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序章 

 

第一節 研究の背景―漱石とロマン主義の接点 

本論は、夏目漱石におけるイギリスロマン主義思潮の学問的背景と創作の関連性を探究

するものである。まず、研究の背景として漱石と思潮の接点を紹介する。 

 

（一）学生時代の研究活動 

 

 夏目金之助（1867-1916）（漱石）は、明治二十三年（1890）九月に東京大学文科大学英

文科に入学し、明治二十五年（1892）までディクソン（James Main Dixon, 1856-1933）の

指導を受けていた。矢本貞幹と亀井俊介の考察1によると、ディクソンの授業では、スコ

ット（Walter Scott, 1771-1832）の『湖上の美人』（The Lady of the Lake, 1810）、ミルトン（John 

Milton, 1608-1674）の『復楽園』（Paradise Regained, 1671）、バイロン（George Gordon Byron, 

1788-1824）の『チャイルド・ハロルド』（Childe Harold’s Pilgrimage, 1812-1818）、シェイ

クスピア（William Shakespeare, 1564-1616）の『マクベス』（Macbeth, 1606年頃）などの作

品が、英語の読み本として使われていた。 

 ディクソンの授業における作品の使用の傾向は、当時の翻訳の動向と深く関わる。『明

治期日本翻訳総合年表』2によると、明治十二年以降にシェイクスピアの翻訳が増え、明

治二十四年よりイギリスロマン派詩人の詩の翻訳が現れ始めた。明治二十六年（1893）一

月に明治初期浪漫主義の代表誌とされる『文学界』が創刊され、平田禿木（1873-1943）

を中心にイギリスロマン派の詩が紹介され始めた。漱石は『文学界』の動向を意識したか、

文科大学談話会の講演に基づいた「英國詩人の天地山川に對する觀念」（明治二十六年三

月、『哲學會雜誌』第七四～七六号）という論文を発表した。この論文は、“Nature”の訳

語として「自然」（しぜん）「天然」のどちらも可能であることを示し、クーパー（William 

Cowper, 1731-1800）、バーンズ（Robert Burns, 1759-96）らの詩に見られるイギリスナチュ

                                                      
1
 矢本貞幹『夏目漱石その英文学的側面』研究社叢書、一九七一年、一八頁。亀井俊介『英文

学者夏目漱石』松柏社、二〇一一年、一一頁。 
2
 戸川道昭、中林良雄、榊原貴教編『明治期日本翻訳総合年表』大空社、二〇〇一年、一五～

八九頁。 
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ラリズム（Naturalism）（初期ロマン派の風景描写詩）を最初に日本に紹介した3。その中

で、「自然愛」を表すイギリスロマン派詩人であるワーズワース（William Wordsworth, 

1770-1850）にも言及した。 

 漱石はイギリス留学の間（明治三十三年～三十五年、1900-1902）に、ロンドン大学で

中世英文学者であるケア教授の授業4に参加した。半年後、ロンドン大学に通うのをやめ

て、ケアの紹介でシェイクスピアの専門家であるクレイグ先生の個人教授を受け始めた。

クレイグ先生の教授のもとで、シェイクスピアへの認識5が深まった一方、明治三十四年

の日記においてキーツ（John Keats, 1795-1821）、シェリー（Percy Bysshe Shelley, 1792-1822）、

ワーズワースらイギリスロマン派詩人に言及した6ことから、イギリスロマン派に対する

興味も深まったことが窺える。漱石はイギリスロマン派の詩集と随筆を多く購読しただけ

でなく、歴史におけるロマン派の位置づけを理解するために、アメリカイェール大学の研

究者であるビアーズ（Henry Augustin Beers, 1847-1926）の『十八世紀イギリスロマン主義』

7、『十九世紀イギリスロマン主義』8、フェルプス（William Lyon Phelps, 1865-1943）の『イ

ギリスロマン主義運動の初期』9（フェルプスの著書の序によると、彼はビアーズの指導

を受けていた。）、デンマークの著名な批評史家であるブランデス（Georg Brandes, 

1842-1927）の『十九世紀文学主潮』10、オックスフォード大学教授であるコートープ

（William John Courthope, 1842-1917）の『イギリスの歴史』11などの文学史を購読してい

た。 

 

                                                      
3
 『漱石全集』十三巻、岩波書店、二〇一八年、二一～六〇頁。 

4
 詳しくは、高宮利行「ユニヴァーシティ学寮の講義と漱石」（『英語青年』一九八三年八月号、

一六～一八頁）、岡三郎「新資料からみる漱石の英国留学」（『英語青年』一九八四年八月号、

一七～一九頁）を参照ください。 
5
 夏目漱石「クレイグ先生（下）」：「先生はアーデン、シエキスピヤの出版者である。」「アー

デン、シエキスピヤのハムレツトは自分が帰朝後大学で講義をする時に非常な利益を受けた書

物である。」（『永日小品』）（『漱石全集』十二巻、岩波書店、二〇一七年、二一五頁。） 
6
 明治三十四年一月十二日、二月十三日、二月十九日、二月二十六日、三月五日、三月七日、

四月十六日（『漱石全集』十九巻、岩波書店、二〇一八年、四六～七四頁）を参照することが

できる。 
7
 Beers, H.A. A History of English Romanticism in the Eighteenth Century. London: Kegan Paul, 

Trench, Trübner&Co.1899. 
8
 Beers, H.A. A History of English Romanticism in the Nineteenth Century. London: Kegan Paul, 

Trench, Trübner&Co.1902. 
9
 Phelps, W.L. The Beginnings of the English Romantic Movement: A Study in Eighteenth Century 

Literature. Boston: Ginn & Cp. 1902.  
10

 Brandes, G. Main Currents in Nineteenth Century Literature. 4 vols.(in 6 vols.). London: W. 

Heinemann. 1901-1905. 
11

 Courthope, W.J. A History of English Poetry. 6 vols. London: Macmillan & Co. 1895-1910.  
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（二）『文学論』の捉える思潮 

 

漱石は帰国後に東京大学で英文学の講義を行い、受講生の中川芳太郎（1882-1939）の

纏めた講義の内容を大幅に改訂したものを、明治四十年五月（1907.5）に『文学論』とし

て出版した。『文学論』の論述は、主として時代思潮と個人の関係、読者の鑑賞に与える

作品の効果を探究するものである。イギリスロマン派の作品が多く例示されているため、

イギリスロマン主義思潮に対する漱石の学生時代からの関心の反映であると言える。漱石

のノート「Romanticism」12は、ビアーズの『十八世紀イギリスロマン主義』と『十九世紀

イギリスロマン主義』の読書メモである。このメモに基いて、『文学論』第五編第三章「原

則の応用（一）」、第四章「原則の応用（二）」、第五章「原則の応用（三）」、第六章「原則

の応用（四）」13において、新古典主義からロマン主義にシフトしていく思潮の様相を捉

える議論が展開されている。 

ここで、ジャクソン・ベイトの『古典主義からロマン主義へ―18世紀英国の文学的風

土』の論考を踏まえて、古典主義、新古典主義、ロマン主義の関係を概観してみる。古典

主義は、神より人間への関心を喚起したルネサンス人文主義（Humanism）に根源し、十

七世紀にフランスの宮廷文化で始まり、十八世紀初めにイギリスで展開した。古典主義と

新古典主義の区別は、「自然」（nature）に関する捉え方である。 

 

一般に古典主義の自然は、古代ギリシアから十八世紀半ばにいたるまで、個々の存在が

そこに到達しようと努力した、中心的理念と形式を意味していたと言えば十分であろう。

アリストテレスが詩を「自然の模倣」と定義した時、彼が意味したのは個人の誰かれを

無差別に模写することではなく、人間のなかの普遍的で代表的なものを選択して描き出

すことだった。14
 

 

終局的基準としての「自然」、人生の本質的意味と目的としての「自然」の概念は、人

間に理想的典型を啓示し、またそれを理性と倫理によって教えることを芸術の目的とす

                                                      
12

 『漱石全集』二十一巻、岩波書店、二〇一八年、六二二～六三一頁。 
13

 『漱石全集』十四巻、四四七～五一九頁。 
14

 小黒和子訳、ジャクソン・ベイト著『古典主義からロマン主義へ―18世紀英国の文学的風

土』みすず書房、一九九三年、一一頁。 
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る、古典主義の信条の底流をなすものである、そして少しずつ異なった性格を持つ個々

の人間は、それぞれこの典型の不完全な映像に過ぎないのであった。15
 

 

新古典主義は古典主義の典型への反動として、十八世紀におけるイギリスナチュラリズ

ムの展開を摂取した。そして、ロマン主義運動は、新古典主義の自然観を継承して独自の

展開を果たしている。ギリシア・ローマの要素も創作に取り入れるため、古典主義と完全

に区別されることができないが、古典主義の保守、権威性、均衡という側面への反動とし

て、「自然」における「個別的」、「感覚」、「感情」を重んじる。このようにロマン主義は、

思潮の継承と闘争より生まれたものである。 

漱石は『文学論』第五篇の中で、十八世紀前半の新古典主義を「典型派」と呼び、エリ

ザベス朝のロマンス物語を「浪漫派」と呼んでいる。特に時代思潮の「暗示」と意識の推

移を論じる箇所において、新古典主義とイギリスロマン主義の思潮の転換に言及している。

例えば、彼は「暗示」の理論の応用として、「文芸の潮流漲落一ならず高下不同なりと雖

ども、要するに亦此原則を離れず。茲に例証せんとするは英文学史に於る浪漫典型二派の

興廃なり」16と述べている。さらに、十八世紀末から十九世紀前半にかけて発展したロマ

ン主義について、「次世紀に入つて典型詩の文壇に覇を称せる頃、第二の浪漫派が之に反

して旗幟を翻へせるの状態なり」17というように、イギリスロマン派を「第二の浪漫派」、

「新浪漫派」と捉えている。佐々木英昭の指摘によると、『文学論』の「暗示」の概念は

催眠術の紹介18で明治時代にもたらされた概念である。しかし、ビアーズの『十八世紀イ

ギリスロマン主義』を調べると、“romantic art”（ロマンティック芸術）について“it is the 

appeal to the emotions by the method of suggestion”
19（これは暗示の方法を通して感情に働き

かける）という論述が見られる。『文学論』における「暗示」の理論は、ロマン主義文学

史と深い関連性があると考えられる。 

以上のように、漱石の『文学論』第五編の論述は、時代思潮の変化を中心に新古典主義

とロマン主義を対抗関係として捉えるものである。ただ、漱石はイギリスロマン主義の個

                                                      
15

 『古典主義からロマン主義へ―18世紀英国の文学的風土』、一一〜一二頁。 
16

 『漱石全集』十四巻、四七〇頁。 
17

 『漱石全集』十四巻、四七三頁。 
18

 佐々木英昭『漱石先生の暗示』（名古屋大学出版会、二〇〇九年）は、「暗示」の原理を催

眠術に見出し、文明論に応用した漱石の『文学論』の理論構成を分析した。 
19

 Beers, H.A. A History of English Romanticism in the Eighteenth Century. London: Kegan Paul, 

Trench, Trübner&Co.1899. p.13 
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別的な特徴にも着目している。この部分を次項で取り上げる。 

 

（三）漱石が着目したイギリスロマン主義の側面 

 

イギリスロマン主義の特徴は、時代と地域によって、作家や評者の捉え方が異なる。特

に、イギリスロマン派の詩人たちはそれぞれ独自の特色を発展し、イギリスロマン主義と

いう概念についてあまり語らなかった。現在、イギリスロマン主義の範囲が十八世紀前期

に遡れるのは、前掲のビアーズとフェルプスの著書の論述20がその認識の土台を築いたた

めである。本論は、さらにイギリスロマン主義と啓蒙思潮の研究を行った岡地嶺が指摘21

したイギリスロマン主義の特徴を参照しながら、漱石が『文学論』で取り上げたイギリス

ロマン主義思潮の側面を以下のように纏めてみる。 

 

ア、『文学論』は、エリザベス朝の「沙翁時代の浪漫的精神」に対する十八世紀の新古

典主義の批判を取り上げる際に、ドイツロマン派詩人シュレーゲル（August Wilhelm von 

Schlegel, 1767-1845）のシェイクスピア評への反響として、イギリスロマン派詩人コール

リッジ（Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834）とハズリット（William Hazlitt, 1778-1830）が

シェイクスピアを評価したことを次のように説明している。 

 

沙翁は千古の大家なり、全欧の天才なり。是れ万口の一致する所、何人も此断案に対

して異議を挟むものなきが如し。真に沙翁を以てしかく偉大なりと信ぜざるものすら

嘗て此断案に対して異議を挟める事なし。22
 

 

十九世紀に生まれて Coleridge, Hazlittの批評に其鑑識を養へるものは、沙翁に対する此

輿論を以て万古に通じて戻らざるの定見となして憚からず。23
 

 

                                                      
20

 “the result ought to prove that the beginning of the English Romantic movement should date back to 

the first quarter of the eighteenth century; and that during the second quarter, and especially during the 

fifth decade, the strength of the movement was much greater than seems to have been commonly 

supposed.”（Phelps, W.L. The Beginnings of the English Romantic Movement: A Study in Eighteenth 

Century Literature. Boston: Ginn & Cp. 1902. p.6） 
21

 岡地嶺『イギリスロマン主義と啓蒙思想』中央大学出版部、一九八九年、二二〜四一頁。 
22

 『漱石全集』十四巻、四七四頁。 
23

 『漱石全集』十四巻、四七四頁。 
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Coleridgeの出づるを待ち、Schlegelの出づるを待ち、彼は漸くにして空前の大詩人と推

移せるに過ぎず。之を余が説明せんとする原則に対照して約言すれば、沙翁崇拝の暗

示は十九世紀の始めに成りしが如しと雖ども、意識の推移は百年前より漸次に茲に到

達せるものなり。24
 

 

イ、イギリスロマン派の内容を豊かにする中世趣味は、イギリスの中世騎士道物語であ

るアーサー王伝説、スペンサー（Edmund Spenser, 1552-1599）の『妖精の女王』（The Faerie 

Queene, 1590）、及び十八、十九世紀の詩人におけるスペンサー詩形の模倣（Spenserian form）

が含まれる。『文学論』は、特にスペンサーの位置づけについて、フェルプスの『イギリ

スロマン主義運動の初期』、ビアーズの『十八世紀イギリスロマン主義』を参照しながら、

次のように紹介している。 

 

沙翁に対する評論の変遷が推移の原則に適へるは上に述べたるが如し。吾人が仰いで

以て浪漫派の明星となす Spenserも亦此経路を通過して今日の地位を得たるものなり。

十八世紀に於る浪漫派の勃興を論じたる Beers は其著書中に述べて曰く浪漫派の

Spenserに負ふ所あるは、其沙翁に負ふ所あるよりも多大なるに似たりと。25
 

 

Phelpsは English Romantic Movementを著はせるもの、書中とくに‘Spenserian Revival’の

一篇を設けて詳かに其顛末を説けり。其言に曰く「Spenserの模倣者がかく続出せるに

関はらず、吾人の深く注意すべき重要なる事実は、其多数の誠実ならざる模倣者なる

にあり。彼等は単に娯楽の為めに Spenserを誦読せるのみならず、又娯楽の為めに彼の

詩風を擬せり。Spenserian formを用ゐたるものに諷刺詩及び滑稽詩多きは全く之が為め

なり。Augustan age の精神は其気運の最頂点に達して既に漸く降下せる後も逡巡として

文界に留まる事之を久しうせり。而して Spenserの模倣者にして此影響を蒙らざるもの

は殆んど稀なり。Thomsonの The Castle of Indolenceは此種の述作中優に群を抜くもの。

しかも作者は詩中に幾多の諷刺を混入するの必要を認めたるが如し。Shenstone の始め

て The Schoolmistress を著すや毫も真面目の意なかりしのみならず、世人の戯を目して

                                                      
24

 『漱石全集』十四巻、四七六頁。 
25

 『漱石全集』十四巻、四七六頁。 
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本領となさん事を恐れたり。他は推して知るべきのみ」と。26
 

 

ウ、イギリスロマン主義思潮における自然賛美の傾向は、長い歴史を持っている。三世

紀のスコットランド古詩である『オシアン』（Ossian）の英訳が十八世紀イギリスに影響

を与え、スコットランド詩人トムソン（James Thomson, 1700-1748）の『四季』（The Seasons, 

1730）、前期ロマン派のナチュラリズム（Naturalism）、及びイギリスの湖水地方の自然環

境で育まれたワーズワース（William Wordsworth, 1770-1850）の自然への瞑想が含まれる。

漱石は特にトムソン以降のナチュラリズムの流れを次のように取り上げている。 

 

Thomsonの The Seasonsをとつて此原則の意義を二三の方面より証明するを得べしと信

ず。（一）The Seasons は人の知る如く春夏秋冬の季節を分つて、四時の風光と景物とを

順次に咏ぜるものなるが故に、吐属の主題は自然に存すと云ふも不可なきに似たり。

英国詩人が天地山川に対する真情は世紀末に至つてCowperの叙述を待つて始めて詩界

に清新の光輝を放ち、Wordsworth其後を受けて澗花沢草の致、青嶂翠巒の趣に幽玄の

歓喜を解して、漸く一般より其価値を認められたるもの、然れども是単に其外観に過

ぎず。其暗示の流を遠き半世に遡れば、其淵源する所却つてこの辺に存す。詩中含む

所自然の二字、此原則を説明すとは是が為めなり。27
 

 

エ、スコット（Walter Scott, 1771-1832）の歴史ロマンス小説が、中世趣味を喚起するゴ

ッシクリバイバルの頂点となった。スコット自身もイギリスロマン派の詩人たちとの交流

があった。『文学論』は、ビアーズの『十八世紀イギリスロマン主義』を参照して、ゴシ

ック・ロマンスの源流であるウォルポール（Horace Walpole, 1717-1797）の『オトラント

城奇譚』（The Castle of Otranto, 1764）を捉えながら、次のようにスコットに言及している。 

 

更に眼を転じて、浪漫的潮流の中著るしき現象として吾人の注意を惹ける Gothic復活

の如きも、其発展の経路を調査すれば、亦此原則に従つて終始せるを見るべし。此復

活はWalpoleに始まつて Scottに至り、燦爛として天下の趣味に一異彩を加へたるが如

                                                      
26

 『漱石全集』十四巻、四七八～四七九頁。 
27

 『漱石全集』十四巻、四七九頁。 
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しと雖ども、其暗示の因つて起るところは決して突然にあらず。28
 

 

オ、ワーズワースとコールリッジが共著・共編し、イギリスロマン派の形成のシンボル

となる『抒情歌謡集』（Lyrical Ballads, 1798）が感情主義を表している。イギリスロマン

派の感情哲学の基礎を築きあげたのはヒュームの観念連合の哲学であるが、『文学論』は

感情主義を「情緒」の効果として論に組み入れている。そして、『抒情歌謡集』に関して

新古典主義の影を引く文壇に攻撃された出版当時のことを次のように取り上げている。 

 

Lyrical Ballads（一七九八年）は詩界の刷新者として、文壇を聳動せるもの、当時の集

合意識が之に対して如何なる態度に出でたるかを見て以て其戦状をトすべし、The 

Monthly Review（一七九九年、五月）之を評して曰く。「集中収むる所の詩編は、其空

想的なるを以て、其流暢なるを以て、又其情操を以て、吾人の感興を惹く事多大なる

を疑はずと雖ども、著者が模倣せる古昔民謡詩人の時代に於て、未だ嘗て夢想する事

能はざりし（著者註、即ち今代の発達にかゝる）高等なる作詩法を犠牲に供して之を

鼓吹するの必要を認めざるものなり。粗野怪異なる Chaucerの韻語を踏襲して得たりと

なすは独り詩歌を堕落せしむるのみならず、かねて英語を堕落せしむるものにあらず

や。今、古詩人を近代化せずして却つて Dryden, Pope, Grayが咏じたる高雅なる題目と

優麗明魅の調を変じて十四世紀の方言と作風とに改めば果して如何。（後略）」29
 

 

カ、バイロン（George Gordon Byron, 1788-1824）、シェリー（Percy Bysshe Shelley, 

1792-1822）らのイギリスロマン派詩人が、フランス革命の自由・平等・博愛の精神に呼

応した。漱石は「文壇における平等主義の代表者『ウオルト・ホイットマン』Walt Whitman

の詩について」（明治二十五年十月、『哲學會雜誌』第六八号）の冒頭でこの点に直接に触

れたが、『文学論』でまた次のように提起している。 

 

仏国革命の如き大狂瀾の、集合意識を冒して自由、平等、四海同胞の観念が一般民衆

の意識界の頂点に高く旛旗をかゝぐる時、文界の意識亦之に呼応して、政海の風雲と

                                                      
28

 『漱石全集』十四巻、四八一頁。 
29

 『漱石全集』十四巻、五〇三～五〇四頁。 
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徴逐せるも亦著しき事実なり30。 

 

キ、アカデミー派におけるラファエルの模倣に反して、ロセッティ（Dante Gabriel 

Rossetti, 1828-1882）、ハント（William Holman Hunt, 1827-1910）、ミレイ（Sir John Everett 

Millais, 1829-1896）らがラファエル兄弟団を結成した。漱石はワーズワースとコールリッ

ジの『抒情歌謡集』が文壇の不評を買ったことの次に、ラファエル前派の新興芸術が同時

代の罵声を浴びながらも、ラスキンが彼らの芸術を擁護したということを次のように紹介

している。 

 

Pre-Raphaelitesの始めて展覧会を開くや、展覧に伴せる絵画の一面だに売る能はざりし

は世人の知る所なり。嘗て Holman Huntに関する書籍を繙けるに、書中云へる事あり。

彼は Reinzi vowing to avenge the Death of the Brother（筆者注：Reinzi vowing to obtain Justice 

for his Brother’s Death）に次ぐに Christian Priests escaping from Druid Persecution を以て

せるに、他の二家の作品と共に、非難攻撃を受くる事急霰の如く甚しかりき。Charles 

Dickensは Household Wordsに於て、他は新聞に於て、雑誌に於て、悉く之を罵しらざ

るはなし。是一八五〇年の事に属す。超えて翌年 Huntの Two Gentlemen of Veronaを出

品するや、世間の彼と Millaisを目する事蛇蝎の如く、為めに二三の批評家は彼等の作

品を The Academyより斥けん事を逼るに至れり。有名なる Ruskinが三たび書を The 

Timesに寄せて、評家の無智と、不正と、嫉妬とを暴露して、公衆の同情を二家の上に

転じたるは此際の出来事に属す。Rossettiは平素世俗の評に耳を借さゞるもの、此時よ

りして 益
〔ますます〕

高踏して俗に近づかず。Millaisは平然として例に因つて四面楚歌の裏に

立ち、Huntは周囲の喧擾なるに応じて毫も狼狽せる景色なし。――Raphael前派の始め

て独立の旗幟を翻へすや其危うき事、実にかくの如きものありしなり。31
 

 

 以上に示してきたように、漱石はイギリスロマン主義評論を通してイギリスロマン主義

思潮を摂取していたため、思潮そのものに対して意識的である。次に、先行研究がどのよ

うに漱石とロマン主義の関係を捉え、また個々の作品をどのように考察したかを概観する。 

 

                                                      
30

 『漱石全集』十四巻、四五二頁。  
31

 『漱石全集』十四巻、五一〇～五一一頁。 
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第二節 先行研究 

 明治期のロマン主義運動を捉える先行研究は、笹淵友一の『浪漫主義文学の誕生―「文

学界」を焦点とする浪漫主義文学の研究―』、『「文學界」とその時代』、吉田精一の『浪漫

主義研究』が挙げられる。笹淵は、漱石も読んだビアーズの『十八世紀イギリスロマン主

義』を参照軸にして、明治時代における「ロマンティック」「浪漫」、「浪漫主義」に関す

る捉え方とその理解の不完全さを指摘32し、のちの著作で『文学界』を明治の「前期浪漫

主義文学」33に位置付けた。吉田は、『文学界』や『明星』の同人たちが、ロマン主義を

意識的に受容したのではなく、西欧の個別の作品を受容したと指摘34した。同時代の視点

から見れば、イギリスロマン主義に対する漱石の興味の深化は、『文学界』や『明星』と

いう雑誌メディアの動向と決して無関係ではないだろう。 

しかし、漱石におけるイギリスロマン主義の影響は、日本文学史の記述よりも、中世英

文学研究、ロマン派研究、比較文学からのアプローチが多い。ここで、『文学論』で捉え

られる思潮の動向に沿えて、先行研究を次のように整理してみる。 

 

 ア、柄谷行人は「風景の発見」35において、漱石の捉えたシェイクスピア像がドイツロ

マン派の評価を経由すること、そして西洋近代風景画の発生が「ロマン派」の源流である

ルソー『告白録』における自然との合一の体験に求められるということを指摘した。仁木

久恵の『漱石の留学とハムレット』36は、漱石の蔵書の書き込みを手がかりにして、コー

ルリッジとハズリットに言及し、彼らの捉えた「悩める知識人」であるハムレット像から

漱石が影響を受けた可能性が大きいと指摘した。 

 

イ、漱石が『薤露行』の末尾に付け加えた説明文からも分かるように、『薤露行』はア

ーサー王伝説の翻案である。漱石の初期作品におけるアーサー王伝説の受容に関する研究

                                                      
32

 笹淵友一『浪漫主義文学の誕生―「文学界」を焦点とする浪漫主義文学の研究―』明治書

院、一九九一年（初版：一九五八年）、一一七〜三〇八頁。 
33 笹淵友一『「文學界」とその時代（上）』明治書院、一九五九年、一頁。 
34 吉田精一『浪漫主義研究』桜楓社、一九八〇年、一五～一六頁。 
35 柄谷行人「風景の発見」（『季刊藝術』一九七八年夏号）『漱石論集成』第三文明社、二〇〇

一年、一五二～一九三頁。 
36 仁木久恵『漱石の留学とハムレット』リーベル出版、二〇〇一年、八〇～九六頁。 
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は、江藤淳の『漱石とアーサー王伝説：『薤露行』の比較文学的研究』37、高宮利行の『ア

ーサー王物語の魅力―ケルトから漱石へ』38、塚本利明の『漱石と英文学『漾虚集』の比

較文学的研究』39が挙げられる。 

 

ウ、山内久明の「近代英詩と漱石―「英国詩人の天地山川に対する観念」を中心に」40

は、前期ロマン派に関する漱石の捉え方を論じるものである。吉田正憲の「若き漱石の英

国「自然詩」研究」41は、「英國詩人の天地山川に對する觀念」で取り上げられたワーズ

ワースの「自然」の意味について、科学との関連性に関する漱石の認識の不足を指摘した。

鈴木瑠璃子の「漱石訳「セルマの歌（オシアン）」及び「カリツクスウラの詩（オシアン）」

の意義」42は、『オシアン』を翻訳した漱石の英文学の背景を考察した。池田美紀子の「漱

石の「風景庭園」論とピクチャレスク美学―ポープ、ターナー、ワーズワース」43は、「英

國詩人の天地山川に對する觀念」で取られられるイギリス詩人の自然賛美の系譜を風景画

の展開と結びつけ、漱石の小品である「昔」（「永日小品」に収録）の内容を風景画と比較

した。 

 

エ、木戸浦豊和の「Sympathyの文学論 : 夏目漱石『文学論』における「同感」と「同

情」をめぐって」44は、漱石がスコットの歴史小説を『文学論』の「間隔論」に取り入れ

たことに言及した。この論文は先行研究の中で、スコットに対する漱石の関心を取り上げ

た最初の論考であり、『文学論』の論述に沿って漱石の創作技法における独自の展開を中

心に論じている。 

                                                      
37

 江藤淳『漱石とアーサー王伝説：『薤露行』の比較文学的研究』東京大学出版会、一九七五

年。 
38 高宮利行『アーサー王物語の魅力―ケルトから漱石へ』秀文インターナショナル、一九九

九年。 
39

 塚本利明『漱石と英文学『漾虚集』の比較文学的研究』（改訂増補版）彩流社、二〇〇三年。 
40

 山内久明「近代英詩と漱石―「英国詩人の天地山川に対する観念」を中心に」（夏目漱石―

比較文学の視点から<特集>）―（漱石にとって英文学とは何か）『国文学 解釈と教材の研究』

二八号（一四）、學燈社、一九八三年十一月、五二～五七頁。 
41

 吉田正憲「若き漱石の英国「自然詩」研究」『漱石文学の水脈』思文閣、二〇一〇年、八五

～九六頁。 
42 鈴木瑠璃子「漱石訳「セルマの歌（オシアン）」及び「カリツクスウラの詩（オシアン）」

の意義」『比較文化研究』五一巻、二〇〇一年三月八日、二四～四〇頁。 
43 池田美紀子「漱石の「風景庭園」論とピクチャレスク美学―ポープ、ターナー、ワーズワ

ース」『夏目漱石 眼は識る東西の字』国書刊行会、二〇一三年、四一八～四四〇頁。 
44 木戸浦豊和「Sympathyの文学論:夏目漱石『文学論』における「同感」と「同情」をめぐっ

て」『日本近代文学』八八集、二〇一三年五月、一七～三二頁。 
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オ、『文学論』の分析について、川本浩嗣は『文学論』におけるイギリスロマン派の詩

の多くの例示に着目して、『文学論』には「文学から理性を排除して、感情だけを重んじ

るロマン主義」45の傾向があると指摘した。その後、木戸浦豊和はヒュームの『人間本性

論』と『文学論』における「印象」、「観念」、「情緒」の用語の関連性を比較した46。また、

イギリスロマン派の作品との比較研究として、佐藤裕子の「漱石とワーズワース―「琴の

そら音」と“Strange Fits of Passion Have I Known”をめぐって―」47は、漱石の『漾虚集』の

「琴のそら音」とワーズワースの“Strange Fits of Passion Have I Known”（「不思議な心の高

まり」）（1800）の表現の類似点を比較した。三上公子の「「第一夜」考――漱石「夢十夜」

論への序」48は、眸と百合のイメージについて、テニソンの“Maud”（『モード』）（1855）、

キーツの“Lamia”（『レイミア』）（1819）を「第一夜」と比較した。POCH Denielの「感情

表現としての「文」の近代：夏目漱石『草枕』における詩歌と自然と「浪漫主義」（日本

における「文」と「ブンガク」（bungaku））」49は、漱石の『文学論』、「創作家の態度」の

「文」の捉え方から、『草枕』における漢詩の自然表象を指摘する中で「浪漫主義」を取

り上げたが、イギリスロマン主義思潮と関係ない論文である。アルヴィ宮本なほ子の「漱

石の淡黄の花：『草枕』とイギリス・ロマン主義」50は、英文科と翻訳の背景から詳細に

考察し、シェリーの詩が漱石の漢詩の基底となっていることを指摘した。さらに、野網摩

利子編『世界文学と日本近代文学』で、野網はワーズワースの“The Thorn”（「茨」）（1798）

                                                      
45

 川本浩嗣「中味と形式―漱石の文学論講義」『文学（特集 漱石『文学論』をひらく）』岩

波書店、二〇一二年、一六三頁。 
46

 木戸浦豊和「〈印象〉・〈観念〉・〈情緒〉―夏目漱石の〈文学の哲学〉とイギリス経験論―」

『日本文芸論叢』、二〇一六年、三五頁。しかし、それ以前に、岩下弘史はすでに「夏目漱石

とウィリアム・ジェイムズ―『文学論』の「印象又は観念」という用語をめぐって―」（『比較

文学』五六巻、二〇一四年、三五～四八頁）で、「印象又は観念」という用語がモルガンの心

理学書を介してたウィリアム・ジェイムズの『心理学原理』におけるヒュームの用語の捉え方

を受容したことの反映であると指摘した。 
47

 佐藤裕子「漱石とワーズワース―「琴のそら音」と“Strange Fits of Passion Have I Known”を

めぐって―」『比較文学』四一巻、一九九八年、三六～四八頁。 
48 三上公子「「第一夜」考――漱石「夢十夜」論への序」『漱石作品論集成第四巻漾虚集・夢

十夜』桜楓社、一九九一年、二四九～二五七頁。 
49

 POCH Deniel「感情表現としての「文」の近代：夏目漱石『草枕』における詩歌と自然と「浪

漫主義」（日本における「文」と「ブンガク」（bungaku））」『アジア遊学』一六二、二〇一三年

三月。 
50

 アルヴィ宮本なほ子「漱石の淡黄の花：『草枕』とイギリス・ロマン主義」（特輯 イギリス・

ロマン主義の受容と変容）『比較文學研究』一〇三号、すずさわ書店、二〇一七年九月、七～

三八頁。 
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を漱石の『彼岸過迄』のエピソードと比較している51。 

 

カ、先行研究の中で該当の研究がないが、イギリスロマン派におけるフランス革命の影

響は、漱石におけるロマン主義思潮の摂取、及び明治維新の啓蒙思潮に関する認識を検討

する際に重要な箇所だと考える。 

  

 キ、代表的なの先行研究として、佐渡谷重信の『漱石と世紀末芸術』52、熊坂敦子の「『三

四郎』と英国絵画」53、芳賀徹『絵画の領分近代日本比較文化史研究』54、尹相仁の『世

紀末と漱石』55、飛ヶ谷美穂子『漱石の源泉―創造への階梯』56、池田美紀子『夏目漱石 

眼は識る東西の字』57が、漱石におけるラファエル前派の影響や繋がりを指摘した。また、

今村みゑ子の「漱石『夢十夜』「第一夜」論 : ハーンとロセッティの享受を中心に」58は、

ロセッティの“The Blessed Damozel”（「祝福されし乙女」）（1850）とその絵画（1875-1878）

に描かれる女性像を「第一夜」の女性像と比較した。ダミアン・フラナガンは『日本人の

知らない夏目漱石』59で、漱石の『文学論』を手がかりにして、ラファエル前派のハント

の絵画の影響を指摘した。松村昌家の「小説美学としての＜非人情＞―『草枕』の成り立

ち」60は、漱石の『草枕』におけるミレイの影響について論じた。 

 

個別の研究を考察してきた結果として、次の課題を見出すことができる。（一）、先行研

究はロマン派におけるシェイクスピアの受容に関する漱石の認識に言及しているが、漱石

はその認識を創作に取り入れたのかということである。（二）、管見の限り、アーサー王伝

説に関する研究の蓄積があるが、漱石がかなり興味を抱いたエドマンド・スペンサーに関

する比較研究がまだなされていない。（三）、イギリスナチュラリズムの発展に対する漱石

                                                      
51 野網摩利子「文学の生命線―『リリカル・バラッズ』から漱石へ」『世界文学と日本近代文

学』東京大学出版会、二〇一九年、二三一～二五〇頁。 
52 佐渡谷重信『漱石と世紀末芸術』講談社学術文庫、一九八四年。 
53 熊坂敦子「『三四郎』と英国絵画」『日本女子大学紀要』三四号、一九八五年三月。 
54

 芳賀徹『絵画の領分近代日本比較文化史研究』朝日新聞社、一九九〇年。 
55

 尹相仁『世紀末と漱石』岩波書店、一九九四年。 
56 飛ヶ谷美穂子『漱石の源泉―創造への階梯』慶応義塾大学出版会、二〇〇二年。 
57 池田美紀子『夏目漱石 眼は識る東西の字』国書刊行会、二〇一三年。 
58 今村みゑ子「漱石『夢十夜』「第一夜」論 : ハーンとロセッティの享受を中心に」『飯山論

叢』一〇（二）一九九三年、一四一～一二三頁。 
59

 ダミアン・フラナガン『日本人の知らない夏目漱石』世界思想社、二〇〇三年。 
60 松村昌家「小説美学としての＜非人情＞―『草枕』の成り立ち」『夏目漱石における東と西』

思文閣、二〇〇七年。 
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の関心について様々な側面による論考があるが、漱石がロマン主義の摂取したナチュラリ

ズムにおけるトムソンの『四季』の位置付けを捉える箇所は、あまり取り上げられてこな

かった。（四）、スコットの歴史小説の表現と、『文学論』が取り上げたイギリスロマン主

義におけるスコットの位置付け（ゴシック・リバイバル）と漱石の創作の繋がりという側

面に関する探究がまだなされていない。（五）、『文学論』におけるイギリスロマン派の詩

の引用と『抒情歌謡集』に対する漱石の関心、または漱石の創作における詩の引用がある

ために、イギリスロマン派との比較研究が可能となった。一方、学問史を取り入れた研究

は限られている。（六）、フランス革命への関心とイギリスロマン派の関連性は取り上げら

れてこなかった。（七）、先行研究に示されているように、漱石におけるラファエル前派の

受容はかなりの蓄積がある。本論に残された課題は、漱石の創作に取り入れられた英詩の

表現と絵画の表現の異同の検討だろう。 

 

第三節 問題意識と研究方法 

（一）文学史の空白 

 

前掲の文学史の中で、笹淵友一の『浪漫主義文学の誕生』は、漱石の「英國詩人の天地

山川に對する觀念」、『文学論』を取り上げたが、数頁に留まる論述である。また、磯田光

一が漱石における「西欧ロマン主義」の影響61について一言で言及した以外に、今までの

日本文学史の研究は漱石のロマン派受容の側面62を取り入れていないと言える。このよう

な現象は、むろん漱石が直接的に英語の文献を読んでいたことと関わる。一方、漱石に関

する評論の方向とも無関係ではない。 

柄谷行人は前掲の評論において、文学史におけるロマン主義の位置付けを取り上げなが

らも、漱石の『文学論』におけるロマン主義の受容を無視して、『文学論』に使われる（F+f）

の記号をロシアフォルマニズムの流れに位置付けた。その上で、主観と客観の態度を対立

                                                      
61

 磯田光一「漱石と二十世紀」『講座夏目漱石第四巻 漱石の時代と社会』有斐閣、二〇〇四

年、二四頁。 
62

 坂本昌樹「＜浪漫＞をめぐる言説の系譜―漱石文学の影―」（『漱石と世界文学』思文閣、

二〇〇九年、一二四～一四六頁）漱石の『文学論』に使われている「浪漫」という用語を論じ

るに際して、十八世紀末から十九世紀にかけて流行していたヨーロッパ「romanticismの知的

潮流と運動」を背景として提起した。 
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させることとしてロマン主義と自然主義が創作手法においてはっきりと線引きされてき

たことに反対した漱石の「創作家の態度」の捉え方を「歴史主義にひそむ西欧中心主義」

の文学史への拒否であると捉えた。一方、柄谷によると、ルソーが『告白録』で「一七二

八年のアルプスにおける自然との合一の体験を書いている」のが、ロマン派における風景

の「全面的な規模」の「内面化」である。それに対して、近代小説のリアリズムは外面に

ある風景を描き出した。彼はさらに、「われわれは、反ロマン派的であること自体がロマ

ン派的であるような「ロマン派のディレンマ」に依然として属している」63と指摘してい

る。 

 より詳しく言えば、ルソーにおける「自然」との合一体験は、キリスト教の観念を転換

させ、個人が内面において「自然」を創造した神の倫理に知覚するということを指すもの

である。問題は、このキリスト教の自然観は、おそらくキリスト教の純粋なる信者以外に、

明治時代の多数の知識人にとって必ずしも自明な概念ではないだろう。『抒情詩』の作者

の一人である国木田独歩がワーズワースやその他の外国文学者の翻訳文体を受容する際

に、外面の風景の写生から始まったのがその反映であると思われる。柄谷の論考は、近代

小説のリアリズムが外面の風景の発見より始まったが、実際にそれは個人の内面で神の創

造した「自然」を感受する「ロマン派のディレンマ」に成り立っているということを論じ

ている。彼の論は「歴史主義にひそむ西欧中心主義」からの脱構築だと言える。しかし、

「ロマン派のディレンマ」から漱石の創作が「風景の発見」に立脚していると論じる場合、

まずロマン主義の受容の意義を取り入れて論じる必要があるのではないかと考える。 

  近年、アジアにおけるイギリスロマン主義の再評価の動向が生まれている。（British 

Romanticidm in Asia
64

, 2019）本研究はこの研究動向の一環として、夏目漱石を中心に考察

を行ったものである。次項で、まず、本研究の全体の軸であり、漱石の研究史の中で繰り

返して現れてきた「自然」という概念から、研究の関心に焦点を当てる。 

 

（二）漱石における「自然」 

 

漱石の「自然」に関する論65は多いが、漱石における英文学の受容を視野に入れていな

                                                      
63

 柄谷行人『漱石論集成』第三文明社、二〇〇一年、一八一頁。 
64

 Watoson, A., Williams L. Ed. British Romanticism in Asia. Singapore: Palgrave Macmillan. 2019. 
65 赤木善光『漱石と鑑三―「自然」と「天然」―』教文館、一九九三年。野島秀勝「漱石に

おける「自然」」『国文学・解釈と鑑賞』三八（九）、至文堂、一九七〇年、二八～三六頁。中
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いものが多い。漱石は「英國詩人の天地山川に對する觀念」において、“nature”を漢語の

「自然」、「天然」、「天」で捉えている。「自然」（しぜん）という訳語は、科学思潮で生ま

れ、人間の主観から切り離された森羅万象を指す言葉であるが、柳父章の考察によると、

“nature”が「自然」なのか明治二十六年以前の辞書（『和譯英辭書』（1896）、『英和字彙』

（1893）、『雙解英和大辭典』（1892））で定まった訳語ではなかった66。漱石の捉え方の多

様性からも、この訳語が未定着であったのが窺える。前掲の「英國詩人の天地山川に對す

る觀念」、「文壇における平等主義の代表者『ウオルト・ホイットマン』Walt Whitman の詩

について」の内容にも見られるように、イギリスロマン主義に対する漱石の探究心は、ナ

チュラリズムと啓蒙思想への関心に根源している。「自然」は、単純に漢文脈として見な

される言葉67よりも、“nature”の訳語として英文化圏と漢文化圏の接点を代表する言葉とし

て見なされるべきだと考える。 

 柳父が巖本善治の漢文脈と森鴎外のドイツ語文脈による「自然」の論争を取り上げたよ

うに、科学の自然観に対する関心が訳語の捉え方に影響を及ぼした。漱石も科学思潮の影

響を受けていた。彼はイギリス留学の間に、明治三十四年五月五日68より化学者の池田菊

苗との交友で、文学以外の学問に興味を持つようになった。九月十二日に物理学者の寺田

寅彦宛書簡の中で「僕も何か科学がやり度なつた」69という感想を述べた。そして、明治

三十五年三月十五日に義理の父である中根重一宛書簡の中で、「目下日夜読書とノートを

とる」、「『（前略）開化を構造する諸元素を解剖して其聯合して発展する方向よりして文芸

の開化に及す影響及其何物かを論ず』る積りに候斯様な大き〔な〕事故故哲学にも歴史に

も政治にも心理にも生物学にも進化論にも関係致候」70と述べ、覚束ない文学作品の読書

                                                                                                                                                        
山和子「漱石―初期における自然の意味」『文芸研究』二六、一九七一年十月、六一～七七頁。

佐藤泰正「漱石における＜自然＞―そのひとつのエスキース―」『文学における自然』笠間書

院、一九八〇年、五七～七九頁。中村美子「漱石『明暗』における「自然」をめぐって」『解

釈』五六（一・二）二〇一〇年一月二日、二七～三五頁。テクストの表層に止まる解釈や人間

心理に関する実存主義的な考察が見られる。 
66

 柳父章『翻訳の思想―「自然」と NATURE』平凡社、一九七八年、五二～六六頁。 
67

 北川扶生子「ジャンルの記憶―漱石における＜文＞の転位―」（『日本近代文学』九八集、

二〇一八年、七一～八六頁）では次のように論じている。「言文一致で書かれた地の文には、

しばしば特権的な位置を占める「天」とか「自然」といった漢語が登場し、物語を裁断するの

は周知の通りである。漢語は翻訳語としても広く用いられ、必ずしも漢学のニュアンスを反映

しないが、漱石のテクストでは知識人男性の言葉という側面を残しており、さらに特定の漢語

が倫理規範として機能している。」（七五頁）漱石の作品に描かれる男性が用いる「自然」とい

う言葉は必ずしも漢文脈の言葉ではないことを、本論文の第六章で論証する。 
68

 『漱石全集』十九巻、岩波書店、二〇一八年、八〇頁。 
69

 『漱石全集』二十二巻、岩波書店、二〇一九年、二五七頁。 
70

 『漱石全集』二十二巻、二七四頁。 
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よりも、ほかの学問の方法論による文芸理論の構築に踏み出す意気込みを示した。イギリ

ス留学時代から書き始めたその読書ノートは、前述の文学史の内容を含めて書き留めたも

のであり、のちの著作、作品や評論などの依拠となった。手紙の内容は、漱石がほかの学

問を参照してイギリスロマン派の詩の研究方法を探していたものとして理解されるべき

だろう。 

 そして、読書ノートの一部をもとにした『文学論』の序文で、漱石は「漢学に所謂文学

と英語に所謂文学とは到底同定義の下に一括し得べからざる異種類のものたらざる可か

らず」71と、漢文学の文化圏による英文学の理解の難しさを表明している。一方、「余の

文学論が十年計画にて企てられたる大事業の上、重に心理学社会学の方面より根本的に文

学の活動力を論ずるが主意」72であると、心理学と社会科学によるロマン派文学の研究を

確立しようとした。ただ、「十年計画」である文芸理論の構築を二年で行ったゆえに、漱

石は自分の『文学論』を「未成品」と捉えた。『文学論』の同時代評も、ドイツ美学を以

って批評の対称軸にした73。しかし、近年、『文学論』における心理学と社会科学の方法

論は、同時代の文芸理論と比べてかなり斬新なアプローチであると評価74されてきた。儒

教と禅の万物観を中心とした漢文化圏で育った漱石は、キリスト教の自然観を中心とした

英文化圏に違和感を抱いていた。『文学論』における心理学及び社会学の研究は、異文化

接触における文化の差異を理解するため手段であると言える。イギリスロマン派の詩人が

科学思潮を受け入れたように、漱石も時代思潮の影響を受けていた。彼が読んだ心理学の

著書の多くは、進化論の自然観を取り入れたものである。漱石はどのように進化論心理学

を通してイギリスロマン派の自然詩を理解し、どのように漢文化圏の自然観との繋がりを

見出したのか、興味深い課題である。 

イギリスロマン主義に対する漱石の関心は、『文学論』の出版、作品の創作まで続いて

                                                      
71

 『漱石全集』十四巻、岩波書店、二〇一七年、八頁。 
72

 『漱石全集』十四巻、十一頁。 
73

 登張竹風「漱石君の文学論を評す」（明治四十年七月、『新小説』第十二巻第七号）『夏目漱

石研究資料集成』第一巻、日本図書センター、一九九一年、二七二～二八五頁。登張は、「偶々

机上に横たはれるフオルケルトの美学上巻を読むに、この種の文字に参考となるべき個条が、

多々あるので、これは面白い、御迷惑であらうけれど、漱石とフオルケルトと角力を取らした

ら如何のものか」と述べ、フオルケルトの美学を対称軸にして漱石の『文学論』を評した。 
74

 マイケル・ボーダッシュ「夏目漱石の「世界文学」―英語圏から『文学論』を読み直す」『文

学（特集 漱石『文学論』をひらく）』岩波書店、二〇一二年、五頁。「漱石は西洋文学を文明

開化の頂点からおろすための方法として、普遍的科学、特に心理学と社会学の権威を借りた。

それらの知識を自分のものにすることによって、西洋文学作品を日本人の読者が「自己本位」

の立場から読むことを正当化したのである。」 
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いた。漱石の作品の表現を理解するには、イギリスロマン主義思潮のナチュラリズムの側

面に関する研究が必要だと考える。本論はイギリスロマン主義の自然賛美に対する漱石の

認識と関心を軸にして、学問の背景と創作の繋がりを考察していくと考える。例えば、明

治初期の「自然法」（natural law）の成立背景として、ルソーの『社会契約論』は、明治維

新の中で日本に翻訳・紹介され、階級を固める儒教と禅を中心とした東アジアの歴史意識

とかなり異なる「四民平等」の概念を示している。イギリスロマン派の詩人は、フランス

革命の初期に「自由・平等・博愛」の理念に賛同していた。イギリスロマン主義と啓蒙思

潮の関わりについて、漱石もルソーの「自然に帰れ」という概念や自然権に関心を抱いて

いたはずである。これについて、漱石の初期作品におけるフランス革命への言及、そして

イギリスに亡命したフランス文学者とナチュラリズムの関係に対する漱石の関心ととも

に探求したい。 

 そして、この課題の探求に伴ってくるのは、明治時代の家父長制に置かれた女性差別に

関する漱石の認識である。イギリス社会における女性尊重の意識の台頭の中で、イギリス

ロマン派とその影響を受けたラファエル前派は、美しくて官能的な女性を描いている。そ

してこの新しい女性像は、作品の翻訳や絵画を通して明治時代の文壇に紹介されていた。

漱石も初期の創作において、新しい女性像を手がかりにして女性を描いていた。そして、

漱石の作品の中で「天」や「自然」という言葉は、女性の描写と結びついて現れてくる。

漱石の女性像とラファエル前派に関する先行研究はある程度の蓄積があるため、本論文で

はシェイクスピアの人物造形の「自然」（Nature）（ここでは人間の「本質」を指すこと）

に対する漱石の関心、及び先行研究で比較の対象とならなかったスペンサー、トムソン、

スコットの詩、そしてイギリスロマン派の詩と関連性を手がかりにして、新たに受容の痕

跡を考察すると考える。 

 

（三）方法論 

 

 前掲の塚本利明と飛ヶ谷美穂子の論文は、実証主義に基づいた源泉研究をなさってきた。

その実証的な方法は、漱石の蔵書、文学論ノート、『文学論』、創作メモなどの資料を考察

し、テクストを精読することによって、外国の文献や作品に関する漱石の認識を明らかに

してきた。本研究は、この研究方法を用いると同時に、同時代の翻訳・文壇の背景をコン

テクストとして参照する。それによって、漱石の作品におけるイギリスロマン主義思潮の
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受容の様相と近代日本における意義を考察する。 

 

第四節 研究範囲と章構成 

第一章 ワーズワースの‘nature’の翻訳―「英國詩人の天地山川に対する觀念」の位置付

け 

 

漱石は明治初期ロマン主義の雑誌である『文学界』の動向を意識して、「英國詩人の天

地山川に対する觀念」（1893）という論文を書いた。この論文が最初にイギリスナチュラ

リズムを紹介した論文である。明治初期のワーズワース熱の中で、宮崎湖処子はワーズワ

ースを「自然」の詩人として捉えた。その後、国木田独歩と、ワーズワースとコールリッ

ジの共著である『抒情歌謡集』に学んで『抒情詩』を著した。本章は先行研究と異なる視

点として、明治初期のワーズワースの翻訳を中心に、「英國詩人の天地山川に対する觀念」

の位置付けを考える。 

 

第二章 イギリスロマン派の抒情性と心身一元論の背景―『草枕』の自然観の表象 

 

本章は、漱石が『文学論』でイギリスロマン派の感情表現を論じる際に取り上げたイギ

リスの動物心理学者であるモルガンの『比較心理学』について、その心身一元論の自然観

を考察する。これを背景として、漱石の明治三十九年の創作メモの意味を読み解く。さら

に、『草枕』（1906）におけるシェリーの「ひばりに寄せて」の引用とワーズワースの「水

仙」への言及に見られる自然描写を考察し、心身一元論の自然観との関連性を見出す。こ

れによって、『草枕』における感情生成の文脈を読み取る。 

 

第三章 フランス革命とロマン主義への関心の交差 

 

 本章は、漱石の英文学研究を辿ることを通して、フランス革命とロマン主義に対する漱

石の関心の一側面に光を当てたい。まず、エドワード・ダウデンの『文学研究』の内容と

対照することを通して、漱石のホイットマン論におけるイギリスロマン派がフランス革命
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に呼応した捉え方の背景とダウデンの論の差異を見極める。それからノートに記されたマ

レットの『フランス革命』の読書メモと感想を考察し、ルソーの自然権とフランス革命の

関連性に関する漱石の認識を辿る。さらに、ダウデンの『フランス革命と英文学』の内容

と漱石の読書メモを取り上げて、『文学論』におけるフランス革命に呼応した「文界」が

イギリスロマン派を指していると指摘する。さらに、本章の問題意識との関連性として、

漱石の初期作品である『草枕』、『二百十日』（1906）、『野分』（1907）の表現で「革命」と

いう言葉が用いられていることを取り上げて、漱石独自の展開を論じる。 

 

第四章 『妖精の女王』とスペンサー連の投影―『夢十夜』の女性像 

  

漱石の『夢十夜』（1908）に描かれる女性像は、ラファエル前派の絵画と一部の英詩と

比較されてきた。本章は、先行研究が取り上げてこなかったスペンサーの『妖精の女王』

に着目したい。まず、漱石の学問史における『妖精の女王』の読書の背景を紹介し、『妖

精の女王』のユーナ像の表現を取り上げ、「百合」や「明けの明星」という要素の比較か

ら『夢十夜』の「第一夜」の女性像におけるユーナ像の投影を指摘する。次に、「スペン

サー連」とも呼ばれるイギリスロマン派とラファエル前派の詩人の描いたの女性像に着目

し、先行研究が取り上げたロセッティの「祝福されし乙女」などの作品を含めて検討して、

ワーズワースの「この少女は人の通わぬ路傍に住んでいた」における「星」の描写の投影

を指摘する。また、漱石のメモとの関連性を示しながら、『妖精の女王』に描かれる「美

女」と「悪女」の造形と、『夢十夜』の「第五夜」、「第七夜」、「第十夜」の女性像の描写

と比較する。最後に、漱石のメモに記されている男女不平等の社会背景と対照することに

よって、『夢十夜』における女性像の受容の意味を考える。 

 

第五章 キーツの審美主義との関わり―『文学論』と『三四郎』― 

 

漱石はイギリス留学の間に、キーツの詩を愛読し、イギリスロマン派の研究を通して、

キーツの審美主義に関する認識を深めた。『文学論』（1907）において、科学の求める「真」

に対して、文学の求める「真」を論じる際に引用されたキーツの『レイミア』がその好例

である。本章では、キーツの審美主義がハズリットのシェイクスピア評の影響を受けたこ

とを指摘し、そして漱石の読書に関する実証的考察を通して、キーツの審美主義が『文学
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論』における「感覚」、「感情」、「自然」、「文芸上の真」という論述と繋がっていることを

指摘する。そしてこの考察を踏まえて、『三四郎』（1908）の中の美禰子の「詩人」像とキ

ーツの審美主義の関わりを明示し、ゴシックに目を向けたキーツが同年に創作した「つれ

なき美女」が、ゴシック・リバイバルを代表するスコットの『湖上の美人』の女性像と同

時に美禰子に投影していると指摘する。この考察のプロセスを通して、『三四郎』の表現

におけるキーツの世界の広がりを読み取る。 

 

第六章 ナチュラリズムの探究―『それから』と Renéの比較 

 

 漱石は『文学論』の中で、ブランデスの『十九世紀文学主潮』を取り上げ、フランスロ

マン主義の父であるシャトーブリアンの『ルネ』に言及している。芥川龍之介は『文学論』

と『十九世紀文学主潮』の両方を読み、ルネと漱石の『それから』（1909）の代助の主人

公像を類比した。吉田荻洲訳の「ルネ」（『明星』、1906）は明治時代の唯一の『ルネ』訳

である。漱石は荻洲が活躍していた『帝国文学』に関わり、一九〇六年から一九〇九年ま

での間に『明星』に寄稿していた英文学者とフランス文学翻訳者と交流していた。本章は、

芥川の着眼点を手がかりにして、作品、翻訳、文学史、時代思潮の側面から『それから』

と『ルネ』の比較研究を行う。それによって、『それから』の表現がナチュラリズムの延

長線上にあることを示す。 

 

第七章 ロマンティック・ナショナリズムの生成―『彼岸過迄』の「浪漫趣味」 

 

『彼岸過迄』（1912）の作中人物である敬太郎の「浪漫趣味」は、先行研究によってオ

リエンタリズムの眼差しとして捉えられてきたが、「浪漫」が植民地に向ける視線と結び

付けられるその理由が不明である。本章は、同時代の文壇と対照しつつ、漱石における

“Romanticism”、「ロマンチシズム」、「浪漫」の使い分けの現象を考察し、明治四十年の文

壇における漢語の「浪漫」の使用と漱石が編集長を務めた『朝日新聞』文芸欄の関連性を

辿る。それによって、文芸用語としての「ロマンチシズム」が、ロマンティック・ナショ

ナリズムの意味に転換した現象を見出す。 
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第八章 『四季』の自然観―『こゝろ』に流れ込んだ「感情」の文脈 

 

 トムソンの『四季』は、イギリスロマン主義思潮の中でランドスケープを描いた先駆者

として位置づけられ、イギリスロマン派の詩人の自然賛美に影響を与えた。漱石は「英國

詩人の天地山川に対する觀念」でトムソンの『四季』を引用し、『文学論』でもトムソン

の位置づけを捉えている。漱石の『こゝろ』（1914）は、エゴイズムの問題を探究する作

品であるが、四季の循環を描く手法が先行研究によって指摘された。本章では、『四季』

と『こゝろ』における春夏秋冬の描写と人間の心の繋がりの表現について比較を試みる。

特に『こゝろ』に流れ込んだ『四季』の中のキリスト教の原罪観念を手がかりにして、こ

れまで取り上げられていない「感情」の文脈を中心に、『こゝろ』に描き込まれた複雑な

文化背景と人間の生き方の関連性を分析する。 

 

終章 

 

終章では、本研究の考察の結果を纏める。そして、研究の意義について、近代における

「自然」という概念への理解、作品の解読の糸口、文芸思潮としての意義を中心に述べる。

最後に、これから研究の課題を取り上げる。 
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第一章 ワーズワースの“nature”の翻訳―「英國詩人の天地山川に對する觀念」の位置付

け 

 

第一節 明治期におけるワーズワース熱の背景 

 ワーズワース（William Wordsworth, 1770-1850）は、コールリッジ（Samuel Taylor Coleridge, 

1772-1834）とともに『抒情歌謡集』（1798）を共著・共編し、イギリスロマン派詩人とし

て知られてきた。『抒情歌謡集』はその改訂により、四つの版（一七九八年版、一八〇〇

年版、一八〇二年版、一八〇五年版）がある。ワーズワースは初版の『抒情歌謡集』で田

園生活を重んじることを伝えている1。また、一八〇〇年版と一八〇二年版に有名な序文

を寄せ、『抒情歌謡集』が古典の作詩法や美辞麗句を使わなく、哲理を込めた簡単な言葉

で一般の生活を描くことを趣旨とする2と述べて、「詩人」の性質を次のように定義してい

る。 

 

What is a Poet? To whom does he address himself? And what language is to be expected from 

him? He is a man speaking to men; a man, it is true, endued with more lively sensibility, more 

enthusiasm and tenderness, who has a greater knowledge of human nature, and a more 

comprehensive soul, than are supposed to be common among mankind.
3（拙訳：詩人とは何か。

彼は誰に語るのか。どんな言葉を用いると期待されるのか。詩人は人々に何かを伝え

る人である。確かに、詩人はより多量の鮮やかな感覚、より多くの楽しみと優しさに

恵まれている。彼は普通の人間よりも、人間の性質に関する幅広い知識及びそれに対

する理解力のある魂を持っている。） 

 

                                                      
1
 “The majority of the following poems are to be considered as experiments. They are written chiefly 

with a view to ascertain how far the language of conversation in the middle lower classes of society is 

adapted to the purpose of poetic pleasure. Readers accustomed to the gaudiness and inane phraseology 

of many modern writers, if they persist in reading this book to its conclusion, will perhaps frequenty 

have to struggle with feelings of strangeness and aukwardness: they will look round for poetry, and will 

be induced to enquire by what species of courtesy these attemtps can be permitted to assume that 

title.”(Wordsworth. W., Coleridge.S.T. Lyrical Ballad with A Few Other Poems. London: Biggs and 

Cottle. 1798. pp.i-ii. ) 
2
 Wordsworth, W., Coleridge, S.T. Lyrical Ballads with Pastoral and Other Poems. (2 vol.) London: 

Biggs and Cottle. vol.1. 1802. vii-ix.  
3
 Lyrical Ballads with Pastoral and Other Poems. vol.1. xxviii. 
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 ワーズワースはこの序で、『抒情歌謡集』における感覚の重視と感情表現の特質を示し

ている。『抒情歌謡集』は出版の当時、新古典主義のテースト（taste）に馴染んでいたイ

ギリスの文芸誌で酷評されていた4が、ロマン主義運動がヨーロッパに広まった後、一八

三〇年頃に高く評価されるようになった。 

 十九世紀末にワーズワースの詩は日本に翻訳・紹介され、明治時代（1868-1912）で一

四〇回以上に翻訳された5。イギリスロマン派の中でも、ワーズワースが作品がもっとも

翻訳された詩人である。巖本善治は「ヲイズヲルスの兄妹」（『女学雑誌』一一二号、明治

二十一年六月）でワーズワースとその妹であるドロシーの自然愛を紹介した6。明治二十

三年に、宮崎湖処子7（1864-1922）の『帰省』（民友社、1890）は、都会生活への批判的

な眼差しと田舎回帰の志向を描くことによって多くの上京青年の心に訴え、ベストセーラ

となった。湖処子がもっとも愛読した詩人が、ワーズワースと中国の詩人である陶淵明で

ある。彼は『帰省』の章ごとに、仕官の道を諦めて田舎で生活を過ごすと詠じる陶淵明の

「歸田園居」を引用している8。そして、明治二十六年の伝記である『ヲルヅヲルス』

（1893.10.17）において、陶淵明と比較しながら、ワーズワースを「自然の児」9、「人生

の詩人」10と呼んでいる。のちに、ワーズワースの詩の翻訳を収録した『湖處子詩集』

（1893.11.30）を出版した。さらに、ワーズワースとコールリッジが『抒情歌謡集』を共

著・共編したことに学び、明治三十年に国木田独歩（1871-1908）、柳田国男（1875-1962）

との共著・共編で『抒情詩』（1897.4.29）を出版した。この詩集の出版が明治初期ロマン

主義におけるワーズワース熱が頂点に達した象徴であると言える。 

このようにワーズワース熱が起きたのは、おそらくワーズワースの詩における「自然と

の対話の姿勢」11が、自然の季節感に親しむ日本人に受け入れやすかったことと深く関連

するのだろう。このワーズワース熱の胎動の中で、漱石は『文学界』の創刊と同じ年に、

                                                      
4
 小林英美『ワーズワスとその時代――『リリカル・バラッズ』と読者たち』勉誠出版、二〇

一五年、二三七～二五六頁。 
5
 川戸道昭、榊原貴教編『イギリス詩集 I』（大空社、一九九八年）に付されたイギリスロマン

派詩人の翻訳年表におけるそれぞれの詩の翻訳回数を計算した。 
6
 巖本善治「ヲイズヲルスの兄妹」『女学雑誌』一一二号、女學雑誌社、一八八八年、三五頁。 

7
 湖処子の本名は八百吉である。「湖処子」というペンネームは、湖畔詩人ワーズワースに因

んだものだと思われる。 
8
 宮崎湖処子『帰省』（民友社、一八九〇年）『近代日本キリスト教文学全集１』教文館、一九

七五年。 
9
 宮崎湖処子『ヲルヅヲルス』民友社、一八九三年、五一頁。 

10
 宮崎湖処子『ヲルヅヲルス』、一四九頁。 

11
 出口保夫『評伝ワーズワス』研究社、二〇一四年、一二九～一三二頁。 
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「英國詩人の天地山川に對する觀念」（明治二十六年三月（1893.3）、『哲學會雜誌』第七

四～七六号）という論文を発表した。この論文は、イギリス前期ロマン派の詩人とイギリ

スロマン派の詩人であるワーズワースにおける「自然」の観念を紹介することを趣旨とし、

『抒情歌謡集』の詩を引用している。前掲の先行研究は、漱石の着目したイギリスのナチ

ュラリズムの側面と詩人の背景を補足し、漱石の論旨を伝えている。本章では、ワーズワ

ース詩の翻訳動向との関連性から、漱石の論文の位置づけを捉えたい。 

まず、ワーズワースの「自然」に関するキリスト教の背景を確認しておこう。キリスト

教の自然観において、「自然」（nature）は神の創造したものである。人間は自然環境を観

察することを通して神の理性を理解することができない。一方、「万有神論」（Panentheism）

の見地から、自然環境は神の一部である（All in God, and God is connected with the world）。

人間は自然環境との繋がりから、神の栄光を感受できる。ノースロップ・フライの指摘12

によると、ワーズワースの描いた「自然」への回帰は、人間がキリスト教の天国と繋がる

「未開の自然」（undeveloped nature）に立ち戻ることを指している。のちに、ダニエル・

ドンブロースキーはハーツホーン（Charles Hartshorne, 1897-2000）の理論に基づき、「万有

神論」がワーズワースの詩の描写に現れている13と指摘した。 

 一方、「汎神論」（Pantheism）（自然環境そのものが神の表象である）（objects present God）

という見地からワーズワースの詩を分析する先行研究もある。岡本昌夫は明治時代におけ

るワースワーズの受容について、明治時代の知識人が「汎神論」に関する知識がない14と

指摘した。一方、彼はのちの論文「ワーズワスとコールリッジ」において、ワーズワース

に対する湖処子の傾倒とその訳詩を取り上げ、『ヲルヅヲルス』の次の内容を引用してい

る。 

 

然して渠が自然を観るも、亦猶人を観るが如く、其形を見ずして其生命を観たり。渠

は人と自然を以て斉しく神の表象にして、神の秀霊なるもの、清淑なるもの、荘厳な

るもの、崇高なるもの、人に在り、自然に在り。而して其の人に在り自然に在るもの、

互に相感遇し、互に相啓発することを観たり。渠が為には、自然は復た塊然無情の自

                                                      
12 渡部美智子訳;ノースロップ・フライ『イギリスロマン主義の神話』（Frye, Northrop. A Study 

of English Romanticism.）八潮出版社、一九八五年、二九頁。 
13 Dombrowski, Daniel. ‘Wordsworth’s Panentheism.’ The Wordsworth Circle. Vol. 16, No. 3 

(SUMMER, 1985). pp.136-142. 
14 岡本昌夫「明治時代におけるワーズワスの翻訳」Journal of Historical Society of English Studies 

in Japan. 1964 (8). pp. 1-3. 
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然にあらずして、同情溢るる人の如し。其平静なる時、宛も黙思の人の如く、其の声

ある時、言語する人の如くなりき。15
 

 

 この捉え方について、岡本は、「湖処子はワーズワスの詩の重要な一要素である汎神論

的な思想に対する深い理解がある」16と指摘している。湖処子は「汎神論」そのものを概

念的に説明していなかったが、「自然を以て斉しく神の表象にして」という表現は確かに

「汎神論」の認識に近い。前掲の研究と対照すれば分かるように、ワーズワースの詩にお

ける「自然」と「神」の関係についての認識が分かれている。 

なぜ、西洋と日本においてこの認識のずれができているのだろうか。この傾向は単純に

ワーズワースに対する不理解よりも、日本の文化と時代背景が関わっているのではないだ

ろうか。本論は明治二十六年以前のワーズワースの詩に描かれる「自然」がどのように翻

訳されていたかということから考察する。それによって、漱石の理解とイギリスナチュラ

リズムの紹介でもたらした影響の輪郭を描きたい。 

 

第二節 明治二十六年以前の翻訳における“nature”の捉え方 

 

（一）山田美妙の訳における「自然」の訳し方 

 

山田美妙（1868-1910）は口語体と新詩体の提唱者として、ワーズワースの詩を最初に

翻訳した者である。彼はワーズワースの「マイケル」（“Michael”, 1800）を翻訳した。「マ

イケル」は、『抒情歌謡集』の一八〇〇年版に初めて収録された詩であり、田園の生活と

息子を都市に奉公させた羊飼いの一家の離散を描き、今日ではエコロジーの詩17とされて

いる。美妙はこの詩を「韻文、山の翁」に翻訳し、五つの強弱格と十音節でなしている「マ

イケル」の詩型を当時の読者が広く受け入れた俳句体として、五−五−七の詩型に翻訳し

                                                      
15

 宮崎湖処子『ヲルヅヲルス』、一四三～一四四頁。 
16 岡本昌夫「ワーズワスとコールリッジ」『欧米作家と日本近代文学』教育出版センター、一
九六四年、九四頁。 
17 山内正一「ワーズワスと環境詩―田園と都市のはざまで」小口一郎編『ロマン主義エゴロ
ジーの詩学』音羽書房鶴見書店、二〇一五年、二一七〜二四二頁。 
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た。「表一」が一八〇五年の最終版における原詩の第一段落の冒頭と美妙の翻訳を対照す

るものである。 

 

（表一） 

“Michael” 

(Lyrical Ballads with Pastoral and Other 

Poems, 1805)  

And hence this tale, while I was yet a Boy  

Careless of books, yet having felt the power  

Of Nature by the gentle agency  

Of natural objects, led me on to feel  

For passions that were not my own, and think  

(At random and imperfectly indeed)  

On man, the heart of man, human life.  

Therefore, although it be a history  

Homely and rude, I will relate the same  

For the delight of a few natural hearts
18 

「韻文、山の翁」 

 (『国民の友』、 1891.5.31.) 

さるからに昔われ おさなき比ひ、  

まだ書を讀む術も 知らざりし頃  

たゞいつか目に馴れて、  

自然のさまの有りがたく、  

たふときを知りそめし頃、  

今いへる物がたり はじめて聞きて、  

世の中の人情も やゝ覺えつゝ、  

（吾ひとり思ふばかり、おぼつかなくも）  

人ごゝろ、この浮世、人の運命、  

さま〲に考へて 料りそめけり。  

されば唯はかなかる 筋には有れど、  

天の理を喜びて あふげる人の  

ためにもと語りてん、 いざかたりてん。19 

 

 第一段落の冒頭では、語り手は“Nature”に言及している。この段落を見る限り、“Nature”

の意味は不明瞭だが、第二段落で羊飼いのマイケルは“I have been toiling more than seventy 

years,/ And in the open sun-shine of God’s love/ Have we all lived”
20というように、「神の愛」

に祝福される「自然」の中で生きてきたと描かれている。この描写を第一段落と対照すれ

ば、語り手が子どもの頃に意識した「自然」は、キリスト教の神の世界と繋がる「牧歌的

自然」であるのが分かる。「マイケル」の描写は自然万物が神に含まれるという「万有神

論」の典型的な表象であると言える。 

                                                      
18 Wordsworth, W., Coleridge, S.T. Lyrical Ballads with Pastoral and Other Poems. 1805. London: R. 

Taylor and Co.S8, Shoe-Lane. pp. 210-211. 
19 川戸道昭、榊原貴教編『イギリス詩集 I』大空社、一九九八年、一七頁。 
20 Lyrical Ballads with Pastoral and Other Poems. 1805.p.222. 
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 一方、美妙の訳は「自然」（しぜん）という言葉で “Nature”を翻訳している。塩田良平

の伝記研究を確認すると、美妙が大学予備門で学んだ科目には自然科学や中国思想が含ま

れている21。その中で、ベーコンの『新機関』は、科学の自然観を受け入れるための必修

科目であった。『新機関』の唱える「自然法則」は中世までの神智学と区別する学問とし

て、森羅万象である自然環境を人間によって究明されるべき対象として捉える。この学問

の背景が美妙の訳における「自然」という訳語に繋がったと考えられる。 

 そのほかに、美妙は儒教の一支脈である陽明学も学んだ。陽明学は中国の思想家である

王陽明が創立した学派である。小島毅の指摘によると、幕末において武士道と禅の中で展

開された陽明学の「知行合一」の思想が明治維新に繋がった22。「天の理」は朱子学にお

いて人の上に存在する「自然に内在する法則」を指す概念である。その後に発展した陽明

学は人間の心と「天」の繋がりに重点を置いた。美妙は「韻文、山の翁」の解説で明治時

代におけるキリスト教の賛美歌の翻訳に言及したが、「マイケル」の第一段落の“natural 

hearts”を「天の理」に訳している。その訳語から、美妙は明治の人にとって難解な「万有

神論」よりも、目標言語を使ってワーズワースの「自然」の霊性に解釈を与えている。当

時の読者に受け入れられやすいこの翻訳ストラテジーは、ワーズワースの詩における「万

有神論」の側面をまったく伝えていなかったと言える。ただし、美妙の訳は明治初期にお

ける「自然」という訳語の捉え方を如実に反映しているとも言える。 

 

（二）島崎藤村の評論における「自然」の解釈 

  

 同じ時期に、島崎藤村（1872-1943）は『女学雑誌』（『文学界』の前身）の同人として、

ワーズワースに関する評論を書いた。ワーズワースの『二巻詩集』（Poems in Two Volumes, 

1807）に「カッコウに寄す」 (“To the Cuckoo”, 1807）が収録されている。藤村は明治二

十五年の評論である「郭公詞」(1892.2.25）の中で、ワーズワースの人生の前半期と「カ

ッコウに寄す」の内容を紹介した。「カッコウに寄す」を英文のままで引用し、日本語訳

を付け加えていない。 

藤村はワーズワースの「自然」を解釈する際に英語文献を引用している。マシュー・ア

ーノルドは『文学評論集』（Essays in Criticism, 1896）で、ワーズワースの死後に出版され

                                                      
21 塩田良平『山田美妙研究』日本図書センター、一九八九年、二二頁。 
22 小島毅『儒教が支えた明治維新』晶文社、二〇一七年、一一三〜一三八頁。 
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た哲学詩『隠士』（The Recluse, 1888) における “On man, on nature, and on human life”（人

間と自然と人生について）という詩句を引用して、ワーズワースの思想を紹介している23。

山内正一の指摘によると、『隠士』は『旅商人』（1798年執筆）、『廃屋』（1795-99年執筆）、

『グラスミアの我が家』（1800-06年執筆）、序曲（1805年）、『逍遥』（1814年）と徐々に

成長し始める長編詩である。『隠士』に関するワーズワースの「趣意書」から人間の精神

と外的世界の相互の交わりの創作意図が見られるという24。藤村の「郭公詞」はアーノル

ドの評論を参照し、「アーノルドをして「命之評」の嘆を出さしめしもの今更の如くいは

んも烏滸なり」25と論じている。 

 一方、藤村はワーズワースの「万有神論」の側面を理解するよりも、漢詩文や和歌にも

ある隠遁の伝統を通して、「ウオルヅオースは幽峭飄逸にしていたく唐土の青蓮に似たり。

その節を守ることの固くして神姿高遠なるは今の世の風雅に志あるものが師表となすに

足りぬべし」26という理解を示している。さらに、「カッコウに寄す」における“O blithe 

New-comer! I have heard! I hear thee and rejoice: O Cuckoo! shall I call thee Bird, Or but a 

wandering Voice?”
27という表現とワーズワースの“Nature”（藤村は「自然」という言葉を使

っている）への解釈として、「幽玄」という目標言語を使用している28。山本一の指摘29に

よると、「幽玄」は、藤原俊成（1114-1204）によって和歌の「定常性」と異なる価値領域

にある詩の評価に用いられ始めた言葉である。藤村は「元禄時代の韻文」において、「幽

玄」の概念が『本朝文粋』（平安時代に藤原明衡（989-1066）が編集した漢文詩集）にも、

江戸時代の韻文にも見られると指摘している30。ワーズワースの描いた「カッコウ」の啼

き声が藤村に「幽玄」の概念を連想させたのは、当時の日本文学の教養による理解だと考

えられる。さらに、藤村は「郭公」（Cuckoo）を俳句における夏の季語である「ホトトギ

ス」（Lesser Cuckoo）に繋げている31。ワーズワースの「自然」に対する藤村の理解は、

                                                      
23 Arnold, M. Essays in Criticism. Ed. Susan S. Sheridan. Boston: Allyn and Bacon. 1896. p.55. 
24

 山内正一「ワーズワスと環境詩―田園と都市のはざまで」、二二九頁。 
25

 『イギリス詩集 I』、二七頁。 
26

 『イギリス詩集 I』、二七頁。 
27

 Wordsworth, W. Poems in Two Volumes. London: Longman. vol. 1. 1807. p.57. 
28

 この点について、太田三郎は「ワーズワースと明治文学―影響の個人差―」（『比較文学』

研究社、一九七〇年、五五頁）で、「藤村が幽玄、風狂という日本の傳統的概念から異質の外

國の文学を理解しようとした」「日本人流にしか外國文学は理解できないということである」

と指摘している。 
29 山本一「幽玄―和歌的なものの周縁」『日本文学』四三（七）、一九九四年、一〜九頁。 
30 島崎藤村「元禄時代の韻文」『藤村全集』第十六巻，筑摩書房、一九六七年、二七頁。 
31

 『イギリス詩集 I』、二七頁。 
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日本の伝統詩歌、俳句を地平とするものであると言える。 

 

（三）宮崎湖処子の訳における日本神話の要素 

 

 『抒情歌謡集』の第二版に収録されている「ルーシー・グレイ」（“Lucy Gray”, 1800）、

「我たちは七人」（“We are Seven”, 1800）、「泉」（“The Fountain”, 1800）は、宮崎湖処子に

よって翻訳された。「るうしい、ぐれい」は『国民新聞』（1892.7.10）に掲載され、「我等

七人」、「泉」は日本の最初の抒情詩集である『湖処子詩集』に収録されている。ここで、

ワーズワースの自然描写に見られるキリスト教の要素を湖処子がどのように訳したかを

考察する。 

 ワーズワースの「ルーシー・グレイ」の中で、ルーシーは父親に頼まれて、雪の夜にガ

ス灯を下げて母親を家まで案内するために出かけたが、暴風雪に遭い、道を迷ってしまっ

た。彼女の両親は一生懸命に彼女を探し、やっと娘の最後の足跡を見つけた。「表二」が

原詩と湖処子の翻訳の一部である。 

 

（表二） 

“Lucy Gray”  

(Lyrical Ballads, 1800)  

They wept―, and turning homeward, cried,  

“In heaven we all shall meet;”  

    ―when in the snow the mother spied  

    The print of Lucy’s feet.
32 

「るうしい、ぐれい」  

 (『国民新聞』、 1892.7.10)  

『天つ國にてあはまし』と、  

なきつゝ返る山みちの  

深雪の上に、るうしいが  

つけたる跡を母は見き。33 

 

 ワーズワースは「ルーシー・グレイ」の最後の部分において、失踪したルーシーが自然

環境にも存在すると描いている。（“Yet some maintain that to this day/ She is a living Child,/ 

That you may see sweet Lucy Gray/ Upon the lonesome Wild.”）この描き方はキリスト教の天

国と自然環境の繋がりを表している。 

                                                      
32 Wordsworth, W. Coleridge, S.T. Lyrical Ballads, with other poems.2 vols. London: Biggs and co. 

Bristol. vol.2. 1800. pp. 64-69. 
33

 『イギリス詩集 I』、三一頁。 
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一方、湖処子は“heaven”を「天つ國」に訳している。「天つ國」は『古事記』（712）の

「高天原」を指す言葉である。この明治二十五年の訳語から、湖処子は『古事記』の何等

かの版を読んでいたのが窺える。青木周平の指摘34によると、明治初期に、チェンバーレ

イン（Basil Hall Chamberlain, 1850-1935）の『英訳古事記』（Records of Ancient Matters, 1882）

が、明治の人にとって難解な『古事記』の研究の新世紀を切り開いた。そして、武田幸也

の考察35によると、田中頼庸の『校訂古事記』（明治二十年八月）が明治期の『古事記』

研究史において重要な位置を占めている。湖処子の進学歴36に着目すれば、彼は明治十七

年（1884）に坪内逍遥が英文科で教鞭を取っていた東京専門学校の政治科に入学した。当

時の欧化風潮で英語を学ぶのが基本であるため、湖処子は在学中に『英訳古事記』を読み、

「るうしい、ぐれい」の翻訳に際して『校訂古事記』などの版を参考した可能性があるだ

ろう。 

湖処子は明治十九年（1886）にすでにキリスト教の洗礼を受けたが、明治二十五年の訳

において読者の目標文化に合わせて『古事記』の神話観をもとに“heaven”を翻訳した。お

そらく湖処子は自然環境における超自然の存在を示すワーズワースの詩と『古事記』の共

通点に着目して、この翻訳ストラテジーを選んだのだろう。彼の翻訳の傾向を翌年の『ヲ

ルヅヲルス』における「汎神論」的な捉え方（前掲）と照らし合わせて判断すれば、湖処

子は「汎神論」に関して明確な認識を持つよりも、日本神話に見られる多神教の傾向でワ

ーズワースの詩の宗教性を解釈していると考えられる。 

 そして、湖処子が『古事記』の神話的要素でワーズワースの「万有神論」的な描写を翻

訳したもう一つの例は、「我たちは七人」の翻訳である。この詩は、姉と兄を一人つず亡

くなられた女の子が、村を通った見知らぬ人に兄弟は相変わらず七人であると話す会話の

内容を描いている。「表三」が原詩と湖処子の訳の対照である。 

 

（表三） 

“We are Seven”  

(Lyrical Ballads , 1800 )  

“The first that died was sister Jane;” 

「我等七人」  

 (『湖処子詩集』、 1893)  

さきに死たるジエンはしも  

                                                      
34 青木周平「明治期の『古事記』研究」『古事記の研究史』高科書店、一九九九年、二二五頁。 
35

 武田幸也「明治期の『古事記』研究と神宮教化」『近代の神宮と教化活動』弘文堂、二〇一

八年、四二一頁。 
36

 日本近代文学館編『日本近代文学大事典』第三巻、講談社、一九七七年、三一〇頁。 
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In bed she moaning lay, 

Till God released her of her pain: 

And then she went away. 

床に久しくなげきにき。  

其くるしみを天の父の、  

とりましたれば逝にけり。  

 

“But they are dead; those two are dead! 

Their spirits are in heaven!” 

’Twas throwing words away; for still 

The little Maid would have her will, 

And said, “Nay, we are seven!”
37 

『二人は死ねり、今はなし、  

そのなき魂は天つ國』と、  

云へど、甲斐なし童女は、  

前の如くに答ふなり  

『否とよ我等七人』と。38 

 

 「我たちは七人」の中で、死者の霊が天国にあるという語り手のキリスト教観に対して、

女の子にとって死者が赴いた天国と生者の住む世界は互に繋がる存在である。女の子の認

知には、地上の人間の世界と天上の神の世界の繋がりを示すワーズワースの独特な自然観

が表象されている。一方、日本文化における多神教の傾向からワーズワースを理解した湖

処子は、『古事記』の神話を参照して、女神である天照大神の後継ぎである男性の神方の

イメージを借りて、“God”を「天の父」（高天原の神）に翻訳した。そして、この詩にお

ける“heaven”も「天つ國」に翻訳されている。 

湖処子は晩年の評論「ヲルヅヲルスの詩神ドロテア嬢」（『婦人畫報』明治三十八年十二

月）（『湖處子文集』に収録）で、ワーズワースを「天然詩人」と呼び、「彼の深刻なる眼

睛は、天然の外貌を徹して直ちに其背後に隠れたる神靈を射る」39と捉えている。この頃、

「自然」という訳語はほぼ定着したにもかかわらず、湖処子は「自然」よりも「天然」と

いう言葉を用いている。北野昭彦は、湖処子は晩年（一九一八年頃）にキリスト教の観念

を『古事記』の世界、中国の思想家である老子と荘子の思想に結びつける傾向がある40と

指摘した。「天然」という言葉でワーズワースの思想を捉えるのも、『古事記』に描かれる

「天」の概念または老荘思想の影響だと思われる。 

 

 

                                                      
37 Lyrical Ballads, with other poems. vol.1. 1800. pp.54-59. 
38

 『イギリス詩集 I』、三五頁。 
39

 宮崎湖処子『湖處子文集』鹿鳴社、一九〇六年、一三三頁。 
40 北野昭彦『宮崎湖処子国木田独歩の詩と小説』和泉書院、一九九三年、一三〜一四頁。 
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（四）家永えい子の翻訳に見られるアニミズム 

 

 明治初期のワーズワース翻訳者として、一人の女性の翻訳者が挙げられる。家永えい子

（1866-1923、本名「松本えい子」）は、明治期の賛美歌の翻訳者で、和歌の創作者である。

彼女が最初にワーズワースの「万有神論」の代表作である「幼少時の回想から受ける霊魂

不滅の啓示」（“Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood”, 1807）

を翻訳した。この詩は、語り手が世俗の習慣を受け入れる「成長」の過程で、神の光が見

える子どもの頃の能力を失ってしまったことに悲しみを覚え、子どもの頃への回想を通し

て「自然」との繋がりを瞑想し始めることを物語っている。「表四」が原詩とえい子の訳

の対照である。 

 

（表四） 

“Ode: Intimations of Immortality from 

Recollections of Early Childhood” (1807)  

 

There was a time when meadow, grove, and stream, 

The earth, and every common sight, 

To me did seem 

Apparelled in celestial light, 

The glory and the freshness of a dream.
41 

「稚き折のことを憶ひいでゝ永劫存在をさ

とるの歌」 

（ 『国民の友』、 1893.4.3）  

野山の木にも 谷川の 水のながれも  

萬物の 目に見ゆる限り   

天つ日の光てり添ひ 美麗はしく  

栄へしさまを 愛でにしが 思へはこれ

は  

I hear the Echos through the mountains throng, 

The winds come to me from the fields of sleep
42 

はるかに響く   

山彦や  

枯野過来し 風さへも43
 

 

 

 えい子の翻訳は和歌の言葉を用いているが、彼女は「天つ日の光」で“celestial light”（天

の光）を翻訳している。えい子は湖処子のように、徳富蘇峰が創立した『国民の友』と関

                                                      
41 Wordsworth, W. The Poetical Works of William Wordsworth (selected) with a prefatory notice by A.J. 

Symington. London: W. Scott. 1889. p.216. （『漱石全集』二十七巻、岩波書店、二〇二〇年。「漱
石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
42 Ibid. p.220. 
43

 『イギリス詩集 I』、三六頁。 
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わっていた。えい子の翻訳ストラテジーは、ワーズワースの愛好家である湖処子が用いた

『古事記』の神話的要素から継承したものであると思われる。 

 一方、えい子は原詩にある“Nature”という言葉を日本語に訳していないが、「表四」の

引用に見られるように、“mountains”を「山彦」（山の神）に訳している。そして、この詩

の別の箇所にある“earth”を「地の神」に訳している。この二つの言葉自体は日本のアニミ

ズム信仰を反映している。特に、「山彦」は『古今和歌集』第三巻の夏歌（161）「ほとゝ

ぎす こゑもきこえず 山びこは ほかになくねを こたへやはせぬ」にも見られる。和

歌の創作者でもあるえい子は、和歌に現れたアニミズムの言葉でワーズワースの自然描写

を翻訳したのだろう。この翻訳ストラテジーから、えい子が一神教をもとにした「万有神

論」の概念を認識するよりも、むしろ日本の多神教の自然観の地平を通して、ワーズワー

スの自然描写を汎神論の表象として捉えていたという傾向が窺える。 

 

第三節 漱石によるナチュラリズムの紹介 

（一）漱石の「英國詩人の天地山川に對する觀念」 

 

 明治二十六年三月に、漱石は「英國詩人の天地山川に對する觀念」という論文を発表し

た。この論文は英文学研究を参照し、イギリスのナチュラリズムを最初に日本に紹介した

論文である。漱石は、エドマンド・ゴスの『十八世紀文学』（A History of Eighteenth-Century 

Literature(1660-1780), 1889）が‘The Dawn of Naturalism in Poetry’を独立の章としてイギリス

のナチュラリズム（イギリスの十八世紀末から流行り始めた自然賛美の芸術動向を指す

“naturalism”）を論じることを取り上げる44。さらに、ナチュラリズムについて、「茲に所

謂英国詩人とは、十八世紀末より十九世紀の始めへ掛けて、英国に現れ出でたる新詩人に

して、夫の自然主義（naturalism）と申す運動を鼓舞せる面々を指す」45と定義している。

「自然主義」という言葉は、明治四十年代以降におけるフランス自然主義の受容により、

フランス自然主義または日本自然主義を指す概念となったが、明治二十六年の時点では漱

                                                      
44 このほかに、イギリス留学の後、漱石が熟読したブランデス『十九世紀文学主潮』第四巻
（Brandes, G. Main Currents in Nineteenth Century Literature. 4 vols.(in 6 vols.) . London: W. 

Heinemann. Vol.4.）のタイトルが‘Naturalism in England’である。 
45

 『漱石全集』十三巻、岩波書店、二〇一八年、二一頁。 
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石によってイギリスの“naturalism”の漢語表記とされていた。 

 イギリスのナチュラリズムを論じる際に、十八世紀の新古典主義の自然観の継承から見

る場合が多いが、漱石もその例外ではなく、新古典主義時代を代表する詩人であるポープ

（Alexander Pope, 1688-1744）の田園詩『ウィンザーの森』（Windsor Forest, 1713）を取り

上げた。彼はポープの自然描写におけるギリシア・ローマ神話の典故の多用のためにその

詩が難解であると指摘し、自然らしさがないと批判を加えた。さらに、イギリス留学後に

著した『文学評論』（明治四十二年（1909）三月）において、次のように説明している。

「ポープは立派な修辞家である、練句家である、然し真正の意味に於ける詩人とは申され

ぬといふ断案である。是れは十九世紀の初め浪漫派の運動（Romantic movement）が盛に

なつてから以後、今日に至る迄最も広く人の唱導する所で、日本の英文学者なども大抵此

説を聞かされてゐる。」46
 

 「英國詩人の天地山川に對する觀念」の中では、新古典主義の自然観を代表するもう一

人の文人であるアディソン（Joseph Addison, 1672-1719）の『ザ・スペクテーター』（The 

Spectator, 1711-1712）の四百十四号が取り上げられている。アディソンは四百十四号で

“Nature and Art”（自然と芸術）について、ランドスケープそのものが芸術よりも人間の感

覚に訴えると論じている47。漱石はアジソンの自然観を次のように紹介している。「自然

と人巧とを軒轅して曰く、後者には浩蕩の景なく、磅礴の気なきが為め、詩情を動かすの

点に於て甚だ不足する所あり。人間の細工善しと雖ども、温慰にして繊巧なるに過ぎず。

雄峻博大の気象、観者をして絶叫せしむるに至つては、固より自然に待つなきを得ずと。」

48「蓋し「アヂソン」の了見にては、造化の所作が人間の意匠を含めば、所謂天人一致の

景を生ずる故に其の趣味益加はると考へしなるべし。」49前項で美妙の「天の理」の訳を

紹介したが、漱石と美妙は大学予備門の同級生であった。自然環境による人間の主観的感

覚の喚起を指す「天人一致」という漱石の捉え方は、陽明学における「天」と人間の内面

の繋がりを反映しているのだろう。 

 この論文は、前期ロマン派のランドスケープ描写を紹介する以外に、ワーズワースを「自

                                                      
46

 『漱石全集』十五巻、岩波書店、二〇一八年、三三九〜三四〇頁。 
47

 Addison. (J.) & Steele (Sir R.). The Spectator. (Morley’s Universal Library). London: G. Routledge 

& Sons. 1890. pp.597-598.（『漱石全集』二十七巻、岩波書店、二〇二〇年。「漱石山房蔵書目録」

に記載されている版に拠る。） 
48

 『漱石全集』十三巻、二七〜二八頁。 
49

 『漱石全集』十三巻、二八頁。 
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然を愛する」頂点として取り上げている。漱石所蔵の『抒情歌謡集』は初版のコピー版50

であるが、彼が前述の一八〇〇版の序を読んだと思われる51痕跡は次の論述に見られる。

「「ウォーヅウォース」の自然主義を分つて三とす。（一）詩体の平易にして散文に近き事。

（二）詩中の人物大概は下賤の匹夫なる事。（三）自然に対する観念他の詩人と異なる事。」

52特に、「自然に対する観念」という特質について、漱石はバーンス（Robert Burns, 1759-96）

を「情」の詩人、ワーズワースを「智」の詩人と捉えた。そして、後者の「自然」への瞑

想を「万化と冥合し自他皆一気より来る者」「是即ち平素の冥思遐想より来りたる者にて、

寂然として天地を観察せるの結果に外ならず」53と捉えている。 

 そこで、「自然」への瞑想を説明するために引用された詩が、ワーズワースの「ティン

ターン修道院上流数マイルの地で――一七九八年七月十三日、ワイ河畔再訪に際し創作」

（“Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey, on Revisiting the Banks of the Wye during 

a Tour. 13
th
 July”, 1798）である。この詩は、当時ヨーロッパで流行っていた風景論（ロン

ギノスの『崇高論』の英訳、バークの『崇高と美の観念の起源』）の影響で、ウェールズ

にある中世のゴッシク建築であるティンターン修道院への廃墟探訪を描いている。漱石は

原詩の九三〜一〇二行を引用している。 

 

And I have felt  

A presence that disturbs me with the joy 

Of elevated thoughts; a sense sublime 

Of something far more deeply interfused, 

Whose dwelling is the light of setting suns, 

And round the ocean and the living air, 

And the blue sky, and in the mind of man: 

A motion and spirit, that impels 

All thinking things, all objects of all thought, 

And rolls through all things.
54

 

                                                      
50

 Wordsworth, W. Lyrical Ballads. Reprinted from the First Edition of 1798. Ed. by E. Dowden. 

London: D. Nutt. 1890. （「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
51

 『漱石全集』十三巻における山口久明の注釈（六〇〇頁）も指摘している。 
52

 『漱石全集』十三巻、五四頁。 
53

 『漱石全集』十三巻、五四頁。 
54

 『漱石全集』十三巻、五五〜五六頁。 
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（そしてわたしは／高められた思想の悦びでもってわたしの心を／かき乱す存在を感

じた。深く浸透した／なにものかを感ずる崇高感、／それが住まう場所は落日の光で

あり、／円い海原と生き生きとした大気、／青い空と人の心の中であった。／内的衝

動と霊気であり、それはすべての／考える主体と、すべての思考の対象物であり、／

万物をとおして経めぐる55） 

 

 漱石はこの箇所について、「「ウォーヅウォース」の自然を愛するは山峙ち雲飛ぶが為に

あらず、水鳴り石響くが為にあらずして、其内部に一種命名すべからざる高尚純潔の霊気

が、磅礴塡充して、人間自然両者の底に潜むが為めのみ」56と捉えている。実際に、ワー

ズワースはこの詩の後半におけるランドスケープ描写の中で、フランス革命後の恐怖と不

安が神の存在を前提とする自然環境に癒されるということを伝えている57。漱石が感じ取

った「霊気」は、ワーズワースの「万有神論」の自然観だろう。 

一方、漱石は同論文で「玄の玄なるもの、万化と冥合し宇宙を包含して余りあり。『ウ

ォーヅウォース』の自然主義是なり」というように、「老子の哲学」（明治二十五年六月十

一日、東洋哲学の論文）で取り上げた老子の「玄」の概念を以て「万有神論」の概念を捉

えた。そして、ワーズワースにおける「霊気」ある「自然主義」を例示するために、「幼

少時の回想から受ける霊魂不滅の啓示」（“Ode: Intimations of Immortality from Recollections 

of Early Childhood”, 1807）の次の詩句を引用している。 

 

Another race hath been, and other palms are won.
58

 

（また一つの人生の歩みを経て新たな報償が得られる59） 

 

To me the meanest flower that blows can give 

Thoughts that do often lie too deep for tears.
60

 

                                                      
55

 『漱石全集』十三巻、六〇〇頁。（山口久明による注釈の訳） 
56

 『漱石全集』十三巻、五六頁。 
57

 “From joy to joy: for she can so inform/ The mind that is within us, so impress/ With quietness and 

beauty, and so feed/ With lofty thoughts, that neither evil tongues, / Rash judgments, nor the sneers of 

selfish men, Nor greetings where no kindness”“For all sweet sounds and harmonies: Oh! then,/ If 

solitude, or fear, or pain, or grief,/ Should be thy portion, with what healing thoughts/ Of tender joy wilt 

thou remember me, And these my exhortations!” (Lyrical Ballads. Reprinted from the First Edition of 

1798. pp.209-210.) 
58

 『漱石全集』十三巻、五七頁。 
59

 『漱石全集』十三巻、六〇一頁。（山口久明による注釈の訳） 
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（最もつつましい姿の花でさえ私にとっては／悲しみよりも深く底しれぬ感動をも

たらす61） 

 

 語り手は、「自然」より神の光を見出す子どもの頃を追想し、大人になってからも昔が

忘れられなく、「自然」への眼差しで「人生」に関する考え方が生まれると語っている。

そこで、漱石は「此幽玄なる思想を何処より得しぞと云ふに、赤子の心を拡げて素直に発

達せしめたるのみ」62と捉えている。「幽玄」という捉え方は、藤村の「郭公詞」の捉え

方の影響だと考えられる。 

 以上の例を見れば分かるように、学生時代の漱石は「万有神論」の観念を抱いていなか

った。それでも、イギリス詩人のランドスケープ描写の紹介を趣旨とする「英國詩人の天

地山川に對する觀念」は、英詩を直接的に引用することによってナチュラリズムを最初に

日本に紹介した。この論文の影響範囲について、次の翻訳例を紹介したい。 

  

（二）ランドスケープ描写の直訳 

 

 明治時代の有名な作詞家で英詩の翻訳者である大和田建樹（1857-1910）は、ワーズワ

ースの「三月」（“Written in March”, 1815）を翻訳し、明治二十七年に『日本之少年』に載

せた。「表五」が原詩と翻訳の対比である。 

 

（表五） 

“Written in March” (1815) 

 

The Ploughboy is whooping—anon—anon 

There’s joy in the mountains; 

There’s life in the fountains; 

Small clouds are sailing, 

「三月」  

（『日本之少年』、 1894.2.1）   

歌ふ子が聲もとどろに  

よろこびは山に満ちつ〃 

 たのしみは川に満ちつ〃 

今よ我子等の望みは  

                                                                                                                                                        
60

 『漱石全集』十三巻、五七頁。 
61

 『漱石全集』十三巻、六〇一頁。（山口久明による注釈の訳） 
62

 『漱石全集』十三巻、五七頁。 
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 Blue sky prevailing; 

The rain is over and gone! 
63 

 世の海を帆かけゔまはる  

空あをし雨は晴れたり  

 うれしさは同じこ〃ろに64 

 

 「三月」は牧歌的な生活を描く詩である。その美しいランドスケープ描写は、大和田に

よって日本語に直訳されている。前掲のえい子の訳と対比すれば分かるように、大和田は

目標文化に合う言葉よりも、直訳の方法で翻訳を行った。この翻訳ストラテジーは、英文

学研究によるテクスト理解が徐々に翻訳ストラテジーを変えていくという現象を反映し

ていると思われる。 

 

第四節 東洋と西洋の自然観の共存 

 坪内逍遥（1859-1935）は、東京専門学校で教鞭を取った英文学者でシェークスピアの

翻訳者として知られる。彼もワーズワースの詩を翻訳した訳者の一人である。明治二十九

年の翻訳の序として、「井リアム、ヲルヅヲルスの傳」という短い伝記を書き、その中で

イギリスのナチュラリズムに言及し、ワーズワースの詩の特徴が「自然界、人間界を描寫

して、其の美處を着取し發揮したるに在り」65と示している。漱石の論文「英國詩人の天

地山川に對する觀念」におけるイギリスナチュラリズムの紹介は、ランドスケープ描写の

翻訳における直訳への変化をもたらしただけでなく、逍遥のワーズワース理解にも繋がっ

たと思われる。「表六」が「我たちは七人」の原詩と逍遥の翻訳の対照である。 

 

（表六） 

“We are Seven”  

(Lyrical Ballads, 1800) 

 

“The first that died was sister Jane;”  

「我等は七人」  

（『國學院雑誌』、1896.09）  

いちばやくうせにしハちいさきヂェーンなりき  

寐どころのうちに彼れハうめきつゝ臥しにき  

                                                      
63 The Poetical Works of William Wordsworth (selected). p.140. 
64

 『イギリス詩集 I』、四七頁。 
65

 『イギリス詩集 I』、五四頁。 
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In bed she moaning lay,  

Till God released her of her pain:  

And then she went away.  

その苦しみを神の救ひたまひしまでハ  

かくて後彼れハあなたにまかりつ66 

 

“But they are dead; those two are dead! 

Their spirits are in heaven!” 

’Twas throwing words away; for still 

The little Maid would have her will, 

And said, “Nay, we are seven!”
67 

「されど彼等ハ死にぬ、そのふたりハ死にたり  

彼等のたましひハ天に在るをや」  

かくいふも甲斐なかりけり尚もをとめハ  

そが意を通さまくほりせし故なり  

いひけらく「あらず、我等ハなゝたり」と68 

 

 明治時代における聖書の翻訳は、“God”を「神」に翻訳し、“heaven”を「天」に翻訳し

ている69。逍遥は英文学研究を通してキリスト教を理解していたが、彼の訳における「神」

や「天」という言葉がキリスト教の観念か『古事記』の神話を反映しているか定かではな

い。ただし、翻訳を掲載した媒体である『國學院雑誌』が『古事記』研究の中心であり、

国粋主義が色濃く染まっている雑誌であるのは否めない。一方、逍遥は「幽玄」という言

葉でワーズワースの自然観を理解し、「幼時にハたとへ肉體ハ死ぬとも靈魂ハ不死不滅な

り」70というように、プラトンの霊肉二元論の影響を指摘している。彼の指摘には東洋と

西洋の学問体系の共存が見られる。 

 次の翻訳である「呼子鳥に」（To the Cuckoo）について、逍遥はまず序の部分において

「カッコウ」と「杜鵑」（ホトトギス）の品種の違いを説明し、そして日本語翻訳の段落

ごとに説明を付け加えている。「濁世の汚れに染まで夢の如く幻の如く恍惚として楽しく

暮らしゝ」71、「名門利欲の羈絆を脱して又も幼時に返る心地す」72という捉え方は、明治

時代における立身出世の社会的文脈を取り入れた解釈だろう。このほかに、宗教の概念も

取り入れられている。「表七」が原詩と翻訳の比較である。 

 

 

                                                      
66

 『イギリス詩集 I』、六八頁。 
67 Lyrical Ballads, with other poems. vol.1. pp.54-59. 
68

 『イギリス詩集 I』、七一頁。 
69

 一般財団法人日本聖書協会、聖書本文検索データベースに拠る。 
70

 『イギリス詩集 I』、七二頁。 
71

 『イギリス詩集 I』、七八頁。 
72

 『イギリス詩集 I』、八一頁。 
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（表七） 

“To the Cuckoo” 

（Poems in Two Volumes, 1807） 

 

And I can listen to thee yet; 

Can lie upon the plain 

And listen, till I do beget 

That golden time again.
 

 

O blessed Bird! the earth we pace 

Again appears to be 

An unsubstantial faery place, 

That is fit home for Thee! 
73

 

「呼子鳥に」 

（『國學院雑誌』、1896.11） 

 

而も我れ 汝が聲を 今も尚えきくなり 

草原に打臥して えきくなり汝が聲を 

そゞろにも、我が心の （なが聲に浮かれ〱て） 

めでたかりし極楽のそのいにしへに立返るまで 

 

あはれ幸鳥 汝が聲を聞く時は 我が歩む此の下界も 

又見ゆれ仙郷とも（をさなかりし折にたなじく） 

形なきまぼろしの いと奇しき里とも見ゆれ 

目に見えぬ汝がふさはしのすみどころ74
 

 

 逍遥の翻訳に見られる「極楽」は仏教の「あの世」を指し、「仙郷」は道教の仙境を指

す言葉である。逍遥はこの表現について、「ヲルズヲルスの自然を愛する情」75として捉

えている。「呼子鳥に」はワーズワースの自然愛を捉えようとするものだが、目標文化に

おける宗教の色彩が深く染まる翻訳であると言える。 

 さらに、三つ目の翻訳である「幼少時の回想から受ける霊魂不滅の啓示」を見てみよう。

逍遥はワーズワースの詩を「此の高尚幽玄なる作」76と捉えているが、この捉え方は同じ

詩に関する漱石の評語と一致している。逍遥はこの詩に関するワーズワースの注解も翻訳

し、「彼の希臘の碩學プラトーの説」77における「靈魂の不死不滅」という概念を示して

いるが、「表八」が原詩と翻訳の対照である。 

 

 

 

                                                      
73

 Poems in Two Volumes. p.59. 
74

 『イギリス詩集 I』、八〇〜八二頁。 
75

 『イギリス詩集 I』、八二頁。 
76

 『イギリス詩集 I』、八三頁。 
77

 『イギリス詩集 I』、八五頁。 
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（表八） 

“Ode: Intimations of Immortality from 

Recollections of Early Childhood” (1807)  

 

 

But trailing clouds of glory do we come  

From God, who is our home:  

Heaven lies about us in our infancy! 
78 

「幼時を憶うて不死を知るの歌」 

（『國學院雑誌』、1896.12-1897.04）  

否（人間に生まるゝ折も）  

彼の燦爛たる雲の裳裾を  

ゑりへに牽きつゝ来たるなり  

天づ神のみともより   

人間の故郷なる 天づ神のみもとより79 

Blank misgivings of a Creature 

Moving about in worlds not realised, 

High instincts before which our mortal Nature  

Did tremble like a guilty thing surprised!
80 

実在せりとは思はれざる諸の世界に動ける 

物に關して  

空漠と抱けりし疑惑の為に  

高尚なる天性の為に  

其の前にいづる時は我々人間の肉性が  

罪を犯せる者の如く愕然として震ひおのゝく

（高尚なる天性の為に）81 

 

 この箇所で、逍遥は原詩の“God”を「天づ神」に翻訳している一方、別の箇所で、『古

事記』の「天つ國」や和歌の「山彦」を使っている。目標文化に合うこの翻訳ストラテジ

ーは、前の翻訳者から継承したものだと考えられる。 

実際に、ワーズワースは人間の有限性（mortal nature）を描くことを通して、プラトン

における魂の不滅の観念を表現している。「霊魂不死」という概念について、逍遥の解釈

は三つに分かれている。まず、彼は“Immortality”という概念を、「不死といはんとするよ

りハ『前生後生に亘りて無窮即ち永劫存生』といはんとするにあり」82というように、ニ

ーチェの「永劫回帰」の概念で捉えている。それから、「人間に前世ありといふ思想ハ、

歐洲に在りてハ希臘のソクラチーズ、プラトー、ピサゴラス」、「就中プラトーの説ハ早く

よりかなたの詩人に悦ばれて其の吟懐に影寫せし所尠なからず」83とコメントしたように、

                                                      
78

 The Poetical Works of William Wordsworth (selected). pp. 218-219. 
79

 『イギリス詩集 I』、一〇一頁。 
80 The Poetical Works of William Wordsworth (selected). p. 221. 
81

 『イギリス詩集 I』、一一七頁。 
82

 『イギリス詩集 I』、八六頁。 
83

 『イギリス詩集 I』、一〇二頁。 
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ワーズワースの注釈にあるプラトンの二元論に関する認識を示している。しかし、彼は説

明の部分で仏教の「三世」（過去世、現在世、未来世）を取り上げ、ワーズワースの詩で

描かれる人間の有限性を仏教の概念である「人間の肉性」（肉体の欲望）と訳している。

逍遥の翻訳は原文の意味を伝えていないが、目標文化の読者にとって理解しやすい説明だ

ったのだろう。 

 逍遥の説明をさらに読むと、人間社会における虚栄や貪欲を戒めるという道徳的教訓と

ともに、浮世を離れる「人生」、「自然」、「天」の繋がりが重視される。この考えは、仏教

の無常観（彼岸の重視）より来る概念であると言える。前に取り上げなかった湖処子の「泉」 

（1893.11.3）の訳では、“Or of the Church-clock and the chimes /Sing here beneath the shade”
84

という詩句が、「寺にて歌ふ大神の、讃美の歌もよかるべし」85と翻訳されている。「教会」

よりも「寺」という訳語が使われるのは、明治時代の主流的な宗教が仏教であるというこ

とを反映している。逍遥の場合は、さらに自分の訳に道徳的教訓を付け加えて、浮世離れ

の思想を広めることに努力しているということが窺える。 

 前述のように、逍遥は英文学研究を通してワーズワースの自然観を理解することを怠ら

なかった。彼は翻訳の後半の部分において、次の説明を付け加える。 

 

蓋し、我々人間の耳目に触るゝ所の萬物は畢竟ずるに幻影たるに外ならず、即ち空虚

なる現象たるのみ、不死不滅にして萬古不易なるは此等現象を作りいだす心靈の外に

はあらず、即ち一切萬物は悉皆是れ心靈の所造云々とは著者が幼時に疑ひ思ひし所、

長じてプレトー等の學説を知りていよ〱信ぜんと欲する所。ヲルヅヲルス思へらく、

學説にすがりてはじめて靈魂の常住を知り、若しくは萬物の現象たるを疑はんか、是

れ恐らくは妄想ならんが無邪清淨なりしをさなごゝろに自然にして萬物の實在を凝ふ

は、是れ豈天の我れに告げさせたまふにあらずや。86
 

  

 この説明に見られるように、逍遥はワーズワースの詩に表象されているプラトンの二元

論を受け入れていた。そして、「さなごゝろに自然にして萬物の實在を凝ふは、是れ豈天

の我れに告げさせたまふ」という表現から、儒教思想による「万有神論」の解釈が窺える。

                                                      
84 Lyrical Ballads, with other poems. vol.2. p.128. 
85

 『イギリス詩集 I』、四四頁。 
86

 『イギリス詩集 I』、一一八〜一一九頁。 
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一方、明治時代で流布していた『碧巖録』が、天地万物に含まれる禅の道の境地87を説く

書籍であることから、「自然にして萬物の實在」という捉え方を裏付けるのは、目標文化

の文脈だと考えられる。つまり、逍遥は「万有神論」に関する認識がなかったと言える。

宗教語による翻訳と英文学研究による彼の説明文は、欧化と国粋の潮流が生み出した東洋

と西洋の自然観の共存という複雑性を示している。 

 以上のように、明治初期のワーズワースの詩の翻訳における訳語の使用を分析すること

を通して、翻訳自体が目標文化と深く繋がっているという現象が見えてきた。そして、起

点文化に関する翻訳者の解釈は、日本文化のアイデンティティを強化する傾向が見られる。

この傾向は翻訳の不可能性であると言える。翻訳の不可能性は、ワーズワースの「万有神

論」の傾向に対する理解の欠如を示している一方、東洋の自然観を通して西洋の自然観を

解釈する試みとしても捉えられる。特に逍遥の翻訳は前の翻訳者のストラテジーを継承し、

東洋と西洋の自然観の接合点を示している。漱石の「英國詩人の天地山川に對する觀念」

は、この過渡期にあり、ナチュラリズムの紹介によって、ワーズワースへの理解に変化を

もたらしたと言える。 

 

第五節 ワーズワースに対する関心の持続 

 漱石はイギリス留学の時に、クレイグの指導のもとで、ワーズワースの詩を読み続けた。

明治三十四年（1901）四月十六日の日記の中で、「Graig 氏曰ク Tennysonハ artistナリ大詩

人ナリ去レドモ欠点アリ彼ノ哲学的詩ハ深カラズ彼ノ natureニ対スル観念ハ Wordsworth

ヨリモ scientificナリ細カイト云ニ過ギズ Wordsworth ノ傑作ハ固ヨリ T.ノ上ニアリ」88と

いう内容が記されている。ヴィクトリア朝における進化論の発展、写実精神の発達のもと

で、ワーズワースの後継者として桂冠詩人となったテニソン（Alfred Tennyson, 1809-1892）

は描写が細かいかもしれないが、ワーズワースは「哲学的詩」すなわち「万有神論」の表

現以外に、ほかのロマン派の詩人よりも自然環境を深く観察して詩の中で細かく表現して

いる。クレイグ先生が好んだ「哲学的」なところがワーズワースの宗教観の現れだと言え

                                                      
87 入矢義高、溝口雄三、末木文美士、伊藤文生 訳注『碧巖録』岩波書店、一九八〇年、三二

頁。 
88

 『漱石全集』十九巻、岩波書店、二〇一八年、七四頁。 

https://www.iwanami.co.jp/author/a112248.html
https://www.iwanami.co.jp/author/a109977.html
https://www.iwanami.co.jp/author/a107998.html
https://www.iwanami.co.jp/author/a121605.html
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る。 

 漱石は日本に帰国した後に、東京大学文科大学で英文学の講師を勤めていた。伊藤由紀

の考察89によると、その教え子の一人である浦瀬白雨（1880-1946）は、『新声』の出版元

の隆文館の編集者であった前田晁の知遇を得て、英詩人シリーズにおいてワーズワースの

詩の翻訳を担当した。そして、白雨が『帝國文學』で発表した「夏目先生を憶う」（大正

八年二〜三月）によると、彼は漱石に『ウォルヅヲォスの詩』（明治三十八年六月）の序

を書くのを依頼した。漱石は執筆を承諾し、白雨の訳を読んで序を書いたという。 

白雨の『ウォルヅヲォスの詩』は日本におけるワーズワースの最初の訳詩集であるが、

漱石は「序」という短い序で白雨の翻訳を次のように紹介している。 

 

ヲーヅヲースの詩別に一家の機抒ありて漫に他人の籬下に立たず。題を村翁に藉り興

を澗花に託す。此一事既に彼を伝ふるに足る。此一事既に彼を伝ふるに足る。独造戞々

なれば片言も又百代の師たり。好悪は問ふ所にあらず。 

浦瀬君の訳詩十数篇多くは断篇に過ぎず。且其措詞構句湖畔詩人の面目を写して遺憾

なしと云ふ可らず。然れども寸に進むは尺の意なり。伝ふ可きを伝へんとす其志既に

可なり。訳して成る更に可なり。訳の難きは原作の難きより難し。易きを棄てゝ難き

を択む最も可なり。飢る時は半臠も滋味長し。世のヲーヅヲースの名を聞いて未だ其

詩を読まざるもの或は此篇に対して食指の動くを癒し得ん。これを序とす。90
 

 

 白雨は訳詩集の中に短いワーズワース伝を入れて、「クーパー、ウォルヅヲォス、共に

自然を謳歌し、詩題を人事卑近の事に取り、真率の筆を以て自己の直情を遣り」91という

ように、イギリスのナチュラリズムの中で形成したロマン派の自然描写を概略的に紹介し

ている。そして、翻訳において自由律を使い、ワーズワースの自然描写の部分を直訳して

いる。漱石が「措詞構句湖畔詩人の面目を写して遺憾なしと云ふ可らず」と評価している

のは、おそらくワーズワースの自然描写の翻訳に着目したのだろう。しかし、白雨の翻訳

におけるミソロジーの部分は、相変わらず明治初期の訳語を継承し、目標文化に合う「天」、

                                                      
89 伊藤由紀「評伝浦瀬白雨 : イマジズム詩の翻訳紹介の功績を中心に」『比較文学・文化論集』

二四号、二〇〇七年三月三十一日、二七頁。  
90

 浦瀬白雨『ウォルヅヲォスの詩』隆文館、一九二〇年。（頁数不明）（国立国会図書館デジ

タルコレクション） 
91

 前注。 
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「天つ國」などの言葉を用いている。つまり、明治三十八年の時点で、ワーズワースの研

究者も専門の訳者もイギリスのナチュラリズムに関心を払ったが、ミソロジーの翻訳に念

頭を入れていなかった。 

 漱石は明治四十年五月に出版した『文学論』（1907.5）の中で、ワーズワースの「ティ

ンターン修道院上流数マイルの地で――一七九八年七月十三日、ワイ河畔再訪に際し創作」

に関して、「宇宙則神論者が形而下の物体に漠然たる霊を想像」92するという特徴を指摘

している。この捉え方は「自然」が神の一部であるという「万有神論」（Panentheism）の

概念よりも、自然万物を神の表象として捉えるスピンノザ（1632-1677）の「汎神論」

（Pantheism）に近いと言える。管見の限り、この時代でワーズワースの詩における「万

有神論」の概念を理解するのは片上天弦である。片上は「英國の自然派」（明治四十年五

月）で、ワーズワースの“The World is too much with us”（1807）（「浮世のこと」）への分析

として、「自然に對する萬有神論的信仰によつて、わが孤寥寂寞の思ひを慰めんと願ふも

のではないか」93と捉えている。さらに、「ワーズワースの自然觀は、所詮萬有神教的で

あつた。自然を叙寫してそこに生命の源を探らんとしたのも、蓋しかゝる點に基づいたの

であらう」94と指摘し、“Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood” 

(1807)（「幼少時の回想から受ける霊魂不滅の啓示」）の内容を例示した。現在の研究と繋

がる片上の見解の鋭さは、その評論から窺い知れるだろう。 

片上はワーズワースの抒情詩の特色を論じるに際に、『抒情歌謡集』の第二版を次のよ

うに取り上げている。「千八百年のその第二版に附したる序文は、右に對する『エディン

バラ評論』其他の批評に答へて、最も明らかに自家の主張を示してゐる。『詩歌の上乘な

る者は力ある感情の自づからにして溢れ出でたるもの』（All good poetry is the spontaneous 

overflow of powerful feelings.）である。」95漱石も『文学論』で『抒情歌謡集』の第二版の

序を取り上げたが、次のように言及している。 

 

Wordsworthは忽然として詩壇の刷新家として出現せり。有名なる Lyrical Balladsの二版

の序曰く。 

“The principal object, then, proposed in these Poems was to choose incidents and situations 

                                                      
92『漱石全集』十四巻、岩波書店、二〇一七年、九六頁。  
93

 片上天玄「英国の自然派」『早稲田文学』十七号、早稲田大学出版部、一九〇七年、一三頁。 
94

 「英国の自然派」、一三～一四頁。 
95

 「英国の自然派」、一九頁。 
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from common life, and to relate or describe them, throughtout, as far as possible, in a selection 

of language really used by men, ...”
96

 

（したがって、これらの詩で提出された主な目的は、日常生活から出来事と状況を選

びだし、それらをできるかぎり全般的に、人々が実際に使っている言葉の中から選び

だしたものと関係づけて、記述することであった。97） 

 

 この箇所は、前述の「英國詩人の天地山川に對する觀念」で示されているワーズワース

の創作の特徴と関連し、漱石は東京大学の蔵書を通して一八〇〇年版の序を読んだと考え

られる。『文学論』の作成とほぼ同じ時期に、『草枕』（明治三十九年九月一日、『新小説』）

が発表された。『草枕』では自然環境のよい田舎や山里で生きる人々が描かれている。『抒

情歌謡集』も『草枕』も完全に田舎の言葉を描き出したとは言えないが、少なくとも詩を

求める山里の旅という『草枕』の題材に『抒情歌謡集』の精神が流れ込んでいると言える。

次章では、イギリスロマン派（特にシェリー、ワーズワース）の詩がどのように『草枕』

に取り入れているかを論じる。 

 

                                                      
96『漱石全集』十四巻、三六六〜三六七頁。 
97『漱石全集』十四巻、六六四頁。（亀井俊介・出淵博の注解の訳） 
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第二章 イギリスロマン派の抒情性と心身一元論の背景―『草枕』の自然観の表象 

 

第一節 『文学論』における心理学書の言及 

 漱石は『文学論』（明治四十年五月）の序で、「漢学に所謂文学と英語に所謂文学とは到

底同定義の下に一括し得べからざる異種類のものたらざる可からず」1と、漢文学の文化

圏による英文学の理解の難しさを表明している。一方、「余は心理的に文学は如何なる必

要あつて、此世に生れ、発達し、頽廃するかを極めんと誓へり」2という序の理念の通り

に、心理学書を通してイギリスロマン派の詩における感情表現を分析している。例えば、

彼は第一篇第一章「文学的内容の形式」において、シェリーの「哀歌」“A Lament”

（Posthumours Poems, 1824 に収録）に描かれる哀感を考える際に、イギリス動物心理学者

であるモルガン（Conwy Lloyd Morgan, 1852-1936）の『比較心理学入門』（An Introduction 

to Comparative Psychology, 1894）を挙げている。そして、その前に、フランス心理学者で

あるリボー（Théodule-Armand Ribot, 1839-1916）の『感情の心理学』（Psychology of Emotion, 

1877）に言及している。 

 本章は、まず漱石が取り上げた心理学書における十九世紀の心身一元論の背景と漱石の

認識を考察する。そして、この背景の理解をもとに、イギリスロマン派の詩を取り入れた

『草枕』の自然観の表象を指摘する。 

 

第二節 心身一元論の自然観 

 漱石の自然観における人間と自然の「主客未分」、心身一元論の傾向はすでに指摘され

た3が、漱石が心理学書を通して触れた心身一元論の背景が十分に考察されたとは言えな

                                                      
1
 『漱石全集』十四巻、岩波書店、二〇一七年、八頁。 

2
 『漱石全集』十四巻、九頁。 

3
 江田みゆき（「漱石における「自然」―その思想と創作への表出」『日本文学』七五、一九九

一年三月十五日、三四～五六頁。）は、「山川の自然」と一体化し、「一切の打算、分別、技巧

を排した純粋な「主観」に則った状態」というように、漱石の「主客未分」の「一元的自然観」

を指摘した。小森陽一「文学と科学の間で―『文学論』における言語観」『文学』（特集 漱石

『文学論』をひかく）岩波書店、二〇一二年、七五頁）は、「『文学論』を構想する際に参照し
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い。「主客」の問題について、漱石はノート「Literature and Truth Real and Unreal Objective or 

Subjective」で、「×monoconsciousノ page」「×世界観ノ page」4と記した。ノート

「Monoconscious Theory」では、『文学論』の第一章の理論構成の基底となったモルガンの

『比較心理学入門』の「純一意識」に関する内容が記されている。一方、ノート「The View 

of The World」では、『比較心理学入門』の“Prolegomena”（導入）に関する読書の内容が記

されている。 

 モルガンは『比較心理学入門』の序文において、自分の研究は人間の心理と高等動物の

繋がりについての検討を中心とする研究であるが、この研究の一環として、自然環境にお

ける意識の位置付け、人間生理と生物の進化の繋がり、「哲学の問題」を解けてきた比較

心理学の啓蒙を考慮に入れることが不可欠であると述べる。そして、自分の研究がハーバ

ート・スペンサー、ウィリアム・ジェイムス、ロマーニズ、マイヴァートの心理学研究の

成果を踏まえ、同時代の比較心理学者とも対話しながら行った研究であるゆえ、研究内容

で被るところが多いと自白する5。本論はモルガンにおける同時代の心理学の受容を検討

する余裕がないが、十九世紀の心理学の成果を集約し、「哲学の問題」を解決するための

その心身一元論の展開に注目したい。 

 『比較心理学入門』の “Prolegomena”（導入）の部分において、モルガンは人間と動物

の心理の繋がりを研究するベースとして、二元論を批判しながら自分が受け入れてきた

「一元論」の自然観を次のように提示している。 

  

    First of all, I accept a monistic theory of knowledge. The dualist starts with the conception of 

a subject introduced into the mist of a separately and independently existent objective world. For 

him the problem of knowledge is how these independent existences, subject and object, can be 

brought into relation. In the monistic theory it is maintained that to start with the conception of 

subject and object as independent existences is false method, and that the assumed independence 

                                                                                                                                                        
た最先端の「心理学」の特徴は、それまでのように精神と身体を二項対立的に分離した心身二

元論的なものではなく、ジェームズのような心身一元論的な考え方」であると論じた。（本稿

でのちに考察するモルガン、リボーの心理学はウィリアム・ジェイムズの意識論に言及してい

る。この点について、前掲の岩下弘史の論は指摘している。）今西順吉と出原隆俊による『漱

石全集』第三巻の注釈（四六一頁）は、漱石の一元論が井上哲次郎の講義で提起されたインド

のサーキャン哲学に近いと提示している。 
4
 『漱石全集』二十一巻、岩波書店、二〇一七年、五二五頁。 

5
 Morgan, C. L. An Introduction to Comparative Psychology, London: W. Scott, 1894. pp. ix-xi.（「漱

石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
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and separateness is nowise axiomatic. Starting then from the common ground of naive 

experience, it contends that, prior to philosophizing, there is neither subject nor object, but just a 

bit of common practical experience. 
6（下線は漱石の読書の痕跡。以下同。） 

（拙訳：最初に言っておきますが、私は一元論の知識を受け入れる。二元論者は分離

して独立した客観的世界の実在の霧の中に主体が導かれるという概念に立脚する。そ

れぞれ独立の存在である主体と客体をいかに関連させるか、これが彼にとって知識の

探求すべき課題である。しかし一元論は、主体と客体を独立した存在と見なす立脚点

自体が方法的に間違っていると主張する。二元論における独立と分離は仮説に過ぎず、

決して自明な概念ではない。一元論はむしろ未分化の経験という地平に立脚して、哲

学的に物事を捉える前に、主体と客体よりも共同的な実際の経験が存在することの提

示によって議論を巻き起こす。） 

 

While dualism, then, starts with what I deem the illegitimate assumption of the independence of 

subject and object, the monist, starting from the common ground of experience, looks upon the 

subject and object as the distinguishable aspects of that which in experience is one and indivisible. 

They are distinct from each other, and the distinction is fundamental; but they are nowise 

independent and separate in existence. The apparent dualism is a dualism of aspect, not a dualism 

of existence.
7
 

（拙訳：二元論は私が思うように、主体と客体の独立という誤った推論による仮定に

始まる。一元論は経験の地平に始まり、主体と客体が識別できる様相を持ちながらも、

経験において分けられない一の概念であると見なす。両者は互いに異なる概念であり、

その区別が基本である。しかし、両者は存在において決して独立的で分離するもので

はない。つまり、明白な二元論は問題を見る見地としての二元論である。存在の二元

論ではない。） 

 

I accept a monistic interpretation of nature. What do I mean by a monistic interpretation? Well, 

the essence of this view comes out when we consider the position of man in nature. According to 

this hypothesis, man, as an organism, is one and indivisible (though variously maimable), no 

                                                      
6
 An Introduction to Comparative Psychology. p.2. 

7
 An Introduction to Comparative Psychology. pp.2-3. 
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matter how many aspects he may present subjectively or objectively. That the inorganic and 

organic world have reached their present condition through process of evolution, is now widely 

accepted. But the dualist contends that mind is separable existence, sui generis, forming no part 

of the natural world into which it is temporarily introduced. Here the monist joins issue, and 

contends that, alike in its biological and its psychological aspect, the organism is the product of 

evolution; that mind is not extra-natural nor supra- natural, but one of the aspects of natural 

existence.
8
 

（拙訳：私は自然に関する一元論の解釈を受け入れる。一元論の解釈は何を指すのだ

ろうか。自然における人間の位置付けを考える際に、この観点の根幹が導き出される。

一元論の仮説によると、人間は主観的または客観的にいずれの様相を表すにもかかわ

らず、有機体として自然と分けられない一の存在である（永久的に損害を負わせられ

る可能性があっても）。この考えの前提は、無機的世界と有機的世界が進化の過程を経

て今の状態に達したという認識が広く受け入られてきたことである。しかし、二元論

者は心が分離的な存在として、（ラテン語で言う)独自的で、自然界に一時的に導かれ

ながらも自然界の一部分の形成に寄与しないと議論を巻き起こした。そこで、一元論

者は議論に加えて、生物学と生理学上の視点で有機物が進化の産物であるという主張

を以て論争に加える。さらに、心は自然界の外のものでも超自然的なものでもなく、

自然の存在の一つの様相であると主張する。） 

 

 ラテン語の“sui generis”（独自）は様々な学問の汎用的な用語であるが、今日でもデカ

ルトの物心二元論（心身二元論）における思惟の主体とともに取り上げられる概念である

9。モルガンは二元論者の名前を言明していないが、「二元論者は心が分離的な存在として、

（ラテン語で言う）独自的で、自然界に一時的に差し込まれながら自然界の一部分の形成

にも寄与しない」という提起に見られるように、彼の言う二元論は近代合理主義の中心原

理となっていたデカルトの主体（心）と客体（物）の二元論を指している。 

 フランスの哲学者で数学者であるデカルトは『方法序説』の中で、「ワレ惟ウ、故ニワ

レ在リ」を「哲学の第一原理」（ルネ・デカルト著、谷川多佳子訳『方法序説』岩波書店、

二〇一九年、四六頁）とし、人間を思惟の主体として捉える。彼は、アリストテレスの自

                                                      
8
 An Introduction to Comparative Psychology. p.4. 

9 Stephen, Gaukroger. Descartes' System of Natural Philosophy. Cambridge University Press. 2002. 

p.222. 
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然学の伝統と区別し、そしてプラトンに接近することによって、「わたしをいま存在する

ものにしている魂は、身体［物体］からまったく区別され、しかも身体［物体］より認識

しやすく、たとえ身体［物体］が無かったとしても、完全に今あるままのものであること

に変わりない」（四七頁）「われわれの魂が身体にまったく依存しない本性である」、「魂は

不死である」（七九頁）というように、「霊魂不死」を唱えるプラトンの「イデア」（ιδέα）

論に基づいて物心二元論を展開している。従って、彼は「神の観念と魂の観念が感覚のな

かにはけっしてなかった」（五二頁）と主張し、「思考するもの」（心）と「延長するもの」

（物）を分け、物のもたらす「感覚」よりもその「属性」のみを知性の洞察の対象とする。

さらに、人間の中にある「完全性」の根源を神に求め、「われわれの観念や概念は、明晰

かつ判明であるすべてにおいて、実在であり、神に由来するものであり、その点において

真としかありえないことになる」（五四頁）というように、人間の理性が神による「本有

観念」（idea innata）に由来することを主張する。また、「神が、自然法則を設定し、自然

がいつもそのように働くよう協力を与えた」（六二頁）として、自身の専門である数学の

論理性によって神の自然法則の原理を保証しようとした。そして、人間だけが理性を持つ

ことを合理化させるために、動物の解剖を行い、「サルか何か理性を持たない動物の器官

と形状を持つとすれば、この機械がそうした動物とどんな点でも同じ性質のものではいと

見分ける何の手段も、われわれにはあるまい」（七五頁）というように、動物機械論を唱

えている。 

 動物の理性を研究するモルガンにとって、デカルトの二元論はまさに学問の阻害であっ

た。彼は人間主観における主客未分の「経験」段階と進化論における有機的自然観という

学問の背景に立脚して、主体と客体の二元論を批判し、心身一元論を主張するのである。 

 

第三節 「主客は一なり」の自然観 

 漱石は、明治四十二年に出版された『文学評論』において、ロック、ヒュームの代表す

るイギリスの経験哲学を紹介する文脈の中で、デカルトの物心二元論を次のように取り上

げている。「デカルトは一方に於て吾人は吾人の心中に於て天賦観念があり得ると云ふ事

を仮定した。吾人が若し物をあるが儘に知り得るならば―経験と独立して真理を認むるこ
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とが出来るならば――其智識は誰にも同じでなければならない。」10「デカルトが世の中

を割つて物と心とすると、物と云ふ者には明瞭なる属性がある為め稍もすると空漠たる心

を凌いで之を圧倒する傾がある」11そして、「物」と「心」に関するその認識は、明治三

十九年の創作メモ（「明治三十九年断片三十六」）に次のように現れている。 

 

主客論。主客は一なり。但便宜の為めに之を分つ。物に於テ色ト形ヲ分ツガ如ク。

文ニ於テ想ト形トヲ分ツガ如ク。物ト心ヲ分ツガ如シ。 

 物ト心トハ本来分ツベキ物ニアラズ。何人モ之ヲ分チ得ルナシ。天地山川日月星辰

悉ク是自己なり。但コノ自己ノ存在ヲ明瞭ナラシムル為メ、又自己ノ存在ヲ容易ナラ

シメン為メニ之ヲ主客ノ二ニ分ツニ過ギズ。分カチタル後ハ自己ヲ離レテ万物存在ス

ルニ至ル。 

天地ノ事ハ皆夢幻ノ如シ只一事ノ炳乎トシテ争フベカラザル者アリ、自己ノ存在是

ナリ。万物ハ影ノ如シ、影の消エル時、影ノ死スルトキ猶嚴然トシテ実在スル者ハ自

己ナリ。自己程慥カナル者ナシ。故ニ自己程貴キ者ナシ12 

 

 モルガンの物心二元論批判に関する漱石の読書の痕跡とメモが示しているように、「主

客は一なり」の自然観はモルガンの一元論より生じた概念だと考えられる。「主客は一な

り」の自然観を分断させる「物ト心ヲ分ツガ如シ」という概念は、デカルトの物心二元論

への認識の表れである。「自己ノ存在ヲ容易ナラシメン為メニ之ヲ主客ノ二ニ分ツニ過ギ

ズ」という箇所は、自然界との合一性が切断されたデカルトの思惟の主体の存在を示して

いる。さらに、三段目の表現はデカルトの受容したプラトンの「イデア」論と深く関わる

だろう。明治時代の著名な哲学研究者である波多野精一の『西洋哲学史要』（明治三十四

年九月）の紹介を借りて言えば、プラトンの「イデア」は、「事物の常住不變なる本質」、

「非物質的」、「見えぬ姿、形體なき形」である。「霊魂」は「イデアの世界に棲息してイ

デアのめでたき姿を眺めつゝありしが、現世に入り来ると共に悉くそを忘却するに至りぬ」

ものである。「現象」は「唯だイデアを分有する限りに於てのみ有る」。一方、「生滅変化

の自然界」は、「イデアと非有とが相合して成立する者」であるが、「プラトーンに従へば、

                                                      
10

 『漱石全集』十五巻、岩波書店、二〇一七年、六七頁。 
11

 『漱石全集』十五巻、七二頁。 
12

 『漱石全集』十九巻、岩波書店、二〇一八年、二七四～五頁。 
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真の認識の對象はイデアのみなるが故に、自然界に關しては真の認識は全く不可能であ

る。」従って、自然界は「イデアの影」であるという13。この哲学の文脈と漱石のメモと

対照すれば、メモの三段落目「万物ハ影ノ如シ、影の消エル時、影ノ死スルトキ猶嚴然ト

シテ実在スル者ハ自己ナリ」という表現が、「生滅変化の自然界」を「イデアの影」と捉

えるプラトンの「イデア」論を踏まえつつ、デカルトの思惟の主体を示するものであると

いうことが見えてくる。 

明治三十九年のメモに着目する限りでは、漱石は物心二元論に賛同しているように見え

る。しかし、彼の作品の語り手は必ずしもそうではないだろう。動物のイット・ナラティ

ヴ14（一人称の語り手が風刺的に物語ること）で書かれた『吾輩は猫である』（明治三十

八年一月一日～明治三十九年八月一日）の中で、猫は「デカルトは『余は思考す、故に余

は存在す』という三つ子にでも分る様な真理を考へ出すのに十何年か懸ったさうだ」15と

語っている。『猫』の語りは、動物に理性がないと主張するデカルトの物心二元論の言説

を崩す役割を果たしていると言える。また、メモの一段落目は、『野分』（明治四十年一月

一日、『ホトトギス』第十巻第四号）において、作中人物である高柳のことを観照する語

り手の言葉として次のように生かされている。「主客は一である。主を離れて客なく、客

を離れて主はない。吾々が主客の別を立てゝ物我の境を判然と分劃するのは生存上の便宜

である。」16語り手は自然界を人間の主観から切り離すデカルトの二元論が科学の発展と

産業革命を促したことへの認識を前置きとして、資本家の園遊会に参加した高柳の心境が

生活の欲望を超越していることを取り上げている。このように、漱石の作品の語り手は必

ずしもデカルトの物心二元論に同意しない傾向があるのが分かる。 

 

第四節 『草枕』における「ひばりに寄せて」の引用 

 『吾輩は猫である』と『野分』の間に創作された『草枕』（明治三十九年九月一日、『新

                                                      
13

 『波多野精一全集』一巻、岩波書店、一九六八年、一〇四～一一一頁。波多野精一著、牧

野紀之再話『西洋哲学史要』未知谷、二〇一七年、六六～六九頁。 
14

 丸山才一『闊歩する漱石』（講談社、二〇〇六年）は、バフチンの文芸理論を用いて、猫の

メニッペアの諷刺性を提起し、丹治愛「イギリス小説史のなかの動物文学―イット・ナラティ

ヴから動物ファンタジーへ」（小口一郎編『ロマン主義エゴロジーの詩学』音羽書房鶴見書店、

二〇一五年、一五九頁）は、イット・ナラティヴというジャンルを紹介している。 
15

 『漱石全集』一巻、岩波書店、二〇一七年、二八八頁。 
16

 『漱石全集』三巻、岩波書店、二〇一七年、四〇二頁。 
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小説』）は、日清戦後の日英同盟の結成と日露戦争の勃発を背景とした小説である。日清

戦後の社会不況の中で、社会の悲惨を描く社会小説が流行し、拝金観念によって引き裂か

れた男女関係を描いた尾崎紅葉の『金色夜叉』（明治三十年一月一日～三十五年五月一一

日、『読売新聞』）、国家主義の膨張のもとで生じた家庭内の軋轢と女性の不幸を描いた徳

冨蘆花の『不如帰』（明治三十一年一一月～明治三十二年五月、『国民新聞』）が人気を博

し、演劇として上演されていた17。語り手である画工は、「我利私慾の羈絆」18（四頁）、

「忠君愛国」（八頁）、すなわち日本近代の殖産興業による国民国家統合の息苦しさと距離

を取るために、「普通の芝居や小説では人情を免かれぬ」「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」（九頁）と述べている。『草枕』は、文体として英詩、

漢詩、俳句、絵画などの自然描写で織りなされている。その多ジャンルの特徴は先行研究

19に着目されてきた。そして、作中に取り入れられている英詩の中で、イギリスロマン派

の詩人であるシェリー（Percy Bysshe Shelley, 1792-1822）の「ひばりに」（“To a Sky-Lark”, 

1820）、ワーズワース（William Wordsworth, 1770-1850）の「水仙」（“I Wondered Lonely as a 

Cloud”, 1807）が見られる。ここで、本章の問題意識との関連として、まず「ひばりに」

の引用の意味について考察したい。 

 画工は旅の中で、山のふもとの菜の花畑を眺め、「形も影も見えぬ」雲雀の飛翔の姿に

ついて、「落ちる雲雀と、上る雲雀が十文字にすれ違ふのか」（六頁）と想像する。そして、

春に眠気を誘われて、世間の利害も「自分の魂の居所さへ忘れて正体なくなる」（同）と

感じる。一方、彼は雲雀の声に呼び覚まされて、次のように語り始める。「雲雀の声を聞

いたときに魂のありかゞ判然する。雲雀の鳴くのは口で鳴くのではない、魂全体が鳴くの

だ。魂の活動が声にあらはれたものゝうちで、あれ程元気のあるものはない。あゝ愉快だ。

かう思って、かう愉快になるのが詩である。」（六～七頁）のちに画工はイギリスロマン派

の詩人であるシェリーの「ひばりに」を思い出すが、シェリーは「ひばりに」の第 I連に

                                                      
17

 飛鳥井雅道『近代文化と社会主義』晶文社、一九七〇年、四六頁。 
18

 『漱石全集』三巻、岩波書店、二〇一七年、四頁。 
19

 大岡昇平『小説家夏目漱石』筑摩書房、一九八八年、三九頁。柄谷行人『漱石論集成』第

三文明社、二〇〇一年、一九七頁。北川扶生子『漱石の文法』（水生社、二〇一二年、一一五

～一二五頁）は、『草枕』における俳句、英詩、漢詩の文体の併用を提示し、「非人情」の「恍

惚境」を示す漢語の「冲融」「澹蕩」における漢詩の根源について考察した。POCH Deniel「感

情表現としての「文」の近代：夏目漱石『草枕』における詩歌と自然と「浪漫主義」（日本に

おける「文」と「ブンガク」（bungaku））」（『アジア遊学』一六二、二〇一三年三月）は、

ロマン主義とは関係なく、漱石の『文学論』における「自然」と「人事」または評論の「創作

家の態度」における「浪漫主義」という用語を手がかりにして、『草枕』における文体の併用

を捉えている。 
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おいて雲雀を次のように描いている。 

 

 Hail to thee, blithe spirit! 

   Bird thou never wert, 

 That from Heaven, or near it,  

   Pourest thy full heart 

In profuse strains of unpremeditated art.
20

 

（やあ、きみ、歓びの＜精＞よ！ 

  きみは鳥なんかじゃないのだろう 

 ＜天＞から、あるいはその近くから 

  あふれる心を注ぎ出す 

 自然に流露する調べとして、存分に。21） 

 

 この箇所との関連として、第 III連では“Thou dost float and run:/ Like an unbodied joy whose 

race is just begun.”
22（君は滑空し、翔ける／まるで体を持たぬ歓びが今生まれたかのよう

に23）という表現が見られる。雲雀に関する“spirit”（霊魂）と“unbodied”（体を持たぬ）

の描写は、プラトンの霊肉二元論の表象であると言える。『草枕』の語りに見られる「形

も影も見えぬ」、「魂全体が鳴くのだ」という表現から、語り手である画工がシェリーの「ひ

ばりに」に表象されるプラトニズムを認識し、それを取り上げているのが分かる。 

 実際に、「ひばりに」の第 XV連では次の内容が描いている。“What objects are the fountains/ 

Of thy happy strain?/ What fields, or waves, or mountains?”
24（どんなものを霊感の泉として／

きみの幸福な歌は生まれるのか。／どんな野原、海原、山々なのか。25） “objects”（客体）

という表現は自然環境を指し示す言葉として使われている。詩の語り手は雲雀を羨み、雲

雀の愉快の源泉が自然界にあるのかと問いかけるのである。また、第 XVII連では、人間

の肉体の有限性とプラトンの二元論の体現である雲雀のことが語られている。“Thou of 

                                                      
20

 Shelley, P. B. The poetical woks of Percy Bysshe Shelley. Aldine edition. London: Bell. 1892. p.291. 

（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
21

 パーシー・シェリー著、アルヴィン宮本なほ子編『対訳シェリー詩集』岩波書店、二〇一
三年、一六一頁。 
22

 The poetical woks of Percy Bysshe Shelley. p.292. 
23

 『対訳シェリー詩集』、一六一頁。 
24

 The poetical woks of Percy Bysshe Shelley. p.294. 
25

 『対訳シェリー詩集』、一六九頁。 
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death must deem/ Things more true and deep/ Than we mortals dream,/ Or how could thy notes flow 

in such a crystal stream?”
26（きみは死について考えているにちがいない／僕たち死すべき運

命の人間が想像するよりも／もっと真実でもっと深いものを／そうでなければ、きみの歌

がどうしてこれほど晴朗な27）この内容を前景として、画工は次の XVIII連の部分を引用

している。 

 

We look before and after 

And pine for what is not: 

Our sincerest laughter 

With some pain is fraught; 

 Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. 

「前を見ては、後へを見ては、物欲しと、あこがるゝかなわれ。腹からの、笑といへ

ど、苦しみの、そこにあるべし。うつくしき、極みの歌に、悲しさの、極みの想、籠

るとぞ知れ」（七頁） 

 

 プラトンによると、真の認識の対象は「イデア」だけであり、自然界に関する真の認識

は不可能である。詩の語り手は自然界を雲雀の愉快の源泉として捉えるために、「イデア」

の不在を認識して悲しむのである。漱石の翻訳はシェリーのプラトニズムをうまく伝えて

いない28が、本論が『草枕』の語りの部分を精読してきたように、画工はシェリーのプラ

トニズムを理解しているのだと考えられる。 

 引用の続きとして、画工は「成程いくら詩人が幸福でも、あの雲雀の様に思ひ切つて、

一心不乱に、前後を忘却して、わが喜びを歌ふ訳には行くまい」（七頁）と付け加える。

この箇所は、雲雀の愉快の源泉を求めて自然界における「イデア」の不在を意識してしま

ったシェリーの苦悩について語っている。そして画工はシェリーの「ひばりに」における

霊肉二元論の悩みを克服するために、自然環境そのもの役割に着目し始める。 

 

                                                      
26

 The poetical woks of Percy Bysshe Shelley. p.294. 
27

 『対訳シェリー詩集』、一六九頁。 
28

 海老池俊治『明治文学と英文学』（明治書院、一九六八年、一七三頁）は、漱石の翻訳を「イ

デア」の探究を表現できない誤訳と指摘し、漱石がシェリーのプラトニズムを知っていたにも

かかわらず、「ひばりに寄せて」を「「非人情」を特色とする「東洋の詩歌」を持ち出すための

手段」とすると指摘している。 
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詩人に憂はつきものかも知れないが、あの雲雀を聞く心持になれば微塵の苦もない。

菜の花を見ても、只うれしくて胸が躍る許りだ。蒲公英も其通り、桜も――桜はいつ

か見えなくなつた。かう山の中へ来て自然の景物に接すれば、見るものも聞くものも

面白い。（八頁） 

苦しみのないのは何故だらう。只此景色を一幅の画として観、一巻の詩として読むか

らである。画であり詩である以上は地面を貰つて、開拓する気にもならねば、鉄道を

かけて一儲けする了見も起らぬ。只此景色が――腹の足しにもならぬ、月給の補ひに

もならぬ此景色が景色としてのみ余が心を楽ませつゝあるから苦労も心配も伴はぬの

だらう。自然の力は是に於て尊とい。吾人の性情を瞬刻に陶冶して醇乎として醇なる

詩境に入らしむるのは自然である。（八頁） 

 

 画工は、シェリーと異なる意味で雲雀を自然環境の一部として捉え、近代化における自

然環境の利用の問題と対比しながら、人間の「性情」と自然環境の合一性を求めている。

前述のように、デカルトの物心二元論はプラトンの霊肉二元論を踏まえて、自然界を人間

の主観から切り離した。画工は「ひばりに」における霊肉二元論から距離を置くと同時に、

物心二元論のもとで展開した科学の発展と産業革命からも距離を置いている。 

「西洋の詩になると、人事が根本になるから所謂詩歌の純粋なるものも此境を解脱する

事を知らぬ。どこ迄も同情だとか、愛だとか、正義だとか、自由だとか浮世の勧工場にあ

るものだけで用を弁じて居る。いくら詩的になつても地面の上を駆けあるいて、銭の勘定

を忘れるひまがない。シエレーが雲雀を聞いて嘆息したのも無理もない。」（九〜一〇頁）

この語りの内容は、「ひばりに」に描かれる現世の悩みという特徴を指摘しつつ、シェリ

ーが雲雀の愉快の源泉である自然界に着目したことに共感を示している。 

第五節 心身一元論の表象―「純客観」と「心の統一」 

 「ひばりに」の続きとして、画工は「うれしい事に東洋の詩歌はそこを解脱したのがあ

る」と述べ、漢詩を取り上げる。まず、中国晋末宋初詩人である陶淵明（356-427）の「飲

酒二十首并序」における「採菊東籬下 悠然見南山」（菊を採る東籬のもと、悠然として南

山を見る）という箇所を引用する。画工は陶淵明が仕官の道を諦めて田舎に隠遁したこと

に着目して、「超然と出世間的に利害損得の汗を流し去つた心持ちになれる」（一〇頁）と
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いう感想を示している。さらに、仏教に精通する唐代詩人である王維（701頃-761）の「竹

里館」における「独坐幽篁裏 弾琴復長嘯 深林人不知 明月來相照」（独り幽篁のうちに座

し、琴を弾じてまた長嘯す、深森人知らず、名月来たりて相照らす）（一〇頁）という内

容を引用し、「只二十字のうちに優に別乾坤を建立して居る。此乾坤の功徳は「不如帰」

や「金色夜叉」の功徳ではない。汽船、汽車、権利、義務、道徳、礼義で疲れ果てた後、

凡てを忘却してぐつすりと寐込む様な功徳である」（一〇頁）と語っている。画工が取り

上げた「王維や淵明の境界」は、すなわち宗教性の追求や隠遁の志望である。彼は続いて、

「淵明、王維の詩境を直接に自然から吸収して、すこしの間でも非人情の天地に逍遥した

いからの願」（一一頁）と語っている。 

 加藤二郎は、漱石の蔵書にある『禅林句集』に収録されている陶淵明の「飲酒二十首并

序」を手がかりにして、画工の「非人情」と禅の「仏法世法共に脱け切った大閑人の境界」

の関連性を見出した29。漱石の「仏教トキリスト教」のノートを調べると、確かにノート

には『碧巖録』、『臨済録』、『大慧普説』という禅書の書名とともに、「世間的 人情的」、

「出世間的 非人情的」30という言葉が綴られている。北山正迪は、「相乖離する人間の

自然と、自然の自然性の統一が回復される」という禅の視点で、雲雀に対する画工の観察

と陶淵明の詩に現れる人間と自然の関係を捉えた31。明治時代に広く流布し、漱石の蔵書

にもある『碧巖録』の原序を調べると、「夫心與道一、道與萬物一」32という表現が見ら

れる。禅の道の境地を背景にして、「非人情」が森羅万象である自然環境との合一性と結

び付けられるのだと考えられる。 

 画工は自然環境に恵まれた山里の旅の最初において次のように語っている。「丹青は画

架に向つて塗抹せんでも五彩の絢爛は自から心眼に映る」、「霊台方寸のカメラに澆季溷濁

の俗界を清くうらゝかに収め得れば足る。」（四頁）「心眼」と風景の繋がりに関するその

語りには芸術心と森羅万象の合一性が示されている。画工は「人情」が生じないように旅

の中で出会う人々と距離を置くことを考え、「余も是から逢ふ人物を――百姓も、町人も、

村役場の書記も、爺さんも婆さんも――悉く大自然の点景として描き出されたものと仮定

して取こなして見様」（一二頁）というように、人間を自然風景として描く理念を述べて

                                                      
29

 加藤二郎『漱石と禅』翰林書房、一九九九年、五六頁。 
30

 『漱石全集』二十一巻、岩波書店、二〇一八年、一〇一頁。 
31

 北山正迪「禅と芸術―『草枕』に触れながら―」『理想』四二四、一九六八年九月、三八頁。 
32

 松崎覺本編『佛果圜悟禅師碧巖録』光融館、一八九八年、二頁。（「漱石山房蔵書目録」に

記載されている版に拠る。） 
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いる。漱石の蔵書にある『臨濟録』によると、禅の「賓主歴然」33という概念は、「主客」

の分別を指し、人間同士の固有関係を捉える概念である。画工が「人情」と距離を置くこ

ともこの禅の人間観の反映であると言える。さらに、画工の理念は彼自身と自然環境の関

係に関する次の捉え方として現れている。「有体なる己れを忘れ尽して純客観に眼をつく

る時、始めてわれは画中の人物として、自然の景物と美しき調和を保つ。」（一四頁）そし

て、旅の中で茶店の婆さんを見て、「其の表情がぴしやりと心のカメラへ焼き付いて仕舞

つた」（一六頁）と思い、「余は天狗岩よりは、腰をのして、手を翳して、遠く向ふを指し

てゐる、袖無し姿の婆さんを、春の山路の景物として恰好なものだと考へた」（一九頁）

というように、旅先の人間を自然界と一体化した風景として眺める。画工の「純客観」は

人間の主観と自然環境を切り離す「客観視」という意味よりも、自然環境の一部として自

己を観照することを指している。禅の「賓主歴然」では説明できない自己観照としての「純

客観」の意味を理解するには、主観と客観に関する心身一元論との関連性から検討してみ

る。 

 モルガンは‘Subject and Object’の章で、次のように「意識」と「自己」の関連性につい

て論じている。 

 

We may say:―There is an object in consciousness; or we may say:―There is a consciousness of 

the object. These are merely different modes of expressing the same fact of experience.
34

 （下

線は漱石、以下同。）（拙訳：こう表現することができるだろう。意識の中に客体あり、

あるいは、客体に付属する意識がある。同様の経験の事実を言い表すには、これらは

あまり異なる言い換えとは言えない。） 

 

The object and subject, involved in the sense-impression, are like the colour or the scent of a rose, 

distinguish in thought but they are not separable in experience.
35（感覚印象に関わる主体と

客体は、薔薇の色や香りのように、思考において識別される概念であるが、経験にお

いて分けられない存在である。） 

 

                                                      
33

 釈義玄撰、慧然編『首書増補臨濟慧照禅師録』出雲社文治郎、一六九九年。（「漱石山房蔵

書目録」に記載されている版に拠る。） 
34

 An Introduction to Comparative Psychology. p.308. 
35

 An Introduction to Comparative Psychology. p.309. 
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There is no subject without an object. There is no object without a subject.
36

 

（客体のない主体はない。主体のない客体はない。） 

 

Self and the Not-self are the generalized concepts which arise out of the distinguishable, but 

inseperable, aspects of experience.
37（自己と非自己は、識別できることより生じた一般的

な概念であるが、経験の側面において分離できないものである。） 

 

I believe that, so far from being dissimilar to anything else in the whole realm of existence, this 

selective synthetic activity in consciousness is but the subjective aspect of the selective synthetic 

activity which is objective in the not-self.
38（私は次のことを信じる。この意識の中の選択

的統合の活動は、これまで存在の全枠の中の何にも似ていない概念である。それでも、

非自己の客観的側面に当てはまる選択的統合の活動においては主観的側面に当たる。） 

  

 モルガンの見解によると、主体の「意識」も「自己」という概念も実存の側面において

客体と離れないものである。そして、このような意識の選択的統合の運動は、存在の全体

的枠組みではないが、選択的統合の運動の主観的側面は「非自己」における客観的側面と

一体両面の関係である。モルガンの見解と対照すれば、自然環境の中で「己れ」を忘れよ

うとする画工の「純客観」が、人間の主観的経験と客体である自然界の一体性を説明する

心身一元論に根源する概念であるのが窺える。 

 作中の村人の話を手がかりにして読めば、那美は両親の利欲心で銀行員の夫に嫁がせら

れ、山里から近代化の進んだ町に住んでいたが、日露戦争の勃発する時勢の中で夫の銀行

が潰れたために離縁された。実家に戻った後も自分の運命が受け入れられず、家父長制の

実家に恥をかかせるように、性的アピールをする「気狂い」の「芝居」を振る舞い続ける。

一方、彼女は人間関係をめぐる自身の不幸を解脱するために、禅を通して悟りの境地に到

達しようとした。画工は俳句の創作で「恍惚」の境地を体験してから、次の日に禅を学ぶ

那美と出会う。画工は初対面の時に那美の表情について、「悟りと迷が一軒の家に喧嘩を

しながらも同居して居る体だ。此女の顔に統一の感じのないのは、心の統一のない証拠で、

心に統一がないのは、此女の世界に統一がなかつたのだらう」（四一頁）と思った。 

                                                      
36

 An Introduction to Comparative Psychology. p.310. 
37

 An Introduction to Comparative Psychology. p.314. 
38

 An Introduction to Comparative Psychology. p.315. 
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 前述のように、画工の「自然」の旅における「非人情」の探究は禅の「夫心與道一、道

與萬物一」を背景とする。禅の文脈と心理学の背景に則して考えれば、「心に統一がない」

という表現は、森羅万象との繋がりがないということを指しているのだろう。そして、こ

の表現が「世界に統一がなかつた」という認識に繋がることについて、漱石がノート「The 

View of The World」でメモと取ったモルガンの一元論における「自然」の解釈に関する次

の内容を参照することができるだろう。 

 

A monistic interpretation of nature, so long as it holds true to the main principle of being 

throughtout self-consistence, allows any amount individual freedom in treatment of details. It is 

characterized, not by the possession of a common scientific or philosophic creed, but by a 

common aim. It appears to me, for example, that in the evolution which sweeps through nature, 

the process is throughout characterized by the following traits:― (1)It is selective; (2)it is 

synthetic; (3)it tends from chaos to cosmos.
39

 (下線は漱石。)（拙訳：自然に関する一元論

の解釈は、それ自体が自己意識の全般で知覚される存在の主な原則に当てはまる限り、

その詳細の扱いにおいてあらゆる個人の自由が許されるだろう。解釈は普遍的な科学

的・哲学的な信条ではなく、むしろ共通の目標によって特徴づけられる。例えば、私

にとってその成り立ちは、自然の概念に息吹を吹き込んだ進化論の展開の中で、次の

三つの特徴によって形成されるものである。（１）選択的；（２）統合的；（３）無秩序

から調和への傾向。） 

 

 モルガンは進化論の受容によって、一元論における「自然」と自己意識の繋がりについ

ての解釈が「選択的」、「統合的」、「無秩序から調和への傾向」であると定義している。さ

らに、“Monism regards nature and experience as one and indivisible”
40（一元論は自然と経験が

分離できない一つの概念として捉える）と述べている。人間の主観的経験と自然環境の統

一を示す心身一元論の観点は、まさに周囲と調和しない那美の心身状態に関する画工の判

断の基準になっていると考えられる。 

 

                                                      
39

 An Introduction to Comparative Psychology. p.5. 
40

 An Introduction to Comparative Psychology. p.9. 
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第六節 ワーズワースの「水仙」への言及 

画工は、那古井の温泉郷で失恋を思わせる那美の歌声を聞きながら、「芸術家は無数の

琳琅を見、無上の宝璐を知る。俗に之を名けて美化と云ふ。其実は美化でも何でもない。

燦爛たる彩光は、炳乎として昔から現象世界に実在して居る」（三四頁）というように芸

術観を述べ、那美の美を形容する春の俳句を詠んだ。そして、俳句による芸術の探究の中

で、「恍惚と云ふのが、こんな場合に用ゐるべき形容詞かと思ふ。熟睡のうちには何人も

我を認め得ぬ」（三六～三七頁）と感じる。前掲のノート「Monoconscious Theory」の冒頭

では、モルガンの「純一意識」の前に「Ribot Psychology of Emotion参考. 禅僧ノ結伽趺

坐」41が記されている。リボーの『感情の心理学』は心理的現象を生理学と結び付ける研

究42であるが、生理学に基づいたモルガンの心理学研究との対照として参照されている。

このメモの下に「ecstasy Ribot 326」が記されている。リボーが宗教的感情である「恍惚」

を「意識の制限」と「歓喜という感情の状態」と捉える箇所43である。画工の「恍惚」境

に見られる「我を認め得ぬ」という特徴も、心身一元論の背景に裏付けられたものだと言

える。 

心身一元論の自然観のもとで、画工は「詩人と画客」が「人情」の煩悶から離れられる

のは、「彼等の楽は物に着するのではない。同化して其物になるのである。其物になり済

ました時に、我を樹立すべき余地は茫々たる大地を極めても見出し得ぬ」（七三頁）ため

であると述べている。そして、自我の存在を意識させない自然万物との「同化」という禅

の境地を説明するために、次のようにワーズワースの詩である「水仙」に言及している。 

 

ウオーヅウオースの如く、一団の水仙に化して、心を沢風の裏に撩乱せしむる事もあ

らうが、何とも知れぬ四辺の風光にわが心を奪はれて、わが心を奪へるは那物ぞとも

明瞭に意識せぬ場合がある。（七三頁） 

 

                                                      
41

 『漱石全集』二十一巻、三〇四頁。 
42

 藤尾健剛、永野宏史「夏目漱石「リボー『感情』ノート」―翻刻と解題―」『文藝と批評』

八（八）、一九九八年十一月、八六頁。 
43

 Ribot, Th. The Psychology of the Emotions. London: W. Scott.1911. p.326.（岡三郎の調査（『漱石

全集』二十一巻）によると、漱石が読んだのは一八九七年の版であり、漱石文庫には所蔵され

ていない。本稿はその再版である一九一一年の版を参照する。） 
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 「水仙」の中の語り手は、旅人である自分を自然風景を眺める浮遊の「雲」に喩える。

語り手は空の視点からそよ風に靡かれる水仙を凝視していたが、自然界がすでに自分に

「富」をもたらしたことに気付かなかった。しかし、家に戻って空虚と消沈を感じた時、

水仙が彼の「心の眼」に再現した。 

 

For oft, when on my couch I lie 

In vacant or in pensive mood 

They flash upon that inward eye 

Which is the bliss of solitude;  

And then my heart with pleasure fills, 

And dances with the daffodils, 
44 

 

（されど数多度、空しく悲しき想いにて、／我臥所にあるとき／水仙は我が心眼に煌

めく。／そは孤独の至福なり。我が心楽しみに満ち、水仙と共に踊る。45） 

 

語り手は水仙への想起をほかの人と分かちえない「孤独の至福」として捉えた。そして

その瞬間、彼の心は喜びに満ちて、記憶の中の水仙とともに舞い踊る。『草枕』の画工は、

ワーズワースの自然への瞑想を取り上げて、「わが心を奪へるは那物ぞとも明瞭に意識せ

ぬ」と語ることを通して、「意識」が現出する前の経験の段階における心と自然界の合一

性を示しているのである。 

 さらに、画工は自分のことを顧みて、春の風光の中で「只恍惚に動いている」「余が心

は只春と共に動いて居る」（七四頁）と述べている。「恍惚」46の状態は、実際にワーズワ

ースの自然詩にも表れる言葉である。特にワーズワースの『旅商人』の中では次の表現が

見られる。「自然とそのあふれる魂から／彼はあまりに多くを感受したので、彼の思いの

すべてが／感情に浸された。ただそのときにのみ彼は満足を覚えた――そのとき、えも言

われぬ喜びで、彼は実在の感情が万物の上に広がるのを感じた。」「彼の恍惚がその様なも

                                                      
44

 Wordsworth, W. The Poetical Works of William Wordsworth (selected) with a prefatory notice by A.J. 

Symington. London: W. Scott.1889. p.199.（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
45

 小野茂『小野茂訳詩集ワーズワース／シェリー／キーツ』南雲堂、二〇〇〇年、一二頁。 
46

 「恍惚」は老子の『道徳経』より出た漢語であるが、前掲の江田論文がすでに指摘したよ

うに、漱石は論文の「老子の哲學」（明治二十五年六月）、「英國詩人の天地山川に對する觀念」

（明治二十六年三月、『哲學會雜誌』七四～七六号）の中でワーズワースと老子の自然観を関

連付けている。 
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のであったとしても。なぜならば、万物の内に／彼は一つの生命を見、その生命が歓喜で

あることを感じたからだ。」47『旅商人』は『逍遥遊』（The Excursion, 1814）の一冊目の“The 

Wanderer”の人物造形に用いられている。漱石所蔵のワーズワース詩集には『旅商人』が

収録されていないが、漱石が記したノート「Wordsworth’s Excursion」48、「Wordsworth 

Excursion Book 1 Coleridge 105」49の記述から、彼は『逍遥遊』に対する一定の関心がある

のが分かる。「一つの生命」（one life）は、イギリスの動物愛護思想に触れたコールリッジ

の一神教の神秘思想より展開した有機的自然観50に根源する概念である。ワーズワースは

「一つの生命」を自然界から直接に感受できるように描いて万有神論の展開を示している。

漱石が読んだ『談話集』の中で、コールリッジは『逍遥遊』における“O many are the poets 

that are sown/ By Nature; men endowed with highest gifts”
51（人間は多くの詩人を育んだ自然

に恵まれている）（漱石の傍線あり）という段落引用した上で、 “objects of imagination”（想

像力の客体）である自然界を描いたワーズワースの詩を評価している。画工の「非人情」

の旅における「心眼」、「純客観」の芸術観はイギリスロマン派の抒情性で育まれたもので

もあるという側面が窺える。 

そして、画工は「恍惚」の境地を体験した後、絵画の描き方の「主客深浅の区別」（七

五頁）について次のように考えている。 

 

普通の画は感じはなくても物さへあれば出来る。第二の画は物と感じと両立すれば出

来る。第三に至つては存するものは只心持ち丈であるから、画にするには是非共此心

持ちに恰好なる対象を択ばなければならん。（七六頁） 

 

 ありのままの自然界を表現する第一の描き方と、人間の主観と自然界の両立を表現する

第二の描き方に対して、第三の描き方は「自然界に存するもの」（七六頁）を描きながら

も主意として人間の心を表現する方法である。第三の方法は、すなわち自然界と人間の心

の合一性を示す画工の「心眼」と「純客観」の芸術の理念より展開した芸術論である。特

                                                      
47

 適切な訳本が見当たらず、山内正一「ワーズワースと環境詩――田園と都市のはざまで」（小

口一郎編『ロマン主義エゴロジーの詩学』、二一九頁）の翻訳を使っている。 
48

 『漱石全集』二十一巻、一七四頁。 
49

 『漱石全集』二十一巻、六九一頁。 
50

 直原典子「ロマン主義の有機的世界観―S.T.コウルリッジを中心に」（小口一郎編『ロマン

主義エゴロジーの詩学』） 
51

 Coleridge, S.T. Passages from the Prose and Table Talk of Coleridge. Ed. W.H.Dircks. London: W. 

Scott. 1894. p.105.（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
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に、「自然界に存するもの」としての「自己」を「認識する」という概念は、前述のモル

ガンの説における意識の選択的統合によって裏付けられていると考えられる。 

 

第七節 「憐れ」の生成の文脈 

画工の「非人情」の旅は、那美の顔から満洲に渡る彼女の前の夫に対する「憐れ」の感

情を見出したことで終わる。画工は「那美さんの肩を叩きながら」、「それが出れば画にな

りますよ」と、彼女に「憐れ」の表情の現出を告げた。この時、二人は向き合う姿勢であ

り、画工は「余が胸中の画面は此咄嗟の際に成就した」（一七一頁）と述べている。この

結末は先行研究によって「人情」を導き出した画工の「非人情」論の破綻52として定説の

ように捉えられてきた。しかし、人間関係に成り立つ「人情」と主体の心に根源する「憐

れ」の感情は、そもそも異なる概念である。「憐れ」の感情はどういう文脈より生じたの

か、前述のイギリスロマン派の抒情性、進化論心理学と画工の芸術観の関連性から考える

ことができるのではないだろうか。 

まず、画工の視線を辿ってみれば、次の表現が見られる。 

 

是迄の四大が、今頃は目に見えぬ霊氛となつて、広い天地の間に、顕微鏡の力を藉る

とも、些の名残を留めぬ様になつたのであらう。或る雲雀に化して、菜の花の黄を鳴

き尽したる後、夕暮深き紫のたなびくほとりへ行つたかも知れぬ。（七二頁） 

 

シェリーの『プロメテウスの解縛』の中では、「四大」（「地、火、風、水」）の精霊（プ

ラトンによると「霊魂」の次に作られたのが「四大」元素）に関する描写が見られる。漱

石はノート「現象と認識」において、プラトン（Plato, 427-347B.C.）の『国家』（380B.C.）、

モア（Thomas More, 1478-1535）の『理想郷』（1516）、シェリーの『プロメテウスの解縛』

（1820）、ブラウニング（Robert Browning, 1812-1889）の『パラセルサス』（1835）を例示

している。（「This selection or the attempt to select phenomena which constitute 

our life depends on our taste (or is decided by it) and the ideal selection gives rise to ideal art.―Plato 

                                                      
52

 日夏耿之介『明治浪漫文学史』中央公論社、一九七八年、三三七頁。瀬沼茂樹『夏目漱石』

東京大学出版会、一九八七年、一一三頁。 
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Republic, More Utopia, Browning Paracelsus, Shelley Prometheus Unbound」53）シェリーは学

生時代にキリスト教の一神論に反対して、『無神論の必然性』（The Necessity of Atheism, 1811）

を書いた。『プロメテウスの解縛』に見られるギリシア神話の世界と支配神への反抗は、

宗教的支配に反対する民主主義の必然性を唱えたシェリーの思想の反映である。画工はシ

ェリーの自然描写を踏まえながら、那美のことも捉える。アルヴィ宮本なほ子の指摘54に

よると、シェリーの「ひばりに」は漱石の漢詩である「菜花黄」における雲雀の描写の基

底となり、「燦めき渡る春の星の、暁近くに、紫深き空の底に陥いる趣」（八二頁）という

那美の女性像は、シェリーの雲雀の詩の自然描写（“The pale purple even/ Melts around thy 

flight; Like a star of Heaven/ In the broad day-light”, IV.16-19）を基底とする。前掲の引用も「ひ

ばりに」の自然描写を取り入れていると考えられる。 

画工は第三の方法を探究するために、まず自分の心を映し出す対象を漢詩の世界に求め、

詩を「時間的芸術」として捉える西洋芸術史で有名なレッシング（Gottold Ephraim Lessing, 

1729-1781）の芸術論に抗いながら、叙景の漢詩を多く詠んだ。作詩の邪魔となった那美

の奇麗な「影」の出現で、画工は新たな芸術の客体を見出した。その際に、画工は那美の

死の可能性を考え、彼女を「うつゝの裡から救つてやらうか」（八三頁）と、那美への同

情を示している。那美の女性像がプラトニズムを示す「ひばりに」を基底とするというこ

とから考えれば、「影」は死滅する自然界に関するプラトンの捉え方に基づいた表現だろ

う。 

その後、画工は「鏡が池」で那美の「憐れ」の表情を見出すことを次のように考えた。 

 

憐れは神の知らぬ情で、しかも神に尤も近き人間の情である。御那美さんの表情のう

ちには此憐れの念が少しもあらはれて居らぬ。そこが物足らぬのである。（一二三頁） 

                                                      
53

 『漱石全集』二十一巻、一二頁。プラトンの『国家』は国家の構成を人間の「霊魂」の延

長と見なし、理性を持つ貴族政治に成り立つ理想的な国家像を唱えている。モアの『理想郷』

は欲望を抑える合理的で人工的な共和国を描くことを通して、権威の支配を重んじる古典主義

の問題に陥りやすい理性主義の問題を表現している。シェリーは、貴族政治を転覆したフラン

ス革命の個人主義の惨禍を目にして、プラトンの自然哲学に基づいて『プロメテウスの解縛』

を書き、プロメテウスの神話を支配者と被支配者の闘争への憎悪や敵意を超越して四大の精霊

の祝福を得るように描いている。シェリーの影響を受けたブラウニングは、『パラセルサス』

で偉大なる人間の強烈な個性と周囲の和解を描いている。これらの作品の例示は個人と国家の

関係に対する漱石の関心を示している。 
54

 アルヴィ宮本なほ子「漱石の淡黄の花:『草枕』とイギリス・ロマン主義」（特輯 イギリス・

ロマン主義の受容と変容）『比較文學研究』一〇三号、すずさわ書店、二〇一七年九月、七～

三八頁。 
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画工が「鏡が池」を見下ろしながら那美の「憐れ」を描くと考えるのは、彼が芸術の主

客論の中で絵画を通して「自己を認識する」と述べた通りに、那美に同情する彼自身の同

情を写し出すためである。前掲のノート「The View of The World」の冒頭では、リボーの

『感情の心理学』第四章「同情と優しい感情」に関する「psychological―no subject no object  

Ribot p237」55という記述が見られる。リボーは、利他的感情は決して人間の本源的感情

ではなく、母親が幼児に与えた優しさに根ざすものであると論じ、人間において知識を摂

取する能力が主体と客体の存在が認知されない意識の未分化の段階に始まると指摘56し

ている。そして、意識に上るエゴイズムと利他主義の関係について「道徳感情」（moral 

emotion）を討論する章で触れると述べている。漱石のノート「Moral Emotionノ中」を調

べると、彼は英語の“sympathy”と「憐ト同情」57と対照しながら使っている。そして「憐

ト同情」が無垢な「小児」に向ける大人の眼差しであるという認識を示している。確かに、

画工が最後の場面で那美の顔に見出した「憐れ」は落ちぶれた前の夫に対する憐憫の感情

である。 

ただし、画工の「憐れは神の知らぬ情で、しかも神に尤も近き人間の情である」という

表現は、神の存在を前提としない進化論心理学に根源していると言える一方、シェリーの

無神論を意識した捉え方とも言える。「ひばりに」を詳しく読めば、次の内容を見出すこ

とができる。 

 

Like a poet hidden 

  In the light of thought, 

Singing hymns unbidden 

  Till the world is wrought 

 To sympathy with hopes and fears it heeded not―
58

 

（まるで＜詩人＞がひっそりと 

  思考の光に隠れて 

                                                      
55

 『漱石全集』二十一巻、五頁。 
56

 Ribot, Th. The Psychology of the Emotions. London: W. Scott. 1911. p.237 ‘Chapter IV Sympathy and 

the Tender Emotion’ “The faculty of knowledge begins with an undifferentiated period, in which there is 

neither subject nor object, but only the consciousness of something without qualification.” 
57

 『漱石全集』二十一巻、五五二～五五三頁。 
58

 The poetical woks of Percy Bysshe Shelley. p.293. 



69 
 

 我知らず賛歌を歌い 

  ついには世界が心動かされ 

 今まで心になかった希望や恐れに共感するよう。59） 

 

シェリーはキリスト教の賛歌の代わりにプラトンの知性で「賛歌」を歌っている。思考

の光に隠れる＜詩人＞は言うまでもなくプラトンを指す言葉である。そこに、“sympathy”

という感情は「共感する」こととして、「今まで心になかった希望や恐れに共感するよう」

というように表現されている。画工は、那美をシェリーの描いた自然界に喩えながら、「自

然界に存するもの」としての「自己」を「認識する」中で、自ずと人間関係の「賓主歴然」

を越えて、那美の利他的感情に共感したのではないだろうか。 

以上のように、漱石が東西の心身一元の観念を背景にして、イギリスロマン派の抒情性

を巧みに『草枕』に取り入れつつ、自然との合一性という画工の芸術観を表現していると

分析・考察してきた。ここで取り上げてきたシェリーは革命詩人とも呼ばれるが、第三章

ではさらに漱石におけるフランス革命とロマン主義への関心の交差について考察を行う。 

 

 

                                                      
59

 『対訳シェリー詩集』、一六五頁。 
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第三章 フランス革命とロマン主義への関心の交差 

 

第一節 欧化風潮の背景 

 フランス革命に思想的な影響を与えたルソー（Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778）の『社

会契約論』（Du contrat social, 1762）は、明治十五年（1882）に中江兆民（1847-1901）に

よって、和訳『民約論』と漢文の部分訳である『民約訳解』として出版された。明治時代

の自由民権運動（1874-1887頃）は、国会開設に関する明治維新の改革に不満を抱いた士

族が起こした運動であり、『民約論』と『民約訳解』で紹介される自然権の概念が自由民

権運動に思想上の素地を与えた。自由民権運動における国会開設の段階で、自由民権運動

に思想的素地を与えたフランス革命は、政府の肩を持った福沢諭吉の『国会論』によって

否定された1が、西洋の思想を学ぶ動向はその後も続いていた。 

 漱石の青年期は、自由民権運動の最中にあった。彼は大学予備門の頃（明治十七年）、

欧化風潮の影響で英語の勉強に専念し2、明治二十一年（1888）九月に英文科志望で第一

高等中学校本科文科に進学した。翌年に予科の正岡子規（1867-1902）と漢詩文の応答3で

親交を深めた。十二月三十一日の子規宛書簡の中で、漱石は「この休みには「カーライル」

の論文一冊を読みたり。二、三日前より「アルノルド」の『リテレチュア、エンド、ドグ

マ』と申者を読みかけたり」4と伝えている。漱石の蔵書を調べれば分かるように、これ

                                                      
1
 福沢諭吉は『國會論』（明治十二年八月）で次のように述べている。「國會を開くの時は今尚

ほ早し須らく人民智徳の発達を待たざる可らず其之を待つの間に漸次其準備を整へざる可ら

ず試に看よ夫の佛蘭西の騒亂は過激の黨派國會を急にしたるが為に其禍は竟に國王を弒する

に至りて嘗て微功を奏せず却て臭名を天下後世に遺したる非ずや」（『福沢全集』第八巻、国民

図書、一九二五年、三七六頁。）小宮洋『夏目漱石の明治―自由民権運動と「大逆」事件を中

心にして―』（風詠社、二〇一八年、五九頁）は、漱石の青年時代における自由民権の関連性

についてその背景となる史料を詳しく調べ、『國會論』を取り上げている。 
2
 夏目漱石「落第」（『漱石全集』二十五巻、岩波書店、二〇一八年、一八二頁。）：「元来僕は

漢学が好で随分興味を有つて漢籍は沢山読んだものである。今は英文科などをやつて居るが、

其頃は英語と来たら大嫌いで手に取るのも厭な様な気がした。兄が英語をやつて居たから家で

は少し宛教えられたけれど、教える兄は癇癪持、教はる僕は大嫌いと来て居るから到底長く続

く筈もなく、ナシヨナルの二位でお終になつて了つたが、考へて見ると漢籍許り読んで此の文

明開化の世の中に漢学者になつた処が仕方ナシ、別に之と云ふ目的があつた訳でもなかつたけ

れど、此儘で過すのは充らないと思ふ処から、兎に角大学へ入つて何か勉強しやうと決心した。」 
3
 漱石は明治二十二年五月二十七日正岡子規宛の書簡で、子規の『七草集』を読んでいたと書

いている。また、八月三日の書簡で房総半島旅行の感想を書き、九月十五日の書簡で紀行文（『木

屑録』）を書く意欲を伝えた。（『漱石全集』二十二巻、岩波書店、二〇一九年、四〜九頁。） 
4
 『漱石全集』二十二巻、一一頁。 
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らの書物は、イギリスの歴史家であるカーライル（Thomas Carlyle, 1795-1881）の『フラ

ンス革命史』5、及びヴィクトリア朝の耽美派の詩人で文明批評家であるアーノルド

（Matthew Arnold, 1822-1888）の『文学とドグマ』（Literature and Dogma, 1873）である。

漱石は『フランス革命史』からどの影響を受けたか具体的に言及していないが、その後「文

壇における平等主義の代表者『ウオルト・ホイットマン』Walt Whitmanの詩について」（明

治二十五年十月、『哲學會雜誌』第六八号）という論文を発表した。アメリカ詩人である

ホイットマン（Walter Whitman, 1819-1892）についての論文であるが、冒頭ではフランス

革命とイギリスロマン派の関係に触れている。 

 フランス革命に対する漱石の関心を指摘した先行研究について、萩野文隆はエドワー

ド・ダウデン（Edward Dowden, 1843-1913）の論を踏まえた漱石のホイットマン論におけ

る「平等」の概念に言及し、漱石がイギリス留学で個人指導を受けたシェイクスピアの研

究者であるクレイグ先生がシェイクスピア研究で有名なダウデンの友人であると指摘し

た。その上で、漱石のイギリス留学を中心に、彼がフランス旅行で感じたパリの都市空間

の宏大さ、その空間で生息するフランスの平等主義的核家族、フランス共和制の安定と社

会主義運動の拡張のもとでドレフュス事件におけるドレフュス擁護派の運動の展開、帝国

主義に置かれた中国の状況に対する漱石の危惧、社会主義に対する漱石の関心など、様々

な側面で考察を行った6。だが、漱石が英文学研究を通してフランス革命とその背景に触

れたことは、今まで取り上げられてこなかった。本章は、漱石の英文学研究を中心に考察

し、フランス革命とロマン主義に対する漱石の関心の交差を模索することを目的とする。 

 

第二節 ホイットマン論におけるイギリスロマン派とフランス革命 

 漱石はホイットマン論の中で、ホイットマンの『草の葉』（Leaves of Grass, 1855）の詩

型が旧い形式を脱し、ホイットマンがマイケル・ロセッティ（William Michael Rossetti, 

1829-1919）の力を得てイギリスで『ウォルト・ホイットマン詩集』（Selected poems: Walt 

                                                      
5
 漱石の蔵書の中にあるカーライルの五冊（『漱石全集』二十七巻、岩波書店、二〇二〇年。

「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。）では、刊行年で判断すれば、Carlyle. T. The 

French Revolution. London: G. Routledge & Sons. 1888. が当時、丸善を通して購入したものだと

考えられる。 
6
 荻野文隆「夏目漱石とフランス：平等主義と自由主義」『世界文学』一二六号、二〇一七年

十二月、二三〜二四頁。 
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Whitman, 1868）を刊行し、そしてアメリカでエマソン（Ralph Waldo Emerson, 1803-1882）

の評価を得たと紹介している。それから、ホイットマンの「平等主義」がアメリカ共和国

の「独立の精神」の上に成り立つと指摘し、詩を例示しながら、未来に向かうその楽天的

な「平等主義」が進化論の史観を体現していると論じている7。 

 ホイットマン論の末尾に、漱石は「幸に「ダウデン」の論文を覧る事を得て稿を草する

の際裨益を受けたること多し」8と明言している。『漱石全集』十三巻における山口久明の

注解によると、漱石が参照したのはアイルランドの批評家であるエドワード・ダウデンの

『文学研究』（Studies of Literature 1789-1877）の中の‘The Poetry of Democracy: Walt Whitman’

である9。これについて、吉武好孝がすでに考察10したが、ダウデンの論はヨーロッパ文学

の影響と詩の形式主義から脱したホイットマンのアメリカ土着の民主主義を紹介するも

のである。一方、矢本貞幹が指摘11したように、漱石の論はダウデンのホイットマン論を

踏まえたものであるが、その論の趣旨は「ロマン派とホイットマンの違い」を示すことで

ある。 

 例えば、漱石はホイットマン論の冒頭において、次のように論を始めている。 

 

革命主義を政治上に実行せんと企てたるは仏人なり之を文学上に発揮したるは英人な

り。「バーンス」を読む者は通観一過して其平等論にかぶれたるを知るべし「シェレー」

の如きは多言を須たず Prometheus Unboundの一篇之を証して余りあらん。「バイロン」

に至つては満腔の不平一発して「チャイルドハロルド」となり再発して「ドンジュア

ン」となり余憤沸々然常に其毛穴より溢れ出すと云ふも可なり。沈着にして旧慣を重

んずる英国の詩人が従来の面目を一洗して此思想を唱道し中には身を挺んでゝ此主義

の為に打死し位なるに不思議なるかな共和の政を実行し四海同胞の訓へを奉ずる亜米

利加にては一人の我は共和国の詩人なりと大呼して名乗り出でたる者なし。12
 

 

                                                      
7
 『漱石全集』十三巻、岩波書店、二〇一八年、四〜五頁。 

8
 『漱石全集』十三巻、二〇頁。 

9
 『漱石全集』十三巻、五八三頁。『文学研究』は漱石の蔵書に所蔵されないため、漱石が参

照した書籍は大学の図書館の蔵書だと考える。 
10

 吉武好孝「夏目漱石のホイットマン受容―E・ダウデンの「ホイットマン論」との関連」（『英

学史研究』一〇号、一九七七年、一〜一六頁）には、両者の論に関する詳しい考察と比較がな

されている。 
11

 矢本貞幹『夏目漱石その英文学的側面』研究社、一九七一年、二五〜三〇頁。 
12

 『漱石全集』十三巻、三頁。 
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 この箇所では、フランス革命との関連として、イギリス前期ロマン派の詩人であるバー

ンズ（Robert Burns, 1759-96）、及びイギリスロマン派の第二世代に当たるバイロン（George 

Gordon Byron, 1788-1824）、シェリー（Percy Bysshe Shelley, 1792-1822）が言及されている。

なぜ、漱石はホイットマンを論じるに際して、ロマン派との対比を行うのか。先行研究は

この論の特徴について説明を加えていない。 

 まず、漱石のホイットマン論の中で紹介されている文人同士の繋がりから見ると、『ウ

ォルト・ホイットマン詩集』の出版に携わったマイケル・ロセッティは、イギリスロマン

派の自然詩に題材を求めるラファエル前派兄弟団の一人である。また、ホイットマンを高

く評価したエマソンは、ヨーロッパに渡航した間に、イギリスの歴史家であるカーライル

から強い影響を受けた一方、イタリアで会ったイギリスロマン派の第一世代に当たるワー

ズワース（William Wordsworth, 1770-1850）、コールリッジ（Samuel Taylor Coleridge, 

1772-1834）とも交流があった。 

 それから、ダウデンの『文学研究』の内容を調べると、ダウデンはその最初の章である

‘The French Revolution and Literature’において、フランス革命を連続的な歴史事件として捉

え、フランス革命以降のナポレオン強権、フランスに対抗する神聖同盟など一連の政治上

の出来事をフランス革命の一部として捉える。そして、フランス革命に対するワーズワー

ス、コールリッジの異なる反応を指摘する。ワーズワースはフランス革命の勃発期にフラ

ンスを旅行した。フランス革命への情熱と大虐殺の現実に対する失望のギャップに直面し、

フランス革命を支持する信念が揺らぎ、キリスト教信仰に心の慰めを求めることに転じた。

一方、コールリッジは、フランス革命に味方として現実を見つめながら、理想平等社会の

実現を夢見ていた。この状況を説明してから、ダウデンはブレイク（William Blake, 

1757-1827）の『天国と地獄の結婚』（The Marriage of Heaven and Hell, 1793）、バイロンの

『チャイルド・ハロルドの巡礼』（Childe Harold’s Pilgrimage, 1812-1818）と『ドン・ジュ

アン』（Don Juan, 1819-1824）、及びシェリーの『プロメテウス解縛』（Prometheus Unbound, 

1820）を、革命精神を表現する作品として取り上げている13。漱石がホイットマン論でフ

ランス革命に呼応したイギリスロマン派を対比の対象として取り上げたのは、フランス革

命を評論の指針としたダウデンの論の影響だと考えられる。 

 イギリスのリチャード・プライス（Richard Price, 1723-91）は、アメリカ独立革命に対

                                                      
13

 Dowden, E. Studies of Literature 1789-1877. London: Kegan Paul & Co.1878. pp.1-43. 
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するイギリスの拒否を批判し、革命思想をイギリスに注ぎ込んだ人物である14。漱石がダ

ウデンの論を参照してホイットマン論で、フランス革命に対するロマン派の呼応を取り上

げたのは、ダンデンの論を培った民主主義の形成期におけるアメリカとイギリスの繋がり

の前提がある。ただし、ロマン派の作品に関して、ダウデンの捉え方と漱石の捉え方に差

異があるのは否めない。まず、バーンズは、自由、平等、博愛を理念としたフリーメイソ

ン協会の一員としてフランス革命を支持し、イギリスの国家公務員であったにも関わらず、

フランス革命を激励するために数丁の鉄砲をフランスの国民会議宛てに送った15。ダウデ

ンは『文学研究』でバーンズの「鉄砲事件」に言及した16が、バーンズの詩に触れていな

い。バーンズは自分の「平等」観を育んだフリーメイソン協会の啓蒙思想の影響でフラン

ス革命に呼応したが、漱石はバーンズの自然詩にフランス革命の「平等」の理念を見出し

17、ホイットマン論で「「バーンス」を読む者は通観一過して其平等論にかぶれたるを知

るべし」と論じている。 

 一方、バイロンはフランス革命の勃発期に生まれ、バーンズの後の世代である。バイロ

ンが物心がつく頃、恐怖と独裁がすでにフランス革命の理想に取って代わったため、バイ

ロンはフランス革命後のナポレオン戦争に圧迫された弱小民族の解放運動を支持した。彼

の長編詩『チャイルド・ハロルドの巡礼』と『ドン・ジュアン』では、支配階級と調和し

ない不平な主人公の放浪生活が描かれている。特に、『チャイルド・ハロルドの巡礼』で

は、フランス革命とその後の政治の動きに関する次の考えが示されている。 

  

But France got drunk with blood to vomit crime, 

And fatal have her Saturnalia been 

To Freedom’s cause, in every age and clime; 

Because the deadly days which we have seen, 

And vile Ambition, that built up between 

                                                      
14

 Dabundo, L. Encyclopedia of Romanticism (Routledge Revivals): Culture in Britain, 1780s-1830s. 

Routledge: London & New York. 2014. p.466. 
15

 岡地嶺『イギリスロマン主義と啓蒙思想』中央大学出版部、一九八九年、八七頁。 
16 Studies of Literature 1789-1877. p.10.  
17

 漱石はこの頃からバーンズの詩集を読み始め、次の年に「英國詩人の天地山川に對する觀

念」（明治二六年三月、『哲學會雜誌』第七四～七六号）を発表した。この論文の中で、スコッ

トランドの農民詩人であるバーンズの詩の中に流露している自然と動物に対する愛憐の感情

に着目して、「「バーンズ」は憐愛の極、遂に天地山川を己れと対等視するに至れる」（『漱石全

集』十三巻、五三～五四頁 ）というように、自然に対等的な態度を取るバーンズの特色を捉

えた。 
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Man and his hopes an adamatine wall, 

And the base pageant last upon the scene, 

Are grown upon the pretext for the eternal thrall 

Which nips life’s tree, and dooms man’s worst —his second fall. 
18

 

 （しかしフランスは悪酔いして 血と犯罪を吐きだした 

 ローマのサター祭は いつどこでも「自由」の主張に致命的であった 

 なぜなら われらが見た生き地獄〔恐怖政治〕と 

 悪らつな〔ナポレオンの〕野心は 人類と人類の希望との間に 

 堅牢無比の絶壁を打ち建ててしまったからだ 

 そして舞台最後の下品な〔ナポレオンの〕山車が 

 永遠の奴隷の口実とされるからだ 

 それが 生命の木を枯らし 人類最悪の堕落 

 すなわち第二の〔神聖同盟〕の堕落を 運命づけるのだ19） 

 

 ダウデンの『文学研究』は『チャイルド・ハロルドの巡礼』の内容を引用していないが、

バイロンがフランス革命に関する僅かな表現の中で、フランス革命、ナポレオン強権、フ

ランスに対抗する神聖同盟に対して不審を示したことを指摘している20。バイロンの『ド

ン・ジュアン』はイギリスの支配階級への不満を表現しているが、ダウデンは『ドン・ジ

ュアン』のエゴイスティックなバイロニック英雄を形成させる背景を次のように指摘して

いる。 

 

If jarring forces strove in Byron, they strove also in the world around him. One thing he 

constantly expresses— the individualism of the earlier Revolutionary epoch, and the emptiness 

and sterility of the life which is merely individual and not social.
21（拙訳：もし、耳障りな勢

力がバイロンと争うのであれば、それは同時に彼の周りの世界と争う。バイロンが作

                                                      
18 Byron, G.G. Childe Harold's Pilgrimage: A Romaunt: and Other Poems. London: John Murray. 

1818. p.51. 
19

 岡地嶺『イギリスロマン主義と啓蒙思想』、九三頁。『イギリスロマン主義と啓蒙思想』か

ら、バイロンの『チャイルド・ハロルドの巡礼』と、本論でのちに取り上げるシェリーの『プ

ロメテウス解縛』におけるフランス革命の思想に関する知見を得たことをここで記したい。 
20

 Studies of Literature 1789-1877. pp. 24-25. 
21

 Studies of Literature 1789-1877. p.26. 
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品の中で表現し続けるのは、フランス革命初期の個人主義、単に個人的で社会的では

ない人生の空虚と不毛である。） 

 

 ダウデンは、フランス革命後における社会の無秩序と強権の躍起が個人主義を重んじる

バイロンに厭世感情を促したことを説明している。その次に、イギリスロマン派の詩集を

編集したアーノルドの『批評論』（Essays in Criticism, 1865）の観点を踏まえて、バイロン

の詩にはキリスト教の教養があまり見られず、彼の文学的特質は彼自身に属するものであ

るため、次の世代に受容されにくいと捉える一方、バイロンの作品が十九世紀初期の厭世

感情を明確に表現するものであると指摘22した。漱石はダウデンの評論を読んでバイロン

の特色を認識し、ホイットマン論でその「満腔の不平」を取り上げているのだと考えられ

る。 

 バイロンの友人であるシェリーの人生は、フランス革命の一連の出来事と重なる。ダウ

デンは、次のようにバイロンとシェリーの表現の違いを対比させている。 

 

Byron is the truest representative in our literature of the Revolution as a realized historical 

series of events. Certainly, the representative of the Revolution in its pure ideal is not Byron but 

Shelley.
23（拙訳：われらの文学において、バイロンは革命という連続の歴史的な事件の

実現を表現する真の代表者である。確かに、革命を純粋で理想的なものとして表現す

る代表者はシェリーであり、バイロンではない。） 

 

 シェリーは、ホイッグ的家系に生まれ、国教会が支配したオックスフォード大学ユニヴ

ァーシティカレッジに入学したが、宗教的不寛容の環境でゴドウィン（William Godwin, 

1756-1836）の『政治的正義』（An Enquiry Concerning Political Justice, 1793）に出会い、そ

の社会改革の精神より革命に共感した24。シェリーの革命詩は、『マブ女王』（Queen 

Mab,1813）、『イスラムの反乱』（The Revolt of Islam, 1817）、『ロザリンドとヘレン』(Rosalind 

and Helen: A Modern Eclogue, 1819）、『プロメテウス解縛』などが挙げられる。ダウデンは

これらの詩に描かれる革命精神に言及した一方、漱石のホイットマン論はギリシア神話を

                                                      
22

 Studies of Literature 1789-1877. P.27. 
23

 Studies of Literature 1789-1877. p.28. 
24

 坂口周作『シェリーの世界―詩と「改革」のレトリック―』金星堂、一九八六年、一七〜

三三頁。 
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背景とした『プロメテウス解縛』だけを取り上げている。 

 ギリシア神話の中で、プロメテウスは弱い人間を愛し、人間のために天から火を盗んで

人間に火の使い方を教えたが、天の神であるゼウス（Zeus）に罰せられ、スキティア（Scythia）

の山に縛り付けられる。シェリーは、ゼウスをジュピター（Jupiter）として描き、ジュピ

ターの王座がギリシア神話で悪魔として扱われるデモゴーゴン（Demogorgon）に取られ

たことで、プロメテウスが鎖から解き離れて自然の精霊の祝福を得ると描いている。『プ

ロメテウス解縛』の第三幕で、フランス革命の「平等」の理念が次のように書かれている。 

 

The loathsome mask has fallen, the man remains 

   Sceptreless, free, uncircumscribed, but man 

   Equal, unclassed, tribeless, and nationless, 

   Exempt from awe, worship, degree, the king 

   Over himself; just, gentle, wise; but man
25

 

（厭わしい仮面が落ち、人は 

 王笏なく、自由で、囲われぬまま――しかし人であり 

 平等で、階級もなく、部族もなく、国もなく 

 畏怖も、崇拝も、位階もなく――〈王〉は 

 自己を律し、正しく、優しく、賢く――しかし人のまま。26） 

 

 『プロメテウス解縛』はギリシア神話を通して、フランス革命の「平等」の理想を描い

ている。ダウデンは“In the “Prometheus” ages must pass away before the tyrant falls, and the 

deliverer is unbound; but the day of rejoicing is certain, even if it be far off, and in the end it will 

come with sudden glory.”
27（拙訳：『プロメテウス』の中で、暴君が下りて火の伝達者が解

縛されるまで歳月が経つ。しかし、喜びが訪れる日は確かである。それが遥か彼方にあっ

ても、結末において栄光は必ず訪れる。）とコメントしている。一方、漱石は過去の題材

や詩型に拘らないホイットマンの特色と対比するために、「「バイロン」「シエレー」は革

命の詩人なり去れども十九世紀を改良し数百年来の旧弊を一掃したる上に希臘古代の分

                                                      
25 Shelley, P. B. Prometheus Unbound: A Lyrical Drama in Four Acts with Other Poems. London: C. 

and J. Ollier. 1820. p.120. 
26

 アルヴィン宮本なほ子編『シェリー詩集』岩波文庫、二〇一三年、九一頁。 
27

 Studies of Literature 1789-1877. p.32. 
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子を注入せざれば其理想を満足せしむる能はざらん」28と論じている。 

 詩の題材への着目以外に、漱石は革命と人生観の関わりについて、次のようにバイロン、

シェリー、ホイットマンの違いを論じている。 

 

彼の「サラミス」の巌頭に箕坐して“For Greece a blush――for Greece a tear”と叫び世の

味気なきを嘆じて“Out of the day and night/ A joy has taken flight”と悲んだる詩人等浮世

を観ずること「ホイットマン」の如き能はず。四民同権の主義実行し難きを憤り一は

白眼嫉視の旋毛曲りとなり有らゆる厭世の分子を一身に引き受け「ドンジュアン」を

公けにして天下を愚弄し余憤洩らす所なく遂に南欧に客死し一は Prometheus Unbound

を作つて望を後世に属したりと雖も彼れ卅年の生涯を三分して一分は読書世界に没し

一分は空想世界に住し残る一分を挙げては醜悪不埒の世界に委ね不幸薄命を悲んで客

土に溺れぬ。此二人説く所の主義「ホイットマン」を去ること遠からず而るに其世界

観とて斯の如く異なるや居気を移すが為か養体を移すが為か抑も天稟の気質に強弱あ

るが為か時の先後人心に感ずること此の如く甚しきか。余は只「バイロン」の厭世主

義を悲んで「ホイットマン」の楽天教を壮とするのみ。29
 

 

 漱石はバイロンの『ドン・ジュアン』の中の一節を引用し、強権に圧迫されていたギリ

シアの弱小民族に対するバイロンの悲しみを示した。そして、シェリーの“A Lament” 

(1824)の一句を引用し、王に圧迫されることの悲しみを示し、彼らの人生観がアメリカ大

陸で平等と独立を享受するホイットマンの楽天思想と異なると捉えている。さらに革命の

理想に希望を抱いたシェリーの薄命に言及した。実際に、ヨーロッパの複雑な政治情勢と

アメリカの新天地の違いが詩人の人生と文学の表現に影響を与えたが、漱石はホイットマ

ンの楽天思想のほうを評価した。「「ホイットマン」は共和国の詩人なり。共和国に門閥な

く上下なく華士族新平民の区別なし」30という論述に見られるように、漱石は「平等」を

求めるホイットマンの楽天思想を論じることを通して、明治維新の「四民平等」の理想を

喚起しようとした。 

 以上の考察から、ダウデンの『文学研究』で取り上げられたフランス革命の「自由・平

                                                      
28

 『漱石全集』十三巻、七頁。 
29

 『漱石全集』十三巻、八頁。 
30

 『漱石全集』十三巻、一〇頁。 
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等・博愛」の理念に対するイギリスロマン派の呼応が、漱石によってホイットマンの「平

等」思想との対照になっていることが窺える。では、彼はフランス革命における「平等」

の理念をどのように捉えていたのか、次項でイギリス留学中に購読した文献を考察する。 

  

第三節 ルソーの自然権と東西比較文明論 

 漱石はイギリス留学の間に、イギリスの歴史家で政治家であるマレット（Sir Charles 

Edward Mallet, 1862-1947）が著した『フランス革命』（The French Revolution, 1897）を購読

した。マレットは『フランス革命』の第二章で、フランスの進歩的な知識人であるディド

ロ（Denis Diderot, 1713-1784）、ヴォルーテル（Voltaire, 1694-1778）、ルソー（Jean-Jacques 

Rousseau, 1712-1778）、モンテスキュー（Montesquieu, 1689-1755）らが、『百科全書』

（L'Encyclopédie, 1751-1772）の編集に携わっていたことを取り上げている。 

 マレットによると、百科全書派と呼ばれたこれらの知識人は教会の権威化と腐敗を批判

し、「平等」（equality）の理念を社会階層が固まった世に訴えていた。（この点について、

漱石は“natural religion and natural law”（キリスト教の自然法則）に下線を引き、「実際的史

的ナラズ科学的理論的ニテ」と書き記している31）その中で、神への信仰心を抱いたルソ

ーは、ヴォールテルの知識と芸術上の造詣及びディドロの宗教批判を批判し、エルヴェシ

ウス（Claude-Adrien Helvétius, 1715-1771）の功利主義と唯物主義に憤っていた。そのため、

ルソーは百科全書派を脱退し、『人間不平等起源論』（Discours sur l'origine et les fondements 

de l'inégalité parmi les hommes, 1755）を著した。この本で、「平等」という概念を神の与え

た争いのない自然状態として定義し、その上で社会の組織そのものが階層を作ったために

人間同士の不平等をもたらしたという認識を示し、世界が単純な牧歌的自然に立ち戻るこ

とを要請した32。 

 しかし、ルソーの「自然に帰れ」（Retournons à la nature）の思想は、人間の社会の構成

として実現不可能な理想に過ぎない。そのため、ルソーは「自然状態の社会」の構想を考

えはじめ、ホッブス（Thomas Hobbes,1588-1679）、ロック（John Locke, 1632-1704）の「社

                                                      
31 Mallet, C.E. The French Revolution (University Extension Manuals), London: J. Murray. 1897. 

pp.30.（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
32

 The French Revolution. pp.30-36 
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会契約」の考え方を継承し、さらに市民の自由と権力分立の説を示したモンテスキューの

『法の精神』（De l'Esprit des lois, 1748）の思想を踏まえて、『人間不平等起源論』の続編

である『社会契約論』（Du Contrat social, 1762）を著した。『社会契約論』は、自然状態で

いる個人が有徳で理性的であり、「平等」で自由な存在であることを前提とした。キリス

ト教の兄弟愛で繋がる「平等」な個人が全体としての共同体の共同意志に身を委ねると論

じる一方、市民との直接の契約関係を持つ政府が主権を略奪する場合、主権奪還のために

個人としての市民には自由を回復するための革命を起こす権利があると主張する。33
 

漱石は『フランス革命』の第二章の内容を読んで、読書のメモであるノート「Suggestion」

の項目で、次のように記述している。 

 

French Revolutionノ cause:—
 

(1) Rousseau. social contract  

  Montesquieu  

     Voltaire  

     Diderot  

     Encyclopaedists 

                 see Mallet The French Revolution ch.II 

(2) social condition— Each class lived apart, entrenched in its own chilling traditions. Mallet 

26 
34

 

 

 この記述から、漱石はマレットの著作を読むことを通して、フランス革命の起因が百科

全書派の啓蒙思想、ルソーの『社会契約論』、そして異なる階層の人間の相互不関心にあ

ると認識したのが窺える。ルソーは『人間不平等起源論』、『社会契約論』と三部作をなし

た教育小説である『エミール』（Emile, 1762）に描かれる理神論の思想のために、パリ大

学神学院に断罪され、パリ高等法院に逮捕状を出された。彼はヨーロッパで転々とした亡

命生活を経て、フランスに戻る際に貴族や友人のミラボー（Honoré Gabriel Riqueti, comte de 

Mirabeau, 1749-1791）の庇護を求めた。ルソーの死後、飢饉で餓死に瀕する社会低層に対

                                                      
33 The French Revolution. p.39.（マレットが“‘Man was born free’, ran the prologue to the Contract 

Social,―‘man was born free’, and is everywhere in chains.”と記述する箇所に、漱石の下線があり、

横に“Contrat Social”という記述が見られる。） 
34

 『漱石全集』二十一巻、岩波書店、二〇一八年、一五〇頁。 
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する王室と貴族の不関心がフランス革命の導火線となった。階級打破を目指すジャコバン

派は、ルソーの『社会契約論』に基づき、「自由、平等、博愛」という理念を『人権宣言』

に掲げた。 

 しかし、マレットが指摘した35ように、ルソーの『社会契約論』の論理は、個人の意思

を直接に反映し、議会民主制を否定するため、小型国家にしか適用できない。ジャコバン

派は、人間性（human nature）に無限の信頼を置くルソーの自然権の人間中心主義を信奉

し、過激な共和主義を推進した。そのため、過去の時代や貴族社会に対する軽蔑がヨーロ

ッパ中に広まり、ロベスピエールらの恐怖政治をもたらした。漱石はマレットの説明を通

して、フランス革命の歴史的教訓を知り、ノート「Suggestion」で、さらに次の読書メモ

を取った。 

 

  Rousseau，平等説，自然説ヲ主張スルニモ関セズ彼自身ノ説ヲ彼自身ノ行為に於テ

之ヲ破リ又之ヲ破ラザルヲ得ズ之ヲ奉ズル者又然リ 之ヲ調和セントセル者 Mirabeau

アリ 

Mallet, p124-127 

 equalityノ弊ハ Jacobin idealists ノヤル事ニテ分ル.moral disorderトナル conventionヲ

proscribeスレバ disciplineモ self-restraintモナクナルナリ. Mallet French Revolution 229ヲ

見ヨ.日本ノ現時ノ有様ト比較セヨ36
 

  

ノートの第一段落における「彼自身ノ説ヲ彼自身ノ行為に於テ之ヲ破リ」という記述は、

ルソーが貴族などの庇護を求めることを指している。ルイ十六世は国民会議の提案を破棄

したため、市民階級の代表する第三身分議員は、国民議会から分離して自らコミューンと

なして独立したが、コミューンの組織の不健全のために、野心的な政治家による独裁が形

成した。漱石はジャコバン派の独裁の形成過程を取り上げた『フランス革命』の第九章も

読んだ。ノートの二行目の記述に示されている「之ヲ奉ズル者又然リ」という記述は、ル

ソーの自然権の実現を理想として独裁に走ったジャコバン派の問題を指している。 

経済学者の父によって育てられ、ルソーの友人であるミラボーは、フランス革命初期の

                                                      
35

 The French Revolution. pp.40-41.（蔵書の四〇頁に漱石は「欠点」と書き記している。） 
36

 『漱石全集』二十一巻、一五二〜一五三頁。（特に「Rousseau，平等説，自然説ヲ主張スル

ニモ関セズ」という段落は、蔵書にあるマレットの著書の三八頁にも記されている。） 
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国民会議で君主制を導入しようとした温和派の政治家である。マレットの『フランス革命』

の第五章の説明によると、ミラボーは『人権宣言』の抽象的なスローガンに興味がなく、

王室を廃除することも意図しなかった。彼は法制度の不正と不公平、個人の利権を侵害す

る経済法などの問題を解決できるような穏健な組織の創出のために奔走した。フランス革

命の原因を見抜いて、階層間の相互理解と協力を求めるために、国王にフランス革命派の

民衆と調和的な立場を取るように要請した。しかし、ミラボーの提案は貴族のラファイエ

ット（Gilbert du Motier de La Fayette, 1757-1834）に冷たく拒否された。経済問題に関する

ミラボーの対策は、周囲から信頼を得ていくつかの政策を成り立たせた。彼は病死するま

で、国王の行政機関を幾度も外交危機から救った37。マレットは、フランス革命は「平等」

を実現させるのではなく、道徳の混乱をもたらしたと指摘し、規律と自制が社会慣習の美

徳であると指摘した38。 

現実に見据えたミラボーの組織力との対照の中で、漱石は組織の不健全によって民主の

コミュニケーションが機能しなくなったために、ジャコバン派の「平等」の理想が階級打

破を目指す独裁恐怖政治に変わったということを認識し、ルソーの自然権における

「Equalityノ弊」を考えた。フランス革命のもたらした恐怖政治は今日でも個人主義の行

き過ぎの鑑と見なされるが、「自由、平等、博愛」という理念は評価され続けてきた39。

漱石が書いている「日本ノ現時ノ有様ト比較セヨ」は何を指すのか、このノートでは明確

に示されていないが、漱石がマレットの指摘した「平等」の追求の問題を特に意識したの

は、日本社会の背景と決して無関係ではないだろう。 

ノート「開化・文明」と「東西ノ開化」のそれぞれでは、以下の東西比較文明論が展開

されている。 

 

他ヲ本ニスレバ duty――東洋  

                                                      
37

 The French Revolution. pp.119-126.（蔵書の一二四頁の“In his first letter to Louis, Mirabeau 

denounced all schemes of counter-revolution as ‘dangerous, criminal and chimerical,’ and made it plain 

that to his mind the only hope of saving the Monarchy lay in frankly accepting th Revolution, and in 

placing the King in cordinal co-operation with the large and loyal part of reform.”に漱石の下線があ

る。） 
38

 The French Revolution. pp.229.（蔵書の二二九頁の“No nation can accept without suffering a brand 

new code of morality and ethics even at the hands of well-intentioned men. The result was moral 

disorder. When respect for conventions was proscribed, respect for displine and self-restraint went with 

it.”に漱石の下線がある。） 
39

 Ben-Israel, Hedva. English Historians on the French Revolution. Cambridge University Press. 1986. 

p.110. 
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己ヲ本ニスレバ liberty――西洋  

平等ヲ主ニスレバ equality――西洋 

                    ―fame, wealth, power, ambition.
40

 

 

西洋開化ノ idealニ freedom, individual expansion, 人間ノ equalityナル conceptionヨリ来

ル．彼等ノ loveヲ重ンズルコト,自己ノ権利ヲ主張スルコト,自己の述作ヲ誇称スルコト,

其極ハ self-aggrandisementニ帰ス. (1) economyニテハ laissez-faire 文学ニテハNietzsche 

国民ニテハAmerica人,政体ニテハ代議政体,学説ニテハHobbes以後French Revolutionists 

science for the sake of truth, art for art sake, 皆此 freedomニ本ヅカザルナシ．此反対ニ立

ツ宗教. progress, struggleハ結果ナリ 

東洋開化ノ idealハ dutyニ帰ス selfヲ他ニ subordinateス人間ニ inequalityアル

conceptionヨリ来ル．君臣，夫婦，父子，長幼，根本的ニ inequalityアルト云フ仮定ヨ

リ来ル故ニ equalityノ side ヲ閑却ス．此 existing inequalityニ adaptスル為ニ心ノ鍛錬ヲ

ナス忠孝等ナリ 而シテ之ヲ卒業スル者ヲ君子トナヅク willノ自由ヲ得タル人ナリ.

禅家ノ修ハ掃蕩シ去ツテ此 conventionニ適シテ不自由ヲ感ゼザル様ナ willヲ有スル人

ヲ出ス41
 

 

 漱石が捉えた「西洋開化」の「理想」とは、個人の「自由」と「平等」である。彼の認

識において、「西洋開化」は経済的に中産階級を中心とした自由放任主義が形成し、ニー

チェの個人主義、アメリカ人のような独立の気風が尊重の対象となり、政治的には代議政

体が発展され、ホッブス以降に百科全書派の啓蒙思想、ルソーの『社会契約論』の影響、

フランス革命による旧体制の打破という一連の出来事で、科学による真理の追求と芸術至

上主義が展開した。そしてこれらはすべて宗教の迷信から脱して進歩を求める結果である。 

 一方、「東洋開化」については、儒教思想の五倫の教え42が規定する「君臣，夫婦，父

子，長幼」という人間同士の責任に関する認識が記述されている。この認識について、小

島毅によると、経書の解釈を重んじる朱子学の「理の具体的な内容」は「親への孝、君主

への忠といった倫理的徳目」であり、明治維新の変革をもたらしたのは「体制護持＝朱子

                                                      
40

 『漱石全集』二十一巻、七一頁。 
41

 『漱石全集』二十一巻、八三〜八四頁。 
42 趙宗正ら編集『儒學大辭典』山東友誼出版社、一九九五年、六二四〜六二五頁。 



84 
 

学、変革運動＝陽明学」の対立構図であるが、変革を求める陽明学流の維新志士派は、明

治政府の枢要となった朱子学派に負け、朱子学の倫理の徳目による身分階層が強まったと

いう43。フランス革命以降の西洋の民主主義の展開と対照すれば、儒教の五倫の伝統に基

づき、従属関係における人間同士の責任を重じ、身分階層が固まった維新前後の日本社会

では、確かに個人主義が育まれにくかった。そこで、漱石は儒教思想の影響下にある維新

前後の日本社会の近代化を「不平等」の状態として捉えた。 

 朱子学は禅僧によって日本にもたらされ、内面の心性の修養を重んじる。朱子学と禅は

江戸時代から分離しはじめたが、前掲のノートの内容に見られるように、漱石は自意識を

抑える禅の修行を「不平等」の側面への忍耐と捉えた。これは禅の修行の本来の意義を指

すのではなく、武士道の精神に導入された禅の修養が階層関係を固めるということを指し

ている。漱石はさらに「東洋開化」の解消されなかった「不平等」の問題について、人間

の心の内奥における主体的な探究を重んじる「東洋人」の必然的な傾向を次のように捉え

ている。 

 

人間ヲ無常ト云ヒ恋ヲ無常ト觀ズアキラメル為ノ道具ニ過ギズ此故ニ東洋人ハ消極的

ナリ.natureニ走ルモ之ガ為ナリ44
 

 

  漱石は学生の頃、中国文人の隠遁観を受容した鴨長明（1155-1216）の『方丈記』を英

訳した。漱石の英訳‘A Translation of Hojio-ki with A Short Essay on It’の説明の部分では、人

生の無常と自然環境での隠遁のよさを語っている『方丈記』の内容について、“Deeply 

impressed by the insecurity of life and property, he fled to nature”
45（現世と財産の不確かさをし

みじみと感じて、長明は自然に逃れた）という内容が書かれている。ノートに示されてい

る「natureニ走ル」「無常」の概念は鴨長明の無常観だと考えられる。この東洋の自然回

帰の概念は、自力で変えられない俗世から離れようとする個人の隠遁願望であり、世俗に

おける個人の「平等」の実現を求めるルソーの「自然に帰れ」の考え方とかなり異なる概

念である。 

漱石の読書メモの一つであるノート「Nature」の最後の部分に、ルソーの「自然」に関

                                                      
43 小島毅『儒教が支えた明治維新』晶文社、二〇一七年、一八頁。  
44

 『漱石全集』二十一巻、八四頁。 
45

 『漱石全集』二十六巻、岩波書店、二〇一九年、四一五頁。 
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する以下の認識が示されている。 

 

 England deism a religion of nature. 

                traditional phraseology. 

Rousseau's nature―[to do away with] kings, nobles and priests 

       ―accumulated rubbish of obsolete institution 

       ―natural state of society 

       ―reason instead of tradition
46

 

（拙訳：イギリスの一神教、自然の信仰、伝統的な修辞。ルソーの自然―国王、貴族、

聖職者、並びに旧式の社会機関の旧弊を除去する。自然状態の社会。伝統よりも理性。） 

 

 このノートは、漱石が様々な文学史（例えば、ビーアズの『十八世紀イギリスロマン主

義』、『十九世紀イギリスロマン主義』、ブランデスの『十九世紀文学主潮』）や著書を読ん

で記した読書の内容である。十八〜十九世紀のロマン主義思潮を軸にして、イギリスロマ

ン派、フランスロマン派、ドイツロマン派の詩や小説の自然描写の特色が記述されている。

上掲の内容は、ルソーの自然権への認識の反映であり、マレットが捉えたルソーの自然権

の影響に近い。書名は記されない47が、筆者の考察では、レスリー・スチーヴン（Leslie 

Stephen, 1832-1904）の『十八世紀イギリス思想史』（History of English Thought in the 

Eighteenth Century, 1876）における次の内容と一致しているのを見つけた。 

 

To return to nature was with Rousseau and his followers to get rid of kings, nobles, and priests, 

who could no longer rule or teach. By sweeping away the accumulated rubbish of obsolete 

institutions, whose authority rested upon blind instinct of reason, we should come upon a pure, 

simple, reasonable, or ‘natural’ state of society. The state was vaguely concieved as having 

possibly existed in some remote past; as being preserved in certain primitive and uncorrupted 

societies of Alpine peasants, or even savage tribes; or as being that purely ideal state which 

would be made actual if every political or social institution rested upon pure reason, instead of 

                                                      
46『漱石全集』二十一巻、四五五頁。  
47

 このノートの内容について、『漱石全集』二十一巻（岩波書店、二〇一八年、四五五頁）で

も注釈がなされていない。 
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including an arbitary traditional element.
48

 

 

 実際に漱石は「文壇における平等主義の代表者『ウオルト・ホイットマン』Walt Whitman

の詩について」（明治二十五年十月、『哲學會雜誌』第六八号）と「英國詩人の天地山川に

對する觀念」（明治二十六年三月、『哲學會雜誌』第七四～七六号）で、すでにレスリー・

スチーヴンに言及している。『十八世紀イギリス思想史』は漱石の蔵書に所蔵されていな

いが、蔵書の紛失か図書館で読んだ可能性が考えられる。『十八世紀イギリス思想史』に

おける上掲の内容を考察することで、漱石がノートに記したものは、あらゆる階層社会を

打ち壊して、一神教の理性に基づいた自然状態の社会を求めるルソーの自然権に関する認

識であるのが窺える。この特徴が東洋の自然観とかなり離れている。 

  

第四節 『フランス革命と英文学』の影響 

 次に、漱石がどのようにフランス革命に関する読書の内容を、留学後の著作に取り入れ

たかを中心に考察する。 

 漱石の蔵書の中で、ダウデンのもう一冊の著作、『フランス革命と英文学』（The French 

Revolution and English Literature, 1897）が所蔵されている。第一章‘Precursors of Revolution’

において、ダウデンは自然の一部である人間を科学の研究対象とするという考えについて、

バックル（Henry Thomas Buckle,1821-1862）の『イギリス文明史』（History of Civilization in 

England, 1858）、及びダーウィンの生物進化論を取り入れて社会組織における宗教の役割

を重要視するベンジャミン・キッド（Benjamin Kidd, 1858-1916）の『社会の進化』（Social 

Evolution, 1894）を重要な著作として取り上げている49。漱石の蔵書を調べれば、漱石はダ

ウデンの著書を読んで、当時のイギリスの社会背景と進化論を理解するため50に、『イギ

                                                      
48

 Stephen, L. History of English Thought in the Eighteenth Century. 2 vols. New York: G.D. Putnam’s 

soms, vol.1. 1876. p.449.  
49 Dowden, E. The French Revolution and English Literature. London: Kegan Paul, Trench, Trübner & 

Co. 1897. p.6. （『漱石全集』二十七巻、岩波書店、二〇二〇年、「漱石山房蔵書目録」に記載

されている版に拠る。）（六頁に言及される著書の著者に漱石は下線を引いている。） 
50

 漱石は明治三十五年三月十五日に義理の父である中根重一宛書簡の中で、「目下日夜読書と

ノートをとる」、「「（前略）開化を構造する諸元素を解剖して其聯合して発展する方向よりして

文芸の開化に及す影響及其何物かを論ず」る積りに候斯様な大き〔な〕事故故哲学にも歴史に

も政治にも心理にも生物学にも進化論にも関係致候」と述べている。（『漱石全集』二十二巻、
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リス文明史』、『社会の進化』も購読していた51ということが窺える。 

 ダウデンはこれらの著作に見られる歴史研究の方法を踏まえつつ、人間の完全性を求め

るキリスト教の教義に対して、フランス革命以前にヨーロッパに広まりつつあった人間感

情の解放運動が起きていたことに着目した。特に文学の分野において、センチメンタリズ

ムを表現する作品として、ルソーの『新エロイーズ』（Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761）、

ゲーテの『若きウェルテルの悩み』（Die Leiden des jungen Werthers, 1774）、スターンの『ト

リストラム・シャンディ』（The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, 1759-67）を

取り上げた。そして、個人の感情を優先さることが社会秩序の崩壊を招きかねないと捉え

る一方、個人の感情の重視が、徐々に他者への「同情」の感情と結び合って、社会秩序の

安定を導く新たな「博愛」の精神を形成させ、人間性（human nature）が重要視されるよ

うになり、人間性の重視がフランス革命を促す一つの原因となったと指摘した52。マレッ

トの『フランス革命』は歴史的事件と自然権の内容に着目する研究であるのに対して、ダ

ウデンの『フランス革命と英文学』はヨーロッパロマン主義における感情の解放の側面を

新しい着眼点として、文学の分野から歴史を考察するものである。 

 漱石のノート「現代 art」の冒頭には、「現代 art 余云フ French Revolution ノ結果

democratic movementノ結果ナリ」53という記述が見られる。同ノートを調べると、ロマン

派の作品に関する記述（例えば、「Byron―anti-social」54）が見られ、ダウデンの『フラン

ス革命と英文学』の内容もメモされている。漱石は「情ヲシテ博愛主義ナラシメタリ」55

というようにダウデンの観点を記述した。その上で、ダウデンがフランス革命を促したル

ソーの「自然に帰れ」（Retournons à la nature）を“return to nature”
56（漱石の下線あり）と

して取り上げたことを次のように記述している。 

  

                                                                                                                                                        
岩波書店、二〇一九年、二七四頁。）漱石は東京大学にいる時、すでにダウデンの『文学研究』

を読み、前掲の先行研究が明らかにしたように漱石が師事したクレイグ先生がダウデンの知り

合いである。そして、ダウデンの著作に関する読書の内容をもノートに書き留めている。さら

に、ダウデンの『フランス革命と英文学』では、いくつかの進化論の著作を取り上げている。

漱石がダウデンの影響でこれらの書物を読んだと推論できる。 
51

 『漱石全集』二十七巻（岩波書店、二〇二〇年）の蔵書目録を参照する。 
52

 The French Revolution and English Literature. pp.8-9.（蔵書には漱石は複数箇所に下線を引き、

「十八世紀ノ情、sentimentalism→philanthropy」という書き込みが見られる。） 
53

 『漱石全集』二十一巻、六四二頁。 
54

 『漱石全集』二十一巻、六四三頁。 
55

 『漱石全集』二十一巻、六五二頁。 
56

 The French Revolution and English Literature. p.13. 
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○革命ハ如何ナルコトヲ意味スルカ．a return to nature ナリ Dowden p.14 ニ其意味ヲ説明

セリ 

（１）人工的煩瑣的生活，宮庭，教会―深林，野谷ノ気楽ナル生活 

（２）人工的美・園芸―天然美 

（３）大官公卿ノ感情―田夫野人ノ感情モ自然ニシテ咏フベシ 

（４）位階勳爵アル古ニ尊カラズ―人間ナルガ故ニ尊シ 

（５）束縛，権威―自由（無限）57
 

 

 ダウデンの捉え方を見れば、“a recognition in politics of man as man”
58（政治における人

間の利権への承認）という捉え方は、明らかにルソーの自然権とフランス革命の理想であ

るのを指している。一方、漱石のメモにも見られる田舎の自然美に対する愛着、感情の重

視、自由の追求という要素は、ルソーの「自然に帰れ」の特質とも、フランス革命前後の

イギリスのナチュラリズムの特質とも言える。この共通点に関して、ダウデンはフランス

革命に対するイギリス前期ロマン派の詩人であるクーパー（William Cowper, 1731-1800）

の反感を取り上げる一方、フランス革命が起こる以前の詩作に着目し、“feeling for 

simplification and his humanitarian sentiment that Cowper belongs to the Revolution.”
59（拙訳：

平易化を求める情緒と人道主義の感性という特質から見れば、クーパーは革命の側に属す

る）と捉えている。つまり、イギリス社会はナチュラリズムの発展の中でルソーの「自然

に帰れ」に似ているような特質が徐々に形成していたが、それはフランス革命のような階

級打破に繋がらなかった。 

 漱石は『フランス革命と英文学』の第一章以外に、特に第四章‘Early Revolutionary Group 

and Antagonists’を読んでノートでメモを取った。ダウデンは第四章で前期ロマン派詩人の

一人であるバーンズの「鉄砲事件」をより詳しく述べ、フランス革命に同情を示すバーン

ズの詩である「傲慢なガリアの侵入は脅威か」（仮訳）（Does Haughty Gaul Invasion Threat? , 

1795）を取り上げた。さらに、バーンズの詩に見られる感情の流露について、“Burns, the 

peasant-poet of Equality, was interpreting the new passions of the age”
60（拙訳：平等を示す農夫

詩人バーンズは、新しい時代のパッションを解釈していた）と捉えている。漱石のノート

                                                      
57

 『漱石全集』二十一巻、六五二頁。 
58

 The French Revolution and English Literature. P.14.（蔵書のこの頁に傍線が引かれている。） 
59

 The French Revolution and English Literature. pp.33-34. 
60

 The French Revolution and English Literature. p.152. 
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では、「Burns (Dowden 142) less romantic than passionate.理屈主義ヨリ革命ニ同情ヲ表セシ

ニアラズ equalityノ反上流，村舎ノ幸福」61という記述が見られる。革命に対するバー

ンズのパッションに着目した点はダウデンと一致している。 

 ダウデンはバーンズに続いて、フランス革命に呼応したワーズワース、コールリッジ、

サウジー（Robert Southey, 1774-1843）の名を取り上げた。ワーズワースはフランス革命に

希望を抱いて恐怖政治の現実に直面した結果、神のいる「自然」（万有神論）に救済を求

めるようになり、革命の激動期に創作し始めた『隠士』（The Recluse, 1888）（作者死後に

出版された）、『序曲』（The Prelude, 1850）（同）、またその後の『逍遥遊』（The Excursion, 

1814-16）で個人の感情を詠っても、フランス革命に対する若い頃の興奮感がもはや見ら

れない。ダウデンはこの点を提起しつつ、“Revolution did an injury to art; it tended to convert 

the poet into a declaimer, a preacher, the missionary of an ill-considered evangel.”
62（拙訳：革命

は芸術を傷付ける。革命は詩人を熱弁家、伝道者、熟慮のない福音書の宣教師に改心させ

る。）とコメントし、この点に関してコールリッジ、サウジーにおける宗教の探究にも言

及した。漱石のノートの同じページでは、この部分に関する記述が見られる。ダウデンは

第五章‘Recovery and Reaction: Wordsworth And His Friends’でワーズワースにおける自然の

救済について詳述し、第六章‘Renewed Revolutionary Advance: Moore, Landor, Byron, Shelley’

で、第二期ロマン派の詩人たちの新しい革命精神について述べるが、本論はバイロンとシ

ェリーの革命精神について前項で示した。 

 ダウデンの『フランス革命と英文学』について漱石が着目した箇所を見てきたように、

彼は読書を通して、フランス革命のもたらしたプラスとマイナスの影響の両側面を認識し

ていた。漱石の『文学論』（明治四十年五月）（1907.5）は、イギリスロマン派の作品を多

く例示し、心理学や社会進化論の方法でイギリスロマン派の詩を分析することを論旨とす

る。その中で、『フランス革命と英文学』は次のように取り上げられている。 

 

仏国革命の如き大狂瀾の、集合意識を冒して自由、平等、四海同胞の観念が一般民衆

の意識界の頂点に高く旛旗をかゝぐる時、文界の意識亦之に呼応して、政海の風雲と

徴逐せるも亦著しき事実なり。Dowdenの著はせる The French Revolution and English 

                                                      
61

 『漱石全集』二十一巻、六五三頁。 
62

 The French Revolution and English Literature. p.154.（蔵書のこの箇所に漱石の傍線、「革命ノ

影響」などの記述が見られる。） 
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Literatureは両者の関係を説いて委細なり。63
 

 

 「自由、平等、四海同胞の観念」は、フランス革命の掲げる理念、「自由、平等、博愛」

である。「文界の意識亦之に呼応して、政海の風雲と徴逐せる」という表現は、イギリス

ロマン派がフランス革命に呼応したことを指していると考えられる。 

 

第五節 初期作品に描かれるフランス革命 

『文学論』の出版は、漱石の初期作品が創作される時期と重なっている。フランス革命

に対する関心と初期作品の創作は無関係ではない。漱石の初期作品の中で、『草枕』（明治

三十九年九月～四十年一月、『新小説』）、『二百十日』（明治三十九年十月一日、『中央公論』）、

『野分』（明治四十年一月一日、『ホトトギス』）は、「革命」という言葉を用いている。駒

尺喜美は、熊本の小天温泉を題材にした『草枕』の中の「革命」について、中国革命支援

運動に身を投じた宮崎滔天と前田卓子一家の自由民権運動期の背景との関わりを指摘し

た64。ほかの先行研究は初期作品の「革命」を「文明の革命」65や社会改革66と捉えてきた。

ここで本論の問題意識との関連として、初期作品に描かれる「革命」という言葉について

考えたい。 

 『草枕』では、明治維新以降に没落した旧士族一家の直面した経済構造の変化が描かれ

ている。ヒロインである那美は旧士族の家に生まれて、両親の利欲心で市街地の銀行に務

める男に嫁がせられた。ところが、日清戦争後の不況で銀行が潰れた。那美は離縁され、

実家に恥をかかせる行動を取っていた。その後、窮地に陥った前夫は彼女に金を借りて、

満州の新開地に赴く。彼女のいとこである久一は徴兵されて日露戦場に赴くところだった。

画工は汽車の乗り場でこの一家の離散に立ち会い、那美の前夫といとこが同じ汽車に乗り、

貨物のように汽車に乗せられて、日露戦場に運ばれていくことについて、次の考えを示し

ている。 

                                                      
63

 『漱石全集』十四巻、岩波書店、二〇一七年、四五二頁。 
64 駒尺喜美「「草枕」の舞台裏―前田卓子と革命―」『日本文学』三二（五）、一九七四年、六
〜二六頁。 
65 酒井英行「『二百十日』の周辺:明治三十九年後半の漱石」『日本文学』三四（六）、一九八

五年、四四〜五四頁。 
66 水川隆夫『漱石と明治』文理閣、二〇一八年、八二〜八五頁。 



91 
 

 

憐れむべき文明の国民は日夜に此鉄柵に嚙み付いて咆哮して居る。文明は個人に自由

を与へて虎の如く猛からしめたる後、之を檻穽の内に投げ込んで、天下の平和を維持

しつゝある。此平和は真の平和ではない。動物園の虎が見物人を睨めて、寐転んで居

ると同様な平和である。檻の鉄棒が一本でも抜けたら――世は滅茶〻〻になる。第二

の仏蘭西革命は此時に起るのであらう。個人の革命は今既に日夜に起りつゝある。北

欧の偉人イブセンは此革命の起るべき状態に就て具さに其例証を吾人に与へた。67（一

六八頁） 

 

 冒頭の自然描写において、『プロメテウス解縛』と同年に創作されたシェリーの「ひば

りに寄せて」（“To a Skylark”, 1820）の内容が引用されている。また、作中にワーズワース

の「水仙」（“I Wondered Lonely as a Cloud”, 1815）も言及されている。しかし、作中にお

けるイギリスロマン派の詩の引用と最後の「仏蘭西革命」は、作品の表現において密接な

繋がりが示されていない。この二本の詩が自然描写を中心とし、革命に触れていないこと

も関連するのだろう。画工の「第二の仏蘭西革命」という言葉は、実際に漱石のノート「開

化・文明」の次の内容に由来するものである。 

 

Crozier Civ.340 余云フ封建ヲ倒シテ立憲政治トセルハ兵力ヲ倒シテ金力ヲ移植セルニ

過ギズ.剣戟ヲ癈シテ資本を以テスルニ過ギズ（中略）French Revolutionハ矢張 feudalism

ヲ倒シテ capitalismニ変化セルニ過ギズ第二ノ French Revolution ハ来ルベシ。68 

 

 クロージア（John Beattie Crozier, 1849-1921）の『文明と進歩』（Civilization and Progress, 

1898）は、フランス革命後の市民社会における資本の集中と経済の矛盾を指摘している69。

漱石はその内容からフランス革命後における封建社会から資本主義社会への移行の過程

を読み取り、資本主義に内在する階級問題に対して「第二ノ French Revolution」がやって

くると捉えた。そして、「第二ノ French Revolution」という言葉を『草枕』に用い、作中

人物である画工の口を通して「第二の仏蘭西革命」の到来を語っている。ただし、フラン

                                                      
67

 『漱石全集』三巻、岩波書店、二〇一七年、一八六頁。 
68

 『漱石全集』二十一巻、岩波書店、二〇一八年、五八頁。 
69

 Crozier, J. B. Civilization and Progress. Fourth Edition, revised and enlarged. London: Longmans, 

Green & Co. 1898. p.340.（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
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ス革命以降の資本主義経済の階級問題に着眼したクロジアの観点と異なって、『草枕』は

独自の展開を示している。 

 『草枕』の描き出した世界を見れば、画工の言う「文明」とは、封建階層の解体と資本

主義経済の発展を押し進めた明治社会を指している。「文明は個人に自由を与へて虎の如

く猛からしめたる」という表現は、近代における個人主義の発展の行き過ぎを指している。

そして、「之を檻穽の内に投げ込んで、天下の平和を維持しつゝある」というのは、従軍

者を乗せる汽車の象徴する科学技術に向ける批判よりも、日露戦争前の資本主義社会で高

まった軍国主義の中で、個人の自由が制限されるという問題を指している。つまり、画工

は国民が国家の犠牲になる戦時体制の中で、いつか個人の自由を求める国内の「第二の仏

蘭西革命」がやってくると語っているのである。  

 興味深いのは、画工は「第二の仏蘭西革命」のもたらす「個人の革命」について、「北

欧の偉人イブセン」に言及している。ノルウェーの劇作家であるイプセン（Henrik Johan 

Ibsen, 1828-1906）は、『人形の家』（Et Dukkehjem, 1897）などの作品を通して家庭におけ

る女性の自我の解放を描き、明治四十年頃に「問題的文藝」として評価されていた。『草

枕』が書かれた時点で、島村抱月の文芸協会が設立されたばかりであり、『人形の家』の

上演もその後のことになる。『夏目漱石集 2』における『草枕』の注では、イプセンに関

する漱石の談話が補充情報として取り上げられている70。その中で「夏目漱石文学談」（『早

稲田文学』八号、明治三十九年八月一日）においては、次の観点が見られる。 

  

現今の文明が又一方に於てこの個人主義に対するレヹリング、テンデンシー（平衡的

傾向）とでもいつたやうな傾向があつて、個人的な傾向ばかり進まして置かぬやうに

なつてゐる。つまり強い烈しい個人主義と、これを平均しやうとする一般の傾向と、

この二つの相反した傾向が妙な具合に並んで進んで行くのです。詳しく言へば少しは

面白い事が云へさうです。で個人主義のことを自覚といつても、無論悟りといふのと

は違ひませう。イブセンの描いた人物などが、このレヹリング、テンデンシーに対し

て個人主義の矛盾を自覚したものでせう。71
 

  

                                                      
70

 夏目漱石著『夏目漱石集 2』（『日本近代文学大系』二十五巻）角川書店、一九六九年、五二

六頁。 
71

 『漱石全集』二十五巻、岩波書店、二〇一八年、一八九頁。 
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 漱石は、個人主義そのものが日本に入ると、それに対する反動的な勢力が起きるという

ことを捉えている。一方、イプセンの描いた強烈な個性を持つ主人公たちが、そういう反

動的な勢力の存在する社会に対して個人主義の矛盾を自覚する人間像であると指摘して

いる。前の引用において、『草枕』の画工は、「第二の仏蘭西革命」を「個人の革命」と結

び付けて、「個人の革命は今既に日夜に起りつゝある。北欧の偉人イブセンは此革命の起

るべき状態に就て具さに其例証を吾人に与へた」と語っている。この表現には、漱石がフ

ランス革命への認識に基づき、イプセンの劇で表現される個人主義の傾向に着目すること

が反映されている。画工が「個人の革命」の可能性を述べるのは、反父権、反軍国主義の

態度を示すヒロインの那美がいつか不幸な人生から解放されることを指していると思わ

れる。 

初期作品の創作の前に、漱石は島崎藤村の『破戒』（明治三十九年三月）を読み、四月

三日に弟子の森田草平宛の書簡で次のように書いている。 

 

破戒読了。明治の小説として後世に伝ふべき名篇也。金色夜叉の如きは二三十年の後

は忘れられて然るべきものなり。破戒は然らず。僕多く小説を読まず。然し明治の代

に小説らしき小説が出たとすれば破戒ならんと思ふ。君四月の芸苑に於て大に藤村先

生を紹介すべし72
 

 

 『破戒』は、維新後にも明治社会に残される封建制の残滓（家父長制、部落民差別問題）

を暴き出す作品である。漱石は『破戒』の時代的意義を評価した。その後、『草枕』と『二

百十日』の創作の間の十月二十六日に、鈴木三重吉宛の書簡の中で次のように『破戒』に

触れている。 

 

僕は一面に於て俳諧的文学に出入すると同時に一面に於て死ぬか生きるか、命のやり

とりをする様な維新の志士の如き烈しい精神で文学をやつて見たい。それでないと何

だか難をすてゝ易につき劇を厭ふて閑に走る所謂腰抜文学者の様な気がしてならん 

破戒にとるべき所はないが只此点に於テ他を抜く事数等であると思ふ。73
 

 

                                                      
72

 『漱石全集』二十二巻、岩波書店、二〇一九年、五〇八頁。 
73

 『漱石全集』二十二巻、六二九頁。 
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 『破戒』を読んだ漱石は、「維新の志士の如き烈しい精神で文学をやつて見たい」と述

べるように、創作の意欲が生じた。漱石が捉えた志士のような精神は、明治維新の封建制

打破と「四民平等」の理想を目指して、変革を求める陽明学流の維新志士派の精神だと思

われる。そしてこの精神は『草枕』の連載中に書かれた『二百十日』の創作に繋がるもの

である。 

 『二百十日』は、豆腐屋の倅である圭さんと士族出身の禄さんの阿蘇山登山を描いた短

編作品である。作品全体は、会話を通して人物の性格や出身を表現し、構成面で纏まった

印象を与えないが、豆腐屋の圭さんが「華族と金持ち」を「眼の敵」にし、士族の禄さん

を誘って「不公平な世の中を公平にしてやらう」（一八四頁）という「慷慨」の意志を示

しているところから、社会階層や階級の「不平等」を問題視する地方の民と士族の社会改

革の理念が窺える。作中にフランス革命に関する表現が見られる。圭さんは禄さんに、「ヂ

ツキンスの両都物語りと云ふ本を読んだ事があるかい」（二二四頁）と聞き、次のように

説明している。「仏国の革命の起る前に、貴族が暴威を振つて細民を苦しめた事がかいて

あるんだ」、「なあに仏国革命なんてえのも当然の現象さ。あんなに金持ちや貴族が乱暴を

すりや、あゝなるのは自然の理窟だからね。」（二二五頁）ディケンズ（Charles Dickens, 

1812-70）の『二都物語』（A Tale of Two Cities, 1859）は、フランス革命の前後を背景にし

て、権力者や貴族に対する民衆の過酷な復讐心を描く作品である。ただし、フランス革命

と「自然の理窟」が結びつけられることと『二都物語』の内容との繋がりが見られないた

め、圭さんの言説を理解するには、前述のルソーの自然権の展開から考える必要がある。 

 ダンデンは『フランス革命と英文学』の中で、ルソーの教育小説である『エミール』を

取り上げている。漱石の蔵書の中で『エミール』が所蔵されている。自然の子どもである

エミールは、フランスの特権階級とお金持ちと相容れないように描かれている。漱石の初

期作品（特に『二百十日』、『坊ちゃん』）は『エミール』に関する直接の言及がないが、

社会階層や階級の不平等や金権への憎悪の感情が表現されるのは、『エミール』の問題意

識を引き継いだものだと思われる。さらに、『二百十日』の中で、圭さんはフランス革命

に繋がる「自然の理窟」を阿蘇山の噴火現象に連想し74、「ほら、あの轟々鳴つて吹き出

                                                      
74

 筆者は「夏目漱石における「平等」への思索と自然」（中国文化大学日本語文学科国際シン

ポジウム「日本の言語・文化・思想・宗教・社会・歴史に関する研究と教育」台湾中国文化大

学、二〇一九年五月一八日）という会議論文で、フランス革命に対する漱石の関心と、それま

でに重視されていなかった初期作品の描いた「革命」と風景描写の関連性について検討を試み

た。この問題意識は先行研究の検討により最初から形ができたものであるが、服部徹也の『は
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すのと同じ事さ」（二二五頁）と語っている。圭さんと禄さんの阿蘇山登山は、ルソーの

「自然に帰れ」に基づいた「平等」の探究の心象を日本の風景に見出す旅であると言える。 

 次作の『野分』の題名は、台風の意味を取る『二百十日』の題名から引き継いだもので

ある。『野分』は、年寄りの教師である白井道也が自身の人格論を完成させるために妻を

貧しい窮地に置き、その教え子だった高柳周作が道也の人格に感動し、肺病療養のために

友人の中野春台からもらったお金で白井道也の著作を買ったと描いている点が、金銭至上

主義を批判する白井道也の理念と矛盾する。そのために『野分』は構成上において評価さ

れない作品であるが、道也は室外で行われる講演会で、野分の大風が吹く中で、「明治四

十年」の間における政治熱の「初期」、資本主義体制が社会に根付いた「中期」の発展に

対して、沈滞に傾ける「後期」、すなわち日露戦後の社会不況の中を生きる青年の世代が

「自ら波瀾を起すのである。之を革命と云ふのである」（四三一頁）と語っている。これ

はフランス革命を直接的に言及した『草枕』と『二百十日』の問題意識を引き継いだ箇所

であると言える。 

 

 

 

                                                                                                                                                        
じまりの漱石』（新曜社、二〇一九年九月）の出版の際に第七章が加筆され、本論のこの箇所

に似た問題意識が書かれている。『二百十日』における火山の描写とカーライルの『フランス

革命史』の中に用いられた火山の隠喩について指摘した箇所に同意する。 
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第四章 『妖精の女王』とスペンサー連の投影―『夢十夜』の女性像 

 

第一節 学問史の中の『妖精の女王』 

漱石はイギリス留学（1900-1902）の間の前の半年に、ロンドン大学でケア教授（William 

Paton Ker, 1855-1923）の講義を聞いていた。高宮利行の考察1が示したように、ケアは当

時ロンドン大学で、「英文学概論及び文学史」、「中世英文学史及び古英語」の講座を担当

していた。漱石はケアの講義に参加して、明治三十三年十一月二十一日の日記に「Kerノ

講義ヲ聞ク面白カリシ」2と書き記している。ケアには、『叙事詩とロマンス』（Epic and 

Romance. Essays on Medieval Literature, 1897）という著書がある。漱石の蔵書には『叙事詩

とロマンス』が見られる。ケアは『叙事詩とロマンス』の中で、ロマン派文学におけるス

ペンサー（Edmund Spenser, 1552-1599）の影響、及び中世ロマンスの代表作3である『妖精

の女王』（The Faerie Queene, 1590）の第一巻「赤十字の騎士（Knight of the Red Cross）即

ち「神聖」（Holiness）の物語」に言及している4。しかしその内容について詳しく述べな

かった。 

明治三十四年四月十三日の漱石の日記において、スペンサーに関する次の記述が見られ

る。「雨ナリ再ビ Elephant & Castle ニ至リ Smith Bible Dictionary其他ヲ買フ 1679 ノ Spenser

ノWorks此中ニアリ」5「1679ノ SpenserノWorks」とは、漱石の蔵書にある The Works of 

That Famous English Poet, Mr. Edmund Spenser（1679）である。この作品集の中に『妖精の

女王』が収録されている。『妖精の女王』は、キリスト教の新約聖書の寓意、ローマ神話、

ギリシア神話とアリストテレスの哲学を基底にして、騎士道の伝統に龍、巨人、魔法使い、

魔の城などの超自然の要素を加えて、妖精の国の騎士と美女の愛と試練を物語る英詩であ

る。漱石の日記において新約聖書と『妖精の女王』が同時に言及されていることから、漱

石は『妖精の女王』における新約聖書の寓話を理解するために、古本屋で新約聖書の辞書

                                                      
1
 高宮利行「ユニヴァーシティ学寮の講義と漱石」『英語青年』一九八三年八月号、一六～一

八頁 
2『漱石全集』十九巻、岩波書店、二〇一八年、二九頁。 
3
 間杉貞訳『イギリスロマン派の詩』千城、一九九一年、一一頁。 

4
 Ker, W.P. Epic and Romance: Essays on Medieval Literature. London: Macmillan & Co.1897. p.343. 

（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
5
 『漱石全集』十九巻、七三頁。 
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を探していたということが推察できる。 

漱石の蔵書の中に、スペンサーの『妖精の女王』は四つの版6が所蔵されている。その

中で、ハドソン教授（William Henry Hudson, 1841-1922）とパーシヴァル（Harrington Hugh 

Melville Percival, 生没年不詳）教授の作品紹介が付いている版があり、漱石はこの二つの

版の第一巻だけ購入した。パーシヴァルは、古典主義詩人であるダヴェナント（Sir William 

Davenant, 1606-1668）が『妖精の女王』の表現を「不思議な夢」として形容したことを取

り上げ、“extraordinary dreams, such as an excellent poet or painter may have in the beginnings of 

a fever”
 7（拙訳：優れた詩人や画家が狂熱の初段階に見る不思議な夢）というように紹介

している。一方、ハドソン教授は、スペンサーの『妖精の女王』が色彩感覚と具体像の描

写に優れ、ワーズワース、コールリッジ、サウジー、スコット、キャンベル、シェリー、

キーツ、テニソンら、十九世紀のイギリス詩人の詩作に影響を与えたと指摘している8。 

漱石は、文学史におけるスペンサーの位置づけを捉えるために、さらにフェルプスの『イ

ギリスロマン主義運動の初期』とビアーズの『十八世紀イギリスロマン主義』を参照した。

フェルプスは十八世紀を中心にスペンサーの詩形を模倣する詩人、すなわち「スペンサー

連」（the imitators of Spenserian stanza）を紹介している9。ビアーズもその著書の第三章‘The 

Spenserians’でスペンサーの『妖精の女王』の詩形を模倣する十八世紀の詩人たちを紹介

している10。本論の序論でも取り上げたが、漱石は帰国後の著作である『文学論』（1907.5）

第五編第五章「原則の応用（三）」において、イギリスロマン主義思潮を捉える際に、次

のようにビアーズとフェルプスの文学史の内容を纏めている。 

 

Beersは其著書中に述べて曰く浪漫派の Spenserに負ふ所あるは、其沙翁に負ふ所ある

                                                      
6
 筆者の調査では、Spencer, E. The Works of That Famous English Poet, Mr. Edmund Spenser. 

London: J. Edwin.1679.; Spencer, E. The Faerie Queene; Epithalamion. (Globe Edition).New York: D. 

Appleton&Co.1886 という版には全六巻揃っている。一方、Spencer, E. The Faerie Queene. Book1. 

Ed. with Introduction and Notes by H.M. Percival. London: Macmillan & Co. 1894.; Spencer, E. The 

Faerie Queene.Book1. Ed. with Introduction by W.H. Hudson. (Dent’s Temple Series of English Texts). 

London: J.M. Dent & Co.（出版年不明）の二つの版とも、作品紹介が付き、第一巻しか収録さ

れていない。 
7
 Spencer, E. The Faerie Queene. Book1. Ed. with Introduction and Notes by H.M. Percival. London: 

Macmillan & Co. 1894. p.xii. 
8
 Spencer, E. Ed. with W.H. Hudson.The Faerie Queene.Book1. (Dent’s Temple Series of English 

Texts). London: J.M. Dent & Co.（出版年不明）. p.xi 
9
 Phelps, W.L. The Beginnings of the English Romantic Movement: A Study in Eighteenth Century 

Literature. Boston: Ginn & Cp. 1902. pp.47-86. 
10

 Beers, H.A. A History of English Romanticism in the Eighteenth Century. London. Kegan Paul. 

1899. p.62-101. 
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よりも多大なるに似たりと。Spenserの浪漫的なる固より典型派の跳梁せる十八世紀に

在つて渇仰の信を博するに由なし。彼を以て文界の照星となせるは同じく十九世紀に

始まるが如し11
 

 

Phelpsは English Romantic Movementを著はせるもの、書中とくに‘Spenserian Revival’の

一篇を設けて詳かに其顛末を説けり。其言に曰く「Spenserの模倣者がかく続出せるに

関はらず、吾人の深く注意すべき重要なる事実は、其多数の誠実ならざる模倣者なる

にあり。彼等は単に娯楽の為めに Spenserを誦読せるのみならず、又娯楽の為めに彼の

詩風を擬せり。Spenserian formを用ゐたるものに諷刺詩及び滑稽詩多きは全く之が為め

なり。Augustan age の精神は其気運の最頂点に達して既に漸く降下せる後も逡巡として

文界に留まる事之を久しうせり。而して Spenserの模倣者にして此影響を蒙らざるもの

は殆んど稀なり。Thomsonの The Castle of Indolenceは此種の述作中優に群を抜くもの。

しかも作者は詩中に幾多の諷刺を混入するの必要を認めたるが如し。Shenstone の始め

て The Schoolmistress を著すや毫も真面目の意なかりしのみならず、世人の戯を目して

本領となさん事を恐れたり。他は推して知るべきのみ」と。12
 

 

この記述から、イギリスロマン主義思潮における『妖精の女王』の位置づけとスペンサ

ー連に関する漱石の認識が窺える。漱石が読んだ文学史は十八世紀を中心に「スペンサー

詩形」（Spenserian form）の受容の歴史を辿ることに多くの紙数を費やしている。 

日記の考察から、漱石自身が『妖精の女王』を読んでいたことを確かめたが、彼はロマ

ン主義文学史以外に、『妖精の女王』のどの側面に興味を惹かれたのだろうか。これにつ

いて、本論は漱石の創作の実践から探ってみたい。『文学論』の出版後、漱石は明治四十

一年（1908）七月二十五日～八月五日の間に、『東京朝日新聞』に小品の『夢十夜』（のち

『四編』所収）を連載した。内田道雄は『永日小品』（明治四十二年一月十四日～三月十

四日）が昼間の夢を描いた作品であるのに対して、『夢十夜』が「闇」の夢の世界を描い

                                                      
11

 『漱石全集』十四巻、岩波書店、二〇一七年、四七六頁。漱石の文学論ノート「Romanticism」

（『漱石全集』二十一巻、岩波書店、二〇一八年、六二四頁）では、ビアースの著書（A History 

of English Romanticism in the Eighteenth Century. London. Kegan Paul. 1899. pp.77-79）を参照した

筆記が見られる。 
12

 『漱石全集』十四巻、四七八～四七九頁。 
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た作品13であると捉えた。ハドソン教授とパーシヴァル教授の作品鑑賞を詳しく読めば、

両者とも『妖精の女王』の描写について「闇の奇想」（“darke conceit”）という特徴を指摘

14している。漱石の英詩と作品の比較研究の中で、池田美紀子だけが漱石の『妖精の女王』

の蔵書に言及している15が、『夢十夜』の研究史の中で「闇の奇想」、「不思議な夢」と評

価された『妖精の女王』は比較の対象とならなかった。本章は、『妖精の女王』とスペン

サー連の表現への考察から、『夢十夜』における女性像の受容の様相を中心に考察を行う。 

  

第二節 ユーナ像における「眸」、「明けの明星」、「百合」の描写 

エリザベス王朝の陪臣であるスペンサーは、『妖精の女王』の中で、英国国教を国家の

主柱に位置付けたエリザベス女王をグロリアーナ（Gloriana）として造形している。そし

て、序歌において女王への次の讃辞を捧げている。 

 

And with them eke, O Goddeſs, heavenly bright, 

Mirrour of grace and Majeſty divine,  

Great Lady of the greateſt iſle, whole light 

Like Phoebus lamp throughout the World doth ſhine, 

Shed thy fair beams into my feeble eyn, 

And raiſe my thoughts, too humble, and too vile, 

To think of that true glorious type of thine, 

The argument of mine afflicted ſtile: 

The which to hear, vouchſafe, O deareſt dread a-while.
16

 

（ああ、天の輝きに満ちた女神よ、優雅と神ながらの威厳の鑑よ、太陽神（Phoebus）

                                                      
13

 内田道雄「「夢十夜」と「永日小品」」『漱石作品論集成第四巻漾虚集・夢十夜』桜楓社、一

九九一年、二〇九～二一六頁。 
14 Spencer, E. The Faerie Queene.Book1. Ed. with Introduction by W.H. Hudson. (Dent’s Temple 

Series of English Texts). London: J.M. Dent & Co.（出版年不明）.p.xiii., Spencer, E. The Faerie 

Queene. Book1. Ed. with Introduction and Notes by H.M. Percival.London: Macmillan & Co. 

1894.p.xv 
15

 池田美紀子『夏目漱石 眼は識る東西の字』国書刊行会、二〇一三年、一六〇頁。 
16

 Spencer, E. The Works of That Famous English Poet, Mr. Edmund Spenser. London: J. Edwin.1679. 

p.1. 
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のランプの如くその光で世界をあまねく照らす、いとも偉大な島の偉大な婦人よ、あ

なたの美しい光を私の弱い目に注ぎ、余りにもつたなく余りにも低い私の想いを高め

て、私のいたらぬ筆の主題である、あなたの真の輝かしい御姿の象徴に想いを致させ

給え。ああ、いとも慕わしく恐れ多い方よ、この詩にしばしば耳を傾け給え。17（序歌）） 

 

ギリシア神話の「太陽神」（Phoibos）（ここで Phoebusと表記されている）の照らし渡

す光に喩えられるグロリアーナへの讃辞には、女性賛美の思いが溢れている。『妖精の女

王』第一巻「赤十字の騎士（Knight of the Red Cross）即ち「神聖」（Holiness）の物語」に

おいて、グロリアーナの「真の輝かしい御姿の象徴」となるのが、新約聖書において神の

使者の意味を体現する歩みの遅い白いロバに乗るユーナ（Una）という美しい貴婦人であ

る。 

キリスト教徒を迫害したローマ皇帝ディオクレティアヌスの時代に殉教した聖ジョー

ジは、赤十字の騎士（Knight of the Red Cross）として造形されている。「神聖」（Holiness）

の寓意を表す赤十字の騎士は、妖精の国の最も偉大な「栄光の女王」であるグロリアーナ

に命じられて、龍退治の冒険に赴き、「真実」（Truth）の寓意を表すユーナを道連れにし

た。しかし、旅の中で、騎士は「迷妄」（Errour）の寓意を表す半人半蛇の女蛇を退治し

た後、邪悪な魔術師アーキメイゴー（Archimago）の夢の詐術にかかってしまった。彼は

夢の中で性の欲望に目覚めた一方、偽のユーナの性愛を求める行為を嫌悪し、その淫らな

情事を目にして激怒したため、子羊のように清純無垢である本当のユーナを捨てて、一人

で旅立った。 

騎士がユーナを捨ててアーキメイゴーの宿を出発する箇所には、“At laſt fair He∫perus in 

higheſt sky/ Had ſpent his lamp, and brought forth dawning light”
18（「いと高き天にある美しい

ヘスぺラス（Hesperus）がランプを消し、暁の光をもたらした」19（第一巻第二編六段））

という描写が見られる。熊本大学スペンサー研究会『スペンサー妖精の女王』の訳注によ

ると、「ヘスぺラス」はギリシアで「ヘスぺロス」（Hesperos）と呼ばれ、「宵の明星」を

指すが、このテクストの描写においては、暁の先触れである「明けの明星」を指す言葉で

                                                      
17

 エドマンド・スペンサー著、熊本大学スペンサー研究会訳、和田勇一監修・校訂『スペン

サー妖精の女王』文理書院、一九七六年、二二頁。本論は、『妖精の女王』における寓意の理

解において、この訳本の訳と注釈から多大な示唆を受けた。 
18

 The Works of That Famous English Poet, Mr. Edmund Spenser. p.6. 
19『スペンサー妖精の女王』、三六頁。 
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ある。さらに、『新聖書辞典』を調べると、「明けの明星」20という言葉は新約聖書におけ

るイエス・キリストの象徴である。この背景から判断すれば、騎士が神の使者である白い

ロバに乗り「真実」（Truth）の寓意を表すユーナを捨てる際に、「ヘスぺラス」が消失す

るという物語の配置は、騎士が彼を導く神から離れるということの暗喩であるのが分かる。 

こうして、「真実」（Truth）を離れた騎士は、オリエンタルな服装を着飾り、「虚偽」

（Falshood）の寓意を表す悪女デュエッサ（Duessa）に出会う。水野真理の指摘21による

と、悪女デュエッサに出会うことは英国国教と反プロテスタントの勢力との接触の表象で

あり、そこに「異教」に対するキリスト教の差別の視線が見られる。一方、騎士に捨てら

れたユーナは、精神の苦痛に耐えつつ、旅道で彷徨う中で、好色の「法無き者」（Sans loy）

に捕まれて犯された。その情景は、「耳をつんざく悲鳴を上げ、金切り声をはり上げて天

に哀願するので、これには星も溶けて、涙となって降るほどである」22（第一巻第六編六

段）と描写されている。この段落はパーシヴァルの作品鑑賞において、ユーナの受難とし

て取り上げられて紹介されている23。そして、スペンサーの研究者であるダグラスは、女

性に対する男性の無理解が『妖精の女王』のテクストや語りに現れていると指摘24した。

その指摘のように、『妖精の女王』は女性賛美の反面として、騎士とユーナの関係を通し

て男性を中心とするキリスト教の道徳観が女性の受難をもたらしたという問題を表現し

ている。 

ユーナは森の人に助けられてから、赤十字の騎士を探す旅を続けた。その間、騎士はデ

ュエッサの罠にかかって「高慢の館」（House of Pride）の巨人に粉々と打ち砕かれそうに

なった。ユーナは瀕死の騎士を目にして、再び精神の打撃を受けた。彼女は次のように自

身の残酷な運命に嘆く。 

 

Now let the ſtony dart of ſenſeleſs cold 

Pearce to my heart, and paſs through every ſide, 

                                                      
20

 泉田昭ほか編『新聖書辞典』いのちのことば社、一九八五年、一一四七頁。 
21

 水野真理「内なる異教徒『妖精の女王』の文明論的な読み方」福田昇八、川西進編『詩人

の王スペンサー』九州大学出版会、一九九七年、二三九～二六一頁。 
22

 『スペンサー妖精の女王』、八六頁。 
23

 Spencer, E. The Faerie Queene. Book1. Ed. with Introduction and Notes by H.M. Percival. London: 

Macmillan & Co. 1894. p.xlix. 
24

 Douglas, B.D. ‘Introduction.’ Ed. Douglas Brooks-Davies. The Fairy Queen A modernized selection. 

London: J.M. Dent.1996. p.xxiii. 
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And let eternal night ſo ſad ſight fro me hide.
25

 

（さあ、感覚を失わせる冷たい石の矢が、私の心臓を突きさし、身体を貫き通すがい

い。そして永遠の夜が、このような悲しい光景を、私の目から隠してくれるがいい。26

（第一巻第七編第二十二段）） 

O lightſom day, the lamp of higheſt Jove, 

Firſt made by him, mens wandring ways to guide, 

When darkneſs he in deepeſt Dungeon drove, 

Henceforth thy hated face for ever hide, 

And ſhut up Heavens windows ſhining wide: 

For earthly fight can nought but ſorrow breed, 

And let repentance, which ſhall long abide. 

Mine eyes no more on vanity ſhall feed, 

But ſeeled up with dreath, ſhall have their deadly meed.
27

 

ああ、輝かしい太陽よ。いと高きジョーヴが、闇を地の底の牢獄に追い込み、さ迷う

人を導くために、最初に造り給うランプよ。これからはそなたの厭わしい顔を永遠に

隠し、隈なく輝き渡る天の窓を閉じておくれ。この世の眺めが与えてくれるものは、

悲しみと、いつまでも心に残る先立たぬ後悔なのだけだから。私の目にこれ以上空し

いものを見せず、死で封をし、死という報いを与えておくれ。28（第二十三段）） 

 

 ユーナの嘆息の中で、ギリシア神話の「太陽神」（Phoibos）はローマ神話の主神である

「ジョーヴ」（Jove）に喩えられている。そして、ユーナはグロリアーナの美しい輝きを

示す「太陽神」の光から目をそらそうとして死を求める意思を表している。自己の栄光を

否定する彼女の言葉から、騎士を深く愛するその胸に淀む沈痛と絶望が窺える。この表現

にはユーナの目に関する描写が見られる。パーシヴァルはスペンサーのヒロインたちを現

実の女性を理想化した象徴として捉え、さらに清純無垢で無邪気なユーナを人間の「眸の

美」（beauty of eye）、「霊魂の美」（beauty of soul）の象徴であると捉えた29。 

                                                      
25

 The Works of That Famous English Poet, Mr. Edmund Spenser. p.28. 
26

 『スペンサー妖精の女王』、一〇〇頁。 
27

 The Works of That Famous English Poet, Mr. Edmund Spenser. p.28. 
28

 『スペンサー妖精の女王』、一〇〇頁。 
29

 Spencer, E. The Faerie Queene. Book1. Ed. with Introduction and Notes by H.M. Percival. London: 

Macmillan & Co. 1894. p.xliv-xlvii. 
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ユーナは様々な苦難を乗り越えて、『妖精の女王』の物語全体の主人公であるアーサー

（Arthur）の助けを受け、巨人から赤十字の騎士を救出した。騎士と龍退治の任務を果た

してから、第一巻第十二編において妖精の王国に戻り、「処女王」（エリザベス女王）とし

て戴冠式を受けると描かれる。騎士はユーナの父王からユーナとの結婚と王国の継承の命

令を受けた。この場面において、ユーナの形象は次のように描写されている。 

 

Then forth he called that his Daughter fair, 

The faireſt Un’ his only Daughter dear, 

His only Daughter, and his only Heir; 

Who forth proceeding with ſad ſober chear, 

As bright as doth the Morning Star appear 

Out of the Eaſt, with flaming locks bedight, 

To tell the dawning day is drawing near, 

And to the World does bring long wiſhed light; 

So fair and freſh that Lady ſhew’d her ſelf in light. 

 

So fair and freſh, as freſheſt flower in May, 

For, ſhe had laid her mournful ſtole aſide, 

And widow-like ſad wimple thrown away, 

Wherewith her Heavenly, beauty ſhe did hide, 

Whiles on her weary journey ſhe did ride, 

And on her now a garment ſhe did wear, 

All lilly white, withouen ſpot, or pride,
30

 

 

 （そこで国王は美しい娘、大事な一人娘で、唯一の跡継ぎの、世にも美しいユーナ

を呼びにやった。真面目な面持で進み出たその姿は、さながら明けの明星が、鮮やか

な光を放って、東天より現われ出で、夜明けが近づいたことを知らせ、長い間待たれ

ていた光を世界にもたらす時のようであった。そのように姫はみずみずしく美しく見

えたのである。 

                                                      
30

 The Works of That Famous English Poet, Mr. Edmund Spenser. p.52. 
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 みずみずしく美しく、その姿は、五月の最もみずみずしい花を思わせた。姫は、果

てしない旅を続けていたとき天使のような美しさを隠していた黒の長衣を脱ぎ、寡婦

のような悲しみのヴェールも取り去っていたからである。いま身につけている衣は、

百合のように純白で、しみもなければ、けばけばしい飾りもなく31（後略）（第一巻十

二編二十一、二十二段）） 

 

 ユーナが父王に呼び出された時の美しい姿は、イエス・キリストの象徴である「明けの

明星」に喩えられている。そして、しみのない「純白」で宗教の「真実」（Truth）を表す

ユーナは、新約聖書における「美しい野に咲く花」32である「百合」（Lily）に喩えられて

いる。ユーナと赤十字の騎士の結婚は、神が赤十字の騎士の傍に戻ることを示している。 

エドマンド・ゴース（Edmund Goose, 1849-1928）は『シェイクスピアからポープへ』（From 

Shakespeare to Pope, 1885）で、ダヴェナントを提起する箇所で、古典主義の権威と保守に

対して“Among the romantic poets of every age, the great aim has been the expression of personal 

conviction, of personal experience.”（拙訳：各時代のロマン派に共通する大きな目標は個人

の信念、個人の経験を表現することである）と捉えた。そこで、“‘So fair and fresh that Lady 

showed herself in sight;”―Spencer”
 33（そのように姫はみずみずしく美しく見えたのである）

というように、『妖精の女王』第一巻十二編二十一段におけるユーナ像を例示した。この

ほかにシェイクスピアとミルトンの詩の内容も例示したが、漱石はゴースの捉え方を『文

学論』ノート「Romanticism」34に記述している。そこから、『妖精の女王』のユーナ像に

対する漱石の着目が窺える。 

 

第三節 「第一夜」の女性像との比較 

次に『夢十夜』の「第一夜」における「女」の描き方を見てみよう。 

                                                      
31

 『スペンサー妖精の女王』、一六三頁～一六四頁 
32

 泉田昭ほか編『新聖書辞典』、一二九五頁。 
33

 Goose, E. From Shakespeare to Pope. An Inquiry into the Causes and Phenomena of the Rise of 

Classical Poetry in England. Cambridge: University Press. 1885. p.169.（「漱石山房蔵書目録」に記

載されている版に拠る。） 
34

 『漱石全集』二十一巻、六二六頁。 
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「第一夜」の冒頭で、「女」は突然、男に「静かな声で、もう死にますと判然云つた」35

（九十九頁）。男はその理由が分からず、「女」の「大きな潤のある眼で、長い睫に包まれ

た中は、只一面に真黒であつた。其の真黒な眸の奥に、自分の姿が鮮に浮かんでゐる」（同）

と認識した。「女」は死ぬ運命をすでに受け止めたように、「でも、死ぬんですもの、仕方

がないわ」と言って、「死んだら、埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って。さうし

て天から落ちて来る星の破片を墓標に置いて下さい。さうして墓の傍に待つてゐて下さい。

又逢ひに来ますから」と指示した。さらに、「赤い日が東から西へ、東から西へと落ちて

行くうちに」――あなた、待つてゐられますか」、「百年、私の墓の傍に坐つて待つてゐて

下さい。屹度逢ひに来ますから」（一〇〇頁）と言った。 

それから、男は「女」の言う通りに、「真珠貝で穴を掘った」。「女」を穴に入れて埋め

た。「土をすくふ度に、貝の裏に月の光が差してきら〱した。湿つた土の匂もした。」そし

て、男が土を「掛ける毎に真珠貝の裏に月の光が差した」（一〇一頁）。「女」を埋めてか

ら、男は「星の破片の落ちたのを拾つて来て、かろく土の上へ乗せた。」（一〇一頁）「太

陽」の昇りと沈みの時間の流れの中で待ち続けた。とうとう、男は無目的の茫漠を感じ、

「女に欺されたのではなからうか」（一〇二頁）と思い込み、女との「百年」後の再会へ

の懐疑に苛まれ始めた。すると、次の情景が男の視線に入ってきた。 

 

すると石の下から斜に自分の方へ向いて青い茎が伸びて来た。見る間に長くなつて、

丁度自分の胸のあたり迄来て留まつた。と思ふと、すらりと、揺ぐ茎の頂に、心持首

を傾けてゐた細長い一輪の蕾が、ふつくらと瓣を開いた。真白な百合が鼻の先で骨に

徹へる程匂つた。そこへ遥の上から、ほたりと露が落ちたので、花は自分の重みでふ

ら〱と動いた。自分は首を前へ出して、冷たい露の滴る、白い瓣に接吻した。自分が

百合から顔を離す拍子に思はず、遠い空を見たら、暁の星がたつた一つ瞬いてゐた。 

「百年はもう来てゐたんだな」と此の時始めて気が附いた。（一〇二頁） 

 

「第一夜」の「女」の表現と前掲の『妖精の女王』のユーナ像の間にいくつかの共通点

が見られる。まず、『妖精の女王』の中で、騎士がユーナを捨てる時、イエス・キリスト

の象徴であり道しるべの「明けの明星」が消失し、騎士は命の危険に会った。ユーナは騎

                                                      
35

 『漱石全集』十二巻、二〇一七年、九九頁。 
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士の瀕死を目にして、自身の運命を嘆き、永遠の「夜」が「太陽」の光から自分の目を隠

して死なせてくれると願う。「第一夜」の「女」は、真っ黒な瞳を見張って自分の運命を

受け止めたように死に赴くと決意し、彼女が見えない「太陽」の出入りの象徴する時間の

流れの中で、「真珠貝」で墓穴を掘って墜落した「星」を自分の「墓標」にするようにと

男に願う。男が「真珠貝」で墓穴を掘る時、「月」の光が「真珠貝」の裏を照らす。『妖精

の女王』第三巻第六篇九段（三九六頁）において、「父性」を象徴する「太陽」の熱と相

対して、「月」は湿り気を帯びた「母性」の寓意を表す。また、『新聖書辞典』によると、

「真珠」は「天国」を象徴する36。この対照から、ユーナ像が「第一夜」における女性の

眸と死の描写に投影していることが窺える。「星」が墜落し、「夜」の到来の中で「女」を

「月」の光を照らす「真珠貝」で埋葬するという「第一夜」の表現は、新約聖書と『妖精

の女王』の寓意を基底にして、「天国」に赴く「女」の死の隠喩を表現していると考えら

れる。 

さらに、『妖精の女王』の第一巻の最後の十二編の結婚の場面では、ユーナを形容する

キリスト教の「純白」の「百合」と「明けの明星」が描かれている。「第一夜」の最後の

場面では、「女」の転生と思われる「真白な百合」が現れ、男が「百合」に接吻してふと

見上げると、遠い空にある「暁の星」が瞬いた。この対照から、ユーナを形容するキリス

ト教の植物と天文の要素が「第一夜」の表現の基底にもなっているのが分かる。ただし、

『妖精の女王』においてユーナと赤十字の騎士の結婚が成就したと描かれるのに対して、

「第一夜」では男女の再会の代わりに、「女」が墓に埋められたまま、男が「百年」の到

来に気づくというように表現されている。 

 

第四節 スペンサー連の投影 

漱石はイギリス留学の間、イギリスロマン派の詩集を購読し、ラファエル前派の絵画を

鑑賞していた。『夢十夜』と英詩の比較研究の中で、三上公子は「第一夜」をそれぞれテ

ニソンの『モード』（“Maud”, 1855）の「百合」、キーツの『レイミア』（“Lamia”, 1819）

の「星」の表現と比較37し、そして今村みゑ子は「第一夜」とロセッティの『祝福されし

                                                      
36

 泉田昭ほか編『新聖書辞典』、六五一頁。 
37

 三上公子「「第一夜」考:漱石「夢十夜」論への序」『国文目白』十五、一九七六年三月、六
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乙女』（“The Blessed Damozel”, 1850）の詩と絵画（1875–1878）の表現と比較38した。前述

のように、ワーズワース、コールリッジ、サウジー、スコット、キャンベル、シェリー、

キーツ、テニソンがスペンサーの詩形を模倣するスペンサー連である。先行研究が取り上

げたテニソンとキーツはスペンサー連であり、ロセッティはイギリスロマン派の感覚美を

絵画の表現に取り入れたラファエル前派の一人である。しかし、『夢十夜』の長い研究史

の中で、「第一夜」における『妖精の女王』とスペンサー連の投影に関する検討が欠落し

ている。漱石の学問史を踏まえて作品の受容関係と差異を検討するのも一つの方向だと考

える。ここで先行研究の指摘した箇所を検討し、検討の結果を『妖精の女王』のユーナ像

と合わせてその受容の様相を総合的に判断する。 

『文学論』においてテニソンの『モード』とキーツの『レイミア』の内容が前後に引用

されているため、三上はこの二首の詩を「第一夜」の比較の対象にした。まず、テニソン

の『モード』の冒頭には“A Monodrama”（一人芝居）という表現が見られる。この詩はモ

ードという女性を待つ男の一人芝居を描いている。漱石の『文学論』はテニソンの『モー

ド』の別の箇所を引用しているが、三上が比較の対象にした第二十一部において、モード

の到来に関する次の描写が見られる。 

 

There has fallen a splendid tear 

  From the passion-flower at the gate. 

She is coming, my dove, my dear; 

 She is coming, my life, my fate; 

The red rose cries, ‘She is near, she is near;’ 

  And the white rose weeps, ‘She is late;’ 

The larkspur listens, ‘I hear, I hear;’ 

  And the lily whispers, ‘I wait.’
39

 

 

この箇所で、涙を零した庭の中の「薔薇」と「百合」は男の心の声の代弁者として描か

                                                                                                                                                        
四～七二頁。 
38

 今村みゑ子「漱石『夢十夜』「第一夜」論 : ハーンとロセッティの享受を中心に」『飯山論

叢』一〇（二）一九九三年、一四一～一二三頁。（筆者は先行研究が主張している比較研究に

よって東西の差異を見出す日本文芸史の展開の可能性という観点に賛同する。） 
39

 Tennyson, A. Maud, and Other Poems. London: Edward Moxon. 1855. p.71 



108 
 

れている。「百合」はモードの化身ではない。この詩の中にキリストが言及される箇所か

ら考えれば、これらの花が聖書より取り入れたモチーフであるのが分かる。同じく女性を

待つ男のことを描く作品であるが、「第一夜」の「百合」は男の心の声の代弁者ではなく、

「女」の墓から伸びてきたため、「女」の転生として捉えられる。テニソンの『モード』

は『妖精の女王』の表現と比べると、「第一夜」とそれほど緊密な関連性があるとは言え

ない。『文学論』におけるキーツの『レイミア』の引用の意味は本論の第五章で詳述する

が、『レイミア』の表現についても、「百合」も「星」も男性の妖精であるヘルメスを形容

する言葉であり、女性の表現との関係が見られない。 

一方、『レイミア』の第二部における“He answer’d bending to her open eyes,/ Where he was 

mirror’d small in paradise.”（彼は彼女の見開いた両の眼に覆いかぶさり、それに答えたが、

楽園とも言うべきその眼には彼の姿が小さく映ったいた40）という表現は、『文学論』の

引用箇所とともに、漱石の明治三十四年の読書メモである「断片」に書き記されている41。

この表現は確かに三上が指摘したように、男が女の顔を「上から覗き込む様に」する際に

「其の真黒な眸の奥に、自分の姿が鮮に浮かんでゐる」（九九頁）という「第一夜」の表

現の基底になっていると考えられる。 

次に、今村が比較の対象に選んだロセッティの『祝福されし乙女』の詩の一部と絵画を

見てみよう。本論の考察によると、ロセッティの作品が展示された当時のロイヤル・アカ

デミーのカタログでは、詩の前四連が掲載され、絵画に関する以下の紹介が書かれている。 

 

The Blessed Damozel, of whom only the head and shoulders are visible, is represented in blue 

and white drapery, leaning on a rose-covered parapet and looking down; above her are seen 

several pairs of lovers, wandering about in the groves of paradise; below her are three angels, 

with halos of pink flame round their heads. In a predella beneath is represented the lover lying 

in the twilight in a landscape near a stream, and looking up to the sky.   

 Painted 1876-7. Canvas, 68
 

 
 by 37 in.

42
 

 

                                                      
40 ジョン・キーツ著、中村健二訳『キーツ詩集』二〇一六年、岩波書店、二〇一頁。 
41 『漱石全集』十九巻、岩波書店、二〇一八年、一二四頁。 
42

 Linnell, John. Exhibition of works by the Old Masters, and by Deceased Masters of the British 

School; including a Special Selection from the works of John Linnell and Dante Gabriel Rossetti, Royal 

Academy of Arts, Winter Exhibition, Fourteenth Year, 1 January 1883 to 10 March 1883. p. 63. 
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 この記述は、のちに額縁が付け加えられた “The Blessed Damozel”（1875-1878）を指し

ている。一方、漱石の蔵書目録にある Newnes, G. Drawings of Rossetti（Newnes’ Art Library.15 

vols. London: G. Newnes.（出版年不明））では、『祝福されし乙女』の絵画と派生の作品が

収録されていない。もう一冊の Rossetti, D. G. Dante Gabriel Rossetti.（(The Easter Art 

Annual).London: H.Virture & Co.1902. p.24.）では、構図がやや異なり額縁がない“The Blessed 

Damozel”（1877）が収録されている。ただし、ビアーズの『十九世紀イギリスロマン主義』

が紹介するのは、“The Blessed Damozel”（1875-1878）である。本論は比較の際に、ロイヤ

ル・アカデミーのカタログの版に拠る。 

 

The blessed damozel leaned out 

From the gold bar of Heaven; 

Her eyes were deeper than the depth 

Of waters stilled at even; 

She had three lilies in her hand, 

And the stars in her hair were seven. 

 

Her robe, ungirt from clasp to hem, 

No wrought flowers did adorn, 

But a white rose of Mary's gift, 

For service meetly worn; 

Her hair that lay along her back 

Was yellow like ripe corn. 

 

Herseemed she scarce had been a day 

One of God's choristers; 

The wonder was not yet quite gone 

From that still look of hers; 

Albeit, to them she left, her day 

Had counted as ten years. 

 

（“The Blessed Damozel”, 1875-1878） 

Harvard Art Museums/ Fogg Museum, Bequest of 

Grenville L. Winthrop. 
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(To one, it is ten years of years. 

. . . Yet now, and in this place, 

Surely she leaned o'er me—her hair 

Fell all about my face. . . . 

Nothing: the autumn fall of leaves. 

The whole year sets apace.) 
43

 

(The Harvard Art Museums encourage the use of 

images found on this website for personal, 

noncommercial use, including educational and 

scholarly purposes.
 44

) 

 

詩の冒頭において、祝福されし乙女が天国から地上をのぞき込むように描かれている。

彼女の眼の色は「夕暮れの淀んでいる水の深さより深い」。彼女は「三本の百合」を抱え、

そして「七つの星」が彼女の髪に飾っているように見える。この表現は、詩の後に創作さ

れた絵画にも反映されている。『妖精の女王』以降、キリスト教の「百合」と「明けの明

星」が、スペンサー連の詩のモチーフとなり、ラファエル前派の詩と絵画にも影響を与え

たと思われる45。ロセッティの『祝福されし乙女』の詩と絵画を「第一夜」の表現と対照

すれば、女性の黒眼、「百合」と「星」のモチーフ、別世界にいる女性と地上に残された

男性という共通点が見られる。「百合」と「星」の数が違っても、それが『妖精の女王』

のユーナ像とともに「第一夜」の表現の基底となることはあり得る。 

一方、詩の括弧（男の独白）に乙女の髪が語り手の男の顔に触れるという男の想像が見

られるのに対して、絵画では、天国と地上の時空を超えるように、男が天上を仰いで乙女

と見つめ合っているように描かれている。特に、詩で乙女が体を乗り出して柵に寄り掛か

る際に肉体の温度があるように描かれる箇所（And still she bowed herself and stooped/ Out 

of the circling charm;/ Until her bosom must have made;/ The bar she leaned on warm
46）、及び彼

女が地上の男と恋人になるのを願うこと（There will I ask of Christ the Lord/ Thus much for 

                                                      
43

 Rossetti, D. G. The Collected Works of Dante Gabriel Rossetti. Ed. by W. M. Rossetti. 2 vols. 

London: Ellis & Elvey. 1897. vol1. p.232.（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
44 https://harvardartmuseums.org/art/299805（検索日：2020.11.27.） 
45

 漱石が購読した前掲のロセッティ詩集は、ウィリアム・マイケル・ロセッティ編集の詩集

である。その序でロセッティの詩の創出背景は紹介されている。ロセッティがスペンサーを読

んだという確証はないが、ウィリアム・マイケル・ロセッティは次のようにその可能性はなく

はないと述べている。“Chaucer, Spenser, the Elizabethan dramatists (other than Shakespeare), Milton, 

Dryden, Pope, Wordsworth, are unnamed. It should not be supposed that he read them not at all, or 

cared not for any of them”（The Collected Works of Dante Gabriel Rossetti. p.xxvii.） 
46

 The Collected Works of Dante Gabriel Rossetti. p.233. 
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him and me:―/ Only to live as once on earth/ With love, ―only to be.
47）から、天上の霊魂と地

上に向かう肉体という二元論の表象48が窺える。最後に、二人の願いは神に叶えてもらえ

ず、乙女が遠い星に退いたように描かれ、そこで男が乙女の「涙を聞いた」（And laid her face 

between her hands,/ And wept. (I heard her tears.)
49）という表現が見られる。男女の離別に関

するこの表現は、「遠い空」の「星」という「第一夜」の表現の前景となりうる。しかし、

それでも「第一夜」の最後に見られる「自分が百合から顔を離す拍子に思はず、遠い空を

見たら、暁の星がたつた一つ瞬いてゐた」という「暁の星」の瞬きの表現は、前述の作品

のどれからも類似の表現が見当たらない。 

この問題に関して、スペンサー連の一人であるワーズワースに対する漱石の着目を取り

上げたい。漱石はスペンサーの詩集を購入していた頃、クレイグ先生が「自然」の描写と

哲学思考の深みに関してワーズワースがテニソンに勝ると語ったことを、明治三十四年四

月十六日の日記に「Wordsworth ノ傑作ハ固ヨリ T.ノ上ニアリ」50と記述している。ワーズ

ワースはスペンサーを賞賛し、『妖精の女王』のユーナ像を物語詩『リルストンの白鹿』

（The White Doe of Rylstone, 1815）の序詩に取り入れている。詳細は吉田正憲の考察51が参

考になる。漱石はワーズワースの詩集や散文集を多数購読し、その中に『リルストンの白

鹿』（The White Doe of Rylstone, with the Song at the Feast of Brougham Castle, etc. (Clarendon 

Press Series). Ed. with Introduction and Notes by W. Knight. Oxford: Clarendon Press. 1891）も含

まれている。ただし、彼がワーズワースとスペンサーの関連性を直接的に言及したのは、

『ラーオダメイア』（Laodamia, 1815）の読書メモである。人間が木に化けるという表現の

類似性について、「Spenser Fairy Queen Bk 1」52を参照すると書き記している。この蔵書の

書き込みの箇所から、漱石がワーズワースの詩集を読む際に、スペンサーの『妖精の女王』

の表現の類似点に連想するという形跡が窺える。 

前掲のパーシヴァルの『妖精の女王』の鑑賞では、ユーナの「眸の美」（beauty of eye）、

「霊魂の美」（beauty of soul）が指摘されている。この特徴はワーズワースの詩の女性像

にもしばしば現れる。漱石の蔵書にあるアーノルド編集の『ワーズワース詩集』（Poems of 

                                                      
47

 Ibid. p.236. 
48

 海老名恵「ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティの作品における二重性」『日本女子大学大学

院文学研究科』二四号、二〇一七年。 
49

 The Collected Works of Dante Gabriel Rossetti. p.236. 
50

 『漱石全集』十九巻、七四頁。 
51

 吉田正憲「スペンサーとワーズワス」福田昇八、川西進編『詩人の王スペンサー』九州大

学出版会、一九九七年、四八七～五〇六頁。 
52

 『漱石全集』二十七巻、二〇二〇年、四〇三頁。 
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Wordsworth, 1900）の中には、「歓びの幻」（“She was a Phantom of Delight”, 1807）という詩

53が収録されている。ワーズワースは妻に捧げるこの詩の中で、妻の目を「黄昏の星」に

喩えている（Her eyes as stars of Twilight fair）。そして、彼女の全体を、「五月より、暁より

引き出され、／舞う「姿」楽しき「像」」54（From May-time and the cheerful Dawn;/ A dancing 

Shape, an Image gay,/ To haunt, to startle, and way-lay.）というように喩えている。さらに、「吾

更に近くに見たり／「霊」なれどまた「乙女」なり」（I saw her upon nearer view, A Spirit, yet 

a Woman too!）という表現が見られる。ユーナ像における「明けの明星」、「五月の最もみ

ずみずしい」「百合」の描写、そしてその「瞳の美」、「霊魂の美」の特徴と対照すれば、

「五月」、「暁」、「舞う」花のような「姿」を描き、美しい瞳を持つ女性を「霊」（Spirit）

の存在としてプラトン的な愛を表す「歓びの幻」の女性像も、『妖精の女王』のユーナ像

が表現の基底となっているのが分かる。 

興味深いのは、アーノルドの編集によって、「歓びの幻」は『ワーズワース詩集』の中

で「ルーシーに関する五首の詩」（漱石の傍線あり）の近くに配置されている。この詩集

を参照した漱石は、『文学論』「第一編第二章文学的内容の基本成分」の「視覚」の項目に

おいて55、「ルーシーに関する五首の詩」の中の「この少女は人の通わぬ路傍に住んでい

た」（“She dwelt among the untrodden Ways”, 1800）という詩を引用している。 

 

She dwelt among the untrodden ways 

Beside the springs of Dove, 

A Maid whom there were none to praise 

And very few to love: 

 

A violet by a mossy stone 

Half hidden from the eye! 

—Fair as a star, when only one 

Is shining in the sky. 

                                                      
53

 Wordsworth, W. Poems of Wordsworth. Chosen and Ed. by Matthew Arnold. London. Macmillan 

and Co., Limited New York: The Macmillan Company, 1900. pp.142-148.（「漱石山房蔵書目録」に

記載されている版に拠る。） 
54

 小野茂『小野茂訳詩集ワーズワース／シェリー／キーツ』南雲堂、二〇〇〇年、四三頁。 
55『漱石全集』十四巻、四一頁。 



113 
 

 

She lived unknown, and few could know 

When Lucy ceased to be; 

But she is in her grave, and, oh, 

The difference to me!
56

 

（この少女は人の通わぬ路傍に住んでいた 

ダブの流れのほとりに 

ほめてくれる人もなく 

愛してくれる人もない少女であった 

苔むす岩陰の一輪のすみれのように 

半ば人目から隠れて！ 

――夜空にただ一つだけ輝く  

星のように美しく 

ルーシーは人知れず生き 

息絶えたときも知る人は少なかった 

今は墓の中にいるが，あゝ 

ぼくにとってはなんという違いか！57） 

 

ルーシーの五首は自然の中で育った理想の女性の死58を描いている。ラッセルは自然に

おける不変と永久に対する詩人の追求の思いが、ルーシーという女性の造形を通して理想

化されていると指摘59している。ワーズワースは、「この少女は人の通わぬ路傍に住んで

いた」において、ルーシーを人に愛されず、その死を知る人も少なく、詩人にしか知られ

ていない女性として描いている。ルーシーの存在はメタファーとメトニミーの二重の比喩

で描かれ、岩石の影に隠れている菫のようで、あたかも夜空にきらめくたった一つの星の

ように見える。墓にあったルーシーに対する詩人の死別の意識は、ルーシーの生と死の孤

                                                      
56

 Wordsworth, W. The poetical works of William Wordsworth (selected). (Canterbury poets.) a 

prefatory notice, biographical a. critical by Andrew James Symington. London. Scott. 1889. pp.74. 

（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
57

 岡地嶺『ワーヅワスのルーシー詩編鑑賞と研究』開文社、一九六二年、一四一頁 。 
58『ワーヅワスのルーシー詩編鑑賞と研究』、九～五四頁。 
59

 Noyes, Russell. William Wordsworth. Twayne Publishers. a division of G. K. Hall & Co., Boston. 

1971. p.73. 



114 
 

独を一層際立たせる。 

『夢十夜』の「第一夜」の最後の場面における「暁の星がたつた一つ瞬いてゐた」とい

う表現にも、「星」が「眸」のメトニミーとして描かれている。ルーシーに関する「――

夜空にただ一つだけ輝く／星のように美しく」という描写は、『妖精の女王』における「明

けの明星」、「眸」とともに、「第一夜」の表現の基底になっていると考えられる。このよ

うに、「第一夜」は、『妖精の女王』とスペンサー連の表現を統合的に取り入れたことで、

二つの世界に分かれている男と女の甘美な恋の幻想を表現している。特に、「この少女は

人の通わぬ路傍に住んでいた」の投影によって、男が存在する「百年」後の風景にどこか

孤独な雰囲気が漂っている。 

 

第五節 「第五夜」における美女フロリメルの投影 

『妖精の女王』第三巻「ブリトマート（Britomartis）即ち「貞節」（Chastitie）の物語」

は、複数の女性が愛する男性を探しに旅に出る恋の物語である。その中で、美女フロリメ

ル（Florimell）は、海の精の息子であるマリネル（Marinell）に恋し、マリネルが宝の浜

（Richi Strond）で未来の夫アーティガル（Artegall）を探す女騎士ブリトマート（Britomart）

によって打ち破れたことを知り、足の速い白い馬に乗って彼の安否の確認に出かけた。彼

女はあまりの美貌の持ち主のゆえ、情欲に漲る森の男に追われる。 

 

All ſuddenly out of the thickeſt bruſh, 

Upon a milk-white Palfrey all alone, 

A goodly Lady did foreby them ruſh, 

Whoſe face did ſeem as clear as Cryſtal ſtone, 

And eke (through fear) as white as Whales bone: 

Her Garments all were wrought of beaten Gold, 

And all her ſteed with tinſel trappings ſtone, 

Which fled ſo ſaſt, that nothing mote him hold, 

And ſcarce them leaſure gave, her paſſing to behold. 

（突然、深く茂った藪の中から、ただ一人白馬に乗ったきれいな乙女が現われ、一行
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のかたわらを駆け抜けて行った。その顔は水晶のように澄みきっているうえに、恐怖

のために鯨の骨のように白く見えた。女の衣裳には隈なく延金が織り込まれ、その乗

馬は体じゅう、金糸銀糸の馬飾りで輝いていたが、その逃げ足が余りにも速かったの

で、とても馬を押えることはできず、また過ぎ行く乙女の姿を見る間もなかった。（第

三巻第一編第十五段）） 

 

Still as ſhe fled, her eye ſhe backward threw, 

As fearing evil, that purfew’d her faſt; 

And her fair yellow locks behind her flew, 

Looſely diſperſt with puff of every blaſt: 

All as a blazing Star doth far out-caſt 

His hairy beams, and flaming locks diſſpred, 

At ſight whereof the people ſtand agaſt: 

But the ſage Wifard tells (as he has read) 

That it importunes death, and doleful drerihead.
60  

（乙女は逃げながらも、自分を急いで追いかけて来る災を恐れるかのように、絶えず

後ろを振り返った。その美しい金髪は、風が吹くたびにふわりと広がりなびき、さな

がら燃える星が髪の毛のような光の尾を引き、炎の髪をふり乱し、それを見て世人が

胆をつぶす時のようであった。もっとも賢者は、自分が予言した通り、これは死と痛

ましい災難の前兆だと言うのであるが。61（第三巻第一編第十六段）） 

 

 フロリメルの乱れる髪は、「燃える星が髪の毛のような光の尾を引き」、「死と痛ましい

災難の前兆」というように不吉な慧星に喩えられている。この表現は、日本の神代の戦で

敵の虜となった恋人の男に会う「女」のことを描いた『夢十夜』の「第五夜」の次の表現

に似ている。 

 

此の時女は、裏の楢の木に繋いである、白い馬を引き出した。鬣を三度撫でゝ高い脊

にひらりと飛び乗つた。鞍もない鐙もない裸馬であつた。長く白い足で、太腹を蹴る

                                                      
60

 The Works of That Famous English Poet, Mr. Edmund Spenser. p.117. 
61

 『スペンサー妖精の女王』、三二九頁。 



116 
 

と、馬は一散に駆け出した。（中略）馬は蹄の音が宙で鳴る程早く飛んで来る。女の髪

は吹流しの様に闇の中に尾を曳いた。（一一四頁） 

 

以上の二つの表現を比較すれば、逃げ足の速い「白馬」に乗って「藪の中」から現れる

フロリメルの描写は、「裏の楢の木に繋いである」「白い馬」に飛び乗って、勢いよく男の

ところに駆けていく「夢十夜」の第五夜の「女」の描写に転換されているのが窺える。そ

して、不吉な慧星に喩えられるフロリメルの髪は、「第五夜」の「吹流しの様に闇の中に

尾を曳いた」「女」の髪の基底となっているのも見えてきた。 

フロリメルはアーサーの従者の助けで森の男から逃れたが、海辺で漁師に犯されそうに

なった。その時、預言者のプロウティウスが現れて彼女を助けた。しかし、彼女の愛を求

めるために彼女を囚われの身にした。フロリメルを縛りつける牢屋は次のように描かれて

いる。 

 

Deep in the bottom of an huge great rock 

The dungeon was, in which her bound he left, 

That neither iron bars, nor brazen lock 

Did need to gard from force, or ſecret theft 

Of all her Lovers, which would her have reſt.
62

 

 

巨大な岩の底深くに地下牢はあり、その中に彼女は縛られていたから、何とか助け出

したいと思っている彼女に恋する男たちが、力ずくで奪ったりこっそり盗み出すのを

防ぐための、鉄格子も真鍮の錠前もいらなかった。63（第四巻第十一編三段） 

 

フロリメルを閉じ込める岩の底の地下牢は、女性の恋愛の自由を禁止する男性の権力に

よる支配の象徴である。地下牢に閉じ込められたために、フロリメルはマリネルに会えな

かった。 

この箇所に関して、『夢十夜』の「第五夜」にも似たような表現が見られる。「第五夜」

の中で、「女」は日本神話の「天邪女」の鶏の声を真似る悪戯のために、恋をしていた男

                                                      
62

 The Works of That Famous English Poet, Mr. Edmund Spenser. p.221. 
63

 『スペンサー妖精の女王』、六二八頁。 
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に会えず、岩の下の淵に落ちる。 

 

女はあつと云つて、緊めた手綱を一度に緩めた。馬は諸膝を折る。乗つた人と共に

真向に前へのめつた。岩の下は深い淵であつた。 

蹄の跡はいまだに岩の上に残つて居る。鶏の鳴く真似をしたものは天探女である。

此の蹄の痕の岩に刻みつけられてゐる間、天探女は自分の敵である。（一一五頁） 

 

フロリメルとマリネルの再会を阻止するプロウティウスの岩の底の地下牢は、漱石によ

って「第五夜」における「岩の下」の「深い淵」の表現に読み替えられていると考えられ

る。「第五夜」の中の「女」もフロリメルのように男に会えない。 

フロリメルの話に見られる女性が男性に支配されることは、『妖精の女王』第三巻第二

篇二段において問題視されている。語り手は顔を表して、家に閉じ込められた王女ブリト

マートのことについて、“Till envious Men (fearing their rules decay)/ Can coyn ſtraight laws to 

curb their liberty;”
64（男どもは、自分たちの支配が崩れ去りはしないかと心配して、女性

の自由を束縛する厳しい掟を定めたのである65）と語っている。ブリトマートは預言者の

マーリンの鏡の中で自分の未来の夫を見た。未来の夫に会うために、男装をして家を出た。

パーシヴァル教授の作品紹介では、彼女のことを「女性の自由」（Liberty of women）の象

徴として取り上げている。前掲のゴースの評論の中で取り上げた「個人の信念」と女性の

関係は、グロリアーナの「真の輝かしい御姿の象徴」であるユーナの結婚よりも、むしろ

ブリトマートとフロリメルの自由恋愛の信念がもっとも当てはまると言える。しかし、『夢

十夜』では、か弱いフロリメルのような美女の悲運が表現の要素として取り入れられてい

るが、ブリトマートのような勇ましい女性は描かれていない。その表現意図について、「第

七夜」、「第十夜」の女性像における『妖精の女王』の受容の様相を考察してから検討する。 

 

第六節 美女と悪女の二面性―「第七夜」、「第十夜」の寓意 

『妖精の女王』の中で、美女は二面性を持つ存在でもある。第一巻第二編一段の全体の

                                                      
64

 The Works of That Famous English Poet, Mr. Edmund Spenser. p.121. 
65

 『スペンサー妖精の女王』、三三九頁。 
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前触れとして、“The guileful great Enchanter parts/ The Red-croſs Knight from Truth:/ Into whole 

ſtead fair Falſhood ſteps,/ and works him woſul ruth.”
66（赤十字の騎士を『真実』（Truth）から

引き離し、代わりに麗しい『虚偽』（Falshood）が入り込み、騎士に手痛い傷を負わせる67）

という描写が見られる。ユーナを離れた騎士が、太陽神（Phoebus、「輝ける者」）を見よ

うとしない忌まわしい「夜」（Darkneſs）の孫である悪女デュエッサに隙を付け込まれた

ことを語る箇所である。デュエッサは「真紅の衣をまとった美女」として描かれているが、

訳注68によると、その形象は『黙示録』に示される緋色の衣を着た淫婦のことを指してい

る。ハドソンは、デュエッサが英国国教と対立するローマ教会とスコットランドのメアリ

ー女王（Mary Stuart, 1542-1587）の象徴であると指摘69した。漱石は『文学論』の中で、

デュエッサが美しい外見を剥がした後の原形について、「Spenserが其大作 Faerie Queenに

於て Duessa（「虚偽」）の醜形を極力写し出せるが如し」70と述べ、デュエッサ醜さに関す

る描写の内容を引用で例示している。 

また、『妖精の女王』第一巻第二編一段では、次の描写が見られる。 

 

By tliis, the Nothern wagoner had fet 

His ſeven-fold teme behind the ſtedfaſt ſtar, 

That was in Ocean waves yet never wet, 

But firm is fixt, and ſendeth light from far 

To all, that in the wide deep wandering are: 

And cheerful Chauticlere with his note ſhrill 

Had warned once, that Phoebus fiery car 

In haſte was climbing up the Eaſtern hill, 

Full envious that night ſo long his room did fill. 
71

 

（この頃には、北方の御者が、七頭立ての馬車を不動の星のうしろに控えていた。こ

の星は大洋の波に洗われたことは一度もなく、定まった場所に位置して、大海原をさ

                                                      
66

 The Works of That Famous English Poet, Mr. Edmund Spenser. p.6. 
67

 『スペンサー妖精の女王』、三五頁。 
68

 熊本大学スペンサー研究会訳、和田勇一監修・校訂『スペンサー妖精の女王』文理書院、

一九七六年、三八頁。 
69

 Spencer, E. Ed. with W.H. Hudson.The Faerie Queene.Book1. (Dent’s Temple Series of English 

Texts). London: J.M. Dent & Co.（出版年不明）. p.xix. 
70

 『漱石全集』十四巻、一五〇頁。 
71

 The Works of That Famous English Poet, Mr. Edmund Spenser. p.6. 
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まようすべての者に、遥かかなたから光を送るのである。そしてまた長いこと『夜』

に場所を占められていたことに立腹した太陽神が、火の車を駆って東の山を急いで登

っている72） 

 

漱石は明治四十年の創作メモにおいて、「〇星洗ふ大なる波」73と記述している。この

メモは『妖精の女王』第一巻第二編一段における“the ſtedfaſt ſtar,/ That was in Ocean waves 

yet never wet”（この星は大洋の波に洗われたことは一度もなく）という箇所のメモだと考

えられる。『夢十夜』の「第七夜」には、「海の底から焼火箸の様な太陽が出る」（一一八

頁）、「異人が金牛宮の頂にある七星の話を聞かせた。さうして星も海もみんな神の作つた

ものだと云つた」（一二〇頁）という表現が見られる。これは明らかに『妖精の女王』第

一巻第二編一段の表現を踏襲したものである。 

そして「第七夜」において、目的の知らない船に乗った語り手は、「眼を拭く手巾の色

が白く見えた」「女」の悲しみに共感する一方、「異人」に「神を信仰するか」と聞かれる

と黙り込み、サローンにいる「派手な衣裳を着た若い女」と「脊の高い立派な男」の楽し

い様子を見て孤独に感じたと描かれている。これは、神の導きから離れた赤十字の騎士、

ユーナの純白とデュエッサの艶麗、デュエッサが「高慢の館」の巨人の情婦になったこと

を意識して書いた表現だと思われる。語り手は急に誰とも共感できない孤独を感じ、海に

飛びんで「無限の後悔と恐怖とを抱いて黒い波の方へ静かに落ちて行つた」（一二一頁）。

『妖精の女王』第二巻第十二編で、黒い海は「どん欲の淵」（Gulfe of Greedinesse）という

寓意として捉えられる。この寓意と対照すれば、神を信じない語り手が欲望にどっぷりと

浸かる堕落の道に入っていくことが暗示されているのが見えてくる。 

「第十夜」において、「一人の女が、不意に店先に立つた。身分のある人と見えて立派

な服装をしてゐる。その着物の色がひどく庄太郎の気に入つた。其の上庄太郎は大変女の

顔に感心して仕舞つた」（一二八頁）という表現が見られる。女好きの庄太郎は、果物を

買う綺麗な「女」に攫われて、草原の絶壁で「檳榔樹の洋杖」で大勢の豚の鼻頭を打つと

描かれている。最後に、庄太郎は杖で豚を打って、「精根が尽きて」「豚に舐められてしま

つた」。「さうして絶壁の上へ倒れた。」（一三〇頁）まず、『妖精の女王』との関連性から

見れば、「女」の外見に騙された庄太郎の受難は、デュエッサの麗しい顔と派手な衣裳に

                                                      
72

 『スペンサー妖精の女王』、三五頁。 
73

 『漱石全集』十九巻、三〇六頁。 
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騙された赤十字の騎士の受難を意識的に踏まえているのだろう。尹相仁は芳賀徹の指摘74

を踏まえつつ、『聖書』の『創世記』を手がかりにして、「第十夜」の果物と豚における「俗

界の欲望の象徴」、肉欲の意味を指摘75した。そして、ブリトン・リヴィエアー《ガダラ

の豚の奇跡》（1883）、《キルケー》（1893）が最後の場面を構成する要素とした。本論は聖

書との関連性によるその指摘に同意する。しかし、《ガダラの豚の奇跡》の表現には「檳

榔樹の洋杖」というモチーフが出ていない。 

この問題について、『妖精の女王』の第二巻「サー・ガイアン（Sir Guyon）即ち『節制』

（Temperaunce）の物語」第十二編における「至福の園」の話を取り上げて検討する必要

があるのではないだろうか。「節制」の騎士ガイアンは、巡礼の同伴で「どん欲の淵」（Gulfe 

of Greedinesse）を通って「至福の園」（Bowre of Bliſs）に赴いた。そこで、指で黄金の盃

に葡萄をしぼり入れる過度（Excesse）を象徴する「女」、裸の上半身で男を誘惑するフィ

ードリア（Phaedria）、欲情を満足させる愛人たちを豚の姿に変えた魔女アクレイジア

（Acrasia）と出会う。壱崎泰彦の指摘76によると、アクレイジアはその名の語源が「過ぎ

た度合」（ill-temperature）であり、アリストテレスのいう「無抑制」（incontinence）を意味

し、「節制」の騎士ガイアンと相対する概念として、魔女キルケーを原形とする。「至福の

園」の話の最後に、ガイアンは「至福の園」を打ち壊し、巡礼は、「身の毛もよだつ恐怖

と永遠の闇の中を通って冥界に押し入」るキャデゥーシアスと同じ材で作ったマーキュリ

ーの杖」77を以て、アクレイジアによって肉欲の心象を象徴する豚に変形された男たちを

打って、男の姿に帰らせた。この表現と「第十夜」の高度な相似性から分かるように、「第

十夜」は「至福の園」の描写を下敷きにして、美女と悪女の二面性を描き、庄太郎が過度

の肉欲でその欲望に支配されることを表現しているのだろう。 

 

第七節 男女不平等という社会背景 

 ここで『夢十夜』の女性像における『妖精の女王』の投影について、その表現意図を検

                                                      
74 芳賀徹『絵画の領分近代日本比較文化史研究』朝日新聞社、一九九〇年、三八七～三八九

頁。 
75

 尹相仁『世紀末と漱石』岩波書店、一九九四年、三〇三～三二七頁。 
76

 壱崎泰彦「至福の園のガイアン第二巻節制の騎士の寓意」福田昇八、川西進編『詩人の王

スペンサー』九州大学出版会、一九九七年、八〇頁。 
77 『スペンサー妖精の女王』、三一一頁。 
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討してみる。本論が指摘したように、「第一夜」の「女」の描写はユーナ像を表現の基底

としている。ユーナ像はゴースによって「個人の信念」の表象として指摘された。そして、

「第一夜」は「女」の死を表現することを通して、物語の最初からユーナのような女性の

不在を示している。また、『妖精の女王』では、恋人に会うために馬に乗って家を出たフ

ロリメルとブリトマートの物語は相互に交錯する形で表現されているが、「第五夜」では、

女性の独立の象徴であるブリトマートの描写よりも、か弱いフロリメルの姿と彼女が男性

の性的支配によって自由恋愛が禁止されることに関する描写が取り入れられている。この

素材の取捨の現象は、日本の男女不平等の社会背景に合わせて創作を行ったという傾向を

示しているのではないだろうか。 

明治初期の日本では女権論争が行われた。森有禮が『明六雑誌』第八号より「妻妾論」

を連載して一夫一妻の確立と女権の擁護を主張するのをきっかけに、福沢諭吉は「男女同

数論」で賛同した。そして、明治十八年『時事新報』に『日本婦人論』を連載して、晩年

まで婦人論者たる言論活動を展開した。それに対して、加藤弘之は「夫婦同権ノ流弊論」

でその主張に反対し、さらに「男尊女卑の是非得失」（明治十九年、『女学雑誌』第四五～

四七号）、『強者の権利の競争』（明治二十六年）を通して、弱者なる女性に対する強者の

男性の圧制支配の必然性を語っていた78。この女権論争を背景にして、当時、東京大学文

科大学『哲學會雜誌』の編集委員であった漱石は、「文壇における平等主義の代表者「ウ

オルト・ホイツトマン」Walt Whitemanの詩について」（明治二十五年十月、『哲學會雜誌』

第六八号）の中で、ホイツトマンの男女同列の思想について、「一千年來儒教の空氣を呼

吸して生活したる我々より見れば少しも感心し難き点もあり殊に女子の行列云々に至つ

ては聞くも可笑しき話しながら国体の異なる亜米利加に生長したる詩人故自然其理想の

或点に於ては東洋主義と衝突するを免れざらん兎に角其形質上の進歩よりも精神の進歩

を重んじたるは歷然として疑ふべくもあらず」 
79と論じていた。 

しかし、イギリス留学の間に、漱石の考えに変化が起きた。彼は明治三十四年の断片で、

日本の道徳に関する次の感想を書き留めている。「道徳は習慣だ強者の都合よきものが道

徳の形にあらはれる孝は親の権力の強き処忠は君の権力の強き処貞は男子の権力の強き

処にあらはれる」80
 、「日本ノ昔ノ道徳ハ subordination がヨク出来て居る君臣、父子、夫

                                                      
78

 伊藤正雄「『福翁百話』の著者と『貧叟百話』の著者」『福澤諭吉論考』吉川弘文館、一九

六九年、二七一頁。 
79

 『漱石全集』十三巻、岩波書店、二〇一八年、一八頁。 
80

 『漱石全集』十九巻、一一六頁。 



122 
 

婦。是は社会を統一シテ器械的に働かす為に尤も必要である 今はだめ」81この断片の作

成期間は、スペンサーの『妖精の女王』を読んでいた時期と重なっている。さらに漱石の

蔵書を調べると、イギリスロマン派のシェリーに深い影響を与えたフェミニストであるメ

アリ・ウルストンクラフト（Mary Wollstonecraft, 1759-1797）がフランス革命後に著した

女性解放思想の画期的な著作である『女性の権利の擁護』（1792）（Wollstonecraft, M. A 

Vindication of the Rights of Woman. (The Scott Library). With an Introduction by E. R. Pennel. 

London: W. Scott. 1891.）が所蔵されている。漱石の考えの転換は、『妖精の女王』に描か

れる女性賛美の表現を含めて、イギリスロマン主義の研究から受けた影響が大きいではな

いかと考えられる。 

漱石は読書ノート「東西の開化」の中で、西洋における個人の利権の尊重に対して、「東

洋流ノ開化ヲ挙ゲテ之ト対照セン．子ハ親ニ従ハザルベカラズ婦ハ夫ニ屈セザルベカラズ

此 social規則ハ given セラレタル者ナリ」82と記している。その後に創作された『夢十夜』

の「第七夜」において、語り手は「西へ行く日の、果ては東か。それは本真か。東出る日

の、御里は西か。それも本真か。身は波の上。檝枕。流せ流せ」（一一九頁）という船の

男の言葉を聞いて、根元のない不安を示している。乗合が「大抵異人の様であつた」船の

中で、語り手は泣いている女を見て、「悲しいのは自分ばかりではないのだなと気が附い

た」（一二〇頁）と描かれる。この夢の内容は、漱石における洋行及び文明化の不安の表

象83として捉えられてきた。前の考察で示したように、「第一夜」、「第五夜」は恋人の女

性の死や不在を表現している。「第七夜」の時空背景は『妖精の女王』における「星も海

もみんな神の作つたもの」という表現を基底とし、船における男女関係の描写は神を離れ

た赤十字の騎士が「高慢の館」での情欲体験をもとにした表現であり、語り手は神を信じ

なく、欲望の深淵を象徴する黒い海の中に身を投げ込む。その欲望の深淵との関連として、

「第十夜」では『妖精の女王』第二編第十二編における「至福の園」の話を表現の基底と

し、女好き庄太郎が過度の肉欲でその欲望に支配されるということが描かれている。『夢

十夜』の表現と男女不平等の社会に対する漱石の目覚めという学問的背景と対照して読め

ば、漱石は幻想的な夢の世界から性欲に関わる実存の恐怖への連環を表現することを通し

                                                      
81

 『漱石全集』十九巻、一一九頁。 
82

 『漱石全集』二十一巻、岩波書店、二〇一八年、九二頁。 
83

 越智治雄「漱石と文明（一）」、「漱石と文明（二）」『国文学解釈と教材の研究』一七（一三）、

一九七二年十月、一八二～一八八頁。一七（一四）、至文堂、一九七二年十一月、一七二～一

七八頁。佐藤泰正「『夢十夜』―方法としての夢」『漱石作品論集成第四巻漾虚集・夢十夜』桜

楓社、一九九一年五月、二三八～二四八頁。 
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て、当時の家父長制社会に問いかけていたのだと思われる。この特徴は、本論が第五章で

取り上げる予定の『三四郎』の中で一層鮮明に表現されるものである。 



124 
 

第五章 ジョン・キーツの審美主義との関わり―『文学論』と『三四郎』― 

 

第一節 イギリス留学の日記とキーツの作品 

 漱石はイギリスに留学していた間、ジョン・キーツ（John Keats, 1795-1821）の詩集を

古本屋で購入し、興味深く読んでいた。彼は日記の中で、キーツの「小高い丘の上にわた

しはのびのびと立ち上がった」（‘I Stood tip-toe upon a little hill’, 1817）の原文の一七一～四

行、“And on the bank a lonely flower he spied,/ A meek and forlorn flower, with naught of pride,/ 

Drooping its beauty o’er the watery clearness,/ To woo its own sad image into nearness:”
1（「そこ

でかれは 土手のうえに淋しげに咲く花を見た。／高ぶることもなく その美しさを／澄

んだ水面に落とし、その悲しい姿に近づいて／口説こうとする ひ弱な寂しい花を」2）

を書き留め、「面白キ句ナリシ故此ニ書キタリ」3（1901.2.13）と記している。この詩の中

に描かれる牧羊者の「エンディミオン」に触れて、さらに長詩の『エンディミオン』

（Endymion, 1818）を読んで、その冒頭の五行、“A THING of beauty is a joy for ever:/ Its 

loveliness increases; it will never/ Pass into nothingness; but still will keep/ A bower quiet for us, 

and a sleep/ full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.”
4（「美しいものは 永遠の喜

びとなる。／その愛らしさは増し、決して 無と／消え果てることがない。それのみか わ

れらに／静かな木蔭を保たしめ、また 甘美な夢と／健康と 静かな息吹きに充ち満ちた

眠りを 与えてくれる」5）について、「Keatsト云フ男ハコンナコトヲ考ヘテ居ツタ」6

（1901.2.19）と記述している。キーツの牧歌的な自然詩における感覚の美の探究は、「そ

の美しさ」、「美しいものは 永遠の喜びとなる」という表現に見られる。出口保夫は、漱

石が留学中にキーツ詩集を購読していたことについて、「漱石がキーツの詩の中で発見し

たものは、日本人の感覚にもわかるような自然美で、情緒的な読み方であったにちがいな

                                                      
1
 Keats, J. The Poetical works of John Keats. (Aldine Edition). Ed. with a Memoir by Lord Houghton. 

London: G. Bell & Sons. 1899. p.27.（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
2 ジョン・キーツ著、出口保夫訳『キーツ全詩集 1』白凰社、一九七四年、二三頁。 
3
 『漱石全集』十九巻、岩波書店、二〇一八年、五五頁。 

4
 Keats, J. Endymion, and Other Poems. Cassell & Company, Limited: London, Paris, New York & 

Melbourne. 1887. p.11.（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
5『キーツ全詩集 1』、一六二頁。 
6
 『漱石全集』十九巻、五七頁。 



125 
 

い」7と述べている。 

 本章は、キーツの審美主義を中心に、漱石の帰国後の著作である『文学論』（1907.5）

の理論構成を考察し、『文学論』に引用されているキーツの『レイミア』が、翌年に刊行

された『三四郎』（1908.9.1〜12.29、『東京大阪朝日新聞』）における美禰子の「詩人」像

と深く関わることを明らかにしたい。 

 

第二節 キーツの審美主義 

 キーツは、初期の習作においてワーズワース（William Wordsworth, 1770-1850）の自然

詩、及びリー・ハント（Leigh Hunt, 1784-1859）の自然賛美に触れ8、『一八一七年詩集』（Poems 

1817）で自然の事物を対象にして感覚の美を表現していた。一方、彼は『エンディミオン』

の執筆中にシェイクスピアの作品を愛読し、ハズリット（William Hazlitt, 1778-1830）の『シ

ェイクスピア劇の性格』（Characters of Shakespeare’s Plays, 1817）を読んで、ハズリットの

『リア王』評に下線及び傍線を引いている。 

 

He was here                             

fairly caught in the web of his own imagination.    

The passion which he has taken as his subject  

is that which strikes its root deepest into the human heart;
 9

 

 

 

（拙訳：彼はこの箇所で自分の想像力の網に引っかかっている。彼の性格創造の主体

としての感情は、人間の心に深く根付いたものである。）  

  

 十八世紀の科学思潮の展開の中で、ヒューム（David Hume, 1711-1776）の『人間本性論』

（A Treatise of Human Nature, 1739）は、ニュートンの古典物理学の方法論を心理学の探求

に応用し、感情が理性を支配すると訴え、イギリスロマン主義の感情主義の哲学的基盤を

                                                      
7
 出口保夫『漱石と不愉快なロンドン』柏書房、二〇〇六年、一二三頁。 

8
 出口保夫『キーツとその時代（上）』中央公論社、一九九七年、七六頁。 

9
 Keats, J. ‘Notes on Hazlitt’s ‘Characters of Shakespeare’s Plays’ ’. The Poetical Works and Other 

Writings of John Keats. Ed. Buxton Forman. New York: Phaeton Press. vol.5. 1970. p.280. 
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築き上げた10。古典主義が「普遍的」（general）な人間性を理想とし、宇宙を真摯に洞察

し、教義、判断と標準を理性的に理解することで理想的人格が形成すると捉えるのに対し

て、ロマン主義は個人の感覚と感情に目を向け、「個別的」（particular）、「自然」（nature）、

「個人」（individual）の視点で人間性を捉える11。ドイツの批評家であるシュレーゲル

（August Wilhelm von Schlegel, 1767-1845）は、『劇芸術と文学についての講義』（1810）に

おいて、有機的自然観に基づいた性格創造論でシェイクスピアの人物造形を評価した12。

シュレーゲルの評論への反響として、ハズリットは『シェイクスピア劇の性格』でシェイ

クスピアの悲劇における「自己没却の共感的想像力」（“imaginary sympathy for mere 

selfishness”）を評価し、“It excites our sensibility by exhibiting the passions wound up tp the 

utmost pitch by the power of imagination.”
13（拙訳：彼の悲劇が想像力の最高点に収まる情熱

を示すことを通してわれわれの感覚を高揚させる）と捉えている。 

 キーツはハズリットの評論から感銘を受けて、友人のベンジャミン・ベイリー宛の手紙

（1817.11.22）の中で、自身の美の探究について次のように述べている。 

 

I am certain of nothing but the holiness of the Heart’s affections and and the truth of 

Imagination. ―What the imagination seizes as Beauty must be truth― whether it existed 

before or not.― for I have the same Idea of all our Passions as of Love they are all in their 

sublime, creative of essential Beauty. 
14

 

（ぼくは心が動かされる神聖さと、想像力の真実以外、何物にも確信がもてないので

す。想像力が美として捉えたものは、真実にちがいありません。それが以前から存在

していようと、いなかろうと。情熱は愛と同じもので、それがまったく崇高なものに

なると、本質的な美を創造することになると思うのです。15） 

                                                      
10

 岡地嶺『イギリスロマン主義と啓蒙思想』中央大学出版部、一九八九年、一二～一三頁。 
11

 Bate, Jackson. From Classic to Romantic Premises of Taste in Eighteenth-Century England. New 

York: Harper & Brothers. 1961. pp.7-16. 
12

 上坪正徳『シェイクスピアとロマン派の文人たち』中央大学出版部、二〇一七年、一〇七

頁。シュレーゲルがシェイクスピアの人間性の表現の「自然」について次のように述べている。

「我々は自然界のあらゆる場所で、塩や鉱物の結晶体から草木や花々に、さらにそれらから人

間の身体に至るまでの総ての生命あるものの中にそのような形式を見出す。最高の芸術家であ

る自然の領域だけでなく芸術作品においても、本物の形式は有機的であって、その作品の特質

によって決定されるのである。」 
13

 Hazlitt, W. Characters of Shakespeare's Plays. London: Rowland Hunter with Charles and James 

Ollier. 1817. p.44. 
14

 Keats, J. The Poetical Works and Other Writings of John Keats.vol.6. pp.97-98. 
15

 出口保夫『キーツとその時代（上）』、二〇八頁の訳。      
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 この手紙の内容から、キーツの審美主義は、個人の感情によって育まれ、想像力を媒介

にして、感覚の美の発見に繋がる概念であるのが窺える。キーツはさらに、“O for a Life of 

Sensations rather than of Thoughts! ”
 16（ああ思考の生活よりも感覚の生活！）と述べ、「哲

理」の思索よりも感覚を重んじることを強調している。 

 キーツが一八一七年の自然詩の「自然」（nature）からシェイクスピアの真実の「人間性」

（human nature）の捉え方に目を向けるようになったという事実は、弟のトマス・キーツ

宛の手紙（1817.12.21）の内容に見出せる。 

 

once it struck me what quality went to from a Man of Achievement, especially in Literature, 

and which Shakespeare possessed so enormously― I mean Negative Capability, that is, when a 

man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after 

fact and reason
17

 

（文学において偉大な仕事を達成する人間を形づくる特質、つまりシェイクスピアが

あれほど所有していた特質、それが何であるか、ぼくは「消極的受容力」というもの

について言っているのだが、人間が不確実だとか、不可解とか疑惑の中においても、

事実や原因を究明していらいらすることのない状態を指すのである。18） 

  

キーツはハズリットの影響でシェイクスピアの作品から、「不確実」、「不可解」、「疑惑」

の特徴を有する自己没却の「消極的受容力」（Negative Capability）という意義を見出して

いる。この「消極的受容力」が古典主義や科学思潮の訴える明晰な知性と対立する概念で

ある。 

 漱石はイギリスで購読した書籍を通してキーツの審美主義を認識していた。著名な文芸

評論家であるブランデスは『十九世紀文学主潮』で、ベイリー宛の手紙の内容を引用する

上で、キーツの詩を「自然」の“All embracing Sensuousness”
 19（すべての感覚の抱擁）と

捉えている（特に“sensitiveness to impressions of the beauty of the external world”の段落に漱

                                                      
16

 The Poetical Works and Other Writings of John Keats. Ibid, p.98. 
17

 Ibid., pp.103-104. 
18『キーツとその時代（上）』、二五七頁の訳。      
19

 Brandes, G. Main Currents in Nineteenth Century Literature. 4 vols.(in 6 vols.). London: W. 

Heinemann. vol.4. 1905. pp.137-139. （「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
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石の傍線あり）。また、ビアーズは『十九世紀イギリスロマン主義』の中で、キーツを「美

の詩人」と捉え、“His sensitive imagination thrilled to every touch of beauty from whatever 

quarter.”
 20（拙訳：彼の感覚的想像力で人々は美の隅々に触れることで感動を覚える）と

述べている（この箇所の“Keats”に漱石の下線あり）。 

 漱石は『文学論』の第一編第三章「文学的内容の分類及び其価値的等級」において、「情

緒は文学の試金石にして、始にして終なりとす」と述べ、四つの「認識的要素 F」を取り

上げている。その中の「（一）感覚 F」（「感覚」の「焦点的印象又は観念」）について、「自

然界は（一）の標本にして」21と論じている。「自然界」を対象にする「感覚 F」という論

述は、前述のブランデスとビアーズの著書におけるキーツの捉え方に対する漱石の関心か

ら分かるように、キーツの審美主義がその基底となっている。 

 また、漱石の蔵書にあり、十九世紀の唯美主義の評論家であるペーターの『ルネサンス』

の序文では次の内容が書かれている。 

 

The objects with which aesthetic criticism deals―music, poetry, artistic and accomplished 

forms of human life― are indeed receptacles of so many powers or forces: they possess, like 

the products of nature, so many virtues or qualities. 
22

 

（審美的批評が扱うさまざまの対象――音楽、詩、人間生活のうちの芸術的で洗練さ

れた形態は、まさしく、非常に多くの力を内蔵する容器である。つまりそれらの対象

は、自然の産物と同様、非常に多くの美点や特性を備えているということなのだ。23） 

 

 ペーターはワーズワースの詩に言及しながら、ロマン派が自然を審美の対象とするよう

に、自分は芸術作品を審美の対象にすると述べている。漱石はペーターの評論を読んで、

審美主義における自然美の意義を確認した上で、読書ノート「文芸ノ Psychology」に「美

感ヲ引起ス objectニ対スル pleasure（自然に存ス）」24と記した。そして、キーツの審美主

義への関心とともに、『文学論』における「自然界」を対象にする「感覚 F」の理論を発

                                                      
20

 Beers, H.A. A History of English Romanticism in the Nineteenth Century. London: Kegan Paul, 

Trench, Trübner & Co. 1902. pp.113-114.（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
21

 『漱石全集』十四巻、岩波書店、二〇一七年、一〇五頁。 
22

  Pater, W. The Renaissance. London: Macmillan. 1901. xi.（「漱石山房蔵書目録」に記載されて

いる版に拠る。） 
23

 ウォルター・ペーター著、富士川義之訳『ルネサンス』白水社、一九八六年、一〇頁。 
24

 『漱石全集』二十一巻、岩波書店、二〇一八年、二一一頁。 
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展させたのである。 

 『文学論』の第二編第三章「fに伴ふ幻惑」において、漱石は「真」をめぐる「文学と

科学との態度の差異」を論じる際に、文学上の「真」について、キーツの「ギリシャ古壷

のオード」（Ode on a Grecian Urn, 1820）で詠われる“Beauty is truth, truth is beauty”
 25（美は

真理であり、真理は美である）を取り上げている。この論述はキーツの審美主義を取り入

れた箇所である。ビアーズは、“there is in Keats’ style a ‘natural magic’ which forces us back to 

Shakespeare for comparison”
26（拙訳：キーツの『自然のマジック』が、我々にシェイクス

ピアと比較することを余儀なくさせる）と論じている（“natural magic”に漱石の下線あり）。

この論述の前に彼はロマン派のシェイクスピア評論を纏めた27。その中で特にコールリッ

ジ（Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834）は、シェイクスピアの描いた人間性（human nature）

に見られる自然らしさを評価した上で、ハムレットとフォルスタッフの人物造形に「個人

性」（individuality）28を見出した。そこで、漱石は「ギリシャ古壷のオード」の引用の続

きとして、ロマン派のシェイクスピア評価に従い、「試しに沙翁の作品を検するに、彼の

造りし人物は皆躍如たり。評家はこれを以て自然に対して真なるが故なりと説く」29
 と

論じている。 

 

第三節 『文学論』における『レイミア』の引用 

 『文学論』の「文学と科学」の概念をめぐる議論は、第三篇第一章「文学的 Fと科学的

Fとの比較一汎」の論述に展開していく。この章で、漱石は「科学者が事物に対する態度

は解剖的なり」、「複合体にあまんずることなく、之を原素に還し、之を分子に分つ」30と、

「科学的 F」を定義している。小山慶太の指摘31によると、この箇所は古典物理学の要素

還元主義を示している。一方、「文学的 F」について、漱石は「文学者の行ふ解剖は常に

                                                      
25

 『漱石全集』十四巻、一九九頁。 
26

 A History of English Romanticism in the Nineteenth Century. p.114. 
27

 Beers, H.A. A History of English Romanticism in the Eighteenth Century. London: Kegan Paul, 

Trench, Trübner & Co. 1899. p.71.（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
28

 Coleridge, S.T. Lectures and Notes on Shakespeare and Other English Poets. Ed. T. Ashe. London: G. 

Bell & Sons.1890. pp.229, 487-488, 508.（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
29

 『漱石全集』十四巻、一九九頁。 
30

 『漱石全集』十四巻、二二七～二二八頁。 
31

 小山慶太「ニュートンの光学実験と漱石の科学論」『科学』八六（五）、二〇一六年、四六

六頁。 
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全局の活動を目的とするものにして、各部として各部を吟味するが如きは、全く此目的を

助長するの効果あつて始めて存在を許すべきのみ」32と捉え、イギリスロマン派のイメー

ジの統合力33に近い論述で文学の方法論を示している。 

 さらに、漱石は次のようにイギリスロマン派の自然観を捉え、キーツの『レイミア』

（“Lamia” , 1819）の一部を引用している。 

  

彼等はたゞ感覚印象より真偽を決するが故に、これ以上に分け入れる科学的真は却つ

て偽となることあり。彼等にとりては日は東より出でゝ西に没するなり。地球が太陽

の周囲を廻転するに非ざるなり。珊瑚は赤色と堅緻の質とを備へたる美しき枝にして

polypusより成立せつ虫巣にあらざるなり。詩人 Rossettiは嘗て云ふ、太陽が地球を廻

るも、地球が太陽を廻るも吾関するところにあらずと。Keats又云ふ。 

Do not all charms fly 

At the mere touch of cold philosophy? 

There was an awful rainbow once in heaven: 

We know her woof, her texture; she is given 

In the dull catalogue of common things. 

Philosophy will clip an Angle’s wings, 

Conquer all mysteries by rule and line, 

Empty the haunted air, and gnomed mine—— 

Unweave a rainbow, as it erewhile made 

The tender-person’d Lamia melt into a shade. 

—Lamia, Pt. II 11.229-38
34

 

（冷たい学問に一触れしただけで／魅力が逃げ去ってしまわないか？／かつて天には

壮麗な虹があった／いま、その横糸も織目もわかり、／ありふれた物のつまらないカ

タログに組み入れられる／学問は天使の翼を剪み切り、／定規で線を引いてあらゆる

神秘を征服し、／精霊が屯した空、妖精の棲まいした土地を空にするだろう。／——

虹を解きほぐしてしまうだろう、かつて、／たおやかな姿のレイミヤを影と溶かして

                                                      
32

 『漱石全集』十四巻、二三〇～二三一頁。 
33

 リリアン・ファースト著；床尾辰男訳『ヨーロッパロマン主義』創芸出版、二〇〇二年、

一五二頁。 
34

 『漱石全集』十四巻、二二九頁。 
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しまったように35） 

 

『レイミア』は、蛇女のレイミアと学生のリシアスの異類婚姻譚である。第一部で、七

彩の虹が体である蛇姿のレイミアは、人間の死者の霊をハーデスの冥界のレテ（忘却の川）

に導くヘルメスに精女の居場所を教える交換条件として、人間の女性の姿に変身させても

らった。そして、彼女は自分の美に見惚れたリシアスと恋に落ちた。レイミアはリシアス

に、人間世界は彼女に感覚の楽しみや神秘の魔力の渇きを満たしてくれないと告げ、リシ

アスの側から離れることを恋の駆け引きの手段とした。第二部で、リシアスは側に戻って

きたレイミアを強引に嫁にする。レイミアにとって、彼女の一途な恋心を利用するリシア

スは、太陽神アポロがパルナッソス山で泥から生まれた蛇であるピュートン（Python）を

射殺した神話の内容を想起させる。それでも、彼女はリシアスが婚礼の客を呼びに出掛け

る間に、魔法で豪華な婚礼の宮殿を作った。しかし、婚礼の日にリシアスの師であるアポ

ロニウスが、婚礼の会場に闖入して、レイミアを殺そうとする。レイミアの体を構成する

虹は、「虹を解きほぐしてしまう」アポロニウスの「観察眼」によって、「ありふれた物の

つまらないカタログに組み入れられ」た。 

『レイミア』はギリシアの数学者・天文者であるアポロニウスの蛇殺しの幻想談（フィ

ロストラトゥス『アポロニウス伝』）を下敷きに描いているが、ニュートンの古典物理学

とキーツの自然観の交渉を示す作品36として知られてきた。小山慶太の指摘37によると、

レイミアの虹を「ありふれた物のつまらないカタログ」に組み入れるアポロニウスの「観

察眼」は、虹の構成を可視化させるニュートンの分光スペクトルを指している。つまり、

キーツは語り手の視点を通して、アポロニウスの数学にニュートンの光学の原理を加える

上で、古典物理学の要素還元主義が実体でないレイミアの虹の構成を明かし、虹のもたら

す想像力の感覚の美の魅力を破壊したことへの怒りを示しているのである。 

ビアーズの『十九世紀イギリスロマン主義』は、キーツの『レイミア』について、“‘Lamia’ 

of the disenchanting touch of science: ‘There was an awful rainbow once in heaven,’ etc. Keats is 

the poet of romantic emotion”
38（拙訳：『レイミア』、科学との不愉快な接触：『かつて天に

                                                      
35

 『漱石全集』十四巻、六一五頁。（注解の亀井俊介・出淵博の訳） 
36

 Gigante, Denise. ‘The Monster in the Rainbow: Keats and the Science of Life’. The Modern Language 

Association of America. 2002. pp.433-477. 
37

 小山慶太「ニュートンの光学実験と漱石の科学論」、四六五頁。 
38

 A History of English Romanticism in the Nineteenth Century. p.129. 
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は壮麗な虹があった』キーツの特色はロマンティック感情である）と捉えている。漱石は

ビアーズの論述を読んで、ノート「文芸ノ Psychology」に「Keatsハ rainbowの分解ヲ怒

レリ．」とメモした上で、このメモの内容から線を引いて「Lamiaヲ見ヨ There was an awful 

rainbow once in heaven」39と書き加えている。漱石はビアーズの著書を参照にして、キー

ツの表現意図を理解した上で、『レイミア』を『文学論』に引用しているのである。 

「科学上の真」と「文芸上の真」をめぐる続きの議論の中で、漱石は「詩人画家等の想

像的創作物」、「科学的立脚地より撿して不合理なるは無論のことなれど、吾人が是等より

受くる感情、感覚は生命を有し偽なりなきを以て是等は完全なる文芸上の真を具有するも

のなるを知る」40というように、文芸作品の表現における「感情、感覚」の重要性を訴え

ている。この論述は、感覚の美を「真」とし、英文学史の中で「ロマンティック感情」と

捉えられたキーツの審美主義を基底にして成り立つものであると考えられる。 

 

第四節 美禰子の「詩人」像 

『文学論』が出版された翌年に、漱石の『三四郎』は明治四十一年九月一日から十二月

二十九日（1908.9.1～12.29）までの間、『東京・大阪朝日新聞』に連載されていた。田舎

青年の上京体験を中心に描くこの作品の中で、光線の波動圧を研究する野々宮とヒロイン

である美禰子の自然観の相違が描かれている。 

例えば、野々宮は「白い薄雲が刷毛先で掻き払つた痕の様に、筋違に長く浮いてゐる」

41（三〇五頁）青空を見上げて、三四郎に「あれは、みんな雪の粉ですよ」、「あれで地上

に起る颶風以上の速力で動いてゐるんですよ。―君ラスキン読みましたか」（三〇五頁）

と話す。三四郎が野々宮の観点を彼の恋の駆け引きの対象である美禰子に伝えると、彼女

は「雪ぢや詰らないわね」、「雲は雲でなくつちや不可ないわ。かうして遠くから眺めてゐ

る甲斐がないぢやありませんか」（三七六頁）と反駁した。 

漱石の蔵書にある『近代画家論』の中で、ラスキンは「自然」にキリスト教の神の神性

を見出す一方、物理学者であるニュートンの『光学』の理論を受容42し、綿密な自然観察

                                                      
39

 『漱石全集』二十一巻、二〇五頁。 
40

 『漱石全集』十四巻、二五九頁。 
41

 『漱石全集』五巻、岩波書店、二〇一七年、三〇五頁。 
42

 Ruskin, J. Modern Painters. vol.I. London: G.Allen.1903. pp.150-152.（「漱石山房蔵書目録」に記
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を求める「自然の真実」の絵画理論を示している。「雲のバランシング」（The Cloud 

Balancings）の章では、雪が加熱されると水よりも揮発しやすくなるという実験の内容43が

書かれている。野々宮がラスキンの実験に言及するのは、古典物理学の機械論の自然観を

認める科学者の立場で、ラスキンの綿密な自然観察に成り立つ絵画理論への共感を示して

いるのである。しかし、美禰子は野々宮が雲の要素を分解することに反対して、雲を一つ

の全体として眺めるのを主張している。そしてその前に、「塊まつて、白く柔らかな針を

集めた様に、さゝくれ立つ」雲の形を見て、「駝鳥の襟巻に似てゐるでせう」（三七六頁）

と捉え、雲の眺め方に彼女自身の想像力を込めている。野々宮と美禰子の雲の眺め方の差

異は、まさに前述の『文学論』の「科学的 F」と「文学的 F」の違いを反映するものであ

る。 

さらに、三四郎は団子坂の菊人形を見る約束で広田先生の新居を訪ねる時、野々宮と美

禰子の論争を耳にした。論争の続きは次の通りである。 

 

「野々宮さんは、理学者だから、なほそんな事を仰しやるんでせう」と云ひ出した。

話しの続きらしい。 

「なに理学を遣らなくつても同じ事です。高く飛ばうと云ふには、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」 

「さう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」 

野々宮さんは返事を已めて、広田先生の方を向いたが、 

「女には詩人が多いですね」と笑ひながら云つた。すると広田先生が、 

「男子の弊は却つて純粋の詩人になり切れないところにあるだらう」と妙な挨拶をし

た。野々宮さんはそれで黙つた。（四〇四頁） 

 

                                                                                                                                                        
載されている版に拠る。） 
43

 Ruskin, J. Modern Painters. vol.V. London: G. Allen. 1905. p.139.（「漱石山房蔵書目録」に記載

されている版に拠る。） 
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 野々宮は古典物理学の機械論の自然観で空を飛ぶことにおける飛行機の必要を主張す

る。美禰子は「我慢しなければ、死ぬ許ですもの」と、ニュートンの重力の原理への認識

を示しながらも、なぜか野々宮の機械論に同意しない。そこで、野々宮は「女には詩人が

多いですね」と美禰子の空想力を皮肉った。 

 問題は、美禰子はこの論争をきっかけに、途中から菊人形の会場を離れて、三四郎に「御

貰をしない乞食」（四一五頁）と、明治社会で経済的自立性を持たない女性である44自分

への憐れみを示した。美禰子が野々宮に結婚を拒否されたと認識するように展開したこの

テクストの不透明な部分を理解するには、漱石が『文学論』の「科学的 F」と「文学的 F」

を説明するために引用したキーツの『レイミア』の結婚の文脈と対照して読む必要がある。 

 『レイミア』の最後の場面、「夢」で築き上げた魔法の宮殿で、アポロニウスに攻撃さ

れたレイミアは色彩の分解によって生命力を失い、悲鳴を上げて消えていく。そのため、

花婿のリシアスは虹の高度から落ちる。『文学論』に引用されていないが、リシアスの結

末は次のように描かれている。 

 

And Lycius’s arms were empty of delight,  

As were his limbs of life, from that same night. 

On the high couch he lay— his friends came round— 

Supported him; no pulse or breath they found,  

And in its marriage robe the heavy body wound. 
45

 

（その夜を最後に、リシアスの腕から喜びが 

消えた。彼の肢体から生命が消えたように。 

彼は高い寝椅子によこたわっていた。友人たちが 

寄ってきて彼を助け起こした。脈も息もなかったので、 

結婚式のローブで重い死体をくるんだ。46） 

 

 漱石の蔵書を調べると、最後の一句は原文で“And in its marriage robe the heavy body 

                                                      
44

 小森陽一「漱石の女たち―妹たちの系譜―」『文学』二（一）、岩波書店、一九九一年一月、

三五頁。 
45

 Keats, J. The poetical works of John Keats. Ed. with a memoir by Lord Houghton. London: Bell, 

1899. p. 463.（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
46

 中村健二訳『キーツ詩集』岩波書店、二〇一六年、二一七～二一八頁。 
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wound”である。キーツはロマン派の自然観に影響を与えたニュートンの重力の原理を、

リシアスの墜落死の場面に取り入れている。漱石はこの文脈を読み取ったのか、『文学論』

で『レイミア』を引用する前に、「地球が太陽の周囲を廻転する」とニュートンの力学に

触れている。これを対称軸にして考えれば、野々宮が飛行機があってこそ空を飛べると主

張するのに対して、美禰子が「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」と反駁し、「我慢しなければ、死ぬ許ですもの」と重力の原理への認識を示しな

がら、野々宮に結婚を拒否されたことを認識するに至ったのは、リシアスの死を念頭に置

き、野々宮が結婚を我慢するのを指し示している。二人は実際『レイミア』の内容につい

て語っていたのだろう。「頭の方が先に要る」という野々宮の発言がキーツの厭う「哲理」

であり、「女には詩人が多いですね」という言葉がキーツを意識した上での発言である。

野々宮は科学研究に志して低賃金で世帯を持つことを諦めて下宿を選んだ。この事実に目

を向けば、機械論を敢えて否定した美禰子の結婚願望と苦心が見えてくる。 

 広田先生は、科学のもたらした近代化に驚嘆した三四郎に向って、「自然を翻訳すると、

みんな人間に化けて仕舞ふから面白い。崇高だとか、偉大だとか、雄壮だとか」（三五〇

頁）と、イギリスのナチュラリズムの背景を取り上げている。その後、与次郎は彼の「偉

大なる暗闇」の師である広田先生について、「自然は宝石を作るに幾年の星霜を費やした

か」（四二五頁）という文章を書いて、三四郎に伝えた。シェイクスピアのハムレットと

フォルスタッフの人物造形を負っている47彼らが「自然」について語るのは、前述のイギ

リスロマン派のシェイクスピア評価の背景と無関係ではない。野々宮と美禰子の「空中飛

行器」の論争の最後に、広田先生は「男子の弊は却つて純粋の詩人になり切れないところ

にあるだらう」と野々宮における科学的知性の優位意識を皮肉った。彼の言葉は、想像力

を通して自然を主観的に捉える「人間性」の本質に対する野々宮の不理解への指摘である

と思われる。 

 美禰子は論争の後、三四郎に伴われて小川の畔に行って、屋根の下に干してある唐辛子

を眺めて「美しい事」（四一二頁）と言った。さらに、彼女は空の積乱雲を見上げて、三

四郎に「重い事。大理石の様に見えます」（四一四頁）と言い、雲の捉え方に自分の感情

を込めている。自然の事物に関する美禰子の捉え方は、感覚の美と想像力を重んじるキー

ツの審美主義の表象であると言える。 

                                                      
47

 野谷士、玉木意志太牢編『漱石のシェイクスピア』朝日出版社、一九七四年、六～八、二

〇頁。仁木久恵『漱石の留学とハムレット』リーベル出版、二〇〇一年、九七～一〇一頁。 
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第五節 「つれなき美女」の面影 

 キーツは『エンディミオン』、『レイミア』、「ギリシャ古壷のオード」などの作品の中で、

ゴシックの「暗闇」、「神秘」といった言葉を使い、キリスト教とギリシア神話を融合させ

るルネサンス的な要素を表現している。前掲の『十九世紀イギリスロマン主義』の中で、

ビアーズはキーツがハントのように南方のゴシックに目を向けたと紹介し、中世ロマンス

を表現するキーツの「つれなき美女」（“La Belle Dame sans Merci”, 1819）が歴史ロマンス

を描くスコット（Walter Scott, 1771-1832）のバラードの構成と異なると指摘48している（漱

石の下線あり）。そして、彼は『レイミア』の箇所で「キーツの特色はロマンティック感

情である」と捉える一方、「スコットはロマンティック活劇である」と捉えている。（“Keats 

is the poet of romantic emotion, as Scott of romantic action.”
 49（下線は漱石。）） 

 漱石は『文学論』第五編第五章「原則の応用（三）」で、スコットに関するビアーズの

論述を踏まえて、スコットがホレス・ウォルポール（Horace Walpole, 1717-1797）の『オ

トラント城奇譚』を読み、ゴシック建築を詩や小説に取り入れて「ゴシック‧リバイバル」

の頂点となったと論じている50。そして、『三四郎』の美禰子の登場場面を次のように描

いている。 

 

女のすぐ下が池で、池の向ふ側が高い崖の木立で、其の後ろが派手な赤煉瓦のゴシツ

ク風の建築である。さうして落ちかゝつた日が、凡ての向ふから横に光を透してくる。

（三〇〇頁） 

 

 美禰子の登場場面で「ゴシツク風の建築」が描かれ、のちに三四郎の授業の場面で「ス

コツト」の名前が出ることから、漱石はスコットの作品を意識して美禰子の登場場面を描

いたのが分かる。スコットの『湖上の美人』（The Lady of the Lake, 1810）は、スコットラ

ンドのカトリーン湖畔（Loch Katrine）を舞台にして、封建領主の領民の生活と戦いを描

                                                      
48

 A History of English Romanticism in the Nineteenth Century. p.119. 
49

 A History of English Romanticism in the Nineteenth Century. p.129. 
50

 『漱石全集』十四巻、四七三～四八一頁。 
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く作品である。主人公のジェイムズ・フィッツはスコットランド王ジェイムズ五世

（1513-1542）をモデルとし、ヒロインのエレインはアーサー王伝説の「湖の乙女」であ

るエレインをモデルとする。エレインは、ジェイムズ・フィッツが鹿狩りからスターリン

グ城への帰り道でカトリン湖畔で笛を吹くのを聞いて、父親の笛吹きだと思い込み、湖の

中島（「エレインが島」）から舟を漕いできた。すると、ジェイムズ・フィッツは立ち位置

を叢の間に変えて、近づいてきた舟と「湖上の美人」の姿を眺め、「炎」のような日射し

に薄く明るく染められた彼女の頬に見惚れた51。この場面描写は、三四郎が大学の池の畔

にしゃがんで、夕日に照らされる「池の女」である美禰子を見る場面の基底となっている。 

『湖上の美人』の語り手は、エレインの黒い目から彼女の「情熱」が人に知られないよ

うに隠されていると、ある種の恋愛感情を仄めかしている。しかし、三四郎は大学の池で

美禰子と出会い、「女の黒眼の動く刹那を意識した瞬間」（三〇二頁）に、ある種の「恐ろ

しさ」を覚えた。さらに、彼は広田先生の引っ越しを手伝う日に、美禰子の眼付について、

「オラプチユアス！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」、「官能の

骨を透かして髄に徹する」「是非媚びたくなる程に残酷な眼付き」（三六九頁）であるとい

う感想を心の中で洩らした。 

『レイミア』と同年に創作された「つれなき美女」は『文学論』で別の論述に引用され

ているが、騎士を惑わせる湖畔の妖精を描いている。 

 

What can ail thee, knight-at-arms, 

Alone and palely loitering? 

The sedge has wither’d from the lake, 

And no birds sing. 
52

 

... 

I saw pale kings and princes too, 

Pale warriors, death-pale were they all; 

They cried—“La Belle Dame sans Merci 

                                                      
51

 Scott, W. Scott’s Lady of the Lake. London: Macmillan. 1896. pp.11-12. “And ne’er did Grecian 

chisel trace/ A Nymph, a Naiad, or a Grace, Of finer form, or lovelier face!/ What though the sun, with 

ardent frown,/ Had slightly tinged her cheek with brown, ―”（「漱石山房蔵書目録」に記載されて

いる版に拠る。） 
52

 The poetical works of John Keats. p.474. 
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 Hath thee in thrall!”
53

 

（おお、鎧の騎士よ、どうしたというのか、 

ただひとり、顔蒼ざめてさまようとは。 

菅は枯れて湖から消え、 

鳥も啼かない。 

（中略） 

おれが見たのは顔蒼ざめた王たち、王子たち、 

顔蒼ざめた兵たち――誰も死のように蒼ざめていた。 

彼らは叫んだ、「非情の美女が 

おまえを虜にしたぞ！」54） 

  

 『レイミア』の中で、“The cruel lady, without any show/ of sorrow for her tender favourite’s 

woe”
55（残酷な女はやさしい恋人の苦悩する姿に／いささかも悲しむ様子を見せなかった

56）という表現が見られる。これはキーツが「つれなき美女」をモデルにしてレイミアの

残酷な性質を表現する箇所である。また、蛇女レイミアを形容する言葉の中で、「デモン」

（demon）という言葉が用いられている。これは「つれなき美女」の正体を理解する手が

かりとなる。ゴシックに目を向けたキーツに対する漱石の関心から分かるように、「池の

女」として『湖上の美人』のヒロインのように登場した美禰子の官能性に隠される「残酷

な眼付き」は、騎士を虜にする湖畔の「つれなき美女」の面影を覗かせている。 

ビアーズはキーツの審美主義がラファエル前派の感覚美に深い影響を与えたと指摘57

している（漱石の下線あり）。この日、三四郎は美禰子と一緒に《つれなき美女》（1893）

も描いたウォーターハウス（John William Waterhouse, 1849-1917）の《人魚》（1900）を見

た。水際にいて髪をとく女性の人魚の下半身は蛇の体のようにぬめぬめしている。《人魚》

を収録する図録以外に、美禰子が手に取ったもう一冊のクロージアの『知的発達の歴史』

（History of Intellectual Development, 1897）は、キリスト教と異教の概念についての本であ

る。その後、美禰子は、小川の畔で三四郎に「迷へる子」（ストレイ
s t r a y

・シープ
s h e e p

）という言

                                                      
53

 The poetical works of John Keats. p.475. 
54『キーツ詩集』、四二八、四三一頁。 
55

 The poetical works of John Keats. p.450. 
56『キーツ詩集』、一九〇頁。 
57

 A History of English Romanticism in the Nineteenth Century. p.131. “It is in the Pre-Raphaelites that 

Keat’s’ influence on our later poetry is seen in its most concentrated shape.”（下線は漱石。） 
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葉を教えた上で、「悪魔」と道から逸れた二匹の迷羊を描いた絵葉書を送った。 

 キーツの『エンディミオン』の中で、牧羊者のエンディミオンはキリスト教文学に「悪

魔」と見なされる牧神パンに仕える。彼は、眠りの中で闇夜の女神である月神に恋し、「理

想美」としての彼女を求めるために旅に出る。三四郎も眠りの中で理想的な美女である「池

の女」を夢見たが、彼女が電車に轢かれるグロテスクな夢であった。家父長制の「現実世

界」で、美禰子は兄の結婚のために兄の家から出る状況に追い込まれ、よし子の婚約者で

ある立派な人と結婚するようになった。最後に、美禰子の肖像画《森の女》の展示会で、

野々宮は結婚式の招待状を破り捨て、三四郎は茫然と「迷羊」を口の中で繰り返した。 

 『レイミア』の中で、ヘルメスとニンフの恋の成就に関して、“Into the green-recessed woods 

they flew; / Nor grew they pale, as mortal lovers do.”
58（二人は緑なす森の奥へ飛んで行ったが、

人間の恋人のように蒼ざめてはいなかった）59という表現が見られる。この箇所は魔女に

恋したリシアスの恋の破滅と死を暗示し、湖畔で騎士を彷徨わせる「つれなき美女」の表

現と対照的な箇所である。『三四郎』における青年男女の恋の破綻と対照的に読むことも

できるだろう。 

以上のように、漱石の蔵書、メモ、『文学論』の内容を考察することを通して、漱石が

キーツの審美主義に関心を示したことを明らかにした。漱石が留学中にキーツの詩から感

じた面白さは、その後の読書と研究で深まるものである。そしてキーツの審美主義に対す

る理解を『三四郎』の中の美禰子の「詩人」像に用いていることは、本章の考察で示して

きた通りである。漱石の学問の背景と対照することで、『三四郎』の表現に広がっている

キーツの詩の世界が見えてきた。 

 

第六節 「自然を翻訳する」こと 

 前の考察を通して野々宮と美禰子の齟齬の原因が分かってきたが、三四郎と美禰子の間

はどうだろうか。三四郎に対して広田先生はどういう役割を担っているのだろうか。ここ

で作品の冒頭から視点人物である三四郎の認識を中心に辿ってみたい。 

 『三四郎』の冒頭において、三四郎は近代文明の産物である汽車に乗る際に、「ベーコ

                                                      
58

 The poetical works of John Keats. p.446. 
59『キーツ詩集』、一五〇頁。 
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ンの二十三頁を開」いて、「万遍なく頁全体を見廻してゐた」（二八三頁）と描かれている。

三四郎の開いたベーコンの著書60は、漱石の蔵書にもあるベーコン（Francis Bacon, 

1561-1626）の『新機関』（Novum Organum Scientiarum, 1620）であるのが考えられる。『新

機関』は、機械装置による自然現象への解明で文明の発展を促進させるという「自然法則」

の原理を唱えることで、中世までの神智学の自然観から一歩を踏み出し、近代科学の機械

論の自然観の哲学的基礎となった。ラテン語で書かれたその内容を読むと、女性の第三人

称である“ea”は森羅万象を指す「自然」の主語となっている61。そして、「自然」の解明を

妨げる人間の「イドラ」（偶像または幻影）の概念は、第二十三項目より説明されている。

三四郎はこの箇所を読む時に、宿で一夜をともにした人妻の「汽車の女」に「あなたは余

つ程度胸がない方ですね」と言われたことを思い出して、「元来あの女は何だらう。あん

な女が世の中に居るものだらうか。女と云ふものは、ああ落付いて平気でゐられるものだ

らうか。無教育なのだらうか」（二八三頁）というように、良妻賢母の規範から逸脱した

彼女の性意識の解放に非難の眼差しを投げかけ、さらに「ベーコンの二十三頁に対して甚

だ申訳がない位に感じた。」（二八四頁）この箇所は、三四郎が『新機関』の文脈に沿って

女性と「自然」を同義に扱い、うぶな自分が「汽車の女」の性質に対する無理解を感じた

ということの表現であると考えられる。 

一方、上京の汽車の中で、「水蜜桃の男」（広田先生）は、ルネサンス期の芸術家で物理

学者であるレオナルド・ダ・ヴィンチ（Leonardo da Vinci, 1452-1519）の桃の毒の実験を

取り上げて、三四郎に科学の倫理性の問題を諭した。しかし、三四郎は上京してから、近

代科学の展開によって文明化が進んだ都市の建設の様相に驚き、自分が「現実世界に毫も

接触してゐない」「洞が峠で昼寝をしたと同然である」（二九三頁）と思った。三四郎の考

えは、ベーコンが取り上げた「洞窟のイドラ」（個人の性癖や偶然的な境遇に由来し、洞

窟に閉じこもっている人が広い世界を知らないようなもの）62の表象であると言える。漱

石は、ノート「東西ノ開化」で、近代科学の哲学的基礎となったベーコン「自然法則」に

                                                      
60

 景山直治「ベーコンの二十三頁―漱石のいたずらについて」（『夏目漱石森鴎外の文学』教

育出版センター、一九七三年、一三頁。）は、「ベーコンの二十三頁」の材源を『ベーコンのエ

ッセイ集』（Bacon. F. Bacon’s Essays. Ed. with Introduction and Notes by F.G. Selby. London: 

Macmillan& Co.1892）とし、美禰子への恋愛感情を暗示すると指摘したが、本論は女性に投げ

かけた三四郎の眼差しから、『新機関』である可能性があるのを指摘する。 
61

 Bacon, F. Novum Organum Scientiarum. Lugd. Bat.: Apud Adrianum Wijngaerde et Franciscum 

Moiardum.1645. p.4.（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
62

 フランシス・ベーコン著、桂寿一訳『ノヴム・オルガヌム―新機関』岩波文庫、一九七八

年、八四～八五頁。 
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関して、「今西洋ノ開化ヲ見ン（１）科学.Scienceノ practical utility ハ何ゾト云へバ nature

ノ lawヲ発見シテ人間ノ便宜ヲハカルニ過ギズ」63と書き記している。この認識は、作品

の語り手が作中人物である三四郎に対して、「明治の思想は西洋の歴史にあらはれた三百

年の活動を四十年で繰り返してゐる」（二九四頁）という、科学思潮の導入による日本の

近代化の急激な展開の傾向を捉える言葉として現れている。 

三四郎は、近代化社会に追い付かない田舎者の「不安」を抱き、「東京の真中に閉ぢ込

められて、一人で鬱ぎ込んでゐる」（二九四頁）ように感じたと描かれている。彼は野々

宮の実験装置を見学した後、池の周りを徘徊し、「熊本の高等学校に居る時分も是より静

かな龍田山に上つたり、月見草ばかり生えてゐる運動場に寝たりして、全く世の中を忘れ

た気になつた事は幾度となくある。けれども此孤独の感じは今始めて起つた」（三〇〇頁）

というように、キャンパスの人工庭園で一種のメランコリーの気分に陥った。一方、彼は

池の畔で美しい風景の中から現れてきた美禰子に出会った後、野々宮の「ゴシツク建築」

（法文科の建築）評価に感心した。それでも、彼は科学のもたらした近代化を一種の趨勢

だと思い、「工科大学は封建時代の西洋の御城から割り出した様に見えた」、「法文科見た

様に倒れさうでない」、「学問の府はかうなくつてはならない」（三一〇頁）というように、

科学優位の考え方が出来ていた。この矛盾の気持ちを抱きつつ、三四郎は野々宮の留守中

に、汽車に轢かれて死んだ女性の死体を目にし、美禰子が電車に轢かれるという悪夢を見

た。そして、恐怖な体験を野々宮に話すと、野々宮は「死骸はもう片付けたろうな。行つ

ても見られないだろうな」（三三四頁）という冷徹な態度を示し、日露戦後の社会不況に

置かれた女性の生活苦に対して同情心を抱かなかった。そこで、三四郎は野々宮の冷たい

態度に疑問を抱き、のちに広田先生との再会で科学の問題を諭してくれた先生と親しくな

った。 

広田先生は富士山の眺め方について、三四郎に「自然を翻訳すると、みんな人間に化け

て仕舞ふから面白い。崇高だとか、偉大だとか、雄壮だとか」（三五〇頁）ということを

教えた。漱石は「英國詩人の天地山川に對する觀念」において、イギリスの新古典主義時

代の散文家であるアディソン（Joseph Addison, 1672-1719）の『ザ・スペクテーター』（The 

Spectator, 1711-1712）の四百十四号に書かれている「自然と人巧」の概念に言及している

64。これを手がかりにして、漱石の蔵書にある『ザ・スペクテーター』を調べると、アデ

                                                      
63

 『漱石全集』二十一巻、九一頁。 
64

 『漱石全集』十三巻、岩波書店、二〇一七年、二七頁。漱石の捉えた「自然と人巧」は、『ザ・



142 
 

ィソンは四百十二号において、次のように述べている。 

 

I shall first consider those Pleasures of the Imagination, which arise from the actual View 

and Survey of outward Objects: And these, I think, all proceed from the Sight of what is Great, 

Uncommon, or Beautiful. There may, indeed, be something so terrible or offensive, that the 

Horror or Loathsomeness of an Object may over-bear the Pleasure which results from its 

Greatness, Novelty, or Beauty; but still there will be such a Mixture or Delight in the very 

Disgust it gives us, as any of these three Qualifications are most conspicuous and prevailing.
 
 

By Greatness, I do not only mean the Bulk of any single Object, but the Largeness of a 

whole View, considered as one entire Piece. Such are the Prospects of an open Champain 

Country, a vast uncultivated Desart of huge Heaps of Mountains, high Rocks and Precipices, or 

a wide Expanse of Waters, where we are no struck with the Novelty or Beauty of the Sight, but 

with that rude kind of Magnificence which appears in many of these stupendous Works of 

Nature. Our Imagination loves to be filled with an object, or to grasp at any thing that is too big 

for its Capacity. We are flung into a pleasing Astonishment at such unbounded Views, and feel a 

delightful Stillness and Amazement in the Soul at the Apprehensions of them. The Mind of Man 

Naturally hates every thing that looks like a Restraint upon it, and is apt to fancy it self under a 

sort of Confinement, when the Sight is pent up in a narrow Compass, and shortned on every 

side by the Neighbourhood of Walls or Mountains. On the contrary, a spacious Horizon is an 

Image of Liberty, where the Eye has Room to range abroad, to expatiate at large on the 

Immensity of its Views, and to lose it self amidst the Variety of Objects that offer themselves to 

its Observation.
65

 

（まず周囲の対象を実際に見ることから生じる想像力の喜びについて考えたいと思い

ます。私の考えでは、喜びはすべて、「巨大なもの」、「類いまれなもの」、「美しいもの」

を目にすることに起因しています。確かに、ある物から生じる恐怖とか嫌悪が、大き

さ、新奇さ、あるいは美から生じる喜びを圧倒するようなことがあるかも知れません

が、嫌悪感そのものの中にもこの三者が非常に人目をひき、功を奏するような喜びが

                                                                                                                                                        
スペクテーター』四百十四号において‘Nature and Art’と書かれている。詳しくは本論の第一章

を参照。 
65

 Addison. (J.) & Steele (Sir R.). The Spectator. (Morley’s Universal Library). London: G. Routledge 

& Sons. 1890. p.594.（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
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混在します。 

大きさという場合、ある一つの物の容積だけではなく、物全体としての大きさを意

味します。広々とした平原、広大で荒れ果てた砂漠、山々の高い頂、高い岩山や絶壁、

広大な海原の景色などがそれに該当します。私たちが心を打たれるのは、光景の新奇

さと美ではなく、こうったとてつもない自然の細工の多くに見える荒削りの壮大さの

ためです。想像力は、ある物に占領されること、あるいは、能力にはおさまり切れな

いものをつかみとることを好みます。私たちはこういった無限の眺めを見て、心地よ

い驚きに襲われ、魂は不安ながらも喜ばしい静寂と驚嘆を覚えます。人々は本来、心

を抑制するように見えるあらゆるものを嫌います。視覚が狭い地域に閉じ込められ、

周囲の壁や山によって縮められているときには、心がある種の監禁状態にあると考え

てしまう傾向があります。それに比べて、果てしなく伸びている地平線には自由のイ

メージがあります。そこでは目をさえぎるものはなく、広大な景色を好きなだけ見渡

せます。そして、さまざまな物を見ているうちに、われを忘れてしまいます。こうい

った広々とした未知の景色は空想にとって喜ばしいものです。ちょうどそれは、永遠

とか無限についての思索が知性にとって喜ばしいのと同様です。66） 

（中略） 

But there is nothing that makes its Way more directly to the Soul than Beauty, which 

immediately diffuses a secret Satisfaction and Complacency through the Imagination, and gives 

a Finishing to any thing that is Great or Uncommon.
67

 

（ところで、美ほど直接魂に入り込んで来るものはほかにはありません。美は直ちに

想像力に満足感を浸透させ、巨大なものあるいは稀なものに最後の仕上げをします。68） 

 

十七世紀以前のイギリスでは山々は畏怖される醜悪な存在であった。目の前に聳える山

の巨大さという考え方に対して、アディソンは“Greatness”という概念を荒野の連なる山々

や広がる水域などの広い空間として再定義し、人間の想像力が広いランドスケープに触発

され、それによって人間が自由を感じるということを唱える。そして、“Great or Uncommon”

を仕上げるのを「美」（beauty）そのものとして捉える。十七世紀において、ロンギノス

                                                      
66

 門田俊夫「＜翻訳＞『スペクテイター』―第 410 号から第 419号―」『大阪経大論集』六三

（三）、二〇一二年九月十五日、二〇六～二〇七頁。 
67

 The Spectator. p.595 
68

 門田俊夫「＜翻訳＞『スペクテイター』―第 410号から第 419号―」、二〇七頁。 
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の『崇高論』の英訳の影響で「崇高」（Sublime）という言葉が広まり始めた69。アディソ

ンは「崇高」の意味で“Greatness”を使っていた。のちに「崇高」の概念は、エドマンド・

バーク（Edmund Burke, 1729-1797）の有名な風景論の著作である『崇高と美の観念の起源』

（A Philosophical Inquiry Into The Origin Of Our Ideas Of The Sublime And Beautiful, 1757）の

基礎となった。漱石が読んだビアーズのイギリスロマン主義文学史の中で、「崇高」はナ

チュラリズムの概念として使われている。この背景を念頭に入れれば、「自然」に関する

広田先生の「崇高」、「偉大」などの解釈は、新古典主義からロマン主義への過渡期の自然

観を汲んで形成した概念であるのが分かる。つまり、広田先生はアディソンの“Greatness”

を「偉大」と読み替え、ナチュラリズムの意味で「崇高」を使っている。そして、「自然」

に対する解釈がすなわち人間性の投影であるということを三四郎に教えたのである。 

しかし、三四郎は広田先生の言葉の背後における思潮の意義を理解するよりも、文明の

実用を唱えるベーコンの男性優位の自然観の影響のもとで、近代化社会に対して「電燈が

ある。銀匙がある。歓声がある。笑語がある」（三六四頁）「美しい女性がある」（三六五

頁）という幻想を抱き、「美しい女性を翻訳する」（三六五頁）ことを考え始めた。前述の

美禰子の登場場面で、彼女の姿は「頭にも真白な薔薇を一つ挿してゐる。其薔薇が椎の木

陰の下の、黒い髪の中で際立つて光つてゐた」（三〇二頁）と描かれている。この箇所は、

熊坂敦子の指摘70によると、女性の肖像画に薔薇を描くラファエル前派の絵画手法の影響

を受けている。一方、『湖上の美人』との関連性から見れば、美禰子が香りのない「白い

花」を嗅ぎながら、三四郎の側を通ったという描写は、苦難に満ちた封建社会で生きるエ

レインを象徴するスコットランドの寒地で生える香りのない白いクレマチスの花のイメ

ージを基底にしている。（“Where Ellen’s hand had taught to twine/ The ivy and Idaen vine,/ The 

clematis, the favour’d flower/ Which boasts the name of virgin-bower”
71）のちに、三四郎は広

田先生の引っ越しに手伝いに来た美禰子と再会して、「狭い囲の中に立つ池の女を見るや

否や、忽ち悟つた。――花は必ず剪つて、瓶裏に眺むべきものである」（三六八頁）と考

えた。三四郎の主観において、美禰子は彼の立身出世を飾る花である。 

実際に、美禰子は重い籠を持つ時に、「女だつて此位なものは持てますわ」（三八四頁）

                                                      
69

 中野記偉「ロマン派文学とキリスト教」『イギリスロマン派研究―思想・人・作品』イギリ

スロマン派学会、一九八五年、一四～一五頁。 
70

 熊坂敦子「『三四郎』と英国絵画」（『漱石作品論集成第五巻三四郎』桜楓社、一九九一年、

一九三頁）は、この場面を「ゴシック・リヴァイヴァル」運動から発生したアール・ヌーボー

スタイルと見なし、薔薇の意匠を女性と結びつけるラファエル前派の絵画の影響を指摘した。 
71

 Scott’s Lady of the Lake. p.17. 
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と、与次郎に男並みの独立性を示した個性の持ち主である。広田先生は美禰子を「心が乱

暴」な「イプセンの女」（四三一頁）と捉えたが、「イプセンの女」は必ずしも「利己主義」

の「露悪家」（四六四頁）というマイナスな意味だけではない。漱石は明治四十年頃の「問

題的文芸」を代表するイプセンの「個人性」の表現に着目していた72。また、作中に与次

郎は広田先生の言葉に「イブセンの人物は、現代社会制度の欠陥を尤も明らかに感じたも

のだ」（四三三頁）と解釈を加えた。さらに、広田先生は個人主義がすでに浸透するゆえ

に際立つ思想家が生まれてこないイギリスの個人主義社会の特徴について、「イブセンも

出なければニイチェも出ない」（四六四頁）ということを指摘している。美禰子に対する

彼らの「イプセンの女」評価には、女性の個人性という問題意識も含まれているのである。

しかし、三四郎は広田先生と与次郎の意味を十分に理解していなかった。のちに、彼は美

禰子のことを、「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、万事意の如く振る舞ふに違ない」（四九四頁）と捉えた。彼の考えには明

らかに女性に対する家父長制の規範意識が働いている。 

 

第七節 「自然派」と「浪漫派」 

 『キーツの詩』（明治三十八年十月、隆文館）という日本の最初のキーツ訳詩集を出版

した田山花袋は、『三四郎』の連載の後半に、明治四十一年十一月号（1908. 11）の『趣味』

で性格描写を論じる際に、次のように漱石の『三四郎』を取り上げている。 

 

夏目漱石君はズーデルマンの『カツツエンステツヒ』を評して、其益々序を逐うて迫

り来るが如き点をひどく感服して居られる。氏の近作『三四郎』は此筆法で往く積り

だとか聞いて居る。併し真の人世人事は果して然ううまく出来て居るものであらうか。

吾等の見るところを以つてすれば、断片的であり、複雑であり、統一的に出来て居な

い。其處に人生の真の味もあれば趣もある。それが真の人生であり生活である。吾々

は其のうちに觀、其のうちに感じなければならん。而して其の觀、其の感ずるがまゝ

                                                      
72

 藤本晃嗣「漱石のイプセン受容をめぐって―明治四十年前後の漱石の文学観との関連から」

『九大日文』一三、二〇〇九年三月三十一日。 
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を、正直にさながらに寫し出さなければならん。73
 

 

さらに、彼は自身の翻訳経験から、ズーデルマンの作品を「作者の拵え者である。自然

的のものを寫したと云ふ趣は極めて少い」と評した。漱石は花袋の評に不満を抱いたよう

で、「田山花袋君に答ふ」（明治四十一年十一月七日、『国民新聞』）で、「小生は未だ曽て

『三四郎』をズーデルマンの筆法で書くと云つた覚えなし。誰かの話し違か、花袋君の聞

違だらう」と反駁した。さらに、『三四郎』における「作為の痕跡」があるように論じら

れたことに対して、次のように述べている。 

 

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へぬならば、拵へた作者は一種のクリエーター

である。拵へた事を誇りと心得る方が当然である。74
 

 

 この評論に見られる「自然」という言葉は、人物描写の自然らしさを指している。技巧

を用いても読者に自然らしさを感じてもらえれば、作者がその作中人物を独創したと言え

る、というのが漱石の考えである。この論争は連載中の『三四郎』にも反映され、漱石は

画家、小説家、物理学者、文学者の集まる「西洋軒」の会合で、「田村」という小説家を

登場させている。 

「西洋軒」の会合で議論の発端となったのは、イギリスロマン派の創作の方法論であり、

無意識より生じる想像力の精神活動を指す「インスピレーション」（五〇九頁）の概念で

ある。「田村」という小説家は、ある男に創作の「インスピレーション」を聞かれて、野々

宮に向かってその実験の内容を聞いた。野々宮は、機械を通して自然現象の原理を解明す

る光線の実験の原理及び宇宙現象に関する知識を語り出した。そこで、広田先生は、光線

の実験が自然現象を「普通の自然界に於いては見出せない様な位置関係に置く」点で、「眼

丈明けて、自然を観察」する「自然派」（五一二頁）の表現よりも、「浪漫派」に近いとい

う意見を述べた。広田先生はここで自然界に想像の世界を描き出す「浪漫派」の特徴を以

って、肉眼で観察できない自然現象を解明する物理学の方法論を捉えている。野々宮は広

                                                      
73

 田山花袋「評論の評論」『趣味』第三巻第十一号、不二出版、一九〇八年十一月、五頁。 
74

 『漱石全集』十六巻、岩波書店、二〇一九年、二五五頁。 
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田先生の意見を聞くと、「自然派」の捉え方を支持した。それに対して、ある博士は「物

理学者は浪漫的自然派ですね。文学の方で云ふと、イブセンの様なものぢやないか」（五

一三頁）というように捉え直した。そこで、ある批評家は、「イプセンの劇は野々宮君と

同じ位な装置があるが、其装置の下に働らく人物は、光線の様に自然の法則に従つてゐる

か疑はしい」（同）という意見を述べた。すると、広田先生はある批評家の意見に賛同し

て、「人間も光線も同じ様に器械的の法則に従つて活動すると思ふものだから、時々飛ん

だ間違が出来る」（同）と議論の範囲を広げた。そこで小説家の「田村」は、広田先生に

「ぢや、ある状況の下に、ある人間が、どんな所作をしても自然だと云ふ事になりますね」

と聞いた。広田先生は「どんな人間を、どう描いても世界に一人位はゐる様ぢやないか」

（同）と答えた。「田村」と広田先生の応答は、まさに漱石が「田山花袋君に答ふ」で指

摘した人間描写の自然らしさのことの反映である。「自然派」と「浪漫派」に関する議論

に現れた「浪漫的自然派」という捉え方は、ロマンティック表現から科学の観察を重んじ

る自然主義に転じた花袋における両作風の共存75を暗に指す言葉であると思われる。 

ただ、漱石はこの場面で花袋とのやり取り以上の学識を取り入れようとした。人間が「器

械的の法則」に従わないという提起との関連として、広田先生は三四郎が美禰子を自分の

所有にする方法を得ようとして自宅を訪ねた時、自分の夢の世界を次のように話した。 

 

凡て宇宙の法則は変らないが、法則に支配される凡て宇宙のものは必ず変る。すると

其法則は、物の外に存在してゐなくてはならない。（五七七頁） 

 

この後、私生児である広田先生の身の上話をめぐって、母親に対するハムレットの女性

不信の話が出てきた。漱石はシュレーゲルの『劇芸術と文学についての講義』（Vorlesungen 

über schöne Literatur und Kunst, 1884）を読んでいないが、シュレーゲルは、「三一致の法則」

を守るフランス古典劇の形式を「機械的」と呼ぶ一方、イギリスの文化的伝統を重んじる

シェイクスピア劇の形式を「有機的」と呼んだ。そして、漱石が読んだビアーズの『十八

世紀イギリスロマン主義』は、シュレーゲル、ハズリット、コールリッジらロマン主義の

評論を踏まえて、シェイクスピアの人物造形を「人間性」（human nature）をうまく表現す

                                                      
75

 この認識は漱石の門下生『朝日新聞』文芸欄でが引き起こした日本自然主義論争と関連す

る。本論はその背景を第七章で考察する。 
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る“a wild, irregular child of nature, ignorant of the rules, unacquainted with ancient models”
76（野

生的で、規則に束縛されない自然の子ども、彼は法則を無視し、古典の理想的人間像を知

らない）と捉えた。批評家が取り上げた劇における人間描写の「器械的の法則」と広田先

生の夢で現れた「宇宙の法則」という考え方は、この思潮背景の表象であると考えられる。 

「西洋軒」の会合における「自然派」と「浪漫派」の論争の末尾に、原口画伯はフラン

ス絵画における自然主義の猖獗を批判し、ロマン主義の秘儀的な部分を表すフランス象徴

主義の画家であるシャヴァンヌ（Pierre Puvis de Chavannes, 1824-1898）とモロー（Gustave 

Moreau, 1826-1898）に言及した。彼は美禰子の肖像画を描く際に、「ラファエルの聖母」

を描こうとしたが、三四郎に「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」（五四九頁）という創作の理念を述べた。ビアーズは、ラファエルを模倣

する学院派に反発して結成したラファエル前派の肖像画が、「霊性」の表現を重視して自

然環境に置かれる人間を描き、「個人性」を表す絵画であると捉えている77。原口の創作

理念は、ロマン主義の影響を受けたラファエル前派または彼が提起したフランス象徴主義

の理念を反映していると言える。 

三四郎は原口が美禰子を描く際に、美禰子の姿に熱烈な視線を送っていた。「彼の眼に

映じた女の姿勢は、自然の経過を、尤も美しい刹那に、捕虜にして動けなくした様である。」

（五五一頁）。美禰子を形容する「自然の経過」「美しい刹那」という表現からも、前述の

キーツの審美主義の投影が窺える。そして、原口の画室からの帰り道で、三四郎が美禰子

に結婚の肖像画がいつ描かれ始めたかと聞くと、美禰子は「あの服装で分るでせう」（五

五六頁）と、三四郎と大学の池で出会った頃のことを明言した。つまり、美禰子は野々宮

との恋の駆け引きの頃からすでに結婚のことを考え、原口画伯に結婚前の肖像画を依頼し

たのである。広田先生は経済的に自立できる男であるため、「宇宙の法則」に縛られない

シェイクスピアの登場人物のように、明治社会の「家族制度」というから離れて生きるこ

とができるが、明治時代の女性は経済的自立性が社会に許されていなかった。兄の結婚が

迫ってきた美禰子は、どうしても結婚を通して新しい居場所を見つけなければならないた

めに、よし子の婚約者を奪ったのだろう。 

それから、美禰子の結婚後に《森の女》の展示会が行われた。美禰子と野々宮の論争の

後景であるキーツの『レイミア』との関連性からみれば、《森の女》という美禰子の肖像

                                                      
76

 A History of English Romanticism in the Eighteenth Century. p.71. 
77

 A History of English Romanticism in the Nineteenth Century. pp.293-294. 
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画の画題は、森の中の妖精の恋人の永遠なる至福と呼応するものである。一方、『三四郎』

の世界に限ってみれば、広田先生の夢の中の森に囲まれる「昔の女」という意味に呼応す

るものである。この皮肉的な両義性を持つ《森の女》の展示会の場で、野々宮と広田先生

はその絵画の技法についてコメントすると描かれている。そこで、与次郎は野々宮と広田

先生に向かって、「里見さんを描いちや、誰が描いたつて、間が抜けてる様には描けませ

んよ」（六〇七頁）と注意した。与次郎はかつて三四郎に、F・シュレーゲル（Karl Wilhelm 

Friedrich Schlegel, 1772-1829）の唱えた「浪漫的アイロニー」（三六六頁）（精神や美の理

念の普遍性に照らされる時に芸術家の個別の経験自体が無価値な仮称に過ぎないこと）を

話した。三四郎は別の意味78で理解したが、与次郎が美禰子の旧姓である「里見」を使う

のは、原口画伯の技術でも再現できない「里見美禰子」の「個人性」そのものを指してい

ると思われる。 

以上の考察で見えてきたように、キーツの詩の世界がイギリスロマン派と科学思潮の交

渉における自然観の拮抗関係とともに『三四郎』に導入されているのは、単なる一場面の

挿話のためではない。作品全体がイギリスロマン主義におけるナチュラリズムの側面とイ

ギリスロマン派のシェイクスピア評価をベースにして展開しているためである。 

シュレーゲルはドイツロマン派の詩人である弟の F・シュレーゲルの「ロマンティッ

ク・アイロニー」と異なる「アイロニー」の概念として、「シェイクスピアは主要な登場

人物の一人ひとりを他の人物を映し出す鏡とし、そうすることによって直接的に明らかに

されない事柄を我々に発見させるのである」79と論じている。漱石はこの「アイロニー」

の概念を『三四郎』に取り入れていないが、作中人物の関係を通して実現させている。三

四郎がお金を借りに美禰子の兄の家を訪ねる際に、鏡のモチーフが描かれている。「三四

郎が半ば感覚を失つた眼を鏡の中に移すと、鏡の中に美禰子が何時の間に立つてゐた。」

「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

                                                      
78

 三四郎は「浪漫的アイロニー」を調べて「独逸のシュレーゲールが唱え出した言葉で、何

でも天才と云ふものは、目的も努力もなく、終日ぶら〱ぶら付いて居なくつては駄目だと云ふ

説だと書いてあつた」（三六七頁）という意味を得た。この言葉の意味の出処は、漱石がブラ

ンデスの『十九世紀文芸主潮』を読んで、ノート「Romantic School in Germany」に、「Friedrich 

Schlegelian “irony”」「idleness= the life-atmosphere of innocence and inspiration」（『漱石全集』二十

一巻、二〇一八年、六三七頁）と書き記した箇所にある。（新全集には『三四郎』の引用箇所

に関する新たな注記が見られるが、筆者は日本近代文学会二〇一八年度五月秋季大会で行った

発表「『三四郎』における知の闘争―「文芸上の真」と「科学上の真」について」において、

旧全集を使っていたが、イギリスロマン主義の受容に関する研究として『三四郎』におけるシ

ュレーゲルの箇所に言及した。） 
79

 『シェイクスピアとロマン派の文人たち』、一一二頁。 
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つた。」（四八九頁）この表現に関する心理学からのアプローチ80が多いが、シュレーゲル

の「アイロニー」の概念と対照して読むこともできる。前述のように、三四郎は「自然」

に対する解釈がすなわち人間性の投影であるという広田先生の観点を「美しい女性を翻訳

する」ことに転換した。彼の都合のよい解釈は、美禰子の苦しみの原因を察せないことに

も繋がる。それに対して、美禰子という個性的な存在、そして広田先生の捉えた「イプセ

ンの女」に対する与次郎の解釈は、明治家父長制社会で育った三四郎の認識における女性

の「個人性」への尊重の欠乏を照射する鏡であると言えるだろう。 

 

 

 

 

                                                      
80

 石原千秋「鏡の中の『三四郎』」『夏目漱石『三四郎』をどう読むか』河出書房新社、二〇 

一四年、一四一～一五六頁。 
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第六章 ナチュラリズムの探究―『それから』と Renéの比較 

 

第一節 シャトーブリアンの『ルネ』 

フランスロマン主義の父として知られるシャトーブリアン（François-René, vicomte de 

Chateaubriand, 1768-1848）は、フランス革命の惨禍を経験した後、ルソー（Jean-Jacques 

Rousseau, 1712-1778）の自然権に対して賛同から批判に転じ、信仰擁護の立場を固める『キ

リスト教真髄』（Génie du christianisme, 1802）を執筆した。その中の短編である『ルネ』（René）

は、一八〇五年に抜き出されて加筆され、森の中のネイティブ・アメリカンの少女を描い

て人気を博した『アタラ』（Atala, 1805）と一緒に合本で刊行された。両作品とも、シャ

トーブリアンがイギリスに亡命していた間（1793-1800）に、アメリカ旅行の経験

（1791-1792）に基づいて書いた作品である。 

 『ルネ』は、フランス社会に戻る不安、孤立感とそれに伴う厭世感情を表現し、ゴーテ

ィエ（Pierre Jules Théophile Gautier, 1811-1872）によって「近代的憂愁」を体現する作品と

呼ばれた1。漱石は英訳で十九世紀の著名な文芸評論家であるブランデス（Georg Brandes, 

1842-1927）の『十九世紀文学主潮』（Main Currents in Nineteenth Century Literature）の第一

巻『移民文学』（The Emigrant Literature, 1901）を通して『ルネ』に触れたので、ブランデ

スの論の流れを以下に紹介しておく。 

ブランデスは『移民文学』の序において、フランス革命の恐怖政治で生の不安が広まっ

た時代背景を説明し、第一章（‘Chateaubriand’）でシャトーブリアンの貴族としての出身

と『ルネ』の成立背景を紹介した。（漱石の蔵書では、複数箇所の“René”に下線あり。）そ

して、第二章（‘Rousseau’）において、シャトーブリアンの感情に漲る作風にルソーの『新

エロイーズ』（Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761）の影響を見出し、第三章 （‘Werther’） で

ゲーテ（Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832）の『若きウェルテルの悩み』（Die Leiden 

des jungen Werthers, 1774）が社会の礼儀規則と個人の感情の不調和について描き、「自然」

（nature）に対する感受性をルソーの『新エロイーズ』よりも深くて純粋に表現している

と指摘した。さらに、第四章（‘René’）に入る前に、ウェルテルの性質が不機嫌と意気消

                                                      
1 Gautier, T. Histoire du Romantisme : Suivie de Notices romantiques et d'une étude sur Les progrès de 

la poésie française depuis, 1830-1868. Paris: G. Charpentier et Cie, libraires-éditeurs. 1874. p.4.  
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沈であるのに対して、ルネの魂にはメランコリーという世紀転換期の新しい要素が入って

いると指摘2した。さらに、“The melancholy of the early nineteenth century”（十九世紀初頭

のメランコリー）が一種の病の性質を帯び、一個人や一国家を冒すのではなく、中世の宗

教熱のように人から人へと伝染していくと述べ、もっとも智恵に恵まれた知識人を冒すメ

ランコリーを患った典型的な例としてルネを取り上げた3。メランコリーは病理的・生理

的原因による病であったが、中世以後の詩歌では憂鬱な感情を指すようになった。ミルト

ン（John Milton, 1608-1674）が「強いられた自己意識」という新しい要素を加え、グレイ

（Thomas Gray, 1716-1771）が病的憂鬱という意味で「隠棲」、「死」、「生の倦怠」の三つ

の主題でメランコリーを表現していた4。ブランデスが捉える「十九世紀初頭のメランコ

リー」は、十八世紀後半から形成しつつあった病的憂鬱としてのメランコリーを指してい

ると考えられる。 

漱石は『文学論』（1907.5.）第五編第一章「一代に於る三種の集合的 F」において、「模

擬的意識、能才的意識、天才的意識」を取り上げ、「模擬的意識」について社会の成立に

おいて必要である「模倣」行為と、「好奇の余、他を模倣する」「第二義の模倣」を区別し

ている。特に「ある場合に在つては病的なる嗜好をさへ模倣して、一世を挙げて悉く非常

識ならしむる」後者に関して、「十九世紀当初を逞ふせる厭世的文学の潮流の如きは是な

り」と例示し、『ルネ』に関するブランデスの捉え方を次のように取り上げている。 

 

Georg Brandes曰く「十九世紀の始めに起れる厭世観は一種の病患の性質を帯ぶ。而し

て此病患は一国民中の一個人を冒すべき性質のものにあらずして、中世紀に於て、全

欧に伝播せる宗教狂の如くなる流行病なり。Renéは此病症の天稟の英才を冒せる尤も

早くして尤も著しるき例に過ぎず」と。5
 

 

                                                      
2
 Brandes, G. Main Currents in Nineteenth Century Literature. 4 vols.(in 6 vols.). London: W. 

Heinemann. Vol.I. The Emigrant Literature. 1901. pp.7-28.（「漱石山房蔵書目録」に記載されてい

る版に拠る。） 
3
 The Emigrant Literature. 1901. p.32. “The melancholy of the early nineteenth century partakes of the 

nature of a disease; and it is not a disease which attacks a single individual or a single nation only; it is 

an epidemic which spreads from people to people, in the manner of those religious manias which so 

often spread over Europe in the Middle Ages. René is merely the first and most marked case of the 

disease in the form in which it attacked the most gifted intellects.”（下線は漱石。） 
4
 レイモンド・クリバンスキー, アーウィン・パノフスキー, フリッツ・ザクスル著;田中英道

監訳,榎本武文[ほか]訳『土星とメランコリー:自然哲学、宗教、芸術の歴史における研究』晶

文社、一九九一年、二〇三頁～二二四頁。 
5 
『漱石全集』十四巻、岩波書店、二〇一七年、四二二頁。 
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ここで、漱石はブランデスの指摘した病的憂鬱としてのメランコリーの不可抗力を捉え

ている。彼はさらに、「普通の模倣は故意の模倣なり。此際に於る模倣は自然より命ぜら

れたる模倣なり。自己の意志以上のあるものに余儀なくせられたる模倣なり」6というよ

うに、メランコリーの患いが個人の意志を超えて余儀なくされる模倣であると論じた。 

阿部次郎は漱石と知り合う前に、「ブランデスのイプセン論」（『帝国文学』、1907.5.10.）

で『十九世紀文学主潮』を文壇に紹介した。大正期において、阿部次郎を含めて漱石の『そ

れから』の代助像を模倣する若者が続出した7ため、芥川龍之介は『点心』において、ウ

ェルテル、ルネと代助像を引き合わせて次のように考えている。 

 

自然派の小説中、「それから」のやうに主人公の模倣者さへ生んだものは見えぬ。これ

は独り「それから」には限らず、ヴエルテルでもルネでも同じ事である。彼等はいづ

れも一代を動揺させた性格である。が、如何に西洋でも、彼等のやうな人間は、滅多

にゐぬのに相違ない。滅多にゐぬやうな人間が、反つて模倣者さへ生んだのは、滅多

にゐぬからではあるまいか。8 

 

芥川は同時代に影響を与えた人間像として、ヴエルテル、ルネと代助を並行的に捉えて

いる。彼の論述は明らかにブランデスの『十九世紀文学主潮』と漱石の『文学論』の「模

擬的意識」を踏まえたものである。漱石は特にルネに着目したが、芥川はブランデスの『十

九世紀文学主潮』の内容と『それから』の代助の人物像を合わせて考えた。この繋がりが

興味深い示唆である。『ルネ』は漱石の蔵書にないが、本章は、明治時代の「ルネ」の翻

訳と漱石における文学史の読書による思潮の摂取から、『それから』と『ルネ』の比較を

試みる。 

 

                                                      
6 『漱石全集』十四巻、四二二頁。 
7 重松泰雄「夏目漱石―起点としての『それから』を中心に―」（『漱石作品論集成第六巻それ
から』桜楓社、一九九一年、八六頁）は、芥川の言説を取り上げ、白樺派に与えた代助像の影

響について論を展開している。 
8 芥川龍之介「点心」（金星堂、1922.5.22.）『芥川龍之介全集』第七巻、岩波書店、一九九六

年、二五六頁。 
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第二節 『帝国文学』、『明星』と吉田荻洲訳の「ルネ」 

『帝国文学』は、帝国大学文科大学の教員、学生、卒業生などを構成員とする帝国文学

会の機関誌である。漱石は文科大学英文科（東京大学文学部の前身）に在籍する頃、明治

二十八年一月に創刊された『帝国文学』に加わった。評論や作品を載せたのは、イギリス

留学から戻った翌年の明治三十七年一月から三十九年一月までの間（1904.1-1906.1）であ

る。『帝国文学』の目録を調べると、日露戦争を題材にした漱石の「従軍行」は明治三十

八年五月十日（1905.5.10.）に掲載されている。そして同じ年の五月十五日に懸賞小説の

ための臨時増刊号が刊行され、三等賞を得た吉田荻州の短編である「薄命」が掲載されて

いる。この臨時増刊号は漱石の手元に届いたはずである。 

 吉田荻州はあまり知られていない人物であるが、大正二年十二月の『學士會会報』に載

せられた哀悼文によると、吉田荻州は本名「吉田淳吉」である。「東京帝國大學文科大學

ニ入リ佛蘭西文學ヲ専修シ、明治三十三年七月業ヲ卒フ、（中略）当時ノ「帝國大學」誌

上常ニ君ガ錦心繡腸ニ接セザルハナカリキ、其間或ルハ佛人ドオデー「走馬燈」ノ譯アリ、

（中略）今夏更ニ佛人バルザツク著「愛ト慾」ノ譯アリ洛陽ノ紙價為ニ貴シ矣」9と紹介

されている。彼は『帝国文学』で本名でフランスの文学思潮を日本に紹介する一方、荻州

の号で作品を発表していた。かなりの活躍ぶりであった。哀悼文で言及された翻訳以外に、

荻州はシャトーブリアンの『ルネ』の翻訳を、明治後期浪漫主義誌である『明星』の一九

〇六年一月、二月、四月号に掲載した。部分訳であるが、明治時代唯一の「ルネ」訳であ

る。 

 漱石は修辞に凝った『明星』に対して必ずしも好意的ではなかったが、ロマン主義への

関心で『明星』を読んでいた。彼の友人であり、英文学者である大谷繞石は一九〇五年と

一九〇六年の間（明治三十八、三十九年）、『明星』を彼に送っていた10。また、漱石の周

りに慶応義塾大学で教鞭を執り、フランス文学の翻訳者でもある馬場孤蝶という友人がい

る。孤蝶は漱石と知り合う前に、フランス文学の翻訳「金脳の人」（ドーデ原作）、「外光」

                                                      
9 建部遯吾、池田文藏「故文學士荻洲吉田淳吉君ヲ悼ム」『學士會月報』三一〇号（大正二年

十二月）一九一三年十二月。 
10

 明治三十八年三月十日大谷繞石宛書簡：「拝呈明星御親切に御送被下難有存候早速教師の一

日と申すのを拝読致候」（『漱石全集』十九巻、岩波書店、二〇一九年、三九二頁。）明治三十

九年十月三日大谷繞石宛書簡：「今日明星と申す雑誌を見たら議論が多くて文章にも穴がある。」

（五九三頁） 
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（ゾラ原作）をそれぞれ一九〇六年一月と四月の『明星』に掲載した。荻州訳の「ルネ」

と同じ巻号である。孤蝶は明治四十年（1907）に森田草平の煤煙事件をきっかけに漱石と

知り合った。ブランデスの『十九世紀文学主潮』の‘René’に言及した『文学論』の出版の

時期と重なっている。 

 『文学論』の構成と修正段階で漱石が荻州訳の「ルネ」を意識したとは言い切れないが、

漱石は『それから』（1909.6.27-10.14.）の創作の前から、『帝国文学』におけるフランス文

学思潮の紹介や友人、門下生の影響で、英訳本を通してフランス文学に頻繁に接し、フラ

ンス文学の翻訳者と会っていた。例えば、孤蝶の「初雪」（モーパッサン原作）は明治四

十一年四月の『慶応義塾学報』（1909.4.）に掲載され、漱石は明治四十一年五月二十六日

の日記に、自宅を訪ねた孤蝶が『東京日々新聞』の客員となったため、慶応に通う時間が

少なくなったと話したこと11を記している。 

 ブランデスの『十九世紀文学主潮』は『ルネ』の梗概を取り上げているが、ルネがシャ

クタースに語った出身のことについて、“He describes his childhood in the old manor-house of 

the remote province, he tells how ill at ease and repressed he felt in the presence of his father, and 

how he was happy in the society of his sister Amélie.”
12というように、短い表現で言及した。

その人間像の描写は、荻州の訳が詳しい。荻州は作品の冒頭に描かれるルネの性質を次の

ように訳している。 

 

沈み勝ちなる性質の誘ふがまゝに、森の奥深く入りて、野蛮な人の中にても分きて野

性の者かと思はるゝばかりに、夜も晝も唯だ一人のみにて暮しぬ。13（原文：Un penchant  

mélancolique l’entraînoit au fond des bois; il y passoit seul des journées entières, et sembloit 

sauvage parmi des sauvages.
14） 

 

御身達には、吾は意弱く憐むべき者と見ゆるなるべし。小止みなきわが心の悶は、賤

むべき愚なる業と見ゆるなるべし。御身達は人の世の歎きの數を經盡し給へり、され

ば吾が如き能力もなく徳もなく、自ら苦痛を探ね求めて、自ら作り為したる苦痛に泣

く若者を如何に見給ふならむ。あゝ其若者を責め給ふな、彼は重きに過ぐる罰を受け

                                                      
11

 『漱石全集』二十巻、岩波書店、二〇一八年、四二頁。 
12 The Emigrant Literature. 1901. p.30. 
13 

 吉田萩州訳「ルネ」『明星』臨川書店、一九〇六年一月、一四四頁。 
14

 Chateaubriand, F.R. Atala: René. A Paris: Chez Le Normant, Libraire. 1805. p.231. 
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たり。15（原文：Combien vous aurez pitié de moi! Que mes éternelles inquiétudes vous 

partoîtront misérables! Vous qui avez épuisé tous les chagrins de la vie, que penserez-vous d’un 

jeune homme sans force et sans vertu, qui trouve en lui-même son tourment, et ne peut guère se 

plaindre que des maux qu’il se fait à lui-même? Hélas, ne le condamnez pas; il a été trop 

puni!
16） 

 

父の前にありては心憶し意屈して身も心も平かに安らかならず、唯だ姉アメリーとあ

る時の樂しかりき。17（原文：Timide et contraint devant mon père, je ne trouvois l’aise et le 

contentement qu’auprès de ma sœur Amélie.
18） 

  

 ルネは、ルイ十四世の栄光ある時代が傾き始める頃に貴族の次男として生まれた。彼は

一七二五年にルイジアンナに渡り、ナチェズ族と暮らした。シャクタースに語る話の内容

によると、彼は姉のアメリーに拒絶されてフランスを離れてアメリカに渡ったのである。

ルネは孤独の中で彷徨うことに自分の精神上の居場所を見出そうとした。フランス人とア

メリカ原住民のナチェズ族の共存するアメリカの植民地で労働せずに、姉のアメリーと森

の中で戯れる昔の思い出に耽りつつ、ひたすら生誕の象徴である教会の鐘が聞こえる「森

の奥」に居場所を求める。ルネの「沈み勝ちな性質」には病的憂鬱のメランコリーが入っ

ている。荻州はのちの描写に出てくるメランコリーを「ルネの悒欝」、「沈欝」として表現

している。 

『それから』の代助はルネのように、家督相続権のない次男として描かれている。しか

し、彼は「生きたがる男」であるゆえに、ルネのような厭世感情を抱いていない。ルネが

キリスト教の信仰で封建領主の父親に尊敬の念を抱き、自分の臆病に自省的であるのに対

して、親子の従属関係を規定する儒教の五倫思想の教育のもとで育った代助は、「無論臆

病である。又臆病で恥づかしいといふ気は心から起らない」19（三六頁）というように、

教条を押し付ける父を嫌い、自分の臆病さを認める。 

 一方、代助は親友の菅沼の生存中、時 「々上野の森の古い杉」が見える「谷中の清水町」

                                                      
15

 吉田萩州訳「ルネ」『明星』臨川書店、一九〇六年一月、一四五頁。 
16

 Atala: René. p.237. 
17 

 吉田萩州訳「ルネ」『明星』臨川書店、一九〇六年一月、一四五頁。 
18

 Atala: René. p.238. 
19『漱石全集』六巻、岩波書店、二〇一七年、三六頁。 
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（一一〇頁）の宅を訪ね、そこで菅沼の妹である三千代と出会い、三人で心安い関係を築

き上げていた。そのうち、平岡が加わり、菅沼は肺病で死ぬ前に妹の三千代を代助に託し

た。代助は自分の中の恋愛感情を承認するよりも、弱者に同情する「義侠心」で、三千代

を平岡に嫁がせた。それから、失業した平岡は三千代を連れて、産業資本主義が激しく発

展する東京の狭い住宅に引っ越した。このことを知った代助は自分のことを次のように考

えた。 

 

自分の神経は、自分に特有なる細緻な思索力と、鋭敏な感応性に対して払ふ租税であ

る。高尚な教育の彼岸に起る反響の苦痛である。天爵的に貴族となつた報に受る不文

の刑罰である。（一三～一四頁） 

 

 代助は父親が嫌いながらも表面において利他本位の教育の通りに振る舞い、三千代を平

岡に譲った。父親に対するアンビバレントな感情と三千代に対する恋愛感情の目覚めが、

彼に神経を尖らせ苦痛を感じさせたのである。彼は三千代と上京した平岡との再会の場面

で、「ニコライの復活祭」に参加した経験を話題にし、「深夜の鉄軌が、暗い中を真直に渡

つてゐる上を、たつた一人上野の森迄来て、さうして電燈に照らされた花の中に這入つた」

（二二頁）ことを話した。「復活祭当夜の経験」は平岡にとっては閑人のことであるが、

代助にとっては労働よりも「人生に於て有意義なもの」（二三頁）である。なぜなら、代

助が「上野の森」を歩くことには、「上野の森の古い杉」が見える「谷中の清水町」にい

た菅沼と三千代との過去を偲ぶ意義があるだろう。 

 荻州が訳し出したルネの性質と『それから』の代助の描写を比較すれば分かるように、

二人とも臆病で自意識の持ち主である。その自意識に罰せられて苦痛を感じ、女性との穏

やかな関係を築いた居場所である「森」に安らぎを求める。このような特徴的な人間像及

び前述の翻訳の背景から見れば、漱石は荻州の翻訳を参考にしてルネ像を代助の造形に取

り入れた可能性が極めて高い。特に、漱石はブランデス『十九世紀文学主潮』の説明を通

して、シャトーブリアンが貴族であることを知っていた。「天爵的に貴族となつた報に受

る不文の刑罰である」という代助の自意識は、フランス革命の際に飢えた民衆の怒りに罰

せられた亡命貴族であるシャトーブリアンを人間像の原型とするルネのことを意識的に

取り入れたものだと考えられる。 
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第三節 『十九世紀文学主潮』の捉えるルネの“ennui” 

 『それから』の創作段階において、漱石は代助の心理状態について、創作メモで「ennui．

何故ニ生キルカ。其不理。生キル故ニ何故アリ」、「ennuiヲ免カレ〔ル〕ニハ三千代ニ逢

フニアリ」20という下書きをした。“ennui”はフランス語であり、生活への興味を喪失し、

倦怠感を伴う精神状態を指す言葉である。 

 『それから』の冒頭において、代助は自分の心臓を抑えて、「自分は今流れる命を掌で

抑へてゐるんだと考へた。それから、此掌に応へる、時計の針に似た響きは、自分を死に

誘ふ警鐘の様なものであると考へた」（四頁）と描かれている。生きることを確かめたが

る代助は、三千代が自分の家を訪ねるのを待ち望んで、「仕舞にアンニュイを感じ出した」。

三千代に会うために、都市の中を歩きまわり、「本郷の通り迄来たが惓怠（アンニュイ）

の感は依然として故の通りである。何処をどう歩いても物足りない」（一二九頁）と感じ

る。さらに、「自分ながら、自分の活力の充実してゐない事に気がづく。餓えたる行動は、

一気に遂行する勇気と、興味乏しいから、自ら其行動の意義を途中で疑ふ様になる。彼は

これをアンニュイと名けてゐた。アンニュイに罹ると、彼は論理の迷乱を引き起こすもの

と信じてゐた」（一七七頁）と考え、三千代に会うように行動した。作中の「アンニュイ」

の語源は、すなわちフランス語の“ennui”である。 

 この言葉の由来との関連として、漱石は英訳でアナトール・フランス（Anatole France, 

1844-1924）の『赤い百合』（Le lys rough, 1894）を読んで、蔵書の六十九ページに「ennui

ノ為ニ loveシタル婦人ヲコトサラニ描イテ」21と書き込んでいる。大島真木はこの書き込

みを手がかりにして、上流階層の貴婦人のテレーズと代助のそれぞれが自分の中の「真の

愛」に目覚めたという共通点を指摘22した。佐々木英昭は『それから』の注釈において、

『赤い百合』の書き込み以外に、漱石蔵書にある十九世紀の心理学書に書かれている

“ennui”の意味（「暗闇がもたらす精神的抑圧」、「精神活動が外的刺激に習慣的に支えられ

ている」23）を示している。さらに、稲垣達郎編『明治文学全集総索引』24によると、『そ

                                                      
20

 『漱石全集』第二十巻、九三頁。  
21

 『漱石全集』二十七巻、岩波書店、二〇二〇年、一二〇頁。 
22

 大島真木「漱石とフランス小説」『講座夏目漱石第五巻漱石の知的空間』有斐閣、一九八二

年、五八頁。 
23

 佐々木英昭注『漱石文学全注釈 8』若草書房、二〇〇〇年、五一四～五一五頁。  
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れから』が外来語の「アンニュイ」の最初の出処である。そして、前掲の佐々木英昭の注

釈によると、『それから』の連載を毎日楽しんでいた学習院高等科生徒である長与善郎の

疑問に対して先生が「アンニュイ」が「フランス語で倦怠という意味です」と教えたこと

（『わが心の遍歴』筑摩書房、一九六三年）を示している。 

 まず、“ennui”から「アンニュイ」に変わる問題について翻訳の背景から検討する。明

治時代に紹介された25ノルダウの『堕落論』（Degeneration, 1892）という世紀末思潮を捉

える著作は、“‘Ennui never quits me’, said a patient”
26（ある病人は「倦怠感がわたしから離

れない」と話した）と、デカダンスが“ennui”を用いることを取り上げている。同書は、

ボードレール（Charles Baudelaire, 1821-1867)の『悪の華』（Les Fleurs du mal, 1857）、メー

テルリンク（Maurice Maeterlinck, 1862-1949）の『温室』詩集（Serres Chaudes, 1889）に収

録された“Ennui”が“ennui”を用いる詩であると指摘している27。明治四十一年に上田敏と内

藤濯がボードレールの『悪の華』、メーテルリンクの『温室』を翻訳したのが、『堕落論』

の影響だろう。内藤濯「悪の華」（『帝国文学』、1908.2.）などの訳を調べると、ボードレ

ールの詩に“ennui”が出る部分は訳されなかった。一方、メーテルリンクの“Serre d'ennui”

は上田敏によって「愁の室」（「暗影」『明星』、1908.1.）と翻訳され、“Ronde d’ennui”は内

藤濯によって「疲労」（「『温室』より」『帝国文学』、1908.2.）と翻訳された。翻訳の状況

からも分かるように、“ennui”は「アンニュイ」として定着していなかった。漱石が『そ

れから』の中で「惓怠（アンニュイ）」と表記したのは、自分の作った「アンニュイ」と

いう外来語に慣れていなかった明治時代の読者への説明であると考えられる。 

次に、“ennui”という言葉について、先行研究の挙げた書物のほかに、漱石はブランデ

スの『十九世紀文学主潮』を通して『ルネ』の“ennui”にも触れていた。ルネはアメリー

の不可解な冷淡な態度で、フランスを離れて、古代ギリシア、ローマ、スコットランドの

都市廃墟を彷徨った。荻州はルネのヨーロッパ旅行におけるピクチャレスクな都市廃墟、

フランスの火山への登山のところまで訳したが、その後の部分を訳していない。本論はブ

ランデスの捉え方を引き出すために、『ルネ』の内容を取り上げる際に適宜に現代の訳本

を引用する。 

                                                                                                                                                        
24

 稲垣達郎編『明治文学全集総索引』筑摩書房、一九八九年、二五頁。 
25

 片山正雄「神経質の文学」(1)～(4)『帝国文学』日本図書センター、一九〇八年六月～九月。 
26

 Nordau, M. Degeneration. London: W. Heinemann. 1898. p.20.（「漱石山房蔵書目録」に記載さ

れている版に拠る。） 
27

 Ibid. p.229 
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ルネは旅行から帰った後でも、「この不安感、ぼくにつきまとうこの激しい欲求を鎮め

てくれるべき何かを祖国に見いだすことを期待したのは無駄でした。世の中を見て歩いて

も、ぼくには何も得るところがなかった」28と感じた。そして、人間との繋がりを感じな

く、自然に囲まれたままで、「熱い溶岩のようなものが胸の中を流れていく」、「夜は夜で

夢にうなされるか眠れず悶々と過ごす」29というように、メランコリーの気分に陥った。

その時、彼は人間との繋がりをもたらす信仰の理想と、たった一人でいる孤独な現実の相

違に気づき、一種の倦怠感に襲われた。 

 

Ce dégoût de la vie que j’avois ressenti dès mon enfance revenoit avec une force nouvelle. 

Bientôt mon cœur ne fournit plus d’aliment à ma pensée, et je ne m’apercevois de mon 

existence, que par un profond sentiment d’ennui.
30（幼いころから抱いていた人生に対する

嫌悪の情が新たな力をもってぼくの中に蘇ってきました。やがてぼくの心は、ぼくの思

索にもう何の糧も与えることがなくなり、ぼくは深い倦怠感によってしか自分の存在を

感じることができなくなりました。31） 

 

 ブランデスはこの箇所を読んで、『十九世紀文学主潮』でルネの性質を次のように取り

上げている。 

 

René has distilled an obstinate conviction that there is no such a thing as happiness, and a 

persuasion of the weariness and emptiness of life even while he feels its healthy glow tingling 

in his veins. His favourite expressions are: “La folie de croire au bonheur; dégoût de la vie; 

profond sentiment d’ennui,” &c.
32（拙訳：ルネは自分の血脈が健康的に鼓動するのを感じ

る時でさえ、幸福などというものは存在しないという頑なな信念と、人生の憂愁と空

虚の確信に凝り固まっている。「幸福を信じる狂気、人生への嫌悪、深い倦怠の感情」

などが彼の好みの表現である。）（漱石は同じ段落の“esprit romanesque”（ロマンティッ

クな精神）に下線を引いている） 

                                                      
28

 フランソワ・ルネ・ド・シャトーブリアン著、湟野ゆり子訳、シャトーブリアン『ルネ』

大学書林、一九九九年、四九頁。 
29

 湟野ゆり子訳『ルネ』、五九、六一頁。 
30

 Atala: René. p.277. 
31

 湟野ゆり子訳『ルネ』、六九頁。 
32

 The Emigrant Literature. 1901. p.31. 
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 ルネの“ennui”に関するブランデスの捉え方を前掲の代助の人物造形と対照すれば、血

脈の鼓動に人生の憂愁を感じたルネの悲観が、心臓の鼓動に死の予兆を意識した代助の造

形に投影しているのが窺える。そして、ルネが「人生の憂愁と空虚」を胸に抱え込み、都

市の廃墟を彷徨った後に“ennui”が生じたことが、代助が「敗亡の発展」である都市の中

で彷徨う時に「アンニュイ」を感じたことに反映されているということも見えてくる。  

 

第四節 デカダンスの要素―ノルダウの『堕落論』から 

『ルネ』の作者であるシャトーブリアンは若い頃、ルソーの自然権に傾倒したため、司

祭職や従軍に興味がなかった。革命の勃発の際に、家族のために従軍した。ブランデスは

『十九世紀文学主潮』でシャトーブリアンが反フランス革命の貴族軍に入ったことを紹介

している。それを読んだ漱石はノート「Genius」で「geniusの性質, 文人の psychology 

Chateaubriand. discipline ヲ嫌フ故兵隊ニナレズ renunciation ヲ嫌フ故坊主ニナレズ

attempted to commit suicide Brandes [Main Currents in Nineteenth Century Literature, I]9.」33と

記述している。興味深いのは、漱石は同じノートの別の箇所において「Baudelaire, Max 

Nordau 294, 285」34と書き記している。 

シャトーブリアンの作風に見られる感性の氾濫は、ユーゴー（Victor Hugo, 1802-1885）、

ボードレールらの作家に深遠な影響を与えた35。ブランデスは、特にユーゴー、バイロン

におけるシャトーブリアンの影響を指摘した36。一方、ノルダウは『堕落論』の‘Ego-mania’

の章で、ボードレールの“ennui”を次のように取り上げている。 

 

Baudelaire cannot but suffer terribly from ennui, for his mind really learns nothing new and 

amusing, and is forced constantly to indulge in the contemplation of his ailing and whimpering 

self.
37（拙訳：ボードレールはアンニュイに苦しまれずにいられない。彼の心が新鮮さ

                                                      
33

 『漱石全集』二十一巻、岩波書店、二〇一八年、七〇〇頁。 
34

 『漱石全集』二十一巻、七〇四頁。 
35

 ボードレールはユーゴー宛の手紙の中でユーゴーとシャトーブリアンの重要性に言及した。

（Lloyd, Rosemary. Baudelaire's World. Cornell University Press. 2002. p.19.） 
36

 The Emigrant Literature. 1901. p.198. 
37

 Degeneration. pp.288-289. 
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と楽しさが感受できなく、常に空虚と不平の自己凝視に浸ることを強いられるからで

ある。）（ノルダウはゴーティエの捉え方を踏まえて、ボードレールの性格について“cult 

of self”
38（自己崇拝）と指摘している。そこに漱石の傍線がある。） 

 

『堕落論』の「堕落」は「退化」とも訳される。これに関して、『それから』では代助

に関する次の描写が見られる。 

 

二十世紀の日本に生息する彼は、三十になるか、ならないのに既に nil admirari の域に

達して仕舞つた。彼の思想は、人間の暗黒面に出逢つて喫驚する程の山出ではなかつ

た。彼の神経は斯様に陳腐な秘密を嗅いで嬉しがる様に退屈を感じてはゐなかつた。

否、是より幾倍か快よい刺激でさへ、感受するを甘んぜざる位、一面から云へば、困

憊してゐた。 

 代助は平岡のそれとは殆んど縁故のない自家特有の世界の中で、もう是程に進化—

進化の裏面を見ると、何時でも退化であるのは、古今を通じて悲しむべき現象だが——

―してゐたのである。（二八頁） 

 

代助の「困憊」はのちに「精神の困憊」、「アンニュイ」として現れてくる。代助の自己

凝視と、二十世紀の「退化」が「古今を通じて悲しむべき現象だ」という考えから、彼の

性質にはボードレールの“ennui”を取り上げた『堕落論』のデカダンスの要素が取り入ら

れているのが窺える。『堕落論』の影響を受けて、代助はダヌンツィオの特色を「無制限

の堕落から出る自己欠損の感」（八六頁）を表すこととして捉えた。ダヌンツィオの『死

の勝利』の影響を受けた森田草平の『煤煙』の要吉の世紀末の「不安」を批判し、自身の

「特殊人」（オリヂナル）（八七頁）としての性質を主張する。代助は、国家に貢献するこ

とを信念とする成金の父親の利欲心を観察し、「近来急に膨張した生活慾の高圧力が道義

慾の崩壊を促した」（一四二頁）と考えるように至り、産業資本主義の分業社会における

エゴイズムの蔓延による利他主義の教育の無効化を鋭く見抜いた。そのため、「現代の日

本に特有なる一種の不安に襲はれ出した。」（一五五頁）代助の「特殊人」としての「不安」

は、「二十世紀の堕落」すなわち「二十世紀の日本」に蔓延したエゴイズムに対する悲観

に由来している。 

                                                      
38

 Degeneration. p.294. 
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前述の代助の自意識について、平石典子は「『高尚な教育の彼岸に起る反響の苦痛であ

る。天爵的に貴族となつた報に受る不文の刑罰である』という表現がボードレールの「ダ

ンディズム」に近い」39と捉えた。しかし、本論の考察から見ると、むしろ『堕落論』の

取り上げたボードレールの特質が代助の造形に投影している。ここで、『堕落論』との関

係から『ルネ』の受容をもう一度確認する必要がある。 

まず、菅沼が代助に付けた「異名」である「趣味の審判者」（arbiter elegantiarum）は、

飛ケ谷美穂子の考察40の通りに、漱石の読んだ書物におけるペトロニウスの描写に由来し

ている。実際に、ノルダウは『堕落論』の同章で、“just as Rousseau invented the ideal savage 

and Chateaubriand invented the ideal Indian”
 41（ルソーが理想的な野人、シャトーブリアン

が理想的なインディアンを創造した）ように、堕落の作家たちは自身のイメージや陰鬱な

性質を以て、ローマ皇帝の側近として趣味や芸術の指南役であるペトロニウス（27～66）

のような“ideal man of Roman decadence”
42（ローマデカダンスの理想的な人間）を創造し

ようとすると論じている。代助の「異名」の成立は『堕落論』と深く関わると考えられる。 

それから、漱石のノート「Genius」との関連として、ブランデスは‘René’の章で、ルネ

の「天才」としての不幸を次のように捉えている。 

 

René’s sufferings are the birth-throes of genius in the modern soul. （拙訳：ルネの苦痛は現

代精神における天才の産みの苦しみである） 

Genius, however, is always a curse as well as a blessing. Even the greatest and most 

harmoniously constituted natures have, all their lives, been aware of the curse it carries with it. 

In René, Chateaubriand has shown us the curse alone. His own nature and the position in which 

he stood to the ideas of his time caused genius, as he knew it, to seem merely a source of lonely 

suffering, or of wild, egotistical pleasure, marred by the feeling of its emptiness and 

worthlessness.
43

 

（拙訳：しかしながら、天才は常に祝福であると同時に呪いでもある。最も偉大で最も

調和的性分を持つ人間でさえも、終生その呪いだけには自覚的であった。シャトーブリ

                                                      
39

 平石典子『煩悶青年と女学生の文学誌』新曜社、二〇一二年、二〇七頁。 
40

 飛ヶ谷美穂子『漱石の書斎―外国文学へのまなざし 共鳴する孤独』慶応義塾大学出版会、

二〇一七年、一九三～二二七頁。 
41

 Degeneration. p.301. 
42

 Ibid. 
43

 The Emigrant Literature. 1901. p.33. 
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アンはルネの造形を通して、この呪いを私たちに示してきた。彼自身の性質に加えて彼

の時代の観念に固執する彼の立場が、天才という名の呪いをもたらした。それは、空虚

と無価値感の両方に掻き立てられた独りの苦痛の源、あるいは熱狂的なエゴの喜びに過

ぎないのだと、彼は知っていた。） 

 

ブランデスは、森に居場所を求めるルネのメランコリーとアンニュイを「天才」の「苦

痛」と捉えている。「彼の時代の観念」は、啓蒙主義以前の王政体制におけるキリスト教

の信仰への回帰を指している。ブランデスの“egotistical”という捉え方は、ノルダウの『堕

落論』の‘Ego-mania’の章の主題に近いと言える。ボードレールの“ennui”に見られる「空

虚と不平の自己凝視」、ルネに見られる「空虚と無価値感」が、代助の自意識の苦痛に投

影していると考えられる。 

 

第五節 「アンニュイ」から「自然の愛」へ 

ブランデスは取り上げていないが、シャトーブリアンは「病はキリスト教者の自然状態」

（コンドセル版）と提起したパスカル（Blaise Pascal, 1623-1662）の『パンセ』（Pensées, 1669）

を読んでいた。パスカルの宗教観は、自然の中に個人の憂愁と孤独を見出し、信仰が社会

奉献に繋がるヴォルテールらフランス啓蒙主義思想家の考え方と異なる44。この読書背景

は、彼の描いたルネに反映した。ルネは「森」に居場所を求め、「孤独こそは、ぼくがそ

こに逃げ込もうと望みかけていた最後の板切れだったのです」45と語る。彼はこの「生の

重荷」を軽くするために、姉のアメリーの愛情を求めに行ったが、弟への恋愛感情に罪意

識を抱き修道院に隠遁するアメリーに再会を永遠に断られた。この時にルネは姉の恋愛感

情を知り、姉が自分に「アンニュイと惨めさ」の罰を与える神の使者であると考え、アメ

リカで新生活を始めると決意した。しかし、修道院からアメリーの病死の訃報が届き、ル

ネは悲しみのあまり、再び「森」に昔の居場所を求める。ルネの告白の一部始終を聞いた

神父のスエルは、ルネが社会奉献の義務を忌避していると批判した。 

                                                      
44

 片岡大右『隠遁者、野生人、蛮人―反文明的形象の系譜と近代―』知泉書店、二〇一二年、

四三～五一頁。 
45

 湟野ゆり子訳『ルネ』七一～七三頁。 
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 ブランデスは‘René’の章で、啓蒙主義に対するシャトーブリアンの反発を次のように捉

えている。 

 

he took hold of the ideas which a temporary revulsion in men’s mood and sympathies had 

brought to light, and championed them with obstinacy, with magnificent but often hollow 

eloquence, with great talent but without warmth
46（拙訳：彼は人間の気分における一時的な

嫌悪と同情で光を浴びる観念をつかまえ、頑固な言行、壮大だがしばしば空虚な雄弁、

温もりの欠けたすばらしい才能を以て、それらの観念を擁護した。） 

 

 ブランデスがこの段落の次でルネの造形を通して説明しているように、ここの“ideas”

（観念）はキリスト教の“Deity”（一神教の神）を指し、「頑固な言行、壮大だがしばしば

空虚な雄弁」は“religious phraseology”（宗教的修辞）を指している。フランス革命におけ

る階級対立の側面から見れば、「才能があるが暖かさがない」というブランデスの判断は、

シャトーブリアンの信仰擁護が社会奉献に繋がっていないことを指していると思われる。 

 『それから』の代助は無神論者であるが、「上野の森」における「復活祭当夜の経験」

を重んじ、悲惨な立場に立つ平岡に向かって、「何故働かないつて、そりや僕が悪いぢや

ない。つまり世の中が悪いのだ」（一〇一頁）、「働らくのも可いが、働くなら、生活以上

の働でなくちや名誉にならない。あらゆる神聖な労力はみんな麺麭を離れてゐる」（一〇

四～五頁）と、自己の不労働を雄弁に語る。そして、エゴイズムに対する「不安」につい

て、「其不安は人と人との間に信仰がない源因から起る野蛮程度の現象であつた」（一五五

頁）と考える。代助の人物像には、ルネの労働拒否とブランデスの捉えたシャトーブリア

ン像との共通点が見られる。 

 一方、代助は成金の父親の虚偽に鋭い視線を向けると同時に、貧困で流産後に心臓の病

気を患った三千代に対する同情心が胸に萌した。彼は「活動するのは活動の堕落になる」

（一七七頁）と考えながら、「アンニュイ」に浸る自己と三千代に同情する自己の矛盾に

気付かずにいられなかった。この矛盾と「アンニュイ」の状態からの脱出のために、三千

代に会う必要を感じて行動に移した。その時、優柔不断な代助は、家族に勧められた縁談

を拒否することと、三千代と一緒になることを次のように考えた。 

 

                                                      
46

 The Emigrant Literature. 1901. p.34. 
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向後父の怒に触れて、万一金銭上の関係が絶えるとすれば、彼は厭でも金剛石を放り

出して、馬鈴薯に嚙り付かなければならない。さうして其償には自然の愛が残る丈で

ある。其愛の対象は他人の細君であつた。（二二五頁） 

 

「自然の愛」の概念はのちの「自然の児」（二五〇頁）という言葉に繋がる47。社会に

反する「自然の児」48は、明治三十年頃のワーズワース熱で現れた言葉である。実際に、

蔵書にあるブランデス『十九世紀文学主潮』の第四巻『イギリスナチュラリズム』では、

ワーズワースとコールリッジの『抒情歌謡集』が紹介され、タイトルに‘The Love of Nature’

が出ている。さらに、漱石の読書ノートを調べると、彼自身がタイトルを付けたノート

「Nature」と「Love」の項目が見られる。「Nature」の冒頭では、ブランデス『十九世紀文

学主潮』の第一巻の捉えたルソーとシャトーブリアンのランドスケープ描写について、「La 

Nouvelle Héloïse ―Swiss lake Atala, René――the primeval forest, the Mississippi Brandes[Main 

Currents in Nineteenth Century Literature, I] 52」49という記述が見られる。そして、「Love」

の箇所で、ブランデスが‘René’の章で言及したゲーテ、バイロン、シェリーなどのロマン

派の作品が、「René. Wilhelm Meister. Rosalind and Helen―Cenci, The Revolt of Islam, Cain, 

Manfred, Goethe Die Geschwister 兄弟ノ恋、unnatural love」50というように記されている。 

ブランデスがルネに対する姉のアメリーの近親相姦の感情を“unnatural love”（不自然の

愛）として捉えるのは、“criminal attachment”（罪深い愛情）という捉え方からも窺えるよ

うに、自然が神の創造物であるというキリスト教の自然観から、近親相姦がキリスト教に

反するものであることを示している。『それから』の代助と三千代の恋愛関係はそれと異

なるが、ノート「Nature」と「Love」の両箇所に記されている「René」及び代助の人物造

形におけるルネ像の“ennui”の投影を念頭に入れれば、代助が「アンニュイ」からの脱出

のために求める「自然の愛」は、『ルネ』の色彩豊かなランドスケープ描写の位置付けを

捉えるブランデスが指摘したナチュラリズムの流れより生成した概念であるのが分かる。 

                                                      
47 これに関して、熊坂敦子「『それから』―自然への回帰」（『漱石作品論集成第六巻それから』、

桜楓社、一九九一年、六七頁）は次のように論じている。「社会に絶望した代助には、自己の

生命を問いつめて、自分自身を探究し、自己に回帰する道が残されてあった。」「漱石は代助を

して「自然の児」に赴くことを、恋愛を契機として、次第に生命の高ぶりを積み重ね、いきな

り行為に導いていく。」 
48

 宮崎湖処子『ヲルヅヲルス』民友社、一八九三年、五一頁。（国立国会図書館デジタルコレ

クション） 
49

 『漱石全集』二十一巻、四五一頁。 
50

 『漱石全集』二十一巻、四八四頁。 



167 
 

ブランデスは‘René’の章の後半で、ルソーの自然権で生じたフランス革命は共同体より

の「個人の解放」（the emancipation of the individual）（漱石の下線あり）を促したと述べて

いる。フランス革命で家族を喪失したルネが求めるのは、個人の孤独を包む野生の自然環

境である。『それから』において、代助は「自然の愛」を求めることで、家族という共同

体から解放されるようになる。 

以上のように、漱石は、ヨーロッパロマン主義への関心があって、ブランデスの著書を

読み、『ルネ』に興味を抱くようになった。『文学論』に『ルネ』を取り入れたのは、『十

九世紀文学主潮』に対する明治文壇の関心を意識したためだろう。「アンニュイ」という

外来語の誕生は『十九世紀文学主潮』と『ルネ』の作者シャトーブリアンを紹介した『堕

落論』の内容と縁が深かった。ブランデスは『ルネ』をランドスケープ文学に位置付け、

ルソーの自然権でフランス革命が勃発したと紹介した。この知識から示唆を受けて、漱石

は代助が「アンニュイ」から脱出するために「自然の愛」を求めると描くことを通して、

日本の家族制度から離れる近代の個人を表現している。 

 

第六節 「谷の百合」―自然環境との調和的な家族像の追求 

次に『ルネ』の描写との比較から『それから』の代助が「自然の愛」の追求を通して求

める家族像とは何かということを探ってみる。『ルネ』の中で、フランス革命の恐怖から

逃れる難民たちが建てた谷間や山頂の庇護所が次のように描かれている。 

 

Les Européens, incessamment agités, sont obligés de se bâtir des solitudes. Plus notre cœur est 

tumultueux et bruyant, plus le calme et le silence nous attirent. Ces hospices de mon pays, 

ouverts aux malheureux et aux foibles, sont souvent cachés dans des vallons qui portent au 

cœur le vague sentiment de l’infortune et l’espérance d’un abri; quelquefois aussi on les 

découvre sur de hauts sites où l’âme religieuse, comme une plante des montagnes, semble 

s’élever vers le ciel pour lui offir ses parfums.
51（萩州の訳：欧羅巴びとの心は小止みもな

く亂れ騷けば、浮世をさかりて物閑なる處を作り起すの要あり。そは吾等の心は波立

ち騷ぐにつれて、閑静と静黙とを希ひ求むればなり。吾が郷國にて幸なき者、心たわ

                                                      
51

 Atala: René. pp.245-246. 
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やかなる者の遁れ来る馬を待つなる此等慈悲の家は、谷の奥に隠る〻が常なり。げに

谷なる語は何となく人の心に不幸といふこと〻、荒き風を遮ぎるなる希望の念とを起

こさするなり。時ありてはまた、其位置高きにあることあり、さるは敬神の心の、山

の頂なるひともとの木立に似て、諸の香を捧げむとて、天に向ひ立つかと覺ゆるなり。

52） 

 

ルネは「谷の奥」に隠れる庇護所を山の上の香る植物として捉えている。『新約旧約聖

書大事典』によると、「谷」はパレスチナの聖地を指し、そしてパレスチナで最も美しい

野生の花であり、大きい白い花が咲き快い香りがする Lilium Candidumが、雅歌の詩人に

よって「谷の百合」（雅 2:1）として捉えられていた53。また、『聖書植物大事典』による

と、Lilium Candidumは「マドンナリリー」の特徴と一致し、山地生ゆりである54。この文

化的背景と対照すれば分かるように、ルネは庇護所を谷間や山頂の百合に例えている。 

一方、『明星』に掲載されている萩州の「ルネ」訳に見られる「時ありてはまた、其位

置高きにあることあり、さるは敬神の心の、山の頂なるひともとの木立に似て、諸の香を

捧げむとて、天に向ひ立つかと覺ゆるなり」という表現では、「谷の百合」の意味が反映

されていない。ブランデスの『十九世紀文学主潮』もこの「谷の百合」の特徴を取り上げ

ていない。それでも、本論が第四章で指摘したように、漱石はイギリス留学時代に講読し

た英詩集に描かれるキリスト教の百合（例えば、スペンサーの『妖精の女王』）に触れて

いた。実際に、彼は留学の時期に『明星』を購読し、初期作品の『吾輩は猫である』にお

いて『明星』に言及しただけでなく、『明星』の挿絵画家の武藤象二の弟子である橋口五

葉にアールヌーヴォー式の装丁を頼んだ55ことがある。『明星』の巻頭の絵として掲載さ

れていたアルフォンス・ミュシャ（Alfons Mucha, 1860-1939）の百合と女性の挿絵にも触

れたはずである。 

『それから』では「谷の百合」を思わせる表現が見られる。代助は「森」に居場所を求

めるだけでなく、「緑のなかに漂はして安らかに眠りたい」（六八頁）欲求で、「不安の念

に襲はれる」際に、「ある人が北海道から採つて来たと云つて呉れたリリー、オフ、ゼ、

ヷレーの束を解いて、それを悉く水の中に浸して、其下に寐た」（一五六～七頁）ように

                                                      
52 吉田萩州訳「ルネ」『明星』臨川書店、一九〇六年二月、三二頁。 
53

 中村義治『旧約新約聖書大事典』教文館、一九八九年、一二二七頁。 
54

 藤本時男編『聖書植物大事典』国書刊行会、二〇〇六年、二四四頁。 
55

 佐渡谷重信『漱石と世紀末芸術』講談社学術文庫、一九九四年。 
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行動する。「リリー、オフ、ゼ、ヷレー」は「鈴蘭」を指し、漱石の生活の実話56を背景

にして『それから』に取り入れられた要素であるが、原稿のカタカナの表記から「谷の百

合」の意味が読み取られる。また、作品の後半において、「昔し三千代の兄がまだ生きて

ゐる時分、ある日何かのはづみに、長い百合を買つて、代助が谷中の家を訪ねた事があつ

た」（一六九頁）という回想の内容が描かれている。「谷中の家」にある「百合」という表

現は、「リリー、オフ、ゼ、ヷレー」を読み替えたものであり、「リリー、オフ、ゼ、ヷレ

ー」の香りで「不安」を鎮める代助の行動に繋がる要素であるだろう。実際に、代助は百

合を持ってきた三千代との再会で、二人の「自然の愛」を確認し、「雨の中に、百合の中

に、再現の昔のなかに、純一無雑に平和な生命を見出した。其生命の裏にも表にも、慾得

はなかつた、利害はなかつた、自己を圧迫する道徳はなかつた」（二七一頁）というよう

に、「自然の愛」への渇望を昔の菅沼の家にいた「自然の昔」への回帰願望に繋げた。『そ

れから』の「百合」のモチーフは『ルネ』からヒントを得たわけではないが、両作品とも

「谷の百合」のもたらす安らぎを描き、本当の家族の居場所に対する主人公の切望を示し

ている。 

そもそも、代助がイギリスナチュラリズムを後景とした「自然の愛」を求めるのは、日

本の近代化における環境破壊への批判意識と深く関わる。まず、代助は都市部の密集住宅

に対して次のように批判的なまなざしを向けている。「平岡の家は此十数年来の物価騰貴

に伴れて、中流社会が次第々々に切り詰められて行く有様を、住宅の上に善く代表してゐ

る、尤も粗悪な見苦しき構へである。とくに代助には左様見えた。」（九一頁）「門と玄関

の間が一間位しかない。勝手口も其通りである。さうして裏にも、横にも同じ様な窮屈な

家が建てられてゐる。東京市の貧弱な膨張に付け込んで、最低度の資本家が、なけなしの

元手を二割乃至三割の高利に廻さうと目論で、あたぢけなく拵へ上げた、生存競争の記念

である。」（九一～九二頁）また、代助三千代のうちの辺りを歩き回る際に、工業化と都市

化について次のように考えている。「坂を上つて伝通院の横へ出ると、細く高い烟突が、

寺と寺の間から、汚ない烟を、雲の多い空に吐いてゐた。代助はそれを見て、貧弱な工業

が、生存の為に無理に吐く呼吸を見苦しいものと思つた。さうして其近くに住む平岡と、

此烟突とを暗々の裏に連想せずにはゐられなかつた。斯う云ふ場合には、同情の念より美

醜の念が先に立つのが、代助の常であつた。代助は此瞬間に、三千代の事を殆んど忘れて

                                                      
56

 明治四十二年六月十五日日記：「昨日森が呉れたりゝー、オフ、ゼヷレーを大丼に浸し紫壇

の机の上に置く」（『漱石全集』二十巻、岩波書店、二〇一八年、四八頁。） 
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仕舞つた位、空に散る憐れな石炭の烟に刺激された。」（一三一～一三二頁）この表現は『煤

煙』の内容に連想されやすいが、日本の環境問題に対する批判意識の萌芽であると言える。

この批判意識は、平岡と自分の友情が壊れ、三千代に対する同情の感情まで希薄化した原

因への思索とともに、次のように現れている。 

 

現代の社会は孤立した人間の集合体に過なかつた。大地は自然に続いてゐるけれども、

其上に家を建てたら、忽ち切れ〱になつて仕舞つた。家の中にゐる人間も亦切れ切れ

になつて仕舞つた。文明は我等をして孤立せしむるものだと、代助は解釈した。（一三

九頁） 

 

平岡は、「泰西の文明の圧迫を受けて、其重荷の下に唸る、劇烈な生存競争場裏」（一四

〇頁）を生きるだけで必死であり、三千代を顧みる時間がなかった。都市の生存競争の環

境における家族の温もりの不在をめぐる苦しい代助の思索には、「何故三千代を周旋した

か」（一四一頁）という問いが潜んでいる。そのため、代助は「森」が見える「谷中」の

居場所を回想することによって、「自然の愛」を求め、「百合」による「自然の昔」への遡

行を求めたのである。彼はこの通過儀礼を通して、父権社会を代表する父兄と親友と戦う

ことを決意した。その覚悟は次のように描かれている。 

 

彼は自ら切り開いた此運命の断片を頭に乗せて、父と決戦すべき準備を整へた。父の

後には兄がゐた、嫂がゐた。是等と戦つた後には平岡がゐた。是等を切り抜けても大

きな社会があつた。（二八六頁） 

眼前に運命の二つの潮流を認めた。一つは三千代と自分が是から流れて行くべき方向

を示してゐた。一つは平岡と自分是非共一緒に捲き込むべき凄まじいものであつた。

（二八九頁） 

 

『それから』の結末において、三千代は病床に就いたまま生死不明となり、代助は父親

の保護から生存競争の社会に放り出される運命に陥る。この結末は、「天意には叶ふが、

人の掟に背く恋は、其恋の主の死によつて、始めて社会から認められるのが常であつた」

（二四九頁）という代助の考えと呼応するものである。 

家族と戦いのモチーフは、「自然の愛」の背後に横たわるイギリスロマン主義思潮にも
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見出せる要素である。スコットランドの口承の古詩である『オシアン』は、戦士の戦いと

家系の滅びを語っている。ビアーズは『十八世紀イギリスロマン主義』の中で、『オシア

ン』がマクファーソンの翻訳を通じて、「文明」の爛熟に飽きたイギリス人の心に訴えて

いたと指摘している57。『オシアン』の中で、「激流」は戦いと結びつき、「岩」は居場所

と結びついている58。漱石はイギリスロマン主義への関心で、マクファーソンの『オシア

ン』の一部を翻訳した。漱石の「セルマの歌」（‘The Songs of Selma’）の翻訳（『英文学叢

誌』明治三十七年二月二日）における「コルマ」の箇所では、「岩を下る早瀬」「木もこゝ

に、巌もこゝに、妾もこゝにあるを」59という表現が見られる。この翻訳の表現から、漱

石が『オシアン』の「巌」を居場所として認識していたのが窺える。さらに、漱石は『文

学論』を作成する際に、ビアーズの『十八世紀イギリスロマン主義』と『十九世紀イギリ

スロマン主義』を参照した。『文学論』「第五編第五章原則の応用」で、ビアーズの『十八

世紀イギリスロマン主義』の論述を踏まえて、「世紀末に至つてOssianの跌宕孤峭となり、

遂に転じて Byron の鬱紆慷慨に至る」60と論じている。このように、彼はイギリスロマン

主義における『オシアン』の位置づけを認識していた。 

実際に、イギリスだけでなく、『オシアン』はフランス、ドイツでも英訳や翻訳で愛読

されていた。シャトーブリアンは、アメリカ亡命中、フランスで広く流布し、マクファー

ソンの『オシアン』（The Poems of Ossian, 1773）を模倣したジョン・スミス（John Smith, 

1747-1807）の Gaelic Antiquities（1780）61を愛読していた。ビアーズは、『十九世紀イギリ

                                                      
57

 Beers, H.A., A History of English Romanticism in the Eighteenth Century. London: Kegan Paul, 

Trench, Trübner&Co.1899. p.327. 
58

 Macpherson, J. The Poems of Ossian. ( 2 vols. London: W. Strahan & T. Becket. 1773. p.229.): “The 

torrent pours down the rock.” “Here is the tree, and the rock. Salga, my love! I am here!” 
59

 『漱石全集』十三巻、岩波書店、二〇一八年、一五三頁。鈴木瑠璃子（「漱石訳「セルマの

歌（オシアン）及び「カリツクスウラの詩（オシアン）」の意義」『比較文化研究』（五一）二

〇〇一年三月八日、三七～三八頁）は、漱石の翻訳に関する次の指摘がある。「漱石が訳出し

た「セルマの歌」の中の「ライノオ」と「アルピン」の嘆きの部分、それから「カリツクスウ

ラ」の「コンナル」と「クライモラ」の対話の部分は、マクファーソンがゲール語の古文書か

ら直接訳したとされる Fragments of Ancient Poetry, Collected in the Highland of Scotland, and 

Translated from Gaelic or Erse Language」（1750 年）」本論では前の注で示した漱石の蔵書にある

版を参考した。 
60

 『漱石全集』十四巻，岩波書店、二〇一七年、四八〇頁。漱石の「世紀末」への理解が十

八世紀の「世紀末」を含むのは、この文章で確認できる。 
61

 ジョン・スミス がマクファーソン『オシアン』を真似して、Gaelic Antiquities（1780）を出

版した。この版はフランスで広く流布していた。（Deidre Dawson, Pierre Morere, Pierre Morère Ed. 

Scotland and France in the Enlightenment. Bucknell University Press. 2004. p.95.）シャトーブリアン

はイギリス亡命中、John Smith の版を翻訳した。（Miller, M.H. Chateaubriand and English 

Literature. The Johns Hopkins University. Baltmore, Maryland.1925. p11-13; Gaskill, H. The 

Reception of Ossian in Europe. Thoemmes Continuum. 2004. p.131.） 
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スロマン主義』の「フランスロマン主義」の章で、ほかのフランス作家よりもシャトーブ

リアンに多くの紙数を費やし、シャトーブリアンの『オシアン』受容に言及している62。

『ルネ』の中で、ルネは旧約聖書の中に出ている竪琴使いの青年ダビデ（グヴィツト）を

吟遊詩人のオシアンと結びつけ、モルヴァン王でケルト戦士であるフィンガル（フヒシガ

ル）の戦場の跡を辿る時に、キリストが人間の財産と平和を守るように祈願する。この箇

所について、萩州は次のように訳し出している。 

 

基督の宗教は、今やモルヴァンの數ある、英雄の墳に十字架建て、古オシアンの小琴

音に泣きし其急湍の邊にグヴイツトの小琴を奏でつ、セルマの神々が武者なりしに引

きかへて、之は心平かに、フヒシガルが劍打ち合ひたりし場に羊飼ひて、人屠る靈の

住まひし雲々の中に、平和の天使を散り〲にあらしめぬ。63（原文：Aussi tranquille que 

les divinités de Selma étoient querrières, elle grade des troupeaux où Fingal livroit des combats, 

et elle a répandu des anges de paix, dans les nuages qu’habitoient des fantômes homicides.
64） 

 

ミラーが“All the outstanding features of Ossianic landscape, rocks, sea, torrents, oak trees, 

mists, are to be found in these works of Chateaubriand.”
65（拙訳：優れたオシアン的ランドス

ケープの特徴である岩、海、激流、オーク、霧は、シャトーブリアンの作品に見出すこと

ができる）と指摘したように、『オシアン』の表現は『ルネ』の自然描写に投影している。

ここで『ルネ』の内容を具体的に取り上げてみたい。ルネは、アメリーの愛を察し、ルイ

ジアンナの植民地に移った間、アメリーの病死に悲しみつつ、神父たちにフランス革命の

状況を次のように語っている。「ある日ぼくは戯れに、小川のほとりにある柳の枝の葉を

ちぎっては落としながら、流れに運ばれていく葉の一枚一枚にひとつの思いを託して楽し

んでいました。革命の勃発によって王冠を失うことを恐れる王様でも、ぼくの柳の枝の葉

っぱたちが、何かの拍子に行く手を阻まれそうになる度に、ぼくが味わった苦痛ほど激し

い痛みを感じるものではありません」66この表現の中で、「流れ」は革命の突発のメタフ

                                                      
62

 Beers, H.A., A History of English Romanticism in the Nineteenth Century. London: Kegan Paul, 

Trench, Trübner & Co. 1902. pp.202-208. 
63 吉田萩州訳「ルネ」『明星』臨川書店、一九〇六年四月、八三頁。 
64

 Atala: René. p. 253. 
65

 Miller, M. H. Chateaubriand and English Literature. The Johns Hopkins University. Baltimore, 

Maryland.1925. p.104. 
66 湟野ゆり子訳『ルネ』大学書林、一九九九年、六一頁。 
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ァーとして使われている。そして作品の最後に、原住民と植民者の戦争の中で虐殺される

運命を迎えるルネのことが次のように描かれている。「ルイジアナのフランス人とナチェ

ズ族の間に殺戮が繰り広げられたとき、シャクタースやスエル神父と共に命を落とした。

土の人びとは、いつまでもなお、これが、日が沈むろになると、ルネがいつも行っては腰

をおろしている岩です、と教えてくれるのだ」67「岩」はルネの生前の居場所として描か

れている。この箇所は、『オシアン』の「岩」のモチーフを受容することによって、エゴ

イズムに満ちたフランスの社会に追放された亡命貴族の滅びを表現している。 

以上の背景の考察から、実家との戦いの「潮流」に乗り、滅びの「運命」を辿る代助の

考えが、『オシアン』の自然描写を受容した『ルネ』の憂愁に満ちる世界と共鳴している

のが窺える。「アンニュイ」から脱出しようとして「自然の愛」を求める代助の意識は、

イギリスロマン主義思潮におけるナチュラリズムの流れを汲んでいる。「自然の愛」の追

求は代助を悲劇的な結末に導いたが、環境問題が深刻化した現在でも代助が求める自然環

境との調和的な家族像が示唆に富むものである。 

 

 

                                                      
67 湟野ゆり子訳『ルネ』大学書林、一九九九年、一四三頁。 
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第七章 ロマンティック・ナショナリズムの生成―『彼岸過迄』の「浪漫趣味」 

 

第一節 “Romanticism”、「ロマンチシズム」、「浪漫」の使い分け 

 日本近代文学における「ロマンティック」に関する言葉の用例は、笹淵友一によって網

羅的に考察されてきた。その考察1で取り上げられた明治二十六年以前の用例を見る限り、

評論の内容は不完全でありながらも、ドイツロマン主義、フランスロマン主義、そしてヨ

ーロッパの影響を受けたロシアロマン主義の一側面が紹介されている。また、笹淵がすで

に指摘したが、明治初期ロマン主義の文学誌である『文学界』は明治二十六年に創刊され

た頃、平田禿木が『文学界前後』で「私共は何も『ロマンティシズム』とか『運動』とか

いふものを意識してやつたのではなく、唯同じ傾向の者が偶然集まつて、その書いたもの

を互ひに見せ合ふといつた気持に過ぎなかつたのである」2と回想しているように、同人

の注目は作品そのものに集中し、イギリスロマン主義は思潮として意識されていなかった。  

 一方、漱石が文科大学英文科在学中に書いた「英國詩人の天地山川に對する觀念」（『哲

學會雜誌』第七四～七六号、1893.3.）は、イギリスロマン主義を意識的に紹介する論文で

ある。漱石はこの論文で、ナチュラリズムとロマンチシズムを混同させる研究者もいるが、

エドマンド・ゴスの『十八世紀文学』（A History of Eighteenth Century Literature, 1889）が、

‘The Dawn of Naturalism in Poetry’を独立の章としてナチュラリズムを論じていると指摘し

た。さらに、彼はゴスの捉え方に賛同して、次のように述べている。 

 

余は此主義を以て断然「ローマンチシズム」と区別し、密接の関係あるにもかゝはら

ず、両者を混合するなからん事を望むなり。兎に角此自然主義（筆者注：イギリスの

ナチュラリズム）が如何にして発達し来りたるやと云ふに、前に述べたる如く「ロー

                                                      
1
 笹淵友一『浪漫主義文學の誕生』明治書院、一九九一年、一二一〜一三五頁。（本論で取り

上げる「ロマンチシズム」に関する当時の評論の多くは、笹淵がすでに取り上げたものである。

しかし、本論はもとの文献に依拠して、編年史のように「ロマンチシズム」を列挙している笹

淵の論が着目していない箇所も含めて、当時の文壇における「ロマンチシズム」の意義を捉え

たい。） 
2
 平田禿木『文学界前後』（『明治大正文学回想集成 14』）日本図書センター、一九八三年、六

六頁。 
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マンチシズム」の勃興と共に、山川を咏出する詩人漸く輩出するに至り3
 

 

 まず、漱石の論文から、彼自身も同時代のように“romanticism”を音訳の形で紹介してい

たのを確認することができる。この論文について、笹淵は「漱石はバーンズ、ワーヅワー

スの自然主義とロマンティシズムとを区別してゐる。だがそれによつて却つて英国ロマン

ティシズムの性格――その自然愛の性格――を明らかにした」4と述べている。本論の序

論で取り上げた岡地嶺の分類と、第五章で取り上げたベイトの論にも示されているように、

イギリスのナチュラリズムは確かにロマン主義に摂取された一要素として捉えられてい

る。 

 また、笹淵の考察が示してきたように、明治二十六年以降、漱石のイギリス留学（1900

〜1902）、そして帰国後しばらくの間、『文学界』、『帝國文學』、『太陽』、『明星』、『新小説』

などの文芸雑誌において、音訳の「ロマンチシズム」によるロマン主義の紹介がなされて

いた。一方、笹淵の考察5と言語学の用例研究6が示したように、「浪漫」という漢語を最

初に使ったのは、漱石の『野分』（『ホトトギス』、1907.1）と『文学論』（1907.5）である。

特に後者は、漱石が異なる意味を持つ漢語の「浪漫」7を文芸思潮の「ロマンチシズム」

のあて字にしたことで、近代語の「浪漫」が成立したと指摘している。 

 『野分』の中で、作中人物である白井道也の講演の内容は次のように書かれている。 

 

文芸復興は大なる意味に於て父母の為めに存在したる大時期である。十八世紀末のゴ

シツク復活も亦大なる意味に於て父母の為めに存在したる小時期である。同時にスコ

ツト一派の浪漫派を生まんが為めに存在した時期である。（後略）8
 

 

 先行研究は漱石の学問的背景を辿っていないが、漱石の『文学論』（1907.5）の第五編

「原則の応用」において、イギリスの「古典主義」から「浪漫主義」へとシフトする思潮

の変化が取り上げられ、スコットの作品に見られるゴシックの傾向が紹介されている。『野

                                                      
3
 『漱石全集』十三巻、岩波書店、二〇一八年、三一頁。 

4
 『浪漫主義文學の誕生』、一三五頁。 

5
 『浪漫主義文学の誕生』、五頁。 

6
 朴孝庚「近代語「浪漫」の成立と変遷」『立教大学日本文学』一二一号、二〇一九年、四九

一頁。 
7
 宋．蘇軾〈與孟震同遊常州僧舍〉詩三首の一：「年來轉覺此生浮，又作三吳浪漫遊。」漢語の

前身である中国語の「浪漫」の最初の意味は「放肆、怠慢、不積極」である。 
8
 『漱石全集』第三巻、岩波書店、二〇一七年、四二六頁。 
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分』における「浪漫派」の捉え方と対照すれば分かるように、『野分』における西洋文学

史の導入は『文学論』の構成段階の原稿を参照し、文芸思潮としてのイギリスロマン主義

の生成を捉えるものである。 

 同じ時期の文壇に目を向けば、九龍生の「新刊月評」（『明星』、1908.3.1）では、『有明

集合評』の韻文の捉え方に関して「クラシカル・テンデンシー」、「ロマンチックテンデン

シー」9という捉え方が見られる。また、『文学界』の同人の交流を描いた島崎藤村の『春』

を評する長谷川天渓の「「春」を読む」（『太陽』、1908.12.1）では、「當時の文學界に、ロ

マンチシズムの一特色たるセンチメンタリズムの起つたのも、また戀愛を生命とする詩的

空想の勢力があつた」10という捉え方が見られる。その記述から、この時期の文壇におい

て音訳の「ロマンチシズム」が普遍的な捉え方であるという現象が窺える。それに対して、

漱石の「浪漫派」の表記は確かに独特なものである。 

 「浪漫」という漢語が出る資料に関して、漱石が読書メモとして残したノートは従来の

研究で研究対象とされてこなかったが、その中に文芸思潮としての“romanticism”と「浪漫」

の使い分けが見られる。漱石はビアーズの『十八世紀イギリスロマン主義』を読んで、

‘Romanticism’のノート及びその他のノートを記した。これらのノートにおいて、

“romanticism”は英語のままの表記である。一方、ブランデスの英訳の『十九世紀文学主潮』

の第二巻（Romantic School in Germany, 1902）に関する読書ノート‘Romantic School in 

Germany’のみ、漢語の「浪漫」の表記が見られる。ドイツロマン派に目を向けたことにつ

いて、漱石の学問背景から見れば、イギリスロマン派の詩人であるワーズワースとコール

リッジは、一七八九年にドイツ語を学ぶために一緒にドイツを旅行し、ドイツの詩におけ

る中世紀の土台と新しい潮流について学んだ。イギリスロマン派への関心が一つの原因だ

と考えられる。ブランデス『十九世紀文学主潮』の第二巻は、出版年から見れば、漱石が

留学の時期に購入し、または帰国後に丸善を通して購入したとの両方の可能性がある。ノ

ートにおける用語の使い分けを考慮に入れれば、イギリスロマン主義に関する『野分』、

『文学論』における漢語の使用が先にあって、それから新たに加えられた‘Romantic School 

in Germany’の読書ノートにも漢語が使用されたという順番がより合理的だと考えられる。 

 

                                                      
9
 中島国彦編『文藝時評大系明治篇』十一巻、ゆまに書房、二〇〇五年、一〇三頁。 

10
 『文藝時評大系明治篇』十一巻、三八八頁。 
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第二節 漢語の「浪漫」と国家主義の背景 

 漱石は英訳でブランデスの『十九世紀文学主潮』を読み、ノート ‘Romantic School in 

Germany’において、「独ノ浪漫派ノ病的ナルコト p.9-10」、「現代独乙ハ純然タル国家主義

ナリ.十九世紀初期ノ浪漫派トハ非常ノ違ナリ」11と記述している。ブランデスは『十九世

紀文学主潮』の序文において、ドイツロマン主義における形而上哲学の導入がドイツの国

家主義を強める傾向があると指摘し12、ドイツロマン派の特徴として、ノヴァーリス

（Novalis, 1772-1801）が肺病患者のように神秘を思慕し、ティーク（Ludwig Tieck, 

1773-1853）が皮肉的で気鬱的で幻覚にかかりやすい性質且つカトリック主義の憂鬱的な

性癖を帯びていると紹介している13。ノートの内容を見る限りでは、漱石がドイツロマン

派の病的な特質に着目し、それをドイツの時勢と対比するという傾向が窺えるが、ドイツ

観念論哲学の発展がドイツロマン派を世界主義に導いた一方、国家主義も強めたというブ

ランデスが指摘した箇所を見落としたと言える。一方、漱石のノートの作成時期が明治四

十年以降であることに着目すれば、この内容の記述は、ドイツ帝国が対外拡張を図り、ド

イツに対抗するために英、仏、露の三国協商が完成された時期と重なっていた。ドイツの

国家主義への認識は時勢への認識である。 

ブランデスが指摘したドイツ観念論の発展は、明治時代のロマン主義の発展の土台にも

なっている。長尾宗典の指摘によると、フェノロサ、外山正一が導入したスペンサーの社

会進化論の物質主義に対して、井上哲二郎は形而上の精神を重要視するドイツ観念論を紹

介し始めた。明治二十三年に『教育勅語』が頒布された後、『哲學會雜誌』では儒教道徳

とドイツ哲学を接合させる比較思想学の試みが現れ始め、儒教道徳を中心とした井上哲二

郎の「国家主義」と高山樗牛の「日本主義」の発展の土台となった14。本論は明治時代に

おける「浪漫」の意味の変化を捉えるために、ここで高山樗牛における「ロマンチシズム」

の概念を確認しておきたい。 

                                                      
11

 『漱石全集』二十一巻、岩波書店、二〇一八年、六三五頁。 
12

  Brandes, G. Main Currents in Nineteenth Century Literature. 4 vols.(in 6 vols.). London: W. 

Heinemann. Vol.2. Romantic School in Germany.1902. p.5. （「漱石山房蔵書目録」に記載されてい

る版に拠る。） 
13

 Romantic School in Germany.1902. pp.9-10. 
14

 長尾宗典『＜憧憬＞の明治精神史』ペリカン社、二〇一六年、一〇一〜一一一頁、一五五

〜一六九頁。 



178 
 

 樗牛の「姉崎嘲風に與ふる書」（『太陽』、明治三十四年八月）は日本の美学の発展につ

いての思索を綴った書簡であるが、樗牛は「ロマンチシズム」に関する認識を次のように

述べている。 

 

主觀主義は他方より見て個人主義也、而して文藝の史上に於て最も強大なる勢力を有

せしものを實に是の個人主義と為す。人動もすれば沙翁の名を擧げて客觀詩人の勢力

を代表せしめむとす、吾人必ずしも是を拒まざるべし。唯沙翁の大を許さば何故に同

時にバイロンの大を許す能はざる乎。沙翁の如きはむしろ千歳稀有の一人のみ、學で

而して達し得べきに非ず、彼れに於て事例を援引せむとするは、寧ろ自ら謀らざるも

ののみ。翻てかのバルンスに見よ、シエレーに見よ、若しくは彼のビョルネ、ハイネ

に見よ、『少年獨逸』の基礎は實に是等主觀詩人の個人主義に本づけるに非ずや。15
 

 

 この書簡の内容から、樗牛が「ロマンチシズム」を「主觀主義」または「個人主義」と

して認識していたのが窺える。その認識は本来の含意をかなり簡略化したものであるが、

その後の明治文壇における「ロマンチシズム」の意味の変化を知るための重要な手がかり

となるだろう。また、樗牛の主観性より生じた「憧憬」の精神は実際に日清戦後の国家主

義の高まりの中で育まれたものであるため、彼の個人主義はのちに個人を超える全体主義

の理想への追求に変わる。その代表的な例は、次の「美的生活を論ず」（『太陽』、明治三

十四年八月）における審美及び道徳に関する捉え方である。 

 

幸福とは何ぞや、吾人の信ずる所を以て見れば本能の満足即ち是のみ。本能とは何ぞ

や、人生本然の要求是也。人性本然の要求を満足せしむるもの、茲に是を美的生活と

云ふ。16
 

 

孔子の所謂其の心に順ひて其の則を越えざる底のものならざるべからず。是を喩ふれ

ば、水の流るゝが如く、鳥の鳴くが如く、野の花の咲くが如く、赤兒の其の母を慕ふ

が如く、古の忠臣義士の其の君國に殉したるが如きものならざるべからず。而して道

徳も茲に至れば即ち無道徳のみ。既に意識を絶し、考察を絶し、又戮力を絶す、是れ

                                                      
15 高山樗牛『明治文學全集 40』筑摩書房、一九七〇年、七五頁。 
16

 『明治文學全集 40』、八〇頁。 
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一種の習慣、本能のみ、道徳的價値あるを得ざるや言ふ迄も無し。思ふて是に至れば

吾人は大道廢れて仁義ありてふ荘子の言の千古の眞理なるを認むると同時に、所謂道

徳なるものゝ價値の甚だ貧少なるに驚かざるを得ざる也。17
 

 

 樗牛の考えでは、忠君愛国は一種の本能であり、審美の目的も本能（性欲）の満足18に

ある。そのために倫理学の展開すら不要である。「美的生活を論ず」の大胆な論理の展開

で、樗牛は様々な批判を受けたが、その論述は個人の本能を国家主義に帰属させる論理を

築き上げていたと言える。忠君愛国を本能と結びつけるその審美主義の特徴は、官能性を

訴え、明治後期ロマン主義の代表となった『明星』の主催者である与謝野鉄幹における日

露戦後の国家主義の傾向19に近いと言える。 

 以上の書簡と論述を読んだ姉崎正治は「高山樗牛に答ふるの書」（『太陽』明治三十五年

二月）において、二人の理想を次のように語っている。 

 

「ロマンチシスムの臭味を帯びたる一種の個人主義」、君が君の精神に此の如き傾向多

くなりしを報ぜし後、君の書に依り君の個人主義主觀主義の處在を明にして予は予の

精神の傾向を君と同じうするを禁ずる能はず、君よ君が主觀主義として先に論明し、

僕が今又客觀的真理の思想に反抗せんとする根本思想は、果してロマンチシスムと稱

すべきや否やを知らず、何となればロマンチシスムの中には雑多の異分子ありて、之

を分析して其性質を一言に表し得ざる者あればなり、されど僕の思ふ所に依れば、吾

等の主觀主義が詩と現實とを致一にし、構想と思考と希求との根本の区別を許さゞる

点に於ては、恐くは確にロマンチクの傾向を有する者と稱し得ん。20
 

 

 樗牛が「ロマンチシズム」を一種の「主觀主義」と捉えるのに対して、姉崎は主観と現

実の統合への追求を呼びかける。二人の「ロマンチシズム」に対する認識、及び主観と客

観をめぐる議論が『太陽』誌上に公開されたことは、のちに明治四十年の文壇における日

                                                      
17

 『明治文學全集 40』、八一頁。 
18

 この点について、漱石の『草枕』で、画工は情欲を喚起させようとする那美の行動につい

て、「自然天然に芝居をして居る。あんなのを美的生活とでも云ふのだらう」と捉えている。

（『漱石全集』三巻、一四七頁。）ただし、漱石の捉える「本能」は樗牛のと異なり、「自然天

然」の意味として、ワーズワース熱における「自然の児」に見られる反社会的な概念だろう。 
19

 坂本浩「浪漫主義の発生と展開」『国文学 解釈と教材の研究』六（一一）、學燈社、一九六

一年八月、七二〜三頁。 
20

 『明治文學全集 40』、二一九頁。  
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本自然主義論争に繋がる要素になる。 

 

第三節 日本自然主義論争に取り入れられた「浪漫」 

 明治三十年中頃より、科学的観察を重んじるフランス自然主義が日本の文壇に導入され

始めた。この新しい潮流の中でロマン主義思潮はだんだん衰弱していったが、その原因は、

必ずしも日本自然主義の独自の展開ではない。むしろ、文壇におけるロマン主義の捉え方

にあるのだろう。中江兆民訳の『維氏美学』（上冊明治十六年十一月、下冊十七年三月）

は、物理学の観察精神に対して詩人の役割が「感情ヲ文字ニ写ス」21と定義し、西洋の詩

がローマ・ギリシア神話を取り入れると指摘した。そして、「「ロマンチック」家ノ始テ起

ルヤ」「先ツ中古ノ事迹ニ就テ其意ニ適スル者ヲ取リ」22というように、ロマン主義の中

世趣味の側面を紹介している。本論の第一章で取り上げたワーズワースの翻訳の傾向に見

られるように、神代の神話や昔話への参照が日本の初期ロマン主義受容の一つの特徴であ

る。問題は、科学技術を取り入れた明治時代の進化論史観から見れば、中世憧憬はかえて

一種の擬古調のように見える。 

 さらに、笹淵が取り上げた23ように、高山樗牛は「詩的の河面と其の利弊」（『太陽』四

ノ五、明治三十一年三月）において、ロマン主義の中世思慕の側面を次のように紹介して

いる。「其詩歌には形の整へる無く、其人は個性と言へる者に乏しく、唯夢の如き事柄の

中に限り無き渇望の鎖を繋ぐのみ。」この表現を見れば分かるように、樗牛の捉え方は「個

人」を重んじるはずのロマン主義の意義を歪曲した。さらにその後、樗牛は過去への「憧

憬」、「美的生活」論でニーチェイズムからの乖離、性欲に基づく本能主義を提唱し、道徳

を重んじる保守的立場から批判を浴びせられた24。従って、科学の実験精神を重んじるフ

ランス自然主義の導入とともに、ロマン主義の風潮は明治三十年以降に次第に弱体化して

いった。 

 一方、日本自然主義の展開はフランス自然主義の実験的精神を継承していなかった。島

                                                      
21

 ユージェーンヌ・ウェロン著、中江篤介訳『維氏美学』（下冊）文部省編輯局、一八八三〜

四年、五〇三頁。
 

22
 『維氏美学』（下冊）、六一七頁。 

23
 『浪漫主義文學の誕生』、一四七頁。 

24
 『浪漫主義文學の誕生』、一九八〜二一〇頁。 
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村抱月の「今の文壇と新自然主義」（『早稲田文学』第三期一八号、明治四十年六月）は、

日本の自然主義を科学の客観ではないと定義付けた。そして、相馬御風「自然主義論に因

みて」（『早稲田文学』二〇号、四十年七月）は、自然主義を自我の表現と定義した。この

定義のもとで、日本自然主義は個人の主観的内面描写や人生の告白を描くように独自の発

展を遂げた25。この傾向は、自然主義を受容する文人の多く（島崎藤村、国木田独歩、田

山花袋）が、明治三十年代頃にロマン主義の受容者や翻訳者であったことも関連するのだ

ろう。 

この頃、漱石は東京美術学校で行った講演である「文芸の哲学的基礎」（1907.4.20）に

おいて、心理学の見地から日本自然主義の位置づけを捉えた。彼は「意識の分化作用」26

の概念と心理学の「知、情、意」に依拠して、文芸家の理想には「美、善、壮、真」とい

う多元的な広がりがあると捉えた。そして、この多元性への肯定によって、人間性の醜悪

を表す「真」を描く明治四十年代の文壇の主流である日本自然主義の偏りを批判した。 

一方、彼は明治四十一年の「創作家の態度」（1908.2.15）の中で、文学史で区別される

ロマン主義と自然主義の二項対立の問題について、『文学論』以来の心理学的方法を以っ

て創作における主観と客観の態度について検討を行った。 

 

純客観態度と純主観態度の間に無数の変化を生ずるのみならず、此変化の各のものと

他と結び付けて雑種を作れば又無数の第二変化が成立する訳でありますから、誰の作

は自然派だとか、誰の作は浪漫派だとか、さう一概に云へたものではないでせう。そ

れよりも誰の作のこゝの所はこんな意味の浪漫的趣味で、こゝの所は、こんな意味の

自然趣味だと、作物を解剖して一々指摘するのみならず、其指摘した場所の趣味迄も、

単に浪漫、自然の二字を以て単簡に律し去らないで、どの位の異分子が、どの位の割

                                                      
25

 『浪漫主義文學の誕生』、二四三〜二四四頁。 
26 漱石は「文芸の哲学的基礎」において、「意識推移の原則に就ては私の「文学論」の第五
篇に不完全ながら自分の考へ丈は述て置きましたから、御参考を願ひたいと思ひます」（七三

頁）と述べている。塚本利明がすでに指摘したが、動物心理学者であるモーガンの『比較心理

学』は、『文学論』の意識論の基底となり、「文芸の哲学的基礎」の意識論の基底にもなってい

る。（塚本利明「『文学論』から「文芸の哲学的基礎」へ : ロイド・モーガン『比較心理学』

との関わりを中心に」『専修人文論集』八九号、二〇一一年十月、二一〜四四頁。『専修人文論

集』九〇号、二〇一二年三月、六一〜八七頁。）『文学論』から取り入れられた「意識の連続

作用」以外に、漱石は「文芸の哲学的基礎」で「意識の分化作用」（七六頁）にも言及してい

る。これは、スペンサーの社会進化論を受容した『比較心理学』における「進化の選択的統合」

（Selective synthesis in evolution）に基づき、スペンサーの「分化」（differentiation）の原理を用

いていると考えられる。（Morgan, C. L. An Introduction to Comparative Psychology, London: W. 

Scott. 1894. pp.337-361.） 
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合で交つたものかを説明する様にしたら今日の弊が救はれるかも知れないと思ひます。

27
 

 

この観点が、のちに小宮豊隆、阿部次郎ら漱石の門下生を中心に引き起こされた日本自

然主義論争に繋がるものである。漱石が編集長を務めた『東京朝日新聞』文藝欄において、

明治四十二年十二月十日に阿部峙楼（阿部次郎）の「驚嘆と思慕」が掲載された。この論

は、個人内面の主観の描写という独自性をめぐる『東京朝日新聞』文藝欄と『早稲田文学』

の自然主義論争に加わったものである。当時すでにワーズワース熱が去ったにもかかわら

ず、阿部はワーズワースの詩を取り上げて、次のように論じている。 

 

自然主義が浪漫主義情感主義と異なれる諸特色を持つて居るとは云ふ迄もないが、今

暫く描写の態度より離れて其内容を為す思想感情より論ずれば浪漫主義情感主義より

更に深く更に苦く浪漫的でありセンチメンタルである處に、換言すれば自然を離れて

驚嘆の情を失つた人生の悲惨なる状態を描写して讀者の心に或知られざる状態に對す

る浪漫的なセンチメンタルな思慕を感じさせずには置かない處に自然主義の価値はあ

るのだと思ふ。28
 

  

 「自然主義」という言葉はもともと、ワーズワース熱の中で、イギリスのナチュラリズ

ムを指していた。そのため、阿部は、同文章でワーズワース熱の代表者であり、イギリス

ロマン主義と日本自然主義の接合を示す受容者である国木田独歩を例示した。さらに、個

人の主観を表現する「浪漫主義情感主義」（ロマンティシズムセンチメンタリズム）とい

う特質が、人生の煩悶を描き出した日本の自然主義にも存在すると指摘し、文壇に「自然

主義の浪漫的要素」の描き方を薦めた。結局、日本自然主義に関するこの鋭い指摘は、文

壇で反響を呼び、日本自然主義の描写法をめぐる論争に繋がった。阿部の文章表現が示し

ているように、前述の長谷川天渓の「「春」を読む」に見られる「ロマンチシズムの一特

色たるセンチメンタリズム」という認識29と漱石における漢語の「浪漫」の表記が、「驚

                                                      
27

 『漱石全集』十六巻、岩波書店、二〇一九年、二三五〜二三六頁。 
28

 『文藝時評大系明治篇』十二巻、四七一頁。 
29

 笹淵の考察に見られるが、矢崎探美（嵯峨の屋お室）の「露国文学一斑」（『柵草紙』四三

〜五六号、明治二十六年四月～二十七年五月）、戸川秋骨「塵窓余談」（『文学界』五八号、明

治三十一年一月）、綱島梁川「心情の宗教」（『太陽』一〇ノ五、明治三十七年四月）が「ロマ
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嘆と思慕」の論述に引き継がれている。このように、明治四十二年の文壇において、「浪

漫」は文芸思潮としてのロマン主義の「感情」表現の側面として捉えられていた。 

 そもそも「ロマンチシズム」に関する個人の主観性という捉え方は、前掲のように高山

樗牛がメディアを通して広めた概念である。明治四十年代の日本自然主義論争にも樗牛の

観点が引き継がれた。例えば、安倍能成は「自己の問題として見たる自然主義的思想」（『ホ

トトギス』十三ノ四、明治四十三年一月）で、当時の青年が樗牛の主観的、感情的な個人

主義に感動し、彼の「ロマンチシズム」を影響を受けたと提示した。樗牛は晩年において

日蓮主義の影響を受けて「憧憬」の精神を宗教の境地で求めたが、安倍はこのことを念頭

に入れて、「ロマンチックの思想感情に伴ふものは、宗教的の憧憬の心である。我等の清

新な主観が、偏へに善美なるものを思慕して止まなかったのは此の時代であつた」30と論

じている。この論述から分かるように、明治四十三年に「ロマンチックの思想感情」は、

センチメンタリズムの意味以外に、個人の主観的精神性に重きを置く「憧憬」と同等の概

念として捉えられていた。 

 同じ明治四十二年頃に、日本自然主義一辺倒の文壇の勢力と対抗するために、森鴎外を

筆頭に『スバル』（1909.1）が創刊された。ドイツのネオロマンチシズム（十九世紀末か

ら二十世紀初頭、自然主義・写実主義に対抗してドイツ・オーストリアを中心に興った文

芸思潮）が紹介され始めた。『東京朝日新聞』文藝欄は、この新しい文芸思潮を紹介する

媒介でもあった。当時、ドイツ留学から帰り、新社会劇の劇作家となった中村吉藏は、「中

村春雨氏談面白い芝居」（『東京朝日新聞』、1909.12.19）において、「獨逸では今総ての思

想界に新浪漫主義が漲って自然主義との衝突が甚だしい」31というように、ドイツにおけ

るネオロマンチシズムの流行を紹介した。この頃からドイツのネオロマンチシズム、「新

浪漫主義」が文壇の流行語となっただろう。 

 以上のように、漱石が使い始めた漢語の「浪漫」は最初にイギリスロマン主義を指す概

                                                                                                                                                        
ンチシズム」と「センチメンタリズム」を繋げている。梁川の「心情の宗教」はルソー論であ

り、ルソーにおける感情の重視がロマン主義における「センチメンタリズム」の特徴をもたら

したと論じている。梁川の捉え方が天渓に影響を与えたものだと考えられる。 
30

 この文脈について、笹淵は「この宗教的憧憬に影響を与へたのは綱島梁川である。梁川の

思想は宗教的な中にも主観的、個人的であり、そこにロマンティックの憧憬と結びつく所以が

あった。」（『浪漫主義文學の誕生』、二四八頁。）と指摘したが、安倍の文章における樗牛への

言及から見れば、「宗教的憧憬」は樗牛が宗教の世界に傾ける晩年のことを指す言葉だと考え

られる。 
31 中村吉藏「中村春雨氏談面白い芝居」『東京朝日新聞』（朝刊）一九〇九年十二月一九日（朝
日新聞聞蔵 IIビジュアルデータベース） 



184 
 

念であるが、彼のノートではドイツロマン主義と結びつけられている。その後、「創作家

の態度」における「浪漫」の使用を経て、日本自然主義論争を通じて朝日文芸欄で使われ

始め、また『東京朝日新聞』におけるドイツの新思潮の紹介にも用いられるようになった。

漢語の「浪漫」の定着は、明治三十年頃のドイツロマン主義の受容の意味が日本自然主義

論争に流入したという思潮の流れと縁が深かったと言える。 

 

第四節 「浪漫主義」の批判軸となる個人の孤立現象 

漢語の「浪漫」が文芸用語として新聞メディアに広り始まったのと同じ年に、漱石は『そ

れから』（『東京・大阪朝日新聞』、1909.6.27〜10.14）の創作で、社会における個人の孤立

現象を描き始めた。第六章ですでに引用したが、ここでもう一度作品の内容を取り上げて

みる。 

 主人公の代助は東京の都市部に移住する労働者の住宅環境の悪化について、次のように

批判的な眼差しを向けている。 

 

門と玄関の間が一間位しかない。勝手口も其通りである。さうして裏にも、横にも同

じ様な窮屈な家が建てられてゐる。東京市の貧弱なる膨張に付け込んで、最低度の資

本家が、なけなしの元手を二割乃至三割の高利に廻さうと目論で、あたぢけなく拵へ

上げた、生存競争の記念である。32
 

  

 代助の父親は土地に投資して莫大な利益を得た資本家であるが、友人の平岡は狭い住宅

に住んでどんなに働いても貧困から逃れない世帯持ちの労働者である。妻の三千代は平岡

の失業によるストレスと栄養不足で流産し、その後に心臓病を患い、性行為を控えるよう

になったため、平岡は妻の病気を理由にして放蕩の道に走った。代助は三千代に対して同

情心が湧き、「家庭」について次のように考えた。 

 

現代の社会は孤立した人間の集合体に過なかつた。大地は自然に続いてゐるけれども、

                                                      
32

 『漱石全集』六巻、岩波書店、二〇一七年、九一～九二頁。 
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其上に家を建てたら、忽ち切れ〱になつて仕舞つた。33
 

  

 代助の考えには、産業資本主義がもたらした生存競争と貧富格差が、家庭における男女

の孤立関係をもたらしたということを反映している。次作の『門』（『東京・大阪朝日新聞』、

1910.3.1〜6.12）の中でも、腰弁の夫を持つお米が流産の後になかなか子どもができず、

夫に気持ちを理解してもらえなく、経済の事情で夫の弟に部屋を譲って一緒に住むように

なることにストレスを感じて窶れていく様子が描かれている。 

 修善寺の大患の後、漱石は大阪朝日新聞社の巡回講演会の招待を受けて、明治四十四年

八月（1911.8）に「道楽と職業」（1911.8.13）、「現代日本の開化」（1911.8.15）、「中味と形

式」（1911.8.17）、「文芸と道徳」（1911.8.18）を題にして講演を行った。のちに、この巡回

講演の内容を、東京美術学校で行った「文芸の哲学的基礎」（1907.4.20）の講演内容と、

朝日講演会で行った「創作家の態度」（1908.2.15）の講演内容と合わせて、漱石自選講演

集『社会と自分』34（1912.12）に纏めて出版した。当時、国際関係や植民地支配を論じる

講師陣35の中で、国内の社会問題に目を向ける漱石の講演の内容が独特に見える。 

 まず、「道楽と職業」において、漱石は「職業の分化発展」すなわち産業資本主義にお

ける「社会分業」の現象に関して次の観察を示している。 

 

開化の潮流が進めば進む程又職業の性質が分れゝば分れる程、我々は片輪な人間にな

つて仕舞ふといふ妙な現象が起るのであります、言ひ換へると自分の商売が次第に専

門的に傾いてくる上に、生存競争の為に、人一倍の仕事で済んだものが二倍三倍乃至

四倍と段々速力を早めて逐付かなければならないから、其の方だけに時間と根気を費

しがちであると同時に、お隣りの事や一軒置いたお隣りの事が皆目分からなくなつて

仕舞ふのであります。36（四二〇頁） 

 

現今のやうに各自の職業が細く深くなつて、知識や興味の面積が日に〱狭められて行

くならば、吾人は表面上社会的共同生活を営んでゐるとは申しながら、其実めい〱孤

                                                      
33

 『漱石全集』六巻、一三九頁。 
34

 日本国立図書館の公開した夏目漱石『社会と自分』（実業之日本社、一九一三年）のほかに、

石原千秋解説、夏目漱石『社会と自分』（ちくま学芸文庫、二〇一七年）という版がある。（初

出の用語とやや異なる。） 
35

 玉井敬之『漱石一九一〇年代』翰林書房、二〇一四年、一九三〜二〇九頁。 
36

 『漱石全集』十六巻、岩波書店、二〇一九年、四二〇頁。 
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立して山の中に立て籠つてゐると一般で隣り合せに居を卜して居ながら心は天涯に懸

け離れて暮して居るとでも評するより外に仕方がない有様に陥つて来ます、是では相

互を了解する知識も同情も起りやうがなく、折角かたまつて生きて居ても内部の生活

は寧ろバラ〱で何の連鎖もない、丁度涸びた糒のやうな一粒々々に孤立してゐるのだ

から根つから面白くないでせう。（四二四頁） 

 

 漱石は日本の近代化における職業の細分化と専門化の傾向を捉え、そして人間が産業資

本主義における「社会分業」の作り出した生存競争の環境で生存に喘ぎ、他者に対する関

心や理解の余裕も持たなくなったゆえに、個人が孤立化するという社会現象を指摘してい

る。貧困を家庭問題、人間関係と関連させる作品の表現に対して、「道楽と職業」はさら

に近代社会の生存競争の構造への観察から、個人の孤立現象の原因を突き止めている。 

 特に、「分化」と「分業」を関連させる考え方は次の講演「現代日本の開化」にも、「西

洋人が百年も掛つて漸く到着し得た分化の極端に、我々が維新後四五十年の教育の力で達

したと仮定する」（四五六頁）というように反映されている。安西敏三の指摘37によると、

明治初期の啓蒙思想に貢献した福沢諭吉はスペンサー（Herbert Spencer, 1820-1903）の社

会進化論の「分化」（differentiation）の概念を「進歩」と「文明化」に結びつけた。筆者

は別稿38で、『社会と自分』における「分化」と「分業」という用語がスペンサーの『第

一原理』（First Principles, 1860）から学んだ概念であると指摘した。「現代日本の開化」の

論じ方が示しているように、漱石は確かに「分化」を「進歩」と「文明化」に結びつけた。

このほかに、彼は生存競争の現象を国際社会の情勢と結び付けて、次のように明治社会の

置かれる状況を指摘している。 

 

既に開化と云ふものが如何に進歩しても、案外其開化の賜として吾々の受くる安心の

度は微弱なもので、競争其他からいら〱しなければならない心配を勘定に入れると、

吾人の幸福は野蛮時代とさう変りはなさゝうである事は前御話しゝた通りである上に、

今言つた現代日本が置かれたる特殊の状況に因つて吾々の開化が機械的に変化を余儀

なくされるためにたゞ上皮を滑つて行き、又滑るまいと思つて踏張る為に神経衰弱に

                                                      
37

 安西敏三『福沢諭吉と西欧思想』名古屋大学出版会、一九九五年、一八九〜一九一頁。 
38

 呉勤文「漱石自選講演集『社会と自分』における社会批判と寛容―「分化」（differentiation）

の概念を手がかりにして」『中日文化論叢』三五号、二〇一八年、六三頁。 
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なるとすれば、どうも日本人は気の毒と言はんか憐れと言はんか、誠に言語道断の窮

状に陥つたものであります。（四五六〜四五七頁） 

 

 漱石における社会進化論の受容は社会の生存競争現象への観察だけでなく、江戸時代と

維新後の明治時代の社会の違いを観察することにも繋がる。次の講演である「中味と形式」

において、漱石は明治四十年代頃に流行しはじめたドイツの哲学者であるオイケン

（Rudolf Christoph Eucken, 1846-1926）の『生の意義と価値』（Der Sinn und Wert des Lebens, 

1908）の内容を取り上げる。「現代の人は頻りに自由とか開放とか云ふやうなことを主張

する、同時に秩序とか組織とか云ふものを要求して居る」（四六七頁）こととして、それ

を社会の「矛盾」として捉えるオイケンの見解への認識を示している。一方、この認識を

「学者のやる統一、概括と云ふもの」「前に挙げた進化論」（四七〇頁）、すなわちスペン

サーの社会進化論の「統合」の概念と照らし合わせて、「学者の状態として冷然たる傍観

者の地位に立つ場合が多いため、たゞ形式丈の統一で中味の統一にも何にも纏め方をして

得意になる事も少なくない」というように、オイケンの考えでは社会の中身と形式のズレ

が考慮されていないと批判した。そこで、漱石は「仏蘭西の革命の時」の背景を前置きに

して、日本の近代における社会の思想上の変化について、次のように指摘している。 

 

何故徳川氏が亡びて、維新の革命がどうして起つたか、つまり一つの型を永久に持続

する事を中味の方で拒むからなんでせう、成程一時は在来の型で抑へられるかも知れ

ないが、どうしたつて内容に伴れ添はない形式は何時か爆発しなければならぬと見る

のが穏当で合理的な見解であると思ふ。（四七七頁） 

 

 本論が第三章で取り上げたフランス革命の背景との対照から分かるように、儒教道徳に

よって体制が固まった江戸時代の社会が、個人主義が重んじられる明治時代の社会に移行

した過程において、「中味」の変化がすでに生じたことが漱石によって指摘されている。

この観点がおそらくその次の講演である「文芸と道徳」で使われる「浪漫主義」の意味を

考える前置きとなるだろう。 

 「文芸と道徳」において、漱石は儒教倫理の求める忠臣、孝子、貞女という模範的な人

間像が「維新前の道徳」、「徳川時代の道徳」（四八三頁）の体現とし、人間の倫理観を規

定するのが日本社会固有の外面の「形式」すなわち「社会規範」のことであったと説明し
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た。それから、日本の儒教倫理観が根付いた日本の前近代の階級社会と個人の関係を次の

ように指摘している。 

 

社会一般から云ふと、既にかういふ風な模範的な間然する所なき忠臣孝子貞女を押し

立てゝ、それらの存在を認める位だから、個人に対する一般の倫理上の要求は随分苛

酷なものである、又個人の過失に対しては非常に厳格な態度をもつて居る（四八四頁） 

 

 そういう人間観に対して、明治時代は四十四年間の学問の発展で、「人間は完全なもの

ではない」（四八六頁）という事実が認識され、人間の弱点に対して「世間の批判が寛大

になつた」（四九一頁）と捉えた。さらに明治文壇の二大文芸思潮を次のように取り上げ

ている。 

 

近年来文芸の方で浪漫主義及び自然主義即ちロマンチシズムとナチユラリズムと云ふ

二つの言葉が広く行はれて参りました、さうして此二つの言葉は文芸界専有の術語で

其他の方面には全く融通の利かないものであるかの如く取り扱はれて居ります、所が

私は是から此二つの言葉の意味性質を極めて簡略に述べて、さうしてそれを前申上げ

た昔と今の道徳に結び付けて両方を総合して御覧に入れやうと思ふのです（四九一頁） 

 

 漱石が定義した「浪漫的道徳及び自然主義的道徳」は次のようなものである。「感激性」

に富み「理想界」を描く「浪漫主義」の道徳は、儒教の模範的人間像が出てくる「明治以

前の道徳」である。一方、人間性の醜悪や「作者読者共通の弱点」を描く「自然主義」の

道徳は、個人主義に繋がる「明治以降の道徳」である39。つまり、「文芸と道徳」の用語

である「浪漫主義」は、イギリスロマン主義や『文学界』の初期浪漫主義と区別し、明治

時代の文壇の文脈を汲んで単純化された概念である。前掲の安倍能成の例に見られるよう

に、日清戦争前後の高山樗牛の「憧憬」の精神は、明治時代の青年のロマン主義観に影響

を及ぼした。明治四十三年までに表現の「主観性」、「感情」を指す文芸思潮の「浪漫主義」

に対して、「文芸と道徳」の中の「浪漫主義」は、国家主義の道徳律と結びつける点で、

明治三十年代の樗牛の「憧憬」の精神、すなわちロマンティック・ナショナリズムの文脈

                                                      
39『漱石全集』十六巻、四九二〜四九九頁。  
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を引き継いだ概念であると考えられる。一方、「自然主義」という用語は、明らかに実験

心理学を重んじるフランス自然主義と区別する概念として、無理想、無解決、無技巧を掲

げて遺伝と環境と人間の欲望を表現する明治四十年代の日本自然主義40を指している。 

前項で取り上げた「創作家の態度」の中で、漱石はそれまでの日本自然主義に対する批

判的な態度からロマン主義との繋がりを求める寛大な態度に転換したという傾向を示し

ている。その理由は、明治時代の文芸の道徳観を問題視した箇所を参照する必要がある。

前掲の論の続きとして、漱石は明治二十三年（1890.10.30）に頒布された『教育勅語』に

見られる近代教育を家父長制と結びつかせた特徴について、「孝と云ふ字は現に勅語にも

あつて大切な情操に相違御座いませんが、昔日の様に親が絶対的権威を弄する事を社会の

有様が許さない」（二三七頁）というように、儒教倫理を色濃く反映した『教育勅語』の

思想が明治社会における個人主義の発展と合わないと指摘した。さらに、「情操文学」（三

二八頁）、すなわち儒教主義の忠孝貞節の理想を表す作品が書かれ続けたのは、西洋の科

学主義における主観と客観の分離の思考が導入される前に、日本人が客観的に物事を観察

する精神に乏しかったためだと捉えた。最後に「文学の客観的態度」すなわち心理学に基

づく写実主義の観察の精神で、「性格の解剖」、「心理状態の解剖」（二四六頁）を行うこと

を通して、人間性に対する理解を図るべきだと論じた。漱石の論じ方から、明治社会にお

ける科学の観察精神、心理学の導入、文学の心理描写及び個人主義の思想の発展によって、

儒教の倫理思想への懐疑が発生したという側面が窺える。彼は「情操文学」の対象を言明

していないが、その指し示す意味から、高山樗牛の「ロマンチシズム」の道徳観であると

推察できるだろう。 

「文芸と道徳」の講演になると、前述のように漱石はさらに「浪漫的道徳」に反対し、

人間性の「弱点」を受け入れることを唱えた。彼はその理由について次のように語ってい

る。 

 

冷静な科学的観察が進んで其偽りに気が付くと同時に、権威ある道徳律として存在出

来なくなるのは已を得ない上に、社会組織が漸々変化して余儀なく個人主義が発展す

る歩武を進めてくるならば猶更打撃を蒙るのは明かであります。（五〇〇〜五〇一頁） 

 

                                                      
40

 川副国基「わが国自然主義文学の特殊性」『国文学 解釈と教材の研究』十二（九）、學燈社、

一九六七年七月、一九〜二四頁。 
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 この見解は、「創作家の態度」に見られる心理学による個人の内面への理解という論述

と呼応するものである。繰り返し言えば、漱石は国家主義の道徳律を求めるよりも、真を

追求する科学的観察の態度、すなわち人間の内面からその不完全さを見つめることを通し

て、個人への尊重の考えも生まれてくるという考え方を訴えた。樗牛のように国家主義の

道徳律を個人の上に置いて全体主義に帰趨した人もいたが、漱石の社会観察では、明治社

会における問題のあり処はむしろ、日本が国際社会の生存競争の環境で喘ぐ一方、産業資

本主義の社会分業で個人の孤立現象が生じ、国内社会で個人の生存競争と相互不理解の孤

立の問題が起きていたことにある。 

そのため、漱石はさらに「文芸と道徳」で、社会に孤立される個人の内面への理解を次

のように要請した。 

 

実現の出来る程度の理想を懐いて、こゝに未来の隣人同胞との調和を求め、又従来の

弱点を寛容する同情心を持して現在の個人に対する接触面の融和剤とするやうな心掛

け――是が大切だらうと思はれるのです。（五〇二頁） 

 

 国家よりも個人に注目し、個人に対して社会の寛容と同情心を示すことが「文芸と道徳」

の教育の目的だろう。経済に対する不安と個人の孤立の中で、国内の需要の問題へ解決法

を求めるために個人と国家が対外拡張の全体主義に帰趨しやすい。漱石の論述は国家と個

人の対立項の提起に踏み止まっているが、全体主義のナショナリズムを食い止める問題提

起の役割を果たしていると言える。このように、漱石においては、社会における個人の孤

立現象への認識がロマンティック・ナショナリズムの文脈への批判軸となっていた。 

 

第五節 「浪漫趣味」の両義性―ロマンティック・ナショナリズムとロマンス 

 近代日本における文芸思潮としての「ロマンチシズム」が、『朝日新聞』を中心にロマ

ンティック・ナショナリズムとしての「浪漫」に変換した過程を考察してきた。ここで、

漱石が明治四十五年に『東京・大阪朝日新聞』（1912.1.2〜4.29）に連載した『彼岸過迄』

における「浪漫趣味」という言葉の位置付けを捉えたい。 

 漱石は「彼岸過迄に就て」（1912.1.1）の予告で、この作品が構成面において前の作品と
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異なり、「個々の短編が相合して一長編を構成する」「新聞小説」41であると述べている。

そして予告の通りに、「風呂の後」、「停留所」、「報告」、「雨の降る日」、「須永の話」、「松

本の話」という見出しを付け、作中人物の話を引き出す聞き手として田川敬太郎を描いて

いる。さらに、この作品が社友と読者の好意に応えるために書くものとして、自分の作風

について次のように述べている。 

 

実をいふと自分は自然派の作家でもなければ象徴派の作家でもない。近頃しば〱耳に

するネオ浪漫派の作家では猶更ない。自分は是等の主義を高く標榜して路傍の人の注

意を惹く程に、自分の作物が固定した色に染附けられてゐるといふ自信を持ち得ぬも

のである。42
 

 

 明治四十年で流行した日本自然主義、フランス象徴派、ドイツ新浪漫主義の流れに対し

て、漱石は「文壇に濫用される空疎な流行語」を斥けて、「自分らしいもの」を書きたい

と述べた。さらに、「東京大阪を通じて計算すると、吾朝日新聞の購読者は実に何十万と

いふ多数に上つてゐる。其の内で自分の作物を読んでくれる人は何人あるか知らないが、

其の何人かの大部分は恐らく文壇の裏通りも露路も覗いた経験はあるまい」43と述べ、ど

の主義に拘るよりも、まず新聞メディアの読者を意識して作品を進めていく意欲を示して

いる。 

 以上を創作背景として、『彼岸過迄』の視点人物である敬太郎は、高校の時にスチーヴ

ンソンの『新亞剌比亞物語』（New Arabian Nights, 1882）を愛読し、大学卒業後に同じ下

宿に住んでいた森本の植民地体験談に興味を持ち、「遺伝的に平凡を忌む浪漫趣味（ロマ

ンチック）の青年であつた」44と描かれている。そしてこの表現の続きに、「かつて東京

の朝日新聞に児玉音松とかいふ人の冒険談が連載された時、彼は丸で丁年未満の中学生の

やうな熱心を以て毎日それを迎へて読んでゐた」（一二頁）という内容が書かれている。

児玉音松は明治四十一年十一月二十一日から十二月十一日までの間『最近の南洋探検』、

そして四十二年六月十日から二十九日までの間『冒険旅行南洋の蛮島』を『東京朝日新聞』

に連載していた。漱石は新聞メディアの読者を意識して、児玉音松の作品を読むことを敬

                                                      
41

 『漱石全集』十六巻、岩波書店、二〇一九年、五〇七頁。 
42

 『漱石全集』十六巻、五〇六頁。 
43

 『漱石全集』十六巻、五〇七頁。 
44

 『漱石全集』七巻、岩波書店、二〇一七年、一二頁。 
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太郎の「浪漫趣味」の一環として描いている45。これ以外にも、明治時代の日本の植民地

（樺太、北海道、台湾）及び南洋（フィリピン、シンガポール）に対する敬太郎の空想を

描いている。 

 押野武志は、『アラビアン・ナイト』（Arabian Nights, 1706-21）が「十九世紀のヴィクト

リア朝期のイギリスの作家たちのオリエンタリズムを刺激した」ことを示し、スチーヴン

ソンの『新亞剌比亞物語』もその一つであり、ロンドンを舞台とした六つの短編を収録し

ていると紹介した。さらにこの背景を対照軸にして、「敬太郎の好む冒険譚や探偵譚、そ

して彼のエキゾチシズム、浪漫趣味は、植民地主義の時代を背景にしている」46と指摘し

ている。押野が言及したイギリスロマン派詩人であるワーズワースは、実際に『序曲』（The 

Prelude, 1850）第五巻の中で、次のように幼時の愛読書である『アラビアン・ナイト』に

言及している。“I had a precious treasure at that time/ A little yellow canvas-covered book, / A 

slender abstract of the Arabian Tales;”
47

 （その頃、私はひとつの大切な宝物を持っていた。

それは／小型の、黄色い布地の装釘の書物で／かのアラビアン・ナイトからの、わずかな

抜粋であった。48）スチーブンソンも『アラビアン・ナイト』の影響で『新亞剌比亞物語』

を書いたが、その冒険談のような作風について、漱石はノート「Different Schools of 

Literature」の中で、「×romance (Stevenson)」49と記述している。この背景から見れば、「浪

漫趣味」は『アラビアン・ナイト』の受容圏域より形成した言葉であると言える。問題は、

『彼岸過迄』は植民地時代の日本を背景として取り入れているが、『新亞剌比亞物語』は

植民地時代を背景とするものの、その内容はロンドンとフランスの都市を主な舞台とする。

敬太郎の「浪漫趣味」がなぜ植民地に向ける視線と結び付けられるのか、その理由が不明

である。 

 前の考察で示したように、漢語の「浪漫」は、明治文壇で文芸思潮のロマンチシズムを

指す言葉であり、『東京朝日新聞』における文芸思潮の紹介でドイツロマン主義と関連し

た。そして、文壇に長く影を落とした高山樗牛の「憧憬」の精神の影響で、次第にナショ

ナリズムと結びつけられるようになった。漱石は一般向けの巡回講演において国家の道徳

                                                      
45

 安藤恭子「『東京朝日新聞』から見た『彼岸過迄』――「南洋探検」と「煤煙」と」（『漱石

研究』第十一号、翰林書房、一九九八年。）を参照する。 
46

 押野武志「＜浪漫趣味＞の地平―『彼岸過迄』の共同性」『漱石研究』十一号、一九九八年、

六三頁。 
47 Wordsworth, W. The Prelude: Or, Growth of a Poet's Mind. (1805 text). Oxford University Press.1970. 

p.80. 
48

 岡三郎訳『ワーズワス・序曲：詩人の魂の成長』国文社、一九六八年、一七四～一七五頁。 
49

 『漱石全集』二十一巻、岩波書店、二〇一八年、六〇一頁。 
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律の側面から「浪漫主義」を捉えた。これは、ロマンティック・ナショナリズムへの認識

がすでに新聞購読者層で共有されていた文脈であるということを示している。敬太郎の

「浪漫趣味」は、むろん『アラビアン・ナイト』の受容圏で生まれたイギリスロマン派に

おける異国趣味（taste）の側面に根源している。ただし、用語の歴史から見れば、「浪漫

趣味」は、明らかに前掲の「創作家の態度」における「浪漫的趣味」から取り入れられた

言葉である。注目すべきもう一つの特徴は、敬太郎が日露戦後の社会不況における高学歴

の失業青年として描かれていることである。敬太郎は社会から経済的に孤立される個人と

して、国内で解消されない経済問題のストレスを南洋における資本主義の進出（例えば「新

嘉坡における護謨林栽培」の事業）によって解消しようすると夢見ていた。このように、

作品の表現と「浪漫」の背後にある時代文脈を総合的に判断すれば、敬太郎の「浪漫趣味」

の根底には、日本の対外拡張の意識、ロマンティック・ナショナリズムのイデオロギーの

形成が関わっていると考えられる。 

 『新亞剌比亞物語』は、ロンドンやフランスの都市で起きた非日常的な出来事を描いて

いる。敬太郎の英語教師は『新亞剌比亞物語』について、「尤も書き手が書き手だから観

察も奇抜だし、事件の解釈も自から普通の人間とは違ふんで、斯んなものが出来上たのか

も知れません。実際スチーヴンソンといふ人は辻待の馬車を見てさへ、其所に一種のロマ

ンスを見出すといふ人ですから」（十五頁）と語っている。敬太郎は授業の内容を思い出

しても、植民地に赴く勇気がなく、そこで自分の「浪漫趣味」を東京という都市で実践し

ようとした。彼は友達の須永の邸宅を訪問する際に、次の考えを示した。 

 

須永の住居つてゐる通りの角迄来ると、彼より先に一人の女が須永の門を潜つた。敬

太郎はたゞ一目其後姿を見た丈だつたが、青年に共通の好奇心と彼に固有の浪漫（ロ

マン）趣味とが力を合せて、引き摺るやうに彼を同じ門前に急がせた。（四一頁） 

 

須永と此女が何んな文に二人の浪漫（ロマン）を織つてゐるのだらうと想像する積で

あつた。（四十二頁） 

 

 「浪漫」にカナが振られているという現象は、当時の新聞購読者にとって「浪漫」が馴

染みでない漢語であるということを示している。この表現において「浪漫」は男女の恋愛

事情を表す言葉として使われている。似た用例は、中島孤島が「三月の小説」（『新小説』
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明治四十四年四月一日）で漱石の弟子である鈴木三重吉の『赤い鳥』を評した次の内容に

見られる。 

 

「中央公論」には鈴木三重吉の『赤い鳥』といふジメ〱した気持の悪い小説がある。

讀んで居てまどろこしいやうな書き方であるが、全體としての印象は割合に深かつた。

主人公の冷吉といふ青年が、戀のローマンスにあこがれて居る心持は全編を通じてよ

く現れて居た。中にも冷吉が眼を痛めて病院に入つてから、患者中の或婦人に對して

見ぬ戀にあこがるゝあたりは、美しいローマンスになつてゐた。50
 

 

 この用例と対照すれば分かるように、『彼岸過迄』の「ロマン」は明治四十四年の文壇

で流行り始めた「ロマンス」の文脈を汲んでいる。敬太郎の「浪漫趣味」は、一方におい

て樗牛流のロマンティック・ナショナリズムの傾向を帯びているが、他方において男女の

恋愛事情を指す「ロマンス」の意味を含んでいる。失業問題で社会の脱落者として生きる

敬太郎は、ストレス解消のために、都会の居住者の恋愛事情を探知する行動を取る。その

行動は時代閉塞の明治末を生きる青年の内向性を示していると言える。 

一方、敬太郎が興味をもった後ろ姿の女（千代子）と友人の須永の「ロマンス」は別の

意味でこの内向性を体現する者である。千代子が生まれた時、須永の母（継母）は千代子

が将来に自分の息子の嫁に来てもらうようにと田口家と約束を交わした。親が子どもの婚

姻を決め付ける封建時代の因襲から脱していなかった家庭で育った須永は、いとこの千代

子を妻にすることを恐れて意識的に縁談話を避けていた。しかし、その理由は因襲に対す

る嫌悪ではなかった。須永は敬太郎に自分の考えを次のように語る。 

 

一口に云ふと、千代子は恐ろしい事を知らない女なのである。さうして僕は恐ろしい

事丈知つた男なのである。だから唯釣り合はない許でなく、夫婦となれば正に逆に出

来上がるより外に仕方がないのである。（二三六頁） 

 

僕は其度毎階級制度の厳重な封建の代に生れた様に、卑しい召使の位置を生涯の分と

心得てゐる此作と、何んな人の前へ出ても貴女（レデー）として振舞つて通るべき気

                                                      
50

 『文藝時評大系明治篇』十四巻、一五二〜一五三頁。 
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位を具へた千代子とを比較しない訳に行かなかつた。千代子は作が出て来ても、作で

ない外の女が出て来たと同じ様に、なんにも気に留めなかつた。（二九〇頁） 

 

 その考え方に示されている通り、須永が恐れるのは恋愛や結婚そのものではなく、従順

でない千代子の新しい女性らしい性質である。「千代子といふハイカラな有毒の材料」（二

九一頁）と捉える彼は、根っ子から家父長制の中の伝統的な男性である。彼は千代子を積

極的に追い求めなく、嫉妬心を一方的に胸中に燻っていた。ついに千代子の口からライバ

ルの高木のことを聞き出したことで、人間の感情表現を聡く察する千代子に「貴方は卑怯

だ」（三〇二頁）と言われた。そのため、二人の関係は宙吊りのままでそれきり進展しな

い。須永の恋愛は敬太郎が思っていた自由恋愛の「ロマンス」（ロマンティック・ラブ）

からほど遠く、むしろ新旧社会の転換期における男女の間の葛藤ばかりであった。 

 母側の叔父である松本は、須永の出身の秘密を敬太郎に語る際に、次のように大阪朝日

新聞社の巡回講演である「現代日本の開化」を持ち出している。 

 

 僕はかつて或学者の講演を聞いた事がある。其学者は現代の日本の開化を解剖して、

かゝる開化の影響を受ける吾等は、上滑りにならなければ必ず神経衰弱に陥いるに極

つてゐるといふ理由を、臆面なく聴衆の前に曝露した。さうして物の真相は知らぬ内

こそ知りたいものだが、いざ知つたとなると、却つて知らぬが仏ほとけで済ましてゐ

た昔が羨ましくつて、今の自分を後悔する場合も少なくはない、私の結論抔も或はそ

れに似たものかも知れませんと苦笑して壇を退ぞいた。僕は其時市蔵の事を思ひ出し

て、斯ういふ苦い真理を承はらなければならない我々日本人も随分気の毒なものだが、

彼の様にたつた一人の秘密を、攫まうとしては恐れ、恐れては又攫まうとする青年は

一層見惨に違あるまいと考へながら、腹の中で暗に同情の涙を彼のために濺いだ。（三

一九頁） 

 

 「現代日本の開化」では、日本が西洋に追いつくために、短い期間で封建社会を西欧の

産業資本主義社会に移行させることが指摘されている。その内容を須永の出身と対照して

考えれば、松本の話は須永が新しい時代を迎える青年として、封建的残滓が残る家庭に生

まれた真実と向き合わなければならないということを指していると考えられる。 

 松本は須永に同情を抱いていたが、彼の気持ちは敬太郎に伝わったとは言えないだろう。
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視点人物の敬太郎は生存競争の社会で職業を求める際に、他人への同情心が欠ける青年と

して描かれている。そして「結末」の箇所において、語り手は敬太郎の「浪漫趣味」の冒

険について、「彼は遂に其中に這入つて、何事も演じ得ない門外漢に似てゐた」（三四四頁）

と批判を加えている。漱石はこの描き方に関する動機を語らなかったが、作中人物の内面

の世界は、視点人物の敬太郎によって導き出される一方、それぞれの思いは作品の現在時

制の中で決して行き交うものではない。敬太郎の就職活動と彼の視点で示される個々の人

間の内面世界は、漱石が巡回講演の「道楽と職業」で指摘した近代化社会の中の個人の孤

立現象を反映していると思われる。 

 

第六節 二つの「憧憬」の交錯 

 前掲のブランデスの『十九世紀文学主潮』第二巻は、十九世紀のドイツロマン主義を紹

介する書物であるが、漱石は同時代の「憧憬」の精神以外に、英訳版を通してドイツロマ

ン主義を認識していた。前にも触れたが、彼の読書ノート‘Romantic School in Germany’の

記述では、時代背景と作家同士の関係以外に、特にティークとノヴァーリスに興味を示し

ている。本論は『彼岸過迄』の表現との関わりを捉えるために、ブランデスが取り上げた

ノヴァーリスの特徴に着目したい。 

 ブランデスは、十二章‘ROMANTIC SOUL. NOVALIS’でノヴァーリスの出身、思想と創

作の特徴を紹介している。封建領主の家で育ったノヴァーリスは、フランス革命と啓蒙主

義、新教改革がもたらした社会の激しい変動に対して、カトリックの精神を内面の世界に

求めた。彼は内面における霊魂の在処を探求し、夜の神秘に思慕して、暗闇と死の官能的

悦楽を求める。ブランデスが纏めたその思想と創作の特徴は次の通りである。 

 

Novalis is relegated everything to the inner life, the inner world. It engulfed everything, the 

forces of Revolution and of the counter-revolution; in it all the lions of spirit lay bound; in it the 

Titanic of history were shut up and hypnotized. Night surrounded them; they felt the voluptuous 

joys of darkness and death; the life they lived was the life of a plant, and in the end they turned 
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into stone.
51

 

（拙訳：ノヴァーリスはすべてを精神的な生活、精神的な世界に退ける。この世界は、

革命と反革命の勢力のすべてを飲み込む。その中で、すべての王者的精神が縛られる。

大きな歴史の輪が閉じ込められ、眠りに導かれる。そして夜が彼らを囲む。彼らは暗

闇と死の官能的悦楽を感じ、植物的な生活を送ったあげく、石に化ける。）    

 

 その代表作が『夜の賛歌』、『青い花』である。ブランデスは、特に十三章‘LONGING―

“THE BLUE FLOWER”’の冒頭で、ノヴァーリスのもう一つの特徴である「憧憬」（Sehnsucht）

の精神を次のように語っている。 

 

I have described Romantic “soul” as intensity, without endeavour or desire, as the glowing 

furnace in which liberty was asphyxiated and every tendency to outward action destroyed. But 

this is not the exact truth. One outward tendency remained, that which is known by the name of 

“longing” (Sehnsucht). Longing is the Romantic equivalent of endeavour, and the mother of all 

Romantic poetry. What is longing? It is a combination of lack and desire, without the 

determination or the means to attain what one lacks and desires. And what is the object of this 

longing? What but that which is the object of all longing and desire, in however fine and 

hypocritical words it may clothe itself―enjoyment and happiness. 
52

 

（拙訳：私は前章で、ロマンティック「魂」を努力や欲望を除外し、あたかも溶鉱炉

のように自由を窒息させ、すべて外に出る傾向を破壊するある種の激烈さと捉えてき

た。ただし、これは必ず唯一の真理ではない。一つの外面的な傾向が維持されるから

である。この傾向は「憧憬」の名で知られる。憧憬は努力に相当するロマンティック

的な概念であり、すべてのロマンティック詩作の母親であると言える。憧憬とは何か。

憧憬は不足と欲望を結合させる概念であるが、人は決心や手段なしに憧憬によって欲

しいものを手に入れる。では、憧憬の対象とは何か。すべての憧憬と欲望の対象とな

るものとは何か。その対象はもっともらしい偽善的な言葉―享楽と快楽でそれ自身を

飾っている。） 
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 Main Currents in Nineteenth Century Literature. p.201. 
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 Main Currents in Nineteenth Century Literature. p.207 



198 
 

 英語版の捉え方の中で、ブランデスはドイツ語の“Sehnsucht”を英語の“Longing”に訳し

ている。漱石はこの内容を読んでノートで次のように記述している。 

 

Longing．前ノ如ク浪漫〔派〕ハ内ヘ内へト引キ込ミテ soul々ト云一モ積極的ノ処ナキ

ナリ只一ノ endeavourトモ見ユルハ longingナリ. longingトハ只物足ラヌ欲イト云フニ過

ギズ何ガ欲シキヤト云へバ enjoyment and happiness
53

 

 

 この記述で分かるように、漱石はブランデスの説明から、ノヴァーリスにおける内面の

精神的世界と欲望によって外部世界に向かう「憧憬」の精神を認識した。彼が読書で触れ

たのはドイツ語と英語の両方だった。一方、明治時代で使われ始めた「憧憬」という和製

漢語は、長尾宗典が指摘した54ように、高山樗牛と姉崎正治が明治三十年ごろに「あこが

れ」を漢語で捉えるために作った言葉である。そして、樗牛からの影響を受けて、漱石の

『吾輩は猫である』（『ホトトギス』、1906.1.1-1907.8.7）と「創作家の態度」（1908.2.15）

のそれぞれでは「憧憬」の用例が見られる。例えば、後者は次のように「憧憬」の概念を

取り上げている。 

 

あゝでもない、かうでもない、ともがく様になります。之を形容して、よく西洋人抔

の云ふ口調を借りて申しますと、無限の憧憬（infinite longing）とかになるのでせう。

私は昔し大学に居つた頃此字を見て何の事だか分かりませんでした。それでも有難が

つて振り廻してゐました。今でも実は分かりません。私は解釈丈は出来ますが、本当

の所と infinite longing 云ふものを持つてゐないのだから、是非も御座いません。55
 

 

 長尾宗典は、樗牛の影響で漱石が「憧憬」を使っていたということを指摘したが、英訳

の問題について検討していない。「創作家の態度」では、「諸君御存じのブランデスと云ふ

人の書いた十九世紀文学の潮流」、「独乙の浪漫派だとか、英吉利の自然派だとか表題をつ

け」56るという叙述が見られる。これは、漱石が明治四十年頃に流行し始めたブランデス

の『十九世紀文学主潮』を取り上げる箇所である。ブランデスは十二章で、ノヴァーリス

                                                      
53

 『漱石全集』二十一巻、岩波書店、二〇一八年、六四〇頁。 
54

 『＜憧憬＞の明治精神史』、九〜十頁。 
55

 『漱石全集』十六巻、二〇四頁。 
56

 『漱石全集』十六巻、一七一頁。 
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とシュレーゲルの交流を背景にして、ノヴァーリスの『夜の賛歌』に見られる原罪への信

念が病気に対する官能的感受性と一致するという傾向を示す際に、シュレーゲルの恋愛小

説である『ルチンデ』（Lucinde, 1799）に使われる“Sehnsucht”（“infinite longing”）を取り

上げた57。また、十三章でノヴァーリスの『青い花』における「自然」と「霊魂」の結合

による神秘主義の探求、及び色々な作家の作品に見られる憧憬の傾向を紹介してから、次

のようにドイツロマン主義の特質に言及している。 

 

Infinite longing! Let us imprint these words in our memory, for they are the foundation stone of 

Romantic poetry.
58（拙訳：無限の憧憬！この言葉をわれわれの記憶に刻めばよい。この

言葉がロマンティック詩の礎石だから。） 

 

 樗牛の「憧憬」の精神は最後に国家主義の擁護から宗教による個人内面の探求に転じた

が、肺病で洋行の機会を逃した樗牛がノヴァーリスに触れる可能性は低かった。なぜなら、

ノヴァーリスが文壇に紹介されたのは樗牛の死後であり、山岸求園訳『夜の賛歌』（『帝國

文學』、明治三十六年十一月）が初めての訳だった。ドイツ文学において、高山樗牛と姉

崎正治が直接的に影響を受けたのは、明治初期に多く翻訳されていたハイネ（Heinrich 

Heine, 1797-1856）の詩であった。 

以上の考察に見られるように、漱石は樗牛と姉崎が作った和製漢語を使っていたが、ブ

ランデスの著作におけるノヴァーリスの創作の特徴の紹介を通して「憧憬」の精神を認識

していた。この背景を踏まえて、『彼岸過迄』における須永の内向性に関する松本の次の

説明を考えてみたい。 

 

 市蔵といふ男は世の中と接触する度に、内へとぐろを捲き込む性質である。だから

一つの刺戟を受けると、其刺戟が夫から夫へと廻転して、段々と深く細かく心の奥に

喰ひ込んで行く。さうして何処迄喰ひ込んで行つても際限を知らない同じ作用が連続

して、彼を苦しめる。仕舞には何うかして此内面の活動から逃れたいと祈る位に気を

悩ますのだけれども、自分の力で如何ともすべからざる呪ひの如くに引つ張られて行

く。さうして何時か此努力の為に斃れなければならない。たつた一人で斃れなければ
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 Main Currents in Nineteenth Century Literature. p.191 
58

 Main Currents in Nineteenth Century Literature. p.226 



200 
 

ならないといふ恐れを抱くやうになる。さうして気狂の様に疲れる。是が市蔵の命根

に横はる一大不幸である。この不幸を転じて幸とするには、内へ内へと向く彼の命の

方向を逆にして、外へとぐろを捲き出させるより外に仕方がない。（三〇九頁） 

 

 「内へとぐろを捲き込む性質」、「深く細かく心の奥に喰ひ込んで行く」、「内へ内へと向

く彼の命の方向」という松本の言葉は、明らかに漱石がノヴァーリスの精神的生活の特徴

について記述した「内ヘ内へト引キ込ミテ soul々ト云一モ積極的ノ処ナキナリ」というノ

ートの表現を踏まえている。ただし、ノヴァーリスは動乱の社会に背けて宗教を個人の精

神生活の拠り所としたが、ブランデスが捉えた病的内向性を踏まえた須永の人物造形には、

そういう宗教性の強い支えがない。「松本の話」の語りの内容から分かるように、須永は

自分の親しい母親（継母）の子どもでないことを察していたが、松本以外の誰にもその秘

密を確かめえなかった。そのため、須永は外に求められなく、自分の中で考え続けて自意

識を強める一方である。また、自分の封建的家庭の背景を絶えず照射する新しい女性の気

質を持つ千代子という女性がそこにいる。この両方が須永の内向性を形成させた原因だと

考えられる。松本が観察した日本の近代化における内面性の欠如のように、封建的家庭で

生まれ育った須永は、個人主義に移行する社会の変化に直面する際に、自意識に縋るほか

なく、自己閉鎖の心性を呈している。 

松本は須永に真相を教えるようにせがまれた時、彼にその出身の秘密を告げることを決

心した。須永は、自分の実母がすでに他界し、継母が千代子を嫁にしてほしいことも血統

の継承のためであることを知った。継母からしばらく距離を置くために、卒業後に関西に

赴く一人の遠旅を計画した。須永が語るように、彼は「自我より外に当初から何物も有つ

てゐない男である」。叔父の松本が求めた「外部の刺戟次第で何うにでもなる」（三一〇頁）

性質に生まれ変わるために旅に出たのである。「外へとぐろを捲き出させる」という松本

の希望と、真相を知って旅行に出る須永自身の実践が、ノヴァーリスの「憧憬」の精神そ

のものであると言えるだろう。 

須永は、旅先で叔父に寄こしたハガキで、大阪で友人と朝日新聞の倶楽部を訪ねて古風

なお婆さんに会った不思議な体験、そして明石の「漣さへ打たない静かな晩」で船が寄せ

てくる「渚の景色」を見て家族のことを思い出したこと、さらに、芸者と西洋人が海辺で

戯れる賑やかな情景を書いている。このように、外部の世界に幸福と慰めを求めるのも、

享楽と快楽を対象物とする「憧憬」の精神である。この旅行のおかげで、須永は次の変化
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を示した。「僕がこんな煩瑣しい事を物珍しさうに報道したら、叔父さんは物数奇だと云

つて定めし苦笑なさるでせう。然し是は旅行の御蔭で僕が改良した証拠なのです。僕は自

由な空気と共に往来する事を始めて覚えたのです。」（三四二頁）「僕は今より十層倍も安

つぽく母が僕を生んで呉れた事を切望して已まないのです。」（三四三頁）外に向かう「憧

憬」の精神への探求を動機としたこの旅を通して、須永は自意識に閉じ込められた頃に味

わえななかった「自由な空気」を始めて手に入れたのだろう。 

 以上のように、『彼岸過迄』は二人の青年像の描写を通して、二つの「憧憬」の精神を

描いている。一つは、ロマンティック・ナショナリズムとしての樗牛の「憧憬」の精神を

基底とした敬太郎の「浪漫趣味」である。もう一つは、ノヴァーリスの「憧憬」の精神を

基底とし、須永が自身を内向性から「外へとぐろを捲き出させる」努力である。この二つ

の「憧憬」の精神は、「ロマンス」に対する敬太郎の興味によって結び付けられ、作中に

表象されている。 

 

第七節 「浪漫」で捉えられる国家主義 

 前述のように、「浪漫」の概念は、東京朝日新聞文芸欄における文芸思潮の紹介、大阪

朝日新聞社の巡回講演、『彼岸過迄』の掲載を通じて、文壇以外の読者層に届いていた。

「文芸と道徳」の「浪漫主義」の捉え方と『彼岸過迄』の「浪漫趣味」は、樗牛の「憧憬」

の精神を基底とした。その精神は、大正三年に『大阪朝日新聞』第一版の社説である「浪

曼的反動を豫期すべからず」（『大阪朝日新聞』、1914.10.8）において、さらに次のように

反映されている。 

 

浪漫主義の外交の特徴は、浪漫主義の道徳が、心裡に燃ゆるが如き本能欲を包みなが

ら、外観に堂々たる正義道徳の烏帽子直垂に威儀を示して居ると等しく、國家的野心

を正義道徳の昂奮状態に達せしめんとするにあり。59
 

 

 この社説は一次大戦勃発期のドイツで高まる国家主義の動向を、「獨逸の浪漫主義」の

                                                      
59

 朝日新聞社説「浪曼的反動を豫期すべからず」『大阪朝日新聞』（朝刊）一九一四年十月八

日。（朝日新聞聞蔵 IIビジュアルデータベース） 
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特徴で捉えている。この表現は全く日本の文脈に沿っていると言える。「浪漫主義の道徳

が、心裡に燃ゆるが如き本能欲」という表現は、樗牛の「ロマンチシズム」に対する理解

より生じた説明であると考えられる。この表現は文芸思潮が外交政策の捉え方に影響を与

えた好例であると言える。 

 一方、前述のように、大阪朝日新聞社の巡回講演は「浪漫主義」の批判軸となる社会と

個人の関係に対する漱石の観察と提言である。それは、『社会と自分』として、明治の終

焉の年でもある大正元年十二月（1912.12）に出版された。そして、大正四年十月（1915.10）

に縮刷版が発行され、漱石はその序において、自分の説が「大正四年の今日になつても、

同じ程度に於て、読者の役に立つだらうといふ自信を、私は充分有つてゐるのである」60

と述べている。ここで言及しておくべきことだが、『社会と自分』の初版と縮刷版の間に、

漱石は大正三年に「私の個人主義」（1914.11.25）というよく知られてきた講演を行った。 

 漱石はこの講演で、社会に影響力を持つ上流階級の子女である学習院の学生に、「自己

の個性の発展を仕遂げやうと思ふならば、同時に他人の個性も尊重しなければならない」、

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

のを心得なければならない」、「自己の金力を示さうと願ふなら、それに伴ふ責任を重んじ

なければならない」61という教訓を与えた。「私の個人主義」の個人主義は、『社会と自分』

における個人主義への重視が導き出される社会寛容の意味と違って、亀山佳明が指摘した

「自律・理性・個性」62という新たな意味が附与された概念である。そして、講演の後半

で、漱石は国家主義と個人主義が性質的に対立する側面があると捉え、朝日文芸欄を担当

する際に『日本及び日本人』の国粋主義者による人身攻撃を受けていたことに言及した。

その件に関して、彼は次のように国家と個人の関係を論じた。「国家的道徳といふものは

個人的道徳に比べると、ずつと段の低いものの様に見える」、「国家の平穏な時には、徳義

心の高い個人主義に矢張り重きを置く方が、私にはどうしても当然のやうに思はれます。」

63このように、漱石は道徳の問題を取り入れて、儒教倫理を国家と結び付ける日本近代の

倫理観の問題を指摘している。前掲の講演内容と対照すれば分かるように、「文芸と道徳」

におけるロマンティック・ナショナリズムへの批判は、「私の個人主義」において「国家

と道徳」という形で展開されている。 

                                                      
60

 『漱石全集』十六巻、六四一頁。 
61

 『漱石全集』十六巻、六二三頁。 
62

 亀山佳明『夏目漱石と個人主義』新曜社、二〇〇八年、一三頁。 
63

 『漱石全集』十六巻、六三二頁 
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 日本は一次大戦の勃発期にドイツと異なる側の立場にいたため、漱石も時流に合わせて

ドイツの国家主義の高揚に批判を加えた。『東京・大阪朝日新聞』に掲載された「点頭録」

では次の内容が書かれている。 

 

自分は軍国主義を標榜する独逸が、何の位の程度に於て聯合国を打ち破り得るか、又

何れ程根強くそれらに抵抗し得るかを興味に充ちた眼で見詰めるよりは、遥により鋭

い神経を働かせつつ、独逸に因つて代表された軍国主義が、多年英仏に於て培養され

た個人の自由を破壊し去るだらうかを観望してゐるのである。64
 

 

 漱石はさらに、自身の徴兵嫌悪を英吉利のギッシングの自由を愛する傾向と重ね、戦争

に応じるイギリスの国民議会の強制徴兵案について、「此変化は既に独逸が真向に振り翳

してゐる軍国主義の勝利と見るより外に仕方がない。戦争がまだ片付かないうちに、英国

は精神的にもう独逸に負けたと評しても好い位のものである」65とコメントした。しかし、

漱石は一次大戦の終戦前（1916）にこの世を去り、日本は個人尊重の観念が開花しておら

ず、国内社会と国際社会の協調もうまく行かずに、結局ヨーロッパ大陸のファシズムに影

響されて軍国主義の道を歩んでいった。 

坂元昌樹が指摘66したように、一九三〇年から一九四〇年にかけて戦中期の日本のナシ

ョナリズムを代表する保田与重郎の「日本浪漫派」の展開における「浪漫」の言説は、漱

石の「浪漫」を継承して自分の意味に転換した概念である。保田は漱石の言説を都合よく

利用していたが、本章の考察で示してきたように、漱石は実際に個人の孤立現象と国家主

義の危うさを唱えてロマンティック・ナショナリズムを批判していた。本論はこの認識の

解明を漱石の死後に国家主義の高揚で作られた作者像を見極める尺度としたい。 

 

 

                                                      
64

 『漱石全集』十六巻、六五〇〜六五一頁。 
65

 『漱石全集』十六巻、六五二頁。 
66

 坂元昌樹「＜浪漫＞をめぐる言説の系譜―漱石文学の影―」思文閣、二〇〇九年。 
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第八章 『四季』の自然観―『こゝろ』に流れ込んだ「感情」の文脈 

 

第一節 ランドスケープの源流としての『四季』 

 トムソン（James Thomson, 1700-1748）はスコットランドの詩人であり、無韻体（blank 

verse）で『四季』（The Seasons）を書いた。『四季』は、「春」（Spring, 1728）、「夏」（Summer, 

1727）、「秋」（Autumn, 1730）、「冬」（Winter, 1726）、「賛歌」（A Hymn on the Seasons, 1730）

という五つの部分より構成されている。トムソンはスコットランドにいた子どもの頃の思

い出に基づき、理神論、汎神論、キリスト教、ギリシア神話の要素を加えて、イギリスの

自然環境を描写している。 

 『四季』は自然を描くイギリスロマン派の叙情詩に基盤を与えた先駆的な作品である。

フェルプスは『イギリスロマン主義運動の初期』においてトムソンの位置付けを捉えた。

その指摘は各章に散見されるため、本論は次のように纏めてみる。十八世紀初期の古典主

義における「自然」（nature）は“to copy men and manners in polite society”
1（礼儀社会の人

間と儀礼を模倣する）という意味だった。十九世紀イギリスロマン主義の「自然」という

概念は十八世紀初期に根源したが、イギリスロマン主義運動の中で「自然詩」（nature-poetry）

が発展され、トムソンとワーズワースがその代表者である。特にトムソンは、“one of the 

early powerful forces in the Romantic reaction”
2（ロマンティック反動の初期でもっとも影響

力を持つ一人）である。なぜなら、伝統的な作詞法である英雄詩体（heroic couplet）に対

して、トムソンがより自由な詩形である無韻体を『四季』に用い、想像力を表現するスペ

ンサー詩形を『怠惰の城』（The Castle of Indolence, 1748）に用いている。そして、その詩

形と「外的自然」（external nature）に関する表現（風景描写）が同時代に詩人に模倣され

ていた3からである。 

 フェルプスの先生であるビアーズは『十八世紀イギリスロマン主義』において、諷刺を

好む十八世紀のイギリスの都市文化に対して、風景描写を書き入れたトムソンの『四季』

                                                      
1
 Phelps, William Lyon. The Beginnings of the English Romantic Movement; a Study in Eighteenth 

Century Literature. Boston: Ginn & company. 1902. pp.11-12. （「漱石山房蔵書目録」に記載されて

いる版に拠る。） 
2
 The Beginnings of the English Romantic Movement. p.23. 

3
 The Beginnings of the English Romantic Movement. pp.37-41, pp.70-79, p.171. 
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が“new in English poetry”（英詩の中で新しい）ものであると指摘した。さらに、“the poet was 

something of a naturalist, who wrote lovingly and with his ‘eye upon the object,’ is evident from a 

hundred touches”
4（拙訳：トムソンには少し自然主義者の傾向がある。彼の愛情を込めた

「客体（対象）への眼差し」は数百箇所の詩の試みに現れている）、“Thomson’s scenery was 

genuine. His images of external nature are never false and seldom vague”
5（拙訳：トムソンの風

景は真摯である。彼が描いた外的自然は曖昧なものでなく、一度も失敗していない）と指

摘している。彼はさらに次のように『四季』を紹介する。『四季』に見られる写生のよう

な牧歌的な自然描写は、イギリスの十八世紀の古典主義の風土に違和感をもたらしたが、

間もなく人気作となり、ドイツでいくつかのヴァージョンに翻訳された。トムソンはギリ

シア・ラテン語の教養、センチメンタルなエピソード、動物への関心を『四季』に盛り込

んでいる6。そして、トムソンの創作の主題を次のように指摘している。“Thomson’s theme 

was the changes of the year as they affect the English landscape, a soft, cultivated landscape of 

lawns, gardens, fields, orchards, sheep-walks, and forest-preserves.”
7（拙訳：トムソンのテーマ

は、イギリス人が芝生、庭園、野原、果樹園、羊を飼う牧場、保護林という柔軟で上品な

ランドスケープから感じ取る年の変化である。）最後に、ビアーズは『四季』の中で最初

に作成され、人気を呼んだ‘Winter’（「冬」）の風景描写における“romantic”という言葉の多

用を指摘した。 

 漱石はイギリスで購入した以上の書物を読む前に、すでにイギリスナチュラリズムに関

する学生時代の論文である「英國詩人の天地山川に對する觀念」の中で、トムソンを取り

上げた。彼はまず、トムソンがイギリスの都会の描写よりも「自然詩」を書いたことにつ

いて、レスリー・スチーブン（Leslie Steven, 1832-1904）が『十八世紀イギリス思想史』

（History of English Thought in the Eighteenth Century, 1876）で、“He was an outsider of that 

brilliant society”（彼はあの華やかな社会の外部者である）と評したことを取り上げた。そ

れから、トムソンの自然描写について「其自然を愛したるは The Seasonsを読んで明かに

之を知るを得べし。此詩は春夏秋冬の四部より来り、毎部其期節に関する一切の風景を叙

したる大文字なり」8というように、『四季』の特徴を指摘した。彼は『四季』を直接に読

                                                      
4
 Beers, H.A. A History of English Romanticism in the Eighteenth Century. London: Kegan Paul, Trench, 

Trübner&Co.1899. p.107.（「漱石山房蔵書目録」に記載されている版に拠る。） 
5
 A History of English Romanticism in the Eighteenth Century. p.108. 

6
 A History of English Romanticism in the Eighteenth Century. pp.109-113. 

7
 A History of English Romanticism in the Eighteenth Century. p.114. 

8
 『漱石全集』十三巻、岩波書店、二〇一八年、三二頁。 
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んで、いくつかの段落を英文のままで引用して、ポープの自然描写と対照しながら次のよ

うに論じている。 

 

「トムソン」の詩は、かゝる叙事にて充牣し、其田舎を愛するの情、油然として筆墨

の上にあらはるゝなり。尤も一言せざる可らざるは、此男かく自然を愛したりと雖ど

も、申さば死したる現象の往来復剥する様を外面より写し来つて、毫も其内部の活動

を会せず。9
 

 

 この考えは、必ずしも詳しい読解ではないが、漱石がイギリス留学期にフェルプスとビ

アーズの捉えたランドスケープの源流に触れてから、なお『文学論』の論述に引き継がれ

ていく。「The Seasonsは人の知る如く春夏秋冬の季節を分つて、四時の風光と景物とを順

次に咏ぜるものなるが故に、吐属の主題は自然に存すと云ふも不可なきに似たり。」10漱

石の論述は、『四季』に描かれるキリスト教の自然観に対して理解を示したとは言えない

が、トムソンのランドスケープ描写を捉えて、イギリスロマン主義思潮におけるトムソン

の『四季』の位置付けを認識していた。 

 一方、『文学論』における「The Seasonsは人の知る如く」という表現からも分かるよう

に、ランドスケープの源流としての『四季』に関する認識は、当時の文壇に共有される知

識であった。例えば、平田禿木は「十八世紀に於ける英国詩人」（『明星』明治三十六年二

月）において、「『ロオマンティシズム』の新氣運を遥かに促したるを詩人タムソン」の『四

季』について、次のように紹介している。 

 

ジエムス、タムソンの優れたるはその清新の想像力にあり。春はひな菊の野に香ひて、

夏は六月の新緑したゝるばかりに、秋は豊かに實れる畑、果物園の枝もたわ〻に、冬

は降りすさぶ雪を聴く思すなり。彼が四季の歌（The Seasons）を讀むもの、誰れかそ

の溢るゝが如き自然の筆致に驚かざらむ。彼は幽谷に歌へるの鳥、彼が歌を聴くもの

はたゞ大空の空氣あるのみ。彼は何の思ふところなく、何の顧るところなくして、ろ

のひとふしを歌ひ出づるなり。この四季の實を結ベる聖歌（The Hymn）の公にせられ

しは千七三十年にして、ポオブが名聲將にその絶頂に達せんとする頃なりき。自然に

                                                      
9
 『漱石全集』十三巻、三四頁。 

10
 『漱石全集』十四巻、岩波書店、二〇一七年、四七九頁。 
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對する熱き崇拝の念はこゝに始めてかき起されたるを見る。11
 

  

 また、片上天玄「英国の自然派」（『早稲田文学』明治四十年五月）は、古典主義に対す

るイギリスロマン主義の反動の流れを捉え、その中で『四季』を次のように紹介している。 

 

トムソンの『四季の歌』に我等が最も慊らずとするは、屢々自然を籍（ママ）りて教

訓の意を洩らせるの一事である。この詩人が自然派の先驅として有する價值は、自然

に反き作為に墮したる人心を誘ひ出して、素朴真實なる自然の景象を愛慕し歎美せし

めんとしたる點に在る。12
 

 

 このように、イギリスロマン主義思潮におけるランドスケープの源流としての『四季』

が、明治の文壇において共通の認識であった。『四季』の自然描写に見られる「写実性」

は評価されていたが、「自然を籍（ママ）りて教訓の意」という表現の背後にあるキリス

ト教の自然観の側面は取り上げられていなかった。 

 

第二節 キリスト教の自然観に置かれる季節の循環 

 実際に、『四季』はその風景描写において、イギリスの歴史、科学の発展、工業化によ

る環境汚染の問題、キリスト教の要素などの背景知識を盛り込んでいる。「自然」は時々

明るい一面を示すが、時々自然災害として現れて残酷な一面を示す。この点について、キ

ャンベルは『四季』のテーマを次のように紹介している。 

 

The dominant theme of The Seasons is the search for knowledge and understanding of the divine 

harmony assumed to be present in the bewildering and apparently contradictory array of faces 

which nature presents to man.
13（拙訳：『四季』の主要なるテーマは、知識への探求と神

聖の調和への理解を、手の付けようがない自然の矛盾的ないくつかの面貌を人間に呈

                                                      
11

 平田禿木「十八世紀に於ける英国詩人」『明星』臨川書店、一九〇三年二月、五頁。 
12

 片上天玄「英国の自然派」『早稲田文学』十七号、早稲田大学出版部、一九〇七年、四頁。 
13 Campbell, Hilbert H. James Thomson. Twayne Publishers. A division of G. K. Hall & Co., Boston. 

1979. p.50. 
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する中であたりまえのように示すことである。） 

 

 「神聖の調和」という捉え方との関連として、ここで『四季』の全体の構造に書き込ま

れた神の存在を前提とする季節の循環の特徴を取り上げたい。『四季』の中で最初に創作

された「冬」では、次の描写が見られる。 

 

Father of light and life! thou Good Supreme! 

Oh teach me what is good! teach me Thyself! 

Save me from folly, vanity, and vice, 

From every low pursuit; and feed my soul 

With knowledge, conscious peace, and virtue pure― 

Sacred, substantial, never-fading bliss! 
14

(217-222) 

（光と命の御父よ、御身、至上なる善の権化よ、 

 教え給え、何が善か。教え給え、御身の事。 

 愚行や虚栄や悪事等、全ての卑しい 

 肉欲の罪から我を救い給え。わが精神に 

 良識、他を慮る心、至純なる徳義、神聖にして、 

 揺るぎなき、不滅の歓喜を与え給え。15） 

 

 至上の「光と命の御父」は、絶望に満ちた冬に現れて、語り手である「私」に善悪の倫

理観を教える。この「父」の形象は、すなわち「私」を囲む「自然」の造物主としてのキ

リスト教の神の栄光である。この特徴は『四季』の中で最後に創作された「賛歌」の冒頭

にも次のように現れている。 

 

These as they change, Almighty Father, these,  

Are but the varied God. The rolling year  

Is full of thee. Forth in the pleasing Spring  

                                                      
14

 Thomson, J. The Seasons, and Castle of Indolence. London: W. S. Orr & Co. 1847. p.366. 
15

 ジェームズ・トムソン著、林瑛二訳『ジェームズ・トムソン詩集』慶應義塾大学出版会株

式会社、二〇〇二年、三三八頁。 
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Thy beauty walks, thy tenderness and love.
16

(1-4) 

（全能の神よ、千変万化するこれらの現象は 

 多様な汝の姿に過ぎぬ。巡る一年は 

 汝に満ちている。楽しい春の景色の中を 

 美しき汝、優しい愛に溢れた、汝が歩む。17） 

 

 「全能の神」は冬の後、春が到来する季節の循環に存在するように描かれている。そし

て、人間は春の新生から、優しい感情と愛に溢れた神の歩幅を感じる。そこに四季の永久

なる循環が示唆されている。この表現はまさに一神教を中心とした「汎神論」（自然が神

の表象である）の概念を表象している。 

 そして、人間と「自然」との調和的な関係は、特に次のように「春」の最後の部分で示

されている。 

 

Delightful task! to rear the tender thought, 

To teach the young idea how to shoot, 

To pour the fresh instruction o’er the mind, 

To breathe the enlivening spirit, and to fix 

The generous purpose in the glowing breast. 

Oh, speak the joy! ye whom the sudden tear 

Surprises often, while you look around, 

And nothing strikes your eye but sights of bliss, 

All various nature pressing on the heart; 

An elegant sufficiency, content,  

Retirement, rural quiet, friendship, books, 

Ease and alternate labour, useful life, 

Progressive virtue, and approving Heaven.
18

(1152-1164) 

（優しい心を育て、如何に生きるかを 

                                                      
16

 The Seasons, and Castle of Indolence. p.435. 
17

 『ジェームズ・トムソン詩集』、三九七頁。 
18

 The Seasons, and Castle of Indolence. p.98. 
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 教え、よき教養を身につけさせ、 

 快活な精神を吹き込み、燃える心に 

 高遠な目的を植え付けさせる事は、 

 親として何と楽しい仕事であろうか。 

 周囲を見回して、しばしば思わぬ涙に 

 驚く者よ、この喜びを語ってやれ。 

 汝らの目に映るものは喜びの姿しかなく、 

 人心に及ぼす多種多様な自然の働き、 

 満ち足りた気持ち、安心感、 

 隠遁生活、田園の静けさ、友情、読書、 

 休息と労働の均衡、有益な生活、 

 徳性の向上、神を敬う態度などである。19） 

 

 穏やかな春は若者に生気を与え、様々な「自然」の様相をその心の中にもたらす。キリ

スト教の自然観のもとで展開した人間と自然の調和的な関係が社会の生活に繋がると表

現されている。このように、『四季』はロマン主義文学史が捉えたランドスケープの源流

だけでなく、季節の循環の中のランドスケープ描写を通してキリスト教を中心とした汎神

論の自然観を表現する作品である。漱石は論文の中で『四季』におけるキリスト教の自然

観を取り上げていないが、「The Seasonsは人の知る如く春夏秋冬の季節を分つて、四時の

風光と景物とを順次に咏ぜるものなる」というようにその構成の特徴に着目していた。こ

の着眼点はその後の創作にどう繋がっていくのか、まず次項で「循環する季節」の特徴が

指摘された『こゝろ』の構成の特徴を取り上げたい。 

 

第三節 『こゝろ』における「循環する季節」 

 漱石は、大正三年に『こゝろ』（『東京・大阪朝日新聞』、1914.4.20〜8.11）を連載した。

連載の前の予告（『東京朝日新聞』4.16、『大阪朝日新聞』4.17）で、「今度は短編をいくつ

                                                      
19

 『ジェームズ・トムソン詩集』、一〇四〜一〇五頁。 
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か書いて見たいと思ひます、その一つ一つには違つた名つけて行く積ですが予告の必要上

全体の題が御入用かとも存じます故それを「心」（こゝろ）と致して置きます」20と語っ

ている。『こゝろ』は、『彼岸過迄』のように短編連鎖の形式を取り、「先生と私」、「両親

と私」、「先生の遺書」の三つの部分で構成されている。 

 ここで、まず『こゝろ』のあらすじを紹介しておく。「私」という青年は、鎌倉の海水

浴場で先生と出会い、先生に眼鏡を拾ってあげることをきっかけに親しくなった。東京に

戻った後、先生の宅を度々訪ねるようになり、人生の師としての先生の思想を裏付けるあ

る「事実」を知りたかった。ところが、「私」が卒業した後に両親のために実家に戻った

数日後、「先生の遺書」が届いた。先生は遺書の中で、新潟の叔父に欺かれて財産を搾取

されて、一人で東京の未亡人の家に移住したという過去、そして恋愛の三角関係で自分が

かつて親切に世話をしていた親友の Kを自らのエゴイズムで裏切って自殺に導いたとい

う悲劇を語っている。先生はこの人生の教訓を「私」に与えてから、妻の静を残して「明

治の精神」に殉死する道を歩んでいった。 

 『こゝろ』に描かれるエゴイズムを論じる数多くの論考の中で、江藤淳の「『心』にお

ける光と闇」が、本章の主題にもっとも近いと考える。江藤は、漱石が大正三年九月に単

行本の『こゝろ』の装丁に手かけたことに着目し、『こゝろ』の装丁に選ばれた小篆の「心」

の字体が『荀子』巻十五「解蔽編」の字体であると指摘した。その上で、「私」と先生の

対比として『こゝろ』の場面描写に用いられる光と闇のモチーフを指摘し、闇のモチーフ

が先生の秘密における「性悪」の露見として捉えた。さらに、場面描写を示すことによっ

て、「私」と先生が出会った頃から先生の死までの時制には「循環する季節」という構造

が書き込まれていると指摘した。そこで、彼は次のように論じた。「『心』における季節の

循環の役割は、おそらくフランス古典劇における不可逆的な時間の役割に似ている。厳格

な三一致の法則（「時の一致」「場所の一致」「筋の一致」を厳守せよという西洋古典劇の

法則）が課せられているために、フランス古典悲劇の世界では、すべての事件が二十四時

間以内に起らねばならず、しかも不可逆的に起らなければならない。二十四時間という時

間は、いうまでもなく太陽の運行によって生ずる循環である。薄暗い夜明けにはじまった

劇は、真昼の太陽の下で情念の頂点にのぼりつめて、一転して夜の暗黒のなかで破局を迎

える。」21実際に作品の内容を読めば、「私」と先生の関係は遺書によるエゴイズムの告白

                                                      
20

 『漱石全集』十六巻、岩波書店、二〇一九年、五八四頁。 
21

 江藤淳『漱石論集』新潮社、一九九二年、八五頁。 
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で破局したわけではないため、フランス古典劇の光と影のモチーフ以外の要素が『こゝろ』

に当てはめるかが問題かもしれない。しかし、その指摘の通り、『こゝろ』は確かに「循

環する季節」に置かれる人間性を表現する作品であると言える。 

 『こゝろ』における「循環する季節」の特徴をより明瞭にさせるために、本章は「私」

の手記22と「先生の遺書」に描かれる季節の共鳴関係に着目したい。次の「表一」で、そ

れぞれの対応する場面描写を取り上げる。 

 

（表一） 

季節 「私」の手記 「先生の遺書」 

真夏 私は自由と歓喜に充ちた筋肉を動かし

て海の中で躍り狂つた。先生は又ぱたり

と手足の運動を已めて仰向になつた儘浪

の上に寐た。私も其真似をした。青空の

色がぎら〱と眼を射るやうに痛烈な色を

私の顔に投げ付けた。「愉快ですね」と私

は大きな声を出した。23（九頁） 

此手紙が貴方の手に落ちる頃に

は、私はもう此世にはゐないでせう。

とくに死んでゐるせう。 

（二九九頁） 

深秋 墓地の区切り目に、大きな銀杏が一本

空を隠すやうに立つてゐた。其下へ来た

時、先生は高い梢を見上げて、「もう少し

すると、綺麗ですよ。此木がすつかり黄

葉して、こゝいらの地面は金色の落葉で

埋まるやうになります」と云つた。先生

は月に一度づゝは必ず此木の下を通るの

であつた。 

（一四〜一五頁） 

私はそれを Kに対する私の嫉妬に

帰して可いものか、又は私に対する

御嬢さんの技巧と見傚して然るべき

ものか、一寸分別に迷ひました。私

は今でも決して其時の私の嫉妬心を

打ち消す気はありません。私はたび

〱繰り返した通り、愛の裏面に此感

情の働きを明らかに意識してゐたの

ですから。しかも傍のものから見る

と、殆んど取るに足りない瑣事に、

此感情が屹度首を持ち上げたがるの

                                                      
22

 本論に用いる「手記」という言葉は、小森陽一の「『心』における反転する＜手記＞―空白

と意味の生成―」（『漱石作品論集成第十巻こゝろ』桜楓社、一九九一年）を参考にしている。 
23

 『漱石全集』九巻、岩波書店、二〇一七年、九頁。 
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でしたから。 

（二四〇頁） 

冬 かつて遊興のために往来をした覚のな

い先生は、歓楽の交際から出る親しみ以

上に、何時か私の頭に影響を与へてゐた。

たゞ頭といふのはあまりに冷か過ぎるか

ら、私は胸と云ひ直したい。肉のなかに

先生の力が喰ひ込んでゐると云つても、

血のなかに先生の命が流れてゐると云つ

ても、其時の私には少しも誇張でないや

うに思はれた。私は父が私の本当の父で

あり、先生は又いふ迄もなく、あかの他

人であるといふ明白な事実を、ことさら

に眼の前に並べて見て、始めて大きな真

理でも発見したかの如くに驚ろいた。 

（六四〜六五頁） 

私は暗い人世の影を遠慮なくあな

たの頭の上に投げかけて上ます。然

し恐れては不可ません。暗いものを

凝と見詰めて、その中から貴方の参

考になるものを御攫みなさい。私の

暗いといふのは、固より倫理的に暗

いのです。私は倫理的に生れた男で

す。又倫理的に育てられた男です。

其倫理上の考は、今の若い人と大分

違つた所があるかも知れません。然

し何う間違つても、私自身のもので

す。 

（一五七頁） 

春 「君は今あの男と女を見て、冷評しま

したね。あの冷評のうちには君が恋を求

めながら相手を得られないといふ不快の

声が交つてゐませう」 

「そんな風に聞こえましたか」 

「聞こえました。恋の満足を味はつてゐ

る人はもつと暖かい声を出すものです。

然し……然し君、恋は罪悪ですよ。解か

つてゐますか」 

 私は急に驚ろかされた。何とも返事を

しなかつた。（三五頁） 

（中略） 

「とにかく恋は罪悪ですよ、よござん

卒業して半年も経たないうちに、

私はとう〱御嬢さんと結婚しまし

た。外側から見れば、万事が予期通

りに運んだのですから、目出度と云

はなければなりません。奥さんも御

嬢さんも如何にも幸福らしく見えま

した。私も幸福だつたのです。けれ

ども私の幸福には黒い影が随いてゐ

ました。私は此幸福が最後に私を悲

しい運命に連れて行く導火線ではな

からうかと思ひました。（二八五頁） 

私は其新しい墓と、新しい私の妻

と、それから地面の下に埋められた
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すか。さうして神聖なものですよ」（三八

頁） 

Kの新しい白骨とを思ひ比べて、運

命の冷罵を感ぜずにはゐられなかつ

たのです。私はそれ以後決して妻と

一所に Kの墓参りをしない事にしま

した。 

（二八六頁） 

 

 『こゝろ』の冒頭における真夏の場面描写では、青年の「私」の活発な水泳の姿、そし

て先生の上に向いて寝ている姿勢の対比が見られる。この対比は、夏に届いた「先生の遺

書」によって告げられる生死の別れの伏線として捉えられる。また、手記における深秋の

場面描写では、青年の「私」が先生のお墓詣りに立ち会い、二人で一緒に銀杏の下を歩き、

先生が落葉のことを話している。この美しい場面描写は、「先生の遺書」に示される静と

同行するKに対する先生の嫉妬が深まった晩秋の頃の回想内容と対応している。さらに、

手記における冬休みの場面描写では、青年の「私」は帰省の間に父親と自分の人生の師で

ある先生を比較し、先生の生き方が自分の心に響くほどの重要な存在として捉える。「先

生の遺書」の中では、同じ季節を背景にしていないが、先生は「私」に倫理の教訓を与え

たということが描かれている。最後に、春の場面描写では、「私」は帰省する前に、先生

と花見に行った。その時、「私」は新婚の夫婦を眺めて、先生から「恋は罪悪です」とい

うことを教わって驚いた。一方、「先生の遺書」において、初春に先生と静の新婚、そし

て Kを偲ぶ墓詣りのことが描かれている。手記で記述されている先生の言葉は、遺書の

中で語られる皮肉的な悲劇の一場面を背景とする。このように、「私」の手記と「先生の

遺書」における場面描写の対応関係から、人間性の描写において季節の表現を意識的に組

み入れる漱石の表現手法を見い出すことができる。 

 『こゝろ』の場面描写に取り入れられているのは日本の四季の感覚であるが、その中に

いくつか西洋の要素が入っている。まず、先生がお墓詣りをする際に眺める黄金色の銀杏

は、近代化の市区改正の中で移植された植物である。また、青年の「私」が最初に先生と

出会った頃、「先生が一人の西洋人を伴れてゐた」（五頁）ことに対して既視感を抱いてい

た。「先生の遺書」を確認すると、先生が図書館で「新着の外国雑誌」（二五五頁）を読ん

でいたという場面描写が見られる。この点から、二人とも「現代思想」すなわち欧化思潮

に学ぶ知識人であることが分かる。さらに、「先生の遺書」を詳しく読めば、先生は静に



215 
 

対して肉欲を持たない「信仰に近い愛」（一八八頁）を抱き、「もし愛といふ不可思議なも

のに両端があつて、其高い端には神聖な感じが働いて、低い端には性慾が動いてゐるとす

れば、私の愛はたしかに其高い極点を捕まへたものです」（一八八〜一八九頁）という自

白が描かれている。Kに対する先生の回想の中でも、「彼の室に聖書を見ました」（二〇三

頁）、「彼はシユエデンボルグが何うだとか斯うだとか云つて、無学な私を驚かせました」

（二二二頁）というように、Kが精神性の向上のためにキリスト教の書物を読み漁ってい

たことが描かれている。  

 「先生の遺書」に仄めかされるキリスト教の背景に見られるように、「私」の手記の中

に見られる「とにかく恋は罪悪ですよ、よござんすか。さうして神聖なものですよ」（三

八頁）という先生の言葉には、キリスト教の原罪観念が浸透している。青年の「私」は先

生に「恋は罪悪です」ということを教わってから、先生と妻君の恋の背後に横たわる過去

に興味を抱くようになった。その後、学問的な教養があるが世の中に対して受け身の姿勢

を守る先生の生き方にどんどん惹かれた。そして先生を敬うことで、父親の前で「儒家の

家へ切支丹の臭を持ち込む」（六五頁）という感想を持った。「先生の遺書」におけるエゴ

イズムの問題が荀子の「性悪」の思想と対応する概念であるとしても、『こゝろ』に描か

れる四季循環と人間性の関係は西洋の文脈より来る概念だと言える。 

 

第四節 『四季』から流れ込んだ表現―「ハート」という表記 

 ここで、『こゝろ』の表現と、イギリスロマン主義のランドスケープの源流であり、キ

リスト教の自然観を表現するトムソンの『四季』との比較を試みる。『四季』がスコット

ランドとイギリスの季節感覚を表現するように、『こゝろ』も日本の季節感覚を表現して

いる。異なる風土を描いたこの二つの作品は、四季と人間性の関係を表現するという共通

点が見られる。この特徴をより明瞭に示すために、次の「表二」の形で『四季』と『こゝ

ろ』の手記の場面描写を取り上げる。 

 

（表二） 

The Seasons 「私」の手記 
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（Summer） 

Cheer’d by the milder beam, the sprightly youth, 

Speeds to the well-known pool, whose crystal depth 

A sandy buttom shows. A while he stands, 

Gazing the inverted landscape, half afraid 

To meditate the blue profound below; 

Then plunges the headlong down the circling flood. 

His ebon tresses and his rosy cheek 

Instant emerge; and, through the obedient wave, 

At each short breathing by his lip repell’d, 

With arms and legs according well, he makes, 

As humour leads, an easy winding path; 

While, from his polish’d sides, a dewy light 

Effuses on the pleas’d spectators round. 
24

 

 (1244-1256) 

（ぽかぽか陽気に誘われて、元気な若者が 

馴染みの池に急ぐ。そこは水が澄んでいて、 

底の砂がはっきり見える。彼は暫し 

景色の投影を見つめる内に、青空を 

水の深さと錯覚し、少し辟易ぐ。 

やがて水の中に飛び込んで、波紋を描く。 

彼の黒髪と血色のよい顔が忽ち 

水面に現れ、泳ぎにつれてできた波を、 

息をする度、口元から逸らしながら、 

手と足を見事に調和させて、思い通り、 

すいすいと、水の中を泳いで行く。 

その間、彼の逞しい体が水面に映えて、 

周りで見ている人々を感心させる。25） 

私は自由と歓喜に充ちた筋肉を動かし

て海の中で躍り狂つた。先生は又ぱたり

と手足の運動を已めて仰向になつた儘浪

の上に寐た。私もその真似をした。青空

の色がぎら〱と眼を射るやうに痛烈な色

を私の顔に投げ付けた。「愉快ですね」と

私は大きな声を出した。（九頁） 

                                                      
24

 The Seasons, and Castle of Indolence. pp.194-195. 
25

 『ジェームズ・トムソン詩集』、一九二頁。 
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（Autumn） 

The pale descending year, yet pleasing still, 

A gentler mood inspires ; for now the leaf 

Incessant rustles from the mournful grove― 

Oft startling such as, studious, walk below, 

And slowly circles through the waving air.
26

 

(988-902) 

（物悲しい季節だが、楽しい面も又あり、 

平穏な気分を誘う。なぜなら、今は、 

絶えず葉が、カサカサと木から落ち、 

沈思黙考、森を行く者を驚かしたり、 

クルクル舞ったりするからである。27） 

He comes! He comes! In every breeze the power 

Of philosophic melancholy comes! 

His near approach the sudden-starting tear, 

The glowing cheek, the mild dejected air, 

The soften’d feature, and the beating heart, 

Pierc’d deep with many a virtuous pang, declare. 

O’er all the soul his sacred influence breathes; 

Inflames imagination; through the breast 

Infuses every tenderness; and far 

Beyond dim earth exalts the swelling thought. 
28

 

(1004-1013) 

（秋風の中には、人々を知的憂鬱の境地に 

誘う、不思議な力が宿っている。 

その感化を受けると、急に涙脆くなり、 

激情に頰を赤らめ、言葉少なになり、 

墓地の区切り目に、大きな銀杏が一本

空を隠すやうに立つてゐた。其下へ来た

時、先生は高い梢を見上げて、「もう少し

すると、綺麗ですよ。此木がすつかり黄

葉して、こゝいらの地面は金色の落葉で

埋まるやうになります」と云つた。先生

は月に一度づゝは必ず此木の下を通るの

であつた。 

（一四〜一五頁） 

                                                      
26

 The Seasons, and Castle of Indolence. pp.328-329. 
27

 『ジェームズ・トムソン詩集』、二九六頁。 
28

 The Seasons, and Castle of Indolence. p.330. 
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表情は穏やかだが、内心はどきどきで、 

数多の精神的煩悶に、心は千々に乱れる。 

だが、人心に悪影響を及ぼすどころか、 

想像力を大いに高め、心の内に 

深い愛を浸透させ、暗愚な 

地上世界を越えた、超越的境地に誘う。29） 

 

 

(Winter) 

Father of light and life! thou Good Supreme! 

Oh teach me what is good! teach me Thyself! 

Save me from folly, vanity, and vice, 

From every low pursuit; and feed my soul 

With knowledge, conscious peace, and virtue pure― 

Sacred, substantial, never-fading bliss! 
30

 

(216-222) 

（光と命の御父よ、御身、至上なる善の権化よ、 

教え給え、何が善か。教え給え、御身の事。 

愚行や虚栄や悪事等、全ての卑しい 

肉欲の罪から我を救い給え。わが精神に 

良識、他を慮る心、至純なる徳義、神聖にして、 

揺るぎなき、不滅の歓喜を与え給え。31） 

かつて遊興のために往来をした覚のな

い先生は、歓楽の交際から出る親しみ以

上に、何時か私の頭に影響を与へてゐた。

たゞ頭といふのはあまりに冷か過ぎるか

ら、私は胸と云ひ直したい。肉のなかに

先生の力が喰ひ込んでゐると云つても、

血のなかに先生の命が流れてゐると云つ

ても、其時の私には少しも誇張でないや

うに思はれた。私は父が私の本当の父で

あり、先生は又いふ迄もなく、あかの他

人であるといふ明白な事実を、ことさら

に眼の前に並べて見て、始めて大きな真

理でも発見したかの如くに驚ろいた。 

（六四〜六五頁） 

(Spring) 

And let the aspiring youth beware of love, 

Of the smooth glance beware; for’ tis too late, 

When on his heart the torrent-softness pours. 

The wisdom prostrate lies, and fading fame 

「君は今あの男と女を見て、冷評しま

したね。あの冷評のうちには君が恋を求

めながら相手を得られないといふ不快の

声が交つてゐませう」 

「そんな風に聞こえましたか」 

                                                      
29

 『ジェームズ・トムソン詩集』、二九七頁。 
30

 The Seasons, and Castle of Indolence. p. 366. 
31

 『ジェームズ・トムソン詩集』、三三八頁。 
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Dissolves in air away; while the fond soul, 

Wrapt in gay visions of unreal bliss,
32

 

 (983-988) 

（更に又、大志を抱く青年も恋や、 

女の秋波から遠ざけよ。彼の心に 

情欲が沸いてからでは、遅すぎる。 

思慮分別は失われ、令名も次第に 

霞と消え果てる。浮ついた心は、 

あらぬ色事の幻想に包まれ、 

絶えず女性を美化するが、輝く優雅、 

魅惑の笑顔、控えめな眼は皆偽装。33） 

These are the charming agonies of love, 

Whose misery delights. But through the heart 

Should jealousy its venom once diffuses 

’Tis then delightful misery no more, 

But agony unmix’d incessant gall
34

 

(1074-1078) 

（これこそ恋の悩みのなせる業で、 

切なくも楽しい思いだ。だが一度、 

嫉妬の炎が心中に燃え上がると、 

もはや楽しい切なさどころか、 

苦悩一色、不断の心痛を生み、 

思いは悉く惑乱し、恋の喜びなど跡形もない。35） 

「聞こえました。恋の満足を味はつてゐ

る人はもつと暖かい声を出すものです。

然し……然し君、恋は罪悪ですよ。解か

つてゐますか」 

 私は急に驚ろかされた。何とも返事を

しなかつた。（三五頁） 

（中略） 

「とにかく恋は罪悪ですよ、よござん

すか。さうして神聖なものですよ」（三八

頁） 

 

 

 『四季』の「夏」には、活力に満ちた若者が水の中を泳ぐという描写が見られる。そし

て、「秋」の後半には、枯葉が落ちるという描写が見られる。秋の物寂しい情景は人間に

メランコリーの感情を喚起させる一方、信仰深い人に想像力を蘇らせ、天上の神の超越的

                                                      
32

 The Seasons, and Castle of Indolence. p.88. 
33

 『ジェームズ・トムソン詩集』、九三〜九四頁。 
34

 The Seasons, and Castle of Indolence. pp.91-92. 
35

 『ジェームズ・トムソン詩集』、九九頁。 
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な存在をより意識させると描かれている。また、前にも取り上げた「冬」の引用箇所では、

「全能の神」が人間に善悪の区別を教えるということを示している。さらに、「春」の後

半の部分における、女性が青年を誘惑するように恋心を抱かせるという描写は、女性差別

とも言えるが、キリスト教の原罪観が色濃く表現されている。そして、そこに恋心の反面

に嫉妬心が燃えるという教訓も語られている。『四季』の表現を『こゝろ』の「私」の手

記と対照すれば、夏における元気な若者、秋の落葉、冬における倫理的な「父」の形象、

春における恋と罪悪の教訓という共通点が見られる。 

 以上の特徴は、作品の表現が偶然的に重なっているとも言えるが、特に『四季』の「春」

における次の描写に注目したい。“And let the aspiring youth beware of love, Of the smooth 

glance beware; for’ tis too late, When on his heart the torrent-softness pours.”（更に又、大志を抱

く青年も恋や、女の秋波から遠ざけよ。彼の心に情欲が沸いてからでは、遅すぎる。）青

年に関する“his heart”という表現は、「感情」を表す言葉として描かれている。その「感情」

は女性が男性を誘惑するというキリスト教の原罪観念を基底とする。これに関して、『こゝ

ろ』の春の場面においては、「嫉妬は愛の半面」（二四〇頁）という過去の経験より生じた

認識が語られている。そして先生は青年に恋心の反面で生まれる嫉妬心を気づかせ、キリ

スト教の原罪観念が裏付ける「恋は罪悪ですよ」という教訓を与えた。この描写は『四季』

の「春」の場面を思わせる。 

さらに、『こゝろ』の手記の内容を詳しく読めば、青年の「私」と先生の奥さんである

静が二人きりで対座して会話する際に、「奥さんは私の頭脳に訴へる代わりに、私の心臓

（ハート）を動かし始めた」（五二頁）という表現が見られる。本論は手記における「ハ

ート」の意味を確かめるために、ここで漱石のほかの作品と参照してみる。『こゝろ』の

「ハート」との同じ表記36は、『それから』の次の表現に見出すことができる。「自分が三

千代に対する情合も、此論理によつて、たゞ現在的のものに過ぎなくなつた。彼の頭は正

にこれを承認した。然し彼の心（ハート）は、慥かに左様だと感ずる勇気がなかつた。」37

また、『彼岸過迄』の「須永の話」における須永の告白にも見い出すことができる。「僕を

捕まへて『御前の様な感情家は』と暗に詩人らしく評したのは間違つてゐる。僕に云はせ

                                                      
36

 『こゝろ』の「ハート」の表記に触れた先行研究として、池田美紀子『夏目漱石 眼は識

る東西の字』（国書刊行会、二〇一三年、二一三頁）が挙げられるが、『彼岸過迄』の表記の共

通点の指摘に止まり、「ハート」の背景に関する説明が不十分だと考える。 
37

 『漱石全集』六巻、岩波書店、二〇一七年、二〇〇頁。 
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ると、恐れないのが詩人の特色で、恐れるのが哲学者の運命である。」38さらに、須永は

三千代に接近する高木への猛烈な嫉妬心を抑える際に、「僕の頭（ヘッド）は僕の胸（ハ

ート）を抑える為に出来てゐた」39と話している。いくつかの作品の表現を確認してきた

ところ、心（ハート）は「感情」の意味として、頭（ヘッド）は「感情」を抑圧する「理

性」を表す言葉として使われているのが窺える。そしてそれぞれの表現に、女性が男の心

（ハート）すなわち「感情」を動かすという文脈表現の共通点を確認することができる。

『こゝろ』の世界に戻れば、奥さんが「私の心臓（ハート）を動かし始めた」という表現

は、女性が男性の感情に訴えるということを示していると考えられる。 

 以上のように、「私」の手記における「恋は罪悪ですよ」という表現と「ハート」の表

記から、ランドスケープの源流である『四季』に描かれるキリスト教の原罪観念と感情表

現が、『こゝろ』の表現に流れ込んだということが窺える。前述のように、手記と遺書に

おける季節の場面は対応しているが、この「感情」の文脈と「先生の遺書」に書かれてい

る先生の過去の関連性とは何か。この問題を解明するために、次項で作品の内容をさらに

考察する。 

 

第五節 「感情」の文脈で読み解く Kの悲劇 

 先生が静に恋をしたKを裏切って静との結婚をこっそりと纏めたためにKが自殺した、

という道徳的教訓としての読み方が普遍的であるかもしれない。だが、本論が手記の「ハ

ート」の表記に関して、『四季』の「春」をコンテクストにして明瞭にしてきた「感情」

の文脈は、案外と「先生の遺書」に描かれる聖書を読む Kの心とその自殺の経緯を理解

する手がかりになると考える。 

 叔父に裏切られた先生は、実家を離れた際に、恋愛に対する人間不信の感情がまだ心に

宿していなかった。彼は下宿で未亡人とその娘である静とのやりとりで、心の傷が少し癒

された。そのため、心の余裕が出来た彼は実家に追い出された Kを憐れみ、Kを未亡人

のうちに引っ張り込んで彼女たちに接近させようとした。先生は当時の心境を次のように

語っている。 

                                                      
38

 『漱石全集』七巻、岩波書店、二〇一七年、二三八頁。 
39

 『漱石全集』七巻、二八三頁。 
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私は彼を人間らしくする第一の手段として、まづ異性の傍に彼を坐らせる方法を講じ

たのです。さうして其所から出る空気に彼を曝した上、錆び付きかゝつた彼の血液を

新らしくしやうと試みたのです。 

此の試みは次第に成功しました。初のうち融合しにくいやうに見えたものが、段々一

に纏まつて来出しました。彼は自分以外に世界のある事を少しづゝ悟つて行くやうで

した。彼はある日私に向かつて、女はさう軽蔑すべきものでないと云ふやうな事を云

ひました。（二一七頁） 

今迄書物で城壁をきづいて其中に立て籠つてゐたやうな Kの心が段々打ち解けて来る

のを見てゐるのは、私に取つて何よりも愉快でした。私は最初からさうした目的で事

を遣り出したのですから、自分の成功に伴う喜悦を感ぜずにはゐられなかつたのです。

（二一八頁） 

 

 この回想の内容に見られるように、先生の親切心は全く自分の欲求より生じたものであ

る。先生は Kを「人間らいしく」しようとして、「Kの心が段々打ち解けて来る」ことに

成功した。「人間らしい」という言葉について、先生は「そんな言葉を創造したのも、御

嬢さんに対する私の感情が土台になつてゐたのです」（二三三頁）と語っている。最初は

親切のつもりだったが、とうとう靜が Kに接近することに不安を感じ始めた。先生は K

に恋愛のことを話題にしたがったが、知識の探求を中心とした男同士の付き合いの中でう

まくいかなかった。「私の注ぎ懸けやうとする血潮は、一滴も其心臓の中へは入らないで、

悉く弾き返されてしまふのです。」（二二七頁）先生が「Kの心」に注ごうとしたのが女性

への恋愛感情そのものである。先生の遺書を読んだ後に書かれた「私」の手記の「心臓（ハ

ート）」という表記は、まさに「先生の遺書」における以上の箇所に見られる「其心臓」、

「感情」という表現と呼応するものである。 

 問題は、Kは仏教の経典だけでなく、キリスト教やイスラム教など様々な宗教の書籍を

読み漁り、精神性の追求を人生の目標とする人間である。 

 

Kは真宗寺に生れた男でした。然し彼の傾向は中学時代から決して生家の宗旨に近い

ものではなかつたのです。教義上の区別をよく知らない私が、斯んな事をいふ資格に

乏しいのは承知してゐますが、私はたゞ男女に関係した点についてのみ、さう認めて
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ゐたのです。Kは昔しから精進といふ言葉が好でした。私は其言葉の中に、禁欲とい

ふ意味も籠つてゐるのだらうと解釈してゐました。然し後で実際を聞いて見ると、そ

れよりもまだ厳重な意味が含まれてゐるので、私は驚ろきました。道のためには凡て

を犠牲にすべきものだと云ふのが彼の第一信条なのですから、摂欲や禁欲は無論、た

とひ欲を離れた恋そのものでも道の妨害になるのです。Kが自活生活をしてゐる時分

に、私はよく彼から彼の主張を聞かされたのでした。其頃からお嬢さんを思つてゐた

私は、勢ひ何うしても彼に反対しなければならなかつたのです。私が反対すると、彼

は何時でも気の毒さうな顔をしました。其所には同情よりも侮蔑の方が余計に現はれ

てゐました。（二五八〜二五九頁） 

 

 先生は、Kの人生の目標を知りながらも、彼を女性に接近させて厳格な精神性の追求の

道から外れさせようとした。その親切心に隠されたのは彼自身のエゴイズムである。この

問題に無自覚でありながら、靜と Kが一緒に出かけた場面を見て、そして Kに先に靜へ

の恋愛感情を打ち明けられたことで嫉妬心が段々強まった。その嫉妬心がピークに達する

と、先生は友人を精神性の向上の仲間として考えていた Kがかつて自分を罵った言葉を

逆手に取って、Kに向かって「精神的に向上心のないものは馬鹿だ」（二五八頁）と、恋

愛感情で人生の目標から逸れた Kを責めた。先生の行動には Kと靜の恋愛の発展を阻止

する目的があったが、Kの立場を全く考慮しないなかったと言える。 

 「精神的に向上心のないものは馬鹿だといふ言葉は、Kに取つて痛いに違いなかつたの

です。」（二五九頁）「私はさうした態度で、狼の如き心を罪のない羊に向けたのです。」（二

六一頁）Kは先生に「覚悟」を言って、自殺の日と同じように夜中に二人の間に立て仕切

る襖を開ける行動が一度あった。その後、Kは先生と靜の結婚を知って「変な顔をしてゐ

ました」（二七五頁）。そして、まもなく自殺を図った。Kが残した遺書では、「自分は薄

志弱行で到底行先の望みがないから自殺する」（二七八頁）という理由が書かれている。

Kにおける精神性の追求と彼の言動を総合して判断すれば、Kが最初に先生に靜への恋愛

感情を話したのは、人生の目標から逸れたことに対する危機感だと推察できる。彼は仲間

だと思っていた先生に責められた時点で、精神性の道を選ぶ「覚悟」がすでに出来ていた。

それでも、先生と靜の結婚を知ると、心から湧き上がる何らかの「感情」で、自分が禁欲

の境地に達し得ないただの「人間らしい」人間であるという残酷な事実を痛ましく実感さ

せられたのではないだろうか。 
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 一方、先生は Kの自殺に衝撃を受けてから、初めて自分を育てた善の倫理観を通して

自分の行いを考えた。「自分もあの叔父と同じ人間だと意識した時、私は急にふら〱しま

した。他に愛想を尽かした私は、自分にも愛想を尽かして動けなくなつた」（二八九頁）

というように、Kと全く別の意味でアイデンティティの危機に直面していた。彼は次のよ

うに Kの自殺の原因を考えた。 

 

同時に私は Kの死因を繰り返し〱考へたのです。其当座は頭がたゞ恋の一字で支配さ

れてゐた所為でもありませうが、私の観察は寧ろ簡単でしかも直線的でした。Kは正

しく失恋のために死んだものとすぐ極めてしまつたのです。しかし段々落ち付いた気

分で、同じ現象に向つて見ると、さう容易くは解決が着かないやうに思はれて来まし

た。現実と理想の衝突、――それでもまだ不充分でした。私は仕舞に Kが私のやうに

たつた一人で淋しくつて仕方がなくなつた結果、急に所決したのではなかろうかと疑

がひ出しました。さうして又慄としたのです。私も Kの歩いた路を、Kと、同じやう

に辿つてゐるのだといふ予覚が、折々風のやうに私の胸を横過り始めたからです。（二

九一頁） 

 

 先生が考えた Kの自殺の原因は、どれもその自殺を辿らせた因果関係の中の一部であ

ると言える。先生と Kは同じ故郷の出身であるが、彼らの人生のアイデンティティは最

初から異なるものである。Kの死の衝撃を受けた先生は、そのことを胸に隠しつつ、青年

の「私」に「自由と独立と己れとに充ちた現代に生れた我々は、其犠牲としてみんな此淋

しみを味はわなくてはならないでせう」（四一頁）というように「現代思想」の問題を示

唆した。これは、先生が Kの悲劇についてじっくりと考えた思索の結果だろう。家族の

共同体から離れた彼らは、独立した人間のように見えるが、実際に価値観を押し付け合う

互いの接し方とそれによって生じた人間関係で、それぞれ孤立の中でアイデンティティの

危機と崩壊に直面してしまったのである。 

 以上のように、Kの悲劇への解明において「感情」という文脈が果たした役割を示して

きた。女性に対する「感情」が女性を軽蔑した Kの精神の向上を阻むものであるという

作品の描き方は、女性差別の意識が入っているとも言える。一方、「先生の遺書」で語ら

れる先生の卑怯で狡猾な側面からも分かるように、先生と Kはのホモソーシャルの関係

を破壊した原因は、靜という女性にあるのではなく、彼らが互いにアイデンティティを尊
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重しないことにあるのだと考えられる。 

 

第六節 他者との調和の志向―「天」と「自然」の意味 

 最後に、本論は「天」と「自然」という言葉を使う『こゝろ』における複雑な文化様相

を捉える。「先生の遺書」の中で、先生は Kへの裏切りを語る際に、「倫理的に弱点をも

つてゐる」と自分のことを認め、さらに次のように「天」という言葉を用いている。 

 

要するに私は正直な路を歩く積で、つい足を滑らした馬鹿ものでした。もしくは狡猾

な男でした。さうして其所に気のついてゐるものは、今の所たゞ天と私の心だけだつ

たのです。然し立ち直つて、もう一歩前へ踏み出さうとするには、今滑つた事を是非

共周囲の人に知られなければならない窮境に陥いつたのです。私は飽くまで滑つた事

を隠したがりました。同時に、何うしても前へ出ずには居られなかつたのです。私は

此間に挟まつてまた立ち竦みました。（二七四頁） 

 

 この中の「天と私の心」という表現は、文化的文脈を有する言葉である。『岩波哲学・

思想事典』40によると、「天」は中国思想に根源する概念として、「周初から春秋期にかけ

て, 上帝の下命から, より一般的に人々の運命とか, 道徳・正義の指標, また自然界の規律

性などへと, 含意の範囲を多義的に拡げていった」という意味がある。そして、「天＝理

観の成立」は、宋代の程学が「天を自然法則的な天をみなしつつ天譴論的な主宰性を否定

した」唐代の柳宗元劉禹錫の「天説」、「天論」を継承したものであり、「天＝理は、天の

自然法則性（理）と人の道徳性（理＝性）とを統一した新たな＜天人の理＞であった。」

さらに、「こういった新しい天＝理観に基づいて構築された宇宙論が朱熹の理気論であつ

た」という。また、小島毅が『儒教が支えた明治維新』で指摘41したように、明治維新を

促したのは、朱子学における外在の「理」の概念を人間の心に内在するものとして捉える

陽明学であった。漱石の『それから』において、代助は父親の「誠者天之道也」の論理に

対して、「御父さんは論語だの、王陽明だのといふ、金の延金を呑んで入らつしゃるから、

                                                      
40

 廣松渉 [ほか] 編『岩波哲学・思想事典』岩波書店、一九八八年、一一三二〜一一三三頁。 
41

 小島毅『儒教が支えた明治維新』晶文社、二〇一七年、一二頁。 
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左様いふ事を仰しやるんでせう。」42と批判した。そこから、漱石における「天」という

表現には儒学の背景があり、それは明治維新を促した陽明学に根源する概念であるのが分

かる。 

 この背景と対照すれば、先生の「天と私の心」という表現は、「天の自然法則性（理）

と人の道徳性（理＝性）」を自分の心に内在する原理として捉えることであるのが分かる。

特に、「人の道徳性（理＝性）」という側面は、作品の中で「自然」という言葉として次の

ように現れている。 

 

もし Kと私がたつた二人曠野の真中にでも立ってゐたならば、私は屹度良心の命令に

従つて、其場で彼に謝罪したらうと思ひます。然し奥には人がゐます。私の自然はす

ぐ其所で食ひ留められてしまつたのです。さうして悲しい事に永久に復活しなかつた

のです。（二七二頁） 

 

Kに詫まる事の出来ない私は、斯うして奥さんと御嬢さんに詫びなければゐられなく

なつたのだと思つて下さい。つまり私の自然が平生の私を出し抜いてふら〱と懺悔の

口を開かしたのです。（二八一頁） 

 

 なぜ「人の道徳性（理＝性）」は「自然」に読み替えられているのか。この傾向につい

て、漱石におけるイギリスロマン主義への認識から答えを探す必要があるだろう。漱石は

「英國詩人の天地山川に對する觀念」（明治二十六年三月、『哲學會雜誌』第七四～七六号）

において、“nature”の翻訳について次のように論じている。「文学上に尤も重要な材料を給

するものは、人間と山川界なり。そこでかの自然と云ふ文字は、前に述べたる如く、一切

万物に適用すべき語ばながら、特に文学に於ては、其意義を縮めて人間の自然と山川の自

然と限劃するも差し支へなからん。」「矢張り人間の天性に従ふものと、山川の自然に帰着

する者との二つと区別するを得べし。虚礼虚飾を棄て天賦の本性に從ふ、是自然主義なり。

功利功名の念を抛つて丘壑の間に一生を送る、是亦自然主義なり。」43この定義と対照す

れば分かるように、『こゝろ』に用いられている「自然」という言葉は、英語の「人間性」

                                                      
42

 『漱石全集』六巻、岩波書店、二〇一七年、四二頁。『それから』における儒学の背景につ

いて、藤本晃嗣「『それから』における「誠」：夏目漱石と日本近世儒学の伝統」（『九大日文』

二五、二〇一五年三月三十一日）を参照することができる。 
43

 『漱石全集』十三巻、岩波書店、二〇一八年、二三頁。 
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（human nature）から翻訳された言葉である。「天」と「自然」の背景に関する以上の考察

から、「天と私の心」、「私の自然」という表現を遺書に書き入れた先生の中には、他者と

調和する倫理観が内在の原理として働いていたということが窺える。 

 前の考察で示したように、『四季』の「春」に描かれる恋愛と罪悪の関係は、『こゝろ』

における「私」の手記の春の場面の表現に流れ込んでいる。そして、先生に「恋は罪悪で

すよ」という原罪観念を教わった青年だった「私」は、先生とほぼ同じ世代である父親の

前で「儒家の家へ切支丹の臭を持ち込む」のを意識したということが描かれている。先生

の心性における儒教の倫理観の背景を含めて理解すれば、欧化思潮に学ぶ知識人である先

生と彼の影響を受けた青年の「私」の内面には、儒教の倫理観とキリスト教の原罪観念が

共存していたということが見えてくる。それによって、Kを自殺に導いた先生は心の中で

自分のエゴイズムを強烈に意識し、この意識が友人を尊重すべき倫理観との鬩ぎ合いを招

き、それによって苦しまれていたのであるということが分かる。 

先生は妻に過去を告白できない孤独感と、青年に過去を教えるかどうか決めかねる中で、

自分の処置を解決するきっかけを迎えた。 

 

すると夏の暑い盛りに明治天皇が崩御になりました。其時私は明治の精神が天皇に始

まつて天皇に終つたやうな気がしました。最も強く明治の影響を受けた私どもが、其

後に生き残つてゐるのは必竟時勢遅れだといふ感じが烈しく私の胸を打ちました。私

は明白さまに妻にさう云ひました。妻は笑つて取り合ひませんでしたが、何を思つた

ものか、突然私に、では殉死でもしたら可かろうと調戯ひました。（二九七頁） 

 

私は殉死といふ言葉を殆ど忘れてゐました。平生使ふ必要のない字だから、記憶の底

に沈んだ儘、腐れかけてゐたものと見えます。妻の笑談を聞いて始めてそれを思ひ出

した時、私は妻に向つてもし自分が殉死するならば、明治の精神に殉死する積だと答

へました。私の答も無論笑談に過ぎなかつたのですが、私は其時何だか古い不要な言

葉に新しい意義を盛り得たやうな心持がしたのです。（二九七頁） 

 

 小島毅の指摘によると、武士道の殉死は江戸時代にすでに廃止されたため、乃木希典の
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殉死もそれに学んだ先生の殉死も「先生の遺書」の表現通りに古い観念である44。「私に

乃木さんの死んだ理由が能く解らないやうに、貴方にも私の自殺する訳が明らかに呑み込

めないかも知れませんが、もし左右だとすると、それは時勢の推移から来る人間の相違だ

から仕方がありません。」（二九八頁）先生の言葉からも窺えるように、「明治の精神に殉

死する積だ」という先生の自殺は、明治天皇への忠誠心ではない。それよりも、彼の心性

を育ててきた陽明学の背後における儒教の倫理観に殉じるという意味があるのだろう。 

 先生の遺書を受け取った青年の「私」は、数年後、先生との間の出来事を回想して手記

を書いた。その中に、先生に対する尊敬の情が流露している。 

 

私はその人を常に先生と呼んでゐた。だから此所でもたゞ先生と書く丈で本名は打ち

明けない。是は世間を憚かる遠慮といふよりも、其方が私に取つて自然だからである。

私は其人の記憶を呼び起すごとに、すぐ「先生」と云ひたくなる。筆を執つても心持

は同じ事である。余所余所しい頭文字抔はとても使ふ気にならない。（三頁） 

 

 「私に取つて自然だから」という言葉は、先生に対して同情的な態度を取るのが自分の

性質に合うという意味として使われている。ここの「自然」も前述の「人間性」の意味を

指している。この箇所以外に、「私」の手記の初夏の場面にも、「自然」という言葉が使わ

れている。 

 

其日私の気力は、因循らしく見える先生の態度に逆襲を試みる程に生々してゐた。私

は青く蘇生らうとする大きな自然の中に、先生を誘ひ出さうとした。 

「先生何処かへ散歩しませう。外へ出ると大変好い心持です」（七二頁） 

 

芍薬も十坪あまり一面に植付けられてゐたが、まだ季節が来ないので花を着けてゐる

のは一本もなかつた。此芍薬畠の傍にある古びた縁台のやうなものゝ上に先生は大の

字なりに寐た。私は其余つた端の方に腰を卸して烟草を吹かした。先生は蒼い透き徹

るやうな空を見てゐた。私は私を包む若葉の色に心を奪はれてゐた。其若葉の色をよ

く〱眺めると、一々違つてゐた。同じ楓の樹でも同じ色を枝に着けてゐるものは一つ

                                                      
44

 小島毅『儒教が支えた明治維新』晶文社、二〇一七年、五六頁。 
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もなかつた。（七四頁） 

 

 前後の文脈を対照すれば分かるように、「大きな自然」は森羅万象としての外在の自然

環境そのものを指している。青年の「私」は気分転換のために先生を誘ったが、先生は遺

書の中でこの散歩の際にも自分の心持ちは変わらなかったと述べている。そこから、先生

の「自然」は内在の倫理観に従う人間性の現れであるのに対して、青年の「私」の「自然」

は外在の自然環境と調和する人間性の現れであるという違いが見えてくる。 

 つまり、先生は他者との調和の志向として、内在の倫理観に対して責任を取る一方、青

年の「私」は無自覚に同情の態度で先生に接するように行動していた。従来、『こゝろ』

を論じる際に、先生のエゴイズムへの検討に重点が置かれるという傾向が見られるが、人

間と社会と自然環境の調和として、「私」の手記をもう一度読み直したらどうだろうか。 

 

頭といふのはあまりに冷か過ぎるから、私は胸と云ひ直したい。肉のなかに先生の力

が喰ひ込んでゐると云つても、血のなかに先生の命が流れてゐると云つても、其時の

私には少しも誇張でないやうに思はれた。（六四〜六五頁） 

 

 「頭」と「胸」は前述の「ヘッド」と「ハート」の文脈より生じる表現である。後年の

「私」は回想の中で先生に感情を動かされたと記している。この感情は、「暗い人世の影

を遠慮なくあなたの頭の上に投げかけて上ます」という先生の教訓より生じたものよりも、

むしろ教訓を知る前に無条件的に先生の生を受け入れる彼の自発的な同情心であるだろ

う。 

 

今考へると其時の私の態度は、私の生活のうちで寧ろ尊むべきものゝ一つであつた。

私は全くそのために先生と人間らしい温かい交際が出来たのだと思ふ。もし私の好奇

心が幾分でも先生の心に向つて、研究的に働らき掛けたなら、二人の間を繋ぐ同情の

糸は、何の容赦もなく其時ふつりと切れてしまつたろう。若い私は全く自分の態度を

自覚してゐなかつた。それだから尊いのかも知れない（十九頁） 

 

 前掲の『四季』の春の場面では、若者に与える「自然」の影響に関して、「優しい心を

育て、如何に生きるかを教え、よき教養を身につけさせ、快活な精神を吹き込み、燃える
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心に 高遠な目的を植え付けさせる」という描写が見られる。『こゝろ』における青年の「私」

と外在の自然環境の関係は、キリスト教の自然観を思想の背景するとは言えないが、『四

季』のように自然環境が優しい人間性を育むことを表現していると言える。人間性を包み

込む「大きな自然」という、イギリスナチュラリズムにおけるトムソンの『四季』の表現

と位置づけから学んだ概念は、漱石の「自然」を考える際にとても重要な概念であると考

えられる。 
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終章 

 

第一節 研究結果 

本論は、夏目漱石におけるイギリスロマン主義思潮の認識を考察し、それが漱石の作品

に表象・引用・受容されていることを比較・分析してきた。そして、様々な資料を検討す

ることにより、漱石における「自然」という用語の背後に繰り広がっている思潮の背景を

具体的に指摘した。 

 第一章では、明治前半期のワーズワース熱における「自然」の翻訳の傾向を考察した。

考察の結果として、ワーズワースの「万有神論」の自然観は、当時の知識人によって科学

思潮、儒教思想、俳句と和歌の世界観で解釈されていた。一方、漱石によるイギリスナチ

ュラリズムの紹介は、翻訳ストラテジーに変化をもたらした。目標文化の価値観を表現し

ない直訳が現れたという現象が見られる。その後のワーズワースの「自然」の翻訳には、

東西の自然観の結合も示されている。漱石が浦瀬白雨の訳詩集に序を寄せたことも、『文

学論』で『抒情歌謡集』に言及したことも、ワーズワースに対する持続的な関心であると

言える。 

 第二章では、まず『文学論』が取り上げた心理学書の内容を手がかりにして、漱石の自

然観における心身一元論の背景を指摘した。この考察をもとに、『草枕』の語り手である

画工がシェリーの「ひばりに寄せて」の引用の際に、シェリーの霊肉二元のプラトニズム

よりも、鳥と人間と自然の合一性に着目して漢詩と禅の自然観と結び付ける傾向を示して

いると指摘した。それから、画工の「純客観」と「心の統一」の視点が心身一元論の表象

であると指摘し、ワーズワースの「水仙」に対する画工の言及から自然と心の合一性を探

求する傾向を見出した。最後に、画工が「非人情」の旅の最後に辿りついた「憐れ」の感

情の発見について、心身一元論を取り入れたフランス心理学者であるリボーの『感情の心

理学』における“sympathy”の概念と、那美の女性像の基底となる「ひばりに寄せて」の描

写における“sympathy”の表現を手がかりにして、自然との合一性を求める旅の探求が他者

に対する倫理感情の生成に繋がると指摘した。 

 第三章では、漱石におけるフランス革命とロマン派への関心の交差について考察を行っ

た。漱石はダウデンの『文学研究』を手がかりにして、フランス革命に呼応したイギリス
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ロマン派の革命精神とホイットマンの楽天的な「平等」観を対比し、この対比を通して、

「四民平等」の理想への関心を喚起した。彼はさらに、マレットの『フランス革命』を通

してルソーの自然権に関する知識を得た一方、東西文明の違いに気付いた。「自然に帰れ」

という考え方は、西洋においてはルソーの『社会契約論』を素地として、社会の「平等」

を追求する積極性があるが、東洋においては世俗離れの消極的な隠遁精神を表す概念であ

る。漱石はこの違いを見極めつつ、ダウデンの『フランス革命と英文学』を手がかりにし

て、フランス革命が十八世紀後半と十九世紀初期のイギリス文壇に影響を与えたプラスと

マイナスの両側面を認識した。フランス革命の「自由、平等、博愛」の理想を掲げる革命

自体は恐怖政治に展開したが、漱石は明治維新の「四民平等」の理想に希望と誇りを抱き

続け、フランス革命の理想を初期作品に描き込んでいる。例えば、フランス革命における

個人の「自由、平等」の理念を『草枕』の末尾で描き、『二百十日』の表現を通してルソ

ーの「自然に帰れ」に基づいた「平等」の探究を日本の風景に見出した。『二百十日』に

見られる平民と士族の同胞愛はフランス革命の「博愛」の精神に学ぶものであると言える。

『野分』の中では、それが社会への「博愛」に変わった。イギリスロマン派の第二期の詩

人がフランス革命後の政治の保守化に対して新たな革命精神を描き出したように、漱石は

明治社会における資本主義の展開と封建制の残存の問題に着目して、初期作品を創出した

と言える。 

 第四章では、漱石の学問史におけるスペンサーの『妖精の女王』の読書背景を考察する

ことを通して、『妖精の女王』における「暗闇の奇想」という特徴から、『夢十夜』との比

較の可能性を見出した。まず、『妖精の女王』のユーナ像の表現を取り上げ、ユーナ像に

おける「百合」や「明けの明星」の描写が『夢十夜』の「第一夜」の女性像に投影してい

るということを指摘した。さらに、「スペンサー連」とも呼ばれるイギリスロマン派とロ

マン派の影響を受けたラファエル前派の詩人の描いたの女性像にも着目し、相似性がより

高いユーナ像以外に、ロセッティの「祝福されし乙女」における「百合」と「星」の要素、

ワーズワースの「この少女は人の通わぬ路傍に住んでいた」における「星」の描写も「第

一夜」に投影していると分析した。それから、『妖精の女王』に描かれる「美女」と「悪

女」の描写と二面性を考察することによって、『夢十夜』の「第五夜」、「第七夜」、「第十

夜」における女性像の投影を指摘した。最後に、『妖精の女王』における独立の女性に関

する描写だけが『夢十夜』の表現の要素として取り入れられていないという素材の取捨の

傾向を検討したが、漱石のメモに記されている男女不平等の社会背景と対照することによ
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って、その原因が当時の社会のに向ける創作の策略であると指摘する一方、漱石が『夢十

夜』の表現を通して女性尊重の意識の不在という近代化の問題に問いかけていると捉えた。 

 第五章では、漱石のイギリス留学の日記に見られるキーツの自然詩への賛美を手がかり

にして、『文学論』と『三四郎』との関わりを考察した。まず、キーツの審美主義の後景

となるロマン派のシェイクスピア評価を具体的に指摘し、ビアーズやブランデスの文学史

におけるキーツへの言及と漱石の蔵書の書き込みを取り上げた。この考察に基づき、キー

ツの詩である「ギリシャ古壷のオード」、『レイミア』を引用した『文学論』に用いられて

いる「感覚」、「感情」、「自然」、「文芸上の真」という論述がキーツの審美主義と関連する

と指摘した。さらに、この考察を踏まえて、『三四郎』の中でる美禰子の「詩人」像が現

れた「空中飛行器」論争が、『レイミア』の結婚の文脈に見られる科学思潮とキーツの想

像力の衝突を基底とすると指摘した。その上で、ビアーズの文学史の叙述を手がかりにし

て、キーツが同年に創作した「つれなき美女」と、ゴシック・リバイバルを代表する詩人

であるスコットの『湖上の美人』におけるエレインの女性像が同時に美禰子に投影してい

ると指摘した。さらに、ベーコンの「自然法則」の女性観を受け継いだ三四郎における女

性嫌悪の傾向をうき彫りにしつつ、彼を諭す広田先生の言葉の背後におけるナチュラリズ

ムの背景を指摘した。最後に、キーツの詩の翻訳者である田山花袋に対する漱石の人物造

形の答えが『三四郎』に描き込まれていることを明示し、作品全体の流れがイギリスナチ

ュラリズムの背景、及びシェイクスピアの人物造形の「自然らしさ」に対するイギリスロ

マン派の評価と結び付いていると指摘した。 

第六章では、漱石が『文学論』で言及したシャトーブリアンの『ルネ』の背景と、ブラ

ンデスの『十九世紀文学主潮』の内容を取り上げ、芥川龍之介が『文学論』と『十九世紀

文学主潮』を読んで、『ルネ』と漱石の『それから』の主人公である代助を比較したこと

を取り上げた。これを手がかりにして、漱石が関わっていた『帝国文学』、『明星』とフラ

ンス文学翻訳者の交流圏を考察し、吉田荻洲訳の「ルネ」と『それから』の主人公像の相

似点を指摘した。特に、代助の「アンニュイ」はフランス語の“ennui”（倦怠感）より生

じた外来語であるが、これについては、明治時代における“ennui”の翻訳の背景、『十九世

紀文学主潮』が取り上げたルネの“ennui”の特徴との比較を試み、この言葉を用いたルネ

と代助の造形の高い相似性を指摘した。また、翻訳の背景との関連性から、ノルダウの『堕

落論』の影響と『それから』の表現の関連性について検討し、代助像に見られるデカダン

スの要素を見出した。さらに、「René」を記したノートの「Love」と「Nature」を手がか
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りにして、代助が「アンニュイ」を脱出するために求める「自然の愛」がロマン主義に摂

取されたナチュラリズムと関連すると指摘した。最後に、この考察の結果を踏まえて、『ル

ネ』における『オシアン』の受容を取り上げながら、工業化と都市化を批判し、人間と自

然環境との調和的な家族像を求める代助の眼差しが、ロマン主義の自然賛美の流れを汲ん

でいるという側面を見出した。 

第七章では、イギリスロマン主義思潮の受容に関する研究の一環として、漢語の「浪漫」

に見られる意味の変化を考察した。まず、漢語の「浪漫」がドイツロマン主義を摂取した

明治文壇のロマンティック・ナショナルリズムの影響で、国家主義の道徳観と結び付けら

れるようになったという現象を指摘した。それから、漱石が作品や講演を通して近代化社

会の分業構造のもたらした個人の孤立現象を取り上げ続けることによって、大阪朝日新聞

社の巡回講演の最後の「文芸と道徳」で「浪漫主義」の道徳観を批判したということを取

り上げた。そして、この背景との対照を通して、『彼岸過迄』に用いられる「浪漫趣味」

という言葉がロマンティック・ナショナルリズムの表象である一方、明治四十年代に流行

し始めた恋の「ロマンス」の意味も入っていると指摘した。さらに、作品の表現と漱石の

蔵書、ノートの記述と対照することを通して、作中人物の一人である須永の恋愛傾向の内

向性が、家父長制の封建性を中核として、十九世紀ドイツロマン派詩人であるノヴァーリ

スの神秘主義の傾向を取り入れているのを見出した。一方、その内向性より出る行動がノ

ヴァーリスの「憧憬」の精神の反映であると指摘した。最後に、大正期に入ってから、漢

語の「浪漫」がドイツの外交行動に関する『朝日新聞』の捉え方に影を落としたというこ

とを取り上げつつ、漱石が他界するまで「私の個人主義」とドイツの軍国主義を批判する

「点頭録」において国家と個人の関係をめぐって思索し続けていたという痕跡を辿った。 

第八章では、漱石及び明治文壇の論者たちがランドスケープ描写の先駆者であるトムソ

ンの自然描写をナチュラリズムの一環として捉えていたことを取り上げる一方、トムソン

の『四季』では実際にキリスト教の自然観に置かれる四季の循環の構造が描かれていると

指摘した。そして、先行研究が『こゝろ』について指摘した「循環する季節」との関連性

として、『こゝろ』における語り手の「私」の手記と「先生の遺書」における季節の場面

描写の連関性を見出した。その上で、「私」の手記と『四季』に見られる表現の共通点を

例示しつつ、特に手記における春の場面描写に見られる「恋は罪悪です」という概念と「先

生の遺書」に見られるキリスト教の要素の関連性から、『四季』の「春」に示されている

原罪観念が『こゝろ』の表現に流れ込んだということを見出した。特に、『四季』の中で
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人間は神の自然法則のもとで自然環境と調和する存在として描かれている。一方、『こゝ

ろ』の遺書に見られる明治維新を促した陽明学における「天」の概念を背景とする先生の

良心の発見、そして大人になった語り手の「私」が自然環境の感化を受けて純粋な同情心

を先生に向けた昔のことを尊く思うと記述した手記の表現にも、調和の思考が示されてい

る。この考察を通して、イギリスロマン主義におけるナチュラリズムの影響が、漱石の作

品を理解するための重要な手がかりである、ということを示した。 

 

第二節 本研究の意義 

 

この論考は、以下の三つの意義があると考える。 

 

（一）近代の「自然」という概念への理解 

 

 筆者が研究の対象とした明治期は、宗教学、哲学、科学、文学などの分野における自然

観が新たに翻訳・紹介され、「自然」という概念への理解が複雑になり始めた時期である。

本論の考察が示してきたように、日本における「自然」への愛情は、むろん四季文明の風

土に育てられた傾向であるが、日本の自然観は外国の思潮の影響を受けて新しい要素が加

わって変化するものでもある。 

 イギリスロマン主義思潮は、ナチュラリズムの流れを摂取したため、日本の感覚として

受け入れやすかっただろう。最初は作品の翻訳で『文学界』のような文学サークルができ

た。それから、思潮の研究・紹介によってイギリスロマン主義思潮への認識が段々と深ま

った。この文壇の動向に接した夏目漱石はイギリスへ留学し、英語の文献や作品を読んで

いた。彼における「自然」という言葉は日本語でありながらも、文脈によって西洋の自然

観が浸透する傾向が見られる。この傾向について、本論は全部を究明したとは言えないが、

イギリスロマン主義思潮との関わりとして、ナチュラリズム、心身一元論、自然権、キリ

スト教の自然観、審美の対象、人間性の表現とに対する漱石の着目を新たに指摘した。 

 そして、この考察の一部は、漱石の作品と明治時代の文壇、新聞・雑誌の繋がりに言及

している。漱石が用いる「自然」の意味は、英文献の読書の内容を反映する一方、創作に
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関する応酬に見られるように欧化思潮の影響を受けた同時代の文壇にも通用していた。漱

石自身も明治初期のワーズワース熱から影響を受けて、「自然の児」「自然の愛」という言

葉を作品の表現に使っていた。日本の「自然愛」を語る場合、明治期におけるイギリスロ

マン主義思潮の摂取がメディアを通して自然環境への感受性を強めたということも考慮

に入れるべきだろう。 

 

（二）作品の読解の糸口として 

 

 本研究は、学問史への考察を基礎として、同時代と創作者の知的背景を取り入れながら、

作品の読解を行ってきた。この基礎を前提として、作品の中で引用・言及されていない一

見関連性のない別の作品との比較が可能になった。比較研究を行うには、それぞれの作品

の背後における知的背景、文化的文脈、翻訳の動向にも配慮する必要があるため、イギリ

スロマン主義思潮は明治時代の作品と文壇の動向への理解を深めるための重要な要素だ

と言える。 

 そしてこの考察の内容は、二つの研究方法を示している。一つは、作品と作品を中心に

行われてきた比較研究の方法として、翻訳の動向と文学史の影響という両者の作用も考え

られることである。もう一つは、性格描写への観察を活かすことである。本論の考察の結

果も示しているように、近代小説の人物描写は外国の作品や著作を参考にして、それまで

にない人間像を描き出す傾向が見られる。表現の類似点と字句の一致性以外に、この特徴

も作品の表現意図に迫る糸口だと考える。 

 また、漱石の作品の研究において、イギリスロマン主義思潮は二つの中核の概念を読み

解く手がかりになる。一つは、「自然」と女性の関連性である。例えば本論が示してきた

ように、『夢十夜』の女性像はキリスト教の自然観を基底とした自然描写を取り入れてい

る。そして、『三四郎』における美禰子の女性像は、キーツがルネサンス的な「自然」に

見出した「感覚」「感情」という人間の主観性によって裏付けられているものであるのに

対して、三四郎の女性嫌悪は近代科学の哲学的基礎であるベーコンの「自然解明」の客観

的思考による人間の自然支配の考えによって裏付けられている。もう一つの概念は、作中

人物に関する「感情」の文脈である。例えば、『こゝろ』はテクスト読解によるエゴイズ

ムの教訓の発見や明治維新に関する歴史の考察以外に、イギリスのナチュラリズムの流れ

におけるキリスト教の原罪観念に基づいた「感情」の文脈からも読むことができる。それ
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よって、多元的価値観のせめぎ合いがもたらしたアイデンティティの崩壊がどのように社

会を生きる人間を自殺に導いたか、ということを理解する。そういう意味で、イギリスロ

マン主義思潮への理解がなければ、漱石作品の中の男女関係、作中人物の自然観、倫理観

もはっきり見えてこないと考えられる。 

 

（三）文芸思潮の意義について 

 

 本研究の一環として、先行研究の考察を踏まえながら、明治時代における「ロマンチシ

ズム」、「浪漫」の捉え方に関する考察を試みた。イギリスロマン主義は様々な概念を含む

用語であるが、明治時代の文壇の使い方の傾向として、「ロマン主義」＝「ロマンス」、「空

想」、「国家主義」という固定観念が主流であった。考察の内容から、「ロマンチシズム」、

「浪漫」は明治時代における学問の発展と文壇の論争の中で簡略化した意味として大雑把

に捉えられていたのが窺える。一方、明治四十年にはやり始めた「ロマンス」の意味は、

大正期になるとさらに普及されるようになった。日夏耿之介の『明治浪曼文學史』には以

上の三つの捉え方を継承している。ビアーズなどの文学史を参照した笹淵友一や吉田精一

の研究以外に、この三つの捉え方は日本文学研究に散見されている。「ロマン主義」に対

する捉え方の偏りは、その言葉の捉え方の歴史に根源するものだと思われる。 

 また、ロマン主義に関する研究の着眼点として、今までの研究は「近代的自我」を強調

しすぎているように思われる。「近代的自我」は、むろんロマン主義における「個人」と

いう概念を日本の社会背景に求める際に生まれた概念である。例えば、本論で示したよう

に、イギリスロマン主義は明治時代に流れ込んだ文芸思潮として、作品の翻訳において目

標文化による自国の自然観の表象が見られるが、明治期小説の内容において社会制度の束

縛に問いかける「個人」の本能欲の表現に用いられている。「個人」という概念を考える

には、人間の主観性と自然環境の関係、女性賛美の意義などの着眼点もあるだろう。さら

に、人間と自然の共生の意味として、自然環境を観察・解明の対象にするという哲学的基

礎の問題への批判意識が環境意識に繋がることは、近年の英文学研究で試み続けられてき

た課題である。その積極的意義に共感した筆者は、漱石を中心に論考を行ってきた。日本

近代文学におけるさらなる研究の蓄積は今後も期待できる。 
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第三節 研究課題 

 本研究は、イギリスロマン主義の受容圏を視座として、漱石の『こゝろ』までの資料や

作品を範囲として考察してきたが、この考察の中でいくつかの研究課題が残されている。 

第一に、漱石の後期作品（『行人』、『道草』、『明暗』）の中では、「自然」、「天」という

概念との関連として家庭の中の女性が描かれている。この表現は、「自然」と「天」の文

化背景との関連性の延長線において書かれたものだと考えられる。ただし、後期作品には

それまでの作品のように、イギリスロマン主義思潮と関連する用語が取り入れられていな

い。実証主義の見地からイギリスロマン主義思潮との比較研究を行うのは難しいと思われ

る。本論の研究成果を踏まえながら、さらに社会学やジェンダー論の方法を導入してその

ジェンダー構造を解明することができるだろうと考える。 

 第二に、本研究は漱石との関連性に限って、同時代におけるロマン主義の受容に触れて

きた。明治時代のロマン主義や北村透谷の宗教観などの側面に関する既存の先行研究があ

るため、同じ視点で研究を進めることは難しいだろう。ただし、本論が第一章で明治時代

におけるワーズワースの翻訳の表現を分析したように、異なる視点と資料から研究を進め

ることができるだろう。従来、西欧の文脈が日本近代文学に取り入れられたという認識が

あったが、日本はどのように外国文学を理解していたのか、イギリスロマン派の翻訳（例

えば、キーツの詩）に関する研究は未開拓の分野であると言える。特に東西融合、江戸と

明治の連続の部分に関する詳細な検討が必要だと考えられる。 

 第三に、明治初期の自然描写に関して、先行研究では「文体」の革新についての論考が

多いが、本研究の着眼点と英文学研究に見られる環境意識の萌芽という見地から見れば、

日本近代文学（例えば、国木田独歩、島崎藤村）における自然描写の意義は改めて考える

ことができるだろう。そういう意味で、日本のロマン主義の研究はまだ十分に行われたと

は言えない。本研究の問題意識との関連として、同時代の研究に範囲を拡げ、異なる思潮

との関連による思潮の変容の現象も考察の対象になるだろう。例えば、明治時代の射程と

して、大正以降の「浪漫主義」はどのような様相を示しているのか、という方向が考えら

れる。また、本論の研究テーマの扱いの制限で、第六章においてロマン主義から世紀末思

潮までについて議論を深めていない箇所について、さらなる研究調査を進める余地がある

と考える。今後の課題としたい。 



239 
 

参考文献一覧 

 

 

一、作品等 

 

（一）漱石作品、資料及び蔵書 

 

夏目漱石『漱石全集』全二十八巻と別巻、岩波書店、二〇一七～二〇二〇年。 

夏目漱石著『夏目漱石集 2』（『日本近代文学大系』二十五巻）角川書店、一九六九年。 

夏目漱石『社会と自分』実業之日本社、一九一三年 

釈義玄撰、慧然編『首書増補臨濟慧照禅師録』、出雲社文治郎、一六九九年。 

松崎覺本編『佛果圜悟禅師碧巖録』光融館、一八九八年。 

Addison. (J.) & Steele (Sir R.). The Spectator. (Morley’s Universal Library). London: G. Routledge 

& Sons. 1890. 

Arnold, M. Essays in Criticism. Ed. Susan S. Sheridan. Boston: Allyn and Bacon, 1896. 

Bacon, F. Novum Organum Scientiarum. Lugd. Bat.: Apud Adrianum Wijngaerde et Franciscum 

Moiardum.1645. 

Beers, H.A. A History of English Romanticism in the Eighteenth Century. London: Kegan Paul, 

Trench, Trübner&Co.1899. 

Beers, H.A. A History of English Romanticism in the Nineteenth Century. London: Kegan Paul, 

Trench, Trübner&Co.1902.  

Brandes, G. Main Currents in Nineteenth Century Literature. 4 vols.(in 6 vols.). London: W. 

Heinemann. 1901-1905. 

Courthope, W.J. A History of English Poetry. 6 vols. London: Macmillan & Co. 1895-1910.    

Coleridge, S.T. Passages from the Prose and Table Talk of Coleridge. Ed. W.H.Dircks. London: W. 

Scott, 1894.  

Coleridge, S.T. Lectures and Notes on Shakespeare and Other English Poets. Ed. T. Ashe. London: 

G. Bell & Sons.1890.  

Crozier, J. B. Civilization and Progress. Fourth Edition, revised and enlarged. London: Longmans, 

Green & Co. 1898.   

Dowden, E. The French Revolution and English Literature. London: Kegan Paul, Trench, Trübner 

& Co. 1897. 

Goose, E. From Shakespeare to Pope. An Inquiry into the Causes and Phenomena of the Rise of 

Classical Poetry in England. Cambridge: University Press. 1885. 

Keats, J. The poetical works of John Keats. Ed. with a memoir by Lord Houghton. London: Bell, 

1899.   

Keats, J. Endymion, and Other Poems. Cassell & Company, Limited: London, Paris, New York & 

Melbourne. 1887.  



240 
 

Ker, W.P. Epic and Romance: Essays on Medieval Literature. London: Macmillan & Co. 1897.  

Macpherson, J. The Poems of Ossian. ( 2 vols. London: W. Strahan & T. Becket. 1773.  

Mallet, C.E. The French Revolution (University Extension Manuals), London: J. Murray, 1897. 

Morgan, C. L. An Introduction to Comparative Psychology. London: W. Scott. 1894.  

Newnes, G. Drawings of Rossetti. Newnes’ Art Library.15 vols. London: G. Newnes.（出版年不明） 

Nordau, M. Degeneration. London: W. Heinemann. 1898.   

Phelps, W.L. The Beginnings of the English Romantic Movement: A Study in Eighteenth Century 

      Literature. Boston: Ginn & Cp. 1902.   

Rossetti, D. G. The Collected Works of Dante Gabriel Rossetti. Ed. by W. M. Rossetti. 2 vols. 

London: Ellis & Elvey. 1897. 

Rossetti, D. G. Dante Gabriel Rossetti. (The Easter Art Annual).London: H.Virture & Co.1902. 

Ruskin, J. Modern Painters. vol.I. London: G.Allen. 1903.  

Ruskin, J. Modern Painters. vol.V. London: G. Allen. 1905. 

Scott, W. Scott’s Lady of the Lake. London: Macmillan. 1896. 

Shelley, P. B. The poetical woks of Percy Bysshe Shelley. Ed.  H. B. Forman. London: Bell, 1892. 

Spencer, E. The Works of That Famous English Poet, Mr. Edmund Spenser. London: J. Edwin.1679. 

Spencer, E. The Faerie Queene; Epithalamion. (Globe Edition).New York: D. Appleton&Co.1886. 

Spencer, E. The Faerie Queene. Book1. Ed. with Introduction and Notes by H.M. Percival. London:  

Macmillan & Co. 1894. 

Spencer, E. The Faerie Queene.Book1. Ed. with Introduction by W.H. Hudson. (Dent’s Temple 

Series of English Texts). London: J.M. Dent & Co.（出版年不明） 

Wordsworth, W. The Poetical Works of William Wordsworth (selected) with a prefatory notice by 

A.J. Symington. London: W. Scott. 1889. 

Wordsworth, W. Lyrical Ballads. Reprinted from the First Edition of 1798. Ed. by E. Dowden. 

London: D. Nutt. 1890.  

Wordsworth, W. Poems of Wordsworth. Chosen and Ed. by Matthew Arnold. London. Macmillan 

and Co., Limited New York: The Macmillan Company. 1900. 

 

（二）同時代 

 

芥川龍之介「点心」（金星堂、一九九二年五月二十二日）『芥川龍之介全集』第七巻、岩波 

書店、一九九六年。 

朝日新聞社説「浪曼的反動を豫期すべからず」『大阪朝日新聞』（朝刊）一九一四年十月八

日。（朝日新聞聞蔵 IIビジュアルデータベース） 

巖本善治「ヲイズヲルスの兄妹」『女学雑誌』一一二号、女學雑誌社、一八八八年。 

浦瀬白雨『ウォルヅヲォスの詩』隆文館、一九二〇年。（国立国会図書館デジタルコレク 

ション） 

片上天玄「英国の自然派」『早稲田文学』十七号、早稲田大学出版部、一九〇七年。  



241 
 

片山正雄「神経質の文学」(1)～(4)『帝国文学』日本図書センター、一九〇八年六月～九 

月。 

島崎藤村「元禄時代の韻文」『藤村全集』第十六巻，筑摩書房、一九六七年。 

高山樗牛「美的生活を論ず」（一九〇一年八月）、姉崎正治「高山樗牛に答ふるの書」（一 

九〇二年二月）『明治文學全集 40』筑摩書房、一九七〇年。 

建部遯吾、池田文藏「故文學士荻洲吉田淳吉君ヲ悼ム」『學士會月報』三一〇号、一九一

三年十二月。 

田山花袋「評論の評論」『趣味』第三巻第十一号、不二出版、一九〇八年十一月。 

登張竹風「漱石君の文学論を評す」（一九〇七年七月、『新小説』第十二巻第七号）『夏目

漱石研究資料集成』第一巻、日本図書センター、一九九一年。 

中村吉藏「中村春雨氏談面白い芝居」『東京朝日新聞』（朝刊）一九〇九年十二月一九日（朝

日新聞聞蔵 IIビジュアルデータベース）。 

西田幾多郎『西田幾多郎全集』一巻、岩波書店、二〇〇三年。 

波多野精一『波多野精一全集』一巻、岩波書店、一九六八年。 

平田禿木「十八世紀に於ける英国詩人」『明星』臨川書店、一九〇三年二月。 

平田禿木『文学界前後』（『明治大正文学回想集成 14』）日本図書センター、一九八三年。 

福沢諭吉『福沢全集』第八巻、国民図書、一九二五年。（国立国会図書館デジタルコレク 

ション） 

宮崎湖処子『帰省』（民友社、一八九〇年）『近代日本キリスト教文学全集１』教文館、 

一九七五年。 

宮崎湖処子『ヲルヅヲルス』民友社、一八九三年。（国立国会図書館デジタルコレクショ 

ン） 

宮崎湖処子『湖處子文集』鹿鳴社、一九〇六年。 

ユージェーンヌ・ウェロン著、中江篤介訳『維氏美学』（下冊）文部省編輯局、一八八三 

  〜四年。（国立国会図書館デジタルコレクション） 

吉田萩州訳「ルネ」『明星』臨川書店、一九〇六年一月、二月、四月。 

 

二、日文文献 

 

（一）単著 

 

赤木善光『漱石と鑑三―「自然」と「天然」―』教文館、一九九三年。 

飛鳥井雅道『近代文化と社会主義』晶文社、一九七〇年。 

安西敏三『福沢諭吉と西欧思想』名古屋大学出版会、一九九五年。 

池田美紀子『夏目漱石 眼は識る東西の字』国書刊行会、二〇一三年。 

上坪正徳『シェイクスピアとロマン派の文人たち』中央大学出版部、二〇一七年。 

江藤淳『漱石とアーサー王伝説：『薤露行』の比較文学的研究』東京大学出版会、一九七

五年。  
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江藤淳『漱石論集』新潮社、一九九二年。  

海老池俊治『明治文学と英文学』明治書院、一九六八年。  

大岡昇平『小説家夏目漱石』筑摩書房、一九八八年。 

岡三郎『夏目漱石研究 第一巻 意識と材源』国文社、一九八一年。 

岡地嶺『ワーヅワスのルーシー詩編鑑賞と研究』開文社、一九六二年。 

岡地嶺『イギリスロマン主義と啓蒙思想』中央大学出版部、一九八九年。 

小口一郎編『ロマン主義エゴロジーの詩学』音羽書房鶴見書店、二〇一五年。 

片岡大右『隠遁者、野生人、蛮人―反文明的形象の系譜と近代―』知泉書店、二〇一二年。 

加藤二郎『漱石と禅』翰林書房、一九九九年。 

亀井俊介『英文学者夏目漱石』松柏社、二〇一一年。 

亀山佳明『夏目漱石と個人主義』新曜社、二〇〇八年。 

柄谷行人『漱石論集成』第三文明社、二〇〇一年。 

北川扶生子『漱石の文法』水生社、二〇一二年。 

北野昭彦『宮崎湖処子国木田独歩の詩と小説』和泉書院、一九九三年。 

小島毅『儒教が支えた明治維新』晶文社、二〇一七年。 

小林英美『ワーズワスとその時代――『リリカル・バラッズ』と読者たち』勉誠出版、二 

〇一五年。 

小宮洋『夏目漱石の明治―自由民権運動と「大逆」事件を中心にして―』風詠社、二〇一 

八年。 

坂口周作『シェリーの世界―詩と「改革」のレトリック―』金星堂、一九八六年。 

佐々木英昭『漱石先生の暗示』名古屋大学出版会、二〇〇九年。 

笹淵友一『「文學界」とその時代』明治書院、一九五九年。 

笹淵友一『浪漫主義文学の誕生―「文学界」を焦点とする浪漫主義文学の研究―』明治書 

院、一九九一年。 

佐渡谷重信『漱石と世紀末芸術』講談社学術文庫、一九八四年。 

塩田良平『山田美妙研究』日本図書センター、一九八九年。 

ジャクソン・ベイト著、小黒和子訳、『古典主義からロマン主義へ―18世紀英国の文学的 

  風土』みすず書房、一九九三年。 

瀬沼茂樹『夏目漱石』東京大学出版会、一九八七年。 

高宮利行『アーサー王物語の魅力―ケルトから漱石へ』秀文インターナショナル、一九九

九年。 

玉井敬之『漱石一九一〇年代』翰林書房、二〇一四年。 

ダミアン・フラナガン『日本人の知らない夏目漱石』世界思想社、二〇〇三年。 

塚本利明『漱石と英文学『漾虚集』の比較文学的研究』（改訂増補版）彩流社、二〇〇三 

年。 

出口保夫『キーツとその時代（上）』中央公論社、一九九七年。 

出口保夫『漱石と不愉快なロンドン』柏書房、二〇〇六年。 
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出口保夫『評伝ワーズワス』研究社、二〇一四年。 

長尾宗典『＜憧憬＞の明治精神史』ペリカン社、二〇一六年。 

ノースロップ・フライ著；渡部美智子訳『イギリスロマン主義の神話』（Frye, Northrop. A 

   Study of English Romanticism.）八潮出版社、一九八五年。 

野谷士、玉木意志太牢編『漱石のシェイクスピア』朝日出版社、一九七四年。 

野網摩利子「文学の生命線―『リリカル・バラッズ』から漱石へ」『世界文学と日本近代 

文学』東京大学出版会。 

芳賀徹『絵画の領分近代日本比較文化史研究』朝日新聞社、一九九〇年。 

飛ヶ谷美穂子『漱石の源泉―創造への階梯』慶応義塾大学出版会、二〇〇二年。 

飛ヶ谷美穂子『漱石の書斎―外国文学へのまなざし 共鳴する孤独』慶応義塾大学出版会、

二〇一七年。 

仁木久恵『漱石の留学とハムレット』リーベル出版、二〇〇一年。 

日夏耿之介『明治浪漫文学史』中央公論社、一九七八年。 

平石典子『煩悶青年と女学生の文学誌』新曜社、二〇一二年。 

丸山才一『闊歩する漱石』講談社、二〇〇六年。 

水川隆夫『漱石と明治』文理閣、二〇一八年。 

リリアン・ファースト著、床尾辰男訳『ヨーロッパロマン主義』創芸出版、二〇〇二年。 

レイモンド・クリバンスキー, アーウィン・パノフスキー, フリッツ・ザクスル著、田中

英道監訳,榎本武文[ほか]訳『土星とメランコリー:自然哲学、宗教、芸術の歴史にお

ける研究』晶文社、一九九一年。 

矢本貞幹『夏目漱石その英文学的側面』研究社叢書、一九七一年。 

柳父章『翻訳の思想―「自然」と NATURE』平凡社、一九七八年。 

尹相仁『世紀末と漱石』岩波書店、一九九四年。 

吉田精一『浪漫主義研究』桜楓社、一九八〇年。 

 

（二）論文 

 

青木周平「明治期の『古事記』研究」『古事記の研究史』高科書店、一九九九年。 

アルヴィ宮本なほ子「漱石の淡黄の花:『草枕』とイギリス・ロマン主義」（（特輯 イギリ

ス・ロマン主義の受容と変容）『比較文學研究』、一〇三号、すずさわ書店、二〇一七

年九月。 

安藤恭子「『東京朝日新聞』から見た『彼岸過迄』――「南洋探検」と「煤煙」と」『漱石

研究』第十一号、翰林書房、一九九八年。 

壱崎泰彦「至福の園のガイアン第二巻節制の騎士の寓意」福田昇八、川西進編『詩人の王

スペンサー』九州大学出版会、一九九七年。 

磯田光一「漱石と二十世紀」『講座夏目漱石第四巻漱石の時代と社会』有斐閣、二〇〇 

  四年。 

伊藤由紀「評伝浦瀬白雨 : イマジズム詩の翻訳紹介の功績を中心に」『比較文学・文化論 
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集』二四号、二〇〇七年三月三十一日。 

伊藤正雄「『福翁百話』の著者と『貧叟百話』の著者」『福澤諭吉論考』吉川弘文館、一九

六九年。 

今村みゑ子「漱石『夢十夜』「第一夜」論 : ハーンとロセッティの享受を中心に」『飯山 

  論叢』一〇（二）一九九三年。 

石原千秋「鏡の中の『三四郎』」『夏目漱石『三四郎』をどう読むか』河出書房新社、二〇 

一四年。 

岩下弘史「夏目漱石とウィリアム・ジェイムズ―『文学論』の「印象又は観念」という用 

語をめぐって―」『比較文学』五六巻、二〇一四年。 

内田道雄「「夢十夜」と「永日小品」」『漱石作品論集成第四巻漾虚集・夢十夜』桜楓社、

一九九一年。 

海老名恵「ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティの作品における二重性」『日本女子大学大

学院文学研究科』二四号、二〇一七年。 

太田三郎「ワーズワースと明治文学―影響の個人差―」『比較文学』研究社、一九七〇年。 

大島真木「漱石とフランス小説」『講座夏目漱石第五巻漱石の知的空間』有斐閣、一九八 

二年。 

岡本昌夫「ワーズワスとコールリッジ」『欧米作家と日本近代文学』教育出版センター、

一九六四年。 

岡本昌夫「明治時代におけるワーズワスの翻訳」Journal of Historical Society of English 

Studies in Japan, 1964(8). 

押野武志「＜浪漫趣味＞の地平―『彼岸過迄』の共同性」『漱石研究』一一号、一九九八 

  年。  

景山直治「ベーコンの二十三頁―漱石のいたずらについて」『夏目漱石森鴎外の文学』教

育出版センター、一九七三年。 

川本浩嗣「中味と形式―漱石の文学論講義」『文学（特集 漱石『文学論』をひらく）』岩 

  波書店、二〇一二年。 

木戸浦豊和「Sympathyの文学論 : 夏目漱石『文学論』における「同感」と「同情」をめ

ぐって」『日本近代文学』八八集、二〇一三年五月。 

木戸浦豊和「〈印象〉・〈観念〉・〈情緒〉―夏目漱石の〈文学の哲学〉とイギリス経験論―」

『日本文芸論叢』、二〇一六年。 

北川扶生子「ジャンルの記憶―漱石における＜文＞の転位―」『日本近代文学』九八集、

二〇一八年。 

熊坂敦子「『三四郎』と英国絵画」『漱石作品論集成第五巻三四郎』桜楓社、一九九一年。   

熊坂敦子「『それから』―自然への回帰」『漱石作品論集成第六巻それから』桜楓社、一九 

九一年。 

江田みゆき「漱石における「自然」―その思想と創作への表出」『日本文学』七五、一九

九一年三月十五日。 
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駒尺喜美「「草枕」の舞台裏―前田卓子と革命―」『日本文学』二三（五）、一九七四年。 

小森陽一「漱石の女たち―妹たちの系譜―」「文学」二（一）、岩波書店、一九九一年一 

 月。 

小森陽一「『心』における反転する＜手記＞―空白と意味の生成―」『漱石作品論集成第十 

巻こゝろ』桜楓社、一九九一年。 

小森陽一「文学と科学の間で―『文学論』における言語観」『文学』（特集 漱石『文学論』

をひかく）岩波書店、二〇一二年。 

小山慶太「ニュートンの光学実験と漱石の科学論」『科学』八六（五）、二〇一六年。 

酒井英行「『二百十日』の周辺:明治三十九年後半の漱石」『日本文学』三四（六）、一九八

五年。 

坂本昌樹「＜浪漫＞をめぐる言説の系譜―漱石文学の影―」『漱石と世界文学』思文閣、 

  二〇〇九年。 

佐藤泰正「『夢十夜』―方法としての夢」『漱石作品論集成第四巻漾虚集・夢十夜』桜楓社、

一九九一年五月。 

佐藤泰正「漱石における＜自然＞―そのひとつのエスキース―」『文学における自然』笠

間書院、一九八〇年。 

佐藤裕子「漱石とワーズワース―「琴のそら音」と“Strange Fits of Passion Have I Known”

をめぐって―」『比較文学』四一巻、一九九八年。 

重松泰雄「夏目漱石―起点としての『それから』を中心に―」『漱石作品論集成第六巻そ

れから』桜楓社、一九九一年。 

鈴木瑠璃子「漱石訳「セルマの歌（オシアン）」及び「カリツクスウラの詩（オシアン）」

の意義」『比較文化研究』五一巻、二〇〇一年三月八日。 

武田幸也「明治期の『古事記』研究と神宮教化」『近代の神宮と教化活動』弘文堂、二〇

一八年。 

塚本利明「『文学論』から「文芸の哲学的基礎」へ:ロイド・モーガン『比較心理学』と 

  の関わりを中心に」『専修人文論集』八九、二〇一一年十月。『専修人文論集』九十、 

二〇一二年三月。 

中野記偉「ロマン派文学とキリスト教」『イギリスロマン派研究―思想・人・作品』イギ

リスロマン派学会、一九八五年。 

中村美子「漱石『明暗』における「自然」をめぐって」『解釈』五六（一・二）二〇一〇

年一月二日。 

中山和子「漱石―初期における自然の意味」『文芸研究』二六、一九七一年十月。 

荻野文隆「夏目漱石とフランス：平等主義と自由主義」『世界文学』一二六号、二〇一七

年十二月。 

朴孝庚「近代語「浪漫」の成立と変遷 」『立教大学日本文学』一二一号、二〇一九年。 

藤本晃嗣「漱石のイプセン受容をめぐって―明治四十年前後の漱石の文学観との関連から」

『九大日文』一三、二〇〇九年三月三十一日。 

藤本晃嗣「『それから』における「誠」：夏目漱石と日本近世儒学の伝統」『九大日文』二
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十五、二〇一五年三月三十一日。 

POCH Deniel「感情表現としての「文」の近代：夏目漱石『草枕』における詩歌と自然と 

「浪漫主義」（日本における「文」と「ブンガク」（bungaku））」『アジア遊学』一六二、 

二〇一三年三月。 

松村昌家「小説美学としての＜非人情＞―『草枕』の成り立ち」『夏目漱石における東と

西』思文閣、二〇〇七年。 

マイケル・ボーダッシュ「夏目漱石の「世界文学」―英語圏から『文学論』を読み直す」

『文学（特集 漱石『文学論』をひらく）』岩波書店、二〇一二年。 

水野真理「内なる異教徒『妖精の女王』の文明論的な読み方」福田昇八、川西進編『詩人 

  の王スペンサー』九州大学出版会、一九九七年。 

三上公子「「第一夜」考――漱石「夢十夜」論への序」『漱石作品論集成第四巻漾虚集・夢

十夜』桜楓社、一九九一年。 

山内正一「ワーズワスと環境詩―田園と都市のはざまで」小口一郎編『ロマン主義エゴロ

ジーの詩学』音羽書房鶴見書店、二〇一五年。 

山本一「幽玄―和歌的なものの周縁」『日本文学』四三（七）、一九九四年。 

吉田正憲「若き漱石の英国「自然詩」研究」『漱石文学の水脈』思文閣、二〇一〇年。  

吉田正憲「スペンサーとワーズワス」福田昇八、川西進編『詩人の王スペンサー』九州大 

学出版会、一九九七年。 

吉武好孝「夏目漱石のホイットマン受容―E・ダウデンの「ホイットマン論」との関連」

『英学史研究』十号、一九七七年。 

 

（三）雑誌 

 

岡三郎「新資料からみる漱石の英国留学」『英語青年』一九八四年八月号。 

越智治雄「漱石と文明（一）」、「漱石と文明（二）」『国文学 解釈と教材の研究』一七（一 

  三）、至文堂、一九七二年十月。 

川副国基「わが国自然主義文学の特殊性」『国文学 解釈と教材の研究』十二（九）、學燈

社、一九六七年七月。 

北山正迪「禅と芸術―『草枕』に触れながら―」『理想』四二四、一九六八年九月。 

坂本浩「浪漫主義の発生と展開」『国文学 解釈と教材の研究』六（十一）、學燈社、一九

六一年八月。 

高宮利行「ユニヴァーシティ学寮の講義と漱石」『英語青年』一九八三年八月号。 

野島秀勝「漱石における「自然」」『国文学・解釈と鑑賞』三八（九）、至文堂、一九七〇

年。 

藤尾健剛、永野宏史「夏目漱石「リボー『感情』ノート」―翻刻と解題―」『文藝と批評』 

八（八）、一九九八年十一月。 

山内久明「近代英詩と漱石―「英国詩人の天地山川に対する観念」を中心に」（夏目漱石 

―比較文学の視点から<特集>）―（漱石にとって英文学とは何か）『国文学 解釈と教
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材の研究』二十八号（一四）、學燈社、一九八三年十一月。 

 

（四）辞書・事典・索引・注釈・年表 

 

泉田昭ほか編『新聖書辞典』いのちのことば社、一九八五年。 

稲垣達郎編『明治文学全集総索引』筑摩書房、一九八九年。 

佐々木英昭『漱石文学全注釈 8』若草書房、二〇〇〇年。 

趙宗正ら編集『儒學大辭典』山東友誼出版社、一九九五年。 

戸川道昭、中林良雄、榊原貴教編『明治期日本翻訳総合年表』大空社、二〇〇一年。 

中島国彦編『文藝時評大系明治篇』十一巻、ゆまに書房、二〇〇五年。 

中村義治『旧約新約聖書大事典』教文館、一九八九年。 

日本近代文学館編『日本近代文学大事典』第三巻、講談社、一九七七年。 

廣松渉 [ほか] 編『岩波哲学・思想事典』岩波書店、一九八八年。 

藤本時男編『聖書植物大事典』国書刊行会、二〇〇六年。 

 

 

三、翻訳文献 

 

入矢義高、溝口雄三、末木文美士、伊藤文生訳注『碧巖録』岩波書店、一九八〇年。 
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基礎と論述のあり方を学びました。津城寛文先生の宗教学研究の分野もロマン主義研究に

おいて欠かせない視点でした。そして、専攻の集中講義で学んだアジア心身論も東西融合

型の研究を進めることにおいて有益でした。このほかに、文学に関する知識をより多く学

ぶために、文芸・言語専攻の総合文学、日本近代文学の授業にも参加しました。時々、先

生方から研究会や講座の情報をいただき、また掲示板のポスターを見て、わざわざ東京に

行って学会やイギリスロマン派講座に参加したこともあります。 

 ゼミと授業以外の日は、ほとんど毎日独学で漱石蔵書目録に記載されている文献と作品
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での発表は、平石先生、飛ヶ谷美穂子先生、及び会場で質問してくださった先生方に大変
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てくれた家族に深く感謝します。 

 

二〇二〇年十二月 

吳勤文 

 

 


