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夏目漱石の病歴と生活（三）

広島文化学園大学看護学研究科

森　下　恭　光

■　緒言

　第三稿となる本稿の主題は，夏目がロンドン留学を終えて帰国した明治三十六年までを論究した前稿
につづく明治三十七年より明治四十年に至る間の夏目の健康状態とその生活の関係を明らかにすること
にある。資料としては歴史的事実を扱うものについては歴史書を用いるのは当然であるが，主題の性質上，
客観性が完全に保証されるものが少ない夏目個人の病歴や生活については，可能な限り広く資料を求め
る必要がある。
　そのためには，夏目自身の残した書簡，日記，断片，論文，創作を検索し，合わせて妻や子ども，学生，
友人，同僚，関係者による著述や談話などに眼を向けて論究に具体性，現実性を持たせたい。そのこと
によって，ともすれば夏目を理想化して論じたり，逆に卑少化して論ずるような結果を生むことを避け
たい。要は，夏目の実像に迫るため，多面的考察を進めることにある。

■　小康状態の夏目

　文字通りの多事多難な年であった明治三十六年が終わり，明治三十七年を迎えることになった夏目の
健康面と生活面の状況はどうであったかを以下に見て行くことにする。
　帰朝後の夏目の職場は第一高等学校と東京帝国大学文科大学英文学科で，いずれも講師としての辞令
を受けている。この時期での勤務先での勤務態度としては元来勤勉な夏目のことでもあり，第一高等学
校においては厳格に，東京帝国大学においては，ロンドン留学の成果を傾注した講義を行っている。講
義内容は「文学論」（又は「英文学概説」）とシェイクスピアの『マクベス』（Macbeth）であった。
三十七年の最初の出勤は一月十九日（火）で，午前10時より12時まで『マクベス』を講義し，同日の午
後１時より３時まで「文学論」を講義している。夏目の大学における講義は，週６時間となっており，
夏目は月曜日，火曜日，木曜日を出勤日とし，２科目を２時間ずつ行っている1）。
　この年，英文学科の学生として夏目の講義『リア王』（King Lear）を受講（注：『マクベス』は二月
十六日で終了。）2）した浦瀬白雨は，九月十九日の日記に「夏目講師のキングリヤ，流石は英文学の泰斗だ，
講壇に立って急がず迫らず，所々面白き諧謔をさえ加えて生
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徒を失笑せしめ乍ら悠々講じ進まるゝ」3）と
その講義振りを描写している。さらに，教壇上の夏目を描写して，「先生は折々よく教壇に立ったまゝ，
空恍けたような顔をして前の方の天井をじっと見詰めて居られることがあった。」と4）記している。文中
にある「空恍けたような顔をして」という表現が意味するところの確認をこの時期の夏目について妻鏡
子が語っているところにより行うと，「三十七年の四五月頃から大分よくなって参りまして」5）と前年に
比べると夏目の家庭における状況は小康状態に入っていたということであり，格別の意味は見出せない。
　夏目自身は，九月二十三日付の野村伝四宛書簡に，自身が頼まれたモロッコ国の歴史について調べる
時間がないので代りに図書館へ行き５，６ページ書いてくれと依頼しながら，追伸に「是非やってくれな
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くてはいけない，いやだ抔というと卒業論文に零点をつける」6）とおどす形でからかっている。そこに多
忙とはいいながら本来の夏目特有の余裕を見ることができるのである。
　一方，一高と東京帝国大学からの収入の不足を補うため，九月より明治大学予科の講師として，週４
時間（毎週土曜）月俸30円で出講する。（７）
　この時期，夏目が居住していたのは本郷区駒込千駄木町57に所在の斉藤阿具宅であった。斉藤は夏目
の旧友であり，明治三十六年三月に二高の教授として赴任した後空屋になったところを借りたものであ
る。敷地が広く，部屋数も７室ほどあり，玄関脇の８畳の和室を夏目は書斎として用いた8）。斉藤によれば，

「或時君に如何して我家に入る事になったかと尋ねたるに，君はあの家の前を通りしに，貸家になってい
た，そうして隣りの車屋で聞いたら，敷金も要らぬと言うから，借りることにしたのだと答えられた事
がある。」9）という。
　広い敷地に部屋数も７室ある貸家に居住するようになった夏目の生活は前年に比べれば一応の平穏な
状態を見せているように見えるが，この年，日本は国際的に大きな試練の中に置かれることになる。
　それは，この年二月十日，わが国はロシアに対して宣戦布告する。そして間もない二十四日には第１
回の旅順口閉鎖が行われている。開戦から３カ月を経た五月十日，夏目は『帝国大学』に新体詩「従軍行」
10）を発表している。この詩は７連からなり，最後の第７連は，「戦やまん，吾武揚らん，／傲る吾讎，茲
に亡びん。／東海日出で，高く昇らん，／天下明か春風吹かん。／瑞穂の国を，／守る神あり，／
八百万神。」11）と感情の興奮を伝える言葉を連ねている。
　この詩作に対する評価を論ずる小宮豊隆によれば，「自分自身にのみかまけていたような漱石が，俄然
としてこういう「征露の歌」を作るに至った，飛躍である。」12）として，その意義の大きさを指摘している。
夏目の詩題は「従軍行」となっているから，それを「征露の歌」と言い換えているところに小宮の思い
入れがあることは事実であるが，ロシアという大国を相手に苦戦を強いられつつあった当時のわが国の
状況を考えるならば，夏目の詩作に対する小宮の評価は根拠のないものとはいえない。そして，この詩
作を夏目の「飛躍」と敢えていうのは，「家庭的に悩まされ，経済的に悩まされ，講義に悩まされ，いろ
んなことで悩まされ続けていた漱石は，日露戦争を機会に，その悩ますことを蹴散らかして「天外出頭」
し，昻揚した気持で創作に従事し始める。」13）その動機になっていることを強調する意図の表われとして
理解される。
　夏目の現実生活を見ると，六月二十七日付の畔柳都太郎宛の書簡末尾に，「両三日前乙なる西洋料理を
御馳走になり果報相つゞき候結果下痢を催おし試験調もものうく候。」14）と記し，不調を訴えている。さ
らに，妻鏡子によれば，夏頃の出来事として次女恒子（明治三十四年生）が泣き止まないのに怒り出し
た夏目が「貴様たちがよってたかって泣かせるのだろう，おれのところに連れてきておけ」15）といって自
分の部屋に連れて行ったものの結局は処置に困り返して来たということに象徴されるように，夏目の精
神状態は小康状態とはいうものの，決して平穏なものではなかった。
　ちょうどこの頃，夏目の家に子猫が迷い込み，いくら追い払っても戻ってくるのに困り果て，夏目に
相談すると「そんなに入って来るんならおいてやったらいいじゃないか」16）とのことで飼うことになると
いう出来事があった。この猫がやがて夏目の作品『吾輩は猫である』のモデルとなる。
　大学では，暮の十二月一日，午前９時より11時まで文学論の講義をしている最中に懐手をして聴く学
生があるのを気にした夏目が腕を出すよう求めても応じないので，重ねて注意すると，脇の他の学生か
ら片手のない学生であることを告げられ，困惑するという出来事があった。
　夏目の講義を4，50名の受講生と共に講堂の正面２階の大教室で受講し，現場にいた森田草平の伝える
ところによれば，注意した学生が片腕であることを知ると，夏目は「何とも言葉が出ない程の衝

ショック

撃を受
けられたらしい。そのまゝ黙って教壇へ引返されたが，暫くは両手を机に突いたまゝ，顔を上げられなかっ
た。」17）と夏目のその時の様子を猫写する。その後夏目は「いや，失礼した。だが，僕も毎日無い知恵を絞っ
て講義をしているんだから，君もたま
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には無い腕でも出したらよかろう。」18）と言って講義を続行したと
いう。この対応については種々な評価がなされ得るが，夏目にとっては精一杯の対応であったろう，と
森田は見る。
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■　教師と作家の間に立つ夏目

　明治三十八年の元旦は，日露戦争における大戦果として旅順開城の号外が出る19）。これに対して夏目は
特別の反応を示していない。少なくとも文字にして残されたものは見られない。
　書簡によって調べると，一月一日付で門下生の野間眞綱宛に書簡を送り，「猫伝をほめてくれて難有い
ほめられると増長して続篇続々篇抔をかくきになる。」20）と記し，直前に『ホトトギス』第８巻第４号（明
治三十八年一月一日刊）に発表された『吾輩は猫である』のことを「猫伝」と表記して，自己の作品が
ほめられることを素直に喜んでいる。
　大学の講義は『ハムレット』（Hamlet）を一月十七日午前10時より12時まで，「文学論」を午後１時よ
り３時まで行っている。この年最初の授業である。教師としての生活はこのように始まり，特筆すべき
ことは暫く起こらないが，夏目の身辺に起こって来る急激な変化は彼の執筆活動が旺盛になって来たこ
とによるもので，この年夏目は『吾輩は猫である』を『ホトトギス』に十月十日発行の第６篇まで出し
ている。その他に『倫敦塔』（『帝国文学』）を一月十日に，『カーライル博物館』（『学燈』）を一月十五日
に，『幻影の盾』（『ホトトギス』）を四月一日に『琴のそら音』（『七人』）を六月に，『一夜』（『中央公論』）
を九月に，『薤露行』（『中央公論』を十一月一日に出している。
　急テンポで展開される夏目の執筆活動，とりわけ創作活動は，当然の結果として読者を得ることになり，
その読者の広がりは，夏目の知名度を急速にあげて行くことになる。それは同時に世人の夏目への関心
を高め，熱心な者は，夏目との接触を強く求めるようになる。それらの中に学生，友人，同僚が含まれ
るのはいわば自然の成行で，この年，夏目の身辺は急ににぎやかになってくる。
　妻鏡子によれば，「この三月頃から，文章会というものが，毎月一回位ずつ開かれました。中略。その
日は何はなくとも朝から私も台所に出て，いろいろ晩飯の御馳走を作りました。」21）と夏目宅で会が催さ
れるようになり起こる生活の変化を伝えている。また，長女の筆子は，当時の父の様子を「父は一生書
斎の人でした。朝起きるときから夜寝る迄，殆んど全く書斎で暮らして居りました。四十近くなってか
ら御承知のとおり小説を初めて書き出した頃には，随分興にのって無理をしたものだそうです。」22）と子
供の眼から見た父の夏目を伝えている。その娘にも父の機嫌の良し悪しは切実な問題であったらしく，「機
嫌のいゝ時の父はやさしいなつかしみのあるよい人でした。その反対に悪い時の怖いことゝ言ったら，
家中びくびくもので足音をしのばせて歩いて居りました。」23）と記す。家庭の中での人間関係には，夫婦
関係，親子関係が主なものとしてあるが，そのいずれにおいても夏目自身の状況が大きく作用すること
は明らかで，そのことによっても夏目家における夏目の存在の大きさが察せられる。
　一高の教師としての生活時間は，その担当時間（20時間）からすると大学より多かった。しかし，一
高の教師としての夏目に関する資料は大学のそれよりはるかに少ない。
　野上豊一郎は，『吾輩は猫である』を書き始めた時期の夏目について語っている。「吾々は今度は先生
を「猫」の作者として特殊な興味を持つようになった。先生の出る教場には，よく黒板に猫の絵を画い
たり，吾輩は金之助（注：夏目の本名）であると書いたり，いろんな楽書があったが，先生はそれを怒
りもしなければ，喜びもせず，後には「ふん」と言ったような態度で，見ぬふりさえせられた。」24）とい
う様子であった。野上の伝える語学教師としての夏目は「謂はば語源学的な態度であった。だからそれ
に応じて下調べをするのには随分苦しんだ。厄介至極な語学の先生だと思っていたが，それでも皆何と
なく先生が好きであった。」25）とも語っている。
　大学の後輩で一高教員として同僚であった畔柳都太郎は，語学教師としての夏目の教育法が「極めて
厳正であって，笑い顔一つされないヤカマしい人だと言う事を聞いて」26）学生に迎合しないところを高く
評価する。
　このような勤務実績が認められ，三月三十一日，第一高等学校から職務格別勉励につき，賞として50
円を支給される27）。
　この日より１週間を経た四月七日付で友人の大塚保治へ宛てて絵葉書きではあるが，「僕は今大学の講
義を作っている。いやでたまらない。学校を辞職したくなった。学校の講義より猫でもかいている方が
いゝ。」28）と書き送っている。封書ではなく葉書きであることから，そこに書かれていることは秘密を要
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するものではないにしても，全く心中にもないことを書いているとも思えない。研究と教育と創作が同
時に同じ比重でかかって来てしまっている現実の厳しさを感じ始めていることの現れと考えられてよい
事例である。この葉書を書いた四月七日は春期休暇中である。
　第一高等学校より職務格別勉励により賞与を受けた夏目であるが，大学の講義の方は，健康上の理由
によらない，多忙を理由とする休講を五月二十二日，二十三日にわたり事務局へ伝えていることが五月
二十二日付の野村伝四（学生）に宛てた葉書に記されている29）。この事は，夏目が大学の講義を軽く扱っ
ていたことを意味するものではないにしても，多少の違和感を与える事実である。六月一日は，対馬海
戦の勝利を祝い，大学は臨時休校となる。この時期，夏目の体調はどうであったか。それを推測させる
手紙が学生の中川芳太郎宛に送られている。七月十六日付のその書簡の中程に，「来学年の講義は作らね
ばならず。明治大学の試験の答案は見なければならず。そこへ持って来て胃が悪いから眠くなる。」30）

など愚痴を連ねている。ここにある「胃が悪いから」とある所に注目すると，それが夏目にとって突発
的なものでなく，慢性的性質のものであることをうかがわせる。恐らく手紙を読む中川にとってもこの
文言は格別意外なものではなかったことが推測される。いわば，夏目の胃弱は家族はいうまでもなく，
夏目をよく知る者にとっては周知の事実であったとさえ推測される。
　七月十一日，東京帝国大学の卒業式に出席。卒業式には，明治天皇行幸。このことは当時の帝国大学
の権威を象徴している。総長は山川健次郎であった。この日から新学年が始まる九月中旬まで，休暇期
間における夏目の私生活は多忙であった。
　夏目の私生活が多忙になって行く原因の一つに，夏目が彼に関心を寄せる者達に対して，極めて誠実
に応えようとする社交性を具えていたことがあげられる。それを象徴するのが彼が送信した書簡の多さ
である。古川久によれば昭和五十年代に刊行された全集に掲載されているものに限っても2,200通を越え
ているという31）。
　夏目の日常生活の多忙は，自らが招く面があったが，公務のほかに費やす時間の増加は次第に彼を悩
ますようになったし，加えて創作欲がいよいよ旺盛になって来る日常に対して，対処する方法を模索す
るようになる。その間における夏目の煩悶の一端が，九月十七日付で高浜清（虚子の本名）に宛てた書
簡にある次の文面に示されている。
　「毎日来客無意味に打過候。考えると己はこんな事をして死ぬ筈ではないと思い出し候。元来学校三軒
懸持ちの，多数の来客接待の，自由に修学の，文学的述作の，と色々やるのはちと無理の至かと被考候。
小生は生涯のうちに自分で満足の出来る作品が二三篇でも出来ればあとはどうでもよいと言う寡欲な男
に候処。中略。とにかくやめたきは教師，やりたきは創作。創作さえできれば夫丈で天に対しても人に
対しても義理は立つと存候。自己に対しては無論の事に候。」32），深刻な話題でもそれを直接的に訴える
のではなく，そこに諧謔を用いることを常とする夏目であるから，受け取り方によれば未だ余裕がある
ように読まれるが，現実に夏目の身体的・精神的状況はかなり切迫していたことがうかがわれる。
　書簡を送った相手の高浜清は，夏目に『我輩は猫である』を『ホトトギス』に載せることを薦め，実
行した当人であることを思量するならば，創作に専念できたら，との願望を伝えているのは当然のこと
と言えよう。
　十月十二日に学生の鈴木三重吉に宛てて送った書簡には「近来来客が無暗にあるので大に人間がいや
になったから五，六人に手紙を出して当分来てはいけないと通話をしましたら。

ママ

其通知を受けた一人の寒
月君（注：寺田寅彦）が通知を受けた翌日すぐやって来ました。」33）との文面によって分かるように，相
手によって内容と調子を変えている。そのことは，夏目の思慮は細部に及び，伝える内容が誤りなく伝
わるように発信していたことを証明している。学生の鈴木は神経を病み，故郷に帰り休学中の境遇にあ
る。彼と夏目の間には長文の書簡が交換されており，この書簡はその後に送られたものである。
　新学年を迎えた夏目は大学で講義を始め，前学年に行った「文学論」は終了し，九月十八日，新しく「十八
世紀英文学」を講義する。またシェイクスピアの『ハムレット』に次いで『テムペスト』（Tempest）を
九月二十二日より講義する。
　この頃夏目は卒業生の皆川正禧に宛てて，九月二十五日付の書簡を送っており，その中に「小生何だ
か陸へ上った魚の如く喘々として消光一寸免職になって半年許り休養が到度候。」34）と記している。相手
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は卒業生であるからという夏目流の配慮がうかがわれるものの現在置かれている教師という境遇，それ
が大学教師であれ，自分は不本意であることを伝えようとする意志は明確である。
　新学年が開始され，新しい内容の講義を進めつつある夏目の心境は複雑であったことがうかがえるも
のの，現実の夏目は充実した内容の講義をしており，とくに後に『文学評論』の書名で刊行される「十八
世紀英文学」は，正宗白鳥も「日本人の観察した西洋文学観として，これほど委曲を尽したものは，他
に類がないだろうと思われる。」35）と賞賛する程の内容を持つものであった。
　第一高等学校での授業については，十月十九日付で学生の中川芳太郎に宛てた書簡に「今日高等学校
で一人の学生を大きな声でしかり付けてやった。そうして全級にこんなに出来ないと皆落第だと宣告し
た。」36）と記していることによって，先に引用した野上の夏目評にあったように厳格な語学教師としての
姿を依然として見せていることがうかがえる。
　この時期の夏目の体調を伝えるものとしては，休学中の学生鈴木三重吉に宛てて十一月一日付で送っ
た絵葉書の末尾に「小生は不相変胃病。晩餐を食うとぐうぐう寝て仕舞います。是で大学の教師が務ま
るかは頗る疑問です。」37）と記しているが，「小生は不相変胃病」と言うところから，胃病は慢性化してお
り夏目自身はそれを深刻に悩んでいる様子は伝わって来ない。
　夏目の胃病が慢性的なものであったことは長女の筆子が記した次の文面によっても明らかである。
　「父は胃が悪かったので，始終薬をのんで居りました。大概日に六回のむのでございます。よく父の薬
のオブラートをつゝんだことを覚えて居ります。それから食事は朝はきまってトーストでした。夜はこ
れもきまってロース四半斤のすき焼がつきものでした。」38）

　この年の暮における夏目の心境をうかがわせるものとして，十二月九日付で野村伝四に送った葉書の
次の文面がある。「僕は小説家程いやな家業はあるまいと思う。僕なども道楽だから下らぬ事をかいて見
たくなるんだね。職業となったら教師位なものだろう。」39）

　これを見る限りでは，夏目は教職を積極的にではなく，消極的に選ばざるを得ない境遇にあり，その
ことが文学者への転身の決断を鈍らせていることが分かる。
　三十七年，三十八年における夏目における心身の健康状態とそれとの関連性を見ながらの生活状態に
関する論述を終えたところで，改めて夏目の死亡直後に行われた解剖結果について執刀者長与又郎が行っ
た講演「夏目漱石氏剖検（標本供覧）」の中で，明治三十七年，明治三十八年に触れる箇所に注目すると，
次のような内容が見出される。
　「三十七八年頃カラ余程胃ガ悪ク居ラレマシタヨウデアリマス，ソレハ塩酸過多症デアッタ。」40）という
のがそれである。
　この内容こそは三十七年，三十八年の間に時折訴えていた胃の不調と符合するもので，本人は深刻に
考えていなかったが，身体の内部では胃病が徐々に進行していたことを証明するものである。
　長女の筆子が記しているように，夏目は日に六回も薬を飲んでいたのであれば，それは医者の処方に
よるものか，売薬程度のものか判然としないが明らかに胃病であった。

■　夏目の転身―教師から作家へ

　明治三十九年における夏目は三十八年につづき旺盛な創作意欲を見せ，主なものでも次のとおりの作
品を発表した。
　一月，『吾輩は猫である・第七・第八』（『ホトトギス』）『趣味の遺伝』（『帝国文学』），三月，『吾輩は
猫である・第九』（『ホトトギス』），四月，』『吾輩は猫である，第十』（『ホトトギス』），『坊っちゃん』（『ホ
トトギス』），八月，『吾輩は猫である・第十一』（『ホトトギス』），九月，『草枕』（『新小説』），十月，『二百十
日』（『中央公論』）。以上にあげたのは創作として発表されたものであり，それ以外のものを入れると，
二月，七月，十月，十二月を除き急テンポで創作を発表している。
　荒正人によれば，『草枕』は七月二十六日に書き始め，八月には原稿を渡すという速さであった41）。
　第一高等学校で20時間，大学で６時間，それに加えて，絶え間ない来客の接待と創作という日常は，
夏目にとって過重負担であるに違いなかった。そのため，従来ならば考え難いことがあるが，野上豊一
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郎によれば「書き出すと時々学校を休む。「草枕」も所労につき一週間休講というので出来たのだったと
思う。あの頃は，機嫌が悪かったようだ。胃の悪いのが原因だったかも知れない。」42）と語っている。座
談会での発言でもあり，推測，伝聞による内容もあるので，すべてを事実と断定はできないものの，私
用で休講という事実は，従来の夏目の勤務態度からは想像し難いことである。
　荒は，この年の夏目について，「この年，神経衰弱は一進一退であった。」43）と記しているが，野上と荒
の違いは，野上は夏目の講義を直接受けた立場から，また，荒は研究者の立場から見るため，夏目の胃
病に注目する野上に対して，神経衰弱の一経過として見ようとすることにも表われている。
　大学の講義は「十八世紀英文学」，『テムペスト』ともに一月の半ば過ぎに始めている。二月二十二日，
東京帝国大学文科大学長坪井九馬三より夏目が辞退した英語学試験委員を引受けるように言われる44）。こ
れより前の二月十七日，夏目は姉崎正治に宛てた書簡に，「大学で語学試験を嘱托する，僕が多忙だから
断わる。其間に何等の文句は入
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らない。」45）と書き，大学からの依頼を多忙を理由に断ったことを告げて
いる。大学としては夏目に試験問題を作成してもらいたいのに，多忙を理由に断る。この経緯には，夏
目の職場における苛立ちが感じられる。夏目は文科大学長に宛てた書簡を二月二十三日付で送り姉崎へ
の書簡とは異なり，自分より適任の方に依頼されたい旨願い出ている46）。
　このような事実を知ると，当時夏目が大学当局に対して，必ずしも好意的対応をしていないことがう
かがえる。しかし，学生に対してはどうであったか。それを象徴するものに当時英文学科の学生であっ
た森田米松（注・草平の本名）との書簡の往復がある。
　一月八日付で森田米松へ送った長文の書簡の末尾に「大学では君の先生かも知れないが個人として文
章抔をかく時は同輩である。決して僕に対して気を置いてはならぬ。君はあまりに神経的，心配的，人
の心を予想しすぎる様な傾向がありはせんかと思う。他人に対してはとにかく僕に対してはそうせん方
がいゝ。君も気楽でいゝでしょう。」47）と書き送ったこともあり，閉塞状況に陥っていた森田は以後，急
速に夏目に接近して行く。文学を志す森田にとっては，夏目程親身にそして的確なアドヴァイスをくれ
る人物はいなかった。
　この書簡の後，夏目は森田に宛てて，一月十日付で2,000字以上にも及ぶ長文の書簡を送り，末尾に「こ
れからはいそがしくなるといつこんな長い手紙をあげられるか分からない。一先づ是で擱筆としま
す。」48）と書きながら，二月十三日には森田からの書簡に応える感じの書簡を送っている。その中に「君
弱い事を言ってはいけない。僕も弱い男だが弱いなりに死ぬ迄やるのである。やりたくなくったってや
らなければならん。君も其通りである。」49）と他を励ますと同時に自己を励ますような文言を連ねている。
森田宛の書簡はこの日にもう１通出している。そして二月十五日，夏目の長文の書簡が森田宛に送られ
る。内容は創作についての助言が主である。「たとい立派なものが出来たって世間が受けるか受けないか
そんなことはだれだって受け合われやしない。只やる丈けやる分の事である。」50）ここにも夏目の自己に
も言い聞かせるような調子が出ている。夏目から頻繁に手紙をしかも長文の手紙をもらうようになった
森田は「何うしてこんなに迄して頂くのかと，おろおろしながら，私が先生の好意を身に沁みて有難く
感じたことは，改めて理るまでもあるまい。」51）と記す。
　書簡を頻繁に受取ったのは森田だけではない。この年に限定しても寺田寅彦，鈴木三重吉，小宮豊隆
の場合も同様であった。
　この時期の夏目の健康状態を調べると，五月七日付で野村伝四に送ったはがきに「胃カタールで薬を
飲むと灰色の糞が出る。不可思議なものだ。」52）と書き，五月十五日付で浜武元次に送った葉書きには「小
生目下胃病服薬中夫でもむしゃむしゃ食い候。」53）と書き送り，さらに五月十九日付で高浜清宛に送った
書簡には，卒業論文を読むのに多忙であることを訴えた後に，「加え眼がわるく胃がわるく。散々な体服
薬の御蔭にて昨今は腹の鈍痛丈は直り大に気分快
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壮の方に候。」54）と記し，胃の痛みは収束したことを伝
えている。五月七日より五月十九日まで胃病に触れる便りを送っていることから，胃の不調をおぼえ，
それが卒業論文読みの作業と重なり苦闘の日々であったはずであるが，困窮しているようには感じさせ
ないのは不思議である。その上，六月十二日に加計正文に送った葉書には，「僕の胃病は今年程よき年は
ない。天下の犬を退治れば胃病は全快する。是が僕の生涯の事業である。」55）と書くに及んでは真意が何
処にあるか計り難い。
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　六月十六日，上田敏，ロイドと共に卆業生の口頭試問を行う。七月九日，狩野亨吉から京都帝国大学
文科大学新設に際し，英文学の講座担当を依頼される56）が，思案の末七月三十日，見合わせる旨の書簡
を狩野に送っている57）。
　八月三十一日，三女エイが赤痢で大学病院の隔離室に入院。同日，夏目は高浜清に書簡を送り，この
ことを伝え，「小供の病気を見ているのは僕自身の病気より余程つらい。しかも死ぬかも知れないとなる
とどうも苦痛でたまらない。」58）と痛切な親としての情を率直に表明している。自身の胃病を伝える時の
語調と比較すると余裕は全く感じられない。
　九月十日，エイを看護中の妻鏡子の許に鏡子の父中根重一病気の報が入り，鏡子は実家に帰り父親の
看護に当る。その中根重一は九月十六日に死去し，夏目は休暇をとる。しかし，二十日の葬儀には参列
していない。
　義父死去の２日後の九月十八日，夏目は畔柳都太郎に宛てて義父が死去したこと，今週は休むことを
伝えた後に「学校へ出ないた（め）出るのがいやだ此侭ずるずるに辞職したい。」59）と心境を洩らしてい
る。しかし，この時点で大学を辞めることを具体的に考えているわけではない。
　十月十一日，来客が多く多忙な夏目は頻繁に愚痴を周囲に洩らしていたことを知る者が多数いた中で，
九月に復学した鈴木三重吉の提案で木曜の午後３時からを面会日と決める。この事は，十月八日に夏目
が寺田寅彦，高浜清，野村伝四，栗原元吉，野間眞綱に宛てていずれも葉書で伝えている60）。第１回の木
曜会が終った翌日，夏目は高浜に書簡を送り，木曜会のことにふれ，「小生元来のん気屋にて大勢寄って
勝手な熱を吐いているのを聞くのが大好物です。」61）と記して，木曜会の発会を喜んでいる。十月十八
日は第２回の木曜会が開催されたが，この日『テムペスト』の講義が終了している。
　十月二十日，皆川正禧宛に書簡を送り，「僕明治大学をやめようと思う。先日高田（注：知一郎）が来
て報知新聞へ何かかいてくれと云ったから明治大学をやめて新聞屋になろうか知らん国民新聞でも読売
でも依頼されている。」62）と新聞社からの依頼が各社からあることを伝えている。
　元来，夏目には江藤淳も指摘するように，「自分の生活の経済的基礎ということについては，実に地道
なところがあり」63），そういう夏目から見ると「今，世デモ教師ノ報酬ハ小商人ノ報酬ヨリモ少ナイ。」64）

と歎かれるのが教師としての夏目の現実生活であったから，教師という職業が，それが大学教師であっ
ても絶対的魅力を持つものではなかった。この時期の夏目に対して招聘（入社）を企てたのは読売新聞
社であり，主筆の竹越三又の命を受けて正宗忠夫（白鳥）は夏目宅を訪問した。
　荒正人の推定では十月のこと65）で，正宗によれば「当時の読売新聞の主筆であった竹越三又氏は，漱
石招聘を企てて，自分で交渉に出掛けたようであったが，私も一度主筆の命を奉じて駒込（注：千駄木）
の邸宅に漱石を訪問した。」66）

　しかし，結果は不調に終わり，夏目の入社は実現しなかった。後に朝日入社が決定したことを回顧し
て正宗は，「人は，処世上の利害の打算によってどうにでも動くものである。」67）と評している。
　十一月十六日付で瀧田哲太郎に宛てた長文の書簡の中で読売新聞から招聘のあったことに触れ，「読売
新聞は基礎の堅い新聞かも知れぬが大学程堅くはない。中略。大学の俸給は読売よりも比較的固定して
いる。」68）として，結局は経済的面の安定性において大学が優れているのでそちらを選ぶという考えを伝
えている。
　十二月十九日，家内中がインフルエンザに罹り，自分だけは助かったと中川芳太郎へ知らせる69）。
　十二月二十七日，本郷区駒込千駄木町57より，本郷区駒込西片町1037へ転居。

■　朝日新聞入社への決断

　明治四十年一月一日，野間真綱，野村伝四，高浜清へ三日の木曜会に誘う葉書を出す70）。
　二月二十日，東京朝日新聞主筆の池辺吉太郎（三山）が白仁三郎（坂元雪鳥）に夏目との面会を申し
入れるよう依頼したのを受けて白仁は夏目に面会日を設けてほしい旨手紙を出す。白仁は当時文科大学
国文科の学生であり，熊本五高時代の夏目の教え子であったための依頼であった71）。二月二十四日を指定
した夏目の自宅を訪問した白仁は，朝日新聞が夏目の入社を希望している旨を伝える。夏目は確答を避
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け熟考を約したにもかかわらず，夏目宅に近い長谷川二葉亭の家に行き，白仁を待つ弓削田精一（当時
の通信部長）と渋川玄耳（社会部長格）に「交渉有望」の報告をする。この報告に長谷川，弓削田，渋
川は「喜び勇んだ。」と言う。
　三月四日，夏目は白仁に宛てゝ書簡を送り「大学より英文学の講座担任の相談有之候。因って其方は
朝日の方落着迄待ってもらい置候。」73）と記した後で２，３週間後に池辺氏と直接に会い御相談したいと書
いた上で，その前に確認したいことを箇条書きにして提示している。その主なものは，手当，手当の保証，
恩給のことを中心に仕事の内容等に関するものであった74）。
　この書簡に夏目が記す「英文学の講座担任の相談有之候。」とは，当時東京帝国大学総長の職にあった
浜尾新の語るところによれば，当時，英文学と独乙文学の両科に日本人の教授がほしいとの考えが濃厚
になっていて，その日本人の教授としてふさわしい人物として名のあがったのが夏目で，「疾くから夏目
の学識を認めていた私は，是非夏目を教授にしたいと思いきわめるに至った」というのである75）。総長が
進める話を待たせての夏目と朝日新聞の交渉は意外に速く展開して行く。その間の経過は夏目の書簡に
よって明瞭にたどることができる。
　三月十一日付で夏目が白仁三郎に宛てた書簡に「大約左の如き申出を許可相成候えば進んで池辺氏と
会見致し度と存候。」76）と前置きし，先に夏目が入社の手当，仕事の内容について問い合わせた件につい
て得た回答（注：三月七日に白仁三郎が夏目宅に持参）を基に具体的要望を箇条書きにして提示してい
る。その中でとくに注目される手当の件については「俸酬は御申出の通り月二百圓にてよろしく候。但
し他の社員並に盆暮の賞与は頂戴致し候。是は双方合して月々の手宛ての四倍（？わからず）位の割に
て予算を立て度と存候。」77）と記す箇所である。経済的面の保証を何よりも重視する夏目の姿勢がここに
明瞭に示されている。経済観念が鋭いといわれる側面を見せるその理由は，この書簡後半に夏目自身が
記しているように「大学教授は頗る手堅く安全のものに候故小生が大学を出るには大学程の安全なる事
を希望致す訳に候。」78）というところにあった。
　この後，夏目が希望した池辺との面会は，三月十五日，池辺の夏目宅への来訪によって実現する。そ
の結果，夏目の東京朝日新聞社への入社が決まる。荒正人によれば，月給200円，賞与２回（うち六月に
50円の特別賞与），社へ顔を出すのは月２回，新聞連載が始まると欠勤などが確認されている。なお，月
俸200円がいかに優遇であったかは，主筆の池辺吉太郎（三山）が170円，編集長が130円，新入社員の美
土路昌一（後に社長）が30円であったことによって明らかである79）。
　夏目の講義は三月十八日（月）の週で最後となり，三月二十日には「講師夏目金之助／依願退職／明
治四十年三月二十日／第一高等学校」の辞令が出，大学の退職辞令は四月二十三日付で出る。即ち「夏
目金之助／依願東京帝国大学／講師嘱託ヲ解ク／明治四十年四月二十二日／東京帝国大学」がその文面
である。
　東京帝国大学，第一高等学校の教師としての職を辞し，東京朝日新聞に入社した夏目は，五月三日付
の東京朝日新聞紙上に「入社の辞」を発表する。2,200字を越える長文である。
　その中に夏目は教師から作家へと転進する経緯に触れ次のように記している。
　「大学では四年間講義をした。特別の恩命を以て洋行を仰せつけられた２年の倍を義務年限とすると此
四月で丁度年期はあける訳になる。年期はあけても食えなければ，いつまでも噛り付き獅噛みつき，死
んでも離れない積でもあった。所へ突然朝日新聞から入社せぬかと云う相談を受けた。担任の仕事はと
聞くと只文芸に関する作物を適宜の量に適宜の時に供給すればよいとの事である。文芸上の述作を生命
とする余にとって是程難有い事はない是程心持ちのよい待遇はない，是程名誉な職業はない。」80）ここに
記されていることに象徴されるように作家への転身は夏目の念願の達成であった。

■　結言

　本稿によって明らかにし得たことは次のことである。
　まず，前稿でとり上げた明治三十六年における夏目の健康状態，とりわけ精神状態は時に異常とも思
える様相を呈し，それが周辺，とくに家族に深刻な影響を与えたのに対し，明治三十七年より明治四十
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年四月までの夏目にはそれがほとんど見られないことである。
　病歴でいえば胃病が見られるが，夏目自身に深刻さは感じられない。その結果，家族や周辺に大きな
影響は与えていない。
　次に，創作を始めとする執筆意欲が従来よりも一層旺盛になっており，その結果として東京朝日新聞
入社という決断が生まれた。
　さらに，人間関係の場が拡大され，とくに家族，職場，学友のほかに学生（門下生），読者などとの間
に親密な関係が生まれている。木曜会はその一例である。以上の三点が本稿により明らかにし得たこと
である。
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