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はじめに 

『三四郎』は一種の「風俗小説」といえるのではないか。  

「風俗小説」という言葉は、昭和２５年（１９５０）に出版された中村光夫の『風俗小

説論』によって広く普及するようになった。  

この論文の中で述べられている「風俗小説」とは、为に昭和２５年当時に流布していた

「風俗小説」のことであり、それは、もちろん『三四郎』が発表された明治４１年（１９

０８）年より遙か後のことになるのだが、中村は、それら「風俗小説」の流行は、「我国の

「近代文学」の欠 陥
（1）

」を露呈するものであり、その「分解にともなう腐敗現 象
（2）

」である

と批判した。  

 中村が言うところの日末の「近代文学」とは、島崎藤村（１８７２～１９４３）の『破 

戒』や田山花袋（１８７１～１９３０）の『蒲団』以来連綿と続いた自然为義文学・私小  

説のことであり、その「欠陥」とは、自然为義文学・私小説の作品における、社会性の欠  

如、無思想性といった、西欧ヨ゠ヨジマの間違った解釈による我が国のヨ゠ヨジマの欠点  

でもあった。  

中村は、この自然为義文学・私小説における社会性や思想の欠如が、後に純文学の行  

き詰まりを招き、その結果、純文学作家達は、文学を通俗化させることが文芸復興の手段

であると考え「風俗小説」に走ったのだと分析している。  

 特に、中村が「風俗小説」として批判の対象に挙げているのは丹羽文雄（１９０４～ 

２００５）であり、その作品は「現代を描きながらそれに生きる人間の「思想」を描けず、  

風俗という「何でもないヅツーラ」に埋没した傀儡しか捕え」られていな い
（3）

と批判する。 

 このようなことから、「風俗小説」というものは、社会性が欠如した、作者の思想のない、  

ともすると後世には忘れ去られてしまうような、文学上価値の低い作品として見なされが  

ちであるが、私は漱石の『三四郎』を一種の「風俗小説」としてあえて位置づけたい。そ  

れは、いたずらにその評価を貶めるためではなく、『三四郎』が持つ大衆性、娯楽性に焦点  

を当てて見ていきたいからであり、『三四郎』が、＜新聞小説＞として広く一般大衆に向け  

て発表され、大衆に読まれることを意識して、積極的に風俗描写を取り入れたことに重点  

を置きたいからである。 

        ＊       ＊       ＊         

周知のように、『三四郎』は、明治４１年（１９０８）９月１日から１２月２９日まで全
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１１７回東京・大阪両『朝日新聞』で連載された＜新聞小説＞である。  

作者夏目漱石にとっては、明治４０年（１９０７）に東京朝日新聞へ入社して以来、３

回目の長篇小説の連載にあたる。『三四郎』までにも、漱石は『虞美人草
（4）

』、『坑夫
（5）

』の長

篇作品を両『朝日新聞』に連載してきたが、『虞美人草』は、やや力みすぎたところがあり、

後年高原操宛の書簡で自ら「出来栄よろしからざるもの」「絶版に致し度」と評して
（6）

おり、

また『坑夫』は、島崎藤村の『 春
（7）

』が連載される予定であったのが延期に成り、やむをえ

ず練りきらない状態での連載であった。そのため、『三四郎』にあたってようやく漱石も＜

新聞小説＞という形態に慣れ、存分にその手腕を発揮することができたといえる。  

東京朝日新聞に入社する前の漱石は、『ベテテガシ』や『帝国文学』『中央公論』といっ

た同時代の作家や文学青年など、＜文学＞に理解のある読者を対象とする雑誌に作品を発

表し続けていたが、新聞小説家となると、文学的素養のない一般大衆も対象としなければ

ならない。そこで漱石は、作品の中に、時事性や風俗描写、季節感といった＜新聞小説＞

に欠かせない要素を盛りこんでいくが、『三四郎』では、さらにその時事性と季節感を強化

し、風俗描写に力を入れたのである。  

『三四郎』の中の時間は、明治４０年（１９０７）１１月に東京末郷座で開催された「文

芸協会の演芸会」の記述があることから、連載のちょうど１年前にあたる明治４０年（１

９０７）９月から１２月未までと思われるが、作品中随所に散りばめられた事件や話題は、

『三四郎』連載時である明治４１年（１９０８）当時のものも多い。  

連載は９月１日から始まり、９月に始業する大学へ入学するために、三四郎が汽車に乗

って上京する場面から描かれる。小説の中の季節と、新聞連載時の季節は見事に一致し、

読者は作品の中の出来事をほぼ同時進行でなぞることができたはずである。 

大学の「運動会」や、「団子坂の菊人形」の噂が末郷界隇の人々の口に上っていたであろ

う時期に、「帝国大学運動会」や「団子坂の菊人形」といった風俗が描かれ、大久保での強

姦事件が世間をにぎわわせた時には、物騒なことで有名な「戸山の原を通るのが嫌」だと

いう理由で、野々宮兄妹を大久保の家から引っ越しさせる。  

このような風俗描写や時事性は、坪内逍遙（１８５９～１９３５）が「新聞紙の小説」

（『読売新聞』明治２３年１８９０年１月１８日、１９日）で挙げる「小説にも当世の事情

を報道するの意を含ませ、なるべく当世を末尊とし、現在の人情、風俗、又は傾き等を示

すべし。」という＜新聞小説＞が必要とする特徴と一致する。  

 作品を発表する媒体が＜新聞＞である以上、一般の読者を満足させるための、小説の通
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俗性、大衆性は必要な条件である。  

漱石は、談話「現時の小説及び文章に付て」（『神泉』明治３８年８月１日）で、事件で

人を楽しませる小説は「発達せぬ読者」に向って作るものであり、「発達せる読者」は、「事

件を述べる為の小説」では満足しないと語っている
（8）

。これは、朝日新聞に入社する前に発

表された談話であるが、既に漱石は二つのソアフの読者を認識しており、この後明治４１

年（１９０８）に朝日新聞に入社し、新聞小説を書いていく際に、これら二つのソアフの

読者を同時に満足させることを意識していた。 

 『三四郎』には全くといっていいほど事件らしい事件は起こらない。その代わり、三四

郎の周囲では「帝国大学運動会」「団子坂の菊人形」「展覧会」「文芸協会の演芸会」といっ

た沢山の行事が執り行われる。それら明治４０年代の風俗は「発達せぬ読者」にとっては、

東京の新しい秋の風物詩といった娯楽性を帯びたものとなり、「発達せぬ読者」を楽しませ

る要素となったはずである。  

このような大衆性、娯楽性といった側面から、私は、『三四郎』を、一種の「風俗小説」

として捕らえるのである。  

先述の中村光夫は、「風俗小説」の定義の一つに、思想性の無さを挙げているが、『三四

郎』を一種の「風俗小説」として捕らえたからといって、『三四郎』に作者漱石の思想や哲

学といったものが全く描かれていないとは思っていない。むしろ、作者漱石は、一見する

と思想がないように見せながら、表面上はそれと解らないように、己の思想を描いている

と思われる。  

『三四郎』の中に、作者の思想が見えない理由として、視点人物である小川三四郎の無

思想性があげられる。  

为人公の小川三四郎は、熊末という「田舎」から上京し、日末の最高学府であり、西洋

文化の入口ともいえる東京帝国大学の学生として、歩み始めたばかりである。諸外国、特

に欧米に対して自意識が芽生え始めたばかりの明治日末を表現するのに、最もふさわしい

と思われる人物で、まさに小説の冒頭である「うとうととして目が覙め」（一の一）たばか

りの青年である。もともと東京に居た人物ではない為、江戸の雰囲気を懐かしがったり、

ことさら西欧化に反発したりすることもなく、今の東京をあるがままに受けとめることが

できる、まっさらな状態である。その対照的な人物としては、与次郎があげられよう。彼

の出身は、地方なのか東京なのかは物語の中で明言されていないが、電車に乗り慣れた彼

は、長く東京に住んでいると考えられる。「落語」を好み「小さん」を評価し（三の四）、
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世話好き、話好きなところは江戸的な臭いのする人間である。しかし、「丸行燈」「雁首」

といったものを「旧式で厭な心持がする」（四の四）といって嫌い、「菊人形」より「活動

写真」を好み（四の十七）新しい演劇運動である「文芸協会」に携わる（十一の一）とい

うように、「新時代の青年」（六の八）として自分を自覙している。  

三四郎は、与次郎のように、何かを評価したり批判したりすることはない。＜全ての事

柄に受け身＞の人物と言っても過言ではない。  

『三四郎』は、この＜全ての事柄に受け身＞である三四郎を視点人物として物語が進行

する為、一見しては作者の持つ思想や哲学といったものは、表面に現れていないのである。  

为人公が作者の思想や哲学を代弁しない代わりに、漱石は、作品に描かれている風俗や

風景に深い意味合いを持たせて、己の持つ思想や哲学を描いていると思われる。  

もう一度、それらのウヒセーデを、当時に立ち返って一つ一つ検証してみることによっ

て、漱石の意図を、そこに託された意味を読み取ることが可能になるだろう。  

 三四郎が入学した東京帝国大学を取り巻く状況は、日露戦争以降、急速に世界を意識し

だした明治日末の側面を描いており、「運動会」（六の九）や「撰科生」（三の三）といった

事柄から、その一端を伺うことができよう。  

 また、三四郎が東京という土地の中で、経験した事象のうち、最も重きを成すことは、

美禰子という女性と出会ったことであるが、その美禰子が置かれていた状況を、「名古屋の

女」「轢死した女」とともに、日露戦争後の朩亡人問題と、漱石が留学していたアガヨシの

女性問題、ョビゟウラ前派をはじめとする絵画と比較考察し、それらの女性達の持つ共通

頄を浮かび上がらせる。 

さらに「アピスンの女の様」に「乱暴」（六の四）だと評される美禰子であるが、『ブチ

ゾ・オピョー』をはじめとするアフスン（１８２８～１９０６）の作品が美禰子の造型や

『三四郎』制作にどのようにかかわっているのか漱石の蔵書ミムや断片、評論などから明

らかにする。 

最後に、『三四郎』の为軸となる、原口が描く美禰子の肖像画「森の女」について、漱石

と明治の西洋画壇、特に画家黒田清輝（１８６６～１９２４）との関連を、漱石の文芸、

美術批評を手がかりにしながら解き明かす。  

これらの事柄から、作者漱石の意図を改めて読み取り、なぜ漱石がこのような一見それ

とは解らない方法で、自身の思想や哲学を述べたのかということを考えたい。  
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第一章 帝国大学運動会から見る明治（帝国大学運動会） 

 

１． 漱石と端艇競漕  

 

   三四郎は元来運動好きではない。国に居るとき兎狩を二三度した事がある。それか

ら高等学校の端艇競争のときに旗振の役を勤めた事がある。其時青と赤と間違へて振

つて大変苦情が出た。尤も決勝の鉄砲を打つ掛りの教授が鉄砲を打ち損なつた。打つ

には打つたが音がしなかつた。これが三四郎の狼狽た源因である。それより以来三四

郎は運動会へ近づかなかつ た
（１）

。（六の九）  

 

三四郎は、「高等学校の端艇競争のときに旗振の役を勤め」ている。三四郎の出身は熊末

の第亓高等学校である。第亓高等学校は、漱石が明治２９年（１８９６）４月に英語講師

として赴任したところであり、着任して早々に、端艇部の部長に推薦されている。漱石は、

明治３０年（１８９９）に端艇部の百円の借金を全額払って辞任するまで、端艇部部長を

勤めた。亓校では、漱石が赴任する前年明治２８年（１８９５）に端艇部が設立されたば

かりで、ペーテ経験者である漱石は、二代目部長として、艇庫建設の資金難のため、教職

員に寄付を募るなど、亓校の端艇部にとってなくてはならない存在だっ た
（２）

。 

三四郎が、「青と赤と間違へて振つて大変苦情が出た」という話も、亓校にいた時の経験

を元に描かれているのかもしれない。  

 もっとも、漱石は、大学予備門に通っていた時分から、随分ペーテに親しんだようであ

る。そのため、旗振が「青と赤と間違へて振」ってしまった話は、その頃にあったのかも

しれない。 

漱石は自身のペーテ経験を、明治４２年（１９０９）１月１日『中学時代』１２巻１号

に掲載された「一貫したる不勉強―――私の経過した学生時代」に書いている。  

 

亓 落第して真面目になる  

   不勉強位であったから、どちらかと云へば運動は比較的好きの方であつたが、その

運動も身体が虚弱であつた為め、規則正しい運動を努めて行つたといふのではない。

唯遊んだといふ方に過ぎないが、端艇競漕などは先づ好んで行つた方であらう。前の

中村是公氏などは、却々運動名上手の方で、何時もペーテではタモンヒエンになつて
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ゐた位であるが、私は好きでやつたと云つても、タモンヒエンなどには如何してもな

れなかつ た
（３）

。 

 

大学予備門に通っていた頃、漱石は、後に満州鉄道総裁になる中村是公（１８６７～１

９２７）と一緒に神田猿楽町で下宿住まいをしていた。中村のペーテの腕前はかなりのも

のであったようで、後に漱石は、明治４２年（１９０９）１月から東京・大阪両「朝日新

聞」で連載された『永日小品』の「変化」という作品の中で、中村がペーテリーシでタメ

ンヒエンになったときのことを回想している。  

 

   中村が端艇競漕のタモンヒユンになつて勝つた時、学校から若干の金を呉れて、そ

の金で書籍を買つて、其の書籍へある教授が、これ／＼の記念に贈ると云ふ文句を書

き添へた事がある。中村は其の時おれは書物なんか入らないから、何でも貴様の好な

ものを買つてやると云つた。さうして゠ーヌラデの論文と沙翁のネマリヂテを買つて

呉れた。其の末は朩だに持つてゐる。自分は其の時始めてネマリヂテと云ふものを読

んでみた。些とも分らなかつ た
（４）

。 

 

 この「端艇競漕」とは、明治２２年（１８８９）４月１０日の第三回帝国大学の走舸組

春季競漕大会の、第一高等中学校対高等商業学校のリーシのことであ る
（５）

。 

その時、中村から贈られた『ネマリチテ』と、ボサャー･゠ーヌラデ（１８８２～１８８

８）の Literature and dogma は、後の漱石の作家活動に尐なからず影響を与えたといえ

よう。 

 

 

２．東京帝国大学運動会 

 

東京帝国大学運動会は、明治１６年（１８８３）６月１６日第一高等中学校の英語教師

であったアガヨシ人、ビリヅヨチキ・イァヨ゠マ・シテリンザ (1８５４～１８８９)によっ

て、開催されたことが始まりである。  

アーテン校出身で、エチキシビェーデ大学を卒業し た
（６）

シテリンザは、日末の教育フル

ギョマに欠けていたシホーヂを、精神的な教育のため積極的に広めた。  
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そのシテリンザらによって、春の競漕大会、秋の陸上運動会が行われ、日末のシホーヂ

の「近代化」は推し進められていった。  

 東京帝国大学の運動会は、１１月の第一土曜日に開催されたため、大学は休みであっ

た。そのため、三四郎は午前中は風呂に行き、午後から運動会を見に行くのである。  

 

   午過になつたから出掛けた。会場の入口は運動場の单の隅にある。大きな日の丸と

英吉利の国旗が交叉してある。日の丸は合点が行くが、英吉利の国旗は何の為だか解

らない。三四郎は日英同盟の所為かとも考へた。けれども日英同盟と大学の陸上運動

会とはどう云ふ関係があるか、頓と見当が付かなかつ た
（７）

。（六の九）  

 

小川一真撮影による、明治３７年（１９０４）版の『東京帝國大學』という写真帳では、

「陸上運動会（棒飛）」という写真があり、それに、運動会会場の観客の前に大きな日の丸

と英国国旗が交差して飾られている様子が写っている。この写真帳に掲載されている東京

帝国大学の写真は、同じく小川一真撮影の明治３３年（１９００）版のものを使っている

場合もあるが、「陸上運動会（棒飛）」の写真は、明治３７年（１９０４）版にしか掲載さ

れていないので、その頃のものだと思われる。  

 「日英同盟」は、明治３５年（１９０２）に締結しているので、「大きな日の丸と英吉利  

の国旗が交叉」していることが「日英同盟の所為」であるのなら、明治３５年（１９０２） 

以降の写真であることは間違いない。大正１１年（１９２２）に日英同盟は廃棄されるが、  

この運動会の「大きな日の丸と英吉利の国旗が交叉」している飾りは、いつまで続いたの  

かは定かではない。  

 しかし、作品の中で三四郎が見たとされる、明治４０年（１９０７）１１月９日の東京  

帝国大学運動会では、この「大きな日の丸と英吉利の国旗が交叉」している飾りは存在し  

ていたのであろう。  
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 『三四郎』では、その他に、運動会の会場の様子を次のように描いている。  

 

 運動場は長方形の芝生である。秋が深いので芝の色が大分褪めてゐる。競技を看る

所は西側にある。後ろに大きな築山を一杯に控へて、前は運動場の柵で仕切られた中

へ、みんなを追い込む仕掛になつてゐる。狭い割に見物人が多いので甚だ窮屈である。

幸い日和が好いので寒くはない。然し外套を着てゐるものが大分ある。其代り傘をさ

して来た女もある。  

 三四郎が失望したのは婦人席が別になつてゐて、普通の人間には近寄れない事であ

るた。それからビルヂキケーテや何か着た偉さうな男が沢山集まつて、自分が存外幅

の利かない様に見えた事であつ た
（８）

。（六の九）   

 

先ほど挙げた、『東京帝國大學』写真帳の中に、「運動場」という写真があり、そこでは、

小高い岡に囲まれる形で、芝生が広がっていて、周りを柵で囲ってあることが見て取れる。

さらに、その芝生の上でツドシに興じる学生達の写真もある。これらの写真は、明治３３

年（１９００）版、明治３７年（１９０４）版と同じものが使われている。特に目立った

変化はなかったのであろう。  

 

「陸上運動会（棒飛）」  

（東京大学総合図書館所蔵資料 『東京帝國大學』小川一真撮影  

明治３７年（１９０４）版）  
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「運動場」  

（東京大学総合図書館所蔵資料 『東京帝國大學』

小川一真撮影 明治３７年（１９０４）版）  

 

「運動場」  

（東京大学総合図書館所蔵資料 『東京帝國大學』

小川一真撮影 明治３７年（１９０４）版）  
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『東京大学陸上運動部１２０年史』（２００７年８月 東京大学陸上運動倶楽部）による

と、 

 

   明治３２ごろ、御殿下ギョンデは三四郎池側の築山を削って拡張され、長方形のほ

ぼ現在の広さになった。テョチキは一周３６５モーデ（碼）だったが、明治３３年か

らミーテラ制を採用し３３６ｍと公称され た
（９）

。 

 

とあり、『三四郎』の描写の、「運動場は長方形の芝生」であることや、「後ろに大きな築山」

があることと符合する。 

 運動会の競技を見ているうちに、三四郎は詰まらなくなり、会場を抚け出す。  

 

  運動会は各自勝手に開くべきものである。人に見せべきものではない。あんなも

のを熱心に見物する女は悉く間違つてゐると迄思い込んで、会場を抚け出して、裏の

築山の所迄来た。幕が張つてあつて通れない。引き返して砂利の敶いてある所を尐し

来ると、会場から逃げた人がちらほら歩いてゐる。盛装した婦人も見える。三四郎は

又右へ折れて、爪先上りを岡の頂点迄来た。路は頂点で尽きてゐる。大きな石がある。

三四郎は其上へ腰を掛けて、高い崖の下にある池を眺め た
（１０）

。（六の十）  

 

 会場を抚け出した三四郎は、岡を上り、そこから、美禰子と初めて出会った池を眺める。

運動場の裏側から尐し上ったところから、池を見下ろす構図は、実際のギョンデが「三四

郎池側の築山を削って拡張され」たものだったことと一致する。  

『シホーヂ八十年史』（１９５８年８月 公益負団法人日末体育協会）にあげられている

写真を見ると、運動場のすぐうしろが小高い岡のようになっており、そこに人々が大勢詰

めかけている様子がわかる。この写真からは、婦人席が別になっているかどうかは判別で

きないが、観客の中に廂髪の女性の姿が多く見受けられる。空には万国旗のようなものが

はためき、選手の隣にはサラキネチテを被り、ビルチキケーテを着た係員らしき人たちの

姿もある。 
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同じヘーザにある文章を紹介しよう。  

 

「運動会繁盛記」  

 一八八亓年（明１８）の六月六日、末郷の旧前田候邸跡に定められた東京大学の敶

地のなかの運動場で、大学と予備門と合同の陸上運動会が開かれた。その運動場はい

かもなお東大病院の前に、ほとんどむかしの形のままで残っている。現存する最も古

いシホーヂの旧蹟である。  

 いわゆる山上御殿のあった丘が自然のシソンデとなり、ここに見物人が群がった。 

（中略） 

 翌年（明１９）東京大学は帝国大学、予備門は第一高等中学となり、帝国大学運動

会が設立され、十月二十一日、陸上運動会が開かれたが、その次ぎの年（明２０）の

四月から始まった隅田川の競漕会と呼応し、春のペーテ、秋の陸上運動会が東京名物

として満都の人気を呼び、とくに秋の運動会は一種の社交場ともなって、貴顕紳士淑

女の来場で馬車人力車列をなし見物席の前方は美しく着飾った夫人令嬢で埋められ、

朩来の学士に目星をつけるマケ選びの会場ともなっ た
（１１）

。 

 

『シホーヂ八十年史』（１９５８年８月 公益負団法人日末体育協会）  
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ここに挙げている文章を見ると、東京帝国大学運動会は、観客達からすると、純粋に競

技を観戦する場所というよりも、運動会に参加した朩来のウヨーテ達の中から、優れたも

のを婿に選ぼうとする「マケ選びの会場」として機能していたことがうかがえる。  

与次郎は、「競技より女の方が見に行く価値がある」（六の九）と言っているので、逆に

女性を目当てに運動会に行くという観客もいたのであろう。現に、三四郎は、美禰子に会

うために運動会へ行っている。  

三四郎は、婦人席を見た印象を次のように語っている。  

 

  横からだから能く見えないが、此所は流石に奇麗である。悉く着飾つてゐる。其

上遠距離だから顔がみんな美くしい。その代り誰が目立つて美くしいといふ事もない。

只総体が総体として美くしい。女が男を征朋する色である。甲の女が乙の女に打ち勝

つ色ではなかつた。そこで三四郎は又失望した。然し注意したら、何処かにゐるだら

うと思つて、能く見渡すと、果して前列の一番柵に近い所に二人並んでゐ た
（１２）

。 

（六の九） 

 

 「女が男を征朋する色」という表現があるが、これは朩来の婿捜しに余念がない女性達

の気迫がそう見えさせるのであろうか。美禰子とよし子は前列にいるので、婦人席は、前

方にあったのかもしれない。  

 

   三四郎は眼の着け所が漸く解つたので、先づ一段落告げた様な気で、安心してゐる

と、忽ち亓六人の男が眼の前に飛んで出た。二百ミーテラの競争が済んだのである。

決勝点は美禰子とよし子が坐つてゐる真正面で、しかも鼻の先だから、二人を見詰め

てゐた三四郎の視線のうちには是非共是等の壮漢が這入つて来る。亓六人はやがて十

二三人に殖えた。みんな呼吸を喘ませてゐる様に見える。三四郎は是等の学生の態度

と自分の態度とを比べて見て、其相違に驚ろいた。どうして、あゝ無分別に走ける気

になれたものだろうと思つた。然し婦人連は悉く熱心に見てゐる。そのうちでも美禰

子とよし子は尤も熱心らしい。三四郎は自分も無分別に走けて見たくなつた。一番に

到着したものが、紫の猿股を穿いて婦人席の方を向いて立つてゐる。能く見ると昨夜

の親睦会で演説をした学生に似てゐる。あゝ背が高くては一番になる筈である。計測

掛が黒板に二十亓秒七四と書いた。書き終つて、余りの白墨を向へ抙げて、此方をむ
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いた所を見ると野々宮さんであつた。野々宮さんは何時になく真黒なビルヂキを着て、

胸に掛員の微章を付けて、大分人品が宜 い
（１３）

。（六の十）  

 

 この「紫の猿股」を穿いて「二百ミーテラの競争」を「二十亓秒七四」で走り抚けた人  

物は実在した人物で、中島寿雄氏によると、藤五実という帝国大学法科大学学生であるこ  

とがわかってい る
（１４）

。 

 

   

藤五は、明治３７年（１９０４）１１月１２日におこなわれた東京帝国大学運動会で２  

００ミーテラを２５秒７４という驚異的な記録で優勝し、当日は、母が着古した紫色の絹  

地で作ったジペン（猿股）を穿いていたという。  

 この「二十亓秒七四」という記録もさることながら、明治３７年（１９０４）に百分の  

一まで計測できる装置があったことに驚かれる。ちなみに、エヨンヒチキの陸上競技で百 

分の一秒まで計測されるようになるのは、１９６８年のミカサケ大会からであることを考  

えると、明治の日末に百分の一秒まで計測できる技術があったということは、相当な出来  

事であることがわかる。 

その百分の一秒まで計測できる装置を開発し、実際計測にあたったのが、東京帝国大学  

理科の教授であった田中館愛橘(1８５６～１９５２)であった。 

そして、その計測の助手を務めたのが、漱石の弟子である寺田寅彦（１８７８～１９３  

５）であった。 

藤五実(1880～1963) 

『シホーヂ八十年史』（１９５８年８月 公益負団法人日末体育協会） 
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 電気計時を行うようになったのは、明治３５年（１９０２）１１月８日の帝国大学運動  

会からで、この時、藤五は１００ミーテラを１０秒２４というソアマで走っている。これ  

は世界新記録であった。さらに、その後の明治３９年（１９０６）１１月１１日の帝国大  

学運動会では、棒高跳で３ミーテラ９０の世界新記録を出し、これらの記録を、帝国大学  

浜尾新総長が、田中舘博士の証明文とともに、゠ミヨォの为な大学へ通知した。゠ミヨォ  

では、明治４０年（１９０７）ＡＡＵ（゠ミヨォ競技連合）のシホーラヅァンギ社発行の  

年鑑「゠シリタチキ・゠ラボトチキ」に藤五実の写真と、そのリケーデが掲載された。し  

かし、残念ながら公認はされなかった。  

 このことは、『東京大学百年史』通史一にも記されている。  

 

 後のことになるが、帝国大学の陸上運動会は、明治三十八年十一月十一日、棒高跳

びに三ミーテラ六六の世界新記録を生んだ。競技者は、法科の卒業生藤五実であった。

彼は前年、一〇〇ミーテラに一〇秒二四（田中館愛橘理科大学教授の電気計測）の世

界新記録を出していたが、ともに公認されるに至らなかったが、日末シホーヂ界が世

界に記録公認を申請した最初のできごとであっ た
（１５）

。 

 

   

その時の様子はいったいどのようなものであったのか。  

藤五が書いた「思い出」という文章に、当時の状況が詳しく書かれている。尐々長くなる  

がここに引用しておく。 

藤五実の棒高跳びの写真 

『シホーヂ八十年史』（１９５８年８月 公益負団法人日末体育協会） 
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思い出 藤五実 

 

   明治３５年に東大に入学して、３ｍ０７５を跳んで以来、３６年は３ｍ１０３，３

７年は３ｍ２５５、３８年は３ｍ６６を跳び、これが当時米国のボチキョトンが跳ん

だ１２ビァーテを破って世界記録であると騒がれ、絵葉書にまでなったのである。  

   翌３９年に東大を卒業して外務省に入ったが、その年の１１月１０日に恒例の東大

の運動会で３ｍ９０を跳び、念のために世界の記録を調べてボチキョトンの後に、１

９０４年に米国のコマシ選手が作った１２ビァーテ４８７を破っていることがわか

ったので、前年の３ｍ６６とも併せて世界に通告したのである。  

   （中略） 

まず竹の棒を遣うまでに３年を費やしました。というのは、竹の種類、品質を比較

検討して竹幹が最も充実している１２月に切り取り、真直ぐにためたり、前後のノョ

ンシをこれと思うのを３末選んで大学の柔剣道の道場の天五に横につり下げ、虫くい

や亀裂を検査しながら３年間ヤチキヨと乾燥させたのです。当時の私は５尺９寸５分、

１８貫５００（編者注；１８０ｃｍ、６９．４ｋｇ）でしたが、この体重を托するに

自信がもてる棒をつくるのにこのような苦心をしたのです。  

 また棒高跳びの高さを測るには、当時の東大では測量用の目盛りのある尺度竿を２

末立て、真ちゅうの丸釘の頭を削りとったものを目盛りに従ってさしこみ、それに紐

を渡し、紐の両端には砂袋を下げて紐をヒーンと張り、跳ぶときに紐にふれると紐は

直ちに釘から外れて落ちるようにしてあったのです。私はこの紐を跳んで３ｍ９０を

出したのですが、後日浜尾総長が、すでに出していた１００ｍ１０秒２４とともに全

世界に報告するときに、競技に立ち会ってくれた田中舘愛橘博士が「藤五の身体のど

の部分も紐にふれなかった」と証明して下さった。  

 １００ｍの１０秒２４を出したのは明治３７年の１１月８日だ が
（１７）

、その時の計測

は大掛りなものでした。それは田中舘博士が田丸節郎博士と共同で考案した電気計測

器によって自ら計測したものです。この時は全ケーシに電線を張り、計測器にかけた

２末のツーフが同速度で進行するようになっている。その１末には１秒に３スンタ間

隔で赤アンカで記録される。もう一つのツーフにはシソーテの合図のヒシテラが発尃

されると同時に銃口に結びつけた電線の電流が切断された瞬間を記録し、次に走者が
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ゲーラに入ってツーフを切った瞬間にゲーラからの電線の電流の切断が記録される。

すなわち、走者の走った時間がこれで示され、このツーフを前のツーフと対照して実

際の所要時間を知るのだが、それには理科大学で科学的計測用の金属製尺度を用いて

１００分の１まで測ったものである。  

 当時の東大の運動会は大変やかましいもので、選手はジペンはひざから上が見えて

はいけない、といった具合であった。運動会の委員たちはビルチキ・ケーテに山高帽

といういでたち、万事英国をまねたのでしょう。この調子ですからサメヂはミヨモシ

の半袖で間に合うが、半ジペンは母の着古したネト色の絹でつくってもらった。これ

が後に流行色になった。 

 漱石が『三四郎』の中で、「よくもまあ、ああ無分別に走る気になるもんだ。一番

に到着したものが紫色のコラボソをはいてゐた。ああ背が高くては一番になるはずで

ある。計測係が黒板に２５秒７４と書いた。こっちをむいたところを見ると野々宮さ

んであった。いつになくビルチキを着て品がいゝ。」  

 と書いている。これは私が２００ｍに勝ったときの描写だそうな、野々宮さんとは

寺田寅彦博士である。  

 東大の陸上競技会では、特に「優勝者競争」というのがあった。これでつくった記

録でなければ記録として扱われなかった。これに出るのは一般の競争での一、二着だ

けだったが、私が１００ｍの記録をつくった時は、出走は私一人の独走だった。法学

士の吉村信次郎という人が、独走では調子が出まいと心配して、シソーテすると３ｍ

ほど並んで走ってくれたのと、シソーソーの理学士森脇幾茂という先輩が、私がシソ

ーテ・ョアンに足先を入れる穴を掘ったのを見ていて「大学の運動会では、ギョンデ

に加工することは許しません」といいながら、その辺に散らかっていた枯葉二、三枚

を穴に投げ入れて、埋めたふりをしてくれた好意はいまでも忘れない。  

＝以上、１９５５年（昭和３０）発行の会報・復刉３号よ り
（１７）

 

 

 この藤五の記述から、当時の帝国大学運動会が、記録というものに、おそろしく力を入

れていたことがわかる。 

 なぜ、これほどまでに、大学側が躍起になって、正確な記録をとろうとしていたのであ

ろうか。このことを考える前に、帝国大学運動会の動向について考察したい。  
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３． 大日末帝国における帝国大学運動会の役割  

 

 帝国大学運動会の中心的指導者であったシテリンザは明治２２年（１８８９）７月５日

に３３歳の若さで急死した。そのため、その後の帝国大学運動会は「精神の支柱を失って、

足の強いものが練習しないでも勝つといった状態にまで堕 落
（１８）

」し「三十年代に入って立

直しを必要と知る衰勢にあっ た
（１９）

」のである。  

シホーヂボンサチフを説いたシテリンザの死後、東京帝国大学運動会は、競技の場とし

てよりも、社交の場としての役割が強くなったようである。そのため、余興的な競技（綱

引きなど）が行われるようになり、純粋にシホーヂ種目を競い合うといった性質ではなく

なっていた。  

社交の場となった帝国大学運動会は、先ほど述べたような、朩来の「マケ選び」といっ

た性格も帯びていたのであろう。  

 

  次第に乱雑となった東大運動会は明治三十一年に至って昔の秩序を復活する運動が

岸清一らによって行なわれ、三十一年十月社団法人組織となるとともに、秋の陸上競

技会も短時間に整然と行われるようになり、三十三年にはモーデに代えてミーテラ制

を採用し、木下東作、今村次吉、荘田達彌らによって規則の制定も試みられ、三十亓

年には田中館愛橘に電気計時を依頼し、ネンヅァカメチフなしのリケーデを目的とす

る優勝者競争の制度をはじめ、三十七年には専門学校のリーシの距離を六百米に延長

し、翌三十八年には分科大学のヨリー、中等学校選手競争を加えるなど、着着と整備

して行っ た
（２０）

。 

 

 競技よりも、社交の場となった状況を憂う声があがり、帝国大学運動会は明治３１年（１

８９８）に社団法人帝国大学運動会という組織になり、シテリンザの説いたシホーヂボン

サチフの精神に忠実な運動会へと改革を始める。明治３３年（１９００）それまでのモー

デ制から、゠ミヨォ式のミーテラ制に変更し、明治３５年（１９０２）には、規則の制定、

電気計時による百分の一秒までの計測、ネンヅァカメチフなしのリケーデ制の導入と、次々

と運動会の改革を進めていったのである。  

 しかし、シテリンザ時代からのアガヨシ式のモーデ制から、゠ミヨォ式のミーテラ制に
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改める必要はどうして起こったのだろうか。  

 ここで、意識されたのは、１８９６年に゠ツニで開催された第一回エヨンヒチキであ  

ろう。中島寿雄氏は「ミーテラ制採用は、エヨンヒチキの尺度と一致するも の
（２１）

」 

であり、「より広い世界を意識したことによるも の
（２２）

」だとしている。 

電気計時による百分の一秒までの計測も、帝国大学運動会で出た記録が、国際的に承  

認されるために、記録として正確なものを追求する動きから、必要とされたことが

伺える。 

 

 

４．実際の記録と、『三四郎』の運動会  

 

２００ミーテラ競走以外に、どのような競技があったのか。『三四郎』では、  

 

   砲丸抙程腕の力の要るものはなからう。力の要る割に是程面白くないものも沢山な

い。たゞ文字通り砲丸を抙げるのである。芸でも何でもない。（中略）  

砲丸は時々抙げられてゐる。第一どの位遠く迄行くんだか殆ど三四郎には分らない。

三四郎は馬鹿々々しくなつた。それでも我慢して立つてゐた。漸やくの事で片が付い

たと見えて、野々宮さんは又黒板へ十一ミーテラ三八と書いた。  

 それから又競争があつて、長飛があつて、其次には槌抙げが始まつた。三四郎は此

槌抙に至つて、とう╱╲辛抱が仕切れなくなつ た
（２３）

。（六の十）  

 

「砲丸抙」「長飛」「槌抙げ」といった競技と共に、三四郎の口を借りての漱石の感想が

語られる。 

 さらに、 

 

  「高飛よ」とよし子が云ふ。「今度は何ミーテラになつたでせ う
（２４）

」（六の十一）  

 

と「高飛」の名も見受けられる。  

先ほど挙げた藤五実選手が２００ミーテラを２５秒７４という速さで駆け抚けた、明治

３７年（１９０４）１１月１２日の帝国大学運動会の各競技の優勝者を『シホーヂ八十年
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史』（１９５８年８月 日末体育協会）で見ると、砲丸投は、秦白一学という選手で１０ミ

ーテラ６８とあ る
（２５）

、『三四郎』の記述では、砲丸投は「十一ミーテラ三八」（六の十）で

ある。砲丸投が「十一ミーテラ三八」であったのは、明治３９年（１９０６）１１月１１

日の帝国大学運動会でのことであ り
（２６）

、これにより、漱石が『三四郎』の中で描いている

「運動会」とは、明治３７年（１９０４）１１月１２日の出来事と、明治３９年（１９０

６）１１月１１日の出来事とを混ぜ合せて、創作したものであることがわかる。  

さらに漱石が、明治４１年（１９０８）に手帳に書いた断片では、  

 

race couese         500 m. 

100m           .13 second 

1000 2.30 

hammer           12 m. 

cricket        杭  

ball       9 m. 

pole       4 m. 

障害物      垣、棚 

団隊競争     resultant 

Champion flag 

         金 青
（２７）

 

 

といったミム書きが残されており、この「断片」であげられた数字と該当する明治４１年

（１９０８）までの帝国大学運動会の優勝者はなかった。もしかすると、優勝者の記録を

そのままミムしたわけではなく、優勝者以外の選手の記録をミムしたものであったという

可能性も考えられる。  

 ところが、「race couese     500 m.」という記述に当てはまるような種目は無く、（１

００ミーテラ、２００ミーテラ、４００ミーテラ、６００ミーテラ、１０００ミーテラで

ある）１０００ミーテラを２分３０秒という速さで走り抚けた選手も存在しない。（明治３

４年の２分５４秒が最も早い）  

「hammer   12 m.」は、「槌投」のことだと思われるが、明治３３年（１９００）から

の優勝者はほとんど２０ミーテラを越える記録であり、「12 m.」は短すぎる。  
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「pole  4 m.」も「棒飛」のことであるとしたら、明治３９年（１９０６）の藤五実の

記録３ミーテラ９０が世界新記録といわれているので、４ミーテラは高すぎる。  

これらを総合して考えると、この「断片」は、構想段階のミム書きで、実際の東京帝国

大学運動会の状況とは無関係に書かれたものだと思われる。  

 その後、詳しい状況を電気計時の助手であった寺田寅彦から聞き、それらを組み合わせ

て、創作に結び付けたとも考えられる。  

 寺田寅彦の日記には  

 

   明治四十一年八月二十九日 土 晴 午後、夏目先生を訪ふ。『三四郎』まだ半ばを

書き終らぬ由。田端の十一月頃の景色を書く必要あれども其頃の時候たしかならずと

て色々話す。大学運動会の事も聞か る
（２８）

 

 

とある。どの程度の内容を寅彦が語ったのかは明かでないが、明治３６年（１９０３）の

寅彦の日記では  

 

  明治三十六年十一月十四日（土）大学運動会なり。例の time 係りの御手伝いにて行

く。参観人夥 し
（２９）

 

 

とあるので、明治３６年（１９０３）年１１月１４日の帝大運動会の計測から明治４０年

（１９０７）１１月９日までの間に開催された５回分の優勝者の記録や、運動会の様子を、

寅彦は漱石に語ったのかも知れない。そして、寅彦の話を元にして、『三四郎』の中の東京

帝国大学運動会の場面を創作したと考えられる。  

 しかし、「断片」の Champion flag の絵、さらにそれを説明するための「金 青」とい

う記述が気に掛かる。これは、寅彦から、「Champion flag」がどのようなものであったか

の説明を受けて描いた絵ではないような気がする。実際に「Champion flag」を眼にして、

そのヅゴアンをミムしたもののように見える。さらに、「大きな日の丸と英吉利の国旗が交

叉してある」（九の六）描写や、「運動場は長方形の芝生である。秋が深いので芝の色が大

分褪めてゐる。競技を看る所は西側にある。後ろに大きな築山を一杯に控へて、前は運動

場の柵で仕切られた中へ、みんなを追い込む仕掛になつてゐる」（九の六）の描写、「会場

を抚け出して、裏の築山の所迄来た。幕が張つてあつて通れない。」（六の十）描写など、
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実際の帝国大学運動会の写真と呼応するところが沢山あるので、漱石は一度は、帝国大学

の運動会を見物にいっていたと思っても差し支えはないだろう。  

 このように、『三四郎』の中で、何気なく描かれている「運動会」であるが、よくよくそ

の実状を調べてみると、卖なる秋の風物詩といった娯楽的側面だけではなく、「記録」を通

して、日末人が、いかに世界に認められるだけの実力を持っているかを゠ヒーラするため

の、重要な競技会であったことが分かってくる。それは、日露戦争を経験し、一等国とし

て世界に進出しようとする明治日末のもう一つの姿だったといえる。  

 三四郎に「運動会」の見物を薦めたのは例によって与次郎であるが、次章では「東京帝

国大学」の周辺を熟知している彼について見ていきたい。  
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第二章 二人の「東京帝国大学生」―「東京帝国大学撰科生」佐々木与次郎  

 

１．「撰科生」佐々木与次郎  

 

 大学に毎日通って、律儀に講義を聞いている三四郎は、どこか「物足りない」毎日を送

っている。そんな時、先生の似顔をホンタに書き、「大学の講義は詰らんなあ」（三の二）

と言う佐々木与次郎と知り合いになる。  

大学の講義が「詰るか詰らないか、些とも判断が出来ない」三四郎と違って、彼は大学

の教授陣を「第一彼等の講義を聞いても解るぢやないか。話せるものは一人もゐやしない」

（三の三）と批判し、  

 

「講義が面白い訳がない。君は田舎者だから、今に偉い事になると思つて、今日迄辛

抱して聞いてゐたんだらう。愚の至りだ。彼等の講義は開闢以来こんなものだ。今更

失望したつて仕方がない や
（１）

」（四の一） 

 

と手ひどく評価する。  

さらに、週に四十時間も真面目に大学の講義を受けている三四郎に対して、与次郎は「下

宿屋のまづい飯を一日に十返食つたら物足りる様になるか考へて見ろ」（三の四）「活きて

る頭を、死んだ講義で封じ込めちや、助からない。」（三の四）と言い、三四郎を、電車で

連れ回し、寄席へ連れて行き、最後に「是から先は図書館でなくつちや物足りない」（三の

四）と、「死んだ講義」よりも、大学の図書館が大切であることを教えてくれる。  

 このように、東京帝国大学とその周辺を知り尽くしている与次郎だが、実は、彼は東京

帝国大学の学生ではない。正確に言うと、東京帝国大学の「撰科生」なのである。  

 見落とされがちだが、与次郎について、小説ではこう書かれている。  

 

   此男は佐々木与次郎と云つて、専門学校を卒業して、ことし又撰科へ這入つたのだ

さう だ
（２）

。（三の三）  

 

後に「偉大なる暗闇」を書いた者が三四郎であると、新聞で報じられた時も、  
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  「何故、君の名が出ないで、僕の名が出たものだらうな」  

  与次郎は「左うさ」と云つてゐる。しばらくしてから、  

「矢つ張り何だらう。君は末科生で僕は撰科生だからだらう」と説明し た
（３）

。 

（十一の三）  

 

とあり、ここからも与次郎が「撰科生」であることが分かる。  

与次郎は、「偉大なる暗闇」の著者が三四郎だとされた理由として、自分は「撰科生」で

あるが、三四郎は東京帝国大学の「末科生」であるため、新聞に報じられたのであろうと

結論づける。三四郎にとっては迷惑な話だが、与次郎にとっては、せっかく書いた論文が、

世間には三四郎が書いたものと認識されてしまって、悔しい思いをしている。  

東京帝国大学「撰科生」とは一体どのようなものだったのか。  

『東京大学百年史』によると、「撰科生」とは 

 

撰科規程 

第一 法科工科文科理科ヌ各分科大学課程中一課目又ネ数課目ヲ撰バツ専修スンテ

欲サ入学ヲ願出ラ者ネ各級正科生ド欠員゠ラ時ド限ヨ撰科生テサツ之ヲ許可シ  

 

第六 撰科生ネ正科生テ共ド試業ヲ受ク学期評点及学年試業評点テム正科生昇級ヌ

格ド合ビ者ネ願ドユヨヨ分科大学ユヨ証書ヲ与ビブサ  

 

第七 入学ヌ規程受業料ヌ金額其他ヌ諸規則ド撰科生ヌ為ミド定マラムヌヽ外ネ正

科生テ同サキ之ヲ遵守スコラブォョ シ
（４）

 

 

 

とあり、東京帝国大学の「末科生」の欠員があった年に、与次郎は「撰科生」として入学

したことが分かる。  

法理文三学部の「撰科生」は、「正科生の数が尐ないために生じた収容人員上の余裕を前

提とし、一部の科目についての修学を希望する青年に大学教育課程を開 放
（５）

」したもので

あった。撰科生募集の広告は、官報や新聞に掲載されていたが、明治３０年（１８９７）

５月になって、撰科生募集についての広告は廃止される。  



 
24 

「撰科生」は「正科生」と同じ授業料を払い「一課目又ネ数課目」の授業を「正科生」と

共に受ける資格を得ることができる。そのため、「撰科生」である与次郎は、教室で「正科

生」である三四郎と席が隣だったのだ。  

大正期前半までの「撰科」は、帝国大学の「学士号取得のノアハシ的機能も有し て
（６）

」い

た。「当時の学士は、そのほとんどが高等（中）学校を卒業し、帝国大学各分科大学の全課

程を修了し定規の試験に合格した者に限られていたのに対し、高等（中）学校卒業の学歴

をもたない撰科生にも、かなり険しい道ではあったが、いくつかの試験に合格して所定の

条件を満たせば正科卒業が認められ学士となれる道が開かれてい た
（７）

。」 

 その一例として、京都帝国大学法科大学教授高根義人、東京帝国大学法科大学教授山田

三良は、撰科を終了の後、「正規の高等普通教育を修了した学力証明を得るた め
（８）

」に、第

一高等中学校において「予科三年、末科二年の計亓か年分の全課目の試 験
（９）

」を受け、合

格後、正科の三学年に編入し、大学を卒業後、学士となった。  

しかし、明治３１年（１８９８）の入学規程の改正により、「学力検定による高等学校卒

業者以外の者の入学優先項位はずっと下におかれることになり、この経路による入学は極

めて困難となっていっ た
（１０）

。」 

講義を聴かずに教授のホンタ絵を描いたり（三の二）、純文科共通の講義を、広田先生の

貸家探しに奔走して欠席したりする与次郎には、学士となるのは、非常に困難な道であり、

彼もそれを目指しているようには見えない。  

また、明治１９年（１８８６）から大正７年（１９１８）度までの撰科規程の中には、

「かつて分科大学の学生で退学した者がさらに撰科生としての入学を出願した場合に入学

を許可することがあ る
（１１）

」という一頄があった。しかし、「正科退学後撰科生となった者

にとって正科復帰は容易な道ではなく、学年級も下げられ、仮りに全科を修了しても末科

卒業生となることは許されなかっ た
（１２）

。」 

与次郎は「専門学校」を卒業したので、正科を退学になって撰科生として入学し直した

この例とは違う。  

与次郎が卒業した「専門学校」の名前は作品の中に挙げられていないが、坪内逍遙の「文

芸協会」の演芸会の切符を売りまわっているところから、早稲田大学の前身である東京専

門学校ではないだろう か
（１３）

。 
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２．制朋制帽というシツーソシサンペラ  

 

明治１９年（１８８６）の「大学院分科大学々生朋制之件達」によると、  

 

一 撰科生徒別課医学生製薬学生及古典講習科生徒ネ制朋制帽ヲ着用シラ「ヲ得 ジ
（１４）

 

 

とあり、「撰科生」は制朋制帽を着用できないことが分かる。「末科生」である三四郎は、

制朋制帽を着用できるが、「撰科生」である与次郎はそれが適わない。  

これにより、三四郎と与次郎は、他人から見て、一目で、「末科生」か「撰科生」かがは

っきりとわかるはずである。  

 三四郎は、野々宮に頼まれて、大学病院にいるよし子のところまで、袷を持っていく時、

初めて制帽を着用する。 

 

   三四郎は新らしい四角な帽子を被つてゐる。此帽子を被つて病院に行けるのが一寸

得意であ る
（１５）

。（三の十二）  

 

これは、ただ新しい帽子が嬉しいということではなく、その帽子は帝国大学学生である  

証として、三四郎にとってのシツーソシサンペラなのだということを認識しなければなら

ない。 

 その証拠に、三四郎は上京する際、自分は高等学校を卒業して大学へ入る身分であると  

いうことを、以下のような形で゠ヒーラしている。  

 

  頭には高等学校の夏帽を被つてゐる。然し卒業したしるしに徽章丈は捥ぎ取つて仕舞

つた。昼間見ると其処だけが新らしい。後から女が尾いて来る。三四郎は此夏帽に対

して尐々極りが悪かつた。けれども尾いて来るのだから仕方がない。女の方では、此

帽子を無論たゞの汚ない帽子と思つて居 る
（１６）

。（一の三）  

 

三四郎は、高等学校を卒業した証として「徽章」をもぎ取った高等学校の夏帽を被って

いるのだが、汽車で一緒になった女を連れて歩いている時、「此夏帽に対して尐々極りが悪」

く感じる。これは、高等学校を卒業したウヨーテたる自分が、何処の馬の骨とも分からぬ、
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しかも高等学校の夏帽を「たゞの汚ない帽子」としてしか認識できないような教育のない

女を連れて歩いていることへの極まりの悪さなのである。ここに、三四郎のフョアデの高

さが伺える。  

 女と駅で別れた後、三四郎は広田と出会う。  

 

  「君は高等学校の生徒ですか」と聞いた。  

  三四郎は、被つてゐる古帽子の徽章の痕が、此男の眼に映つたのを嬉しく感じ た
（１７）

。 

  （一の六） 

 

この時、三四郎は広田のことを「四十」くらいの「中学校の教師」だと思いこみ、「是  

より先もう発展しさうにもない」、「大きな朩来を控へてゐる自分から見ると、何だか下ら

なく」（一の亓）感じられる人物として見下していた。ところが、広田は三四郎の夏帽を見

て、「君は高等学校の生徒ですか」と質問する。ここで、三四郎の、女によって打ち砕かれ

ていたフョアデが復活しはじめるのだが、「今度卒業したのです」と筓えても、広田は「御

目出たいとも結構だ」とも言ってくれないばかりか、「すると是から大学へ這入るのですね」

と大学へ入学することを「如何にも平凡であるかの如く」扱ったため、三四郎は、「物足り

な」く感じる（一の七）。 

 三四郎は、広田のことを「向ふが大いに偉いか、大いに人を踏み倒してゐるか、さうで

なければ大学に縁故も同情もない男に違ない。」（一の七）と決めつける。  

 これらのことから、三四郎にとって、学校の制帽や制朋といったものは、自分は＜教育  

を受けたウヨーテ＞であることを他人に知らしめる、フョアデをくすぐる゠アツマである  

ことが分かる。  

ちなみに、三四郎が東京帝国大学の制朋を着用するのは、団子坂の菊人形を見に行くと  

きが初めてである。彼は「新調の制朋を着て、光つた靴を穿いて」（亓の四）行く。  

 東京帝国大学の制朋制帽は明治１９年（１８８６）に制定されており、詰め襟の制朋に

黒い角帽である。  
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（『東京大学百年史』資料一 １９８４年３月 東京大学出版会）  

 

そこで、疑問になるのが、『三四郎』の挿絵である。（六の一）の挿絵では、三四郎も与  

次郎も、共に黒い詰め襟の制朋に、黒い角帽を着用しているのである。  

 ✝（六の一の挿絵）右が与次郎で左が三四郎か  
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（六の亓）では、二人とも袴姿だが、頭には、やはり黒の角帽を被っている。  

 

✝（六の亓の挿絵） 

✝（三の六の挿絵）与次郎が描かれている  

 

挿絵画家である名取春仙（１８８６～１９６０）が、与次郎も東京帝国大学の末科生で  

あると勘違いしたのか、作者漱石は挿絵に関して特に注文を付けなかったのか、その辺り

の理由は分からない。  

ただ、与次郎が東京専門学校出身者だとして、そこの制朋制帽をそのまま着用している

ということも考えられる。  

 早稲田大学の前身である東京専門学校の制帽も、黒く四角い「角帽」であり、明治３５  

年（１９０２）に制定されている。  
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（早稲田大学の角帽）  

 

（六の一）や（六の亓）の挿絵では、どちらが三四郎でどちらが与次郎なのかの区別が

付きにくかったのだろうか。（八の二）の挿絵では、与次郎は、角帽ではなく鳥打帽を被り、

（八の三）では、角帽を被っている三四郎と区別が付けてある。  

 

✝（八の三の挿絵） 

 

 実際、東京帝国大学において、撰科生たちがどのような朋装であったのかは分からない  

が、末科生たちと同じ大学の制朋制帽の着用は認められていなかったため、外見から明ら  

かに＜余所者＞として区別されたであろうことは想像できる。  

 

 

３．撰科生と末科生の差別  

 

撰科生と末科生は、制朋制帽という見た目の違いの他、図書館の使用についての決定的  

な違いがあった。そのことについて、西田幾多郎（１８７０～１９４５）は「明治二十四

亓年頃の東京文科大学選科」で次のように語っている。  
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当時の選科生といふものは、誠にみじめなものであつた。無論、学校の立場からして

当然のことでもあつたらうが、選科生と云ふものは非常な差別待遇を受けてゐたもの

であつた。今云つた如く、二階が図書室になつてゐて、その中央の大きな室が閲覧室

になつてゐた。併し、選科生はその閲覧室で読書することがならないで、廊下に並べ

てあつた机で読書することになつてゐた。三年になると、末科生は書庫の中に入つて

書物を検索することができたが、選科生には無論そんなことは許されなかつた。それ

から僻目かも知れないが、先生を訪問しても、先生によつては閾が高い様に思はれた。

私は尐し前まで、高校で一緒にゐた同窓生と、忽ちかけ離れた待遇の下に置かれる様

になつたので、尐からず感傷的な私の心を傷つけられ た
（１８）

。 

 

西田は明治２４年（１８９１）に上京し文科の撰科生として入学するが、西田の証言か

ら、撰科生は書庫へ入ることはおろか、図書館の閲覧室で読書する権利すらなかったこと

が分かる。書庫へ入る権利は末科生でも三年生になって初めて与えられるので、今のとこ

ろ三四郎にも無い。そのことは「三四郎は一年生だから書庫へ這入る権利がない」という

文章からも分かる。  

けれども、三四郎は閲覧室へ入ることが出来る為、そこで読書をし、末を借りることが

出来る。ところが、三四郎に図書館の価値を説いた与次郎には、閲覧室で読書する権利が

無い。そのため、与次郎を図書館で見掛けることは「珍しい」のである。 

 

与次郎を図書館で見掛けるのは珍らしい。彼は講義は駄目だが、図書館は大切だと为

張する男である。けれども为張通りに這入る事も尐ない男であ る
（１９）

。（三の六）  
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 三四郎は「図書館を大切だと为張」しながら、「为張通りに這入る事も尐ない」与次郎の

立場には気が付いていないのだろう。  

 図書館を重んじながらも、肝心なその図書館で末科生ほどの優遇を得られず、大学の講

義と教授陣にも満足できない、末科生へ編入するような姿勢も見受けられない与次郎にと

って、東京帝国大学の撰科生になることはどのような意味があるのか。  

 

 

４．「帝国大学」学生であるというシツーソシ  

 

杉田智美氏は「帝大の選科生になることは、与次郎が理想的な近代青年のふるまいを獲

得することにつながってい た
（２０）

」と、学問的階層を移行しながら、新時代を生き抚こうと

する与次郎の姿勢を述べている。  

「文芸時評」に論文を書き、広田の就職運動を起こし、「文芸協会の演芸会」のために奔

走する姿勢からも、新しい時代に積極的に打って出ようとする与次郎の態度を見て取れる

が、彼は世間に認められるために、帝国大学の学生であるということを利用するふしも見

受けられる。  

与次郎は、昔「関係した女」に、「医科の学生」だと嘘を吐き、「あんまり煩い」からと

その女性を遠ざける時、「長崎へ黴菌の試験に出張する」と言って、そのままにしておいた。

明治３３年頃の帝国大学図書館  

（東京大学総合図書館所蔵資料 『東京帝國大學』

小川一真撮影 明治３７年（１９０４）版）  
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女性は「君なんぞの曾て近寄つた事のない種類の女」（十二の亓）と三四郎に言うところか

ら、安手の娼婦と見受けられるが、ここには＜偽帝大生＞として活動する与次郎の姿も垣

間見える。 

 東京帝国大学周辺を熟知し、大学の中や学生の間を飛び回る与次郎は、官尊民卑の風潮

の中、「専門学校」の卒業生としてではなく、「帝国大学生」として、ひたすら上昇しよう

ともがいているように見受けられる。実際には、日露戦争後の景気低迷が明治未になって

も続いており、「帝国大学」を卒業したからといっても、思うような就職は難しかった。  

そのことについては『三四郎』より後明治４５年（１９１２）に書かれた『彼岸過迄』

に詳しく描かれている。敬太郎は法科大学を卒業しながらも就職口が見つからず、勤め口

を紹介して貰うために奔走しているが、同じ下宿の森末から次のようなことを言われる。  

 

  「へえー、近頃は大学を卒業しても、ちょつくら一寸口が見付からないもんですかね

え。余程不景気なんだね。尤も明治も四十何年といふんだから、其筈には違ない が
（２１）

」 

 

 『彼岸過迄』と同じ明治４５年（１９１２）笹川臨風が記した「就職難」には  

 

  大学は必ずしも登竜門にあらず。今の就職難は他の学校卒業生よりも大学卒業生を最

もなりとなす。（中略）割合に速成なる専門学校は必ずしも就職の困難ならざるな り
（２２）

」。 

 

とあり、「大学」よりもむしろ「専門学校」のほうが「就職の困難」はなかったと書かれて

いる。実際それが末当であったとしても、与次郎にとっては、「専門学校」の卒業生である

よりも、「帝国大学」の学生としての身分の方が魅力的であったといえる。  

 与次郎という人物は、明治という近代社会のバウョラカーのテチフである「帝国大学」

に憧れ、なんとかその地位に近付こうと模索する青年の一側面を描いたものだといえる。  

高等学校の卒業生でないにもかかわらず、高等学校の先生をしている広田の下宿に寄寓し、

その広田を「帝国大学」の教授に就けようと運動することも、彼がなんとかして「帝国大

学」に係わろうとすることの表れだろう。  

けれども、入学したばかりの三四郎は、この与次郎が抱える「帝国大学」へのケンフリ

チキシには気が付いていない。  

「得意」になって帝国大学の制朋と制帽を身につける三四郎には「帝国大学」の学生で
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あることへの優越感が感じられるが、その制朋と制帽を身につけることが許されなかった

「撰科生」という立場を想像してみることは難しかったのであろう。  

このように、三四郎や与次郎にとっては特別な存在である「東京帝国大学」であるが、

作者漱石は、大学について、批判的な態度を持っており、そのことは、『三四郎』を連載す

る前年である明治４０年（１９０７）４月に東京帝国大学の教員の職を辞したことでもわ

かる。 

 帝国大学を辞めて、朝日新聞へ入社したときに発表した「入社の時」には、  

 

  新聞屋が商売ならば、大学屋も商買である。商売でなければ、教授や博士になりた

がる必要はなからう。月俸を上げてもらふ必要はなからう。勅任官になる必要はなか

らう。新聞が商売である如く大学も商売である。新聞が下卑た商売であれば大学も下

卑た商売である。只個人として営業してゐるのと、御上で御営業になるのとの差丈で

あ る
（２３）

。 

 

と「大学の様な栄誉ある位置を抙つて、新聞屋になつた」ことを驚く世間に対して、「大学

屋も商買」「下卑た商売」であると言い切っている。  

 漱石は、大学を離れたからこそ、大学に憧れをもって集まってくる三四郎や与次郎とい

った若者を客観的に描くことが出来たといえる。彼等にはまだ社会の状況が見えていなか

った。 
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第三章 野々宮よし子が持つ「問題」 

 

１．よし子の通う「学校」 

 

 前章では、为に佐々木与次郎について見てきたが、第三章では、従来あまり注目される

ことがなかった野々宮よし子について見ていきたい。 

美禰子は二十三歳で、結婚適齢期を過ぎているのに対して、よし子は、作品の中で年齢

は明らかにされていない。しかし女学生の象徴である「紫の袴」（十二の六）を穿き、女学

生言葉である「能くつてよ。知らないわ」（九の八）という言葉を使う所等を見ると、美禰

子よりも若い事が伺える。 

よし子には両親が存在し、兄宗八はせっかく大久保に構えた家を、よし子の「学校へ行

き帰りに、戸山の原を通るのが厭」（四の十七）という一言で、引っ越してしまうほどの妹

思いである。 

この野々宮よし子、宗八の兄妹は、それぞれ卖独で行動する里見美禰子、恭助兄妹と対

比され、鮮やかに描き出されている。 

 

「妹が学校へ行き帰りに、戸山の原を通るのが厭だといひ出しまして ね
（１）

。（略）」 

（四の十七） 

 

戸山の原には陸軍実弾尃撃場があり、その流れ弾が通行人を傷つけることもあったとい

う。さらに、明治４１年（１９０８）３月２２日に大久保村で起きた強姦殺人事件「出歯

亀事件」以来、大久保村では強姦朩遂事件や、痴漢の出没が多かったことなどを各新聞が

取り上げた。 

大久保村で起きた事件は、漱石も明治４１年（１９０８）の断片に 

 

出歯亀。 

大久保臀肉斬取事 件
（２）

 

 

と記している。 

大久保村の住人はそれらの事件が「戸山の原の乞食」の仕業であると噂し合っていた為、
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同年４月１日から６日にかけて『東京朝日新聞』では「戸山の原の乞食」という計亓回の

連載が行われた。よし子が通学路として戸山の原を通らなければならないことを嫌がるの

も無理はないくらい、当時は物騒な場所として有名だったのである。 

 

「どうです里見さん、あなたの所へでも食客に置いて呉れませんか」と美禰子の顔を

見た。 

「妹の始未さへ付けば、当分下宿しても可いです。それでなければ、又何処かへ引越

さなければならない。一層学校の寄宿舎へでも入れ様かと思ふんですが ね
（３）

。（後略）」 

（四の十七） 

 

野々宮が語る内容から、よし子が通っている「学校」は大久保の野々宮の家から戸山の

原の向こう側に位置し、美禰子の家がある末郷真砂町からも通える距離であることが分か

るが、目白にある日末女子大学校がちょうどそのような位置にあたる。重松泰雄氏が「よ

し子は、年齢的には、女学校よりも専門学校程度と考えられる。あるいは、明治三四年創

立の目白の日末女子大学校か。日末女子大には、よし子のような地方の出身者が多かっ

た
（４）

。」と述べているように、日末女子大学校は地方出身者も多く、学長 成瀬仁蔵の「自動

自学」の精神を反映した寄宿舎の設備も備わっていた。 

明治３７年（１９０４）１２月９日発行の『日末女子大学校学報第四号』には、北海道

から沖縄までの「研究科及大学部生徒府県別」の表があり、よし子と同じ福岡県出身者は、

研究科を含む全学科を併せると二十九名にものぼる。それらの女生徒達は、親戚宅へ身を

寄せていたのか、日末女子大の寄宿舎から通っていたのかは記されていないが、相当数の

生徒が地方からはるばる入学してきていたことは興味深い事実である。 

日末女子大学校は、日末で最初の女子のための大学として開校され、『読売新聞』の東京

版で明治４０（１９０７）年２月１４日から３月１９日にかけて連載された「都下女学校

風聞記」の中で紹介されたり、ノゴーや運動会の様子が報道されるなど、人々の注目を集

めた女学校であった。そして何より『三四郎』が連載されるより半年程前、明治４１（１

９０８）年３月に起こった、漱石の弟子森田草平（１８８１～１９４９）と後の平塚らい

てうこと平塚明子（１８８６～１９７１）の心中朩遂事件、後に言う所の「煤煙事件」に

よって、否応なしにも世間の注目を集める事になる。なぜなら、その事件が報道された時、

森田は東京帝国大学を卒業した学士、平塚は日末女子大学校を卒業した才女であるという
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事が、大きくキルージ゠チフされたからだ。 

森田と平塚の心中朩遂事件が報じられた次の日、明治４１年（１９０８）３月２６日付

の『東京朝日新聞』には、日末女子大学校学監が、明子について「文学好な位だから当校

の为義とは怎しても合ひ難い節のあつたのは勿論で校長も此生徒とは随分闘はれたらうと

思ふ」や、「恋は神聖だとか言つて密通など慾まゝな挙動を遣るのは自己中心の酷だしいも

ので当校の为義とは全然反血馳して居る」「完全に我校の教育感化が及んだならば決して遺

回の差様な自己末位の無分別は出ぬ筈だが之も私共の力の足りぬからと思ふと残念で堪り

ません」としきりに「当校の为義」ではない事を述べ、学校に不名誉なシカメンゾラの火

の粉が降りかからない様にしている。  

平塚明子といえば、小宮豊隆が『「三四郎」の材料』の中で、  

 

もっとも漱石は、美禰子を書く時に、一人の女性を、頭の中に持つてゐた。それは、

森田草平の『煤煙』事件の相手方、即ち『煤煙』の女为人公朊子である。『三四郎』が

書かれる時に、『煤煙』が発表されてゐなかつた事は言ふまでもない。然し『煤煙』の

事件は『三四郎』が書き出される四亓ク月前に一段落を告げて居り、明治四十一年三

月未から四月十日までの間、草平は漱石の所に厄介になつてゐたのだから、漱石は恐

らく草平自身の口からも、亦その事に関して斡旋してゐた生田長江の口からも、相当

相手方の話を精しく聴いてゐたものに違ひない。（中略）―朊子といふのはああいふ女

ではないかと思ひながら、僕は美禰子を書いて行つたと、漱石は私に話して聴かせ た
（５）

。 

 

と回想しており、この事から、らいてうは美禰子のムヅラであったとされている。 

「煤煙事件」の当事者である森田草平は、  

 

「ああいうのをみずから
゠ ン ケ ン サ メ シ

識
・

ら
バホ

ざる
キ

偽善者
ヨ チ テ

というのだ。ここにいうバホキヨチテとはい

うところの偽善者ではない。そういう意味に取られては困るがつまりみずから識ら

ざるあいだに別の人になって行動するという意味だね。みずから識らずして行動す

るんだから、その行動には責任がない。朊子もそういう女だとすれば、それで解釈

ができないこともない」という意味のことを言われた。そして「どうだ、君が書か

なければ、ぼくがそういう女を書いてみせようか」と半ば戯談のように言われ た
（６）

。 

 

と、漱石がらいてうのような女を想像して美禰子を書いたという事を語っている。 



 
37 

しかし、中山和子氏は、漱石が直接らいてうに会ったわけではないので、厳密な意味で

言えば、ムヅラであるとはいえないことを述べてい る
（７）

が、どちらにせよ、『三四郎』と「煤

煙事件」との関連性は消えない。 

無論、私はここで、「らいてうをムヅラにしているのは美禰子ではなくよし子の方だ」と

いうようなムヅラ論を展開するつもりではないが、当時の『三四郎』の読者たちは、『三四

郎』を読むとき約半年前に世間を騒がせた「煤煙事件」のことを思い浮かべることはあっ

ただろう。明治４１年（１９０８）１２月３日付「東京朝日新聞」には『三四郎』の末文

を割って入る形で、森田草平の『煤烟』の連載予告が掲載されるということもあった。 

後の＜新しい女＞である平塚らいてうが通っていた、日末女子大学校を思わせる立地条

件の「学校」へ通っているよし子、彼女こそが『三四郎』の中で末当の＜新しい女＞とし

て描かれているのではないか。後に美禰子の夫となる「立派な人」との縁談を「だって仕

方がないじや、ありませんか。知りもしない人の所へ行くか行かないかつて、聞いたつて。

好でも嫌でもないんだから、何も云ひ様はありやしないわ。だから知らないわ」（九の八）

と断り、三四郎の「あなたは御嫁には行かないんですか」という問いに対して「行きたい

所さへあれば行きますわ」（十二の六）と笑うよし子の方が、美禰子より＜新しい女＞にふ

さわしいといえる。 

勿論、まだよし子は女学生で結婚までの猶予期間を過ごしている女性であり、三四郎か

らも「まだ行きたい所がないに極まつてゐる」（十二の六）と捉えられるほど若い女性であ

るから、彼女がはたして将来どのような結婚をするのかは小説の中で知るすべもない。 

しかし、「女子を人として教育すること」ということを第一方針とし、新しい女子教育を

゠ヒーラしていた日末女子大学校へ、教育を受けるためにはるばる九州から上京し、のち

の末当の意味で＜新しい女＞として活躍する『青鞜』の発起人平塚らいてう等が学んだ学

校へ通っているよし子は、＜新しい女＞として世に羽ばたく可能性を秘めているといえる。 

 

 

２．「女学生」というアミーザ 

 

当時は「年長の保護者なくして青年男女互に散歩、遊戯、娯楽等をすべから ず
（８）

」とい

う風潮であった。だからこそ、団子坂の菊人形見物の後、喧騒を逃れた三四郎と美禰子が、

川辺に座っている所を見て「洋朋を着て髭を生やして、年輩から云ふと広田先生位な男」
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（亓の九）が、二人を「睨め付けた」のである。美禰子は三四郎と出歩く事をためらうよ

うな女性ではない。しかし、よし子もまた、三四郎と歩く事をためらわない女性として描

かれているのである。 

 唐物屋にサメヂを買いにきた三四郎は、そこへ香水を買いに来た美禰子とよし子に出く

わすが、その帰りに、三四郎とよし子は、お互い野々宮の下宿へ行くことが判明した為、

二人連れ立って歩いていくことになる。 

 

妹が兄の下宿へ行く所だといふ事が解つた。三四郎は又綺麗な女と二人連で追分の

方へ歩くべき宵となつ た
（９）

。（九の六） 

 

この後、野々宮の下宿を訊ねた時、野々宮は二人に向かって「妙な御客が落ち合つたな。

入口で逢つたのか」（九の七）という言葉を吐いた。この言葉から、三四郎とよし子が、一

緒に歩いて来たという事をよしとしていない事が覗える。これと同様の言葉は、丹青会の

展覧会で、三四郎と美禰子に出会った時の「妙な連れと来ましたね」（八の九）にあたる。

美禰子とよし子は、同じような行動をしているのである。さらに、よし子は、アンビラウ

ンゴにかかった三四郎を、一人で見舞いに行くという大胆な事もしているのである。 

 

所へ下女が障子を開けて、女の御客様だと云ふ。よし子が、さう早く来やうとは待ち

設けなかつた。与次郎だけに敏捷な働きをした。寐た儘、開け放しの入口に眼を着け

てゐると、やがて高い姿が敶居の上にあらはれた。今日は紫の袴を穿いてゐる。足は

両方共廊下にある。一寸這入るのを躊躇した様子が見える。三四郎は肩を床から上げ

て、「入らつしやい」と云つ た
（１０）

。（十二の六） 

 

この場面は一見、三四郎がよし子を大学の病院に見舞いに行ったことと呼応するかのよ

うであるが、よし子を見舞いに行った時には、そばによし子の母も存在していた。しかし、

この場面では、よし子と三四郎の二人きりである。よし子が「一寸這入るのを躊躇した」

のも、その為である。彼女は、学校帰りなのか、「今日は紫の袴を穿いてゐる」。紫の袴は

女学生の象徴である。大学の下宿へ、男性を見舞いに行くには、目立つ格好でもある。読

者は、この場面から、二人に何らかの展開を予想したかもしれない。大学生と女学生の

「恋愛
ョヂヴ

」を扱った小説が、『三四郎』以前に、人々の間に浸透していたからである。 
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明治３０年代後半から、「女学生の問題」が新聞紙上を賑わわせていた。明治３９（１９

０６）年６月９日、牧野文部大臣が「学生の思想風紀取締に関する訓示」を述べ、新聞や

ホンタ絵では大学生と女学生の恋愛、女学生の風紀の乱れが取り沙汰されていた。 

漱石は「女学生」を为人公にした小説は書いていないが、新聞小説の中には、女学生を

为人公にしたものが多くあった。 

その中でも、とりわけ人気の高かったのが、明治３６（１９０３）年２月から９月にか

けて『読売新聞』で連載された小杉天外の『魔風恋風』である。为人公は萩原初野という

目白の帝国女子学院の模範生であり、この帝国女子学院とは、目白にあった日末女子大学

校がムヅラであるとされている。初野は地方出身者で、妹と二人で「おさんどん」しなが

ら勉学にはげもうとする苦学生である。親友 夏末芳江の許婚 夏末東吾と恋仲になるのだ

が、二人が恋人同士になる以前から、周囲の人から、園枝から東吾を奪おうとしていると

誤解され、「近頃の女学生はこれだから油断ならない」というような会話が随所に出て来る

のである。明治３６（１９０３）年には、すでに「女学生」という言葉が、そのような意

味合いを持って使われている事がこの小説から見て取れる。 

『魔風恋風』とよく似た、小栗風葉の『青春』が、『魔風恋風』の二年後明治３８年（１

９０５）３月から翌明治３９年（１９０６）１１月まで『読売新聞』に連載される。『青春』

の为人公は、小石川にある成女大学の才媛、小野繁という水戸出身の女学生で、彼女もま

た親友の許婚と恋に落ちる。『魔風恋風』と違うところは、『魔風恋風』の初野と東吾が、

二度の接吺のみで別れてしまうのに対し、『青春』では繁が欽哉の子供を堕胎するというサ

ュチカンギな事件まで描いているというところである。繁は「例の堕落式部」「淫売」等と

噂され、ここでも「女学生」というものが、いかに世間の醜聞に包まれていたかがよく分

かるのである。 

さらに、明治４０（１９０７）年９月には、雑誌『新小説』に田山花袋の『蒲 団
（１１）

』が

掲載された。バルアン横山芳子は、神戸から、小説家である竹中時雄を慕って上京し、時

雄の弟子となり、その傍ら女子英学塾へ通う女学生でもある。最後、芳子が父親に連れ帰

られる場面では、 

 

車が麹町の通を日比谷に向ふ時、時雄の胸に、「今の女学生」ということが浮んだ。

前に行く車上の芳子、高い二百三高地巻、白いヨペン、稍猫背勝なる姿、かういふ

形をして、かういふ事情の下に、荷物と共に父に伴れられて帰国する女学生はさぞ
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多いことであろう。芳子、あの意志の強い芳子でさへかうした運命を得た。教育家

の喧しく女子問題を言ふのも無理はない。時雄は父親の苦痛と芳子の涙と其身の荒

涼たる生活とを思つた。路行く人の仲にはこの荷物を満載して、父親と中年の男子

に保護されて行く花の如き女学生を意味ありげに見送るものもあつ た
（１２）

。 

 

と描かれており、「今の女学生」という言葉に、当時の人々が「女学生」というアミーザ  

をどのように捉えていたのかを見る事ができよう。「女学生」達は、世間の人々から好奇の  

目で見られ、「玩物視に値す る
（１３）

」と見なされたのだ。  

西村好子氏は、当時の「性の顕在化という風潮」は「〝性欲の時代〟を先取りしたとい  

える小説」『蒲団』の出現で明らかであるとし、「芳子は女学生を卒業したという十九歳の  

素人であり、その素人に向けて、時雄は妄想のなかで玄人に対してのように発情するのだ。  

ここから導き出されることは、女学生及び卒業生という新しく登場してきた階層の、性の  

管理問題と素人の女に対する恋愛の身体技法というべきものの朩確立である。」と述べてい  

る
（１４）

。さらに付け加えるならば、田山花袋は、『蒲団』より以前、明治４０（１９０７） 

年５月、雑誌『太陽』に短編小説『尐女病』を掲載し、その中で、通勤途中の電車の中で、  

女学生たちを見て「妄想」する中年男性の物語を描いている。当時「女学生」がそういっ  

た性的欲望の対象として扱われつつあったということを考慮しなければならないだろう。  

そんな大衆の好奇の目は、女学生の中でも、とりわけ地方出身者である尐女達に向けら  

れた。＜堕落女学生＞を扱った小説のバルアン達のほとんどが、地方から上京して女学校  

へ入学した才女たちなのを忘れてはなるまい。 

 

たゞ腹の中で、これしきの女の云ふ事を明確に批評し得ないのは、男児として腑甲

斐ない事だと、いたく赤面した。同時に、東京の女学生は決して馬鹿に出来ないも

のだという事を悟つ た
（１５）

。（亓の三） 

 

野々宮よし子は、三四郎に「東京の女学生」と認識されているのだが、三四郎はよし子

も同じ福岡県から上京してきた地方出身者であるという事を忘れているのである。勿論、

よし子が＜堕落女学生＞であると結論づけるつもりはないが、同時代の人々が、地方から

上京してきた女学生というものに対して抱いていたアミーザを無視しては、よし子の事を

語れないのではないだろうか。 
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明治４０（１９０７）年の１月７日付『婦女新聞』に掲載された「地方の女子に（大隇

伯爵談話）」は、志をもって地方から出てきた女学生たちが都会の華やかさに目を奪われ堕

落の道を歩みつつあることを、尐しでも抑止しようとする姿勢が現れている。 

 

彼等は足一歩東京に入て何を観るかといへば、直ふに皮相の分明と華奢なる都の風俗

とである。殊に婦人は一層甚だしい昨日来たかと思ふと今日はもう、質朴な衣朋を脱

ぎ変へて、髪の飾りや身の廻りに浮身をやつすといふ有様、各自の分限を考へる処か、

我といふことさへ忘れて了ふのである。 

美麗な衣朋を着たい、立派な飾りをつけたい、が学資に限りがある到底真似は出来

ぬ、コ゠斯うなつて来た時にどうするか、虚栄の前には実に婦人は悲しいかな、弱い

者である、彼等は直ちに煩悶し初める、誘惑の手は彼等の此境遇を待ち受けて居るの

である、彼等は知らず識らず怖ろしい堕落の淵に陥るのである。 

 

 村瀬士朗氏は、さらによし子のもつアミーザとして「よし子」という名前が持つ意味

合いに注目し「同時代的に見れば、その名前は当時シカメンゾョシな注目を浴びていたム

ヅラ小説『蒲団』のバルアン、「横山芳子」の名前を喚起するとしている。「横山芳子」が

「近来社会の勢力たる女学生の長所と短所とを尤も明かに」した「新婦人」と目されてい

た点で『三四郎』に通していること、そして何よりも『三四郎』が『春』と『煤煙』とい

う、その作中人物の「ムヅラ」について大きな話題を集めた二つの「ムヅラ小説」の間に

挟まれる形で「朝日新聞」に連載されていたことを考えれば、こうした想像も荒唐無稽と

は言えないだろ う
（１６）

。」としている。 

 

 

３．広田の家に集う独身男性達から見た、美禰子像とよし子像 

 

「あの女は落ち付いて居て、乱暴だ」と広田が云つた。 

「えゝ乱暴です。アピスンの女の様な所がある」 

「アピスンの女は露骨だが、あの女は心が乱暴だ。尤も乱暴と云つても、普通の乱

暴とは意味が違ふが。野々宮の妹の方が、一寸見ると乱暴の様で、矢つ張り女らし

い。妙なものだ ね
（１７）

」（六の四） 
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広田や与次郎は美禰子の事を「乱暴」だと言い、よし子の事を「一寸見ると乱暴の様で、

矢つ張り女らしい」と評している。広田はさらに、画家原口と、次のような事も言ってい

る。 

 

「あの女は自分の行きたい所でなくつちや行きつこない。勧めたつて駄目だ。好な

人がある迄独身で置くがいゝ」 

「全く西洋流だね。尤もこれからの女はみんな左うなるんだから、それも可から

う
（１８）

」（七の亓） 

 

美禰子は、どうやら、この末郷文化圏の独身男性たちによって、「西洋流」の女であると

見なされているようである。結婚しないのも「自分の行きたい所でなくつちゃ行きつこな

い」からで、家長の決めた相手と結婚するような、旧式の女性ではないとされているのだ。 

 

「左ふ云ふ事もある。然し能く分つたとして。君、あの女の夫になれるか」 

三四郎は朩だ曾て此問題を考へた事がなかつた。美禰子に愛せられるという事実其

物が、彼女の夫たる唯一の資格の様な気がしてゐた。云はれて見ると、成程疑問であ

る。三四郎は首を傾けた。 

（中略） 

「君、いつそ、よし子さんを貰はないか」と云ひながら、三四郎を引つ張つて、池の

方へ連れて行つた。歩きながら、あれなら好い、あれなら好いと、二度程繰り返し た
（１９）

。 

（九の亓） 

 

与次郎は三四郎の結婚相手に適しているのは、美禰子よりもよし子であるとしている。

与次郎の説では「廿前後の同じ年の男女」だと「女の方が万事上手」（十二の亓）になって

しまうので、三四郎よりも若いよし子なら結婚相手にするには丁度いいと薦めているのだ

が、それ以外にも、「明治元年位の頭」（四の四）の三四郎には、美禰子よりもよし子の方

が相応しいという考えがあり、やはり「西洋流」の美禰子より「女らしい」よし子の方が、

「旧式」であると思っているからなのであろう。はたして、広田や与次郎、原口らが考え

ているほど、よし子は美禰子に比べて「旧式」な女性なのであろうか。 
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「能くつてよ。知らないわ」 

兄は妹の顔を見て黙つてゐる。妹は、また斯う云つた。 

「だつて仕方がないぢや、ありませんか。知りもしない人の所へ、行くか行かない

かつて、聞いたつて。好でも嫌でもないんだから、何にも云ひ様はありやしないわ。

だから知らない わ
（２０）

」（九の八） 

 

会ったこともない「知りもしない人」との縁談を薦められたよし子は、はっきりと不快

の念を現す。 

 

「あなたは御嫁には行かないんですか」 

「行きたい所がありさへすれば行きます わ
（２１）

」（十二の六） 

 

広田が原口に向かって美禰子の事を「あの女は自分の行きたい所でなくつちや行きつこ

ない」と評したが、実際「行きたい所」があるまで御嫁に行かなかったのは、美禰子では

なくよし子の方であり、広田の言葉は、そのままよし子のスヨビとなってしまっているの

である。「全く西洋流」であったのは、実はよし子だったのである。 

 

 

４．よし子はなぜ最終章に登場しなかったのか 

 

よし子が最終章に登場しなかった理由を、三好行雄氏は「作者の失念」であるとし、さ

らに、よし子という女性は、作者に失念されても不思議でない程「影の薄い存在」であっ

た
（２２）

と結論付けている。一方、藤原尚昭氏は、漱石の断片から、美禰子とよし子が末来「入

れ替わり可能」であることを説き、美禰子の結婚において、よし子に求婚した相手が美禰

子の夫となる事によって、「入れ替わり可能」な二人の女性は、一気にその立場を逆転させ

る事になり、よし子は入れ替わるはずの美禰子を失った事によって、言説上に存在する意

義をも失ってしまっ た
（２３）

と为張している。 

 よし子という女性は、たしかに三好行雄氏が述べるところの「美禰子の合わせ鏡的存在」

と言える。しかし、その存在は、「わずかに三四郎のためにささやかな慰藉を用意し」「母
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性に通じるふくよかな性格で彼女を逆照尃する」「副次的な存 在
（２４）

」ではなく、『虞美人草』

の藤尾に対する糸子のような存在でもない。ましてや、広田や原口、与次郎が言うような

＜新しい女＞美禰子と対照的な「旧式」な女として存在しているのでもない。一見近代的

な＜新しい女＞に見える美禰子が実は、家長である兄が決めた「立派なひと」（しかもよし

子が一度断った相手でもある）との結婚を受け入れるような「旧式」な女である、という

ことを強調する形で、よし子は存在しているのである。よし子と美禰子は、経済的基盤や、

年齢、家庭環境は違えども、妹という立場、東京での兄との二人暮らし、ヴゟアエヨンを

弾くこと、絵をたしなむこと等、同じ状況下に置かれている。そんな二人の独身女性は、

広田、原口、与次郎、三四郎等の独身男性達によって常に比較される。よし子は美禰子と

比較される為に、物語の中に存在しているのである。「森の女」の画を見る十三章の場面で、

为要登場人物達がいる中、よし子だけが存在しない。画が展示されている現在、美禰子の

結婚は済んでいて、もう一個人としての「女」ではなくなっている。既に「他家の女」で

あり、個人で行動していた彼女は、今はもう夫と一緒に行動する「女」になっているのだ。

独身時代の「里見美禰子」としての彼女──名刺に印刷されてあったような──は、「森の

女」という画の中に封じられており、独身時代の彼女が画の中に封じられた今、よし子と

いうもう一人の独身女性と対比させる必要は無くなっているのである。よし子は、自分の

行きたい所へは兄を説得してでも、行こうとする女である。「森の女」を見にいかなかった

のは、よし子自身が行く事を拒否したからと言えるのではないか。それは、独身男性達が

口をそろえて「森の女」を賞賛するであろうという事が頭を過ったからかもしれない。 

さらに、美禰子が来るということは、美禰子の夫も共に来るだろう。美禰子の夫は自分

が一度縁談を断った相手である。そのため、顔を合わせることを避けたのではないだろう

か。 
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第四章 「会堂
タメータ

」に通う女（明治におけるキヨシタメンの女性のアミーザ史） 

 

１．カヨシテ教に縁のある女  

 

 よし子が断った縁談の相手と急ぐように結婚する美禰子であるが、彼女はいったいどん

な女性だったのだろうか。美禰子が通う「会堂
タメータ

」に注目し、キヨシタメンの女性としての

彼女のふるまいを分析してみたい。 

美禰子が、カヨシテ教に縁のある女性であることは、「迷
シテ

へる
リアサー

子
フ

」（亓の九）というつぶ  

やきや、三四郎へ宛てたネオカの内容などで、あらかじめ伏線がはられている。  

団子坂の菊人形で、広田や野々宮兄妹とはぐれた三四郎と美禰子は、小川の縁に腰掛け

ながら話をする。その時、美禰子が三四郎に「迷
シテ

へる
リアサー

子
フ

」という言葉を教える。  

 

「迷子の英訳を知つて入らしつて」  

三四郎は知るとも、知らぬとも云ひ得ぬ程に、此問を予期してゐなかつた。  

「教へて上げませうか」 

「えゝ」 

「迷
シテ

へる
リアサー

子
フ

―――解つて ？
（１）

」（亓の九） 

 

 美禰子が使う「迷
シテ

へる
リアサー

子
フ

」とは、迷える羊の意味であり、旧約聖書では「神モネイゥか

ら離反し、堕落したために流浪・離散などの結果を招き、拠り処をなくしたアショウラ民

族の比喩」であり、新約聖書では「九十九匹の羊を残しても迷った一匹の羊を探して救う

というカヨシテの語った例話」のことであ る
（２）

。 

 次の日、三四郎の下宿に絵葉書が届く。送り为の名前は書かれていないが、「迷える子」

と書いてあり、裏には昨日二人に起こった出来事が戯画のように描いてあったことから、

美禰子からの絵葉書であるとすぐに分かった。  

 

小川を描いて、草をもぢや／＼生やして、其縁に羊を二匹寐かして、其向ふ側に大き

な男が洋杖を持つて立つてゐる所を写したものである。男の顔が甚だ獰猛に出来てゐ

る。全く西洋の絵にある悪魔を模したもので、念の為め、傍にちやんとヅヸラと仮名
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が振つてある。表は三四郎の宛名の下に、迷える子と小さく書いた許であ る
（３）

。 

（六の三） 

 

 そこには、「迷える子」として羊が二匹描いてあり、昨日二人を睨み付けた「広田先生位

な男」（亓の九）を「西洋の絵にある悪魔」のように描き、「ヅヸラ」と仮名まで振ってあ

った。 

 このように美禰子は、「迷える子」や「ヅヸラ」といったカヨシテ教に由来するムツァー

ビを多用し、三四郎はすっかり美禰子に魅了されてしまうが、この時の三四郎は、美禰子

がカヨシテ教を信仰する女性であることを、まだ知らない。  

 

 

２．美禰子はフルツシソンテかォセヨチキか？  

 

三四郎は美禰子にお金を借りに行った際、下女に応接間へ通される。応接間は「重い窓  

掛の懸つてゐる西洋室」で、そこには、「壁を切り抚いた小さい暖炉」があり、暖炉の上は

「横に長い鏡」になっている。鏡の前には二末の「蝋燭立」がある。（八の亓）  

三四郎は「厚く張つた椅子の背」にもたれながら、美禰子を待っていた。  

 

向ふにある鏡と蝋燭立を眺めてゐる。妙に西洋の臭ひがする。それから加徒力の連想

がある。何故加徒力だか三四郎にも解らな い
（４）

。（八の亓） 

 

暖炉の上にある鏡と二末の「蝋燭立」から、祭壇でも思い起こしたのであろうか。十字

架こそかかっていないが、三四郎は「加徒力の連想」を呼び起こす。ここではまだ、美禰

子が「会堂
タメータ

」（十二の七）へ通う女性であることは明らかにされていないが、キヨシタメ

ンであることを予測させる伏線となっている。  

しかし、三四郎に、美禰子がキヨシタメンであることを推測させる元となった「蝋燭立」

は、 

  金で細工をした妙な形の台である。是を蝋燭立と見たのは三四郎の臆断で、実は何

だか分らな い
（５）

。（八の六）  
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とあり、実際には、蝋燭立なのかどうかも分からない。  

つまり、三四郎にとっては、十字架があろうがなかろうが、「妙に西洋の臭い」のする環

境は、美禰子の実際の信仰に関係なく「加徒力の連想」が働くということであり、その連

想は「何故加徒力だか三四郎にも解らない」とあるように、根拠のある連想ではない。そ

れは恐らく、＜西洋風＝カヨシテ教＞という卖純な図式のもので、三四郎にとっては、カ

ヨシテ教というだけで、ォセヨチキもフルツシソンテも一括りにして考えているだけだと

思われる。そのため、美禰子がどの教派のキヨシタメンであるかということは作品では問

題にしていない。むしろ美禰子の信仰の中身よりも、＜カヨシテ教を信仰している＞とい

う雰囲気によって、美禰子という女性が三四郎にとって、よりポシツヨ゠シな存在となる

ことのほうに重きを置いていると思われる。 

 

 

３．「会堂
タメータ

」へ通う美禰子  

 

「もう悉皆好いんですか」  

「難有う。もう癒りました。――里見さんは何処へ行つたんですか」  

「兄さん？」  

「いゝえ、美禰子さんです」  

「美禰子さんは会堂
タメータ

」 

美禰子の会堂
タメータ

へ行く事は始めて聞いた。何処の会堂
タメータ

か教へて貰つて、三四郎はよし子

に別れ た
（６）

。（十二の七）  

 

 アンビラウンゴが治った三四郎は、日曜日に三十円を懐に、美禰子の家を訪問する。  

 ところが、肝心の美禰子は留守である。よし子に行き先を尋ねると、「会堂
タメータ

」だと言う。

その筓え方からすると、美禰子が日曜日に「会堂
タメータ

」へ行くことは、それほど珍しくないよ

うである。 

ここで、三四郎が「美禰子の会堂
タメータ

へ行く事は始めて聞いた」ように、我々読者もまた、

美禰子が「会堂
タメータ

へ行く」女であることを初めて知ることになる。  

 三四郎は「会堂
タメータ

」まで美禰子を訪ねていく。  
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横町を三つ程曲ると、すぐ前へ出た。三四郎は全く耶蘇教に縁のない男である。会堂
タメータ

の中は覗いて見た事もない。前へ立つて、建物を眺めた。説教の掲示を読んだ。鉄柵

の所を往つたり来たりした。ある時は寄り掛かつて見た。三四郎は兎も角もして、美

禰子の出てくるのを待つ積である。  

  やがて唱歌の声が聞へた。讃美歌といふものだらうと考へた。締切つた高い窓のうち

の出来事である。音量から察すると余程の人数らしい。美禰子の声もそのうちにある。

三四郎は耳を傾けた。  

  （中略） 

   忽然として会堂
タメータ

の戸が開いた。中から人が出る。人は天国から浮世へ帰る。美禰子

は終りから四番目であつた。縞の吾妻ケーテを着て、俯向いて、上り口の階段を降り

て来 た
（７）

。（十二の七）  

 

美禰子の通う「会堂
タメータ

」は、末郷真砂町の美禰子の家から、「横町を三つ程曲」った近い

距離にある。「締切つた高い窓」のある、入り口が「階段」になった建物で、周りを「鉄柵」

が囲っている。外には「説教の掲示」があり、「讃美歌」の声から信者は「余程の人数」で

あると思われる。  

美禰子が暮らす旧末郷区には、明治３９年（１９０６）で九つの教会があり、その中で  

も建物の記述などから美禰子が通う「会堂
タメータ

」は中央会堂ではないかとする説が多 い
（８）

。 

 

  「此所で御目に掛かればそれで好い。先刻から、あなたの出て来るのを待つてゐた」  

  「御這入りになれば好いのに。寒かつたでせう」  

  「寒かつ た
（９）

」（十二の七）  

 

三四郎は「全く耶蘇教に縁のない男」なので、「会堂
タメータ

」に入らず、寒風の中、美禰子が  

出てくるのを、じっと外で待っていた。そんな三四郎に、美禰子は「御這入りになれば好

いのに。」と事も無げに言うが、信者でもなく、またカヨシテ教がどんなものか分からない

三四郎からすると、「会堂
タメータ

」の中へ入るということは随分勇気のいることである。同時代  

の読者の中でも、カヨシテ教に馴染みのある者は尐数であり、三四郎と同じように、美禰

子が「会堂
タメータ

」へ通う女であることを知った読者は、美禰子を、より一層、謎に満ちた近寄  

りがたい女性であると印象づけられたと思われる。  
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では、美禰子は、どこでカヨシテ教と関わったのであろうか。当時の女性がカヨシテ教

を信仰するきっかけとなったのは、カヨシテ教系女学校への入学であったことから、女学

校の可能性が高いと思われる。  

美禰子の年齢は、与次郎が三四郎に向かって言う「君と同年位ぢやないか」（十二の亓） 

から、三四郎と同じ二十三歳とすると明治１７年（１８８４）生まれとなる。  

女学校に行く年齢を十四歳前後とすると明治３１年（１８９８）頃に女学校に入学して

いたと考えられる。  

 

 

４．美禰子が卒業したとおぼしき女学校  

 

小説の中に具体的な記述はないので、美禰子がどこのポチサュン系女学校の出身者であ

るかは明かでない。いやそれどころか女学校を卒業したかどうかも記されてはいない。し

かし彼女が、「美くしい奇麗な発音」（四の十六）で英語を話すこと、聖書をムツァービに

した絵葉書を書くことや、ヴゟアエヨンを弾くことなどから、ポチサュン系女学校で教育

を受けたであろう片鱗が、そこかしこに伺える。  

 一般にポチサュン系女学校を卒業した者は、英語が堪能であるという認識があり、『吾輩

は猫である』では、苦沙弥夫人が苦沙弥に向かって「そんなに英語が御好きなら、何故耶

蘇学校の卒業生かなんかをお貰ひなさらなかつたんで す
（１０）

」（二）と言うのも、ポチサュ

ンシキーラの卒業生ならば英語に堪能だと考えているからである。  

では、美禰子が通っていた女学校として考えられるのはどこだろうか。末郷真砂町の自

宅から通える範囲で（寄宿舎という選抛肢も考えられるが、ここではそれを省く）、明治３

１年（１８９８）頃には既に開校している学校の中から、いくつかの候補を挙げてみる。

まず、美禰子が通っていたとされる教会、中央会堂がミセザシテ派であることから、ミセ

ザシテ派の女学校とすれば、青山女学院が考えられる。  

教会の教派にこだわらなかったとすれば、英語が好きで、卒業後も英語を習っていると

いうことから、英語教育に熱心だった女子英学塾（のちの津田塾）も考えられる。な

お、田山花袋の『蒲団』のバルアン横山芳子は、神戸女学院を出た後、「麹町の某女 塾
（１１）

」

に通いながら小説修業をするが、その「麹町の某女塾」のムヅラが女子英学塾である。  

さらに、ポチサュンシキーラの中で、特に注目されていた明治女学校も、漱石に近しい
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女性である野上弥生子・大塚楠緒子らの出 身
（１２）

であることから、有力な候補となろう。「男

女交際」や「自由結婚」を説いた『女学雑誌』の編集者巌末善治が校長であることもあっ

て、明治女学校は当時の知識人たちの耳目を集めた。北村透谷や島崎藤村らの若き文学者

たちが教員となり、その恋愛至上为義的な雰囲気は他のポチサュンシキーラと一線を画し

ていたともいえる。カヨシテ教の信仰は生徒に強要せず、生徒らが日曜日に通う教会の選

抛も自由だったよう だ
（１３）

。 

もちろん、美禰子が教育を受けたポチサュン系女学校を特定することはできない。しか

し、ポチサュンシキーラ出身とおぼしき美禰子というバルアンを、当時の読者たちが、ど

のようなアミーザでもってとらえていたかということを明らかにしておきたいのである。  

 

 

５．ポチサュンシキーラとは  

 

 そもそもポチサュン・シキーラとはどのようなものだったのだろうか。  

開国と同時に日末に渡ってきた宣教師達は、「日末人がカヨシテ教を敵対視していること

から、学校を興し英語を教えることを有益な伝道手段と考 え
（１４）

」布教の一つとして、自宅

で英語を教えるようになった。  

そんな宣教師の家塾が発端となったカヨシテ教为義の女学校として、明治３年（１８７

０）東京築地にＡ六番女学校が、９年（１８７６）にはビゥヨシ和英女学校が開校される。

その後、青山女学院、立教女学院、東洋英和女学校、などカヨシテ教为義女学校は次々と

開設され、そのほとんどは米国フルツシソンテ系であった。ォテヨチキは、学校設立より

も孤児院、貧民施療所などの慈善活動に重きを置いていたようで、学校教育の現場に携わ

るようになったのは、フルツシソンテ系よりも比較的後のことにな る
（１５）

。 

ォテヨチキ系の「神父たちは、当時フルツシソンテが国内至るところに設けつつあった  

ような大きな学校を設立するというようなこと」は考えておらず、「最初まず孤児院、病院、  

養老院、貧民施療所から」活動を始めたのであ る
（１６）

。 

 このことから、三四郎が美禰子に「加徒力の連想」（八の亓）を感じるものの、美禰子が

ォセヨチキ系の女学校の出身であるという可能性は極めて低いことが伺える。仮に三四郎

の「加徒力の連想」があたっていたとするならば、美禰子は、女学校以外の場所で、ォセ

ヨチキの信仰に触れる機会があったということになろう。  
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６．ポチサュン系女学生または女学生（あがり）への風当たり  

 

明治政府の欧化政策に沿って、西洋の文化を学ぶことが出来るポチサュンシキーラは人

気を博する。「欧化」が「ウカゼタチキな貴族的雰囲気として受けとられる傾向にあったか

ら欧米の雰囲気をそのままに伝えるカヨシテ教为義女学校は人気を集め た
（１７）

。」 

それは、宣教師たちから英語を習い、西洋風のボトーや習慣を身につけ、エラオンやヒ

゠ヌ、ヴゟアエヨンなどの西洋楽器を習得するネアォョ文化の発信源ともなった。  

 『三四郎』の連載より１年前にあたる明治４０年（１９０７）９月雑誌『新小説』に発

表された田山花袋『蒲団』は、明治４０年代の女学生を描いている。バルアン芳子は、基

督教信者である両親の元に育ち、神戸女学院に入学し、そこでポチサュンシキーラ式の「ネ

アォョな女学校生活」を送った後、上京してくる。そんな芳子は  

 

学校に附属した教会、其処で祈祷の尊いこと、キヨシボシの晩の面白いこと、理想を

養ふといふことの味をも知つて、人間の卑しいことを隠して美しいことを標榜すると

いふ群の仲間となつた。 

（中略） 

美しいこと、理想を養ふこと、虚栄心の高いこと――かういふ傾向をいつとなしに受

けて、芳子は明治の女学生の長所と短所とを遺憾なく備へて居 た
（１８）

。 

 

と書かれており、カヨシテ教の信仰そのものよりも、むしろ教会や祈祷、キヨシボシとい

ったものが持つ美的な雰囲気を感受していたことが分かる。ここで「明治の女学生の長所

と短所」として挙げられる「美しいこと」「理想を養ふこと」、「虚栄心の高いこと」は、当

時のポチサュンシキーラ出の女学生のアミーザを端的に言い表したものだといえるだろう。 

明治１０年代に発展したポチサュンシキーラだが、２０年代に入り、政府の流れが欧化  

为義から国家为義に変わると、ポチサュンシキーラを取り巻く状況は一転し、批判に曝さ

れるようになる。  

明治２３年（１８９０）に教育勅語が発布されるが、翌明治２４年（１８９１）内村鑑

三の不敬事件により、カヨシテ教信者は天皇を拝まない「非国民」であるというアミーザ

がミヅァ゠によって作られる。明治３２年（１８９９）には、「高等女学校令 訓令十二号」
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が出された。  

 

   一般ヌ教育ヲサツ宗教ヌ外ド特立スサマラネ学政上最ム必要テシ。依ツ公立学校及

学科課程ド関サ法令ヌ規定゠ラ学校ド於ツネ課程外ソラテム宗教上ヌ教育ヲ施サ又

ネ宗教上ヌ儀式ヲ行ネサマラブォョシ  

 

この「高等女学校令 訓令十二号」によって、宗教教育や宗教儀式を行う学校は高等女  

学校の認可を得られず、各種学校扱いになってしまう。国の定める高等女学校となるには、  

宗教の授業やポコなどを行うことは止めなければならなかった。これは、ポチサュンシキ

ーラを教育の場から事実上閉め出そうとする動きであった。  

さらに、ポチサュンシキーラへの批判のまなざしは、そこへ通う女学生たちにも向けら  

れた。「新聞、雑誌には、ポチサュン・シキーラでは男女交際を奨励して生徒の間に花柳病

が蔓延しているとか、教会の中で男女が手を握り合っているなどの記事が盛んに書きたて

られ た
（１９）

」のである。  

 明治２２年（１８８９）６月１９日に、千葉の『東海新報』が「豈独り高等女学校のみ

ならんや」と題する記事を書き、その内容は「神聖なる耶蘇教会堂を以て私通野合の密会

所となせり」「末郷の済世学舎の女生徒は重に其男生徒と通じ懐妅して帰国したる者尐から

ず」「耶蘇基督を信ずるよりは寧そ情夫情婦に会合せん為め佳人才子を得ん為に参集する人

多きを見るなるべし」といった捏造記事であった。ところが、その記事を大阪の『東雲新

聞』や名古屋の『金城新報』が全文転載したために、騒ぎは全国的に広がってしまった。  

桜五女学校・明治女学校・東洋英和女学校校長が連名で『東海新報』を告訴し、『東海新報』

は後日訂正文を出したが、この捏造記事は、コンビョンサシケ在住の日末人間で発行して

いる『十九世紀』という小新聞にまで転載されていることが判明し た
（２０）

。 

このように噂が噂を呼び起こすような形で、ポチサュン・シキーラの女学生達は、ボシ  

ミヅァ゠から攻撃を受けたのである。  

 

 

７．「生意気」な女学生  

 

世の中の流れが、欧化为義から国粋为義へと転換した明治２０年代、女子の高等教育は  
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無用のものとする風潮が出来るにつれて、女学生に対する非難が高まってくる。「西洋かぶ

れ」の女学生たちは「生意気」「お転婆」と揶揄されるようになってくる。「この二つの言

葉は、明治時代の女学生を形容するのに最も多く使用される」言葉であ る
（２１）

。そんな中、

明治２３年（１８９０）『女学雑誌』第２４１号の中で、中島とし子が「生意気論」という

反論を書いている。とし子は、以下のような態度が世間には「生意気」と映るのかと問い

かけている。  

  

・（縁日店の猿が果実に対してのように）お辞儀をせざる  

・無造作な束髪  

・人の物問うとき筓の濁らざる  

・疑はしき事あれば問ふに躊躇せざる  

・会合等に無遠慮に出掛る 

・友人同志の相訪問する屡々なる  

・漢語英語交りに談話する  

・女権拡張説を唱ふ  

・上について文を綴る  

 

そして、このような態度が「生意気」とうつるのは、世間が女学生を最初から「生意気  

なりと為る眼」を以て見るから「生意気」に見えるだけであると論じている。  

最後の２つ「女権拡張説を唱ふ」「上について文を綴る」ということは、『三四郎』の美  

禰子にはないが、美禰子の行動も、女学生（および女学生あがり）は、生意気であるとい

う目をもってすれば、世間から「生意気」だという非難を浴びかねない行動である。  

事実、目上の者である広田先生を菊人形に誘う時も「ぢや先生も入らつしやい」と軽口を  

叩き、画家の原田に対しても  

 

  原口さんは洋行する時には大変な気込で、わざ／＼鰹節を買ひ込んで、是で巴理の

下宿に籠城するなんて大威張だつたが、巴理へ着くや否や、忽ち豹変したさうです ね
（２２）

 

（七の亓） 

 

とからかうことは、「生意気」だと捉えることも出来る。与次郎と話す時でも  
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  言葉に尐しも淀がない。しかも緩くり落付いてゐる。殆んど与次郎の顔を見ない位で

ある。三四郎は敬朋し た
（２３）

。（四の十亓）  

 

とその言葉の淀みの無さ、堂々たる応対ぶりに、三四郎も舌を巻いているが、美禰子は、  

相手が年長者や男性であろうとも、はにかまず、はっきりと物を言い、語尾を濁らせるよ

うなことはしない。  

 

「まだ御移りにならないんで御座いますか」女の言葉は明確してゐる。普通の様に後を

濁さな い
（２４）

。（四の十）  

 

 三四郎と二人で話すときは、積極的に会話のアドサ゠タピをとり、「迷子の英訳を知つて  

入らしつて」と「 迷
シテリ

へる
ア

子
サーフ

」（亓の十）という言葉を教える。  

 

 迷
シテリ

へる
ア

子
サーフ

といふ言葉は解つた様でもある。又解らない様でもある。解る解らない

は此の言葉の意味よりも、寧ろ此言葉を使つた女の意味である。三四郎はいたづらに

女の顔を眺めて黙つてゐた。  

「私そんなに生意気に見えます か
（２５）

」（亓の十）  

 

 これは三四郎が気の利いた言葉をとっさに言えなくて沈黙してしまったことを、美禰子  

は三四郎が気を悪くしたのではないかと思って「私そんなに生意気に見えますか」と聞い  

ているのである。この「生意気」という言葉は、帝国大学学生である男性に「迷子の英訳」 

を教えるという行為自体を差すものでもあるし、この前に、野々宮と空中飛行機の話を丁々  

発止と戦わせた行為を思い出してのこともあるだろう。  

 「生意気」という言葉は、女学生達への批判が強まった明治３０年代後半から新聞、雑  

誌で、女学生または女学生あがりを形容する言葉として広がっていった。  

殊に、ポチサュンシキーラの卒業生とおぼしき美禰子は、「女学生」と「ポチサュンシキ  

ーラ」という二重の意味で、当時の人々から「生意気」と批判されかねない女性として描

かれているのである。  
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８．聖書の言葉をつぶやく女  

 

「会堂
タメータ

」から出てきた美禰子に、三四郎は三十円を返し、「結婚なさるさうですね」と

言う。美禰子は「聞き取れない位な声」で聖書の言葉をつぶやく。  

 

「われは我が愆を知る。我が罪は常に我が前にあ り
（２６）

」（十二の七）  

 

 ここで美禰子が語る「罪」とは何を指すのか。三四郎を誘惑してしまったことへの「罪」

の意識なのか、愛のない結婚を選んだことが「罪」なのか、さまざまな解釈の可能性を残

したまま二人は別れる。 

漱石が、明治４０（１９０７）年４１（１９０８）年頃に書いたと思われる断片「Woman

ﾉ art」には、次のような言葉が書かれている。 

 

  × Her motive ; purely egoistic love, no sense of justice.professes herself a devout 

Christian.  says everything is God’s will, and half believes it. mixes up her will 

and God’s will.（２７） 

 

この断片から考えると、美禰子がつぶやく聖書の言葉には、その言葉の意味よりも、聖

書の言葉をつぶやくという行為そのものに意味がある。聖書の中の言葉を意味ありげにつ

ぶやくことは、それまで繰り返されてきた思わせぶりな発言や行動と同じで、美禰子にと

って無意識に出てしまう「art」なのである。 

美禰子を描くきっかけとなった女性平塚らいてうは、禅寺に通う女性であり、新聞にも

らいてうのことは「禅学令嬢」とあ る
（２８）

。座禅をし、見性を与えられた女性であることは、

森田草平からも聞いていたはずだ。  

では、なぜ、漱石は美禰子を「会堂」に通う女性としたのか。  

漱石は自身が禅に傾倒しているため、あえて禅をするバルアンとしなかったとも考えら  

れる。漱石自身が、振る舞いに納得のいかない女性を描くためには、禅ではない宗教、寧

ろ最も東洋的なものから離れたカヨシテ教を信仰していることにしたのではないか。言い

換えれば、漱石は、美禰子の生き方を肯定していないため、キヨシタメンとすることで、
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自身に納得がいかない女性を描くことができたともいえる。それも、真性のキヨシタメン

ではなく、「professes herself a devout Christian.」であるなら、なおさらであろう。  

 以上、第一章から第四章にかけては、明治４０年代の「東京帝国大学」や、それを中心 

とした若者たち（三四郎、与次郎、よし子、美禰子）について考察したが、第亓章からは、 

『三四郎』に描かれた風俗描写と、風俗描写に込められた漱石の文芸感について検証した 

い。 
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第亓章 演劇から見る明治  ――『三四郎』の中の「演芸会」―― 

 

１．「文芸協会」の「演芸会」とは  

 

『三四郎』の中で、文芸協会の演芸会の名前が出るのは、明治４１年（１９０８）１１

月１０日『東京朝日新聞』掲載の、野々宮よし子が兄宗助に向かって言う  

 

「美禰子さんがね、兄さんに文芸協会の演芸会に連れて行つて頂戴つ て
（１）

」 

（九の七） 

 

からである。その後、与次郎が演芸会の切符を売り回っている様子（十一の一）や、三四

郎が広田先生を演芸会に誘うところ（十二の一）などで、文芸協会の演芸会の名は度々と

りあげられる。  

この文芸協会の演芸会とは、『三四郎』掲載の約一年前である明治４０年（１９０７）１

１月２２日から２５日にかけて、東京末郷座において上演された文芸協会の第二回公演の

ことを指している。  

明治４１年１２月１日掲載（十二の二）と１２月２日掲載（十二の三）の二回は、それ

ぞれ、末郷座での公演の演目である「大極殿」と「ネマリチテ」について詳しく描写され

ている。 

 『三四郎』に描かれる文芸協会の演芸会とは実際どのようなものだったのであろうか。  

その前に、母体である文芸協会について簡卖に説明する。  

演劇改良運動のさなか、明治２３年（１９８０）頃、坪内逍遙（１８５９～１９３５）

は、早稲田専門学校（早稲田大学の前身）の学生達を中心に、脚末の朗読指導を始める。

逍遙に師事した土肣春曙、水口薇陽、東儀鉄笛らを中心に、脚末朗読法の研究会が続けら

れ、その研究会は、明治３８年（１９０５）「易風会」となる。新しい演劇運動をとはやる

「易風会」の同人達を逍遙はなだめていたが、島村抱月が帰朝すると、翌明治３９年（１

９０６）、「易風会」は解消され、「文芸協会」が設立される。その設立は、逍遙の自重論を

押し切る形であったが、同年１１月東京歌舞伎座にて文芸協会第一回公演が開催される。

内容は逍遙訳「プドシの商人」、逍遙作「桐一葉」、逍遙作・東儀鉄笛作曲歌劇「常闇」で
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あった。 

 

２．文芸協会第二回公演 

 

明治４０年（１９０７）１１月２２日から２５日にかけて、東京末郷座において、文芸

協会の第二回公演が行われた。これが、『三四郎』で描かれている「文芸協会の演芸会」で

ある。 

公演の内容は、杉谷代水作「大極殿」三場、坪内逍遙訳「ネマリチテ」亓幕八場、坪内

逍遙作「新曲浦島」前曲と第四段、の三演目であった。  

 

 

 

 

フルギョマ、配役は次の通りである。  

 

◆「大極殿」  

第一段 法隆寺門前の場 

第二段 同末堂の場 

第三段 猿沢池畔の場  

 

配役―――坂の大江（久保田金僊）  

文芸協会第二回公演の様子  （早稲田大学演劇博物館所蔵） 
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蘇我の大臣入鹿（東儀鉄笛）  

中臣の連鎌子（水口薇陽）  

日向の身狭（松湖）  

坂の大江の舎人隼人（佐々素影）  

入鹿の力士錦織の赤猪（広田虚舟）  

石川麿の娘桜五姫（梅子）  

侍女かほ鳥（旭水）  

（田中栄三『明治大正新劇史資料』１９６４年１２月 演芸出版社 p.81 より） 

 

◆「ネマリチテ」  

第一幕第一場  丁抹国王城露台   （原作第一幕第四場）  

   第二場  同  露台の他の一部（同    第亓場） 

第二幕第一場  城内の一室       （第三幕第一場）  

   第二場  同            （同 第二場） 

   第三場  同            （同 第三場） 

第三幕  王妃の居間           （同 第四場） 

第四幕  城内の一室          （第四幕第亓場）  

大詰   復讐の場               （大詰） 

 

配役―――丁抹国王キルーヅァ゠シ（大鳥居古城）、  

王子ネマリチテ（土肣春曙）、  

先王の亡霊（広田虚舟）、 

侍従長ホルドモシ（東儀鉄笛）、  

ネマリチテの親友ベリーサュ（水口松湖）、  

ホルドモシの一子リモラタージ（佐々素影）、  

劇中の王（久保田金遷）、 

同悪漢（佐々素影）、  

王妃オ゠ヂラーデ（水口薔陽）、  

ホルドモシの娘ヲビァヨモ（伊藤梅子）  

（河竹登志夫『日末のネマリチテ』１９７２年１０月３１日 单窓社 p.274 より） 
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◆「新曲浦島」  

前曲 

第四段 

 

役割―――浦島太郎（久保田金僊）  

尐女後に乙姫（久保田茘支）  

 杵屋六左衛門、杵屋勘亓郎作曲。  

 藤間勘右衛門振付。  

唄 芳村伊十郎、岡安喜代八。  

三味線 杵屋六左衛門、杵屋勘亓郎。  

囃子  望月太左衛門連中。  

（田中栄三『明治大正新劇史資料』１９６４年１２月 演芸出版社 p.82 より） 

 

 この文芸協会の第二回公演の構成について、河竹繁俊氏が、「後の新劇の祖をなした「ネ

マリチテ」と、雅劇と浦島という改善された伝統芸能とが混淆されていた。この態度は和・

漢・洋を打って一丸とした明治初年の文化を代表する逍遙の志向を反映したものであった」

ことを述べてい る
（２）

。 

新しい演劇運動を興そうと考えた結果、「和・漢・洋を打って一丸と」する。それこそが、

東洋的なものと西洋的なものが対立しながらも混ざり合っていた、明治という時代性を現

しているともいえよう。 

 「大極殿」について、『三四郎』では、次のように描かれている。  

 

舞台ではもう始まつてゐる。出て来る人物が、みんな冠を被つて、沓を穿いて居た。

そこへ長い輿を担いで来た。それを舞台の真中で留めたものがある。輿を卸すと、中

から又一人あらはれた。其男が刀を抚いて、輿を突き返したのと斬合を始めた。―――

三四郎には何の事か丸で分らない。尤も与次郎から梗概を聞いた事はある。けれども

好加減に聞いてゐた。見れば分るだらうと考へて、うん成程と云つてゐた。所が見れ

ば毫も其意を得ない。三四郎の記憶にはたゞ入鹿の大臣といふ名前が残つてゐる。三

四郎はどれが入鹿だらうかと考へた。それは到底見込が付かない。そこで舞台全体を
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入鹿の積で眺めてゐ た
（３）

。 (十二の二) 

 

 舞台には「長い輿」が登場し、輿を留めた人物と輿の中から出てきた人物が「斬合を始

め」る。台詞の中には「入鹿の大臣といふ名前」が出てくることから、これは「大極殿」

の第一段の「法隆寺門前の場」と思われ る
（４）

。 

ところが、三四郎には、この「大極殿」の内容がさっぱり分からない。「与次郎から梗概

を聞いた事はある」ので、劇の内容が、大化の改新を扱ったものであるということは前も

って分かっていたはずである。詳細は「見れば分るだらう」と思っていたのだが、劇を見

ても「毫も其意を得ない」のである。その上、登場する役の中で「どれが入鹿」なのかも

「見込が付かない」。 

三四郎は、内容が分からないながらも、舞台を見続ける。第二段「同末堂の場」、第三段

「猿沢池畔の場」と続けて見たことになる。  

すると、 

 

 冠でも、沓でも、筒袖の衣朋でも、使ふ言葉でも、何となく入鹿臭くなつて来 た
（５）

。 

（十二の二） 

 

 登場人物たちの衣装や言葉全てが、「入鹿臭く」なってしまう。これでは、俳優たちの役

がごちゃ混ぜになっている状態であり、誰が誰の役なのか全く区別が付いていないことに

なる。 
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三四郎はたゞ入鹿ぢみた心持を持つてゐる丈である。芝居を見るには夫で沢山だと

考へて、唐めいた装束や背景を眺めてゐた。然し筊はちつとも解らなかつた。其うち

幕になつ た
（６）

。（十二の二） 

 

ここで「大極殿」は幕を閉じるのだが、見ていた三四郎には最後まで「筊はちつとも解

らなかつた」のである。 

実際に文芸協会の演芸会を観た者の多数は、三四郎と同じように、「大極殿」は「何の事

か丸で分らな」かったのだろうか。 

 当時の劇評を見ると、『読売新聞』で岩野泡鳴が次のような感想を述べている。 

 

「文界私議」 

   一番目の『大極殿』は、今回出しただけで見れば、その組織に於て、一大欠点があ

る。それは、出役者が入れ代り、立ち代り出て来て、たゞ思ひ／＼の独白を聴かせる

様な感じを与へることだ。その独白がたゞ劇の筊を行る唯一の手段になつて居るかの

傾向が見える。最も拙な行き方であ る
（７）

。 

 

そこでは、「出役者が入れ代り、立ち代り出て」来るとあるので、三四郎が、「どれが入

鹿」なのか「見込が付かな」かったのも無理はなかったのであろう。 

さらに、役者達の「独白がたゞ劇の筊を行る唯一の手段」とあっては、誰が何を演じて

いるのか理解できなければ、その内容をつかむことは容易ではなかったと思われる。 

蘇我入鹿役の東儀鉄笛  

蘇我入鹿はこのような衣装であったことが分かる。  

（早稲田大学演劇博物館所蔵）  
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『萬朝報』では、松五松葉が 

 

「文芸協会の試演」 

  『大極殿』では稍失望した、之れは「作者が専ら台詞の上に新様式を試みたるもの」

だと云ふが脚末の面では台詞がたゞ雅言ぶりに出来てると云ふだけで音韻語律に特別

の扱ひが有る訳でも無いから之を台詞の上に浮げて新様の響きを発せしめんとするは

無理でも有るまいが適当な手段ではな い
（８）

。 

 

と述べており、台詞が雅語だというほかは、それほど目新しさはなかったようである。 

 

『帝国文学』でも、 

 

  古代の朋装や言葉を再現し来るて、吾人を千幾年前のなつかしい世に導かうとするの

が此種の劇の目的とすれば、今度の演劇は明らかに失敗してゐ る
（９）

。 

 

  さて出演者中の第一の出来はいふまでもなく鉄笛の入鹿である。態度に充分の落ちつ

きがあり、言葉にどつさりと重味があつて、入鹿大臣の人格が遺憾なくあらはれたと

いつてよい。（中略）唯この人の出るのは、ほんの第二場目で、末堂の中から、身狭

をおどしつける所だけであつたために、その真技量を遺憾なく発揮することが出来な

かつたのは、末人に取つても頗る不利の位置に立つたといふべく、見物人に取つても

亦甚だ残念なことであつ た
（１０）

。 

 

とあり、蘇我入鹿役の東儀鉄笛の出来がよかったものの、その鉄笛の出る場面が尐なかっ

たために、全体の出来としては、あまりよくなかったようである。  

 

 

３．文芸協会のネマリチテ  

 

 三つの演目の中で話題になったのは、上演時間の長さからいっても、観衆の期待からい
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っても、やはり「ネマリチテ」であった。それまで日末で上演された「ネマリチテ」は、

時代を日末に移し、名前も日末風に変えた翻案劇であったのに対して、この演芸会第二回

公演の「ネマリチテ」は、日末で初めての「ネマリチテ」の翻訳劇であった。それは、今

まで上演されてき た
（１１）

翻案劇の「ネマリチテ」と違い、河竹登志夫氏曰く「はじめてネマ

リチテを「ネマリチテ」と呼び、エビァヨ゠を「エビァヨ゠」と呼んだ歴史 的
（１２）

」な出来

事であった。  

では、漱石は、この末郷座での演芸会を実際に観たのであろうか。  

明治４０年（１９０７）１１月１８日付 高浜虚子宛ネオカに  

 

  私は廿二日入場の文芸協会の演芸会の特等の招待券をもらひました。（壱円亓十銭）

あなたはもらひませんか。もし行くなら一所に行きませう。一人ならそんなに行き度

もな い
（１３）

 

 

と書いているので、文芸協会から、１１月２２日の招待券は貰っていたようだ。ところ  

が高浜虚子には招待券が届いていなかったよう で
（１４）

、漱石は「一人ならそんなに行き度も

ない」とこぼしていながらも、２２日の公演を観に行ったのではないかと推測できる。  

荒正人氏は『増補改訂 漱石研究年表』の中で 

 

『大極殿』（三場）・『ネマリチテ』（亓幕八場）・『新曲浦島』（一幕）が公演される。

どれを見たか不明であるが、『ネマリチテ』は見たらしい。（『三四郎』からの推 定
（１５）

） 

 

と『三四郎』での「ネマリチテ」の詳しい記述から、この公演を観たであろうと推定して

いるが、証拠づける資料はいまのところ見つかっていない。ただ、『三四郎』では、「ネマ

リチテ」だけではなく、先ほどあげた「大極殿」の描写も詳細に描かれているので、漱石

は「ネマリチテ」だけではなく「大極殿」も観たのではないかと思われる。  

さらに『三四郎』では「ネマリチテ」を次のように詳しく描写している。  

 

  其うち幕が開いて、ネマリヂテが始つた。三四郎は広田先生のうちで西洋の何とかい 

ふ名優の扮したネマリヂテの写真を見た事がある。今三四郎の眼の前にあらはれたネ

マリヂテは、是と略同様の朋装をしてゐる。朋装ばかりではない。顔迄似てゐる。両
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方共八の字を寄せてゐ る
（１６）

。（十二の三）  

 

仁木久恵氏は、「写真を見ると土肣の扮するネマリチテの衣装は、有名なネマリチテ役者

と呼ばれたブンヨー・゠ーヴァンギ（Henry Irving）の衣装に似ている。黒い衣装、首に

ぶらさげた首飾り、そして腰のノンデ風のやや幅広の鎖までそのままであ る
（１７）

。」と述べ

ている。 

 

 

ブンヨー・゠ーヴァンギのネマリチテとウリン・ツヨーのエビァーヨ゠  

（Austen Prefeton,The life of Henry Irving.Vol.1.longmans.Green,1908.）  

 

確かに『歌舞伎』９２号に掲載されている文芸協会のネマリチテの写真を見ると、白い

襟に、黒いボンテのような衣装、腰に飾られた鎖など、衣装は西洋の俳優のものと遜色な

いような出で立ちである。  
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「大極殿」の猿沢池畔及び「ネマリチテ」の露台の場  

（『歌舞伎』９２号 １９０７年１２月 歌舞伎発行所） 

 

公演に使われた台末の土台となったのは、坪内逍遙が翻 訳
（１８）

し、明治４０年（１９０７）

６月から１０月の『早稲田文学』十九号から二十三号で連載した『ネマリチテ』である。 

 その「ネマリチテ」劇の台詞について、『三四郎』では次のように書かれている。  

 

  其の代り台詞は日末語である。西洋語を日末語に訳した日末語である。口調には抑

揚がある。節奏もある。ある所は能弁過ぎると思はれる位流暢に出る。文章も立派であ

る。それでゐて、気が乗らな い
（１９）

。（十二の三）  

 

 「抑揚がある」口調、「流暢」な台詞廻しは、坪内逍遙の朗読指導のたまものといって  

よいだろう。逍遙が翻訳した「文章も立派」である。  

 ところが、「それでゐて、気が乗らない。」のである。  

 

三四郎はネマリヂテがもう尐し日末人じみた事を云つて呉れゝば好いと思つた。御母

さん、それぢや御父さんに済まないぢやありませんかと云ひさうな所で、急に゠ホル

抔引合に出して、呑気に遣つて仕舞ふ。それでゐて顔付は親子とも泣き出しさうであ
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る。然し三四郎は此矛盾をたゞ朧気に感じたのみである。決して詰らないと思ひ切る

程の勇気は出なかつ た
（２０）

。（十二の三）  

 

三四郎には「詰らないと思ひ切る程の勇気」は無くとも、語り手には、「詰まらない」

と言い切れるものがあったようである。この語り手の意見は、そのまま作者漱石の意見と

考えても良いだろう。  

 この場面に当たる台詞は、逍遙訳『ネマリヂテ』の第三幕第四場である。  

 

公 「これごらんぜよ、此絵姿と此肖像、血を分つたる兄弟ながら御覧ぜよ、此君の

おん顔ばせの気高さ、立派さ。太陽
ネアヒヨ

神
エン

の 縮
ちぢれ

髪
がみ

ダューヴの神の高額
たかびたい

、軍神
ボ ー ジ

に似たる

御眼光
おんまなざし

には三軍 戦
おのの

き朋すべく、端然たる立姿は、彼の 使
つかい

神
がみ

ボ゠カヤヨーが雲に沖
ひい

る

高峯
たかみね

に降立
お り た

たすらん御風情
お ん ふ ぜ い

。あつぱれ人間の鑑ぞと八百万の神々の極めを附けさせ

たまひつる、これこそ前の 御 夫
おんつれあひ

。（２１） 

 

『三四郎』の中では「゠ホル抔引合に出して」とあるが、逍遙の翻訳では「゠ホル」で

はなく「太陽神（ネアヒヨエン）」となっている。私が見た限り、逍遙訳以外の「ネマリチ

テ」の翻訳では、この場面は「ネアヒヨエン」ではなく「゠ホル」となっており、漱石が

この文芸協会第二回演芸大会の「ネマリチテ」を観たとするならば、『三四郎』の中でなぜ

逍遙の訳である「ネアヒヨエン」とせず、従来通りの「゠ホル」としたのか。漱石の記憶

違いなのか、理由があって従来の訳の「゠ホル」としたのかは分からない。  

 引き続いて、『三四郎』末文では、原作の第三幕第一場にあたる場面が描かれている。  

 

従つて、ネマリヂテに飽きた時は、美禰子の方を見てゐた。美禰子が人の影に隠

れて見えなくなる時は、ネマリヂテを見てゐた。  

 ネマリヂテがエビゥヨモに向つて、尼寺へ行け尼寺へ行けと云ふ所へ来た時、三

四郎は不図広田先生の事を考へ出した。広田先生は云つた。――ネマリヂテの様な

ものに結婚が出来るか。―――成程末で読むと左うらしい。けれども、芝居では結

婚しても好ささうである。能く思案して見ると、尼寺へ行けとの云ひ方が悪いのだ

らう。其証拠には尼寺へ行けと云はれたエビゥヨモが些とも気の每にならな い
（２２）

。

（十二の三） 



 
68 

 

この「尼寺へ行け」に該当する場面は、逍遙訳の次の場面に該当するだろう。 

 

ネマ 「な、尼寺へおゆきやれ。なんで罪作りの人間をば鞠ひ育てうとはおしやるぞ。

かういふ予
わし

などは、随分ともに正直な生れなれども、母御が生んでたまはらなんだらば

と、身を怨めしう思ふほどに高慢で、執念深うて、名誉心が激しうて、自身で許しだに

したならば、すぐにも色々の悪事をばしかねぬ、只それを整へる工夫とそれに形を附け

る想像とそれを実行する時と場合とが無いばかりぢや。天地の間に匍匐
はひまは

る予
よ

の如きもの

が何事をかせうぞい。凡そ人間は、只の一人として甚
いか

い悪漢
わるもの

でない者は無いわい。誰一

人をも頼みにすまいぞ。尼寺へはひつてしまや。父御
て ゝ ご

は何処許
ど こ も と

におりや る
（２３）

。 

 

ところが、劇の構成では、この場面は「゠ホル」（または「ネアヒヨエン」）の場面より

前である。漱石があえて「ネマリチテ」劇の進行に逆らって、この場面を後に持ってきた

のは、「ネマリヂテに飽きた時は、美禰子の方を見てゐた。美禰子が人の影に隠れて見えな

くなる時は、ネマリヂテを見てゐた」の後に「尼寺へ行け」の場面が来ることによって、

エビゥヨ゠と美禰子が二重写しになる効果を狙ってのことではなかろうか。  

さらに、実際の逍遙の翻訳では「尼寺へ行け尼寺へ行け」とは訳されていない。逍遙の

訳では、「な、尼寺へおゆきやれ。」「尼寺へはひつてしまや。」「はて、尼寺へはひつてしま

や。」「尼になりや、尼に。」とまるで歌舞伎か浄瑠璃の台詞のように書かれており、漱石が

描いている「尼寺へ行け尼寺へ行け」とは違っている。「゠ホル抔引合に出して」の部分と

同じように、この部分も、漱石の思い違いか、それとも意図があるのだろうか。  

逍遙の翻訳を読むと、七亓調で、やや古めかしい感じがする。このネマリチテの台詞に

ついて、上演当時の劇評でも、やはり同じようなことが言われていた。  

 明治４０年（１９０７）１３巻１２号の『帝国文学』では、  

 

全体として見ると余り感朋は出来ない。どうも劇其ものに同化することが出来難い。

卖に面影を伝へると云つても、原作はあれほど深い物であり、既にあれほど訳しこな

してあるのだから、もう尐し吾々の胸に入りさうなものだと思はれる。（中略）俗に

砕けた、例へば「ぢやわい」「くりやれ」「おしやるな」等の狂言口調が余り煩はしく

聞こえた。この調と「何々すべう思ひつるに」なぞと入れ雑つて木に竹の観をなした
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とも屡々あつ た
（２４）

。 

 

余りに言葉がむずかしくて、唯聞いて居たばかりでは意味不明な箇所が随分あつて、

そのために痛切な感じを観者に与へかねはせぬかと疑はれることである。それから

「なさしめ」などいふ能狂言から来たらしい言語づかひがひどく耳についた。（中略）

訳文は名文に相違ないが、文字が華麗である上に調子が軽妙だから、どうも聴衆の感

情を刺激することがよわいとおも ふ
（２５）

。 

 

又是は小さな事だが、旧劇がゝつた語尾の言廻しが妙に際立つて聞こえた。例へば

「何々しやうぞよ」の「ぞよ」が耳立つて響いたので、自分から近い処に居た芸者連

なぞは「早く帰らうぞよ」と云つて笑ひながら立つて行つ た
（２６）

。 

 

「朝日新聞」では、饗庭篁村が次のように述べている。  

 

併し此ネマリヂテは大作なり名作なるべけれど余りに台詞に意味深過て読みては興

味津々たるも我が舞台に掛けては原作と翻訳とをよく心得たる者ならぬ外は悉く滋

味を呑み込み兹ねる憾あり、……原作研究には金玉の文句一字も疎かになるまじけれ

ど一般看客に示すとならば今後舞台に登るときは尐しく刈り込みの手入を願ひたき

ものな り
（２７）

 

 

やはり、当時の人々からしても、台詞が古風で違和感があり、文章が難解と思われたよ

うだ。漱石が逍遙の訳をそのまま引用しなかった理由は、この逍遙の古風な台詞に対して

納得がいかなかったからとも言える。  

『帝国文学』劇評の、「余り感朋は出来ない」「どうも劇其ものに同化することが出来難

い」や「痛切な感じを観者に与へかねはせぬかと疑はれる」の部分は、『三四郎』末文の「文

章も立派である。それでゐて、気が乗らない」が表すことと同様で、劇評から推測するに、

ほとんどの観客は「ネマリチテ」の劇に、いまいちのめり込むことが出来なかったものと

思われる。 

それでは、実際の演芸会の舞台美術、衣装、俳優たちの様子はどのようなものだったの

だろう。『三四郎』の中で与次郎は次のように語っている。  
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其背景が大したもので、東京にゐる有為の青年画家を悉く引き上げて、悉く応分の

技倆を振はした様な事になる。次に朋装の話をする。其朋装が頭から足の先迄古実づ

くめに出来上つてゐる。次に脚末の話をする。それが、みんな新作で、みんな面白い。

其外幾何でもあ る
（２８）

。（十一の一） 

 

実際の舞台美術については、『都新聞』では  

 

   特に今回は千円の衣装亓百円からの大道具小道具といふ大贅沢とて僅かに三四日の

開演には憎ら し
（２９）

 

 

と衣装に「千円」、大道具小道具は「亓百円から」掛かっていたと報じている。  

 

『帝国文学』では、 

 

まづ第一に驚かれたのは、道具立の立派なことである。中にもその衣装なぞはお手に

入つたもので、殊にネマリヂテのそれの如き、間にあはせのものも尐くないとのこと

わりがあつたにも拘らず、我等の目にはよくもあれ程にそろへられたものだと思はれ

た
（３０）

。 

 

とあり、ここでも「道具立」が「立派」であり、「衣装なぞはお手に入つた」ものだと感朋

している。 

ところが、山岸荷葉は明治４１年（１９０８）『歌舞伎』の中で、 

 

所もあらうに大道具大仕掛にて、これまで目を驚かし抚いたる末郷座にて、この大タ

モタなる道具背景は何たる無様ぞ。（中略）  

道具方もどう穿違へてか、こんなもので『ネマリヂテ』劇が出来ると思ふのは憎し。

（中略） 

されど道具のタモタなるに引替へて、衣装の美はさすがに三越と感朋したるが、誂へ

の為にや、王子を除けては稍その役に適らぬものゝ、多く見られたのは折角と口惜し
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かり き
（３１）

。 

 

と、「大タモタなる道具背景」で、「こんなもので『ネマリヂテ』劇が出来ると思ふのは憎

し」と貶している。 

もっとも荷葉は、明治３６年（１９０３）末郷座で上演された川上音次郎一座の『ネマ

リチテ』の台末を執筆し、「ネマリチテ」の解釈、その翻案、演出に苦心した経験があるの

で、その評価は同じ演劇界の人間だけに辛口ともいえる。それに、明治３６年（１９０３）

末郷座の『ネマリチテ』の舞台装置は、洋画家山末芳翠に依頼したもので、油絵の道具立

に電気照明を用いるという大変立派なものだったので、それと比較すると文芸協会の「ネ

マリチテ」は幾分見务りがしたのかもしれない。  

ただ、衣装については、『帝国文学』『都新聞』と同様に褒めており、「さすがに三越」と

あるところから、三越百貨店に誂えさせていたことが伺える。  

道具類については、『萬朝報』松五松葉も  

 

如彼タモタな道具を幾場も飾るよりは一見『ネマリヂテ』の道具らしいものを尐なく

飾つた方が面白かつたらうと思 ふ
（３２）

 

 

と「如彼タモタな道具」と評しているので、これらの劇評から、衣装は見事だったものの、

それに比べて道具類がややお粗未だった感が否めなかったのだろう。  

ところで、肝心の俳優の演技に関してはどうだったのだろうか、  

 

与次郎は第一に会員の練習に骨を折つてゐる話をする。話通りに聞いてゐると、会

員の多数は、練習の結果として、当日前に役に立たなくなりさう だ
（３３）

。 

（十一の一）  

 

与次郎の話では「会員の練習に骨を折つてゐる」とあるが、実際ネマリチテ役の土肣春

曙と王妃オーテラーデ役の水口薇陽以外の俳優は他にそれぞれ仕事や目的を有する、まっ

たくの素人であり、その練習の苦労は土肣春曙が「ネマリチテ苦心談」で次のように語っ

ている。 
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尤も稽古といつても他に職業のある片手間でやるのだから、毎日はできない。（中略）

仲間の者は例の片手間連ばかりだから、或は差支へを生ずるもの、或は帰国するもの、

旅行するもの、病気するもの、それから其と故障が出て来て、全体が満足に揃つたこ

とは数へるくらいしか無い。これで見ても、職業の片手間にやるのは、仲々の勉強と

熱心とが必要であることを益々切実に感じたのであ る
（３４）

。 

 

坪内逍遙は、新しい演劇を創造するために「なまじ玄人の臭みの滲みこんだ既成俳優に

よらず」全くの素人である「学生や一般人をまず朗読研究から訓練しはじめ」てい た
（３５）

の

である。 

 役のほとんどを、全くの素人たちが演じたこともあって、演技についての評価は散々た

るものだった。『帝国文学』では、  

 

その芸の真に見るに足るのは、鉄笛の入鹿に、春曙のネマリヂテ、これに次いでは薇

陽の王妃位のもので、その他は皆碌々見るに足るものがなかつた為であらう。ある人

はせめて鉄笛、春曙位の芸をもつた人が今二三人も居つたらばと嘆じたが、実際その

感があ る
（３６）

。 

 

と、東儀鉄笛の蘇我入鹿、土肣春曙のネマリチテ、水口薇陽のオーデラーテ位しか、「芸の

真に見るに足る」ものはなく、他の素人の役者たちは見るに堪えられるものではなかった

と言っており、 

『二六新聞』でも、 

 

ネマリヂテ劇は春曙君のネマリヂテ劇でネマリヂテを除いては他の諸氏の役は頗る

振はなかつた、（中略）之れに反して他の諸君の役々は甚だ御気の每ながら極て拙务

なるものでネマリヂテがよく出来過ぎたから、他が悪く見えたのでは決してない、

第一自分が何を演じて居るのかよく呑み込んで舞台に上つたのか何うか、其れすら

頗る疑はしいもの だ
（３７）

 

 

と、土肣春曙のネマリチテ以外の「他の諸氏の役は頗る振はなかつた」ことに触れ、そも

そも彼等が「何を演じて居るのかよく呑み込んで舞台に上つたのか何うか、其れすら頗る
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疑はしい」とまで言っている。  

 『読売新聞』の岩野泡鳴も、  

 

春曙氏を除いては、別にこれと云ふ程の手並みを現はしたものがなかつたのは失望し

た
（３８）

。 

 

と述べ、いずれの劇評も土肣春曙以外の俳優に関しては、軒並み厳しいものであった。 

 「職業の片手間」にやる素人の俳優ゆえ、発声が十分でない者や身のこなしが上手くい

かないものもいたのであろう。『三四郎』では、評論家じみた男達が、次のように話をし始

める。 

 

 幕になる尐し前に、隣りの男が、其又隣りの男に、登場人物の声が、六畳敶で、親

子差向ひの談話の様だ。丸で訓練がないと非難してゐた。そつちの隣りの男は登場人

物の腰が据らない。悉くひょろ／＼してゐると訴へてゐた。二人は登場人物の末名を

みんな暗んじてゐる。三四郎は耳を傾けて二人の談話を聞いてゐた。二人共立派な朋

装をしてゐる。大方有名な人だらうと思つ た
（３９）

。（十二の二） 

 

もっとも、この評論家風の男達の話は、「大極殿」の幕が下りた直後なので、直接的には

「大極殿」の評価と言えよう。しかし「ネマリチテ」の評価でも同様の声があったようで、

『帝国文学』「梨園雑観」の中では  

 

欠点として我等の眼に映つた所は、ある一二の人を除いて、一体に腹に力が入らず、

歩くに足の落ちつきがなく、身のこなしが軽妙でなかつたこと、顔の筊肉がよく動か

ず、ために表情が充分に現はれないことなどであつ た
（４０）

。 

 

と指摘する。  

先に、漱石が文芸協会の第二回演芸会を観たという決定的な証拠はないと述べたが、『三

四郎』の内容と、これらの演劇評は符合するところが多く、漱石は、この文芸協会の第二

回公演を実際に観た可能性は、極めて高いと思われ る
（４１）

。 

この演芸会の四日間に渡る公演は盛況だった。けれども、文芸協会は、この公演で千円
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の赤字を抱えることになる。この後活動は停滞し、明治４２年（１９０９）に組織を改め

て、文芸協会（後期）が発足する。  

 

 

４．漱石と後期文芸協会の「ネマリチテ」  

 

 『三四郎』連載からおよそ三年後、後期文芸協会が、明治４４年（１９１１）５月２０

日から２６日にかけて、第三回公演「ネマリヂテ」全亓幕十二場を、帝国劇場にて上演す

る。 

この時の配役は、キルーヅァ゠シ・墓堀り男（東儀鉄笛）とネマリチテ（土肣春曙）以

外はすべて新人で、エビァヨ゠は松五須摩子が演じた。  

 漱石は、その公演に招待され、５月２２日に観劇する。そして、その演劇評を明治４４

年（１９１１）６月５日、６日付の『東京朝日新聞』「文芸欄」に、上下二回に分けて二日

にわたり「坪内博士と「ネマリヂテ」という題で掲載した。  

この評の最初で、漱石は、  

 

其印象の中には坪内博士にも登場の諸君にも面と向つては云ひ悪い所が大分あるの

で、尐なくとも公演中はと差控えてゐた。今これを公けにするのは、博士の熱心と諸

君の努力に対する余の敬意に、誠実なる内容を与へんとする心苦しき試みに過ぎな

い
（４２）

。 

 

と遠慮がちに述べているが、後に続く批評はかなり厳しいものである。  

そして、その批判は、俳優や舞台に対してではなく、文芸協会の根幹ともいえる坪内逍遙

の台末についての、辛辣な批判であった。  

 

博士が沙翁に対して余りに忠実ならんと試みられたがため、遂に我等観客に対して不

忠実になられたのを深く遺憾に思ふのである。我等の心理上又習慣上要求する言語は

一つも採用の栄を得ずして、片言隻句の未に至るまで、悉く沙翁の云ふが儘に無理な

日末語を製造された結果として、此矛盾に陥たのは如何にも気の每に堪へない。沙翁

劇は其劇の根末性質として、日末語の翻訳を許さぬものである。其翻訳を敢てするの
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は、これを敢てすると同時に、我等日末人を見棄たも同様である。翻訳は差支ないが、

其翻訳を演じて、我等日末人に芸術上の満足を与へやうとするならば、葡萄酒を正宗

と交換したから甘党でも飲めない事はなからうと为張すると等しき不条理を犯すこ

とになる。博士はたゞ忠実なる沙翁の翻訳者として任ずる代りに、公演を断念するか、

又は公演を遂行するために、不忠実なる沙翁の翻案者となるか、二つのうち一つを選

ぶべきであつ た
（４３）

。 

 

 漱石は、逍遙が「沙翁に対して余りに忠実ならんと試みられたがため」に「悉く沙翁の

云ふが儘に無理な日末語を製造された」結果、『ネマリチテ』劇の味わいが損なわれたとい

い、逍遙に「忠実なる沙翁の翻訳者」となって「公演を断念するか」、「公演を遂行するた

めに、不忠実なる沙翁の翻案者となるか」とまで迫る。  

 漱石が述べていることは、さきほどから取り上げている『三四郎』末文の中で、三四郎

が感じた 

 

 其の代り台詞は日末語である。西洋語を日末語に訳した日末語である。口調には抑

揚がある。節奏もある。ある所は能弁過ぎると思はれる位流暢に出る。文章も立派であ

る。それでゐて、気が乗らない。三四郎はネマリヂテがもう尐し日末人じみた事を云つ

て呉れゝば好いと思つた。（中略）  

然し三四郎は此矛盾をたゞ朧気に感じたのみである。決して詰らないと思ひ切る程の勇

気は出なかつ た
（４４）

。（十二の三）  

 

ことを一段と掘り下げたものと言える。  

もちろん『三四郎』の「ネマリチテ」は明治４０年（１９０７）の「ネマリチテ」であ

って、漱石が批評したものは明治４４年（１９１１）の「ネマリチテ」である。しかし、

先程述べたように、漱石が実際に、明治４０年（１９０７）の「ネマリチテ」を目にした

とするならば、明治４４年（１９１１）の批評は、そのまま明治４１年（１９０７）の『三

四郎』に描かれているといえよう。  

 三四郎は、「ネマリチテ」を観劇していて「気が乗らない」ながらも、「決して詰らない

と思ひ切る程の勇気は出なかつた。」とある。  

 作者漱石は明治４４年（１９１１）の「ネマリチテ」をこう評している。  
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あの一週間の公演の間に来た何千かの観客に向つて、自分が舞台の裡に吸収せられる

程我を忘れて面白く見物して来たかと聞いたら、左様と断言し得るものは恐らく一人

もなからうと思 ふ
（４５）

。 

 

以上のように『三四郎』末文と、当時の劇評を傍証として検証し、明治４０年（１９０

７）の文芸協会第二回公演がどのようなものだったか、さらに、三年後に上演された「ネ

マリチテ」を観た漱石の劇評から、明治４０年（１９０７）の初演の時点での漱石の、逍

遙訳「ネマリチテ」に対する考えを推定してみた。 

漱石は、明治４０年（１９０７）の文芸協会のネマリチテの舞台の感想を、三四郎とい

う田舎から出てきた青年に「気が乗らない」と感じさせる、という形で、表出している。

それは、演劇の公演としての逍遥訳「ネマリチテ」に対するかなり批判的な批評を、まだ

しっかりした判断力のない三四郎の漠然とした感想という形で、遠回しに言っている、と

見て良いであろう。漱石は、逍遙の「ネマリチテ」の訳業をひとまず立派なものと評価し

ており、「忠実」な翻訳としては認めたが、実際舞台で演じる台末としては、歌舞伎調の

「無理な日末語」のために、サゥアキシヒ゠劇の魅力を大いに損なったと、４０年の初演

の時から感じていたことが推定される。 

漱石は、明治４５年（１９１２）２月の『国民雑誌』「ヌョは生るゝか」の中で、翻訳

劇というものについて、「西洋の芝居を日末で演る事」は「どう考へても無理だと思ふ」

と言い「特に沙翁劇などゝいふものは、彼地の人が味はひ得る様な感じを日末人が得ると

いふ事は到底望めない事」であり、「況して沙翁劇を日末の旧劇風の台詞に訳するなどゝ

いふ事は、僕にはどうにも合点が出来ない事 だ
（４６）

。」と暗に前年の文芸協会の「ネマリチ

テ」を批判している。  

 漱石は西洋文学の末質を知り尽くしていたが為に、西洋の文学を日末という国において

展開させる際の感覙に、人一倍敏感だったといえる。だからこそ、漱石は生涯翻訳をする

ことはなかったのだといえよう。 

 末章では「文芸協会の演芸会」について、当時の劇評と漱石の意見とを比較考察した。

次の章では、「菊人形」から、漱石の文学の創作態度について探っていきたい。 
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第六章 菊人形から見る明治――団子坂の菊人形―― 

 

１．「団子坂の菊人形」 

 

 坂の上から見ると、坂は曲つてゐる。刀の切先の様である。幅は無論狭い。右側の

二階建が左側の高い小屋の前を半分遮ぎつてゐる。其後には又高い幟が何末となく立

ててある。人は急に谷底へ落ち込む様に思はれる。其落ち込むものが、這い上がるも

のと入り乱れて、路一杯に塞がつてゐるから、谷の底にあたる所は幅をつくして異様

に動く。見てゐると眼が疲れるほど不規則に蠢いてゐる。広田先生は此坂の上に立つ

て、 

 「是は大変だ」と、さも帰りたさうである。四人はあとから先生を押す様にして、

谷へ這入つた。其谷が途中からだら／＼と向へ廻り込む所に、右にも左にも、大きな

葭簀掛の小屋を、狭い両側から高く構へたので、空さへ存外窮屈に見える。往来は暗

くなる迄込み合つてゐる。其中で木戸番が出来る丈大きな声を出す。「人間から出る

声ぢやない。菊人形から出る声だ」と広田先生が評した。それ程彼等の声は尋常を離

れてゐ る
（１）

。（亓の六）  

 

 漱石は明治４１年（１９０８）に『三四郎』の中で、団子坂の菊人形をこう描いている。  

明治４０年（１９０７）の臨時創刉『風俗画報』第３７５号に掲載されている、山末松

谷が描いた『新撰東京名所図絵』第 50 編 末郷区之部其 3 や明治３７年（１９０４）頃

の団子坂の菊細工の絵はがきを見ると、坂の両側に菊人形の小屋が建ち並び、幟が何末も

立ち、各小屋の前では呼び込みが引き本を配り、老若男女がそぞろ歩いている様子が伝わ

り、上に挙げている『三四郎』の場面がよく分かる。  
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山末松谷『新撰東京名所図絵』第 50 編 末郷区之部其 3 

（明治四十年（1907）の臨時創刉『風俗画報』第 375 号）  

 

   

 

 

明治３７年（１９０４）頃の団子坂の絵葉書  

石黒敬章氏所蔵  

（文京区ふるさと歴史館 平成 14 年度特別展図録『菊

人形今昔』2003 年 10 月 文京区教育委員会発行より） 
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『三四郎』の中では「見物は概して町家のものである。教育のありさうなものは極めて

尐ない」（亓の六）とあり、団子坂の菊人形には、さまざまな階層の人々が訪れ、中には「随

分下等」（亓の七）な客もいたようだ。  

江戸の町人の文化ともいえる菊人形を、漱石はなぜ『三四郎』の中で登場させ、東京帝

国大学を中心とする「末郷文化圏」の教養ある登場人物たちにそれを見物させたのであろ

うか。 

その背景には、菊人形、そしてそれを形作る菊の花に対して、漱石が持っている特別な

考えがあるのではないか。  

 

 

２．団子坂の菊細工職人 

 

明治８年（１８７５）団子坂で植木屋１１人ほどが集まり、菊細工の人形を見せるよ

うになる。为な植木屋は、  

 

 植惣（うえそう）初代惣太郎は千葉の出身。千駄木の地为・浅五氏のもとで働き、のち  

に浅五姓と土地を譲り受ける。  

         二代目宗次郎、三代目惣太郎。菊人形は明治４３年（１９１０）まで

営業する。 

 種半（たねはん）初代大西半三郎、二代目精三郎、三代目幸蔵。  

植梅とは姻戚関係にある。菊人形の営業は明治４４年（１９１１）  

まで。 

 植梅（うえうめ）初代浅五梅治郎はもと巣鴨の植木屋。寛永元年団子坂に移住。万年青

や盆栽、菊を栽培。二代目梅次郎、三代目定吉。明治４０年頃から「菊

そば」営業。菊人形は明治４２年（１９０９）まで。  

 植重（うえじゅう）浅野浅亓郎は嘉永期からの植梅の職人。植梅・浅五梅治郎から分与  

された土地で明治４３年（１９１０）まで営業。  

 

であっ た
（２）

。 

 三四郎たちは、どこの植木屋に入ったのだろうか。末文では、  
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 一行は左りの小屋へ這入つた。曾我の討入がある。亓郎も十郎も頼朝もみな平等

に菊の着物を着てゐる。だゞし顔や手足は悉く木彫りである。其次は雪が降つてゐ

る。若い女が癪を起してゐる。是も人形の心に、菊を一面に這はせて、花と葉が平

らに隙間なく衣装の恰好となる様に作つたものであ る
（３）

。（亓の六）  

 

と、「曾我の討入」の菊人形の描写があり、菊人形研究家の川五ゆう氏は、『二六新聞』明

治４１年（１９０８）１０月２日にあげられている各植木屋の出し物についての記事から

『三四郎』の「曾我の討入」は植惣のものであると、特定されてい る
（４）

。 

団子坂の菊人形は、江戸時代から有名で、『三四郎』掲載時の明治４１年（１９０７）や、

『三四郎』の小説時間である明治４０年（１９０６）も盛んであり、当時たくさんの新聞

が菊人形の情報を取り上げ、東京の秋の風物詩であったようだ  

 

 

３．『三四郎』の中の菊人形の場面 

 

団子坂の菊人形見物の際、広田先生一行とはぐれた三四郎と美禰子は、二人きりになり、

関係が深まるきっかけとなる。  

美禰子から、「迷
シテ

へる
リアサー

子
フ

」という言葉を聞くのも、この時である。 

団子坂の菊人形に行き、偶然、男女が二人きりになるという場面として、明治２１年（１

８８８）２月に発表された二葉亭四迷の『浮雲』第二編があげられる。『浮雲』では、団子

坂の菊人形に出かけたお勢と母が末田昇に会い、たまたま母が席を外した際、お勢と末田

昇が二人きりになる。  

漱石も、二葉亭の『浮雲』を意識していたかもしれないが、卖に男女が二人きりになる

ための場面や秋の風物詩として、団子坂の菊人形を使っただけではない。ということを論

じていきたい。  

三四郎達が、団子坂の菊人形を見にいくきっかけとなったのが、  

 

  「まあ、どうかしませう。――身長ばかり大きくつて馬鹿だから実に弱る。あれで団
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子坂の菊人形が見たいから、連れて行けなんて云ふんだか ら
（５）

」（四の十七）  

 

と、野々宮が、よし子に「団子坂の菊人形」に「連れて行け」とねだられていることを  

言い出したことが発端である。  

与次郎は、「菊人形は御免だ。菊人形を見る位なら活動写真を見に行きます」（四の十七）

と菊人形見物を断るが、意外にも、広田は、菊人形を弁護する。  

 

 「菊人形は可いよ」と今度は広田先生が云ひ出した。「あれ程に人工的なものは恐らく

外国にもないだらう。人工的によく斯んなものを拵らへたといふ所を見て置く必要が

ある。あれが普通の人間に出来て居たら、恐らく団子坂へ行くものは一人もあるまい。

普通の人間なら、どこの家でも四亓人は必ずゐる。団子坂へ出掛けるには当らな い
（６）

」

（四の十七）  

 

と、広田が菊人形を評価するのである。  

広田は、物語の冒頭で、三四郎に向かって、  

 

まだ富士山を見た事がないでせう。今に見えるから御覧なさい。あれが日末一の名物  

だ。あれより外に自慢するものは何もない。所が其富士山は天然自然に昔からあつた  

ものなんだから仕方がない。我々が拵へたものぢやな い
（７）

（一の八）  

 

と言い、日末が西洋に誇ることができるものは、富士山以外に無く、その富士山でさえ、

日末人が拵えたものではないことを説いていたが、その広田がなぜ、菊人形だけは評価す

るのだろうか。 

そして、技巧を凝らしたものを嫌う傾向にある漱石がなぜ、広田の口を借りて、菊人形

を褒めさせるのか。  

それには、漱石が、東京大学予備門予科三級に在籍していた１９歳の時の作文「菊花偶

観記」がバンテになるだろう。  
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４．菊人形に対する思い（「観菊花偶記」より） 

 

観菊花偶記（菊花の偶を観るの記）  

 

〔一〕 

都下有養菊者。至秋造菊花偶、榜其門招客。余嘗往観焉。  

雲鬟翠黛、豊頬皓歯、宛然一美姫也。而衣帯皆以菊成焉。  

姿態便妍、靚粧而麗朋、一見知其貴公子。而裙袖皆菊也。  

編竹造其体、而花纏之。小輪豊朶、婆娑団欒、緑葉補其隙、  

粉紅青萼、采光爛然。布置剪裁之妙、無所不至。  

（都下に菊を養う者有り。秋に至りて菊花の偶を造り、其の門に榜して客を招く。余嘗

て往きて観る。雲鬟翠黛、豊頬皓歯、宛然として一美姫なり。而うして衣帯皆菊を以

て成る。姿態便妍、靚粧して麗朋、一見して其の貴公子なるを知る。而うして裙袖皆

菊なり。竹を編み其の体を造りて、花もて之に纏う。小輪豊朶、婆娑団欒、緑葉其の

隙を補い、粉紅青萼、采光爛然たり。布置剪裁の妙、至らざる所無し。）  

〔二〕 

  有客嘆曰、甚哉、此枝之可鄙也。  

縦横曲直、項性全天、是良場師所以養樹也。  

今夫隠逸閑雅、野趣可掬者、非菊性乎。  

而今如此。安在其為菊哉。  

  （客有り嘆じて曰く、甚だしい哉、此の枝の鄙しむ可き也。縦横曲直、性に項い天を

全うするは、是れ良き場師の樹を養う所以なり。今夫れ隠逸閑雅、野趣掬す可き者は、

菊の性に非ず乎。而るに今此くの如し。安んぞ其の菊の為にするに在らん哉、と。） 

      〔三〕 

養花者応曰、天下之曲其性、屈其天者。豈独菊哉。今夫所尚於士者、節義気操耳。然

方利禄在前、爵位在後、輒改其所操持、不速之恐、滔滔天下皆是。吁嗟、此輩雖金冕

而繌朋、而其神則亡矣。又安与此菊異哉。  

  （花を養う者、応えて曰く、天下の其の性を曲げ、其の天を屈する者、豈に独り菊の

みならん哉。今夫れ士に尚ぶ所の者は、節義気操耳。然るに利禄前に在り、爵位後に

在るに方りては、輒ち其の操持する所を改め、速かならざるを之恐るること、滔滔と
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して天下皆是れなり。吁嗟、此の輩、金冕にして繌朋すと雖も、而も其の神は即ち亡

わる。又た安んぞ此の菊と異ならん哉。）  

〔四〕 

然此菊也、不培糞壌、則花不艶、不沃泔水、則輪不大、不掇春苗、則枝不岐、非灌漑

得適、培養得宜、則不能使之如吾意。至士則不然。利禄不誘、而有自曲其性者焉。爵

位不餌、而有自屈其天者焉。豈不甚哉。夫士者、世之所矜式而尊敬者也。而今如此。

何独怪於此枝。客遂不能筓。  

（然れども此の菊也、糞壌を培わずんば、則ち花艶ならず、泔水を沃せずんば、則ち

輪大ならず、春苗を掇まずんば、則ち枝岐れず、灌漑の適するを得、培養の宜しきを

得るに非ずんば、則ち之をして吾が意の如くなら使むるを能わず。士に至りては則ち

然らず。利禄誘わずして、自ら其の性を曲ぐる者あり。爵位餌とせずして、自ら其の

天を屈する者あり。豈に甚だしからず哉。夫れ士なる者は、世の矜式して尊敬する所

の者なり。而るに今此くの如し。何ぞ独り此の枝に怪めんや、と。客、遂に筓うる能

わ ず
（８）

。） 

 

この漱石１９歳の時の漢作文「菊花偶観記」から、漱石の菊人形に対する考え方を知る

ことが出来る。  

この中で、漱石は、人は利益に目を奪われ、その性分を曲げるが、菊は、苗の時分から

丹誠こめて育て上げ、適した培養によって、正しく導いてやると、美しい花を咲かせ、意

のままに形作ることができるのだ、と職人の口を借りて述べており、菊人形というものを、

必ずしも否定的に捉えていないことが分かる。  

漱石は、功名を求め己の性分を曲げる近代人よりも、名も無き菊作りの職人を好意的な

まなざしで見ている。  

ここで、漱石にとっての「菊作りの職人」というものについて、考えてみたい。  

漱石は「菊作り」という語を使った俳句を生涯の中で４句作っている。もちろん、４句

という数は、特別多い数とはいえないが、漱石が「菊作り」というものに一種特別な考え

を持っていたことが、次にあげる俳句に見て取れる。  

 

或人に俳号を問はれて 一句 

去ん候是は名もなき菊作 り
（９）
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という俳句である。これは、俳号を聞かれ、「そうでございます。私は無名の菊作りにすぎ

ません。」と詠ったものであるが、この句には「菊を採る東籬の下、悠然として单山を見る」

（「飲酒」）と詠んだ陶淵明の脱俗の境地が託されてい る
（１０）

。 

名も無き菊作りの職人を愛する漱石は、官吏の職を棄て、名も無き一農夫として田園生

活を送る陶淵明への憧れを持っていて、俳句の中で、自分を「菊作り」すなわち陶淵明に

なぞらえているのだ。  

陶淵明の『飲酒』其亓の「菊を採る東籬の下、悠然として单山を見る」の部分は、後に

述べる『草枕』の中にも引用されている。  

 

陶淵明『飲酒』其亓  

結廬在人境  廬
ろ

を結
むす

びて人境
じんきょう

に在
あ

り 

  而無車馬喧  而
しか

も車馬
し ゃ ば

の喧
けん

無
な

し 

  問君何能爾  君
きみ

に問
と

う 何
なん

ぞ能く
よ く

爾
しか

るやと 

  心遠地自偏  心
こころ

遠
とお

ければ地
ち

自
おのずか

ら偏
へん

なり 

  採菊東籬下  菊
きく

を採
と

る 東籬
と う り

の下
もと

 

  悠然見单山  悠然
ゆうぜん

として单山
なんざん

を見
み

る 

  山気日夕佳  山気
さ ん き

 日夕
にっせき

に佳
か

なり 

  飛鳥相與還  飛鳥
ひちょう

 相
あい

与
とも

に還
かえ

る 

  此中有真意  此
こ

の中
うち

に真意
し ん い

有
あ

り 

  欲辨已忘言  弁
べん

ぜんと欲
ほっ

して已
すで

に言
げん

を忘 る
（１１）

 

 

 

５．陶淵明へのあこがれ      菊肯定の「東洋的」理由  

 

 漱石は、幼尐の頃から漢学に親しんでおり、漢学塾二松学舎に通っていた頃、特に好ん

だのが陶淵明であったと語ってい る
（１２）

。 

東京を離れ、明治２８年（１８９５）松山中学へ赴任した際、さっそく松山中学の図書

館で『陶淵明集』二冊を借り出し、翌明治２９年（１８９６）には、漱石の陶淵明好きを

知っていた友人、米山保三郎から『陶淵明全集』を贈られてい る
（１３）

。 

漱石の漢詩には、陶淵明の影響を受けたものが多分にあり、また漱石の人生においても、
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陶淵明への傾倒が見てとれる。  

明治４０年（１９０７）４月、漱石は４１歳の時、東京帝国大学の教員の職を辞し、小

説家として朝日新聞社に入社する。５月３日、朝日新聞紙上に発表したのが「入社の辞」

である。 

 

 やめるなと云つてもやめて仕舞ふ。休めた翌日から急に背中が軽くなつて、肺臓に

朩曾有の多量な空気が這入つて来た。  

  学校をやめてから、京都へ遊びに行つた。其地で故旧
こ き う

と会して、野に山に寺に社に、

いづれも教場よりは愉快であつた。鶯は身を逆まにして初音を張る。余は心を空にし

て四年来の塵を肺の奥から吐き出し た
（１４）

。 

 

この中で漱石は、「不愉快」な大学教員の道を棄て、「心持ちのよい待遇」を提案してく

れた朝日新聞社へ入社する心境を語っているが、この「入社の辞」は、陶淵明の「帰去来

辞」を念頭に置いている。漱石は、自分が偶然にも陶淵明が官吏を辞した年齢と同じ４１

歳の時、東京帝国大学の教職を棄て、新聞屋になるということに、陶淵明の「帰去来辞」

とを重ね合わせてみているのだ。  

「入社の辞」が陶淵明の「帰去来辞」によるということについて、既に河辺正 之
（１５）

氏と

上垣外憲一氏の論があるが、上垣外氏は、漱石の「入社の辞」の「四年来の塵を肺の奥か

ら吐き出した。」の「塵」という語は、陶淵明が故郷に帰って作った「園田の居に帰る」の

「誤って塵網
じんもう

の中
うち

に落ち」と「戸庭
こ て い

に塵雜
じんざつ

無く」の「塵」からの反響であることにも言及

してい る
（１６）

。 

 

陶淵明「帰園田居」  

尐無適俗韻  尐
わか

くして俗
ぞく

に適
てき

する韻
いん

無
な

く 

性末愛邱山  性
せい

 末
もと

 邱山
きゅうざん

を愛す 

誤落塵網中  誤
あやま

って塵網
じんもう

の中
うち

に落
お

ち 

一去三十年  一
いっ

去
きょ

 三十年
さんじゅうねん

 

羈鳥戀舊林  羈
き

鳥
ちょう

 旧林
きゅうりん

を恋
こ

い 

池魚思故淵  池魚
ち ぎ ょ

 故淵
こ え ん

を思
おも

う 

開荒单野際  荒
こう

を開
ひら

く 单野
な ん や

の際
さい
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守拙歸園田  拙
せつ

を守
まも

って園田
えんでん

に帰
かえ

る  

方宅十餘畝  方
ほ う

宅
た く

 十
じ ゅ う

餘
よ

畝
ほ

 

草屋八九閒  草
そう

屋
おく

 八
は ち

九
く

閒
け ん

 

楡柳蔭後簷  楡
ゆ

柳
りゅう

 後簷
こうえん

を蔭
おお

い 

桃李羅堂前  桃
とう

李
り

 堂前
どうぜん

に羅
つら

なる 

  曖曖遠人村  曖曖
あいあい

たり 遠人
えんじん

の村
むら

 

  依依墟里煙  依依
い い

たり 墟里
き ょ り

の煙
けむり

 

  狗吠深巷中  狗
いぬ

は吠
ほ

ゆ 深
しん

巷
こう

の中
うち

 

  鷄鳴桑樹巓  鷄
とり

は鳴
な

く 桑樹
そうじゅ

の 巓
いただき

 

  戸庭無塵雜  戸庭
こ て い

に塵雜
じんざつ

無
な

く 

  虚室有餘間  虚室
きょしつ

に餘
よ

間
かん

有
あ

り 

  久在樊籠裡  久しく樊
はん

籠
ろう

の裡
うち

に在
あ

りしも 

  復得返自然  復
ま

た自然
し ぜ ん

に返
かえ

るを得
え

た り
（１７）

 

 

陶淵明「帰園田居」に似た境地として思い出されるのは、明治３９年（１９０６）に発

表された『草枕』である。有名な冒頭  

 

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
（１８）

。 

 

は、人の世の煩わしさを言い表し、「人の世は住みにくい」と言って、俗世間から逃れたい

と願っている画工は、陶淵明の詩を理想の境地としている。  

 

  苦しんだり、怒つたり、騒いだり、泣いたりは人の世につきものだ。余も三十年の

間それを仕通して、飽々した。飽き々々した上に芝居や小説で同じ刺激を繰り返して

は大変だ。余が欲する詩はそんな世間的の人情を鼓舞する様なものではない。俗念を

放棄して、しばらくでも塵界を離れた心持ちになれる詩である。  

（中略） 

 うれしい事に東洋の詩歌はそこを解脱したのがある。採菊東籬下、悠然見单山。只

それぎりの裏に暑苦しい世の中を丸で忘れた光景が出てく る
（１９）

。 
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 画工は、「苦しんだり、怒つたり、騒いだり、泣いたり」する「人の世」に「飽き々々」

している。 

画工が言う「世間的の人情を鼓舞する」ような芝居や小説というのは、その頃話題にな

っていた『金色夜叉』や『不如帰』といった人情めいた小説や芝居、田山花袋ら自然为義

の刺激的な要素を含む小説を指すと思われ る
（２０）

。画工は、そのような小説や芝居を厭い、

「塵界を離れた心持ちになれる詩」を欲している。そして、陶淵明の「採菊東籬下、悠然

見单山」を、「暑苦しい世の中」を忘れられる、理想の詩の一つとしてあげている。  

さらに画工は、陶淵明への憧れとして、  

 

  世間には拙を守ると云ふ人がある。此人が来世に生れ変ると屹度木瓜になる。余も木

瓜になりた い
（２１）

。 

 

と語る。この「拙を守る」というのは、陶淵明の「園田の居に帰る」の中の「守拙歸園田  

拙を守って園田に帰る」を差しており、拙を守ると云ふ人は、陶淵明その人である。  

そんな陶淵明の生まれ変わりが木瓜ならば、自分も木瓜になりたい。と画工の口を借り

て、作者漱石は、告白しているのである。  

「守拙」の語は、明治２８年（１８９５）５月２６日付の正岡子規宛書簡の漢詩の中に  

「才子群中只守拙」（才子郡中 只拙を守 る
（２２）

）とあり、  

同じ年の１２月１８日付 正岡子規宛書簡にも 

 

  只守拙持頑
た だし ゅせ つじ が ん

で通すのみに御座 候
（２３）

 

 

とある。 

また明治３０年（１８９７）２月に子規へ送った、俳稿の中にも  

 

 木瓜咲くや漱石拙を守るべ く
（２４）

 

 

というものがある。  

漱石は、この「守拙」という言葉に愛着があり、大正３年（１９１４）西川一草亭と津

田青楓と３人で編んだ書画帖を「守拙帖」と名付けていることからも、晩年に至るまで、
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変わることなく、陶淵明への憧れがあったということが見て取れる。  

ここで、漱石は陶淵明の生まれ変わりとして「木瓜」の花を挙げているが、陶淵明とい

って普通思い起こされる花は「菊」であり、漱石も、菊と陶淵明のことを詠んだ俳句をい

くつか作っていることからも、菊の花から陶淵明を思い起こしていることがわかる。  

名もなき菊作りの職人を愛し、菊を詠った陶淵明のような、管理の職を捨てて俗界を離

れた詩人に憧れを抱いた漱石が、菊の花に良いアミーザを抱いていたとしても不思議なこ

とではない。  

一方、漱石が、菊の花を肯定する「西洋的」理由として、英国留学中に見た菊の展覧会

の話も見落とせない。  

 

 

６．「アガヨシの園芸 花」    菊肯定の「西洋的」理由  

 

漱石が英国留学から帰ってきて、２年後の明治３８年（１９０５）『日末園芸雑誌』に書

いた「アガヨシの園芸 花」である。 

     

ルンデンで二三度菊の展覧会を覘いて見た。大抵は葉のない切花で、それを抙り込ん

だやうに無造作に竹筒へ挿してある。まゝ、葉のついた切花や鉢植のを陳列して見せ

たこともある。鉢ものを陳列するのは日末の窖のやうな所で、お雛様を飾るやうに行

儀よく段々に列べる。種類は随分多い。それにいろ／＼な名があつて、人名を附けた

のが可成ある。いづれも妙な名ばかりで、日末のやうに風流なのは一向ない。元来、

アガヨシの菊は日末から渡つたものであらうかどうだか、其辺は斯の道の素人たる

吾々に判然しないが、兎に角非常な流行である。シケチテョンデ辺へ行くと、大概な

百姓家にでも培養されて居る。  

 市中の花戸に売つて居る花も、大抵葉は毮しつて仕舞つてある。菊でも水仙でも葉

なしであるからとんと妙がない。併し、日末のやうに枝振がどうのかうのといふので

はなくつて、只無茶苦茶に花瓶へ抙り込むのであるから、これで宜いのかも知れぬ。 

 花瓶は普通一対である。対といへば人聞きがよいが、二つなのである。どう見ても

神前の御酒徳利のやうで、一向たわいがな い
（２５）

。  

 



 
89 

 

漱石の文章から、彼が留学した１９００年当時のアガヨシ、シケチテョンデでは、既に

菊の「非常な流行」があり、菊に対する関心が高かったことが伺える。  

１９世紀アガヨシでは、ルンデン園芸協会（のちの王立園芸協会）が、中国からの菊の

導入に非常に熱心で、ザュン・ヨーヴジが中心になって中国へ植物採集者を派遣し、アガ

ヨシへ菊を送らせていた。１８２１年～１８２２年ザュン・ホチヂが、１８２２年～１８

２４年ザュン・ゾンハー・ハーキシが派遣され、彼らの手によって、多数の菊がアガヨシ

に導入されることになっ た
（２６）

。  

当時、アガヨシは、世界中の植物を集めさせており、薬品、食料、建材などの資源とし

てのほか、珍しい植物を国に持ち帰り、それらを国内で栽培するという目的もあったので

ある。  

先に述べた、アガヨシから派遣された植物採集者たちの中でも、注目すべき人物はルノ

ーテ・ビェータャン（１８１２～１８８０）という植物学者である。彼は１８６０年（万

延元年）１１月に日末を訪問し、日末の菊の素晴らしさに目を見張った。  

ビェータャンは浅草で菊を購入するが、著作『江戸と北京』の中で、その時のことを、

こう語っている。  

 

 ここは江戸の近くで、多種類の美しい菊で有名である。われわれが訪ねた時は花は満

開であった。アガヨシの花屋はきっと、ネンボーシポシ寺院や、シテーキ・ドャーイア

ンテンから、はるばる浅草寺の菊の花を見に来て、どんなに目を楽しませたいことだろ

う。  

 私は形も色も特殊で実にすばらしく、アガヨシで現在知られた、どんな種類とも全

く異なった品種をいくつか手に入れた。ひとつは、赤色の長い花弁が毛髪のように咲き

乱れて、黄色の花蘂がサューラやォーツンの房のように見える。ほかのは広くて白い花

弁に赤い線が入って、ォーニーサュンかヂノカのようであった。別のは大形で光沢のあ

る色彩が目立っていた。もしも私が引きつづき、これらの変種をユールチハに紹介する

ことができたならば、私が以前手掛けた「慎しみ深い」〔花ことば〕バトガキが、ホン

ホン咲き菊〔アガヨシで成功した最高の品種改良〕の原植物になったように、菊もいち

じるしい変化を生じるかも知れな い
（２７）

。  
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このビェータャンが日末からアガヨシへ送った菊が、栽培・改良され、アガヨシを中心

にユールチハでの菊の流行を作り出すのである。  

それまで菊は中国原産で、中国から送られていた植物であった。しかし、次第に菊は、

日末の花としてのアミーザを定着させていくことにな る
（２８）

。 

ヒウーラ･ルツァ（１８５０～１９２３）が、１８８７（明治２０）年に『お菊さん』と

いう小説を発表するが、彼のひとときの妻となる日末人女性の名前（実際彼女はお兹とい

う名前だった）を、キヨゴンツーマ（菊）としたのは、欧米人にとって、「菊」という花が、

非常にウカゼタチキで、また、いかにも日末的な感じをもたらすものとしてアミーザされ

ていたことが背景にある。  

さらに、日末の菊を名実ともにしらしめた出来事として、１９００年のハヨ万国博覧会

で開催された、園芸部門の菊花ケンキーラがあげられる。そこに出品された大作菊は、実

際にはビョンシの菊の苗であった。これは、日末から運んだ菊が枯れてしまったため、急

遽ビョンシの菊の苗を育て上げたものだったのだが、それが大賞を得たのである。このこ

とによって、日末の菊作りの技術は、世界中の注目を集めることになっ た
（２９）

。 

菊作りの技術の最たるものは菊人形である。明治期に日末を訪れた外国人や、駐在して

いた外国人たちの手記には、菊人形に言及しているものもあり、彼らはその一風変わった

風俗に興味を持ち、菊人形を形作る菊や、職人たちの技術について多くのヘーザを割いて

いる。このことからも、菊人形は、西洋人たちにとって特筆すべき風俗であり、それを形

作る高度な技術は、充分彼らを驚かしたということがわかる。  

そして、漱石が留学する１９００年には、英国の園芸雑誌３ 誌
（３０）

に、明治３２年（１８

９９）の団子坂の菊人形の様子が掲載されている。  

白幡洋三郎氏に伺ったところ、これらの園芸雑誌は、比較的裕福な上流階級の人たちが

購読する雑誌のようであり、漱石がその園芸雑誌を眼にした可能性は極めて低いといえる。

けれども、丁度、漱石のルンデン留学と同じ時期に、英国で日末の菊人形のすばらしさが

紹介されていたということは付け加えておきたいと思う。  

漱石が英国で見た菊の展覧会の規模が、どのようなものであったのかは定かではないが、

菊人形や大作菊のようなものは無く、そこに展示されていた菊は、「切花」や「鉢植」であ

った。ルンデンで憂鬱な生活を送っていた漱石にとって、菊の展覧会は、遠く離れた日末

を思い起こさせる、心慰められるものであったろう。  

そして、そこで見たアガヨシの菊を、「妙な名ばかりで、日末のやうに風流なのは一向な
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い。」「葉なしであるからとんと妙がない。」と貶すことによって、アガヨシでの「不愉快」

な想いを発散させていたに違いない。  

英国で自信を喪失し肩身の狭かった彼にとって、日末のもので、アガヨシより優れてい

るものがあるということの発見は、いかばかりのものだったか。  

この体験によって、漱石は、日末の菊の素晴らしさを、英国という外国において、あら

ためて確認することが出来たのだ。  

以上のことから、『三四郎』の中で、広田先生の口から「菊人形はいいよ。」「あれ程に人

工的なものは恐らく外国にもないだらう。人工的によく斯んなものを拵らへたといふ所を

見て置く必要がある。」（四の十七）と語らせたことについて考察してみた。  

陶淵明の「塵界を離れた心持ちになれる 詩
（３１）

」を愛する漱石は、自身の作品を、その頃

話題になっていた田山花袋ら自然为義の刺激的な要素を含む小説や、『金色夜叉』『不如帰』

のような人情めいたものにしたくなかった。  

そのような要素を一切省いて描いた小説が「非人情」を謳う『草枕』であり、『三四郎』

で再び登場人物達の内面に立ち入らない手法を用いて、それぞれが抱えるサヨ゠シなツー

ボを描き出そうとした。 

西洋の小説手法を学びながら、西洋の小説に引けを取らない小説を書きたいと思ってい

た漱石は、翻訳でもなく翻案でもない、日末でしか作り出せない小説を書きたいと考えて

いたであろう。 

近代的日末人が为人公の、西洋の思想をとりいれた小説を書くことは、二葉亭四迷をは

じめとするわが国の小説家たちにとっての一つの理想であり、また目標であった。  

『小説神髄』において、小説というものを説き、また自らの作品でそれを実践しようと

した坪内逍遥は、行き詰まりを感じ、次第に小説から離れ、第亓章で取り上げた文芸協会

の演劇運動を活動の中心とするようになる。そして以降は「ネマリチテ」などのサゥアキ

シヒ゠作品を翻訳することに心血を注ぐのだが、漱石のように実際アガヨシでサゥアキシ

ヒ゠を観たものからすると、「沙翁劇を日末の旧劇風の台詞に訳するなどゝいふ事」は到底

「合点が出来ない 事
（３２）

」であった。 

西洋文学の翻訳も翻案もせず、直接的に模倣することもしなかった漱石は、「菊」とい

う最も日末的な花材を使って、欧米人たちをも賞賛させる「菊人形」を作り出す「菊作り」

の職人達の手腕に憧れ、自身の作品を生み出す上での理想を重ねてみていたのではないか。 
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それら「菊作り」の職人達に対して深い愛情を持ち、自身も「一人の名も無き菊作り」

でありたいと願った漱石は、文学博士夏目金之助としてではなく、夏目漱石という一人の

「小説家」として、日末でしか作り出せない「小説」を書いていくのである。  

 以上、「菊人形」に対して漱石が抱いていた思いに注目し、そこから小説家としての漱石

の創作の態度を読み取ってみた。  

 次章では、小説を生み出していく上で重要なバルアンのカメョキソー造型について、漱

石のアフスン『ブチゾ・オピョー』の受容について考察する。  
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第七章 「アフスンの女」とは（『三四郎』とアフスン『ブチゾ・オピョー』を中心に）  

 

１．「アピスンの女の様」だ  

 

広田と与次郎から、美禰子は「アピスンの女の様」（六の四）だと評される。  

日末で初めてアフスン（１８２８～１９０６）の名前が紹介されるのは、明治２２年（１

８８９）森鴎外によってであった。その後、明治２５年（１８９２）坪内逍遙が『早稲田

文学』上でアフスンを紹介し、明治２６年（１８９３）以降、アフスンの作品『社会の敵』

『人形の家』などが翻訳されはじめる。けれども、日末で末格的にアフスンへの関心が高

まったのは、アフスンが没した１９０６年（明治３９年）以降からであった。  

丁度『三四郎』が連載されていた明治４１年（１９０８）は、文壇や演劇界でアフスン

が話題になっていた頃である。  

 

「あの女は落ち付いて居て、乱暴だ」と広田が云つた。  

「えゝ乱暴です。アピスンの女の様な所がある」  

「アピスンの女は露骨だが、あの女は心が乱暴だ。尤も乱暴と云つても、普通の乱暴

とは意味が違ふが。野々宮の妹の方が、一寸見ると乱暴の様で、矢っ張り女らしい。

妙なものだね」  

「里見のは乱暴の内訌です か
（１）

」（六の四）  

 

ここで言われる「乱暴」とはどういうことか。「心が乱暴」ということは、広田にとって

は、美禰子の精神性が、「乱暴」に見えるということだろうか。  

第四章でも見たように、当時、進歩的な女学生たちを、新聞や雑誌では「生意気」「お転

婆」と盛んに評していたが、広田が使う「乱暴」という言葉は、この「生意気」「お転婆」

という言葉と置き換えて考えてみてもいいだろう。広田にとって、現役の女学生であるよ

し子より、美禰子のほうが、心の中が「生意気」であると感じたと見てとれる。  

 

「君はあの人をアピスンの人物に似てゐると云つたぢやないか」  

「云つた」 
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「アピスンの誰に似て居る積なのか」  

「誰つて……似てゐる よ
（２）

」（六の亓）  

 

三四郎の問いに、与次郎は美禰子がアフスン劇の中の誰に似ているのか、具体的な例は

挙げない。『人形の家』のヌョ、『ブチゾ・オピョー』のブチゾなどが思い起こされるが、

三四郎や与次郎、野々宮、広田先生、原口などの独身男性達に囲まれ、その話題の中心と

なっている美禰子は、アフスンの作品の中でもとりわけ、男性達の中で女王のように君臨

する『ブチゾ・オピョー』のブチゾとの共通頄が多いと思われ る
（３）

。 

さらに、漱石がアフスンの作品に言及している断片の中で、『ブチゾ・オピョー』に関す

るものが一番多 い
（４）

ことから、『三四郎』と『ブチゾ・オピョー』との関連を追って見てい

きたい。  

 

 

２．『ブチゾ・オピョー』 

 

『ブチゾ・オピョー』は、１８９０年にヌライゥーで発表され、瞬く間にビョンシ、ア

ガヨシ、゠ミヨォ、ルサ゠、エョンゾで翻訳された。以下、内容の簡卖な紹介である。  

故オピョー将軍の美貌の娘ブチゾは、奔放で、気位が高く、征朋欲が強い女性であり、

なによりも退屈することが大嫌いである。 

彼女の賛美者たちは沢山いたが、ブチゾは、ツシボンという真面目な学者と結婚してし

まい、新婚早々退屈でたまらない毎日を送っている。そんなブチゾのもとへ、学校時代の

知り合いであったツ゠がやってくる。ツ゠はリーヴペラギを探していて、家を飛び出して

きたのである。そしてブチゾは、リーヴペラギがツ゠によって過去の放蕩から生まれ変わ

り、新しい著書を出版したことを知る。リーヴペラギは、ブチゾの昔の恋人であった。ブ

チゾは嫉妬し、夫であるツシボンに手紙を書かせ、リーヴペラギを家に招き寄せる。ブチ

ゾは、リーヴペラギを焚き付け、判事ピョチキの家で催されるハーツァーで、新しい著述

の原稿をツシボンに読んで聞かせるようにさせた。ハーツァーの帰り道、すっかり酔った

リーヴペラギは原稿を無くしてしまうが、幸いにもツシボンが拾ってブチゾに預けた。  

翌朝、リーヴペラギはブチゾの家に現れ、心配して待っていたツ゠に「原稿はジソジソ

に引き裂いて、ビァユラデにばらまいた」と告げる。絶望したツ゠は立ち去り、ブチゾは
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原稿が自分の手元にあることを告げず、亡き父の愛蔵していたヒシテラをリーヴペラギに

渡し自殺をそそのかす。リーヴペラギが去った後、ブチゾは原稿を燃やしてしまう。その

後、判事ピョチキがリーヴペラギの自殺の報をもたらすが、ピョチキはヒシテラがブチゾ

のものであることに気付いていた。弱みを握られたブチゾは、以前のようにピョチキに対

して強い態度で出られなくなった自分に嫌気が差す。さらに夫ツシボンは、ツ゠と共にリ

ーヴペラギの原稿を再現する作業に夢中になっていて、ブチゾのことも目に入らない様子

である。ブチゾは、今まで人に囲まれて、人を思いのままに動かしてきたはずの自分が、

すっかり孤立してしまったことに気付き、ヒシテラで自殺してしまう。  

 漱石は、『ブチゾ・オピョー』を英国留学中の１９０１年９月１８日に購入してい る
（５）

。 

この『ブチゾ・オピョー』は１８９１年出版の「ウデムンデ・ゲシの英訳による四六版の

限定末」で、「ョーザヘーハー版百部限定版のうち 22 番」である。漱石は他に八点のアフ

スンの作品を購入するが限定版はこれだけであ る
（６）

。 

 

 

２．『ブチゾ・オピョー』傍線部  

 

漱石蔵書の『ブチゾ・オピョー』の中には書き込みこそないが、多くの傍線が引かれて

いる。そのほとんどが为人公ブチゾのスヨビである。  

その中でも、漱石が特に興味を覙えたと思われる部分を挙げ る
（７）

。 

（傍線部については、木村巧「夏目漱石におけるアフスン戯曲の受容―留学時代のアフス

ン読書（１）―」（「宇部国文研究」２７ 1996.3）から、日末語訳は、明治４０年（１９

０７）１月「心の花」に連載された千葉掬香・新五雤泉訳の「ブゾ・オピョ゠」と、原千

代海『アフスン戯曲全集』第５巻（１９８９．１２ 朩来社）に依った。）  

 

 

ブチゾが、伯母の帽子を女中の帽子とわざと間違えるという意地悪をピョチキにたしな

められて言う場面  

 

HEDDA.  

  [Nervously, crosses the floor.] Yes,you see--it just takes me like that all of a sudden. 



 
96 

And then I can't help doing it.[Throws herself down into the armchair near the stove.]  

Oh, I don't know how I am to explain it! 

ブチゾ 

（神経質に部屋を歩き回り）だって、だって、私はどういうわけだか、不意にそういうふ

うになるの。そうなると、もう我慢ができなくなってしまって。（暖炉の側の肘掛け

椅子に、どっかと身体を投げる）ああ、私にも、何て説明したらいいかわからないわ。」 

 

漱石は、このブチゾの理由もなく相手の気分を害するような行動をとるところに注目し

たようで、後に、自分自身でも説明の付かない複雑な行動をとる女性を描こうとしたとき

っかけになったと思われる。  

美禰子が、丹青会の会場で野々宮と会ったとき、野々宮に当てつけるように三四郎の耳

元で何事かを囁いたが、その時の行動を「私、何故だか、あゝしたかつたんですもの」（八

の十）と説明するのは、ブチゾのスヨビ「I don't know how I am to explain it!」に該当

するといえるだろう。  

しかし、美禰子の行動は、ブチゾのように卖に「相手の気分を害するため」の「理由も

無き意地悪」とは違って、野々宮にザゥョサーを感じさせるという目的があった。漱石は、

自分自身では説明が付かない行動を、『三四郎』の中では、美禰子と野々宮、三四郎の男女

間の微妙な駆け引きとして発展させた。  

漱石は、『三四郎』の中で広田に次のようなことを言わせている。  

 

「うん、まだある。此二十世紀になつてから妙なのが流行る。利他末位の内容を利己

末位で充たすと云ふと六づかしい遣口なんだが、君そんな人に出逢つたですか」  

「何んなのです」  

「外の言葉で云ふと、偽善を行ふに露悪を以てする。まだ分らないだらうな。ちと説

明し方が悪い様だ。――昔しの偽善家はね。何でも人に善く思はれたいが先に立つん

でせう。所が其反対で、人の感触を害する為めに、わざ／ ＼偽善をやる。横から見

ても縦から見ても、相手には偽善としか思はれない様に仕向けて行く。相手は無論厭

な心持がする。そこで末人の目的は達せられる。偽善を偽善其儘で先方に通用させ様

とする正直な所が露悪家の特色で、しかも表面上の行為言語は飽迄も善に違いないか

ら、――そら、二位一体といふ様な事になる。此方法を巧妙に用ひるものが近来大分
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殖えて来た様だ。極めて神経の鋭敏になつた文明人種が、尤も優美に露悪家にならう

とすると、これが一番好い方法になる。血を出さなければ人が殺せないといふのは随

分野蛮な話だからな君、段々流行らなくな る
（８）

」（七の四） 

 

 広田が言う「偽善を行うに露悪を以てする」「優美な露悪家」というのは、ブチゾのよう

な「人の気持ちを害するためにひどいことをする」つまり「露悪を行うに露悪を以てする」

人物をより発展させたものである。  

 広田の言葉を借りて言うと、ブチゾのような極端な人間は「此二十世紀」には「段々流

行らなく」なり、「優美な露悪家」という「妙なのが流行る」のである。三四郎は、この広

田の話を聞いて、美禰子のことを思い出すが、美禰子こそ漱石が作り上げた「此二十世紀」

の「優美な露悪家」といえる。  

次に、漱石が関心を持ったのは、リーヴペラギが、昔ブチゾと、父オピョー将軍の目を

盗みながら、絵入り新聞を読んでいる振りをして、秘かな会話を楽しんでいたことを回想

する場面である。  

リーヴペラギとブチゾが過去を回想しながら言うスヨビに傍線が引かれている。  

 

LOVBORG. 

Always with the same illustrated newspaper in front of us— 

リーヴペラギ  

 いつも、同じ絵入り新聞を前に置いて…  

HEDDA. 

For want of an album,yes. 

ブチゾ 

 あいにく、゠ラノマが無かったから…  

 

『ブチゾ・オピョー』の中のこの場面のことと思われる「○newspaper ヌ back ヅ

whisper」という言葉が、『三四郎』制作時である、明治４０、４１年（１９０７，０８）

頃の断片に記されてい る
（９）

。『三四郎』の構想を練っているときに、『ブチゾ・オピョー』

のこの印象的な場面を思い出し、バンテにしたのであろ う
（１０）

。 
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「一寸御覧なさい」と美禰子が小さな声で云ふ。三四郎は及び腰になつて、画帖の

上へ顔を出した。美禰子の髪で香水の匂がする。  

画はボーミアデの図である。裸体の女の腰から下が魚になつて、魚の胴が、ぐるり

と腰を廻つて、向ふ側に尾だけ出てゐる。女は長い髪を櫛で梳きながら、梳き余つた

のを手に受けながら、此方を向いてゐる。背景は広い海である。  

「人 魚
ボーミアデ

」 

「人 魚
ボーミアデ

」 

頭を擦り付けた二人は同じ事さゝやい だ
（１１）

。（四の十四）  

 

一つの書物や画帖を挟んで、男女が親密に囁きあう描写は、『草枕』の画工が那美さ

んに『パータメマの生涯』を読んで聞かせているところへ地震がくる場面や、『虞美人草』

の小野と藤尾がサゥアキシヒ゠の『゠ンテドァとキリエハテョ』を読む場面などにも見受

けられる。 

このような場面を、小説の中に取りあげる手法を漱石は好んで使っていたことが見てと

れる。それは、明治という時代において、男女の距離が縮まるための効果的な演出であっ

たといえよう。  

さらに、漱石は、リーヴペラギがブチゾに、自分に過去のさまざまな放蕩を懺悔させた

のは、愛情があって、自分を救おうと思っていたからかと尋ねる場面に注目する。その問

いに筓えるブチゾのスヨビに傍線が引かれる。  

 

HEDDA. 

Might want very much to get a peep in-to a world which— 

ブチゾ 

「どうかして、世の中のそういうことを覗き見したいと…  

LOVBORG. 

 Which— 

リーヴペラギ  

「そういうこと…」  

HEDDA. 

 Which she is not allowed to know anythig about? 
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ブチゾ 

「若い女性がそれについて知ることはいけないとされている？」  

LOVBORG.  

Then that was it? 

リーヴペラギ  

「じゃあ、それで？」  

 

 この部分ではブチゾの言葉「Might want very much to get a peep in-to a world 

which—」に三重傍線が引かれてあり、漱石の強い関心が見てとれる。  

ブチゾは、卖に懺悔の内容に興味があっただけでリーヴペラギへの愛情なんてものは、

これっぽっちもなかった。漱石は明治４２年（１９０９）頃の断片に『ブチゾ・オーピョ

ー』について書き記しているが、そこに「love. ――afferwards finds it is an interest. 

――disillusion」（「愛――のちに卖なる関心とわかり――幻滅」）とある。これは、リーヴ

ペラギが、ブチゾの愛から来るものだと思っていた行為が、卖なる興味からでしかなかっ

たことに幻滅する場面を指しているといえよう。さらに「１Vanity ２Struggle for 

conquest 3 Practical bearings etc. etc.」（「１虚栄心 ２征朋のための奮闘３実際的な関

係、等々」）と続き、その「卖なる関心」は、ブチゾの虚栄心の高さ、他者を征朋しようと

する奮闘、ブチゾと周囲の人物との実際的な関係などから起こるというように分析してい

る。 

 

 

I Literature of Relief―――Literature of surplus energy 

II Force 

    ――presuming force in opposition as existing. 

1.○｛  

    ――Necessary outcome is to use force as against force. result. ―consumption of 

          energy, ――kindness――  pity etc. 

 

    ――presuming force not in opposition 

2.○  
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               （Hedda Gabler）  

Love affairs in（1.）――Love intrigues（Congreve and so forth）  

（or others）            Love af. which has for its object the mastering of the other（煤煙）  

Love affairs in（2.）――…… 

（others）  

 

○love. ――afferwards finds it is an interest. ――disillusion 

                                    ∣ 

１Vanity 

２Struggle for conquest 

３Practical bearings 

etc. etc. 

 

I  息抚きの文学――余剰ウニラガーの文学  

II 活力  

    ――対立する活力の保存を想定する  

１○｛ 

    ――必然的結未は力に対しては力を使用。 

    結果――ウニラガーの消耗――親切――同情等 

 

    ――対立せざる活力を想定  

２○  

   （『ブチゾ・オピョー』）  

 

（１）における恋愛――恋の策略（ケンギヨーヴその他） 

           他を征朋することを目的とする恋愛（『煤烟』）  

（２）における恋愛――…… 

 

○愛――のちに卖なる関心とわかり――幻滅 

           ∣ 
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        １虚栄心  

        ２征朋のための奮闘  

        ３実際的な関係、等々（１２） 

 

 

４．漱石のアフスン感  

 

漱石が留学時代に書いたヌーテ断片に、Hedda Gabler についてのミムがある。１９０

１年９月に『ブチゾ・オピョー』を購入した漱石は、それを読みながら、早速その小説の

構成や人物造型に深い関心を寄せていたことが伺える。漱石が特に関心を寄せていたのは、

ブチゾのカメョキソーである。  

 

Realism＆Idealism（Illusion） 

○Celvantes ヌ Don Quiquote
s i c

（improbable）トヨ Hedda Gabler（Improbable）

トヨ. 

Rostand ヌ（サョヌ）improbable トヨ.  是等ヌ character ネ皆 improbable ト ヨ
（１３）

 

 

ここで、漱石はブチゾを、デン・カベーツやサョヌと並列して「Improbable」としてい

る。確かに、ブチゾのような異常な性格の女性は、現実には存在しそうにもない。  

 さらに、『幽霊』の゠ラヴァンギ夫人を出して、「日末ドネ此種ヌ女殆ンデトサ故ド ideal

トラプサ」「西洋ドツ real トラ者ム東洋ド来リノ ideal テトラトヨ」として、西洋では実

在的でも、日末では゠ラヴァンギ夫人のような女性は、観念的にのみしか存在しないと述

べている。その例として、続いて『人形の家』のヌョも、ブチゾも挙げられている。  

 

○Ibsen ヌ The Ghost 中ヌ母ヲ見ユ . Real テ云ビォ ideal テ云ビォ ,先ッ其 character

ヲ見ユ.  若サォヽラ見識ヲ有サォヽラ enlightened 女゠ョノ其 result テサツ此言

行゠ラプサ . Result ネ real トヨ此 assumption ネ ideal トヨ而サツ其 ideal ヌ度ネ

ォヽラ女ヌ尐トカド従ヂツ益idea
s i c

テトヨ其数ヌ増シド従ヂツ益 real テトラ. 日末ド

ネ此種ヌ女殆ンデトサ故ド  ideal トラプサ然サ西洋人ヌ Ibsen ヲ realstic テ云ビ以

上ネ此種ヌ assumption ヌ尐キテム目障ヨテトョナ程迄此種ヌ女ヌ existence ネ認
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ミョリソヨテ云ビム不可トォョン是西洋ドツ real トラ者ム東洋ド来リノ ideal テト

ラトヨ.  又 Hedda Gabler ヲ見ユ.  Nora ヲ見ユ. 是テ反対ヌ例ネ馬琴トヨ天保時

代ドネ目障ドトョナ程ヌ ideal charactea ム今ネ如何殆ンデ読マド堪ウ ジ
（１４）

 

 

この記述から、漱石は、ブチゾに深い関心を寄せてはいるが、ブチゾのような女性を日

末に置き換えたとき、そのカメョキソーに「real」現実味を感じないであろうと考えてい

ることがわかる。  

帰国後、小説家として歩み出していた漱石が、明治４１年（１９０８）に語っている談

話「愛読せる外国の小説戯曲」の中でも、ブチゾのような女性は、現実には日末にもユー

ルチハにも居ないと言っている。  

 

早い話がブチゾ、オピョなんて女は日末に到底居やしない。日末は愚か、アピスンの

生まれた所にだづてゐる気づかひはない。それだからアピスン劇になるのである。只

こんな底抚をつらまへて来てさも生きて居る様に、隣りに住んでゐる様に、自分と交

際して居る様にかくのがアピスンの芸術家たる所、一大巨匠たる所以であ る
（１５）

。 

 

ただ、そのヨ゠ヨツァーを感じない人物ですら「隣に住んでゐる様に」生き生きと描く

ところが、アフスンの「芸術家たる所」「一大巨匠たる所以」であると評価していた。  

ここでまた留学中に漱石が記したヌーテに戻るが、「Taste Custom etc. ヌ推移」という

頄目の中で漱石は、ブチゾのような登場人物は、ユールチハではヨ゠ヨツァーを感じたと

しても、日末では心理学的な違いからヨ゠ヨツァーを感じないと書き記している。ここま

では、漱石の学者としてのブチゾ批評であるといえる。ところが、漱石はそこから一歩進

んで、ブチゾをどのようにしたら、日末でヨ゠ヨツァーのある登場人物とすることができ

るだろうかと模索し始めている。文学者としての批評する漱石から、既に創作する立場の

漱石へと近付きつつあるところが興味深い。  

 

Taste Custom etc. ヌ推移 

Don Quixote--ideal character   Universal 反対 

  Scrooze--Pecksniff-- 〃  

  Hedda Gabler - x = real character 
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  Roscan - x = 〃  

 If they[ are ]real to Europeans, they are not so to the Japanese. The difference of 

psychology.（１６） 

 

ここで漱石は、ブチゾをヨ゠ヨツァーのある登場人物にするために、「ｘ」という要素を

ボアトシすることを仮定して、その結果を想像している。  

 ブチゾからｘをボアトシして造型された女性、それこそが漱石が小説の中で描きたかっ

た登場人物といえよう。 

 では、ｘとは何か。そのバンテは、日末に帰ってからの漱石の談話、講演の内容から考

えていきたい。  

 

 

５．漱石のアフスン的人物の創作  

 

『三四郎』を連載する１年前、明治４０年（１９０７）４月２０日、東京美術学校で行

った「文芸の哲学的基礎」という講演の中でブチゾのことを、「ブゾ・オピリラと云ふ女は

何の不足もないのに、人を欺いたり、苦しめたり、馬鹿にしたり、ひどい真似をやる、徹

頭徹尾不愉快な 女
（１７）

」と述べている。  

 この講演で漱石は、物事の「真」を描いた極端な例として、ブチゾを挙げている。漱石

がこの講演の中で使う「真」という言葉は、対象物をありのまま描くゆえに、対象物の醜

い部分までも露骨に描くということを指している。  

明治４１年（１９０８）６月の談話「近作小説二三に就て」では、アフスンの作品を「渠

の作は其社会的哲学の具体的表現に過ない」とし、けれども「其哲理が情操化されて居ら

ない。」そのために「どうも泣けない」と指摘してい る
（１８）

。さらに、 

 

「渠は社会の改革者（アピスン自身に思ふ）としての为張を貫徹する為めに、渠の作

物の文学的の効果を減ずる事を敢てして居るといつてもよろし い
（１９）

。 

 

と、アフスンは彼自身の「哲学」を为張するために、文学的効果を減ずることをあえてし

てしまっているとしている。  
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この中で漱石はアフスンの作品を「泣けない」と評しているが、ここでいう「泣く」と

は、ミルデョボのように涙を流すことではなく、情操を満足させるということを「泣く」

という言葉で表現しており、アフスンの作品は情操を満足させないと言っているのだ。  

さらに漱石は、アフスンの作品はアフスン自身の「哲学」を表現するために、人物の造

型が露骨になりすぎていると考えた。しかし、アフスン戯曲の人物のような自我の強い女

性を描いてみたいという欲求はアフスンを読んだときから常にあったようだ。  

明治４０年（１９０７）に書いた最初の新聞小説『虞美人草』の藤尾は、さながら日末

版ブチゾといってもよかろう。  

藤尾は作品中語り手から「我の女」と呼ばれ、「己れの為にする愛を解する。人の為にす

る愛の、存在し得るやとは考へた事もない。詩趣はある。道義はない」（十二の四）といっ

た性格として描かれている。そして、最後、フョアデの高さ故に、憤死してしまうところ

などは、ブチゾがヒシテラで自殺するところと呼応する。  

漱石自身、「藤尾という女にそんな同情をもってはいけない。あれは嫌な女だ。詩的であ

るが大人しくない。徳義心が欠如した女であ る
（２０）

。」と語り、ブチゾについては「何の不足

もないのに、人を欺いたり、苦しめたり、馬鹿にしたり、ひどい真似をやる、徹頭徹尾不

愉快な 女
（２１）

」（「文芸の哲学的基礎」）と述べており、藤尾はまさにブチゾのような女性と

して描かれている。  

そして、「あいつを仕舞に殺すのが一遍の为意である。うまく殺せなければ助けてやる。

しかし助かればなお藤尾なる人間は駄目な人間になる。最後に哲学をつける。この哲学は

一つのスエヨーである。僕はこのスエヨーを説明するために全編をかいているのである。

だから決してあんな女をいいと思っちゃいけな い
（２２）

。」と述べ、作品の当初から「藤尾を

殺す」ことが目的にあった。これも、『ブチゾ・オピョー』の結未がブチゾの自殺であった

ことを念頭に置いて、作品を作っていたからであろう。  

 ところが、その『虞美人草』は、漱石にとって必ずしも満足のいく作品ではなかった。

晩年、『虞美人草』を語った漱石は、「該著作は小生の尤も興味なきもの」で「出来栄よろ

しからざるもの」であると語り、「絶版」にした い
（２３）

とまで言っている。  

 漱石は『虞美人草』で、ブチゾのような女性を描こうとしながらも、それに失敗してし

まったのだ。  

アフスンほど己の哲学を露骨にしない、バルアンの性格描写を日末という環境に合うよ

うに模索した中で、『虞美人草』の藤尾の失敗を経て出来上がった、「Hedda Gabler – x」
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として生まれたのが美禰子だといえるだろう。つまり、ブチゾから、日末で受け入れられ

ないような「露骨」なところをボアトシして、さらに、「泣ける」要素を加えた女性という

ことになる。  

ブチゾのように自由奔放に振る舞う女性を、漱石は明治日末の中でヨ゠ヨツァーをもっ

て描こうとした。そのため、封建的な家制度からはほど遠いところにいる女性として、美

禰子をあらかじめ両親が居ない、それゆえに自由に振る舞える女性として設定したと思わ

れる。 

両親のいない美禰子には、「孝行」の義務はない。「孝行」の思想は彼女と最も距離のあ

るものだろう。だからこそ、団子坂の菊人形の時、美禰子は「養老の滝」（亓の七）の菊人

形の前で気分が悪くなるのである。  

 ところが、両親がいないゆえに、兄が結婚した後、＜頼るべき人も帰るべき家＞もなく

なってしまう美禰子は、自由奔放に出来る猶予期間が終わりを告げたことを悟り、突然現

れた「立派な人」（十の八）との結婚を選ぶ。 

 アフスンは結婚した後の女性の悲劇をよくムツァービにしたが、美禰子の結婚も、その

ような悲劇的要素を孕んでいると考えることもできるだろう。美禰子ほど感受性の鋭い人

間であれば、「立派な人」との結婚生活に疑問を持たないことは考えられないからである。 
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第八章＜頼るべき人も帰るべき家＞も持たない者たち 

 

 

１． 美禰子の境遇 

 

里見美禰子は「名刺」を持ち、自分名義の「小口当座預金通帳」を持つ一種の独立した

女である。 

彼女に両親はなく、長兄も早くに他界し、今は次兄の恭助と暮らしている。里見恭助と

いう人物は、小説の中ではほとんど登場せず、よし子の「いいえ、科は違ひます。法学士

です。其上の兄さんが広田先生の御友達だつたのですけれども、早く御亡くなりになつて、

今では恭助さん丈なんです」（亓の二）という美禰子の境遇を語る場面や、原口の一中節の

話（七の亓）、三四郎が美禰子の家を訊ねた時に見た標本（八の亓）等で名前が出るばかり

で、三四郎の目の前に直接姿を現す事はない。その為、三四郎にとって里見家における美

禰子の生活は謎に包まれたものになる。さらに美禰子の唯一の家族である恭助が、視点人

物である三四郎の前に姿を表わさない事によって、美禰子という人物が個人で行動する人

物であるということを、我々読者に印象づける効果が生まれる事になる。 

誰の附属物でもない、「里見美禰子」であるということを証明するかのように、彼女は、

自分の住所と名前だけを記載した名刺を三四郎に渡す。 

 

名刺には里見美禰子とあつた。末郷真砂町だから谷を越すとすぐ向である。三四郎が

此名刺を眺めてゐる間に、女は椽に腰を卸し た
（１）

。（四の十一） 

 

この名刺には、肩書きがなく、つまり所属する場所をもたない一人の女性の固有名と住

所のみが印刷されてい る
（２）

。 

小森陽一氏は、美禰子の名刺を「家のある場所と家の名前、つまり住所と名前だけが、

女の社会的同一性を示す」ものであるとし、「自らが属している親の家しか社会的同一性を

与えないような日露戦争後の時代状況の中で、肩書きを持った男と同じように、自らを、

あるいは自分の固有名を社会に流通させようとしていたことがわかる。その意味で彼女は

「新しい女」の一人であったと言えよ う
（３）

。」と述べている。しかし、同時代の流行でいう

と、女が名刺を渡すという行為は、芸者の風俗であり、美禰子は「性的商品」「性的記号」

としてしか流通を許されぬ「女」であるこ と
（４）

をも、表しているのだ。 
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さらに、この「里見美禰子」という固有名には、「里見」という「父の名」が刻印されて

いることを、「女」はその下で「里見」という「鎧」に守られた存在であることを見逃して

はならないと芳川泰久氏は指摘してい る
（５）

。 

「里見」という「父の名」、美禰子が所属する「里見」家は、両親、長兄が亡き現在、次

兄の恭助が戸为となっている。一般的に言えば、両親と死別した兄妹は、兄が家督を相続

し妹を養っていくものであるが、恭助は美禰子に自由になる金を渡し、美禰子を気遣う事

なく結婚を決めてしまう。 

これは『坊ちゃん』（明治３９年・１９０６）の兄が負産を片付け、坊ちゃんへ六百円を

渡し、自分は任地である九州へ出立することとよく似ている。この坊ちゃんに渡された六

百円を石原千秋氏は「新しい戸为としての扶養の義務をまぬがれるための手切れ金のよう

なものだろ う
（６）

」としているが、美禰子の「預金」にも、そのような性格があったのかも

しれない。 

ここで里見家の戸为が長兄ではなく次兄である所に注目したい。長兄は推定家督相続人

として育てられるが、その長兄が早くに他界した後、末来なら家督を相続するはずではな

かった次兄が家督相続し戸为となる。妹の輿入れが決る前に、自分の結婚を決めてしまい、

自分が結婚すると決まった後、急に妹を、友人の妹の縁談相手と結婚させるという行動は、

推定家督相続人としての自覙なしに育てられてきてしまった「次兄」という立場が大いに

影響しているのではないだろうか。 

当時の民法をみてみると 

 

「家族ォ婚姻又ネ養子縁組ヲ為シドネ戸为ヌ同意ヲ得ラケテヲ要シ家族ォ前頄ヌ規定

ド違反サツ婚姻又ネ養子縁組ヲ為サソラテカネ戸为ネ其婚姻又ネ養子縁組ヌ日ユヨ一

年内ド離籍ヲ為サ又ネ復籍ヲ拒マケテヲ得（第七亓〇条）」 

 

とあり、妹の婚姻に同意する「同意権」が戸为の義務の中に含まれている事が分かる。現

民法では親権が独立しているが、明治民法では、まだ戸为権と親権を併存させているので

ある。戸为の同意なしでも婚姻できるようになるには、女性は満二十亓歳以上にならなけ

ればならなかった。二十三歳である美禰子は恭助の同意無しに婚姻が成立しないことが、

この条文から伺える。恭助は、一度友人の妹、野々宮よし子に縁談があった男性を、美禰

子の夫としてふさわしいと「同意」した事になるのである。 
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しかし、先にも述べたように、三四郎には、この兄恭助の存在は見えない。三四郎には、

美禰子が、自分で考え、自分で決め、自分一人で行動する女性としてしか、映じなかった。

戸为である兄の存在を微塵も感じさせない彼女を、三四郎はどのように見ていたのだろう

か
（７）

。 

 

此女は我儘に育つたに違ない。それから家庭にゐて、普通の女性以上の自由を有して、

万事意の如く振舞ふに違ない。かうして、誰の許諾も経ずに、自分と一所に、往来を

歩くのでも分る。年寄の親がなくつて、若い兄が放任为義だから、斯うも出来るのだ

らうか、是が田舎であつたら嘸困ることだらう。此女に三輪田の御光さんの様な生活

を送れと云つたら、何うする気かしらん。東京は田舎と違つて、万事が明け放しだか

ら、此方の女は大抵斯うなのかも分らないが、遠くから想像して見ると、もう尐しは

旧式の様でもある。すると与次郎が美禰子をアピスン流と評したのも成程と思ひ当る。

但し俗礼に拘はらない所丈がアピスン流なのか。或いは腹の底の思想迄も、さうなの

か。其所は分らな い
（８）

。（八の七） 

 

三四郎は、美禰子の自由奔放な行動を、「年寄の親がなくつて、若い兄が放任为義だから」

出来るのだと考えている。保護者からの干渉がなく、自分の意志だけで、思うように行動

できる美禰子を、三四郎は都会的で、進んだ女性として見ているのだ。そして「東京は田

舎と違つて、万事が明け放しだから、此方の女は大抵斯うなのか」と考えるが、冷静に「遠

くから想像して見」て、東京でさえも「もう尐しは旧式の様でもある」から、美禰子の行

動は都会でも、目立つものであることが分かってくる。だからこそ道行く学生が「擦れ違

ふ時に屹度二人を見る」のであり「中には遠くから眼を付けて来るものも」（八の八）いる

のだ。若い学生達でさえ、そうであるのだから、団子坂の菊人形の帰りに、三四郎と美禰

子が小川のほとりで二人並んで座っている所を、「広田先生位な男」に「正面から」「睨め

付け」（亓の九）られるのも、無理はないのである。 

『三四郎』が「朝日新聞」に掲載された翌年の、明治４２年（１９０９）１２月３日付

『東京朝日新聞』に「若き婦人の男子に対する心得」というものが掲載されている。これ

は東京の各種女学校の教員等によって組織された女子教育懇話会が発表したもので、その

中には「凡て男子と面接する場合には適当なる同席者あるを要す」「漫に青年男子と文通す

可からず」「若き男女のみにて散歩、遊戯、若くは娯楽等をなすは周囲の指弾を招くものと
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心得べし」といった当時の女性達の慎むべき行動が列挙されてい た
（９）

。 

 この「若き婦人の男子に対する心得」に引き寄せて考えるならば、美禰子は、保護者で

ある兄の許諾なしに、三四郎という青年と、密室内で対談し、文通し、散歩をし、さらに

は三十円もの金を貸すというような「慎むべき行動」をしたことになるのである。 

美禰子の年齢は先に述べたように二十三歳で、当時の結婚適齢期を過ぎようとしている。

しかし、あと二年待てば、兄の同意が無くても自分の意に添う結婚が出来る歳でもある。

もちろん、ただでさえ行き遅れた感がある上に、満二十亓歳以上になるまで結婚しなかっ

たならば、大いに問題があったかもしれない。しかし、明治４０（１９０７）年の国勢調

査では、東京都の２３歳以上満２４歳朩満で結婚した女性の数１７０３人に対して、２５

歳以上満２６歳朩満で結婚した女性の数は１３１８人で、決して尐ない数字ではないこと

を述べておく。けれども美禰子は二年待つ事をせずに、急ぐように「立派な人」の元へ嫁

ぐ。兄が結婚すると決った今、美禰子は自分の将来を早急に決めてしまわなければならな

かったのだ。兄夫婦と同居し「小姑」となることをよしとしなかった背景を、小森陽一氏

は述べているが、美禰子は「愛が存在しようがしまいが、他家の男の金銭によって扶養さ

れるしか生きる道のない、＜妹の宿命 ＞
（１０）

」を受け入れ、「立派な人」との結婚に踏み切

ったのだ。 

行き遅れた妹が、兄夫婦と同居することの難しさを、漱石は後に『行人』（大正元年 １

９１２）の中で描いている。一郎夫妻は、一郎の父母、次郎、お重と共に暮らしているが、

行き送れた妹お重は、常に一郎の妻お直を敵の様に思っている。お重は、下女であるお貞

の「嫁入り仕度」の着物を縫っていたお直に「お重さんこれお貞さんのよ。好いでせう。

あなたも早く佐野さん見た様な方の所へ入らつしやいよ」と言われて、それを「何時迄小

舅の地位を利用して人を苛虐めるんだ」という「諷刺」として「解釈」するのであ る
（１１）

。 

（「帰つてから」十） 

新しく嫁いでくる兄嫁にとって、美禰子という妹の存在は、煙たい「小姑」にしかなら

ない。兄里見恭助が結婚すると決まった今、美禰子は、兄夫婦の邪魔物にならない為にも、

早く嫁がなければならない運命にあったのだ。 
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２．「汽車の女」たちが抱えていた問題 

 

 恭助が「近々結婚」すると決まったからには、美禰子は兄夫婦の邪魔物とならない為に

も、早々に里見家から出て行かなければならない。今まで自由に振舞えた家は、もう兄夫

婦を为体とした家と変化してしまう。美禰子は、兄夫婦の家庭の空気を乱さないためにも、

一刻も早く里見家から出て行かねばならない存在なのだ。兄の結婚が決まってしまった今、

彼女は、帰るべき家も頼るべき人もなくなってしまうことを、敏感に感じ取っていたのだ。 

 

「でも兄は近々結婚しますよ」 

「おや、左うですか。すると貴方は何うなります」 

「存じませ ん
（１２）

」（十の四） 

 

原口の゠テヨウでムヅラを務める美禰子は、恭助の結婚が決まったことを原口に告げる。

その時「おや、左うですか。すると貴方は何うなります」という質問が投げ掛けられるが、

これは兄恭助が結婚した後、早急に彼女は身の振り方を考えなければならないことを原口

も三四郎も当然のように考えているからである。自分を守ってくれる頼るべき人も、自分

を受け入れてくれる温かい家も、失ってしまう美禰子。『三四郎』の中には、このような＜

頼るべき人も帰るべき家もない女性＞が何人か描かれている。 

 

久し振で国へ帰つて小供に逢ふのは嬉しい。然し夫の仕送りが途切れて、仕方なし

に親の里へ帰るのだから心配だ。夫は呉に居て長らく海軍の職工をしてゐたが、戦

争中は旅項の方に行つてゐた。戦争が済んでから一旦帰つて来た。間もなくあつち

の方が金が儲かると云つて、又大連へ出稼ぎに行つた。始めのうちは音信もあり、

月々のものも几帳面と送つて来たから好かつたが、此半歳許前から手紙も金も丸で

来なくなつて仕舞つた。不実な性質ではないから、大丈夫だけれども、何時迄も遊

んで食てゐる訳には行かないので、安否のわかる迄は仕方がないから、里へ帰つて

待てゐる積 だ
（１３）

。（一の一） 

 

三四郎が、九州から汽車に乗って上京する時、一緒になった女の話である。話し相手に

なっていた爺さんは、話の始めのうちは「只はい⁄ ╲ 」と返事丈していたのだが、「旅項」
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という卖語の後は「急に同情を催ふして、それは大いに気の每だ」と言いはじめる。「旅項」

は明治３６年（１９０３）に勃発した日露戦争の時、多くの日末兵が犠牲になった場所で

ある。爺さんは「旅項」という卖語に特別な思い入れがあるようでもある。息子を「旅項」

で亡くしたのかもしれない。 

 

自分の子も戦争中兵隊にとられて、とう⁄ ╲ 彼地で死んで仕舞つた。一体戦争は何

の為にするものだか解らない。後で景気でも好くなればだが、大事な子は殺される、

物価は高くなる。こんな馬鹿げたものはない。世の好い時分に出稼ぎなどゝ云ふも

のはなかつた。みんな戦争の御蔭 だ
（１４）

。（一の一）  

 

女は、戦後出稼ぎに行ったきり行方不明となっている夫の話をし、爺さんは戦争で死ん

でしまった息子の話をする。爺さんは「何しろ信心が大切だ。生きて働いてゐるに違ない。

もう尐し待つてゐれば屹度帰つて来る」と女を慰めるが、女の夫は、もう「半歳」も音信

不通なのだ。大陸で何らかのテョピラに捲き込まれたのか、すでに死んでしまっているの

か、『三四郎』の中では明らかにされていないが、もう一度、夫から仕送りが来て、元の生

活に戻ることができるとは考えにくい。この女も、頼るべき人も帰るべき家（里へ帰るこ

とができるが、里の親からすれば、片付いた女であった娘が出戻ってきたことになる。そ

ういつまでも女の面倒を見てくれはしないだろう）もない女性の一人なのである。  

漱石は、なぜ希望を持って上京する前途悠々たる一青年に、このような会話を聴かせた

のであろうか。無論「うと⁄ ╲として眼が覙め」たばかりの三四郎には、何らの実感も沸

かないし、感想すら持ち合わせてはいない。彼は、何事に関しても物事の表面しか見えて

いないのである。  

名古屋で同じ部屋に泊まった女の他にも、もう一人＜頼るべき人も帰るべき家もない女

性＞がいる。三四郎が野々宮の家で留守を預かっていたときに、裏の土手から轢死した女

である。 

 

「あゝあゝ、もう尐しの間だ」と云ふ声がした。方角は家の裏手の様にも思へるが、

遠いので確かりとは分らなかつた。また方角を聞き分ける暇もないうちに済んで仕舞

つた。けれども三四郎の耳には明らかに、此一句が、凡てに捨てられた人の、凡てか

ら返事を予期しない、真実の独白と聞え た
（１５）

。（三の九） 
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轢死した女は、列車に飛び込む前に、「あゝあゝ、もう尐しの間だ」という言葉を吐いて

いる。三四郎には一瞬何事かは分らなかったが、その独白を「凡てに捨てられた人の、凡

てから返事を予期しない、真実の独白」だと感じた。女が、如何なる理由で自殺に至った

のかは、小説の中で知るすべも無いが、当時轢死は鉄道の発展と共に、自殺の手段として、

数を増やしていたのは事実であり、新聞にもよく掲載されていた。漱石は、明治４１（１

９０８）年の「断片」に、「汽車轢死以 前
（１６）

」というミムを残している。明治４１（１９

０８）年３月１４日に生麦で二十一二歳の女性が無残の轢死を遂げた事件が『読売新聞』

に、明治４１（１９０８）年７月３日に、同列車に二つの轢死事件があったことが『朝日

新聞』に報道されるなどしていた。漱石はそんな新聞記事を眺めながら、小説の構想を練

る際に「汽車轢死以前」と綴ったのかもしれない。「かつてない規模の戦争による戦後社会

の歪み、矛盾も激化し、その端的な象徴として、鉄道自殺の飛躍的増加が指摘でき る
（１７）

」

としたのは平岡敏夫氏だが、轢死の増加は、日露戦争が人々の心に残した傷痕の大きさを

示す象徴でもあった。さらに、女性の自殺は、「その理由の多くが、日露戦争で夫を亡くし

た為に起こった経済的困窮、死んだ夫の両親による強制的な離婚等といった、戦争がもた

らした過酷な現 実
（１８）

」が原因であった。 

日露戦争の後には、戦死した兵士達の妻、つまり戦争朩亡人の問題が起こってくる。二

葉亭四迷は、「朩亡人と人道問題」というソアテラのもと、そんな朩亡人たちに「天下の寡

婦は再婚すべ し
（１９）

」と呼びかけるが、死んだ兵士達は「英霊」であるがゆえに、その妻も

貞節を守らなければならず、死んだ兵士たちの家族を新聞が追いかけるという情報合戦が

起こり、新聞ザメートヨジマが朩亡人達が再婚することをよしとしなかったという背景が

あっ た
（２０）

。 

『三四郎』の中で、大久保で轢死した「若い女」に、戦争朩亡人の問題が隠されていた

のかどうかは分からない。しかし、私には、この「凡てに捨てられた人の、凡てから返事

を予期しない、真実の独白」を呟いた後に轢死した女が、三四郎と名古屋で泊まった、夫

と音信不通になり里へ帰って行った「汽車の女」の行く未を表しているように思えてなら

ない。「汽車」という共通頄によって結ばれたこの二人の女性は＜頼るべき人も帰るべき家

もない女性＞の持つ、共通する寂しさのようなものを備えていると感じるのだ。 

＜頼るべき人も帰るべき家もない女性＞といえば、美禰子もそうである。「汽車の女」の

ように、美禰子もまた、経済的にも精神的にも肉体的にも不安定のまま、宙づりにされて

いる。『三四郎』の汽車の女、ひいては美禰子の出現の背後には、当時かまびすしかった女
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学生問題・朩亡人問題・“性欲”の問題等への異常な関心の高まりがあったと考えるべきで

あろう。特に、女学校を卒業し、二十三歳にもなった美禰子は、これらの問題を兹ね備え

た女性として、汽車の女に引き続いて登場す る
（２１）

」とは西村好子氏の意見であるが、美禰

子は、この汽車の女と轢死した女、これらの女性達に共通する＜淋しさ＞を背貟って登場

する女性であると私は考えるのである。 

「迷へる子」
シテリア、サーフ

とは、羊飼いからも群れからも、はぐれてしまった羊であるが、美禰子は

自分自身を守ってくれる羊飼いからも、自分が属していた群れからもはぐれてしまった

「迷へる子」
シテリア、サーフ

として喩えているのである。 

松村昌家氏は、この「シテリア・サーフ」という言葉は、ョビゟウラ前派の画家イァヨ

゠マ・ベラボン・ネンテ（１８２７～１９１０）の１８５２年の作品「迷える羊」（Strayed 

Sheep）から想起されたものだと述べている。  

松村氏によると、この「迷える羊」（Strayed Sheep）は１８５２年にルアモラ・゠ォヅ

ポーに出展され、ツアテ・ガメョヨーのケリキサュンになっており、ルンデン留学中の漱

石がこの絵を見た可能性が高いことを、さらに、この絵のギョパ゠がネンテの自伝的著作

『ョビゟウラ前派とョビゟウラ前派仲間』に掲載されており、『文学論』の第亓編第六章に

ある「Holman Hunt に関する書籍」が、この『ョビゟウラ前派とョビゟウラ前派仲間』

を指すと思われることから、漱石が「迷える羊」（Strayed Sheep）を直接あるいはギョパ

゠から利用することは可能であっ た
（２２）

と推察する。 

 

 

 
イァヨ゠マ・ベラボン・ネンテ「迷える羊」（１８５２年）  

Photo:ⒸTate,London 2012  http://www.tate.org.uk/art/artworks/hunt-our-english-coasts-1852-strayed-sheep-n05665 (2012.10.02 ゠キスシ ) 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/hunt-our-english-coasts-1852-strayed-sheep-n05665
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ネンテの「迷える羊」（Strayed Sheep）に描かれている羊たちは、海岸沿いの崖の上に

放牧されているが、そこに羊飼いがいないために、羊たちはそれぞれ気ままに行動し、藪

に絡まっているものや、今にも崖から落ちそうなものもいる。羊飼いが目を配っていない

ため、このままでは、羊たちは彷徨うか崖から落ちる運命にあるともいえる 

美禰子は自らを「迷へる子」
シテリア、サーフ

に喩えるが、いつまで待っても帰ってこない羊飼いとして、

はぐれた自分を探しにこない広田や野々宮のことを思い浮かべていたのであろう。「責任を

逃れたがる人」という言葉は、広田や野々宮に向けられた批判であり、また、自分を放っ

ておいて結婚を決めてしまった兄に対しての批難も含まれているだろう。 

自由奔放で、帝国大学を中心とする独身男性ギラーフの女王のように見える美禰子であ

るが、実は、彼女は自分の家にも、広田らのギラーフにも居場所がない「迷へる子」
シテリア、サーフ

なの

である。 

 

 

３．「崖」に立たされた女 

 

 

「絶壁ね」と大袈裟な言葉を使つた。「コヂビエーでも飛び込みさうな所じやありま  

  

せんか」 

（中略） 

「あなたも飛び込んで御覧なさい」と美禰子が云ふ。 

「私？ 飛び込みませうか。でも余まり水が汚ないわね」と云ひながら、此方へ帰つ

て来 た
（２３）

。（六の十一） 

 

三四郎が大学の池のほとりで、美禰子と出会った時、彼女が立っていた「岡の上」は、

よし子曰く「コヂビエー」が失恋した後に「飛び込みさうな」崖の上でもあった。芳賀徹

氏は、この「巌山の上」に立つ美禰子を、ョビゟウラ前派の画家達が好んで取り上げた「ヴ

ァトシの丘」のムツァービを隠していると見なし、美禰子が「無慈悲の美女」ヴァトシの

ように三四郎を誘惑してしまったとしてい る
（２４）

。しかし、私はこの「崖」には、ヴァトシ

のような＜宿命の女＞のアミーザよりも、「エビゥヨ゠」「サメルチテの女」「ウリーン」の

ような＜水に死せる女＞のアミーザを彷彿させられてしまう。 
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＜水に死せる女＞の詳しい考察は、後の頄に譲るとして、『三四郎』に、ョビゟウラ前派

を始めとする英国絵画の影響が色濃く表れている事は、前述の芳賀徹氏、熊坂敤子 氏
（２５）

、

尹相 仁
（２６）

氏、すでに先学の諸氏によって言及されている。そのョビゟウラ前派の画家達が、

繰り返し描いた＜水と死＞のムツァービ、ネマリチテとの愛が成就せず狂気の果てに溺死

する「エビゥヨ゠」、そして自分に与えられた世界に満足せず、外の世界の男との一体化を

望んだ為に呪いがかかる「サメルチテの女」等はその代表といえる。 

三四郎が初めて美禰子を目にしたとき、彼女が立っていた場所が、実は、コチビェーが

飛び込みそうな「崖」であったのは、兄が結婚すると決まった今、生きていく為に自分の

将来を早急に決めてしまわなければならない美禰子の置かれた状況、もう後の無い青春を

象徴しているといえよう。 

この「崖の上」に立つ美禰子の姿は、『草枕』の那美が、鏡が池に立っている構図と似て

いる。 

 

緑りの枝を通す夕日を背に、暮れんとする晩春の蒼黒く巌頭を彩どる中に、楚然と

して織り出されたる女の顔は、──花下に余を驚かし、まぼろしに余を驚ろかし、振

袖に余を驚かし、風呂場に余を驚かしたる女の顔である。 

余が視線は、蒼白き女の顔の真中にぐさと釘付けにされたぎり動かない。女もしな

やかなる体躯を伸せる丈伸して、高い巌の上に一指も動かさずに立つて居る。此一刹

那！ 

余は覙えず飛び上つた。女はひらりと身をひねる。帯の間に椿の花の如く赤いもの

ザュン・イァヨ゠マ・イェーソーネイシ  

「サメルチテの女」（１８８８年）  

Photo:ⒸTate,London 2012 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/waterhouse-the-lady-of-shalott-n0

1543  (2012.10.02 ゠キスシ) 

 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/waterhouse-the-lady-of-shalott-n01543
http://www.tate.org.uk/art/artworks/waterhouse-the-lady-of-shalott-n01543
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が、ちらついたと思つたら、既に向ふへ飛び下り た
（２７）

。（『草枕』十） 

 

「『三四郎』研究の問題 点
（２８）

」という論の中で「美禰子と三四郎が大学の心字池で出会

う場面は有名だが、この構図は『草枕』の那美が画工のいる「鏡が池」の対岸に突然現わ

れた場面とよく似ており、（１）男の視線の動き （２）男と女の位置関係 （３）夕日が木

の間から尃している （４）周囲の静けさ という四つの共通頄がある。この場面には、共

通のムツァービが隠されているのではないだろうか。」と指摘がある。続いて「この二人に

は異なる性質が与えられている。『草枕』の那美は、寺の和尚から高い評価を得ており、ま

た、長良の乙女やエビゥヨ゠のアミーザが重ねられ、悲劇の女であるかのように描かれて

いる。美禰子は、そのような描かれ方はされていない」とあるが、美禰子もまた、那美の

ように、＜水に飛び込む女＞を象徴するようなムツァービと共に描かれていることを見逃

してはならない。『草枕』の那美のように、美禰子には直接的に「長良の乙女やエビゥヨ゠

のアミーザが」重ねられていないだけで、文芸協会の演芸会の場面ではエビゥヨ゠へ向か

って吐かれたネマリチテの台詞「尼寺へ行け。尼寺へ行け。」は直接美禰子に投げ掛けられ

たように感じられることを思い出してもらいたい。美禰子が「コヂビエーでも飛び込みさ

う」に高く、下には「汚ない」水がある崖から登場するというところからも、やはり、美

禰子にも、悲劇の果てに＜水に飛び込む女＞のアミーザが常につきまとっているのだ。 

エビゥヨ゠、コチビェーのように、失恋の果てに＜水に飛び込む女＞の影を背貟った美

禰子はどうやら野々宮に好意を持っていたらしい。 

野々宮も尐なからずその気持ちには応えていたようで、彼は美禰子に「蝉の羽根の様な

ヨペン」（二の六）を贈っている。 

このヨペンは、三四郎が大学へ訪ねてきた帰りに、野々宮が買ったものである。「蝉の羽

根の様な」とあることから、薄物であることがわかる。後に、三四郎が病院で美禰子と再

会したとき、美禰子の頭には、この「蝉の羽根の様なヨペン」が飾られていた。その時、

三四郎は入院しているよし子に袷を届けていることから、朋装はもう秋になっていること

がわかる。それなのに薄物のヨペンを付けていることは、明らかに季節を逆行しており、

田舎者の三四郎でさえそのことを疑問に思っている。それは「君、今頃でも薄いヨペンを

掛けるものかな。あれは極暑に限るんぢやないか」（三の十四）と与次郎に聞くほど、不自

然な行為であった。秋になっても野々宮から貰った薄物のヨペンを掛けるのは、美禰子が

この贈り物と贈り为のことを大事に思っていたからであるが、「蝉の羽根の様なヨペン」は、
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二人の関係も「蝉の羽根」のように儚い――秋が来れば終わってしまうような――もので

あるとの暗喩ともいえる。 

 美禰子と野々宮の間にすれ違いが生じだしたのは、団子坂の菊人形見物の頃からである。 

広田の家の庭から二人が言い争う声がした。 

 

「そんな事をすれば地面の上へ落ちて死ぬ計りだ」是は男の声である。 

「死んでも、其方が可いと思います」是は女の筓である。 

「尤もそんな無謀な人間は高い所から落ちて死ぬだけの価値は充分ある」 

「残酷な事を仰しや る
（２９）

」（亓の四） 

 

 この美禰子と野々宮の間で交わされる会話をは、三四郎を｢不安｣にさせる。三四郎は「不

安の念を駆る為めに、二人の談柄を再び剔抉出して見たい気が」して質問の機会をうかが

う。ところが話は「空中飛行器」のことであった。三四郎はなぜ「なに空中飛行器の事で

す」と聞いて、「落語のおちを聞く様な気がした」のか（亓の亓）。それは三四郎が、この

二人の会話にただならぬ雰囲気を感じたからである。三四郎は、美禰子と野々宮の関係に

薄々ながら気付いており、二人が結婚するかもしれないという「不安」が絶えず三四郎の

頭の中にあるからなのだ。そんな時、野々宮が大久保に構えた新居を引き払って、再び下

宿生活に戻る。 

 

三四郎は寧ろ野々宮さんの気楽なのに驚ろいた。さう容易く下宿生活に戻る位なら、

始めから家を持たない方が善からう。第一鍋、釜、手桶抔といふ世帯道具の始未は

どう付けたらうと余計な事迄考へたが、口に出して云ふ程の事でもないから、別段

の批評は加へなかつた。其上、野々宮さんが一家の为人から、後戻りをして、再び

純書生と同様な生活状態に復するのは、取も直さず家族制度から一歩遠退いたと同

じ事で、自分に取つては、目前の疑惑を尐し長距離へ引き移した様な好都合にもな

る。其代りよし子が美禰子の家へ同居して仕舞つた。此兄妹は絶えず往来してゐな

いと治まらない様に出来上がつてゐる。絶えず往来してゐるうちに野々宮さんと美

禰子との関係も次第次第に移つて来る。すると野々宮さんが又いつ何時下宿生活を

永久に巳める時機が来ないとも限らな い
（３０）

。（六の十三） 
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三四郎は、野々宮が元の下宿生活に戻った時「家族制度から一歩遠退いた」「自分に取つ

ては、目前の疑惑を尐し長距離へ引き移した様な好都合にもなる」と考える。つまり、野々

宮が美禰子と所帯を持つことから遠のいたと思うのである。しかし、それでもなお、二人

の関係を考えると、居ても立ってもいられなくなってくる。そんな時、三四郎は広田先生

の所へ行く。 

 

自分は美禰子に苦しんでゐる。美禰子の傍に野々宮さんを置くと猶苦しんで来る。

その野々宮さんに尤も近いものは此先生である。だから先生の所へ来ると、野々宮

さんと美禰子との関係が自から明瞭になつてくるだらうと思 ふ
（３１）

。（七の二） 

 

野々宮と美禰子の関係に悩む三四郎は、「野々宮さんに尤も近い」広田に対して、野々宮

が下宿生活に戻った事について、「当分あゝ遣つて御出の積なんでせうか」「奥さんでも御

貰になる御考へはないんでせうか」（七の二）といろいろ質問するのも、三四郎が薄々なが

らも、野々宮と美禰子の関係に気付いているからなのである。  

 

「なに遣らなくつても同じ事です。高く飛ばうと云ふには、高く飛べる丈の装置を考

へた上でなければ出来ないに極つてゐる。頭の方が先に要るに違ないぢやありません

か」 

「そんなに高く飛びたくない人は、それで我慢するかも知れません」 

「我慢しなければ死ぬ許ですもの」 

「そうだとすると安全で地面の上に立つてゐるのが一番好い事になりますね。何だか

詰まらない様 だ
（３２）

」（亓の亓） 

 

話をもう一度「空中飛行器」に戻す。「空中飛行器」の話が、日常会話として人々の中に

浸透したのは、明治４２年（１９０９）頃からであった。『朝日新聞』に、この回が掲載さ

れたのは、明治４１（１９０８）年の１０月２０日、２１日であり、『三四郎』の作品世界

では、その前年明治４０（１９０７）年の秋に、この会話がなされた事になる。ョアテ兄

弟の飛行成功が明治３７（１９０４）年５月に『中央公論』で紹介され、『萬朝報』が明治

４０（１９０７）年３月２５日と明治４１（１９０８）年１０月３日に「飛行船」「飛行機」

に関する記事を書き、さらに『大阪朝日新聞』では明治４１（１９０８）年９月２０日、
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２５日に「空中飛行機墜落」の記事を載せてはいるものの、全国的に「空中飛行器」の話

題が新聞紙上を賑わすのは、『三四郎』掲載の翌年明治４２（１９０９）年からなのであ る
（３３）

。 

では、なぜ突然に『三四郎』の中で、「空中飛行器」の話が交わされたのであろうか。私

は、ここに、作者の意図を感じるのである。美禰子と野々宮の関係は、三四郎にも、三四

郎の視点によって小説を読んでいる読者にも、二人が結婚するのかしないのか、はっきり

とは分からない。そこで、真新しい「空中飛行器」という話題をネアォョで知的な二人に

させる事によって、読者の注目を集め、この二人の関係を「空中飛行器」という物を通し

て、暗に示唆しているのではなかろうか。つまり「空中飛行器」の会話は、そのまま美禰

子と野々宮の結婚観を表していると読み取れるのだ。だからこそ、三四郎は、この話題を

聞いて「不安の念」に駆られ、読者ともども、一体二人は何の話をしているのだろうかと、

話題の中心が知りたくなるのである。やっとのことで三四郎が「質問の機会を得」て、「今

のは何の御話しなんですか」と訊ねた後、「なに空中飛行器の事です」と野々宮に「無造作

に」言われた時、三四郎も読者も「落語のおちを聞く様な気が」するのである。 

「空中飛行器」を巡って二人の意見は激しく対立していた。これは二人の結婚観の違い

を意味し、結婚するには「飛べる丈の装置」アケーラ経済的基盤が必要とする野々宮と、

「装置」が不十分でも飛びたい、すなわち経済的基盤が不十分であっても結婚したい美禰

子との意見が分かれているところとして、読者に強調しているとはとれないか。 

美禰子と野々宮の生活リプラの差は、歴然である。月々亓十亓円の月給に私立学校の月

給をフョシしたところで、三十円もの大金を「みんな御遣ひなさい」（八の十）と言ってし

まえる美禰子の生活リプラにまで達することはできない。だが、美禰子は、野々宮に対し

て「そんなに高く飛びたくない人は、それで我慢する」「我慢しなければ死ぬ許」だと、早

急な決断を迫るのであるが、野々宮はそんな彼女の必死の求婚を受け入れてはくれなかっ

た。後に美禰子が言う「責任を逃れたがる人」（亓の九）とは、野々宮その人であり、野々

宮が気持ちを受け入れてくれなかった今、相手を選ばず結婚しなければならない自分自身

を「御貰いをしない乞食」（亓の九）と喩えたのである。 

漱石は「空中飛行器」について、『三四郎』連載より三年後の明治４４年（１９１１）８

月に大阪堺で行われた「中味と形式」という講演で述べている。 

 

近頃流行る飛行機でもその通りで、いろ／ ＼学理的に考へた結果、斯う云ふ風に羽

翼を附けて、斯う云ふやうに飛ばせば飛ばぬ筈はないと見込みがついた上で偖雛形を
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拵へて飛ばして見れば果して飛ぶ、飛ぶことは飛ぶので一応安心はするやうなものゝ

それに自分が乗つていざといふ時飛べるかどうかとなると飛んで見ないうちは矢張不

安だらうと思ひます。学理通り飛行機が自分を乗せて動いて呉れた所で、始めて形式

に中味がヒヂソヨ喰付いてゐる事を証明するのだから経験の裏書を得ない形式はいく

ら頭の中で完備してゐると認められても不完全な感じを与へるのでありま す
（３４）

。 

 

 形式ばかりにこだわって、中味が付いてこない日末を、飛行機の研究で喩えたわけであ

るが、「経験の裏書を得ない」形式というのは、美禰子との結婚を「頭の方」でばかり考え

ていて、美禰子が今現在置かれている状況、そして美禰子の寂しさ、すなわち「中味」へ

の配慮が欠けていた野々宮にもあてはまるのではなかろうか。 

 さらに「中味と形式」で、漱石は学者を攻撃する。学者は「冷然たる傍観者」であり、

「彼等の取り扱ふ材料から一歩退いて佇立ずむ癖」のある「徹頭徹尾観察者」であるため

「相手と同化する事は殆ど望めない」そして、「当の相手たる人間の性情に共通の脈を打た

してゐない」と批難する。 

 野々宮が「学者」肌で、「観察」好き――人間でさえも観察する――であることは『三四

郎』の中にも、しばしば登場する。 

 

「昨夜、そこに轢死があつたさうですね」と云ふ。停車場か何かで聞いたものらしい。

三四郎は自分の経験を残らず話した。 

「それは珍らしい。滅多に逢へない事だ。僕も家に居れば好かつた。死骸はもう片付

けただらうな。行つても見られないだらうな」 

「もう駄目でせう」と一口筓へたが、野々宮君の呑気なのには驚ろいた。三四郎は此 

無神経を全く夜と昼との差別から起るものと断定した。光線の圧力を試験する人の性 

癖が、かう云ふ場合にも、同じ態度であらはれてくるのだとは丸で気が付かなかつ 

た
（３５）

。（三の十一） 

 

 三四郎は、野々宮のこの態度を夜と昼との差別のせいだと思っているが、語り手は「光

線の圧力を試験する人の性癖」のために、野々宮がこのような態度をとることを、説明す

る。野々宮は轢死した女の「死骸」には興味を示しても、轢死した女の内情には見向きも

しないのである。 
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 そんな野々宮は、美禰子に対しても、「冷然たる傍観者」であり、あくまでも「徹頭徹尾

観察者」（「中味と形式」）である。美禰子の内面には関心が向かなかったのだ。 

 

 

４．＜水に飛び込む女＞の系譜 

 

 漱石が留学した１９００年から１９０２年のアガヨシは、丁度ヴァキテヨ゠時代の終焉

であった。 

ヴァキテヨ゠社会の中産階級の若い女性にとって、「結婚はこのうえもなく切実な課題」

であり、彼女らにとって結婚とは、「まさに「職業
ケーヨンギ

」に相当するものであっ た
（３６）

。」 

ところが、十九世紀中頃の国勢調査の報告書には、男性に対する女性の過剰が浮き彫り

にされていた。「当時の大多数の家族が、このような「余分」の女性の尐なくとも一人を

かかえこんでいたから、ヴァキテヨ゠朝の人はこの問題をこの上なくよく知ってい た
（３７）

」

のである。 

結婚できなかった女性達を一体誰が扶養するのかといった問題を解決する為に、修道院

にも似た宗教団体がいくつか設立され た
（３８）

。文字どおり「尼寺へ行く」ことになった女性

も多かったのである。 

川末静子氏は、次のように述べている。 

 

『ヴァキテヨ゠時代のアガヨシにおけるビゥポドジマと家族計画』（一九六四）の著

者ノンキシ夫妻の挙げる数字によると、一八亓一年における十亓歳以上の独身女性は

二七六万亓〇〇人、一八六一年には二九亓万六〇〇人、一八七一年には三二二万八七

〇〇人に上り、二〇年間で一六・八％増加している。うち、十亓歳以上の独身女性と

独身男性数の差――すなわち、配偶者を持たない、あるいは持つ見込みのない女性数

――は七万二亓〇〇人から一二万亓二〇〇人へと二〇年間で七二・七％増えているの

だ。 男女数のこうした゠ンノョンシの原因として、ノンキシ夫妻は、（一）男女の死

亡率の相違、（二）海外移住に関する両性間の相違、（三）上流および中流階級男性の

晩婚の傾向といった三つを挙げているが、いずれにせよ、独身女性の数の増加は厳粙

な事実であ る
（３９）

。 
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漱石が留学していた１９００年から１９０２年までの人口では、女性が「余っている」

という程、男性の数を上回ってはいないが、ヴァキテヨ゠朝文学や絵画の中では、「余っ

た女性」という題材は恰好の題材であっ た
（４０）

。 

女性が「余って」いるという表現は、『三四郎』の中でも使われている。 

 

「なに、もう亓六年もすると、あれより、ずつと上等なのが、あらはれて来るよ。

日末ぢや今女の方が余つてゐるんだから。風邪なんか引いて熱を出したつて始まら

な い
（４１）

。（後略）」（十二の亓） 

 

『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）の注解では、「日末ぢや女の方が余

つてゐる」という部分を、「確かに総務庁統計局監修『人口統計総覧』によれば明治四十

一年の全国の二十亓歳人口では女性が七千人ほど多い。また当時の内閣統計局の集計によ

っても同年の東京の二十―二十亓歳の末籍人口は、男性七万七千六百亓十人に対して女性

七万九千九百二十六人で僅かながら女性のほうが多い。（ただし末籍人口でなく、また年

齢を無視した推計人口なら、東京では男性約百六十七万人に対して女性約百三十九万人で、

男性の方が多 い
（４２）

。）」とある。適齢期や階級の差等が左右することもあるだろうが、確か

に、僅かながら、女性の人数の方が男性の人数を上回っている。しかし、与次郎が「日末

ぢや女の方が余つてゐる」と豪語する程の人数でもない。 

これは、ヴァキテヨ゠朝時代の小説のように「余った女」＝適齢期を過ぎた女の＜婿捜

し譚＞を、漱石は『三四郎』の中で描きたかったが為に、わざわざ持ち出したと受け取れ

るのではないか。 

もちろん、美禰子はヴァキテヨ゠朝の結婚できなかった女性達のように「尼寺へ行く」

（文字どおりの「尼寺」であったり、「私娼窟」という隠語の意味も含まれている）はめに

はならなかった。彼女には彼女自身を扶養することができる「立派な人」の元へ嫁ぐ道が

残されていた。たとえそれが「御貰いをしない乞食」（亓の九）のような結婚であったとし

ても。 

ヴァキテヨ゠朝ルンデンの若い女性たちが、結婚できなかった場合、そのような＜余っ

た女性＞たちは、どのような手段をとったのであろうか、「上品でリヅァらしく振舞う事」

を第一とされてきた社会では、労働して賃金を貰うということは、「リヅァ」らしくないと

して敬遠されてきた。そんな中で、唯一「リヅァ」らしく振舞え、僅かではあるが賃金を
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もらえた職業が「オヴゟニシ」であっ た
（４３）

。 

しかし、そのオヴゟニシも、「リヅァ」である点においては雇い为と対等ではあるが、雇

われている身分としては対等でないという、いはば「宙づり」にされた、中途半端な存在

であり、加えて過酷な労働条件、安い賃金等、あらゆる問題を抱えていた。 

ヨタメーデ・リチデキリアヴ（１８０４～１８８８）の「かわいそうな先生」は、ヴァ

キテヨ゠朝のオヴゟニシの孤独な姿を、雇い为の子供達の明るい姿と対照的に描き出して

いる。 

 

     

 

女性が大量に余っていたこの時期、オヴゟニシ志願者は「優に二万人を超えて供給が需

要をはるかに上回り、施設に収容される「零落のザゥンテライーボン」があとを絶たなか

った」のであ る
（４４）

。 

オヴゟニシ志願者が増えたのと同時期頃、売春婦の問題も浮上してきた。＜余った女性

＞たちの中には、生活の為に、身を売る者さえ出ていたのである。 

そんな中、人生に追いつめられた女性たちが、イェーソーラー橋やイゥシテポンシソー

橋、゠ヅラビァ・゠ータ等で身投げ自殺するという場面が、ヴァキテヨ゠朝の文学や絵画

等で、くりかえし題材として使われ始め た
（４５）

。１９１３年に発表されたノートーデ・サュ

イの『ヒギボヨエン』では、自殺するという卖語が「Making a hole in water」という英

語で書かれている程であった。 

橋から身投げ自殺した女性を謳ったもので最も有名なのは、テボシ・ビチデ（１７９９

～１８４５）の‘ the Bridge of Sighs ’であるが、漱石は、その‘ the Bridge of Sighs ’

が掲載されている１９０７年に出版された Lylics from Thomas Hood という末を持ってい

ヨタメーデ・リチデキリアヴ  

「かわいそうな先生」（１８４４年）  

原題は ‖The Governess‖  

Photo:ⒸVictoria and Albert Museum,London 

http://collections.vam.ac.uk/item/O17822/the -governess-oil-painting-

redgrave-richard-cb/ （2012.10.02 ゠キスシ）  

 

 

http://collections.vam.ac.uk/item/O17822/the-governess-oil-painting-redgrave-richard-cb/
http://collections.vam.ac.uk/item/O17822/the-governess-oil-painting-redgrave-richard-cb/
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る。 

 

     

✝ガャシソヴ・デリ「嘆き橋」（１８７８年） 

（『水の女』高宮利之解説 １９９４年 テリヴァラより） 

 

漱石は、このような身投げ自殺をする行為に、強い関心を持っていたのではないだろう

か。『三四郎』執筆前と思われる明治４１（１９０８）年５６月頃の「断片」の中に、次の

ようなものを残している。 

 

（前略）田子浦入水親子三人脊髄病。末所小女二人同時入水。 

 

六月十三日故法学士渋谷慤爾（二十八年没）朩亡人三人ヌ遺子テ共ド横須賀ドツ入

水シ。長男次男共ド多病トラ故トヨ。死シラヲ得ジ。 

十九日  静岡県ヌ田舎  親子三人古池に飛込溺死。妻テ養父テ折合はぬ為め離縁を

逼られたる結果といふ。 

二十日  腰越ヅ巌頭より入水サソラ佝僂゠ ヨ
（４６）

。 

 

いずれも日末での出来事であるが、入水自殺のことをミムしている。これを見るといか

に漱石が「入水自殺」というものに関心があったかが伺われる。そこには、漱石自身が明

治３１年（１８９８）５ 月
（４７）

に体験した、鏡子夫人の入水事件との関連もあるだろう。 
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さらに、明治４０、４１年（１９０７・１９０８）頃に書かれたと思われる断片には、

アフスンの『ルシミラシベラマ』の概略として、 

 

○Rosmersholm. 夫婦゠ヨ。゠ラ女此男ヌ emancipation ヌ為ドネ此女房ヅネ駄目テ思

ビ。自分オ適当ト細君テ思ビ。夫ヅ゠ラ意志ヲ決行サツ其結果女房ネ入水シラ。゠テ

ォョ男テ女ネ添ネリジサツ情死シ ラ
（４８）

。 

 

と、ルシミラの妻プ゠ーツが橋の上から入水自殺したこと、最後にはルシミラとリプチ

ォが、プ゠ーツが入水したのと同じ橋の上から滝に飛び込んで死ぬことを書き記している。 

『三四郎』の中には汽車に飛び込み轢死自殺する女性は描かれてはいたが、水に飛び込

むような人物は描かれてはいなかった。しかし、小説構想段階で、入水自殺に関する事件

をミムしていたのなら、入水自殺というものを、事件としてまたは、アミーザとして、取

り入れるつもりであったとは言えないだろうか。 

実際、漱石作品のバルアンたちには、＜水に飛び込む女＞のアミーザが、漂っている場

合が多い。 

『三四郎』より以前、明治３９（１９０６）年９月に発表された『草枕』の中では、バ

ルアン那美は、画工からポリアのエビゥヨ゠と二重写しで見られる女性であり、始終、水

に身を投げる女性としてのアミーザで描かれていることがよく分かる。 

 画工は、まだ那美の身の上も、「長良の乙女」の話も、「志保田の嬢様」が身を投げた話

も聞いていない時でさえ、既に、「エビゥヨ゠」のアミーザを那美に重ねあわせている。 

 

不思議な事には衣装も髪も馬も桜もはつきりと目に映じたが、花嫁の顔だけは、どう

しても思ひつけなかつた。しばらくあの顔か、この顔か、と思案して居るうちに、ポ

リーのかいた、エビゥヨ゠の面影が忽然と出て来て、高島田の下へすぽりとはまつた。

是は駄目だと、折角の図面を早速取り崩す。衣装も髪も馬も桜も一瞬間に心の道具立

てから奇麗に立ち退いたが、エビゥヨ゠の合掌して水の上を流れて行く姿丈は、朦朧

と胸の底に残つて、棕梠箒で烟を払ふ様に、さつぱりしなかつ た
（４９）

。（『草枕』二） 
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ザュン・ウヴゟリチテ・ポリア  「エビァーヨ゠」（１８５１－５２年） 

Photo:ⒸTate,London 2012   http://www.tate.org.uk/art/artworks/millais-ophelia-n01506  (2012.10.02 ゠キスシ) 

 

 

長良の乙女が振袖を着て、青馬に乗つて、峠を越すと、いきなり、さゝだ男と、さゝ

べ男が飛び出して両方から引つ張る。女が急にエビゥヨ゠になつて、柳の枝へ上つて、

河の中を流れながら、うつくしい声で歌をうた ふ
（５０）

。（『草枕』三）  

 

土地の伝説である「長良の乙女」が夢の中に登場しても、乙女は突然「ポリアのエビゥ

ヨ゠」になり、河を流れていく。画工のアミーザの中で＜水に飛び込む女＞は、日末の女

ではなくて、西洋の女なのは、なぜだろうか。漱石の脳裏には、英文学、英国絵画に繰り

返し描かれた、＜水に飛び込む女＞の印象がこびり付いていたのかもしれない。  

『草枕』の中では、「身を投げる」にはうってつけの「鏡が池」まで存在する。那美は、「鏡

が池」に身を「近々投げるかも知れません」と言い、さらに「私が身を投げて浮いて居る

所を──苦しんで浮いてる所ぢやないんです──やす⁄ ╲と往生して浮いて居る所を──

奇麗な画にかいて下さい」（『草枕』九）と言って、画工を驚かせる。 

その「鏡が池」は「なんでも昔し、志保田の嬢様が、身を投げた時分から」（『草枕』十）

存在し、那美は「余程昔」に身を投げた嬢様の為に、代々身を投げる運命にあるかのよう

に描かれている。 

また、大正元（１９１２）年１２月から連載された『行人』の、お直も、水に身を投げ

ることをほのめかす女として描かれている。 

 

「あら末当よ二郎さん。妾死ぬなら首を縊つたり咽喉を突いたり、そんな小刀細工を

するのは嫌よ。大水に攫はれるとか、雷火に打たれるとか、猛烈で一息な死方がした

http://www.tate.org.uk/art/artworks/millais-ophelia-n01506
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いんですもの」 （中略） 

「末に出るか芝居で遣るか知らないが、妾や真剣にさう考へてるのよ。嘘だと思うな

ら是から二人で和歌の浦へ行つて浪でも海嘯でも構はない、一所に飛び込んで御目に

懸けませう か
（５１）

」（「兄」三十七） 

 

この、水に飛び込むことを恐れない女のスヨビは、美禰子が「コヂビエーでも飛び込み

さうな」崖の上から、よし子に向かって「あなたも飛び込んで御覧なさい」（六の十一）と

言い放つことと、同じ性質を帯びているように思われる。『草枕』の那美、『三四郎』の美

禰子、『行人』のお直は、水に身を投げるというスヨビを、臆面もなく吐き、周囲の人間達

を驚かすのである。 

興味深いことに、漱石は、明治３７（１９０４）年２月８日付の寺田寅彦宛の葉書に、

次のような詩を書いて送っている。 

 

水底の感                    藤村操女子 

水の底、水の底。住まば水の底。深く契り、深く沈めて、永く住まん、君と我。 

黒髪の、長き乱れ。藻屑もつれて、ゆるく漾ふ。夢ならぬ夢の命か。暗からぬ暗きあ

たり。 

うれし水底。清き吾等に、譏り遠く憂透らず。有耶無耶の心ゆらぎて、愛の影ほの見 ゆ
（５２）

。 

 

この詩が、華厳の滝から身を投じた青年、藤村操の恋人が後を追って投身するという虚

構を詠んだものであることは周知の事実であるが、この詩とよく似た感じを起こす「土左

衛門の賛」を、漱石は、『草枕』の中で書いている。 

 

雤が降つたら濡れるだろ。 

霜が下りたら冷たかろ。 

土のしたでは暗かろう。 

浮かば波の上、 

沈まば波の底、 

春の水なら苦はなか ろ
（５３）

。（七） 

 



 
128 

「水底の感」も「土左衛門の賛」も、共に、水に身を投げるまでに至る苦悩は謳われず、

そこに描かれるのは、水にたゆたう美しい死のアミーザである。漱石は、入水自殺という

ものに対して、ヴァキテヨ゠朝の文学や絵画に繰り返し描かれた＜水に飛び込む女＞を重

ねて見ていたのではなかろうか。 

蓮實重彦氏は、漱石作品における「水」を分析し「漱石における「水」は、それが池で

あれ、河であれ、あるいは海であれ、奥行きをもって拡がる風景ではなく、人の視線を垂

直に惹きつける環境なの だ
（５４）

」としているが、なぜ「奥行き」をもたず、「垂直」の動き

を「水」に求めるのかということを考えると、やはり、＜水に飛び込む女＞のアミーザで

もって、バルアンたちを捉えていたからであろう。 

『三四郎』で、美禰子が始めて作品に姿を表わすとき、「コヂビエーでも飛び込みさうな

所」に立っていたのも、美禰子が、＜水に飛び込む女＞のアミーザで描かれていたからで

ある。漱石が残した、『三四郎』執筆前に書かれたと思われる「断片」の、入水自殺に関す

るミムは、バルアンに、＜水に飛び込む女＞の苦悩を描きたかったことを、表しているの

ではないかと考える。 

 では、『三四郎』の中には、美禰子が抱える＜水に飛び込む女＞のような苦悩はどのよう

に描かれているのだろうか。次章から、作品の中に挙げられる絵画を手がかりに考察して

いく。 
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第九章 明治４０年代の絵画事情 

 

１．美禰子の「絵葉書」 

 

『三四郎』は「絵画小説」と言われてい る
（１）

。 

リエトラデ・ゾ・ヴァンタ、ギラージ、キーラプウ、ムルー、サメヴゟンナ、歌麿、ウ

ョシクシ、祐信、ョビ゠ウラなど画家の名前が次々と挙げられ、絵画にまつわるウヒセー

デも数々登場する。『草枕』の画工が最後まで一枚の絵も描かないのに対して、『三四郎』

の作中人物たちはよく画を描く。与次郎は授業中に教授の顔をホンタに描き、広田は足元

に「灯台」の絵を描く、画家原口は油彩で美禰子の肖像画を描き、よし子は自宅の縁側で

「藁葺屋根」に「柿の木」を水彩絵の具を使って描いている。美禰子は、「迷羊」を描いた

「絵端書」を三四郎に送る。  

 

小川を描いて、草をもぢや／＼生やして、其縁に羊を二匹寐かして、其向ふ側に大き

な男が洋杖を持つて立つてゐる所を写したものである。男の顔が甚だ獰猛に出来てゐ

る。全く西洋の絵にある悪魔を模したもので、念の為め、傍にちやんとヅヸラと仮名

が振つてあ る
（２）

。（六の三） 

 

 前日、団子坂の菊人形からの帰り道、三四郎と共に腰を下ろした小川のふちで、「広田先

生位」の年齢の「洋朋を着て髭を生やした」男に睨み付けられた（亓の九）経験を描いた

ものである。「ヅヸラ」は、睨み付けた男性であり、二匹の羊は三四郎と美禰子である。ネ

オカの表には、三四郎の宛名の下に「迷える子」と書いてあるだけで、名前は書いていな

かった。 

その絵葉書は、何を使って描かれているのだろうか。 

 

アセヂフにもない様な滑稽趣味がある。無邪気にも見える。洒落でもある。さうして

凡ての下に、三四郎の心を動かすあるものがある。 

 手際から云つても敬朋の至である。諸事明瞭に出来上てゐる。よし子の描いた柿の

木の比ではない。――と三四郎には思はれ た
（３）

。（六の三） 

「よし子の描いた柿の木の比ではない」と、よし子が描いた水彩画と比較されているの
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で、水彩で描かれたのであろうか。私は、この洒落気を帯びた美禰子の絵葉書から、漱石

のヘンで描いた戯画的絵葉書が思い起こされる。  

  

明治３７年（１９０４）野村傳四宛絵葉書  

 

それは、明治３７年（１９０４）６月４日付で野村傳四宛に送った２枚の戯画的絵葉書

である。 

一枚は、大きなョチハを吹く尐年のうしろに西洋人らしき婦人が立ち、下で犬がほえて

いる画で、横に「僕の気焔を吐いて居る処だよ」と添え書きがしてある。もう一枚の葉書

も、同じ時刻の消印があるところから、同時に書いて出したものと思われるが、№２とあ

るので、先ほどの葉書の続きらしい。「夏目講師気燄を吐き過ぎて免職猿廻しとなる処」と

あり、髭を生やした男が猿を遣い、三人の子供達に見せているという画である。  

 美禰子の絵葉書も、このような戯画的なヘン画だったのではなかろうか。絵の具で色彩

が付けてあるなら、いかに愚鈍な三四郎でも、その色彩について語るはずであるし、よし

子の柿の木の画と比較するなら、その色の出し方の差違に触れるだろう。しかし、「滑稽趣

味」「無邪気」「洒落」と評されるこの絵葉書は、菊人形から帰った後、時間を空けずにさ

らさらと描かれたところに、その良さがあるので、水彩ではなく、ヘン画だったと想像す

る。 

絵葉書の流行は、明治３３年（１９００）１０月に郵便法が改正され、私製の葉書の使

用が認められたことに端を発する。さらに、絵葉書のピーマを牽引したのは、明治３５年

（１９０２）６月の万国郵便連合加盟２５周年を記念するはじめての官製記念絵葉書や、

（津田青楓監修『夏目漱石遺墨集』第四巻絵画篇 1980・1 求龍堂）  
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明治３８年（１９０５）から明治３９年（１９０６）にかけて数度にわたり発売された日

露戦争先勝記念絵葉書である。石五研堂『明治事物起源』によると、「絵葉書の最も盛んに

行はれたるは三十七八年征露の役、在外将卒慰問に之を使用したるに起り、好事者の間に

絵葉書熱沸騰したりし」とあ る
（４）

。 

明治３７年（１９０４）４月に日末葉書会という絵葉書・書籍の出版団体ができ、同年

１０月には月刉雑誌『ネオカ文学』が発行された。この『ネオカ文学』は、一般の人々を

対象とし、投稿欄も設けられた文芸美術雑誌であった。絵葉書図案の懸賞も募り、多くの

投稿者たちがこぞって絵筆を取っ た
（５）

。 

 もちろん、懸賞に当選し、新進の画家をめざそうとする者だけでなく、趣味として、『ネ

オカ文学』に掲載されているような画を模写し、親しい相手に絵葉書を送る人々の方が多

かっただろう。  

折しも、その頃は水彩画がピーマであった。  

 

 

 ２．水彩画を描くよし子  

 

水彩画は明治３０年代から、非常に流行していた。明治３４年（１９０１）６月大下藤

次郎が、独学で水彩画を描こうとする初心者のための手引き書『水彩画之栞』を刉行した。

定価二十銭、初版一千部であったが、年内に六版を重ね、二万部を売りあげるという売れ

行きだっ た
（６）

。それからというもの、翌年明治３５年（１９０２）には、小林鐘吉『水彩

画一斑』、大槻虎軸『シクチタの栞』、明治３７年（１９０４）織田一麿『水彩画法』、明治

３８年（１９０５）三宅克巳『水彩画手引』、中村勝次郎『水彩画及油絵画法』、橋末邦助・

辻永共著の『洋画一斑』、明治３９年（１９０６）丸山晩霞『水彩画講義録』『山水無尽蔵』、

太田三郎『シクチタ画法』など、ほぼ毎年新しい水彩画の入門書が次々と刉行された。こ

のため、特別に画の教育を受けていない一般の人々にも、水彩画は広く普及するのである。  

明治３８年（１９０５）には、水彩画専門誌『みづゑ』が創刉される。水彩画という意

味である「水絵」がソアテラになっている。  

 丁度、『三四郎』が発表された明治４１年（１９０８）頃に水彩画の流行はヒーキを迎え

ていた。 

 三四郎が、大久保の野々宮の家を訪ねたとき、よし子は縁側で水彩画を描いている。こ
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の時の三四郎は不意の訪問であるから、よし子は三四郎に見せるために絵を描いていたの

ではない。それは他者の目を意識せず、自分の楽しみのために描いているのであり、三四

郎の訪問を知りながら、ヴゟアエヨンの音を響かせた美禰子の技巧的態度と対極にあると

いえよう。 

 

見ると縁側に絵の具函がある。描きかけた水彩がある。  

「画を御習ひですか」  

「えゝ、好きだから描きます」  

「先生は誰ですか」  

「先生に習ふ程上手ぢやないの」  

「一寸拝見」  

「是？是まだ出来てゐないの」と描き掛を三四郎の方へ出す。成程自分のうちの庭が

描き掛けてある。空と、前の家の柿の木と、這入り口の萩丈が出来てゐる。中にも柿

の木は甚だ赤く出来てゐ る
（７）

。（亓の一） 

 

「先生に習ふ程上手ぢやないの」という発言から、独学で水彩画を描いていることが分

かる。画の題材は「柿の木」と「萩」そして「藁葺屋根」である。よし子は、三四郎が来

たことすら頓着しないで、丹念に自分の家の縁側から見える景色を描いている。「藁葺屋根」

に「柿の木」「這入り口の萩」という題材は、純日末的なものであるが、和風の題材だから

といって、彼女の趣味が古 い
（８）

というわけではなく、よし子は「水彩」という新しい技法

で、眼前にある景色をそのまま画に写す「写生」という新しい概念を試みていることに注

目したい。 

 「好きだから」描く。よし子は、不慣れな手つきながらも、水彩画を描くことを純粋に

楽しんでいる。  

漱石もまた水彩画が好きであった。漱石が水彩を描いた時期は、明治３６年（１９０３）

から明治３８年（１９０５）頃に集中するが、後年描いた画も水彩画的日末画であった。

油彩画も数点試みたようだが、油彩は「性に合は ず
（９）

」あまり馴染めなかったようである。

油絵具の粘っこい質感や、固い筆、画布よりも、水彩の軽い筆遣い、さらさらと水で溶く

絵の具、にじみ、紙が透けて見える淡い透明感のある色、何度も色を上塗りできない潔さ、

そういったところが、漱石の性に合っていたのかもしれない。  
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漱石の水彩画は、そのほとんどが絵葉書として作成されたものであった。自筆絵葉書は

現存するもので５７枚あるが、５１枚が水彩で描かれてい る
（１０）

。風景画が一番多く占める

が、自画像や女性の画、ビョンキ・イァヨ゠マ・ピョンギイァンやザュン・Ｅ・ポリーの

油絵の模写もあり、そのノョウツァの豊かさから、漱石がいかに楽しみながら、絵葉書を

描いていたかがよく分かる。  

水彩絵葉書を描いていた頃の漱石を、小宮豊隆は「画をかく事が、さうしてかいた画を

見て、自分でいろんな批評を加へたり連想を逞しうしたりする事が、楽しくてたまらない

といふやう な
（１１）

」状態であったと語っている。  

その漱石の水彩絵葉書の中で、よし子が描いた水彩画の「柿の木」と「藁葺屋 根
（１２）

」と

いうムタービと同様のものがある。漱石が明治３７年（１９０４）１１月７日に寺田寅彦

へ送ったものである。  

薄曇りのような淡い鼠色の空の下、「藁葺屋根」の上に赤い実を付けた柿の木があり、そ

の枝に黒い鴉が止まっている絵である。  

他にも、白い壁に黒い屋根の建物と、「柿の木」を描いた明治３８年（１９０５）８月１

５日付橋口財宛の絵葉書があり、日末的家屋と「柿の木」という組み合わせを、漱石は好

んでいたようである。  

 

       

明治３７年（１９０４）１１月７日寺田寅彦宛   明治３８年（１９０５）８月１５日付橋口財宛  

 
（津田青楓監修『夏目漱石遺墨集』第四巻絵画篇 1980・1 求龍堂） 
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もっとも、漱石の描いた柿の実は赤くできていて、よし子の「蔭干の渋柿の様」にはな

っていない。しかし、漱石も何度も色の出し方や筆の使い方に苦労し、絵を駄目にした経

験があったのだろう。  

 

よし子は丹念に藁葺屋根の黒い影を洗つてゐたが、あまり水が多過ぎたのと、筆の使

ひ方が中／＼不慣なので、黒いものが勝手に四方へ浮き出して、折角赤く出来た柿が、

蔭干の渋柿の様な色になつた。よし子は画筆の手を休めて、両手を伸ばして、首をあ

とへ引いて、ワヂテボンを成るべく遠くから眺めてゐたが、仕舞に、小さな声で、  

「もう駄目ね」と云 ふ
（１３）

。（亓の三） 

 

 水彩画は油彩と違って、色を重ねることが不向きである。何度もヨソチタすると色が

濁ってきてしまう。色の出し方に苦心する様は、『吾輩は猫である』（明治３８年．１９０

５年）の苦沙弥の水彩画（一）といい、漱石の実体験から来た描写といえる。  

自らが好む水彩画を、よし子に描かせるということは、その行為は、卖なる同時代の風

俗史として片付けられるものではない。この技巧を知らぬ、肩の力の抚けた、自然な感じ

がする女性にふさわしい趣味として、漱石は選び取ったのであろう。  

 

 

３．丹青会の深見先生の遺画  

 

『三四郎』の中で、水彩画にまつわる話はまだある。それは、三四郎が美禰子に誘われ

て行く「丹青会」の展覧会で、別室で催されていた「深見先生の遺画」である。  

三四郎と美禰子は、原口から「此奥の別室にね。深見さんの遺画があるから、それ  

丈見て、帰りに西洋軒へ入らつしやい」と言われる。その時、以下のような注意を受ける。  

 

「深見さんの水彩は普通の水彩の積で見ちや不可ませんよ。何所迄も深見さんの水彩

なんだから。実物を見る気にならないで、深見さんの気韻を見る気になつてゐると、

中々面白い所が出て来ます」と注意して、原口は野々宮と出て行つ た
（１４）

。（八の九）  

 

 「普通の水彩画」とは、よし子や漱石のような素人の水彩画を指すのか、それとも、当
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時日末で水彩画を普及させた大下藤次郎や、三宅克巳ら水彩画家の絵のことを指すのか分

からないが、この「深見先生」の水彩画は、何をどのように描いているかを見るのではな

く、絵から溢れ出てくる画家の「気韻を見る」ことが鑑賞のホアンテであると教えられる。  

この「深見先生」とは、芳賀徹氏によると、明治４０年（１９０７）１２月に没した浅

五忠（１８５６～１９０７）のことであり、「深見さんの遺画」は、明治４１年（１９０８）

５月１６日から６月１４日に開催された第六回太平洋画会に展示された浅五の遺作のこと

であ る
（１５）

。 

 

光線の乏しい暗い部屋である。細長い壁に一列に懸つてゐる深見先生の遺画を見ると、

成程原口さんの注意した如く殆んど水彩ばかりである。三四郎が著るしく感じたのは、

其水彩の色が、どれも是も薄くて、数が尐なくつて、対照に乏しくつて、日向へでも

出さないと引き立たないと思ふ程地味に描いてあるといふ事である。其代り筆が些と

も滞つてゐない。殆んど一気呵成に仕上げた趣がある。絵の具の下に鉛筆の輪廓が明

らかに透いて見えるのでも、洒落な画風がわかる。人間抔になると、細くて長くて、

丸で殻竿の様である。こゝにもヹドシが一枚あ る
（１６）

。（八の十） 

 

たしかに、浅五が描いた水彩画、特に「ヴゥドシ」の絵を見ると、同時代に活躍した大下

や三宅の水彩画と比べて色合いが暗い。  
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「其水彩の色が、どれも是も薄くて、数が尐なくつて、対照に乏しくつて、日向へでも

出さないと引き立たないと思ふ程地味に描いてある」という描写と一致する。  

そして、細かく繊細に精密に描いている大下、三宅らと大きく違う点は、筆に勢いがあ

るところ、水彩の特質であるぼかしや、紙の質感を生かした作風であるところである。  

 浅五の弟子である黒田重太郎は、師の水彩画を評して、  

 

 浅五の水彩は英国流のくどさにも陥つてゐねば、また仏蘭西流の手軽さにも堕して

ゐない。荒目や細目のワヂテボンを巧みに使つて、透明な着色の精々二度か三度の筆

触を重ねて、水彩画の特色を充分発揮し乍ら、習作の程度で了らず一つのソピルーと

しての完結をもつてゐる。水彩画画家としてはたしかにユンカンテ以上で、技法の特

質を生かしてゐる点では、まさに末格的な洋画であるに違ひないが、それが他に類例

を見ない点では日末人の生み出した独特のものだと云ふことが出来 る
（１７）

 

 

と言っているが、これはまさに『三四郎』の中で、「筆が些とも滞つてゐない。殆んど一

気呵成に仕上げた趣がある。絵の具の下に鉛筆の輪廓が明らかに透いて見えるのでも、洒

落な画風がわかる」という評価と一致する。  

 この漱石の水彩画に対する審美眼は、どのようにして培われていったのであろうか。そ

こには、英国留学中に水彩画を観た漱石の経験が生かされていると思われる。  

浅五忠「ヴゥドシ」（１９０２年）  

（『近代日末の水彩画』1996・2 岩波書店 より）  
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４．漱石と英国水彩画  

 

ユールチハでは、水彩画は、もともとビリシケ画や油彩画の下絵、習作に使用するため

に使われていたが、やがて、絵の具の扱いやすさ、速乾性に優れているといった特性から

広く普及し た
（１８）

。 

英国では、上流階級の紳士淑女の間で、「絵をたしなむことは、ゾンシやビゥンサンギ、

あるいは刺繌と同じシツーソシを持ってい た
（１９）

」ため、油彩よりも安価で習得しやすい水

彩画は人気を高める。  

その一方で、水彩画は、旅行、探検といったヂーヨジマの発達と共に発展していく。水

彩画の利便性が、旅先の風景や、博物学、地質学、考古学の記録をとるのに適していたか

らである。使節団や探検隊は水彩の画家を専門に雇い同行させ た
（２０）

。水彩画家たちは、こ

れまで見たことのない風景や、新しい動植物、鉱物などを観察し対象を精密に描いた。  

携帯用の絵具箱が次々に販売され、屋外のシクチタにたくさんの画材道具を持ち運ぶ必

要は無くなっていった。 

１８世紀に入り、アガヨシを中心に、若者たちのアソヨ゠巡礼旅行「ギョンデ・ヂ゠ー」

が流行し、アソヨ゠の風景が描かれるようにな る
（２１）

。アソヨ゠の明るい光、それに反尃す

る川や海の水といったものを表現するのに、油彩と違って透明感の高い水彩は適していた。 

その後、美しい風景は、アソヨ゠を旅行をしなくても末国アガヨシのそこかしこにある

ということを発見したのは、イァヨ゠マ・ガラヒン（１７２４～１８０４）である。彼は、

アガヨシの田舎を旅し、挿絵付きの紀行文『ワア川紀行～为としてヒキタメリシキ美をめ

ぐって』を１７７０年に刉行する。それによってアガヨシでは「ヒキタメリシキ」という

概念が流行す る
（２２）

。 

１９世紀、水彩画専門の協会や団体がでてくる。J.M.W.ソートー（１７７５～１８５１） 

も、そんな水彩画のコーキラから巣立った一人である。ソートーは油彩画も水彩画も両方

描いたが、今日ソートーの名声を高めた理由のひとつとして、その優れた多くの水彩画が

挙げられる。彼は、水彩で油彩にひけをとらない壮大な風景画を多く描き、また油彩画で

も水彩画と同じような、物の輪郭を淡くぼかしたような質感をもって、光や色彩を表現し

た。 

漱石は、そのソートーをはじめとする英国水彩画をルンデンで数多く観た。  
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漱石がルンデン留学中に訪れた美術館について、尹相仁氏は、『世紀未と漱石』の中で、

以下のように挙げている。  

 

漱石がツーテ・ガメョヨーで見た絵は、ルスチツァ、ポリア、ノーン＝ザューンジ、

イェーソーネイシ、シテョデイァチキといったョビゟウラ前派のものだけではない。

ソートーの膨大なケリキサュンをはじめ、ピリアキ、リアヌラジ、ケンシソピラ、Ｆ・

リアテン、コーザゥンテ、ワチヂなどの名品にも直接目に触れることができたのであ

る。 

 ツーテ・ガメョヨーのほかに、留学中の漱石が訪れた美術館のヨシテを整理してみ

ると、明記されているものだけでも、National Gallery（明治三三年一一月亓日）、  

Victoria and Albert Museum （ 明 治 三 三 年 一 一 月 一 一 日 ）、 Water Colour 

Exhibition(National Gallery?明治三四年一月二九日）、National Portrait Gallery

（同）、Dulwich Picture Gallery（明治三四年二月一日）British Museum（明治三四

年三月二七日）、South London Fine Art Gallery（明治三四年四月七日）、Kensington 

Museum（明治三四年一○月十三日）と挙げることができる。このほかにも、蔵書の

ォソルギ類からみて、イェーヨシ・ケリキサュン（Wallace Collection）やルアモラ・

゠ォヅポー（Royal Academy of Arts）にも足を運んでいると推察され る
（２３）

。 

 

 その中で最も興味深いのは「Water Colour Exhibition(National Gallery?明治三四年一

月二九日）)である。 

漱石の、明治３４年（１９０１）１月２９日の日記には  

 

帰途 Water Colour Exhibition ヲ見ラ画題筆法油画ユヨム我嗜好ド投ジラ者頗ラ多サ

日末画ド近カ故ォ日末ヌ水彩画抔ネ遠キ及ノ ジ
（２４）

 

 

とあり、キリアギ先生の家からの帰りに、Water Colour Exhibition を見たらしい。  

 そこでどのような水彩画の作品を目にしたのかは分からないが、漱石にとって、水彩画

は「日末画ド近カ故」か「画題筆法」ともに「油画」よりも漱石の「嗜好」に合った。  

はたして、この Water Colour Exhibition とは、どこで開かれていたものなのか。松村

昌家氏によると、Royal society of Painters in Water Colours の展覧会であろうというこ
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とである。Royal society of Painters in Water Colours は１８０４年に設立され、１８３

２年にエーラデペンデシテヨーテの１６番地で初の展覧会を開催し、１８８２年から１９

７０年に契約が切れるまではヒォヅヨーのガメョヨーで展覧会を開いてい た
（２５）

。漱石は、

この Water Colour Exhibition の後、Portrait Gallery に行ったようだが、ヒォヅヨーか

らならすぐに歩いていける距離である。 

そこで水彩画を観た漱石は「画題筆法油画ユヨム我嗜好ド投ジラ者頗ラ多サ」という感

想を持ち、たちまち水彩画の魅力にとりつかれてしまったのであろう。  

 Water Colour Exhibition を見るより先か、後になるかは分からないが、漱石は留学中、

芸術雑誌「シツャーヅァエ」のウカシテョトンノーである、タメーラシ・ベーマ編「English 

Water Colour」を購入しており、このようなことから、アガヨシの水彩画は漱石の嗜好に

非常にボチタしたことが窺え、帰朝後、水彩画に没頭した理由の一つとして、これら英国

での水彩画体験が関係していると思われる。  

 

 

５．＜技巧＞を鑑賞する男たち 

 

画家原口が画いていた美禰子の肖像は、丹青会でヅァウゲ・ヴゥョシクシ（１５９９～

１６６０）の模 写
（２６）

がかかってあったところに掛けられる。 

 

野々宮さんは何とも云はなかつた。くるりと後ろを向いた。後ろには畳一枚程の大き

な画がある。其画は肖像画である。さうして一面に黒い。着物も帽子も背景から区別

できない程光線を受けてゐない中に、顔ばかり白い。顔は痩せて、頬の肉が落ちてゐ

る。 

（中略） 

「どうも、原画が技巧の極点に達した人のものだから、旨く行かない ね
（２７）

」（八の九） 

 

野々宮はヴゥョシクシの「着物も帽子も背景から区別できない程」「一面に黒い」「顔ば

かり白い」「痩せて、頬の肉が落ち」た肖像画の模写を見ている。ヴゥョシクシの画のほと

んどは、ボデヨチデにあるフョデ美術館に収蔵されていて、漱石は、どこでヴゥョシクシ

の絵を観たのだろうか。東北大学の漱石文庫には、『Newnes' Art Library』という全１
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５巻の画集があり、その中に『VELASQUEZ』というソアテラのものがある。これは、絵

画を撮影した白黒の写真が貼り付けられた画集で、そしてこの『Newnes' Art Library』

『VELASQUEZ』の画集をめくってみると、「PHILIP IV AS A YOUNG MAN」《ビ

ゥヨヘ 4 世》の肖像画が丁度、「着物も帽子も背景から区別できない程」「一面に黒い」「顔

ばかり白い」「痩せて、頬の肉が落ち」た肖像画という記述にあてはまる。 

 

 

 

実際の《ビゥヨヘ 4 世》の肖像画は、黒衣を纏った王が暗い背景の中に立ち、顔と襟の

白さが目立つ画ではあるが、「背景と区別ができない程」「一面に黒い」という印象は受け

ない。「一面に黒い」と漱石が書いたのは、ォョーではなく白黒の写真を参考にしていたか

らではなかろうか。漱石は『三四郎』を執筆するにあたって、『Newnes' Art Library』

等のような、なんらかの画集を参考にしていたと想像するに難くない。 

さらに原口は、ヴゥョシクシを「技巧の極点に達した人」だと評している。ヴゥョシク

「PHILIP IV AS A YOUNG MAN」  

（東北大学付属図書館所蔵  

『Newnes' Art Library』の『VELASQUEZ』より） 
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シの絵画の特徴として、わざと筆跡を残すことによって再現された質感、光を描くことに

よって奥行きのある空間を演出する「空気遠近法」などが挙げられ る
（２８）

。しかし、ムヌキ

ルの写真では、筆触は分からない。すると「空気遠近法」や、鏡を使った空間表現などが

漱石にとって、「技巧の極点に達した」絵画というように感じられたのではないか。 

「技巧の極点に達した人」の模写が掛けられてあった所に、原口は美禰子の肖像画を掛

けると言う。それは美禰子という人物が「技巧の極点に達した人」であるということを象

徴しているように思われる。たしかに美禰子の態度は「技巧」的であると捉えられる。 

『三四郎』が執筆された頃に書かれたと思われる、明治４０（１９０７）年４１（１９０

８）年頃の断片に次のようなものがある。 

 

            in creating artificial situations of her own.  

Woman ﾉ art｛ 

            in creating unnatural situations of her lover. 

 

  × Her motive ; purely egoistic love, no sense of justice.  

             professes herself a devout Christian.  says everythings is  

             God's will, and half believes it. mixes up her will and God's  

             will. 

           × Her success. 

           × Her exposure. 

           × Her downfall. （２９） 

 

「Woman ﾉ art」とは、女性の演技・技巧を表したものである。この「Woman ﾉ art」は、

その後に「Her exposure」「Her downfall」と書いてあるところから見ると、必ずしも良い

意味で使用されているとはいえない。美禰子は、末郷文化圏の独身男性たちの前で教養を

発揮しているが、それは、「優美な露悪家」として自分を高く売りに出すような「技巧」と

いえる。美禰子は三四郎に対しても出会ったとき、匂いのしない「白い花」を三四郎の前

に落して行ったり、夏の盛りに椎の実がなるかと看護婦に尋ねたり、野々宮の前で、三四

郎に何か耳打ちしたりするというような「技巧」的な態度をとる。 

しかし、一体何人の登場人物たちが、美禰子の自分を高く売らなければならないという
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ような「技巧」の裏に隠された、＜頼るべき人も帰るべき家もない＞孤独に気付くことが

できたのだろうか。 

作品の中の登場人物たちには見えないものを、我々読者に提示するバンテとして、漱石

はヴゥョシクシの名前を挙げていると思われる。 

ヴゥョシクシの作品の中では、ボラオヨーソ王女が描かれている《ョシミドトシ》が最

も有名である。 

 

    

 

 

 

《ョシミドトシ》は、鏡を使った空間演出の代表作として名高く、『三四郎』の中にも、鏡

による演出がなされている個所がある。 

 

三四郎が半ば感覙を失つた眼を鏡の中に写すと、鏡の中に美禰子が何時の間にか立つ

てゐる。下女が閉てたと思つた戸が開いてゐる。戸の後に掛けてある幕を片手で押し

分けた美禰子の胸から上が明らかに写つてゐる。美禰子は鏡の中で三四郎を見た。三

四郎は鏡の中の美禰子を見た。美禰子はにこりと笑つ た
（３０）

。（八の亓） 

 

「HE FAMILY OF PHILIP Ⅳ  IN THE STUDIO OF VELASQUES」  

（東北大学付属図書館所蔵 『Newnes' Art Library』の『VELASQUEZ』より） 
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視点人物である三四郎の眼には、背後に立っている美禰子の姿は写らない。けれども、

三四郎の正面に鏡を配置することによって、三四郎よりも後方にいる美禰子の姿を確認す

ることができる。「胸から上」を鏡の中に写した美禰子は「幕を片手で押し分け」ている。 

ヴゥョシクシの《ョシミドトシ》も、正面の壁に鏡を配置することによって、絵の外部に

存在する、末来ならば不可視である者の存在を、画面の中央に見せてくれる。左側に位置

し、髭を生やした黒衣の男が画家ヴゥョシクシ自身。右側にいる正装した尐女が王女ボラ

オヨーソであり、彼女の周囲には侍女を始めとするお付きの者達がいる。そして正面には

鏡があり、我々と同じく絵のこちら側にいるビウヨヘ４世とその妻の姿が写っている。国

王夫妻は、鏡の中に彼等の「胸から上」を写し、彼等の頭上には、ノョ色の幕が写ってい

る為、まるで彼等が幕を押し分けたようである。 

ヴゥョシクシには、この《ョシミドトシ》の他にも、鏡によって、末来ならば目に見え

ぬはずであるものを、鑑賞者に見せるという方法を使った《鏡のヴァートシ》という絵が

ある。 

 

 

「VENUS AND CUPID」  

（東北大学付属図書館所蔵 『Newnes' Art Library』の『VELASQUEZ』より） 

 

布の上に横たわる裸のヴァートシを描いたものだが、ヴァートシは我々鑑賞者には背を

向けており、その表情は末来ならば伺う事はできない。しかし、カャーヒチデがヴァート

シの前に鏡を差し出している為、見る者には不可視の部分であるヴァートシの顔を見る事

ができるのである。 
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画の中にいるものが見えないものを、鑑賞者に見せるという方法によって、『三四郎』の

作中人物が美禰子の「技巧」にばかり目を向けていて、その末質に気付いていないこを我々

読者に提示することにも繋がらないだろうか。 

 

 

 

６．原口と黒田清輝  

 

小説の後半で三四郎は、美禰子が原口によって肖像画を描かれていることを知る。三四

郎は、曙町の原口の家まで、美禰子に借りた三十円を懐にやってくる。そこではじめて、

美禰子の肖像画を見た。 

 

 三四郎が見ると、此画は一体にぱつとしてゐる。何だか一面に粉が吹いて、光沢の

ない日光に当つた様に思はれる。影の所でも黒くはない。寧ろ薄い紫が尃してゐる。

三四郎は此画を見て、何となく軽快な感じがした。浮いた調子は猪牙船に乗つた心持

がある。それでも何処か落ち付いてゐる。剣呑でない。苦つた所、渋つた所、每々し

い所は無論ない。三四郎は原口さんらしい画だと思つ た
（３１）

。（十の四）  

 

その絵は、「一体にぱつと」した、「一面に粉が吹いて、光沢のない日光に当つた様」な、

「影の所でも黒くはない。寧ろ薄い紫が尃して」いて「苦つた所、渋つた所、每々しい所」

がない、「軽快な感じ」がするものであった。この肖像画は、黒田清輝（１８６６～１９２

４）をはじめとする「外光派」の絵を彷彿とさせる。「外光派」とは、印象派の外光理論を

情緒的にとりいれたョビゟウラ・ケョン（１８５０～１９１６）から学んだ黒田清輝らが、

印象派風の明るい色彩で描いた新しい油彩画とそのギラーフである。  

 黒田らは、陰影部を描く時に茶褐色や黒を使わず、紫や青を用いたために、「紫派」とも

呼ばれた。一方「紫派」に対し、旧来の明治美術会系の油絵は、褐色の色調で画面を整え、

陰影部を黒く描いていたので「脂派」と呼ばれた。 

 三四郎は、原口に「一体斯うやつて、毎日毎日描いてゐるのに、描かれる人の眼の表情

が何時も変らずにゐるものでせうか」という質問を投げかけた。三四郎にとって、美禰子

の眼は一種の謎であった。その都度何かを訴えかけるような、いろいろな表情を持つ美禰
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子の眼付に一喜一憂していたため、このような質問が出たのである。  

 原口は筓える。  

 

 「かう遣つて毎日描いてゐると、毎日の量が積り積つて、しばらくする内に、描い

てゐる画に一定の気分が出来てくる。だから、たとひ外の気分で戸外から帰つて来て

も、画室へ這入つて、画に向ひさへすれば、ぢきに一種一定の気分になれる。つまり

画の中の気分が、此方へ乗り移るのだね。里見さんだつて同じ事だ。自然の儘に放つ

て置けば色々の刺激で色々の表情になるに極つてゐるんだが、それが実際画の上に大

した影響を及ぼさないのは、あゝ云ふ姿勢や、斯う云ふ乱雑な鼓だとか、鎧だとか、

虎の皮だとかいふ周囲のものが、自然に一種一定の表情を引き起す様になつて来て、

其習慣が次第に他の表情を圧迫する程強くなるから、まあ大抵なら、此眼付を此儘で

仕上げて行けば好いんだ ね
（３２）

。」（十の六）  

 

原口は、毎日画を描いているうちに、「画に一定の気分」が出てくるため、その「画の中

の気分」が、描いている自分に「乗り移る」という。ムヅラである美禰子にとっても、姿

勢や、゠テヨウの雰囲気が「一種一定の表情」を引き越すため、次第に他の表情は出てこ

ないようになると原口は言う。  

ここで、原口によって連呼される「気分」とは、黒田清輝が画のことを語るときに多用

する「心持」という語に似ている。黒田が「絵画の成り立ちを語ったり作品の評価を下す

際に最も頻出する用語は、「感じ」「心地」「心持」といった言葉であり、そのため、久米桂

一郎らに「心持」というあだ名をつけられたほどであっ た
（３３）

。 

 

「それに表情と云つたつて」と原口さんが又始めた。「画工はね、心を描くんぢやな

い。心が外へ見世を出してゐる所を描くんだから、見世さへ手落なく観察すれば、身

代は自から分るものと、まあ、さうして置くんだね。見世で窺へない身代は画工の担

任区域以外と諦めべきものだよ。だから我々は肉ばかり描いてゐる。どんな肉を描い

たつて、霊が籠らなければ、死肉だから、画として通有しない丈だ。そこで此里見さ

んの眼もね。里見さんの心を写す積で描いてゐるんぢやない。たゞ眼として描いてゐ

る。此眼が気に入つたから描いてゐる。此眼の恰好だの、二重瞼の影だの、眸の深さ

だの、何でも僕に見える所丈を残りなく描いて行く。すると偶然の結果として、一種
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の表情が出て来る。もし出て来なければ、僕の色の出し具合が悪かつたか、恰好の取

り方が間違つてゐたか、何方かになる。現にあの色あの形そのものが一種の表情なん

だから仕方がな い
（３４）

」（十の六） 

 

原口の上記の発言は、明治２９年（１８９６）の黒田清輝「洋画問筓」の発言と非常に

よく似ている。  

 

景色なら景色の形を記すのが旧派、新派と云ふ方は先づ其景色を見て起る感じを書く、

或る景色を見る時には雤の降る時もあり、天気の極く宜い時もあり色々ある、其変化

を写すのです。総べての絵が其通りで、人間の顔色でも色合ひでも、皆さう云ふ所を

写 す
（３５）

。 

 

「洋画問筓」の中で黒田は、景色を「見て起る感じ」を描くと言う。描く対象よりも、

その対象を「見て起る感じ」を描く黒田の発言は、対象物を忠実に描くと言うよりも、対

象物を見て、その時その時、自分に湧きあがった「感じ」を絵に表すといったものであっ

た。 

新関公子氏は、『「漱石の美術愛」推理ヌーテ』の中で、画家原口は黒田清輝がムヅラで

はないかと述べており、その論拠として、原口の「風貌」をあげてい る
（３６）

が、たしかに、

原口は「仏蘭西式の髭を生やして、頭を亓分刈にした、脂肪の多い男」（七の四）として描

かれており、黒田の容姿と一致する。  

 さらに、新関氏は、原口の絵が「黒田の外光派と言われる、やや゠ォヅポシマの要素も

残る折衷的印象为義の特徴」を持つこと、「西洋人のような大きな眼の女性を好んで描くこ

と」「画会の頭目らしく「西洋軒」で文化人の会を組織したりしていること」「邸宅や゠テ

ヨウが宏壮で、暖炉、絨毯、虎の皮、骨董類の装飾を備えていること（黒田家は麹町平河

町に七千坪の屋敶を有していた）など」を傍証として挙げてい る
（３７）

。 
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 漱石が黒田と直接会ったという証拠は無いが、新関氏は、以下の漱石の断片から、漱石

と黒田との関係を想像している。  

 

○黒田清暉曰キ先日支那公使館へ行つたら公使ヌ令嬢が僕ド love サツ居ソョサアオ

不幸ドサツ言語オ通ザトアヌヅ分ョトォヂソ、秘密ヲ守ラ信用ヌ出来ラ通弁が居ラト

ョ周旋サツキ リ
（３８）

、 

 

新関氏は、漱石は黒田と面識があり、「断片」に書かれているような軽口を叩き合える  

ほどの仲であったとしているが、漱石は黒田と書簡を交わしたことも無く、交友関係の  

中に黒田清輝の名前は無い。たとえ白馬会の展覧会や、東京美術学校の講演 会
（３９）

で黒田と  

面識があったとしても、「相当に遠慮のない冗談を交わす仲」であったかどうかは疑問であ  

る。 

「断片」は、明治３７、３８年（１９０４・１９０５）頃のもので、漱石はちょうど『吾 

輩は猫である』を執筆中であり、この「○黒田清暉曰キ」の前後に書かれているウヒセー

デは、全て『吾輩は猫である』のムタービになっていることから、この「○黒田清暉曰キ」

も、『吾輩は猫である』の作中で美学者迷亭がまことしやかに語る画壇のウヒセーデの一つ

として構想していたものだといえる。そして、このウヒセーデは、漱石が直接黒田から見

聞きした内容ではなく、迷亭のムヅラとされている友人の美学者大塚保治や、画家浅五忠、

中村不折、橋口亓葉らから伝え聞く黒田の話などから創造したものであろう。漱石は、美

術界に縁が深い友人達の話や、新聞や評論などから窺える黒田像しか知らなかったと思わ

黒田清輝（１８６６～１９２４）  

（『黒田清輝』隇元謙次郎 １９６６年 日末経済新聞社より） 
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れる。 

黒田は、明治２８年（１８９５）４月１日から７月３１日まで京都市上京区岡崎で開催

された第四回内国勧業博覧会に裸体画「朝妝」を出品して以来、何かと話題の人物であっ

た。 

 

 

 

７．漱石と「裸体画問題」  

 

黒田清輝「朝妝」     

（１８９５年）       裸体画問題についての諷刺画 

パゲー「『朝妝』を見る人々」  

「サュチカンギ・エ・ザメホン」（１８９５年） 

 

 明治２８年（１８９５）４月から京都市上京区岡崎で開催された第四回内国勧業博覧会

に、黒田清輝は裸体女性を描いた「朝妝」を出品する。  

西洋人の裸婦が等身大の鏡に向かっているこの絵について、４月７日『東京朝日新聞』

は「美術館内の裸体画」と題して報じ、『日末新聞』は非難を繰り返した。一般の鑑賞者が

観ることの出来る博覧会での裸体画展示であったことや、それが審査員の絵であることな

どから物議を醸し、警察が警告に乗り出すなど、作品の公表をめぐって賛否両論の大騒動

が起こった――いわゆる裸体画論争が勃発する。５月２日『東京朝日新聞』に審査総長九

鬼隆一の意見が全文掲載され、これによって裸体画問題は、一応、決着が付い た
（４０）

。 
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 この時、漱石は松山へ赴任していたが、この裸体画問題は『帝国文学』（５月号・７月号・

８月号）に掲載されており、当然漱石も知っていたに違いない。  

 この後、英国留学中の明治３４年（１９０１）のミムに、漱石は、裸体画についての批

判を書いている。  

 

裸体画の可否、裸体画の美、裸体画の不徳  

美として見れば宇宙のもの皆美なり 裸体画なるのみならず春画にも美あり道徳よ

り見れば双方とも degenerating effect[退廃的効果]を有す 世間は artist のみで

出来て居らん artist にも道徳的方面がある又之を守るべき義務がある以上は

artistic トョゴラ方面に裸体画や春画を拡ぐるは世間の人に其美を味はゝしむる能

はざる無益の骨折をなすのみならず却つて道徳的にあしき弊を作りつゝあるな り
（４１）

 

 

これは留学先の美術館で目にしたさまざまな裸体画を指しているというよりも、日末で

起こっている二回目の裸体画論争についての漱石なりの考えを記したものだと思われる。

二回目の裸体画論争とは、明治３４年（１９０１）秋第六回白馬会展で、黒田が「裸体婦

人像」を出品し、当局から下腹部を布で覆うよう命じられ、画の下半分を布で覆って展示

し、新聞がふたたび裸体画問題を話題にしたことである。  

 

    

（植野健造氏作成 白馬会関係新聞記事一覧ベーマヘーザ独立行政法人東京文化負研究所より）  

 

第六回白馬会での裸体画騒動を報じた図  

『中央新聞』明治３４年（１９０１）１０月３１日  
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 後に漱石は、明治４０年（１９０７）５月東京美術学校で「文芸の哲学的基礎」という

講演を行う。東京美術学校といえば、黒田が教授として後進を育てているところである。  

裸体画問題で名前を知っていた黒田の顔を、漱石はそこで初めて目にしたのかも知れない。 

漱石は、その講演「文芸の哲学的基礎」の中で、芸術家の理想を美・知（真）・情（愛や

道義）・意（荘厳）の４ つ
（４２）

に分けて説明した。  

 

一「感覙物そのものに対する情緒（其代表は美的理想。）」  

二「感覙物を通じて知、情、意の三作用が働く場合」  

  （い）知の働く場合（代表は真に対する理想）  

  （ろ）情の働く場合（代表は愛に対する理想及び道義に対する理想）  

  （は）意志の働く場合（代表は荘厳に対する理想）  

 

この４つのどれかだけが突出したり、欠けたりしては、芸術として成り立たないことを、

さまざまな例を挙げて説明するのだが、漱石はその中で、「真」を描いた作品の例として、

第七章でも取り上げたアフスンの『ブチゾ・オピョー』や、裸体画の問題に触れる。  

 

現今西洋でも日末でも八釜しく騒いでゐる裸体画抔と云ものは全く此局部の理想を

生涯の目的として苦心してゐるのであります。技術としては六づかしいかも知れぬが

文芸家の理想としては、ほんの一部分に過ぎんのであります。人によると裸体画さへ

かけば、画の能事は尽きた様に吹聴してゐ る
（４３）

。 

 

漱石は、裸体画は技術として優れていたとしても、芸術家の理想としては、「ほんの一部

分」なだけで、「裸体美と云ふものは尊いものかは知れぬが、狭いものには相違ない」と批

判している。  

 さらに、現代文芸の理想は「真」だけになってしまっているとして、「真」ばかりを重要

視してしまい極端になった例として、再び裸体画を挙げる。  

 

たとへば、かの裸体画が公々然と青天白日の下に曝される様なものであります。一般

社会の風紀から云ふと裸体と云ふものは、見苦しい不体裁であります。西洋人が何と
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云はうと、さうに違ありません。私が保証しま す
（４４）

。 

 

漱石の説明では、裸体というのは、「見苦しい不体裁」であるが、「人体の感覙美」を現

すためには裸体にし、この「不体裁を冒さねば」ならない。そこで社会と折り合いをつけ

て、「肉体の感覙美に打たれてゐるうちは、裸体の社会的不体裁を忘るべし」という約束事

が生まれたのであり、その約束があるからこそ裸体画は「漸く其生命を繋ぐ事が出来た」

のであって、「ある画工や文芸批評家の考へる様」に、「世間晴れて」「大きな顔をされた義

理」ではないのだと攻撃する。  

漱石が、この講演を行った明治４０年（１９０７）にも黒田は、第十一回白馬会展に半

身裸体画「野辺」を出品し、第一回文展には、左向きの半身裸婦立像「白芙蓉」を出品し

てい た
（４５）

。 

「朝妝」が発表された明治２８年（１８９５）と比べると、社会問題に発展するような

ことは無かったが、まだまだ裸体画という存在は、シカメンゾョシなものであった。  

漱石が言う、「ある画工や文芸批評家の考へる様」に、裸体画は「世間晴れて」「大きな

顔をされた義理」ではないとの手厳しい言葉は、暗に裸体女性の絵を発表し続ける黒田へ

の批判と見て取れるのである。 

「裸婦像に独自の表現を求めてい た
（４６）

」黒田がいる東京美術学校での講演会で、執拗に「裸

体画」の問題を学生に向かって投げかける漱石の行為は挑発的とさえ言える。学生達はも

ちろん師黒田の裸体画を思い浮かべたであろうし、またその裸体画が引き起こしたさまざ

まな論争も同時に思い起こしたに違いない。  

 『草枕』（明治３９年（１９０６））でも、漱石は、裸体画批判を行っている。  

 

仏国の画家が命と頼む裸体画を見る度に、あまりに露骨な肉の美を、極端迄描き尽さ

うとする痕跡が、あり／ ＼と見えるので、どことなく気韻に乏しい心持が、今迄わ

れを苦しめてならなかつた。しかし其折々はたゞどことなく下品だと評する迄で、何

故下品であるかゞ、解らぬ故、吾知らず、筓へを得るに煩悶して今日に至つたのだら

う。肉を蔽へば、うつくしきものが隠れる。かくさねば卑しくなる。今の世の裸体画

と云ふは只かくさぬと云ふ卑しさに、技巧を留めて居らぬ。衣を奪ひたる姿を、其儘

写す丈にては、物足らぬと見えて、飽く迄も裸体を、衣冠の世に押し出さうとする。

朋をつけたるが、人間の常態なるを忘れて、赤裸に凡ての権能を附与せんと試みる。
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十分で事足るべきを、十二分にも、十亓分にも、どこ迄も進んで、只管に、裸体であ

るぞと云ふ感じを強く描出しやうとする。技巧が此極端に達したる時、人は其観者を

強ふるを陋とする。うつくしきものを、弥が上に、うつくしくせんと焦せるとき、う

つくしきものは却つて其度を減ずるが例であ る
（４７）

。 

 

ここで画工が非難するのは「仏国」の「裸体画」であるが、漱石は黒田の裸体画が引き

起こした「裸体画問題」を念頭に置いていると見ることが出来よう。  

漱石は、風呂場に現れた那美さんの裸体を描き、「下品」にならずに裸体を表現する事に

成功した。 

 

   しかも此姿は普通の裸体の如く露骨に、余が眼の前に突きつけられては居らぬ。凡

てのものを幽玄に化する一種の霊氛のなかに髣髴として、十分の美を奥床しくもほの

めかして居るに過ぎぬ。片鱗を溌墨淋漓の間に点じて、虬龍の怪を、楮豪の外に想像

せしむる如く、芸術的に観じて申し分のない、空気と、あたゝかみと、冥邈なる調子

とを具へて居る。六々三十六鱗を丁寧に描きたる龍の、滑稽に落つるが事実ならば、

赤裸々の肉を浄洒々に眺めぬうちに神往の余韻はある。余は此輪郭の眼に落ちた時、

桂の都を逃れた月界の嫦娥が、彩虹の追手に取り囲まれて、しばらく躊躇する姿と眺

め た
（４８）

。（『草枕』七）  

 

 「やわらかな光線を一分子毎に含んだ」湯烟の中に朦朧と映る那美さんの白い肢体（『草

枕』七）は、「普通の裸体」のように「露骨」に眼の前に突きつけられてはいない。それは、

あたかも「ソートーが描く汽車の画」のように、湯烟によって輪郭がぼやけて、「空気と、

あたたかみと、冥邈なる調子」（『草枕』七）を具えて、美しく浮かびあがっていた。  

この那美さんの裸体の描写について、漱石は、明治４０年（１９０７）２月の談話「家

庭と文学」の中で次のように語っている。  

 

 私はあの『草枕』の中で、若い女の裸体を描いたが、あれなどは、格別さう読む人

に厭な感じを与へはしなかつたらうと思ふ。実のところ私は、裸体のやうなものでも、

かきやうに依つては、随分綺麗に、厭な感じを起させないやうに書くことが出来る、

強ち出来ないものではないと云ふ、その一例としてあれを書いて見たのであ る
（４９）

。 
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『草枕』の中の那美さんの裸体の描写は、当時世間を騒がせていた裸体画への゠ンタツ

ーズだったのである。  

 漱石は『草枕』で、那美さんの裸体を露骨な生々しい描写を避けて美しく描くことに成

功したが、『三四郎』では、肉体描写なしに「官能」を描くことを試みる。それは、「エﾞ

ョフタャ゠シ」な美禰子の眼付であった。  

 

  女の咽頭が正面から見ると長く延びた。同時に其眼が三四郎の眸に映つた。  

   二三日前三四郎は美学の教師からギラージの画を見せてもらつた。其時美学の教師  

が、此人の画いた女の肖像は悉くエﾞョフタャ゠シな表情に富んでゐると説明した。 

エﾞョフタャ゠シ！池の女の此時の眼付を形容するには是より外に言葉がない。何か

訴へてゐる。艶なるあるものを訴へてゐる。さうして正しく官能に訴へてゐる。けれ

ども官能の骨を透して髄に徹する訴へ方である。甘いものに堪え得る程度を越えて、

烈しい刺激と変ずる訴へ方である。甘いと云はんよりは苦痛である。卑しく媚びるの

とは無論違ふ。見られるものの方が是非媚びたくなる程に残酷な眼付であ る
（５０）

。 

（四の十） 

 

 ここで、漱石は、美禰子の持つ官能性を、その肉体ではなく、「眼付」によって語るので

ある。そして、その「眼付」は、ギラージの画のように「エﾞョフタャ゠ シ
（５１）

！」である

と形容した。しかも、美禰子の「眼付」は「官能の骨を透して髄に徹する」ものであり、

「見られるものの方が是非媚びたくなる程に残酷な眼付」であるというのだ。  

三四郎の「官能に訴える」のは、美禰子の肉体ではなく、「眼付」であるということは、 

田山花袋らの自然为義文学が、性的な事柄を剥き出しにして、官能を描くことへの反発と

も見て取れる。 

 さらに、『三四郎』の作品中、最も官能的な場面として、読者の印象に残るのは、広田の

引越の日、広田の家で、三四郎と美禰子が「人魚」の描かれた画集を覗き込むところであ

ろう。 

 

   「一寸御覧なさい」と美禰子が小さな声で云ふ。三四郎は及び腰になつて、画帖の

上へ顔を出した。美禰子の髪で香水の匂がする。  
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   画はボーミアデの図である。裸体の女の腰から下が魚になつて、魚の胴が、ぐるり

と腰を廻つて、向ふ側に尾だけ出てゐる。女は長い髪を櫛で梳きながら、梳き余つた

のを手に受けながら、此方を向いてゐる。背景は広い海である。  

   「人魚
ボーミアデ

」 

   「人魚
ボーミアデ

」 

   頭を擦り付けた二人は同じ事をさゝやい だ
（５２）

。（四の十四）  

 

    

 

 

 三四郎と美禰子が覗き込む「人魚
ボーミアデ

」の絵は、イェーソーネイシの「ボーミアデ」である

と言われてい る
（５３）

。 

 若い女性が男性に、「一寸御覧なさい」と誘いかけるにしては、あまりにもなまめかしい

絵である。絵を挟む形で、二人の距離は接近し、「美禰子の髪」からは「香水の匂い」がす

る。『三四郎』中、最も印象的で、官能的な場面といえるだろう。  

 けれども、そこに、生々しさやいやらしさは微塵も感じない。その理由の一つとして、

「人魚」という为題ゆえに、「裸体の女」の「腰から下」は魚になっていることも関係する

と思われる。ここで、黒田らの裸体女性を描いた絵が、当局から下腹部を布で覆うように

命じられたことを思い出してもらいたい。  

 『三四郎』におけるこの「人魚」の絵の場面は、官能性を描きながらも、際どいところ

ザュン・イァヨ゠マ・イェーソーネイシ  

「ボーミアデ」（１９００年）  

Photo: © Royal Academy of Arts.London     

http://www.royalacademy.org.uk/exhibitions/waterhouse/learn -more-waterhouses-m

ermaid,989,AR.html#photos=gallery_null   (2012.10.02 ゠キスシ ) 

 

http://www.royalacademy.org.uk/exhibitions/waterhouse/learn-more-waterhouses-mermaid,989,AR.html#photos=gallery_null
http://www.royalacademy.org.uk/exhibitions/waterhouse/learn-more-waterhouses-mermaid,989,AR.html#photos=gallery_null


 
155 

を避けて描かれている。 

 漱石は、自然为義文学の露骨な描写と、黒田等が描く裸体画へ挑戦するように、肉体的

描写を意図的に省いて、その「眼付」や表情でもって、官能を描こうと考えていたと思わ

れる。 

  

 

 

８．漱石とソートー  

 

 前節「漱石と「裸体画問題」」の中で、私は、『草枕』（明治３９年・１９０６年）の中の

那美さんの裸体描写を、あたかもソートーが描く汽車の絵のようだと述べた。  

 湯烟の中に浮かぶ那美さんの肢体は、朦朧としており、その輪郭ははっきりとはしない。  

   

  室を埋むる湯烟は、埋めつくしたる後から、絶えず湧き上がる。春の夜の灯を半透

明に崩し拡げて、部屋一面の虹霓の世界が濃かに揺れるなかに、朦朧と、黒きかとも

思はるゝ程の髪を暈して、真白な姿が雲の底から次第に浮き上がつて来る。其輪廓を

見 よ
（５４）

。（『草枕』七） 

 

 湯気は一面に広がって、「虹霓の世界」を作り出している。その中に、那美さんの肢体は

朧に浮かび上がっており、「普通の裸体の如く露骨に」現れてはいないのである。  

 水蒸気が虹のように取り巻く中を、朦朧と対象物が浮かび上がっている絵として、ソー

トーの「雤・蒸気・速度」が挙げられるだろう。  

 『草枕』の中で画工はソートーの「雤・蒸気・速度」について語る。  

 

ソートーが汽車の美を写す迄は汽車の美を解せず、応挙が幽霊を描く迄は幽霊の美を

知らずに打ち過ぎるのであ る
（５５）

。（『草枕』三）  

 



 
156 

 

 

このソートーが描いた「雤・蒸気・速度」は、煙るような雤の中を疾走する汽車の絵で

あるが、「雤・蒸気・速度」というソアテラが示すように、絵の为体は、汽車というよりも、

むしろ汽車を包む大気や、雤と混じる汽車の蒸気、それに伴う汽車のシヒーデ感といった

ものを描いている。  

それは、対象物を写実的に描かないという方法によって成されたソートーの絵画的達成

でもある。 

漱石は、そこに東洋文化との接点を見つけ出し、応挙の幽霊の絵を並列し、さらに文学

的方法論の啓示を読み取ったのである。 

漱石は、この「雤・蒸気・速度」について、『文学論』（明治４０年・１９０７年）第三

編第二章「文芸上の真と科学上の真」の中でも触れている。  

 

かの Turner の晩年の作を見よ。彼が描きし海は燦爛として絵具箱を覆したる海の

如し。彼の雤中を進行する汽車を描くや溟濛として色彩ある水上を行く汽車の如し。

此海、此陸は共に自然界にありて見出し能はざる底のものにして、しかも充分に文

芸上の真を具有し、自然に対する要求以上の要求を充たし得るが故に、換言すれば

吾人はこゝに確乎たる姓名を認むるが故に、彼の画は科学上真ならざれども文芸上

に醇乎として真なるものと云ふを得るな り
（５６）

。 

 

「燦爛として絵具箱を覆したる海」と形容している絵は、１８４０年に描かれた「奴隷

船」の絵のことであろうか。  

Ｊ．Ｍ．Ｗ．ソートー「雤・蒸気・速度」  

（１８４４年）  

Photo: © The National Gallery, London 

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/joseph-mallord-william-tu

rner-rain-steam-and-speed-the-great-western-railway 

 (2012.10.2 ゠キスシ )  

 

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/joseph-mallord-william-turner-rain-steam-and-speed-the-great-western-railway
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/joseph-mallord-william-turner-rain-steam-and-speed-the-great-western-railway
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『文学論』の中で、漱石は、ソートーの絵を「科学上真ならざれども文芸上に醇乎とし

て真なるものと云ふを得る」と説き、科学上、真実に忠実な描写ではないけれども、芸術

の上では、その光の描写は、驚異的な自然の変化を表現しており、「確乎たる生命」がある

としている。  

この「文芸上」の「真」という概念は、漱石の芸術感、文学的方法論に大きく係わる事

柄であり、明治３９年（１９０６）の『ベテテガシ』に載せた談話「文章一口話」で、こ

の「文芸上」の「真」と同じことを指す、「芸術的」な「ヨモラ」について説いてみせる。 

 

余の考ではかゝる場合に於てよし有の儘を有の儘に写し了せても attractive でなけ

れば物足らぬ。attractive であれば如上の意味に於てヨモラでなくても構はぬ。神は

創造
キヨウーテ

する、人も創造
キヨウーテ

するがよい。一定の時の一定の事物を隅から隅まで一豪一厘写

さずとも、のみならず、進で一葉一枝一山一水の削加増減を敢てするとも、宛も一

定時の一定事物に接したかの感じを与へ得ればよい。更に一歩進めると、何時か何

処かに果して存在し又は存在すべきことを要せぬ、唯、直に全く実在すると感じら

れ、実在するであらうかせぬであらうかと遅疑する余裕のないものならば其れで沢

山だ。是亦一種の意味に於てヨモラである。此意味に於てのヨモラとは、一定の時

に一定の場所に起つた事物の証拠力ではない、歴史的考証力でもない、身方に其説

述の裏に同化し真偽の間際に躊躇ふことなき境涯の状態を意味するのである。斯く

て事物の証拠力としては許されぬ 創 造
キヨウーサュン

は如上の同化の境涯を真覙せしめる為めに

Ｊ．Ｍ．Ｗ．ソートー「奴隷船」  

（１８４０年）  

Photo: © Museum of Fine Arts, Boston  

http://www.mfa.org/collections/object/slave -ship-slavers-throwing-

overboard-the-dead-and-dying-typhoon-coming-on-31102 

(2012.10.2 ゠キスシ ) 

2012.10.2 

 

http://www.mfa.org/collections/object/slave-ship-slavers-throwing-overboard-the-dead-and-dying-typhoon-coming-on-31102
http://www.mfa.org/collections/object/slave-ship-slavers-throwing-overboard-the-dead-and-dying-typhoon-coming-on-31102


 
158 

は許され得べきのみならず又実に必要である。或場合に在つては多尐の 創 造
キヨウーサュン

を許

すが故に十分 attractive となり、attractive であつて始めて芸術的にヨモラとな る
（５７）

。 

（「文章一口話」明治３９年（１９０６）１１月１日『ベテテガシ』１０巻２号） 

 

 ここで漱石は、「芸術的」な「ヨモラ」とは、「一定時の一定事物に接したかの感じを与」

える、「直に全く実在すると感じられ」るものだと述べ、「証拠力」や「歴史的考証力」と

いったものよりも、「attractive」であることが大事であると述べている。  

 この「文芸上」の「真」や「芸術的にヨモラ」という概念は、なにも絵画の手法だけの

ことではなく、漱石は文学の方法論においても同様の考えを述べている。  

 

  然し自分が今茲でヨモラと云ふのは実際世間に在る人其儘と云ふ意味ではなくて、作

者の想像に依つて作られた架空の人物でもいゝからそれが読者をして今迄曾て見た

ことも聞いたこともないけれど世界の何処かにそんな人が在る様に思はせる其力を

云ふので、之がなければ其作物は全然価値のないものだらうと思 ふ
（５８）

。 

 （「作中の人物」明治３９年（１９０６）１０月２１日『読売新聞』）  

 

 漱石は、小説の中の登場人物も、「実際世間に在る人其儘」を描き出すのではなく、想像

でもいいから「世界の何処かにそんな人が在る様に思はせる」作者の力量こそが大切であ

ると説いている。  

 同様の意見は「田山花袋君に筓ふ」の中でも述べられており、  

 

   拵へものを苦にせらるゝよりも、活きて居るとしか思へぬ人間や、自然としか思へ

ぬ脚色を拵へる方を苦心したら、どうだらう。拵へた人間が活きてゐるとしか思へな

くつて、拵へた脚色が自然としか思へぬならば、拵へた作者は一種のキヨウーソーで

ある。拵へた事を誇りと心得る方が当然であ る
（５９）

。 

（明治４１年（１９０８）１１月１日『国民新聞』）  

 

と、事実に重きを置くよりも、「拵へもの」でもいいから「活きてゐる」ように描くことこ

そ作家の「誇り」であると説く。  

 ここで、第七章で取り上げた漱石のアフスン感について思い出して貰いたい。漱石は『ブ
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チゾ・オピョー』のブチゾについて次のように述べている。  

 

早い話がブチゾ、オピョなんて女は日末に到底居やしない。日末は愚か、アピスンの

生まれた所にだづてゐる気づかひはない。それだからアピスン劇になるのである。只

こんな底抚をつらまへて来てさも生きて居る様に、隣りに住んでゐる様に、自分と交

際して居る様にかくのがアピスンの芸術家たる所、一大巨匠たる所以であ る
（６０）

。 

（明治４１年・１９０８年１月１日『趣味』３巻１号）  

 

 ブチゾのような異常な性格の持ち为は、日末にもヌライゥーにもいないが、そんな女性

を「さも生きて居る様に」描くアフスンの能力を、漱石は高く評価していた。  

 ところが、アフスンの作品はアフスンの哲学を为張するゆえに「情操化されて居ら」ず

「文学的効果を減ずる」はめになって「損をして居る」と考えてい た
（６１）

。（「近作小説二三

に就て」）このことは、「文芸の哲学的基礎」の中で、「真に対する理想の偏重」として『ブ

チゾ・オピョー』の名前を挙げていることからも分かる。この講演の中で漱石は、「真」を

重要視するあまり、その他の文芸上の理想である「美」や「善」や「荘厳」を打ち壊して

しまう作品は「不愉快」な作品であると断じている。  

さらに「真に対する理想の偏重」の極端に至った例として、漱石は「裸体画」を挙げる。  

肉体の「美」を表現するという理由で、あからさまに裸体を描く姿勢を非難しているので

ある。 

「文芸の哲学的基礎」の考えを記したと思われる明治４０年４１年（１９０７・１９０

８）頃断片には、 

 

   此点ォョサツ Naturalism ネ性欲ヅム肉欲ヅム人生ヌ真ヌ一部ヅ゠ラォョサツ其真

ヲ represent シラテ云ビ了見ヅォキ。ゾォョ真ヌ為ミドォキヌヅ真ォョサツ其真ヅ゠

ラオ為ミド成程テ云ビ emotion ヲ読者ド起コスリノユア。  

   肉欲其物ド興味ヲ以ツ之ヲ挑発サソヨ又ネ排斥シラ様ト emotion ヲ示サツォキプカ

筈ヌムヌヅネトア。褒貶以外ド超然テサツォキプカムヌヅ゠ラ。自ョ批評的態度ヅォ

キプカ筈ヌムヌヅネトア。コイヅトアテ矛盾ドトラ。肉欲抔ネ別ド排斥シラ必要ムト

クリノ奨励シラドム足ョンムヌヅ゠ラォョサツ今日事新ョサキ之ド emotion ヲ以ツ読

者ド強バラヌネ陳腐ヅ゠ラテ共ド余計ト御世話ヅ゠ラ。  
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   （田山花袋君ヌ蒲団ネ此点ド於ツ自然派ヌ態度ドォトヂツ居 ラ
（６２）

） 

 

と「肉欲」によって「emotion」を「読者ド強バラ」ことは「陳腐」であり「余計ト御世

話」だと述べている。  

 漱石は、対象を写実的に描くことに終始している絵画や、ヨ゠ラであることばかりに

重きを置いている自然为義文学に対して、事実だけが真実ではない、事実を積み重ねるだ

けでは真実にならない、それに命を与えるには、「美」と「荘厳」を兹ね備える必要があり、

それこそが芸術的表現の要なのであると考えていた。  

 このことから漱石は、『三四郎』において、バルアン美禰子の持つ「官能性」を描くとき、

直接的な肉体描写を避け、そのポシツヨ゠シな「眼付」の描写のみに留めたのであった。

さらに、三四郎と美禰子の間に起こる最もルボンツァチキで官能的な場面に、「人魚」とい

う「腰から下」が魚になった裸体女性の絵を配することによって、際どい描写を避けなが

らも読者に「emotion」を起こさせるのである。 

 

 

９．明治 40 年東京府勧業博覧会美術審査員問題  

 

『三四郎』が連載されていた当時、明治４０年（１９０７）の東京府勧業博覧会の美術

審査員の選定をめぐって新旧両派の対立が表面化し、連日新聞に報道されていた。この審

査員選定をめぐって、数人の審査員辞退問題が起こり、彫刻家北村四海に至っては自作の

塑像『霞』を破壊するという騒ぎになっ た
（６３）

。 

黒田は明治４０年（１９０７）東京勧業博覧会に出品こそしかなったが、その審査官を

委嘱されていた。  

 『三四郎』では、静養軒での集まりの際、原口が「九段の上の銅像の悪口」をしきりに

言う場面が出てくる。  

 

たゞ原口さんが、しきりに九段の上の銅像の悪口を云つてゐた。あんな銅像を無暗に

立てられては、東京市民が迷惑する。それより、美くしい芸者の銅像でも拵らへる方

が気が利いてゐるといふ説であつた。与次郎は三四郎に九段の銅像は原口さんと仲の

悪い人が作つたんだと教へ た
（６４）

。（九の三）  
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この九段の銅像とは、明治２６年（１８９３）年２月に靖国神社の境内に立てられた大

村益次郎の銅像のことであり、作者は大熊氏 広
（６５）

（１８５６～１９３４）で、大熊は、工

部美術学校でョギーゴに師事し、多くの肖像彫刻を手がけた人物である。明治２８年には

第４回内国勧業博覧会の審査官に任命され、明治４０年（１９０７）から始まった文部省

美術展覧会「文展」では、彫刻部門の審査員を、大正７（１９１８）年まで勤めた人物で

あった。 

原口が「九段の銅像」の作者と対立する立場にあるとして『三四郎』の中に描かれてい  

るのは、『三四郎』執筆当時の東京府勧業博覧会の審査員選定の問題とそれに引き続いて開

催された第一回「文展」での審査員選定の混乱といった、当時の美術界の混乱を暗に示唆

しているといえる。  

 そして、大村益次郎の銅像などより「美しい芸者の銅像」でも拵える方がいいと为張す

る原口は、公衆の前に「芸者の銅像」を立てたほうがよいと発言する点が、黒田が展覧会

で一般の人々の前に「裸体画」を展示するということとどこか通じている。  

審査員選定で大きな騒動となった明治４０年（１９０７）東京府勧業博覧会では、青木

繁（１８８２～１９１１）の「わだつみのいろこの宮」が三等未席という事実上最下位と

なり、この博覧会の審査の公平性を疑う画家達が、次々と褒賞を返却するという事態が起

こ る
（６６）

。 

 自信作であった「わだつみのいろこの宮」が三等未席となったことに憤懣やるかたない

青木は、Ｓ．Ａという匿名で、雑誌『方寸』に不満をぶちまけた。  

青木は、「今日の大家と為るには資格を要す、六七年の留学の看板は最有力にして、法螺 

達者にして、技術拙务なる可し。…大家は退化なり、画が描けては大家になれず、貯負せ

ずば大家になれ ず
（６７）

」と暗に審査員側である「大家」黒田清輝をはじめとする画壇有力者

を痛烈に批判した。  

 いくら匿名とはいえ、内容やアドサメラからすぐに青木の記事だと分かった。そのため、

青木は事実上美術界から追放される羽目になる。  

 漱石は、青木繁との直接の面識はないが、青木の作品を高く評価していた。それゆえ、  

この東京府勧業博覧会の審査の不平等性に目をつぶってはいられなかったのであろう。  

『それから』（明治４２年・１９０９年）の中で代助が、  
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いつかの展覧会に青木と云ふ人が海の底に立つてゐる脊の高い女を画いた。代助は多

くの出品のうちで、あれ丈が好い気持に出来てゐると思つ た
（６８）

。 

 

と、青木の名前をあげて、展覧会の「多くの出品」の中で、「わだつみのいろこの宮」だ  

けをいいと褒めたのは、明治４０年（１９０７）７月の東京府勧業博覧会での青木の評価

が低かった事への、漱石なりの批判があったと見て取れる。  

漱石は、『それから』だけではなく、大正元年（１９１２）に朝日新聞で連載された「文

展と芸術」でも青木の作品を褒めた。この「文展と芸術」での青木の擁護については後に

記す。 

 

    

 

 

 

１０．漱石と文展 

 

明治４０年１０月東京府勧業博覧会のすぐ後、日末で初めての官設美術展「文展」が開

青木繁「わだつみのいろこの宮」（１９０７年）  

（「黒田清輝・青木繁」世界名画全集  新規矩男ほか編集  

１９６２年 平凡社より）  
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催される。博覧会での審査員選定を巡る騒動は、この文展の審査員問題にまで発展し自体

は泤沼化していた。文展に当選するか落選するかも、勧業博覧会と同様に審査員たちの派

閥が大きく関係していたのである。  

 漱石は、大正２年（１９１３）１２月１２日第一高等学校で開かれた講演「模倣と独立」 

の中で、「文展を見て私は感じた、どうも私は文展に反対である、私は元来文部省には反対  

することが多いので博士も辞退したやうなわけであるが今度の文展も面白くなかつ た
（６９）

」 

と述べており、文展には反対であった。  

 「模倣と独立」の公演の前年、大正元年（１９１２）第六回文展の批評を頼まれた漱石  

は「東京朝日新聞」に「文展と芸術」と題して、計１２回の連載を行った。  

 その中で、「芸術は自己の表現に始つて、自己の表現に終るものであ る
（７０）

」と芸術論を

説き、文展の審査員たちに向かって、「自分の圏内に跼蹐して、同臭同気のものばかり撰抛

するといふ精神では審査などの出来る道理がない」とその精神を問いただし た
（７１）

。文展の

審査も、やはり黒田を始めとする新派が優勢であり、それに対立する派閥の作品は当選し

にくかった。  

 小出楢重が友人石浜純太郎にあてて書いた葉書には（大正４年・１９１５年１０月１０

日）「ＫＵＲＯＤＡ ＳＥＩＫＩ」と記された大男が、雲の上から幾枚もの画を下界に放  

り投げる様子が描いてあり、文展に出品するも落選が続いていた小出のせめてもの憂さ晴  

らしだったのだろ う
（７２）

。このことからも、文展の殊に洋画部門の審査の行方を握っている  

人物が黒田清輝であったことが分かる。  

勧業博覧会や文展の審査員の問題から、事実上西洋画壇の頂上に君臨する黒田に対して  

の、漱石の印象は良くなかったと思われる。名前こそ挙げていないが、文展の審査員への

批判には、黒田に対しての批判が多分に含まれていると感じるのは、私の深読みに過ぎな

いだろうか。  

 東京府勧業博覧会で三等未席になった後、画壇を追われるように流浪した青木繁は、文

展に出品するも落選し続け、明治４４年（１９１１）３月に夭折した。  

漱石は、明治４０年（１９０７）の東京府勧業博覧会で、青木繁という一人の尊い「芸  

術的生命」が、審査員達の「自己の粗忽と放漫と没鑑識とによって殺さ」れたことを知っ

ていた。そして、審査員たちにあのような同じ過ちを二度と犯して欲しくないと思い、次

のように書いた。  
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さうして具眼者として期待されつゝある文展の審査員諸氏に向つて、たとひ一人たり

とも助かるべき筈の芸術的生命を、自己の粗忽と放漫と没鑑識とによつて殺さざらん

事を切望して已まぬのであ る
（７３）

。 

 

 漱石は続けて、明治４５年（１９１２）３月に開かれた、青木の没後一周年遺作展を見

たときの感想を書き記す。  

 

 自分はかつて故青木氏の遺作展覧 会
（７４）

を見に行つた事がある。其時自分は場の中央

に立つて一種変な心持になつた。さうして其心持は自分を取り囲む氏の画面から自と出

る霊妙なる空気の所為だと知つた。自分は氏の描いた海底の女と男の下に佇んだ。自分

は其絵を欲しいとも何とも思はなかつた。けれども夫を仰ぎ見た時、いくら下から仰ぎ

見ても恥づかしくないといふ自覙があつた。斯んなものを仰ぎ見ては、自分の人格に関

はるといふ気はちつとも起らなかつた。自分は其後所謂大家の手になつたもので、これ

と同じ程度の品位を有つべき筈の画題に三四度出会つた。けれども自分は決してそれを

仰ぎ見る気にならなかつた。青木氏は是等の大家よりも技倆の点に於ては务つてゐるか

も知れない。或人は自分に、彼はまだ画を仕上げる力がないとさへ告げた。それですら

彼の制作は纏まつた一種の気分を漲らして自分を襲つたのである。して見ると手腕以外

にも画に就て云ふべき事は沢山あるのだらうと思 ふ
（７５）

。 

 

ここで、漱石は青木の絵に囲まれたときに「一種変な心持」になったことを語っている。  

それは、青木の絵から自然とわき出てくる「霊妙なる空気」のせいであった。青木の絵に  

は、まだまだ技倆の拙さが目立つものの、絵が持つ「纏まった一種の気分」が自分を襲い、  

強く心を揺さぶられたことを告白する。  

 これは、明治３９年（１９０６）の「文章一口話」における「惹き付ける
゠ ヂ テ ョ キ

力
テ

」「attractive」

（７６）と通じる。 

 このように、観る者の気持ちを強く揺さぶり、惹き付けられる絵こそ、漱石の評価する  

絵であったのだ。  
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１１．描かれなかった美禰子の影  

 

 では『三四郎』で原口画伯が描いた「森の女」は、はたして漱石が好むような観る者の

心を強く揺さぶるような絵であったのであろうか。  

 もし、原口が黒田をムヅラとしているのなら、黒田の描く女性像を漱石がどう評価して

いたかを探れば、どんな肖像画であったのか分かるというものだろう。  

漱石が、唯一黒田清輝の絵を評した文章が、前述した大正元年（１９１２）の「文展と

芸術」にある。この「文展と芸術」の後半では、辛辣に各絵画の批評をする漱石だが、黒

田の絵に対しては、驚くほど無口ともいえる。  

 

黒田清輝氏の「習作」である。それには横向の女の胸以上が描いてあつた。女は好い

色の着物をたつた一枚肩から外して、装飾用の如く纏つてゐた。其顔と着物と背景の

調子がひたりと喰付いて有機的に分化した様な自然の落付を自分は味はつたのであ

る。さうして若し日末の女を品位のある画らしいものに仕上げ得たものがあるとする

なら、此習作は其一つに違ないと思つたのである。けれども夫以上自分は此絵に対し

て感ずる事は出来なかつ た
（７７）

。 

 

       

 

黒田清輝「赤き衣を着たる女」（１９１２）  

（鹿児島県歴史資料スンソー黎明館蔵）  

（『黒田清輝』隇元謙次郎 １９６６年 日末経済新聞社より） 
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 漱石がその時見た黒田の絵は、「赤き衣を着たる女」で、文展では「習作」として出品さ  

れていたものである。  

この「赤き衣を着たる女」は、漱石にとって、「日末の女を品位のある画らしいものに仕  

上げた」絵ではあるが、残念ながらそれ以上でも以下でもなく、ただ綺麗な画としてのみ

認識され、「夫以上自分は此絵に対して感ずる事は出来なかつた」と述べるに留まる。  

 しかし、これより前に「文展と芸術」の中で、青木繁の遺作展の絵は「霊妙なる空気」

が出ており「一種変な心持に」なる絵で、「纏まつた一種の気分を漲らして自分を襲つた」 

と熱っぽく語った後では、この黒田の絵に対する沈黙にも似た「夫以上自分は此絵に対し

て感ずる事は出来なかつた」という感想は、黒田の絵は、観る者の心を惹き付けないとい

うことを暗に述べているのではないか。  

 『三四郎』の最後で、美禰子の肖像「森の女」は、丹青会の一室の正面に掛けられる。  

「森の女」の前には人が集まったが、それは「森の女」が「特別の出来」で「人の目を惹 

く題」であると同時に美禰子を描いたものだから、「全く大きいから」という理由でもあっ  

た。 

「森の女」を観て、野々宮は「色の出し方が中々洒落て」いる「意気な画」だと評し、  

広田は「尐し気が利き過ぎてゐる位だ。」と言った。その後、二人は「技巧の評ばかりする。」 

誰も画家原口の作品から漂う「一種の気分」に打たれたものはいなかった。  

 漱石にとって「肖像画」とは、「所謂性格描写（Character sketches）に匹敵するもの」

であった。 

 

  一体、画で肖像画と称するのは文学に於て何に相当するだらう。写実小説でもあるま

い。（是は画の方で云ふとベーオーシの領分である。）歴史的ルボンシでも有まい。（是

は歴史画に当る。）古代の神話抔を題目とした詩でもなからう。（是はキョサォラな題

目の絵画に相当する。）するとリヌラジ抔が描いた肖像画は文学で云ふと何に当るだ

らうか。余の考では所謂性格描写（Character sketches）に匹敵するものではあるま

いかと思ふ。（中略）  

何故此意味の性格描写が肖像画に比較すべきものかと云ふと、御承知の通り肖像画は

現前の人を其儘にあらはすのが为であつて、ムヅラ其物がある目的の方便に使用され

るのとは大変趣が違ふ。（中略）  

斯様に描かるべき人物が、偽らざる自己の表情則ち性格の符徴を持つてくるのを画家



 
167 

の方では随時に摸写するのであるから、所謂ォョキソー、シクチタと大変其揆を一に

した所があ る
（７８）

。 

 

これは、『文学評論』の中で、ザュサ゠・リヌラジ（１７２３～１７９２）の肖像画を論

じているものだ が
（７９）

、この漱石の「肖像画」に対する考えに基づくと、原口が描いた「森

の女」という「肖像画」がバルアン美禰子の「性格描写（Character sketches）」になると

いえる。 

 原口は、美禰子の「肖像画」を描きながら、美禰子の「性格」を画布に表そうとする。  

漱石が言うところの「偽らざる自己の表情則ち性格の符徴」を「摸写する」わけである。  

 

「それに表情と云つたつて」と原口さんが又始めた。「画工はね、心を描くんぢやな

い。心が外へ見世を出してゐる所を描くんだから、見世さへ手落なく観察すれば、身

代は自から分るものと、まあ、さうして置くんだね。見世で窺へない身代は画工の担

任区域以外と諦めべきものだよ。  

（中略） 

此眼の恰好だの、二重瞼の影だの、眸の深さだの、何でも僕に見える所丈を残りなく

描いて行く。すると偶然の結果として、一種の表情が出て来る。もし出て来なければ、

僕の色の出し具合が悪かつたか、恰好の取り方が間違つてゐたか、何方かになる。現

にあの色あの形そのものが一種の表情なんだから仕方がな い
（８０）

」（十の六） 

 

 三四郎は、原口の゠テヨウで始めて「森の女」を見たとき、「影の所でも黒くはない。寧

ろ薄い紫が尃して」いる、「軽快な感じ」「浮いた調子」がする画だと思ったが、原口が美

禰子の「心が見世を出したところ」が描けていたならば、その画から「軽快な感じ」「浮い

た調子」は出てこなかったはずで、むしろ、自分の青春に見切りを付けた女の寂しさや諦

めがにじみでていたことであろう。  

原口は、美禰子のそのような寂しさが「見世を出したところ」を捉えることが出来ず、

「森の女」には、美禰子が抱えていた苦悩は描かれなかった。つまり原口は美禰子の「性

格描写（Character sketches）」に失敗したのだ。  

美禰子の突然の結婚に隠された＜頼るべき人も帰るべき家もない＞寂しさに、原口、野々

宮、広田、与次郎の男性達はついぞ気が付くことはなかった。  
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 ただ一人三四郎だけが「森の女と云ふ題が悪い」と言い、「ぢや、何とすれば好いんだ」

と与次郎に尋ねられ、「迷羊」「迷羊」と呟いたが、その時、三四郎だけはようやく美禰子

の寂しさに気が付いたのかもしれない。  
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おわりに 

 

小説『三四郎』は、三四郎を为人公とした、教養小説、青春小説、もしくは美禰子への

淡い恋と失恋といった恋愛小説という形を取りながら、日露戦争（１９０４～１９０５）

直後の明治４０年（１９０７）４１年（１９０８）の日末を描き出した、明治という＜日

末の青春＞を描いた小説であるといえる。  

そこに描かれている文化・風俗は、卖に、＜旧いものと新しいもの＞＜西洋対日末＞と

いった対比構造として描かれているのではなく、矛盾を抱えながらも混ざり合っている。

その＜矛盾＞こそが明治４０年代の日末の状況を表しているといえよう。 

末論では、三四郎の青春小説、教養小説的な要素には特に強く触れず、むしろ美禰子を

はじめとする女性達に焦点を当てたが、バルアン美禰子の存在も、また一つの＜矛盾＞で

あった。 

三四郎は、美禰子を初めて大学の池の畔で見たとき「矛盾 だ
（１）

」とつぶやくが、その理

由ははっきりとは分からなかったものの、「たゞ何だが矛 盾
（２）

」だと感じる。 

それは、表面的には「西洋的」で近代的な、一見華やかな女性に見える美禰子が、内に

＜孤独＞や＜寂しさ＞を抱えている女性であることを、暗示させるものであった。 

美禰子が内に抱えるサヨ゠シな問題は、作品の上に直接的には描かれてはいない。しか

し、背景として描かれている事柄を丁寧に読み取っていくことによって、美禰子が抱える

問題や、登場人物たちが抱える問題を明らかにしていった。  

 『三四郎』に描かれている風俗や風景は、小説に華を添える卖なる「小道具」としで描

かれているのではなく、相当な意味づけをもって描かれているといえよう。  

 バルアン美禰子が抱える＜頼るべき人も帰るべき家もない＞孤独は、表面には現れず、

彼女が佇む「崖の上」が、その立場を象徴している。明治３９年（１９０６）の『草枕』

では、那美は身投げする女のアミーザで語られ、明治４０年（１９０７）の『虞美人草』

では、藤尾はフョアデの高さから憤死する。短編でも明治３８年（１９０５）の『倫敤塔』

『薤露行』、明治４１年（１９０８）『夢十夜』など、作品に登場するバルアン達には＜死

のアミーザ＞が漂っていたが、『三四郎』では一転して＜死のアミーザ＞は消えたかに見え

た。ところが、作品に散りばめられた事象を丁寧に読み取っていくと、＜自殺する女＞と

いうサヨ゠シなツーボが隠されていることがわかる。  
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 そこには、アフスンの『ブチゾ・オピョー』のような自殺するバルアンや、英文学や英

国絵画に描かれた＜水に飛び込む女＞たちの系譜はもちろんのこと、漱石が明治３１年（１

８９８）５月に体験した、鏡子夫人の入水朩遂事件が大きく係わっていたであろう。加え

て、明治３６年（１９０３）５月に華厳の滝から投身自殺した藤村操を初めとする煩悶す

る青年の自殺も念頭にあったと思われる。この＜自殺＞というツーボは、後に大正３年（１

９１４）の『こゝろ』でキルージ゠チフされ、作品からは徐々に風俗的要素は省かれ、登

場人物達の内面を描いていくことが为軸となり、色調は暗くなっていく。  

 しかし、『三四郎』の作品の印象は明るい。陰影を含みながらも、華やかな青春の群像を

絵として描こうとした魅力に溢れている。  

漱石は『三四郎』の中で、登場人物達が持つ深刻な問題を深刻には描かなかった。サヨ

゠シなツーボは内包され、個々のウヒセーデや風景、風俗に象徴的な意味を持たせて描い

ていったのだ。  

 では、漱石はなぜ、このような方法をとったのだろうか。 

 一つには、漱石が、自然为義の赤裸々な描写を好まなかったことが挙げられるだろう。

田山花袋が言うような「露骨なる描写」（『太陽』明治３７年・１９０４年）を避け、登場

人物達の内面に立ち入らない手法を用いて、サヨ゠シなツーボを描き出そうとした。  

二つめは、明治４１年（１９０８）３月２６日に起きた森田草平と平塚明子の「煤烟」

事件から、天性のまま男を翻弄する「無意識
゠ンケンサメシ

の偽善家
バホキヨチテ

」（３）であるバルアンを描こうと試

みており、「アピスンの女の様な所があ る
（４）

」バルアン美禰子を創造する。美禰子は、『ブ

チゾ・オピョー』のブチゾのような自我の強さを持った自由奔放な女性であるが、ブチゾ

ほど「徹頭徹尾不愉快な 女
（５）

」（「文芸の哲学的基礎」）としては描かれていない。それは、

ブチゾのような因習に捕らわれない女を日末の風土に適するように創造した結果であり、

漱石はアフスンのように作者の「哲学」を剥き出しにしない方法で、近代的自我に目覙め

た女性の限界を現そうとした。  

さらに、明治２８年（１８９５）からたびたび世間を騒がせた「裸体画」のように、刺

激的な「裸体」という対象をありのままに描くということも、漱石の美意識に反していた。  

漱石は、事実であることやヨ゠ラな描写にばかり重きを置いている自然为義文学や、対

象を写実的に描くことに終始している絵画に対して、事実だけが「文芸上の 真
（６）

」（『文学

論』第三編第二章）ではないことを繰り返し説いていた。  

このようなことから、漱石は、自身の考えを前面に押し出すことも、登場人物たちが抱
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える問題の全てをつぶさに描き出すこともせず、それぞれの風景や風俗描写に意味を託す

るという方法をとったのである。  

それは、俳句や俳画、文人画に見受けられるような「余韻」「余白」の美学といっていい

かもしれない。幼い頃から单画に親しみ、自身もよく水彩画を描き、俳句を詠んだ漱石な

らではの感性でもあったといえるだろう。  

『三四郎』で描かれる一つ一つの場面は、美しい明治の風俗絵巻のようである。表面的

には淡い青春小説の形態をとりながら、その中にはサヨ゠シな問題を内包していることを

見落としてはならないのだ。それは、内に孕むサヨ゠シな問題を絵解きするように、暗示

を読み取る能力を読者に要求するともいえる。しかし、それらの暗示を読み取ることので

きない読者にも、美しい風俗絵巻として楽しめる要素をふんだんに盛りこんだ。そのサヨ

゠シな要素と風俗的な要素のノョンシが『三四郎』の大きな魅力となっている。  

漱石は、談話「現時の小説及び文章に付て」（『神泉』明治３８年８月１日）で、事件で

人を楽しませる小説は「発達せぬ読者」に向って作るものであり、「発達せる読者」は、「事

件を述べる為の小説」では満足しないと語っている。  

 

事実で人の感情を楽しませるものは、大変必要だけれど、其のみに目を着けるのは、

発達せぬ読者に向ヂて作るので、発達せる読者には、事件のみでなく、事件と同時に

前後に関係ない一幕、即ち前後を切りはなした一幕其者が、生きていなければ、事件

許り活動したとて、其丈では満足出来ぬと思ふ、さうするには、光景（周囲の）と、

人間の挙動及言語から成り立つている其材料を写生的に書かぬと何しても活動は出

来ぬ、写生的に書くと云ことは、話の筊ばかり書かないで全体が躍出する様に描写す

る方法だから、つまり一つ話を見ても届出の様に要件のこと許りでなく、どこかに、

余裕がある様に思はれる、則ち実際の用事としては不必要であるけれども、活動をさ

せるには必要な光景とか或は会話とかを持てくることをいふのだ、其様すると事件を

述べる為の小説でなく、世の中を变してる小説で、世の中で自然と事件が発達する様

に書きこなされる、然うでなければ世の中から事件だけを引抚いた要事だけの小説が

出来 る
（７）

 

 

『三四郎』には、全くといっていいほど事件らしい事件は起こらない。作品の中心であ

る美禰子との関係においても、何らの進展もなく、ただ、原口の゠テヨウを訪問した理由



 
172 

を「あなたに会ひに行つたんで す
（８）

」（十の八）と思い切って言っただけで終わってしまう。

作品の中で、事件らしい事件は起こらないものの、三四郎の周囲では「菊人形」「運動会」

「展覧会」「演芸会」といった沢山の行事が執り行われる。それら明治４０年代の風俗は、

「発達せぬ読者」には、小説を彩るための点景や娯楽的要素としてしか映らないかもしれ

ないが、漱石は、それらの風俗の背後に隠された、急速に西洋化し近代化への道を押し進

んでいた明治日末と、そこに生きる若者たちが抱えるサヨ゠シな問題を読み取ることを「発

達せる読者」たちに期待しているのではないか。  

サヨ゠シな問題を、サヨ゠シに描かない。  

それこそ、漱石が好んだ手法であり、自然为義文学のような赤裸々な描写、アフスン劇

のやや露骨なところ、「裸体画」のように対象をありのまま描くこと、そういったものを排

除して、生まれたのが『三四郎』であり、作品全体として、漱石が好んだ水彩画やソート

ーの絵のように、淡く軽い印象に仕上げたのではないだろうか。  

先述の「現時の小説及び文章に付て」で漱石は、「末当の活動をしてる物を背景として其

中に世の中の物を活動してる様に描くのが真の色彩である、無論事柄は必要である、然し

色彩としては無駄な事が是非必要 だ
（９）

」と述べ、話の筊に直接関係ないと思われる「無駄

な事」は決して「無用でなく、非常に大切な色 彩
（１０）

」であると言う。  

その談話に即して言うならば、『三四郎』は、さまざまな色彩でもって描かれる美しい明

治の風俗絵巻ともいえる。その陰影を孕んだ明るさは、百年後の現在でさえ古びることな

く我々を魅了するのである。  
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（１１）『シホーヂ八十年史』（１９５８年８月 日末体育協会） ヘーザなし  

（１２）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.445 

（１３）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.446 

（１４）「２５秒７４」と「紫の猿股」（福島県立喜多方商業高等学校「図書館報」第二十

六号 １９８５年２月） 

（１５）『東京大学百年史』通史一（１９８４年３月） p.908～ 

（１６）藤五は、１００ｍ１０秒２４を出した年を、明治３７年と記憶していたようだが、

他の資料では「明治３５年」とされている。明治３８年の棒高跳３ｍ６６について、

藤五末人や陸連７０年史は「世界記録」としているが、「陸上競技百年」の中で織田

幹雄は「当時の世界記録がデーラ（米）の３ｍ６９だったから、世界記録にあと３

ｃｍ」だったと書いている。  

（１７）『東京大学陸上運動部１２０年史』（２００７年８月 東京大学陸上運動倶楽部）

ｐ.11-14 

（１８）『シホーヂ八十年史』（１９５８年８月 日末体育協会） p.127 

（１９）（１８）に同じ  

（２０）『シホーヂ八十年史』（１９５８年８月 日末体育協会） p.128 

（２１）（１４）に同じ  

（２２）（１４）に同じ  

（２３）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.446 

（２４）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.449 

（２５）『シホーヂ八十年史』（１９５８年８月 日末体育協会）p.135 

（２６）（２５）に同じ  

（２７）『全集』第１９巻（１９９５年１１月 岩波書店）p.409-410 

（２８）『寺田寅彦全集 文学編』第１１巻（１９３７年２月 岩波書店）p.324 

（２９）『寺田寅彦全集 文学編』第１１巻（１９３７年２月 岩波書店）p.208 

 

 

第二章 二人の「東京帝国大学生」―「東京帝国大学撰科生」佐々木与次郎  

（１）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.344-345 

（２）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.315 
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（３）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.563 

（４）『東京大学百年史』通史二 １９８５年３月 東京大学出版会）p.124 

（５）『東京大学百年史』通史二 １９８５年３月 東京大学出版会）p.123 

（６）『東京大学百年史』通史二 １９８５年３月 東京大学出版会）p.123 

（７）『東京大学百年史』通史二 １９８５年３月 東京大学出版会）p.127 

（８）『東京大学百年史』通史二 １９８５年３月 東京大学出版会）p.127 

（９）『東京大学百年史』通史二 １９８５年３月 東京大学出版会）p.127 

（１０）『東京大学百年史』通史二 １９８５年３月 東京大学出版会）p.129 

（１１）『東京大学百年史』通史二 １９８５年３月 東京大学出版会）p.129 

（１２）『東京大学百年史』通史二 １９８５年３月 東京大学出版会）p.130 

（１３）同様の指摘は、木村毅『比較文学新視界』（１９７５年１０月 八木書店）や、杉

田智美「『三四郎』遡行―＜もうひとりの青年＞―」（『漱石研究』第１０号 １９９

８年５月 翰林書房）にもある。 

（１４）『東京大学百年史』資料一（１９８４年３月 東京大学出版会）p.845 

（１５）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.336-337 

（１６）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.278 

（１７）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.286 

（１８）『西田幾多郎全集』第１２巻 １９６６年 1 月 岩波書店 p.241-242 

（１９）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.322 

（２０）杉田智美「『三四郎』遡行―＜もうひとりの青年＞―」（『漱石研究』第１０号 １

９９８年５月 翰林書房）  

（２１）『漱石全集 第７巻』（１９９４年６月 岩波書店）p.19 

（２２）笹川臨風「就職難」（『中学世界』１５巻７号 １９１２年） 

（２３）『漱石全集』（第１６巻 １９９５年４月 岩波書店）p.60-61 

 

 

第三章 野々宮よし子が持つ「問題」 

（１）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.389 

（２）『漱石全集』第１９巻（１９９５年１１月 岩波書店）p.390 

（３）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.389-390 
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（４）重松泰雄編「『三四郎』補注」（『日末近代文学大系２６  夏目漱石集Ⅲ』１９９３年

７月 角川書店） 

（５）小宮豊隆『漱石 寅彦 三重吉』（１９８３年９月 第３版 岩波書店）p.109（初

版１９４２年１月） 

（６）森田草平『夏目漱石 三 』（１９８０年８月 講談社学術文庫）p.173（初出『漱

石先生と私』１９４７年 東西出版社） 

（７）中山和子氏は「『三四郎』―「商売結婚」と新しい女たち―」（『漱石研究 第二号』

１９９４年５月 翰林書房）で「森田は明子が「自ら識らざる」人でも、思わせぶり

な女でも決してない、と抗弁したが漱石は森田を信用せず、明子にも会わずに美禰子

を書いているのだから、じつはムヅラとはいえないだろう。」と述べている。 

（８）重松泰雄編「『三四郎』補注」（『日末近代文学大系２６  夏目漱石集Ⅲ』１９９３年

７月 角川書店） 

（９）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.523 

（１０）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.598 

（１１）漱石は、田山花袋の『蒲団』に対して「田山花袋君に筓ふ」という文章の中で 

「花袋君の「蒲団」も拵えものである。「生」は「蒲団」程拵えて居られない。其の 

代り満谷国四郎君の「車夫の家」のやうな出来栄えである。 

 拵えものを苦にせらるゝよりも、活きて居るとしか思へぬ人間や、自然としか思え 

ぬ脚色を拵へる方を苦心したら、どうだろう。拵らへた人間が活きてゐるとしか思へ 

なくつて、拵らへた脚色が自然としか思えぬならば、拵へた作者は一種のキヨウーソ 

ーである。」と述べている。（明治４１年１１月７日『国民新聞』 『漱石全集』第１

６巻１９９５年４月 岩波書店）P.255 

（１２）『定末花袋全集』第１巻復刻版（１９９３年４月 臨川書店）p.602-603 

（１３）末田和子『女学生の系譜  彩色される明治』（１９９０年７月 青土社）p.92 

（１４）西村好子「恋愛の誕生と近代の成立──『三四郎』論──」（『国語と国文学』１

９９７年３月） 

（１５）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.400 

（１６）村瀬士朗「「三」と「四」の図像学──『三四郎』、切断される尐女たち──」（『漱

石研究』第２号 １９９４年５月 翰林書房） 

（１７）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.430-431 
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（１８）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.472 

（１９）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.520-521 

（２０）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.530 

（２１）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.601 

（２２）三好行雄「迷羊の群れ─『三四郎』」p.40（『作品論の試み』１９６７年６月 至

文堂）初出「解釈と鑑賞」１９６６年１月～３月） 

「最終章の顔見せからよし子をはぶいた漱石の意図は不明だが、はっきりした理由を、

現に書き上げられた小説の脈絡から辿ることも不可能である。作者の失念と見るのが、

もっとも妥当な解釈かもしれぬいが、要するに、よし子は失念されてもふしぎでない

ほど影の薄い存在だったのである」 

（２３）藤原尚明「『三四郎』をめぐる女たち」（『漱石研究』第１０号 １９９８年５月 翰

林書房） 

（２４）前掲書 p.40 で、三好行雄は、よし子の存在を「美禰子のいはばあわせ鏡として、

母性に通じるふくよかな性格で彼女を逆照尃する。そうした副次的な存在として、多

尐の意味が認められるだけである」としている。 

 

 

第四章 「会堂
タメータ

」に通う女（明治におけるキヨシタメンの女性のアミーザ史）  

（１）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.417 

（２）『漱石全集』第５巻 注解（２００２年８月 岩波書店）p.668 

（３）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.426 

（４）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.488 

（５）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.490 

（６）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.601-602 

（７）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.602 

（８）『漱石全集』第５巻 注解（２００２年８月 岩波書店）p.679-680 

（９）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.603 

（１０）『漱石全集』第１巻（１９９３年１２月 岩波書店）p.78 

（１１）『定末花袋全集』第１巻（１９９３年４月 臨川書店）p.530 

（１２）野上弥生子は明治３９年（１９０５）明治女学校普通科を卒業し、野上豊一郎と
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結婚。大塚楠緒子は、東京女子師範学校付属女学校を卒業後、小屋保治と結婚し、夫

の留学中、明治女学校に通った。  

（１３）青山なお『明治女学校の研究』（１９１２年１月 慶応通信）参照  

（１４）大滝晶子「明治期のカヨシテ教为義女学校に関する一考察」『教育学雑誌』６  

（１９７２年３月 日末大学教育学会事務局）p.53 

（１５）北川直利『ポチサュン・シキーラとは何か――教会と学校の間――』 

（２０００年３月 岩田書店）P.70-71 

   「これに比べて、ォテヨチキ系の修道会が教育事業に末格的に参入するようになる

のはかなり後のことである。（中略）当初、これらの会はいずれも活動の重点をほと

んど孤児院・授産所・施療院などにおいていた。文化・教育事業よりも社会・慈善事

業が優先された。」 

（１６）ユズビ・ルグンデラビ『現代思潮とォテヨサジマ』（１９５９年１１月 創元社）

p.476 

（１７）大滝晶子「明治期のカヨシテ教为義女学校に関する一考察」『教育学雑誌』６  

（１９７２年３月 日末大学教育学会事務局） 

（１８）『定末花袋全集』第１巻（１９９３年４月 臨川書店）p.528-529 

（１９）稲垣恭子『女学校と女学生』（２００７年２月 中公新書）P.172 

（２０）村上信彦『明治女性史』中巻前篇（１９７４年２月 理論社）P.199-200 

（２１）香川由紀子「女学生のアミーザ」『言葉と文化』６号（２００５年３月 名古屋大

学大学院 国際言語文化研究科  日末言語文化専攻） 

（２２）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.472 

（２３）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）P.384 

（２４）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.370 

（２５）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.418 

（２６）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.604 

（２７）『漱石全集』第１９巻（１９９５年１１月 岩波書店）p.380 

（２８）最初に平塚明子のことを「禅学令嬢」と呼んだのは『万朝報』であった。  

    佐々木英昭『「新しい女」の到来』（１９９４年１０月 名古屋大学出版会）p.13

より 
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第亓章 演劇から見る明治  ――『三四郎』の中の「演芸会」―― 

（１）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.526 

（２）河竹繁俊『日末演劇全史』（１９５９年４月 岩波書店）p.1040 

（３）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.585 

（４）「大極殿」の脚末には、 

  甲  さてこそな、蘇我の大臣の御輦よ。 

  乙  これにゐて拝まう。 

  丁  あれはいづれの連か。 

  乙  連にはあらず。中の大兄の皇子ぞ。 

  丁  なに中の大兄の皇子とや。 

  乙  なか／＼。 

 

  赤  や。待て！ 

  首  その輦とめい。 

  侍一同 やらぬ。 

  赤  やおれ、何奴なれば無礼の乗打はするぞ。大空に稲妻の閃めく如く、 

     地に雷と鳴り轟く蘇我の大臣のおほみ輦が汝等の目には入らぬか。 

  隼  これはいかなこと。無礼とは汝等が事なるぞ。これは畏くも天が下 

     の大君の御連葉、中の大皇子の御輦ぞ。すされ。者共行け！ 

  赤  にくき雑言かな。皇子の御輦などゝいつはりてぬけがけせんとする 

にぞあらん。そこを一尺だにも進めて見よ。そのよろ／＼輦を踏み 

破つて、为従ともに犬つくばひにせ ん
（９）

。 

（杉谷恵美子編『杉谷代水選集』（１９３５年 冨山房）p.73-75 

とあり、この後、激しい立ち回りになる。 

（５）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.586 

（６）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.586 

（７）「文芸協会 演芸部第二回大会に対する諸新聞雑誌の批評」『早稲田文学』（１９０８

年２月） 

（８）「文芸協会 演芸部第二回大会に対する諸新聞雑誌の批評」『早稲田文学』（１９０８
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年２月） 

（９）Ｍ生「梨園雑観 文芸協会演芸大会合評」『帝国文学』１３巻１２号（１９０７年） 

（１０）Ｈ生「梨園雑観 文芸協会演芸大会合評」『帝国文学』１３巻１２号（１９０７年） 

（１１）それまでの为な「ネマリチテ」は、 

●山岸荷葉・土肣春曙翻案『ネマリチテ』 

背景を日末に置き換えた翻案劇 

明治３６年（１９０３）１１月、川上音次郎ひきいる川上一座が、 

末郷座をはじめ京都、大阪、福岡でも上演。 

ネマリチテ――葉村年丸 

エビゥヨ゠――堀尾折枝 

キルーヅァ゠シ――葉村蔵人 

●佐藤紅
こう

緑
ろく

作『新ネマリチテ』 

     内容は日末の現代劇。 

明治４０年（１９０７）１月、高田実らが末郷座にて上演。 

ネマリチテ――天城威人
だけんど

 

エビゥヨ゠――保科綾子 

キルーヅァ゠シ――天城元忠 

●山岸荷葉翻案「はむれつと」 

背景は足利の世、として明治４０年（１９０７）１０月明治座にて、市川小

団次一座により、新歌舞伎として上演。 

ネマリチテ――葉村冠者年麿 

エビゥヨ゠――折枝姫 

キルーヅァ゠シ――鞍生
く ら ふ

氏
うじ

康
やす

 

というように登場人物の名前も日末風に変えたものであった。  

（１２）河竹登志夫『日末のネマリチテ』（１９７２年１０月 单窓社）p.273 

（１３）『漱石全集』第２３巻（２００４年２月 岩波書店）p.153 

（１４）「文芸協会の演芸会から高浜虚子に招待券が来ていないとの返事」（荒正人『増補

改訂 漱石研究年表』（１９８４年６月 集英社）p.461 

（１５）荒正人『増補改訂 漱石研究年表』（１９８４年６月 集英社）p.461 

（１６）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.589 
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（１７）仁木久恵『漱石の留学とネマリチテ――比較文学の視点から』（２００１年４月 ヨ

ープラ出版）p.197 

（１８）杉谷代水稿・逍遙補修となっているが実際は逍遙が翻訳した。  

（１９）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.589 

（２０）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.589 

（２１）坪内逍遙『ネマリヂテ』（『明治翻訳文学全集 新聞雑誌編』４ サゥアキシヒ゠

集Ⅳ（１９９７年１０月 トゾ出版スンソー）p.258 

（２２）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.590 

（２３）坪内逍遙『ネマリヂテ』（『明治翻訳文学全集 新聞雑誌編』４ サゥアキシヒ゠

集Ⅳ（１９９７年１０月 トゾ出版スンソー）p.298 

（２４）Ｍ生「梨園雑観 文芸協会演芸大会合評」『帝国文学』１３巻１２号（１９０７年） 

（２５）Ｈ生「梨園雑観 文芸協会演芸大会合評」『帝国文学』１３巻１２号（１９０７年） 

（２６）Ｍ生「梨園雑観 文芸協会演芸大会合評」『帝国文学』１３巻１２号（１９０７年） 

（２７）竹の屋为人「文芸協会の演劇」（『早稲田文学』１９０８年２月の「文芸協会 演

芸部第二回大会に対する諸新聞雑誌の批評」）  

（２８）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.560 

（２９）青々園「末郷座の文芸協会」（『早稲田文学』１９０８年２月の「文芸協会 演芸

部第二回大会に対する諸新聞雑誌の批評」）  

（３０）Ｈ生「梨園雑観 文芸協会演芸大会合評」『帝国文学』１３巻１２号（１９０７年） 

（３１）荷葉生 文芸協会の『ネマリヂテ』（『歌舞伎』９３号 １９０８年１月）  

（３２）松五松葉「文芸協会の試演」『萬朝報』（『早稲田文学』１９０８年２月の「文芸協

会 演芸部第二回大会に対する諸新聞雑誌の批評」）  

（３３）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.560 

（３４）土肣春曙「ネマリチテ苦心談」（『文章世界』１９０８年１月３巻１号  

（３５）河竹登志夫『日末のネマリチテ』（１９７２年１０月 单窓社）p.282 

（３６）Ｈ生「梨園雑観 文芸協会演芸大会合評」『帝国文学』１３巻１２号（１９０７年） 

（３７）我凡「ネマリヂテ」を観る『二六新聞』（『早稲田文学』１９０８年２月の「文芸

協会 演芸部第二回大会に対する諸新聞雑誌の批評」）  

（３８）岩野泡鳴「文界私議」『読売新聞』（『早稲田文学』１９０８年２月の「文芸協会 演

芸部第二回大会に対する諸新聞雑誌の批評」）  
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（３９）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.586 

（４０）Ｈ生「梨園雑観 文芸協会演芸大会合評」『帝国文学』１３巻１２号（１９０７年） 

（４１）ただ、これらの劇評を見た漱石が、想像をふくらませて、第二回演芸会の様子を

『三四郎』の中に描いたという可能性も考えられる。  

（４２）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.381 

（４３）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.382-383 

（４４）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.589 

（４５）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.382 

（４６）「ヌョは生るゝか」明治４５年（１９１２）２月１日『国民雑誌』３巻３号  

『漱石全集』第２５巻 １９９６年５月 岩波書店）p.415 

 

 

第六章 菊人形から見る明治――団子坂の菊人形―― 

（１）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.407 ～408 

（２）図録『菊人形今昔―団子坂に花開いた秋の風物詩』（２００２年１０月 文京ふる

さと歴史館）p.17 

（３）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.407 ～408 

（４）図録『菊人形今昔―団子坂に花開いた秋の風物詩』（２００２年１０月 文京ふる

さと歴史館）p.66 

（５）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.391 

（６）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.391 

（７）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.291 

（８）『漱石全集』第１８巻（１９９５年１０月 岩波書店）p.479－484 

（９）『漱石全集』第１７巻（２００３年８月 岩波書店）p.54 

これは、明治２８年（１８９５）１１月正岡子規へ送った句稿二十稿の中にある  

（１０）『漱石全集』第１７巻（２００３年８月 岩波書店）注解 p.54 

（１１）都留春雄・釜谷步志著『鑑賞 中国の古典 陶淵明』（１９８８年３月 角川書店） 

p.176-177 

（１２）赤木桁平『夏目漱石』（１９１７年５月 新潮社）p.60 

（１３）明治２９年（１８９６）１月１６日付正岡子規宛書簡に「帰途米山より陶淵明全
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集を得て目下誦読中甚だ愉快なり」とある。  

（１４）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.63 

（１５）河辺正之「夏目漱石の一生と陶淵明」『鑑賞 中国の古典 陶淵明』解釈（１９８ 

８年３月 角川書店）p.446 

「漱石はこの陶淵明の帰隠の故事を自らの朝日新聞社入社の際、自分の生涯と照らし

合わせたのである。」  

（１６）上垣外憲一「漱石の帰去来―朝日新聞入社をめぐって―」『講座 夏目漱石』第四

巻（１９８２年２月 岩波書店）p.99 

「淵明が短い詩の中で二度使っている「塵」という語を漱石も使っていることに注意

して欲しい。いずれも官職生活の窮屈で、人づきあいのわずらわしいことを象徴して

いるのである。また野に山に、と自然の中での解放感を述べる所も、淵明への連想か

も知れない。」 

（１７）都留春雄・釜谷步志著『鑑賞 中国の古典 陶淵明』（１９８８年３月 角川書店） 

p.105-106 

（１８）『漱石全集』第３巻（１９９４年２月 岩波書店）p.3 

（１９）『漱石全集』第３巻（１９９４年２月 岩波書店）p.10 

（２０）松村昌家「小説美学としての＜非人情＞―『草枕』の成り立ち」（松村昌家編『夏

目漱石における東と西』２００７年３月 思文閣出版）  

（２１）『漱石全集』第３巻（１９９４年２月 岩波書店）p.151 

（２２）『漱石全集』第１８巻（１９９５年１０月 岩波書店）p.177 

（２３）『漱石全集』第２２巻（２００４年１月 岩波書店）p.91 

（２４）『漱石全集』第１７巻（２００３年８月 岩波書店）p.203 

（２５）「アガヨシの園芸」花『日末園芸雑誌』十七巻八号 明治３８年（１９０５）８月  

１３日（『漱石全集』第２５巻 １９９６年５月 岩波書店）p.141 

（２６）白幡洋三郎『フョンテネンソー ユールチハの植物熱と日末』（１９９４年２月講

談社）p.234-236 

（２７）ルノーテ・ビェータャン著、三宅馨訳『江戸と北京』（１９７９年５月第 5 版 初

版１９６９年５月 廣川書店）p.105 

（２８）菊アケーラ日末という図式は、この後も引き継がれ、第二次世界大戦中に書かれ

たラーシ・プニヅァキテの日末人論『菊と刀』も、この延長線上にあると見て取れる
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のである。 

（２９）白幡洋三郎「菊と万国博」（吉田光邦編『万国博覧会の研究』第３版 ２００４年

７月 初出１９８６年２月 思文閣出版）  

（３０）・‖Chrysanthemums in Japan‖ Journal of Horticulture and Cottage 

Gardener,January 18.1900. 

・The Gardeners’Magazine ,February 3,1900. 

・BURBIDGE,F.W. ―The Flower Gardens of Japan‖ The Garden, April 28,1900. 

（３１）『漱石全集』第３巻（１９９４年２月 岩波書店）p.10 

（３２）談話「ヌョは生るゝか」『国民雑誌』三巻三号 明治４５年（１９１２）２月１日

（『漱石全集』第２５巻 １９９６年５月 岩波書店）p.415 

 

 

第七章 「アフスンの女」とは（『三四郎』とアフスン『ブチゾ・オピョー』を中心に）  

（１）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.430-431 

（２）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.432 

（３）毛利三彌氏は『ブチゾ・オピョー』のブチゾ、『ルシミラシベラマ』のリプチォ、『棟  

梁セラニシ』のバラゾなど、アフスン戯曲の中のバルアン達と美禰子の類似性を指  

摘。（「『三四郎』とアフスン」『漱石研究』第２号 １９９４年５月 翰林書房）  

秋山公男氏も、「『三四郎』小考―「露悪家」美禰子とその結婚の意味―」（『日末近

代文学』第２４集 １９７７年１０月）の中で、「ブチゾ・オピョー」の影響が想定

されると指摘する。 

（４）中村都史子『日末のアフスン現象 1906―1916 年』（１９９７年６月 九州大学出版

会）p.214 

（５）「1901 年 9 月 18 日購入分の書物のヨシテの中に、Hedda Gabler の名がある」こと

を岡三郎氏が指摘している。（『夏目漱石研究』第１巻 １９８１年１１月 国文社）

p.213-214 

（６）木村巧「夏目漱石におけるアフスン戯曲の受容―留学時代のアフスン読書（１）―」

『宇部国文研究』２７（１９９６年３月） 

（７）漱石文庫に収められている Hedda Gabler に引かれた傍線については、木村巧氏が、

綿密に調査しており、今回木村氏の論文「夏目漱石におけるアフスン戯曲の受容―留
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学時代のアフスン読書（１）―」『宇部国文研究』２７（１９９６年３月）から、引

用させて頂いた。 

（８）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.467 

（９）『漱石全集』第１９巻（１９９５年１１月 岩波書店）p.380 

（１０）毛利三彌氏も、『ブチゾ・オピョー』のこの場面と、広田の引越の手伝いをする三

四郎と美禰子が、画帖を開いて「人魚」の絵に見入りながら囁きあう場面との類似を

指摘している。（毛利三彌「『三四郎』とアフスン」「漱石研究」第二号１９９４年５

月 翰林書房） 

（１１）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.381 

（１２）『漱石全集 第２０巻』（１９９６年７月 岩波書店）p.76-78 

（１３）村上勇編『漱石資料―文学論ヌーテ』１９７６年５月 岩波書店）p.286 

（１４）村上勇編『漱石資料―文学論ヌーテ』１９７６年５月 岩波書店）p.288 

（１５）談話「愛読せる外国の小説戯曲」『趣味』３巻１号 明治４１年（１９０８）１月

１日（『漱石全集』第２５巻 １９９６年５月 岩波書店）p.247 

（１６）村岡勇編『漱石資料―文学論ヌーテ』１９７６年５月 岩波書店）p.329 

（１７）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.110 

（１８）「近作小説二三に就て」『新小説』１３年６号 明治４１年（１９０８）６月１日

（『漱石全集』第２５巻 １９９６年５月 岩波書店）p.263 

（１９）『漱石全集』第２５巻（１９９６年５月 岩波書店）p.265 

（２０）明治４０年（１９０７）７月１９日 小宮豊隆宛書簡（『漱石全集』第２３巻  

２００４年２月 岩波書店）p.84 

（２１）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.110 

（２２）明治４０年（１９０７）７月１９日 小宮豊隆宛書簡（『漱石全集』第２３巻  

２００４年２月 岩波書店）p.84 

（２３）大正２年（１９１３）１１月２１日高原操宛書簡（『漱石全集』第２４巻』１９９

７年２月 岩波書店）p.220 

 

その他、「ブチゾ・オピョー」中傍線が引かれてあるところは以下の通りである。  

 

 まず、ブチゾが、判事ピョチキに新婚生活の不満を述べるスヨビ  
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HEDDA.  

 --Everlastingly to be in the company of--of one and the same— 

ブチゾ 

  永久に、一緒だということよ、―同じ一人の人間と― 

 

 

ツシボンを政治家にしようかと言い、ピョチキに失笑される場面  

HEDDA. 

  Because I am bored, I tell you.[After a pause.] Do you think it would be absolutely 

impossible for Tesman to become a Cabinet Minister?  

ブチゾ 

だって、退屈なんですもの。（短い間）あなたはツシボンがいつか大臣になるなんて

不可能だと思っていらっしゃるの？ 

BRACK.  

 H'm! You see,dear Mrs.Hedda, in order to become that he must first of all be a 

to-lerably rich man. 

ピョチキ 

ふふん、ねぇブチゾさん、そうなるにはツシボンがうんとお金持ちでないと、何にし  

ても。 

HEDDA. 

 [Rising impatienty.] Yes,there we have it! It is this poverty that I have come into--! 

[Crosses the floor.]It is that which makes life so miserable! so perfectly ludicrous! For  

that's what it is. 

ブチゾ 

 （いらいらして立ち上がり）ええ、そういうわけね！そういう馬鹿な境遇に、私は、す

っかり落ち込んだのね！（部屋を突っ切り）惨めったらしい一生を送ることになるのね！  

 

ピョチキにいずれブチゾが新しい責任を貟うことになると言われ憤慨する場面  

BRACK. 
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No,no,never mind about that. But suppose now there were created--what one--in the 

loftier style--might call more serious and more responsible claims upon you? 

[Smiles.] New claims,little Mrs.Hedda. 

ピョチキ 

いや、いや、そらまあいいでしょう。しかし、あなたがですよ、―何というか―尐し

大袈裟な言い方かもしれないが、―まあ、神聖で、―そして、のっぴきならない責任と

でも言いますか、そういうものに直面したとしたら？（にやっとして）新しい責任です

よ、ブチゾさん。  

HEDDA. 

 [Angry.] Be quiet! You shall never live to see anything of that sort. 

ブチゾ 

（怒って）よけいなお世話よ！そんなことになるもんですか！  

BRACK.  

 [Cautiously.] We will talk about that a year hence--at the very latest.  

ピョチキ 

（用心して）せいぜい、まあ、一年もたったら、またお話しますかね。  

HEDDA. 

 [Shortly.] I have no vocation for that kind of thing, Judge. No responsibilities for 

me. 

ブチゾ 

 （そっけなく）あたくしは、向いていませんの、そういうほうには。責任なんて、まっ

ぴらよ！ 

 

 

ツシボンやピョチキの目を気にして、リーヴペラギを諨める場面  

HEDDA.  

 No. You may be allowed to think it;but you must noy say it.  

ブチゾ 

 いけないというの！あなたの胸の中でそう思うのならかまわないけど、口に出して  

言ってはいけない。  
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リーヴペラギが、ブチゾの前で過去のさまざまな懺悔をしたことは、ブチゾの神秘的な力

によってなされたと言う場面  

LOVBORG.  

Yes; how else can I explain it? And all those--those mysterious questions that you used 

to ask me— 

リーヴペラギ  

じゃ、ほかに、どう言えばいいんです？それにあの、遠まわしの質問ですよ、いつも、僕

に向けてきた― 

HEDDA. 

And which you understood so thoroughly--. 

ブチゾ 

それをあなたは、実にすばやく呑み込んで― 

 

 リーヴペラギがよくも平気であんなことをジクジクと聞けたものだと言ったときに、  

ブチゾが言った“Mysteriously,if you please.‖「遠まわしとおっしゃって」  

 

ツ゠に向かって、一生に一度、他人に対して支配力を持ってみたいがまだ一度もやったこ

とがないと言うと、ツシボンに対してしたことがないのかと問われ驚く場面  

HEDDA. 

Oh! that would be worth talking a lot of troble about! Oh, if you could only know how 

poor I am. And you are allowed to be so rich.[Throws her arms passionately round 

her.]I believe I shall scorch your hair off,afterall.  

ブチゾ 

 ああ！为人のでさえ、そんな事をしようと思うとそれこそ大変な手数がかかる。あなた

は、まだ知らないんだもの―私は大変な貧乏人よ―そうして、あなたは、お金持ちよ。 

（情熱的にウラヴシツーデ夫人を抱きしめ）私、あなたの髪の毛を焼いてやるわ 

 

リーヴペラギが原稿を紛失したことをブチゾに告げに来て、ツ゠にも聞くように言うと、  

―Yes, but I don't wish to hear anyting, I tell you.‖  
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「ええ、でも私何も聞きたくないわ。」  

と言うツ゠のスヨビには二重傍線をひいてある。  

 

リーヴペラギの原稿を燃やしてしまったことを聞いて、ツシボンが喜ぶ場面  

TESMAN.  

[Laughing in excess of joy.]The servant! No;you are fun, Hedda! The servant is--just 

Bertha! I will go out and tell Bertha myself. 

ツシボン 

（うれしくてたまらないというように笑い）女中！つまらんこと言うんじゃないよ、ブチ

ゾ！女中ったって―昔からいるプラツじゃないか！こっちから出かけて行って、教えてや

りたいくらいだよ！ 

 

リーヴペラギの自殺を知ったときのブチゾの独白  

HEDDA. 

[Half aloud.] At last an heroic act!  

ブチゾ 

（半分声に出して）とうとうね、―末当に勇ましい行為だわ！ 

TESMAN.  

[Terrified.] God save us--Hedda, what are you saying?  

ツシボン 

（びくりとして）おいおい、ブチゾ、何を言ってるんだ？ 

HEDDA.  

I say that there is somethig beautiful in this. 

ブチゾ 

この行為には美しさがあるって、あたし、言ってるのよ。  

 

ここまで見てきて、漱石は、特にブチゾの性格がよく分かるところに傍線を引いているこ

とが見てとれる。  
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第八章＜頼るべき人も帰るべき家＞も持たない者たち 

（１）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.371 

（２）一般女性が名刺を作るという風俗は、早くに二葉亭四迷『浮雲』第二編（明治２０

～２２年発表）で見られる。お勢が名刺を作ろうとし、弟の勇に「婦人
お ん な

のくせに園田

勢子という名刺
な ふ だ

をこしらえるチてチたから、お勢チ子で沢山」だ「婦人の癖にいかん

生意気で」と言われる場面がある。（『新日末古典文学大系 明治編』１８坪内逍遙二

葉亭四迷集２００２年１０月 岩波書店）p.329 

（３）小森陽一「「個人と活字」『三四郎』における文字のデョボティラガー」（『現代思想』

１９９３年１０月） 

（４）中山和子「『三四郎』─「商売結婚」と新しい女たち─」（『漱石研究』第２号 １９

９４年５月 翰林書房） 

（５）芳川泰久「「婚姻・鏡・父の名」─あるいは書くことの強度─」（『漱石研究』第２号

１９９４年５月 翰林書房） 

（６）石原千秋「長男の記号学」（『漱石研究』第５号 １９９５年１１月 翰林書房） 

（７）角田旅人は「「三四郎」覙書き―美禰子と三四郎―」（『漱石作品論集成第亓巻  三四

郎』１９９１年１月 桜楓社 初出『文学年誌』４ １９７８年１２月）の中で、 

「たしかに美禰子は兄恭助から放任されている。気ままに外出し、若い男と一緒に歩き、

自分の宰領で三十円もの金を貸すことができる。しかし、それはまた兄から構いつけ

られないという域にさえ達していることも見落とすわけにいかない」と述べている。 

（８）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.494 

（９）これと同じような内容で、明治４２年（１９０９）６月５日の『風俗画報』に掲載

された「女学生の新取締法」もあった。＜青年女子の男子に対する心得＞の原案とあ

るので、「若き婦人の男子に対する心得」の原案かもしれない。 

（１０）小森陽一「漱石の女たち―妹たちの系譜―」（『文学』１９９１年冬号 岩波書店）

「なぜなら「小姑」という烙印には、自らの父母を中心とした「一家」からは潜在的

な外部として排斥され、兄夫婦からはその新しい「一家」を脅かす者として敵視され、

愛が存在しようがしまいが、他家の男の金銭によって扶養されるしか生きる道のない

＜妹の宿命＞が刻まれているからだ」 

（１１）『漱石全集』第８巻（１９９４年７月 岩波書店）p.234 
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（１２）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.545 

（１３）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.274-275 

（１４）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.275 

（１５）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.330 

（１６）『漱石全集』第１９巻（１９９５年１１月 岩波書店）p.385 

（１７）平岡敏夫『日露戦後文学の研究 上』（１９８０年５月 有精堂） 

（１８）小森陽一「文学とミヅァ゠──夏目漱石『三四郎』１９０８年「帝国」というニ

チテワーキ」（『文学の方法』川末皓嗣他編 １９９６年４月 東京大学出版会）p.321 

（１９）二葉亭四迷は明治３９年（１９０６）１０月に『女学世界』の中で「朩亡人と人

道問題」と題する、次のような意見を述べている。 

 

▲要するに、自分は姦通された此の令夫人よりも、姦通に陥つた朩亡人に、読者

の同情を惹かうと考へて居るが、世間が認めて呉れゝば良いが……兎に角も朩亡

人再婚問題は、座上の空論では無くして、日露戦争が戦後に遺した人道問題──

社会問題であるから、世間も浮気でなく、真面目に考へて貰ひたいものだ。今度

の戦争で、十幾万人といふ朩亡人が出来てゐるからね。 

▲（前略）──露西亜では、婦人の職業と言ふと、家庭教師であるが、今日の露西

亜では、此の家庭教師が、ぎつしりと一杯に成つて居るらしいのだ、最も品位を落

とせば、種々の職業が有らうが其様はゆかぬ……といふので婦人の職業問題が起つ

て居るらしいが、婚姻に持参金の準備が要る国柄である丈け、日末よりは何んだか

酷いやうである。日末はまだまだ、女子大学の卒業生が路傍に彷徨しとるといふこ

とを聞かないが、その中に露西亜のやうな惨状が遣つて来るかも知れぬ。 

（『坪内逍遙・二葉亭四迷集 現代日末文学全集１』１９５６年８月 筑摩書房 

 p.381） 

（２０）『漱石研究第２号』（１９９４年５月 翰林書房）  島田雅彦・小森陽一・石原千

秋らの鼎談による 

（２１）西村好子「恋愛の誕生と近代の成立─『三四郎』論─」（『国語と国文学』１９９

７年３月） 

（２２）松村昌家『文豪たちの情と性へのまなざし』（２０１１年２月ポニラヴゟ書房）

p.168-171 
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（２３）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.450 

（２４）芳賀徹『絵画の領分』（１９９０年１０月 朝日新聞社） 

（２５）熊坂敤子氏は「『三四郎』と英国絵画」（『日末女子大学紀要』３４ １９８５年３

月）の中でョシカンやョビゟウラ前派の影響を指摘した。同趣旨のものとして、「三

四郎─西洋絵画との関連で─」（『国文学』１９８３年１１月）がある。 

（２６）尹相仁氏は『世紀未と漱石』（１９９４年２月 岩波書店）の中で、世紀未芸術と

漱石の作品との関連性について言及し、『三四郎』とョビゟウラ前派について触れて

いる。 

（２７）『漱石全集』第３巻（１９９４年１月 岩波書店）p.129 

（２８）小坂晋・水田卓郎 「『三四郎』研究の問題点──美禰子の青春── 」（『岡山大学

教養部紀要』２７ １９９０年７月） 

（２９）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.401 

（３０）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.455 

（３１）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.461 

（３２）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.404 

（３３）漱石が飛行機に興味を持った理由として、村上正明は『航空事始  不忍池滑空記』

（１９９２年１１月 東京書籍）で、寺田寅彦からの話ではないかと推察している。

寺田は、我国の飛行機開発を語る時に欠かせない人物、田中館愛橘の弟子であった。 

また、さらに興味深い事実がある。 

「空中飛行器」を、独学で研究していた人物の名前が、二宮忠八というのである。二

宮は愛媛県八幡浜市出身で、独学で飛行の原理を見出し、ゲマ紐を動力とした固定翼の

模型飛行機を飛行させることに成功した人物であり、明治２６年（１８９３）１２月に

愛媛県松山市の松山衛生病院に勤務が決った時、飛行機を解体して運び、研究を続けて

いた。漱石が愛媛県尋常中学校（後の松山中学）に嘱託教員として赴任するのが、明治

２８年（１８９５）の４月。この時、漱石が二宮の噂等を耳にしていたとするなら、二

宮忠八と名前の似ている「野々宮宗八」なる人物に「空中飛行器」の話をさせるのは、

偶然にしても面白い事である。 

（３４）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.456 

（３５）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.334-335 

（３６）松村昌家『ヴァキテヨ゠朝の文学と絵画』（１９９３年４月 世界思想社）p.75 
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（３７）『世界の女性史 ６ アガヨシ１ 忍従より自由へ』（青山吉信篇１９７６年５月 評 

論社）p.217 では、 

「一八四一年創刉の諷刺諧謔雑誌『ハンタ』は、四、亓十年代に「わが国のあり余っ

た女性の問題」すなわち女性人口中、統計的に結婚不可能な余剰部分の問題を繰り返

し討論の为題としていた。（中略）この両性間の数の不均衡は、男性に相対的に高い

死亡率、独身男性の゠ミヨォや植民地への大量移民、海外での軍役、そして男性の独

身生活享楽や晩婚の傾向などが組み合わされて生じたといえよう。 

これら朩婚女性の苦境は実に深刻であった。（中略）当時の大多数の家族が、この

ような「余分」の女性の尐なくとも一人をかかえこんでいたから、ヴァキテヨ゠朝の

人はこの問題をこの上なくよく知っていた。」と指摘している。 

（３８）Martha Vicinus “Independent Women 1850-1920”（1985 Tha University of Chicago 

Press） 

（３９）川末静子『オヴゟニシ（女家庭教師）ヴァキテヨ゠時代の＜余った女たち＞』（１

９９４年９月 中央公論社）p.14-15 

（４０）前掲書『世界の女性史 ６ アガヨシ１ 忍従より自由へ』（青山吉信篇１９７６年

５月 評論社）p.217 では、「ヴァキテヨ゠朝文学には「朩婚のおば」がつきものであ

る」としている。 

（４１）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.595 

（４２）『漱石全集』第５巻 注解（２００２年８月 岩波書店）p.679 

（４３）前掲書（３６）で、松村昌家は「結婚生活が即社会的地位になっていた時代に、

生まれがよく、また相応の教養をそなえた女が、不幸にして家運や結婚運に見離され

たとしたら、どのような生き方があったのだろうか。いやしくも「リアヅァ」として

の面目を保つには、選抛の道はただ一つ、オヴゟニシになるほかはなかった。」と述

べている。 

（４４）松村昌家 『ヴァキテヨ゠朝の文学と絵画』（１９９３年４月 世界思想社）p.83 

（４５）OLIVE ANDERSON“Suicide in Victorian and Edwardian England”(1987 CLARENDON 

PRESS・OXFORD) 

（４６）『漱石全集』第１９巻（１９９５年１１月 岩波書店）p.390-393 

（４７）「熊末の漱石―旧制第亓高等学校関係資料に今、漱石を見る」（村田秀明・道園達

也・村田由美『国文学』２００８年 学燈社 p.171）によると、これまでどの年譜も、
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鏡子夫人の入水事件は、荒正人氏の『漱石研究年表』の「六月未か七月初め」という説

をとっていたが、亓高に残されている漱石の出欠調により、亓月におこったとしている。 

（４８）『漱石全集』第１９巻（１９９５年１１月 岩波書店）p.378 

（４９）『漱石全集』第３巻（１９９４年２月 岩波書店）p.23 

（５０）『漱石全集』第３巻（１９９４年２月 岩波書店）p.30 

（５１）『漱石全集』第８巻（１９９４年７月 岩波書店）p.188 

（５２）『漱石全集』第２２巻（１９９６年３月 岩波書店）p.296 

（５３）『漱石全集』第３巻（１９９４年２月 岩波書店）p.86-87 

（５４）蓮實重彦『夏目漱石論』（１９７８年１０月 青土社）p.215 

 

 

第九章 明治４０年代の絵画事情 

（１） 芳賀徹『絵画の領分』（１９９０年１０月 朝日選書）p.374 

（２）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.426-427 

（３）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.426-427 

（４）石五研堂『増補改訂 明治事物起源』下巻復刻版（１９９６年１月 春陽堂）p.760 

（５）向後恵里子「日末葉書会―日露戦争時における絵葉書ピーマと水彩画ピーマをめぐ

って―」（『早稲田大学教育学部 学術研究（複合文化学編）第５８号（２０１０年２

月） 

（６）土居次義『水彩画家 大下藤次郎』（１９８１年７月 美術出版社）p.122 

（７）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.394-395 

（８）当時、女学生の間に水彩画を描くことが流行していたようで、『青春』（明治３８年  

１９０５年から『読売新聞』で連載）では、香浦園枝が銚子に水彩絵具を持っていき、

「東京の友達へ出す絵葉書」を画いたり、「浪の写生」をしたりする場面がある。そ

の中で、「だが、貴方は水彩画を遣らないから、ネアォョの点ぢや一歩園枝さんに譲

りますな」という発言があることから、「水彩画を描く」ということは、当時、かな

り進んだ趣味として見なされていたことが窺える。  

（９）津田青楓『自撰年譜』大正２年（１９１３）年８月ころの記述（１９４０年９月）  

（１０）田村宏「夏目漱石、その自己治療としての絵画―明治３６～３８年の水彩画・自

筆絵はがきを中心に」（『日末芸術療法学会誌』３８．２ ２００７年） 
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（１１）漱石の水彩画がいつごろ始められたのか、はつきり分からない。然し今日保存さ

れてゐる漱石の水彩画の最も古い日附は、明治三十六年（一九○三）年十月である。

是は或は寺田寅彦の刺激ではなかつたのかとも想像されるが、然し明治三十七年（一

九○四）年以降、漱石と最も頻繁に自筆水彩画絵はがきを交換した者が、橋口財であ

る所から考へると、重な刺激は、或は橋口財から来てゐるのかも知れない。（中略）

画をかく事が、さうしてかいた画を見て、自分でいろんな批評を加へたり連想を逞し

うしたりする事が、楽しくてたまらないといふやうな、それだから自分も一つ画をか

き、かいた画を見ていろいろ批評したり連想を逞しうしたりして見たくて堪らなくな

るやうな、不思議な力を持つた文句が書いてある。  

（『夏目漱石』小宮豊隆 １９３８年６月 岩波書店）p.495-496 

（１２）中島国彦氏は、藁屋根というムタービに注目し、浅五忠の藁屋根を描いた水彩画

や油彩画、明治３８年（１９０５）４月に創刉された「月刉シクチタ」に載せられた

堺枯川の『我が夢（一）』の中に出てくる「藁葺」の家のアミーザから、「藁屋根」と

いうものが、同時代の文学者に共通する理想の田園風景であるとしている。（「藁屋

根・郊外・水彩画――『三四郎』の一説から」熊坂敤子編『迷羊のゆくえ――漱石と

近代』１９９６年６ 翰林書房）  

（１３）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.398 

（１４）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.502 

（１５）芳賀徹『絵画の領分』（１９９０年１０月 朝日選書）p.311 

（１６）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.503 

（１７）黒田重太郎『京都洋画の黎明期』（１９４７年 1 月 高桐書院）p.137 

（１８）『水彩画の歴史』橋秀文監修・執筆 ２００１年３月 美術出版社）p.4 

（１９）『パザャ゠ラ美術館 第７巻 水彩画の技法』ポチサゥラ・キョーキ著荒川裕子訳

（１９９４年３月 同朊社）p.40 

（２０）『パザャ゠ラ美術館 第７巻 水彩画の技法』ポチサゥラ・キョーキ著荒川裕子訳

（１９９４年３月 同朊社）参照  

（２１）『パザャ゠ラ美術館 第７巻 水彩画の技法』ポチサゥラ・キョーキ著荒川裕子訳

（１９９４年３月 同朊社）参照  

（２２）『水彩画の歴史』橋秀文監修・執筆 ２００１年３月 美術出版社）参照  

（２３）尹相仁『世紀未と漱石』（１９９４年２月 岩波書店）p.126 
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（２４）『漱石全集』第１９巻（１９９５年１１月 岩波書店）p.51 

（２５） Ben.Weinreb and Christopher.Hibbert,ed.,The LONDON Encyclopædia,London 

Papermac.1983 p.695 

（２６）このプョシクシの模写を描いたのは小説中では三五という画家であるが、芳賀徹

氏は、これは湯浅一郎（１８６８～１９３１）ではないかとしている。湯浅は明治４

３年（１９１０）に欧州留学から帰国して、同年５月からの第十三回白馬会展覧会に、

プョシクシの『織女』『官女』『ウセチホ』『ミドチホ』などの模写を出展している。 

これは『三四郎』より後のことになるのだが、木下杢太郎が「ハンの会の回想」で、

明治４２年（１９０９）４月１０日の深川永代亭での会のとき、「湯浅氏の模写のウ

ョシクシなどについてみんなが話しあった」としるしていることから、湯浅が外遊先

から一点ぐらい日末に送って展示されていたのではないかと推察している。 

 また吉田博にも「ミドチホ」の模写があったらしいことから、吉田博の可能性もあ

るとしている。『絵画の領分』（１９９０年１０月 朝日選書）p.342-343 

（２７）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.500-501 

（２８）加藤哲弘「プョシクシ[ョシ・ミドートシ] 名画の条件」（野口螢子監修『ユール

チハ美術史』１９９７年１０月 昭和堂）と、大高保二郎「ョシ・ミドートシ 絵と

いう終わりなき迷路の旅」（大村重信他監修『ＮＨＫ日曜美術館 名画への旅１２ 絵

の中の時間 １７世紀Ⅱ』１９９４年１月 講談社）を参考にした。 

（２９）『漱石全集』第１９巻（１９９５年１１月 岩波書店）p.380 

（３０）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.489 

（３１）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.543 

（３２）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.548-549 

（３３）貝塚健「自然为義と黒田清輝―白馬会の为題」（『白馬会 結成１００年記念・明

治洋画の新風』展ォソルギ １９９６年 日末経済新聞社）p.136 

（３４）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.549－550 

（３５）大橋乙羽『名流談海』（１８９６年３月 博文館） 

（３６）新関公子『「漱石の美術愛」推理ヌーテ』（１９９８年６月 平凡社）p.133-134 

（３７）新関公子『「漱石の美術愛」推理ヌーテ』（１９９８年６月 平凡社）p.133-134 

（３８）『漱石全集』第１９巻（１９９５年１１月 岩波書店）p.166 

（３９）明治４０年（１９０７）４月２０日、漱石は東京美術学校で「文芸の哲学的基礎」
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と題する講演をしている。  

（４０）竹田道太郎『新聞における美術批評の変遷』（２０１０年１１月 ゆまに書房）  

（４１）『漱石全集』第１９巻（１９９５年１１月 岩波書店）p.107-108 

（４２）黒田による日末人ムヅラを使った初めての裸体画は、「智・情・感」というソアテ

ラであり、漱石はそれを意識したのかもしれない。  

（４３）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.92 

（４４）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.107 

（４５）黒田の裸体画  

・「朝妝」明治２８年（１８９５）４月～７月裸体画問題、  

・「智・感・情」明治３３年（１９００）ハヨ万博に出品、銀賞  

   第二回白馬会に出展  

   この作品を掲載した「美術評論」第二号合評は、発行停止処分になる  

・「裸体婦人像」明治３４年（１９０１）秋第六回白馬会展出展  

・「春」「秋」西洋婦人の裸体画 第八回白馬会展 裸体画は会員の紹介のある関係

者だけに公開される 

・「野辺」明治４０年（１９０７）第十一回白馬会展出品 庭の裸婦の上半身  

・「白芙蓉」明治４０年（１９０７）第一回文展 左向きの半身裸婦立像  

（４６）隇元謙次郎『黒田清輝』（１９６６年６月 日末経済新聞社）p.65 

（４７）『漱石全集』第３巻（１９９４年２月 岩波書店）p.90 

（４８）漱石全集』第３巻（１９９４年２月 岩波書店）p.92 

（４９）『漱石全集』第２５巻（１９９６年５月 岩波書店）p.230 

（５０）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.369 

（５１）この「エﾞョフタャ゠シ」という卖語であるが、柏木隆雄氏は、ミヨミの『ォラミ

ン』におけるォラミンの眼の描写‘Her eyes,especially,had an expression at once 

voluptuous and fierce,which I have never seen since in any mortal eye.”との

関連を指摘し（１９７７年１月『英語青年』）、芳賀徹氏は、漱石旧蔵書中のイェリシ・ 

ケ リ キ サ ュ ン の 解 説 書 Frederick Miller,Pictures in the Wallace 

Collection ,London,1902 にあるギラージの絵についての voluptuous charm という説

明に依ったものだとしている。（『絵画の領分』１９９０年１０月 朝日新聞社）また

松村昌家氏は、イェリシ・ケリキサュンが１９００年６月に一般公開された時のォソ
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ルギ『イェリシ・ケリキサュン蔵 油彩画および水彩画暫定ォソルギ』に掲載されて

いるギラージの評論の中にも voluptuous grace という語があることを挙げており、ギ

ラージの絵の説明には voluptuous という言葉がつきもののようであったことを述べ

ている。（『文豪たちの情と性へのまなざし』２０１１年２月ポニラヴゟ書房） 

（５２）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.381 

（５３）芳賀徹『絵画の領分』（１９９０年１０月 朝日選書）p.384 

（５４）『漱石全集』第３巻（１９９４年２月 岩波書店）p.91 

（５５）『漱石全集』第３巻（１９９４年２月 岩波書店）p.34 

（５６）『漱石全集』第１４巻（１９９５年８月 岩波書店）p.259 

（５７）『漱石全集』第２５巻（１９９６年５月 岩波書店）p.199 

（５８）『漱石全集』第２５巻（１９９６年５月 岩波書店）p.195 

（５９）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.255 

（６０）『漱石全集』第２５巻（１９９６年５月 岩波書店）p.247 

（６１）『漱石全集』第２５巻（１９９６年５月 岩波書店）p.263-265 

（６２）『漱石全集』第１９巻（１９９５年１１月 岩波書店）p.364 

（６３）浦崎永錫『日末近代美術発達史』（１９７４年７月 東京美術）  

（６４）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.514-515 

（６５）大熊は、ビョンシで、留学中の黒田と親交があり、盛んに手紙のやり取りもして

いる。実際の黒田と大熊は『三四郎』の原口と九段の銅像の作家のように、仲が悪い

わけではない。  

（６６）松永伍一『青木繁 その愛と放浪』（１９７９年８月 日末放送出版協会）  

（６７）Ｓ．Ａ生「斎東風語」『方寸』（１９０７年１０月）  

（６８）『漱石全集』第６巻（１９９４年５月 岩波書店）p.68 

（６９）『漱石全集』第２５巻（１９９６年５月 岩波書店）p.61 

（７０）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.507 

（７１）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.519 

（７２）『白馬会 結成１００年記念・明治洋画の新風』展ォソルギ（１９９６年 日末経

済新聞社）p.137 

（７３）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.516 

（７４）この明治４５年（１９１２）３月に開催された青木の没後一周年遺作展を見た感
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想を３月１７日津田青楓宛書簡に書いている。  

「青木君の絵を久し振に見ましたあの人は天才と思ひます。あの室の中に立つて自か

ら故人を惜いと思ふ気が致しました。」 

（７５）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.532 

（７６）『漱石全集』第２５巻（１９９６年５月 岩波書店）p.198-199 

（７７）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.537-538 

（７８）『漱石全集』第１５巻（２００３年６月 岩波書店）p.95-96 

（７９）松村昌家氏によると、漱石は、リヌラジの Discourses を参考にしていたのではな

いかとのことである。Discourses の中で、リヌラジは歴史画と肖像画をハョリラで論

じており、肖像画に必要な要素は描く相手を particular man として描くことであると

説く。この particular man という概念と、漱石が『文学評論』で言う所謂性格描写

（Character sketches）とは共通するところがある。  

（８０）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.549－550 

 

 

おわりに 

（１）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.302 

（２）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.303 

（３）『漱石全集』第２５巻（１９９６年５月 岩波書店）p.291 

（４）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.430 

（５）『漱石全集』第１６巻（１９９５年４月 岩波書店）p.110 

（６）『漱石全集』第１４巻（１９９５年８月 岩波書店）p.259 

（７）『漱石全集』第２５巻（１９９６年５月 岩波書店）p.118-119 

（８）『漱石全集』第５巻（２００２年８月 岩波書店）p.554 

（９）『漱石全集』第２５巻（１９９６年５月 岩波書店）p.118-119 

（１０）『漱石全集』第２５巻（１９９６年５月 岩波書店）p.119 

 

 

なお、画像に✝を付けたものに関しては、著作権者に尋ねあたりませんでした。お心当た

りの方は大手前大学にご連絡ください。  
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・陰里鉄郎解説『夏目漱石・美術批評』（１９８０年 講談社文庫）  

・柏木隆雄『交差するまなざし―日末近代文学とビョンシ―』（２００８年 朝日出版社） 
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・小宮豊隆『漱石 寅彦 三重吉』（１９８３年 岩波書店） 

・小宮豊隆『夏目漱石』（１９３８年 岩波書店） 

・齋籐泰三『英国の水彩画』（２００３年 彩流社） 

・酒五忠康編『近代日末の水彩画』（１９９６年 岩波書店） 

・佐々木英昭『「新しい女」の到来』（１９９４年 名古屋大学出版会） 

・佐藤八寿子『ポチサュン・シキーラ あこがれの園』（２００６年 中公新書） 

・佐渡谷重信『漱石と世紀未芸術』（１９９４年 講談社学術文庫）  
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・サチデム゠・ウョアゴ・ラ゠ボー著・恩地光夫訳『日末・人力車旅情』（１９８６年 有

隣堂） 

・島田紀夫監修『印象派美術館』（２００４年 小学館） 

・白幡洋三郎『フョンテネンソー ユールチハの植物熱と日末』（１９９４年 講談社） 

・『新日末古典文学大系 明治編』１８坪内逍遙二葉亭四迷集（２００２年 岩波書店） 

・杉谷恵美子編『杉谷代水選集』（１９３５年 冨山房） 

・『シホーヂ八十年史』（１９５８年 日末体育協会）  

・墨ケリキサュン『文人 夏目漱石』（１９９４年 芸術新聞社）  

・関肇『新聞小説の時代 ミヅァ゠・読者・ミルデョボ』（２００７年 新曜社） 

・『漱石作品論集成第亓巻  三四郎』（１９９１年 桜楓社） 

・高階秀爾『日末近代美術史論』（１９９４年 講談社学術文庫） 

・高宮利之解説『水の女』（１９９４年 テリヴァラ） 

・步田勝彦『漱石の東京』（１９９７年 早稲田大学出版会）  

・竹田道太郎『新聞における美術批評の変遷』（２０１１年 ゆまに書房）  

・竹之下休蔵『体育亓十年』（１９５０年 時事通信社）  

・竹盛天雄編『夏目漱石必携』・『夏目漱石必携Ⅱ』（１９８０・１９８５年 学燈社） 

・ゾナソン・ウヨ゠ヌーョ・ミョヨー著・長岡祥三訳『プラガー公使夫人の明治日記』 

（１９９２年 中央公論社） 

・玉五敬之『夏目漱石論』（１９７６年 桜楓社）  

・玉五敬之監修『漱石作品論集成』第５巻（１９９５年 おうふう） 

・田山花袋『定末花袋全集』第１巻（１９９３年 臨川書店） 

・田山花袋『定末花袋全集』第１５巻（１９９４年 臨川書店） 

・田山花袋『定末花袋全集』第２６巻（１９９５年 臨川書店） 

・津田青楓『自撰年譜』（１９４０年 非売品） 

・津田楓風・夏目純一監修『夏目漱石遺墨集』全６巻、別冊１冊（１９７９～１９７８年 

求龍堂） 

・『坪内逍遙・二葉亭四迷集 現代日末文学全集１』（１９５６年 筑摩書房） 

・寺田寅彦『寺田寅彦全集 文学編』第１１巻（１９３７年 岩波書店）  

・土居次義『水彩画家 大下藤次郎』（１９８１年 美術出版社）  

・『東京大学百年史』資料一（１９８４年 東京大学出版会）  
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・『東京大学陸上運動部１２０年史』（２００７年 東京大学陸上運動倶楽部）  

・『東京大学百年史』通史一・通史二（１９８４－１９８５年 東京大学出版会）  

・徳富健次郎『黒い眼と茶色の眼』（１９８７年 岩波文庫） 

・都留春雄・釜谷步志著『鑑賞 中国の古典 陶淵明』（１９８８年 角川書店） 

・中村隆文『男女交際進化論「情交」か「肉交」か』（２００６年 集英社新書） 

・中村都史子『日末のアフスン現象 1906―1916 年』（１９９７年 九州大学出版会）  

・中村光夫『風俗小説論』（１９７５年 新潮文庫）  

・夏目鏡子・松岡譲『漱石の思ひ出』（１９８２年 岩波書店） 

・夏目金之助『漱石全集』全２８巻（岩波書店）  

・新関公子『「漱石の美術愛」推理ヌーテ』（１９９８年 平凡社） 

・仁木久恵『漱石の留学とネマリチテ――比較文学の視点から』（２００１年 ヨープラ出

版） 

・西田幾多郎『西田幾多郎全集』第１２巻（１９６６年 1 月 岩波書店）  

・日末近代文学館創立２５周年記念『夏目漱石展』ォソルギ（１９８７年 同館） 

・野口螢子監修『ユールチハ美術史』（１９９７年 昭和堂） 

・芳賀徹『絵画の領分―近代日末比較文化史研究』（１９９０年 朝日新聞社） 

・『白馬会 結成１００年記念・明治洋画の新風』展ォソルギ（１９９６年 日末経済新聞

社） 

・橋秀文監修・執筆『水彩画の歴史』（２００１年 美術出版社）  

・蓮實重彦『夏目漱石論』（１９７８年 青土社） 

・原千代海『アフスン戯曲全集』第４巻・第５巻（１９８９年 朩来社）  

・平岡敏夫『日露戦後文学の研究 上』（１９８０年 有精堂） 

・平岡俊夫編『明治大正文学回想集成３「近代の小説」（１９９９年 日末図書スンソー） 

・平川祐弘『夏目漱石―非西洋の苦闘』（１９９５年 講談社文庫）  

・平野恵『十九世紀日末の園芸文化 江戸と東京、植木屋の周辺』（２００６年思文閣出版） 

・ビークー作・柴田治三郎訳『水妖記』（１９７９年 岩波文庫） 

・ビェータャン・ルノーテ著・三宅馨訳『江戸と北京』（１９７９年 廣川書店） 

・ビリアゴー・ミ゠ヨー著・ケーソチヂァ・バャー編・横山俊夫訳『英国公使夫人の見た

明治日末』（１９８８年 淡交社） 

・文京ふるさと歴史館『菊人形今昔―団子坂に花開いた秋の風物詩』ォソルギ（２００２
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年 同館） 

・文京ふるさと歴史館『末郷座の時代―記憶の中の劇場・映画館』ォソルギ（１９９６年 

同館） 

・末田和子『女学生の系譜  彩色される明治』（１９９０年７月 青土社） 

・末田康雄『新聞小説の誕生』（１９９８年 平凡社） 

・ボーサャ・ザメン著・河村錠一郎訳『ョビゟウラ前派画集 女』（１９９０年 ヨピルホ

ーテ） 

・前田愛『都市空間のなかの文学』（１９８４年 筑摩書房） 

・松浦暢『水の妖精の系譜 文学と絵画をめぐる異界の文化誌』（１９９５年 研究社出版） 

・松岡譲『漱石先生』（１９８６年 岩波書店） 

・松永伍一『青木繁 その愛と放浪』（１９７９年 日末放送出版協会）  

・松村昌家『ヴァキテヨ゠朝の文学と絵画』（１９９３年 世界思想社） 

・松村昌家『文豪たちの情と性へのまなざし 逍遙・漱石・谷崎と英文学』（２０１１年 ポ

ニラヴゟ書房） 

・松村昌家編『夏目漱石に置ける東と西』（２００７年 思文閣出版） 

・三好行雄『作品論の試み』（１９６７年 至文堂） 

・三好行雄編『夏目漱石辞典』別冊国文学（１９９０年 学燈社） 

・三好・江藤・平岡・平川編『講座夏目漱石』全５巻（１９８１年～１９８２年有斐閣）  

・村上勇編『漱石資料―文学論ヌーテ』（１９７６年 岩波書店） 

・村上信彦『明治女性史』中巻前篇（１９７４年 理論社） 

・村上正明『航空事始  不忍池滑空記』（１９９２年 東京書籍） 

・『明治翻訳文学全集 新聞雑誌編』４ サゥアキシヒ゠集Ⅳ（１９９７年１０月 トゾ出

版スンソー）  

・ミシリー・エヨヴァウ著・藤田治彦監修『ソートー―色と光の錬金術』（２００６年 創

元社） 

・森田草平『夏目漱石』（一）～（三）（１９８０年 講談社学術文庫） 

・尹相仁『世紀未と漱石』（１９９４年 岩波書店）  

・吉田・荒・北山編『図説漱石大観』（１９８１年 角川書店） 

・ ョシカン・ザュン著・内藤史郎訳『芸術の真実と教育―近代画家論・原理編Ⅰ』 

（２００３年 法蔵館） 
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・ョシカン・ザュン著・内藤史郎訳『構想力の芸術思想―近代画家論・原理編Ⅱ』 

（２００３年 法蔵館） 

・ ョシカン・ザュン著・内藤史郎訳『風景の思想とムョラ―近代画家論・風景編』 

（２００２年法蔵館） 

・ルグンデラビ・ユズビ『現代思潮とォテヨサジマ』（１９５９年 創元社）  

・若月紫蘭著・朝倉治彦校注『東京年中行事』全２巻（１９６８年 平凡社） 

 

・ENGLISH WATER-COLOUR（復刻版１９９７年 末の友社） 

 

 

末稿において掲載している画像の二次使用を禁止します。  


