「期待」が、男女同権を理念とする現

在、通用しなくなってきている。*172 もはや時代にあわない考えを捨てられず、引きずっていることが、

儒教圏の男性の幸福度の低さの原因とすれば、これは漱石が直面した問題そのものである。 

                                                
166 「子供の時聖堂の図書館へ通って、徂徠の 蘐園十筆（けんえんじっぴつ）をむやみに写し取った昔を、生涯にただ一

度繰り返し得たような心持が起って来る。」『思い出す事など』六（漱石全集第8 巻 p.288.） 
167 World Happiness Report 2013, pp.22, 25. http://unsdsn.org/resources/publications/world-happiness-report-2013/ 
168 「世界価値観調査」2011 年1 月28 日による「幸福度の国際比較」http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/9480.html 
169 原文、http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/WorldHappinessReport2013_online.pdf, pp.22,25. 

解説、http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000138078 
170 同上「男女の幸福度の国際比較」http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/9484.html 
171 福沢諭吉『女大学評論』時事新報社、明治32 年 (http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/754910) 参照。 
男性の家事 (routine housework) 時間は、OECD 調査（2014 年3 月7 日発表、対象15～64 歳）によれば、26 か国

平均1日73分に対して、韓国が、トルコとともに最少の21分、次いで日本、24分。OECD_1564_TUSupdatePortal.xls

参照。（http://www.oecd.org/gender/data/balancingpaidworkunpaidworkandleisure.htm）、天野 馨南子：「女性活

用」は、食育から。――男性が家事しない国ランキング第 3 位の日本。わが国の人々が「日本らしく」幸せに生きる

ために｣ http://www.nli-research.co.jp/report/researchers_eye/2014/eye140714.html参照。「家事ハラスメント」と

いう語もある。竹信三恵子『家事労働ハラスメント――生きづらさの根にあるもの』岩波新書、2013 年10 月。 
172 「期待」が幸福と密接に関係することについてBarry Schwartz, The Paradox of Choice, 2003, p.4f. 
及びhttp://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0814/040814_happiness_equation参照。 
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思いやりは、どの文化圏でも称賛されるが、儒教圏の気配りは、欠けると「気がきかない」、不十分だ

と「足りない」と非難される。まるで負債の返済である。思いやり・気配りには、時代・地域を問わず、

表情や仕草などから心を読む非言語伝達が重要な役割を果たす。その表現と意味の関係は、特定の文化に

依存しているが、現在は、情報社会への移行、国境を越えた交流の拡大に伴う新文化・異文化流入の激化

のため、ゆらぎが大きく、誤解のおそれが増している。人間関係も多様化して、家族間ですら、気遣いだ

けでは調整不能になりつつある。｢言わずもがな｣の文化を脱して、自分の思いをことばに託して関係を円

滑にする生き方、感情をもつれさせない、ことばによる意思疎通のあり方が真剣に問われている。
173 

 

 現在の日本は、個人の尊重（第13条）を明言する憲法をいただき、誰もが自由に自分の人生を選べる。

それだけに一層、漱石のいう「間に合せに借りた損料着」（下 2）ではない自己の立脚地（価値観）が重

要になっている。幸福の基盤になるのは、自分で自分が認められる自己肯定感だからである。*174 立脚地

をまちがえれば、「先生」のように人生に行き詰る。 

 

文化庁の国語世論調査（2014年3月実施）によれば、*175
「人と接する際，相手や場面に合わせて態度を

変えようとするか」という問いに対して、「どちらかと言えば、そうする」という回答が40.8％、「どち

らかと言えば、いつも同じような態度でいようとする」が48.4％で、前者よりも後者が8ポイント多い。

しかし、年齢別に見ると、40代以下では前者の方が多く、特に20代は 68.7％、10代は 63.4％が、相手や

場面に合わせて態度を変えようとする著しい傾向を示す。これは最近の社会学で「身体の溶け合いに向か

うトレンド」とされる趨勢の反映なのかもしれない。*176 しかし、このような自己の立脚地をもたない生

き方は、Kの死の背景にある漱石の苦しみの体験――他人本位で、根のない萍（うきぐさ）のように、そこい

らをでたらめに漂よっていては幸福になれないという問題を、どのようにして解消するのだろうか。 

100年前、漱石は、公平な目をもつ自己本位の個人主義を説いた。そのモデルになった19世紀末のイギ

リス流個人主義が、そのまま現代に通用するとは思われないが、その核をなす人権思想や危害原理は普遍

性をもち、時代を超えて働くであろう。ただ、現在の日本は、法制度が個人主義の原理に貫かれていても、

日常生活の意識は、人を「目上」と「目下」に分ける敬語が尊重されることからわかるように、*177 身分

制社会の思考様式の影響下にある。 

 

敬語は本来、人間関係を円滑にするためのものであるが、怒りを生む装置にもなる。たとえば、「ご苦

労さまです」ということばが、集団内の順位*178
の優劣を敏感にかぎとる感覚を呼び覚まして、「目下の

くせに偉そうな」という怒りを生むことがある。論理情動行動療法の創始者アルバート・エリスのABCDE

理論によれば、*179
この怒りは、「ご苦労さまです」ということばがきっかけ（Activating event）になっ

てはいるが、そこから直接生まれるわけではなく、「目下が目上をねぎらうのは失礼だ」という思い込み

（Belief）から生まれた結果（Consequence）で、思い込みの根拠を問い詰め（Dispute）、その不条理さ

がわかると、蜃気楼のように消える（Effect）。 

敬語の前提とされるのは、身分の上下関係であるが、取引関係では、顧客や情報提供者など利益・恩恵

を与える側が目上になる。この上下関係は、人が同じでも、立場が変わると上下が入れ替わる。西洋近代

の人権思想が掲げる万民平等の観点からいえば、本来、あるいは建前として存在しないものを敬語の思考

様式が仮構していることになるのであるが、その背後には身分制社会の秩序の維持装置である儒教の発想

が働いている。ことばの使い方の中にしみ込んだ伝統的な思考様式から脱け出すことは容易ではない。 

                                                
173 非言語伝達についてMehrabian, A., Silent messages (1981)参照。http://www.kaaj.com/psych/smorder.html 
174 本稿p.11 注43 参照。 
175 http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/yoronchousa/h25/pdf/h25_chosa_kekka.pdf 
176 杉万俊夫「「集団主義－個人主義」をめぐる3 つのトレンドと現代日本社会」集団力学2010 年 第27 巻 pp.17-32. 
www.group-dynamics.org/pdf/journal/27/02sugiman.pdf 
177 文化庁「国語世論調査」（2014 年3 月）p.14. 敬語は必要という回答が98％で増加傾向。上記注173 参照。 
178 『霊長類生態学』京都大学学術出版会、2000 年、p.294 参照。 
179 「JIBT-R 論理情動行動療法」http://www.kokoronet.ne.jp/fukui/jibtr/jibtr01.html 
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漱石は、心の中の西洋と東洋の葛藤が重要な文学の題材になると見抜いた（本稿p.14参照）。われわれ

は、まだ漱石の問題提起の射程の中に生きている。 

 

未来はどうなるだろう。World Happiness Report 2013で幸福度1位の国デンマークが参考になりうる。

デンマークは、自発的な市民参加に支えられた不安の少ない高福祉社会である。この体制の実現を日本で

今すぐ望むのは無理だが、モーセの十戒を模したデンマークの生活規範「ヤンテの掟」なら応用できよう。

*180 最初の句は「自分を偉いと思うな」（Do not think that you are something.）。英米の野心に満ちた

個人主義と異なり、他者を見下す功名心を否定する。「出る杭は打たれる」という日本人の心情と等しく、

平等を重んずる。ただし、日本は「情けは人のためならず」と助け合いの集団主義に傾くが、ヤンテの掟

は「誰かが自分に情けをかけてくれると思うな」（Do not think that anyone cares about you.）と戒める。

平等・節度・自助を重んじる個人主義なのである。世界一幸福なのは、自立していて他者の思いやりを期

待しないからだとする論評もある。*181 儒教圏では、年長者、男子、地縁・血縁・学閥などの人脈をもつ

人は、厚遇が期待できる。虚ろな期待を膨らませ続けている限り、幸福は逃げ水のように去る。 

 

「先生」が淋しさを味わうのは（上14、p.41）、個人主義に片足を置きながら、もう一方の集団主義に

置いた足が抜けないからである。自立を「助け合って生きる人々の輪からの離脱」と考えて、周りの人に

もう甘えられないと悲しむから、孤独感が強まる。そんな風に考える必要はないのである。甘えを捨てて

個人主義の立場に立ち、気遣いされないのが当然だと思えれば、武者小路実篤が「思いもよらぬ光明に接

した」*182
というように、淋しさは影をひそめ、幸福感が得やすくなる。 

 

一人ひとりが自立・自助の立場をとり、他者の援助を期待することなく、自分の個性が発揮できる場所

をみつけて、互いの個性を平等に認めあう寛容な人間関係が築かれれば、身分の上下関係の上に成り立つ

「気配りの互酬制」から、平等な関係での「思いやりの互酬制」に移行できる。そのときは、「気配り」

の不足を嗅ぎつける不幸の心理から解き放たれて、予期しなかった他者の「思いやり」を新鮮な気持ちで

「ありがとう」と感謝できる幸福が手に入るであろう。競争は、「ヤンテの掟」に従えば多少緩和される。

それでもなお、競争から生まれる苦しみはなくならないが、ミル『自由論』第5部の警句を受け容れれば、

あるがままに容認でき、緩和される可能性が開かれる。*183 

 

しかし、伝統の慣性力は大きく、社会とそこに住む人の心は、一朝一夕には変わらない。歳が一つ上と

いうだけで「先輩」と呼ぶ心情は、容易には変わらない。死をもって罪を償おうとする悲しい伝統も、最

近もSTAP細胞の研究関係者の自殺があったように、綿々と続いている。*184
「先生」の死を「高度の自己

否定」などと肯定的にとらえる解釈は枚挙にいとまがないが、漱石が願っていたのは、むしろ、こうした

悲惨な伝統から脱け出すことである。自殺によって責任を果たすことは決してできない。 

 

                                                
180 ヤンテの掟 Jantelovenは、Aksel Sandemoseの小説En flyktning krysser sitt spor (1933) に現れる。Vagn Særkjær, 

‘Danish culture and Danish values,’ p.6. (http://www.medicolink.dk/_literature_42777/danish_culture_and_values)参照。 
181 Eric Weiner, ‘Lowered Expectations,’ http://opinionator.blogs.nytimes.com/2009/07/19/lowered-expectations/ 
182 本稿p.22参照。 
183 『自由論』第5部は本稿p.8参照。インドは、多様な民族と文化を擁し、常に衝突と分裂の危機にさらされながらも、

一つの文化圏としての統合を、「包容主義」（inclusivism）と呼ばれる考え方で保ってきた。近代西洋が生み出した

「寛容」の理念は、すべての思想信条を同等に認めなければならないという錯覚を生み、人を相対化の渦の中に巻き

込んで自己を見失わせることがあるが、「包容主義」は、各人が自己本位の立場に立ち、自己の価値観による評価に

応じて他者の異なる思想信条を容認するもので、自分の個性を見失うことなく対立する他者とも一定の関係が築きう

る。「包容主義」については、次のサイトの解説を参照。http://user.numazu-ct.ac.jp/~nozawa/b/inclusivism.htm 
184 Jun Hongo「死で償う日本の伝統」 http://realtime.wsj.com/japan/2014/08/05/死で償う日本の伝統/ 
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日本と韓国は、自殺が多く、*185 謝罪も難しい。二つの問題は同じ根、すなわち「行為」でなく「心」

のあり方から罪の有無を判断する儒教の伝統に根ざしている。秦代の法家は、犯罪行為の量刑を法に照ら

して定める「罪刑法定主義」をとっていたが、漢代以降の儒家は、行為より心（犯意）を重んじて「原心

定罪」、心をたずねて罪を定める立場をとった。温情の働く余地が生れたが、行為の如何を問わず「犯意あ

り」と認定されれば有罪になる過酷さも生んだ。心は掴みどころがなく、その追求は止まる所を知らない。

最も重い罪は、自分だけでなく父母兄弟、近親者にも刑が及ぶ「三族誅殺」で、*186 自殺すれば、追求の

連鎖が断ち切れた。ちなみに、日本の刑事裁判では、現在も犯行の動機が重視されるが、英米の刑事裁判

は、故意（intent）か否かのみ扱い、動機（motive）は考慮しない原則に従う。*187 

また、謝罪は、「心からお詫びします」と表現されるように、心を伴うことが必須とされ、さまざまな行

為で謝罪の意を尽くしても真意が疑われ続ける限り、証しを立てるには「死んで潔白を晴らす」しかなく

なる。許しが与えづらく、得にくい文化。どうすればここから脱け出せるのか。*188  

 

100年前、漱石は、“公平な目をもつ個人主義”と名づけて、和を重んずる日本の伝統、平等主義の視点

を保ちつつ個人の自由を尊重する社会を理想として掲げた。その理想への歩みは、今、着実に運ばれてい

るが、なお問題は多く、到達までの道のりは長い。漱石の悩みは、これからも当分の間、日本人の悩みと

してあり続けるであろう。そんな日常の中で、Kや｢先生｣のように、心が抜き差しならない状態に追い込

まれたとき、静の「老少不定」ということばが示唆する「視点の移動」は、苦しみを胡散霧消させるわけ

ではないが、心を軽くして、責任をとって自殺するような無残なことは回避させてくれるであろう。 

 

アウシュビッツの強制収容所を囚人として生き抜いたV.フランクルは、極限状況の中で「より高い見地

から」現実をみる「トリック」を用いることで苦しみから逃れたと『夜と霧』で書いている。*189 

 

 毎日毎日、考えることすべてに苦しまざるをえず、この残酷な脅迫に対する嫌悪の念に、これ以上

耐えられなくなると、私は一つのトリックを用いた。突然、自分が明るく照らされた美しくて暖かい

大きな講演会場の演壇に立っている。私の前には、ゆったりしたクッションの椅子に、興味深く耳を

傾けている聴衆がいる。私は口を開き、強制収容所の心理学について講演する。すると、私をかくも

苦しめ抑圧していたすべてのものが客観化され、科学のより高い見地から見られ、描かれる。このト

リックで、私は自分を何らかの形で、現在の環境、現在の苦悩の上に置くことができ、あたかもそれ

が過ぎ去ったことであるかのように見ることができ、苦悩する自分を心理学と科学の探究の対象であ

るかのように見ることができた。スピノザは、『エチカ』5-3で次のように言う。「苦悩という情緒

は、それに関して明晰判明な表象を作ればすぐに消える。」 

 

ただし、心は、まさしく「正体の知れぬ奴」。表面上、問題が解決したかに見えても、その奥底に何が

潜んでいるのか、自分の心であろうと伺い知ることはできない。心の問題は、簡単には「片付かない」。

漱石は、片が付かない宙ぶらりんな状態に格別、気を惹かれたのか、「片付かない」という語を「片の付

かない」「片付けられない」「片付かぬ」などさまざまに変化させて、文章のあちらこちらで用いた。*190  

                                                
185 日本・韓国は自殺率が高い。厚労省統計参照http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/suicide04/11.html 
186 冨谷到『古代中国の刑罰』中公新書p.117 以下参照。 
187
最高検察庁「裁判員裁判における検察の基本方針」平成21 年2 月、及びM. T. Rosenberg, ‘The Continued Relevance of 

the Irrelevance-of-Motive Maxim,’ Duke Law Journal vol.57, 2008, pp.1143- 1177.. 参照。 
188 ユダヤ教で、罪（chatah）は、「（道に）迷う」という意味、改悟（teshuvah）は、「（神の下へ）戻る」という意

味で、「悪を犯したら、正義を行ってつり合いを保て」と命じられ、正しい行為をとり続けることによって神の下にあ

ることを示せば、許される。悔い改めた罪人は、「戻ることの名人」と呼ばれ、罪を犯したことのない人よりすぐれて

いるとされる。エーリッヒ・フロム『悪について』紀伊國屋書店、1965 年、pp.173,174.参照。 
189 『夜と霧』みすず書房、2000 年、p.178 
190 漱石全集第17 巻「索引」pp.351,352. 『心』には「片付く」が次のように出る。上34「それとも己（おれ）の方が
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『心』の次の小説には『道草』という題をつけた。誰しも、命を与えられて、人生を全うするために自

分のもてる力を最大限に発揮して目的に向かってまっすぐ進みたいと願うが、そもそも何が自分の人生の

目的なのかよくわからず、方向がずれていると感じることに次々とかかわり、道草に時間をつぶしている

という、やるせない思いを抱えて、心が片付かないまま、とぼとぼと道を歩くように毎日を過ごす。これ

が人生の真相で、『心』の「先生」やKのように、そこをスパリと片付けてしまうことは、表面上は筋が通

って痛快なようでも、実は、人生の真実から最も遠く離れてしまう。 

 

心が怒りや悲しみの情動に強く支配された時、その苦しみから逃れ出すのを急いで、むりやり人生を割

り切ってしまう危険から心を解き放つために、古来、たくさんの知恵が説かれてきた。エピクテートス、

親鸞、蓮如、スピノザ、J.S.ミル、清澤満之。これに漱石は、「月静人同照」「則天去私」を加えた。 

 

心は片付けられないものと心得て、「先生」の奥さん、静が「老少不定」のことばとともに示した視点の

移動のような、そこから脱け出す術をもつことが、心を窮地から救いだすためには大切ですよ、と『心』

は訴えかけているのであろう。 

 

 

 これが、漱石『心』の伝える心のメッセージ。  

                                                                                                                                                            
お前より前に片付くかな。」 下14「私は奥さんの態度をどっちかに片付けてもらいたかったのです。」 
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あとがき 

 

 

 近代物理学を確立したニュートンは、1676年2月5 日付けロバート・フック宛の手紙に「自分に人よ

りほんの少しだけ遠くが見えたとしたら、それは巨人たちの肩の上に立っていたからです」（If I have seen 

a little further it is by standing on the shoulders of Giants.）と、記しました。この拙論も、もし、何が

しかの取柄があるものとすれば、「巨人たちの肩の上に立って」初めて完成させることができたものです。

そして、この場合、大勢の漱石研究家の｢巨人たち｣の中で、とりわけ大きな｢巨人｣とは、大学での恩師、

今西順吉先生です。 

 

 先生は、すでに漱石研究家として令名高く、その数々の業績をここに改めて不十分な形で記すことは、

かえって失礼にあたるかもしれませんが、これらのご研究の成果から得られた知識がなければ、この拙論

は不可能であったので、深く広い学恩への謝意をこめて、次にその主要なものの一覧を示します。 

 

 

「漱石とアートマン論」『比較思想研究』6, 1979, pp.32-44. 

『漱石文学の思想 第一部 自己形成の苦悩』筑摩書房、1988 年 

『漱石文学の思想 第二部 自己本位の文学』筑摩書房、1992 年 

『草枕』｢注解｣（漱石全集第3 巻）、岩波書店、1994 年 

『『心』の秘密 漱石の挫折と再生』トランスビュー、2010年 

 

 

 

 本稿の「殉死説批判」は、丸谷才一さんが、殉死説に強い嫌悪を示しながらも、奇想というべき奇抜な

発想で「先生の殉死」を説明された「徴兵忌避者としての夏目漱石」*191
をきっかけとして書き始めたも

のです。丸谷さんのこの異彩を放つ論説は、2012年10月13日「清水町文化芸術活動促進事＜第155回泉の

まちカレッジ＞」*192
の講演準備のために読み、「殉死説」が、強く嫌悪されるとおりに、誤りであるこ

とを何とか説得力ある形でまとめたいと痛切に感じました。謦咳に接する機会を得ていたわけではありま

せんが、出来上がったらぜひ読んでいただきたいと思っておりました。奇しくも、この講演の日、丸谷さ

んは亡くなられました。読んでいただきたいという希望は、遂にかなえられず、とても残念に思いますが、

拙論を完成させる大きな力を与えていただいたことに深く感謝の意を表したいと思います。 

                                                
191 『展望』6 月号、1969 年（『コロンブスの卵』ちくま文庫、1988 年、所収） 
192 http://www.watervision.or.jp/izumi-college/izumi-college-155nozawa.html 


