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偶然の記号論的分析
夏目漱石の後期作品
佐 藤  深 雪

A Semiotic Analysis of Chance Encounters in
Natsume Sōseki’s Late Works
Miyuki SATO
Natsume Sōseki described plentiful chance encounters between gates and entrances in his works. This paper deals
with a semiotic analysis of chance encounters in his late works.
These encounters by chance occurred on the approach from gates to entrances, where wealth and poverty, past
and future, known and unknown, natural and artificial, chance and necessity, may turn into their opposite. Characters
in Soseki’s novels will be taken to an unexpected place by a chance encounter. They turn into detectives chasing
mysteries and secrets. The entrances where they stand are the stages of lies and deceit.
This analysis of Soseki’s works focuses on their affinity with the thought of William James, Charles Sanders
Peirce, and Henri Bergson. They were the philosophers Soseki was committed to. Like him, they were critical of
necessitarianism. Soseki shared their ideas about the philosophy of chance.
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Ⅰ．はじめに
木田元の『偶然性と運命』を読んでいると、これ
は夏目漱石の『こゝろ』を念頭において書かれたの
ではないかという感に打たれる。第一章「めぐり逢
いの現象学」は、「恋に陥ちた者は誰でもが、その
恋人とめぐり逢ったという意識、つまり逢うべくし
て逢えなかったその人にようやく出逢えたという意
識をもつものである。」と語りはじめられ、「偶然
の出逢いを必然と感じ運命と感じるこのめぐり逢い
の意識には強烈な明証性が、つまり確実性の意識が
ともなっていると考えざるをえない」（木田2001：
５）という。この人こそ運命の人だという確信の不
思議さを納得するために、前世とか輪廻とかが持ち
出されてくるのだろうと木田は述べている。
『こゝろ』冒頭における若い書生の「私」と先生
との出逢いについては従来から多くの論が備わって
いるが、偶然性という観点の論考を見出すことがで
きない。若い書生がはじめに目を奪われた白い肌の
西洋人の連れとして偶然に現れたその人がなぜ敬愛
される先生となるのか、見知らぬその人が運命の人
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となる機微を解き明かした論文を寡聞にして知らな
い 1。『こゝろ』の「私」は先生について「どうも
何処かで見た事のある顔の様に思はれてならなかつ
た。」（９：７ 2）と自問し、「何処かで先生を見
たやうに思ふけれども、何うしても思ひ出せない」
（９：10）と先生に問いかけてもいる。筆者は木田
の論考によってはじめて『こゝろ』の冒頭がめぐ
り逢いの典型的な例であると気づかされたのであ
る。しかし、木田は九鬼周造の偶然性の哲学を先蹤
としてこの問題に取り組み、おもにハイデガーにも
とづいた現象学の系譜から偶然性を考え、その結論
はベルグゾンを経てメルロ・ポンティの相互主観性
へ至っている。ところが九鬼周造が偶然性の哲学を
説きはじめたという1929年（九鬼1935：ⅰ）は、漱
石の活躍期から十数年後である。晩年の漱石はウィ
リアム・ジェームズとアンリ・ベルグソンへ傾倒し
ているが、ジェームズの代表作である『宗教経験の
諸相』（1901-02）は宗教的めぐり逢いの典型的な
例であり、ベルグゾンの生命の飛躍（エラン・ヴィ

William James  Charles Sanders Peirce
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タル）は生命の進化における偶然性である。さらに

焦点の周りにぼんやりと広がる暈の部分を指して

ジェームズの師であり友人であるチャールズ・サン

ジェームズはfringe、halo、overtoneなどと表現し

ダー・パースにも刮目すべき偶然論がある。つまり

ている。意識の焦点説を押し広げて考えると、家屋

漱石の偶然論について考えるには、ジェームズを中

では門から玄関までの通路がそれにあたり、『こゝ

心とした二十世紀初頭の偶然論を参照しなければな

ろ』冒頭の海岸もまた何か新しい未知のものが寄り

らないのではないか。本論では漱石の背景となった

つく縁暈である。ぼんやりとした境界としてあるそ

偶然の哲学をジェームズ周辺に求め、ジェームズ、

れは門から玄関までのような一定の幅をもった領域

ベルグソン、パースらがともに必然論（機械論）を

としてある5。

批判して偶然論を提起していたことを示し、漱石が

分析の対象を『三四郎』以降の新聞連載小説とす

その偶然論を共有していたことを述べていきたい。

るのは、『三四郎』において「た」文末を基調とし

本論で分析の対象としてとりあげる漱石の新聞小

た平明な口語文体が確立されていることによる。漱

説について「偶然」の語の使用例を調べてみると、

石が朝日新聞社へ入社して連載小説をはじめるの

前期三部作では、『三四郎』（1908）５例、『そ

は1907年であり、同年の『虞美人草』、翌年の『坑

れから』（1909）２例、『門』（1910）６例、後期

夫』そして『三四郎』へと順調に書き継がれていく

三部作では、『彼岸過迄』（1912）19例、『行人』

のであるが、『虞美人草』には文体的な難解さがあ

（1912）15例、『こゝろ』（1914）９例、そして晩

る。そして『坑夫』にはウィリアム・ジェームズの

年の『道草』（1915）10例、『明暗』（1916）34例

「意識の流れ」を応用した作品であるという大方の

である。前期三部作に比較して、後期三部作の『彼

一致した定説があり、一方『三四郎』にはチャール

岸過迄』と『行人』で四倍から五倍近く、遺作と

ズ・サンダース・パースの影響が認められることは

なった『明暗』では八倍から九倍近く増加している

別稿で述べた 6。二十世紀初頭のヴァージニア・ウ

3

ルフやジェイムズ・ジョイスなどの「意識の流れ」

。「運命」の語の使用例を加えてもほぼ同じ傾向

がある。偶然や運命の用例が後期三部作から増加し、

小説に伴走して『坑夫』が書かれていることに驚か

晩年の『明暗』でさらに増加していることをどのよ

ざるを得ないが、さらに驚くべきことに漱石は日本

うに考えればよいだろうか。

におけるチャールズ・サンダース・パースのもっと

後期三部作は『彼岸過迄』の序文にあるように短

も早い受容者であった可能性がある。ウルフやジョ

編をいくつも連ねて長編とする短編連作の方法で書

イスの「意識の流れ」小説は難解であり現在でも一

かれている。一方、晩年の『道草』や『明暗』は三

般的な読書の対象にはなりにくい。同じように漱石

人称客観小説としてありいわゆる西欧型の長編小説

の『坑夫』も難解である。それに対して『三四郎』

の特色を示している。つまり、短編連作小説と長編

は、あたかも遠近法によって描かれた絵画のように、

小説とが書き分けられるその分岐点で偶然の用例が

普遍的な人間精神の法則にもとづいた明快さがある。

増加していることが観察される。とすれば偶然をど

私見によればその精神の法則を漱石に提供したのが

のように描いているかを比較することによって短編

パースである。パースの影響下に、漱石は社会的意

連載小説の特色と長編小説への分岐点を明らかにす

味をもった小説として新聞小説を書き進めていく。

ることができるのではないか。

それまでの戯作や余技としての小説ではなく、『文

このような推測に立って、小論では、『三四郎』

学論』（1907）において集合的Ｆと命名された個人

から『明暗』までの漱石の新聞小説において、めぐ

と個人との共有にかかる社会的思潮の法則にもとづ

り逢いの偶然性がどのように描かれているかを、門

いた小説として『三四郎』はある。

から玄関までの通路に注目して、記号論的分析を試
みることにする。門から玄関までの通路とは、家屋
の構造における縁暈（へり）であり、そこを通して

Ⅱ．門と玄関

すべての新しいもの未知のものが入ってくる境界領

パース学者であるトマス・アルバート・シービオ

域である。そして偶然とはこの何か新しい未知のも

クとハリエット・マーゴリスによる「ネモ船長の船

のが生じる唯一の契機である。この縁暈とはジェー

窓」は、シャーロック・ホームズものの探偵小説に

ムズ心理学が見出した意識の縁暈 4であり、意識の

おける「窓」に注目した理由を次のように説明して

偶然の記号論的分析

いる。
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『こゝろ』の先生、『明暗』の津田の家には、その
人間の密閉された棲家から無限なるものへ

と通じる道をつねに開いてゆこうとすれば、

豊かさの度合いに応じて門から玄関までの間に相応
の距離がある。これが門と玄関の空間的構造である。

この弁証法的な運動は内から外へ、外から内

門と玄関はまた時間的構造をもつ。作中人物はそ

への通行を、秩序と混沌の間の通行（音、視

こで過去を想起し、未来を覗き見る。『門』では、

線、事物の通行）を可能ならしめる

つま

坂井の家の玄関と勝手口の仕切りになっている生垣

り、レヴィ=ストロースがさまざまに敷衍力

に人形の小さな赤い夜具が掛かっており、それを見

説した（一九五八年三八九頁他）自然と文化

た宗助は二十年も昔の母と妹の雛祭りを思い出して

との古典的対立の間の通行を可能ならしめる

いる。また坂井からはからずも満州の安井の消息を

通路、門、窓などを必要とするだろう。これ

聞かされた宗助は「其夜蒼い顔をして坂井の門を出

こそが「本当の意味での探求の詩学」（バル

た」（６：553）。『彼岸過迄』では、「彼女は今

ト、九二頁）を成立させるものなのである

から四年前、僕が玄関に立つた儘袴の綻を彼女に縫

［中略］。この論文では焦点をそうした通路

はせた事迄覚えてゐた」（７：229）とあり、『行

のうちのひとつだけに、コナン・ドイルが繰

人』では、岡田の妻となった兼が玄関から勝手へ通

返して利用する重要な意味をおびた道具であ

り抜けたとき、二郎は「久留米絣やフランネルの襦

り、おそらくは鍵となる語でもあるものだけ

袢を縫つて貰つた事もあるのだなと不図懐かしい記

に絞ることにする。それは窓である。（シー

憶を喚起した」（８：７）。また二郎は玄関の棗の

ビオク、マーゴリス1981：99）

木から兄と仲の良かった子どもの頃を思い出してい

シービオクは、密閉された棲家（安全性、居心地

る。『明暗』では、津田が泌尿器科の病院の玄関で

のよさ、家庭性、静けさ、満足、親密さ、暖かさ、

よくない病気の黒い影を垣間見る。また叔父の藤井

気の合う友誼などの基本的な特徴をもつ）と、その

の玄関の柿の木はいつまでも消えない昔の記憶を津

対極にある冒険（幸運、危険、運の逆転、大事件、

田に思い出させる。

変化、不安、闘争などの示差特徴をもつ）とを対比

また、『門』では、南を塞いでいる玄関に立った

して、二つの間をつなぐ通路のうち、とくに窓に焦

宗助は、学資が不足した弟小六の未来を黙って見送

点を絞った。同じようにこの小論では漱石における

るしかない。『こゝろ』では、木犀の木が植わって

門から玄関までの空間に注目してみよう。シービオ

いる先生の玄関で、休暇を終えた次の秋のことを

クのいう冒険が棲家の対極にあって幸運や運の逆転

「私」は思う。『それから』では、玄関に立った

を意味しているように、漱石における門と玄関もま

三千代の姿には未来の運命が示されていた。

た偶然と必然が行き交う通路としてある。

代助は女の声を聞き付けた時、自分で玄関迄飛

門から玄関までは一定の距離があり庭木がしつら

び出した。三千代は傘をつぼめて、風呂敷包を

えてある、これが二十世紀初頭の中流階級の家であ

抱へて、格子の外に立つてゐた。不断着の儘宅

る。『それから』の職を失敗して帰ってきた平岡の

を出たと見えて、質素な白地の浴衣の袂から手

家は、それが一間しかないことによって、「此十数

帛を出し掛けた所であつた。代助は其姿を一目

年来の物価騰貴に伴れて、中流社会が次第々々に切

見た時、運命が三千代の未来を切り抜いて、意

り詰められて行く有様を、住宅の上に善く代表して

地悪く自分の眼の前に持つて来た様に感じた。

ゐる、尤も粗悪な見苦しき構へである。」（６：

（６：305）

91）と紹介されている。『彼岸過迄』の田口の門構

三四郎と美禰子、代助と三千代、宗助と米、須永

えは往来から筋違に玄関を隠しているので見かけよ

と千代子、津田と延など主要な登場人物の出逢いは

り狭い。『三四郎』の独身者である野々宮宗八の門

紛れもなく門から玄関までの空間で起きている。そ

は小さく、里見恭助の門から玄関までの距離は存外

の出逢いは偶然であるがゆえに見逃されてしまう

短い。引っ越した広田先生の家には玄関代わりの西

こともある。たとえば『道草』における健三と縫、

洋間がある 7。『それから』の画家原口の門には芝

『行人』における二郎と兼などの例がある。まず

生が植えてあり、『明暗』の堀の家はハイカラな仕

『道草』の例を引用しよう。

舞屋である。『門』の坂井、『彼岸過迄』の須永、

健三がまだ十五六の時分、ある友達を往来へ待
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たせて置いて、自分一人一寸島田の家へ寄らう

あった。敬太郎はかつて須永にふさわしい女の後姿

とした時、偶然門前の泥溝に掛けた小橋の上に

を玄関で見かけていたので意外な家庭内の事情に驚

立つて往来を眺めてゐた御縫さんは、一寸微笑

くのである。また『三四郎』では「門内を一寸覗き

しながら出合頭の健三に会釈した。それを目撃

込んだ三四郎は、口の内で、『ハイドリオタフヒ

した彼の友達は独乙語を習ひ始めの子供であつ

ア』と云ふ字を二度繰り返した」（５：567）とあ

たので、「フラウ門に倚つて待つ」と云つて彼

る。ハイドリオタフヒアは普通一般には意味の分か

をひやかした。（10：66）

らない呪文のようなギリシア語であり、そうした謎

健三は「貴夫何うして其御縫さんて人を御貰ひに
ならなかつたの」（10：66）と妻から詰問されてい

が門の奥にはある。
門から玄関までの空間は夢と覚醒の境界でもある。

る。『行人』の二郎は「好い奥さんになつたね、あ

『それから』では時計の針の音が虫の音に変わる臨

れなら僕が貰やよかつた」（８：９）と言って、勝

海点が確認されている。「たゞ独り夜を縫ふミシン

手口に近い書生部屋で兼を見初めた岡田を羨んでい

の針丈が刻み足に頭の中を断えず通つてゐた事を自

る。

覚してゐた。所が其音が何時かりんりんといふ虫の

偶然の出逢いには秘密や謎があり人を誘惑してや

音に変つて、奇麗な玄関の傍の植込みの奥で鳴いて

まない。『三四郎』では、野々宮の妹を見舞いに

ゐる様になつた。――代助は昨夕の夢を此所迄辿つ

行った三四郎が青山内科の正面玄関で池の女とすれ

て来て、睡眠と覚醒との間を繋ぐ一種の糸を発見し

違い病室を尋ねられる。三四郎は先に池の畔でその

た様な心持がした」（６：72）8。

女の姿に惹きつけられたが、まだ女の名も身分も知

『門』の宗助は、一戸を構えた親友安井の門口で

らない。二度目の偶然の出逢いによって偶然が逃れ

女の影を見かける。ちらりと見えた女の影はそれと

られない運命へ転化しようとする場面を引用する。

なく隠され、次の機会には妹だと紹介される。その

玄関正面へ来て、向を見ると、長い廊下の果が

秘密や謎におもわず惹きつけられ、気づいたときに

四角に切れて、ぱつと明るく、表の緑が映る上

は取り返しのつかない場所に拉致されていた。秘密

り口に、池の女が立つてゐる。はつと驚ろいた

と謎を追いかけるうちに偶然の出逢いは逃れがたい

三四郎の足は、早速の歩調に狂が出来た。其

運命へと転換する。そのはじまりは門から玄関まで

時透明な空気の画布の中に暗く描かれた女の

の通路である。

影は一足前へ動いた。三四郎も誘はれた様に前

彼は格子の前で傘を畳んで、内を覗き込んだ時、

へ動いた。二人は一筋道の廊下の何所かで擦れ

粗い縞の浴衣を着た女の影をちらりと認めた。

違はねばならぬ運命を以て互ひに近付いて来た。

格子の内は三和土で、それが真直に裏迄突き抜

（5：340）

けてゐるのだから、這入つてすぐ右手の玄関め

いまだ知り合っていないその女は出逢った場所か

いた上り口を上らない以上は、暗いながら一筋

ら「池の女」と呼ばれるが、いずれ里見美禰子とい

に奥の方迄見える訳であつた。宗助は浴衣の後

う名を知ることになるだろう。逆に『行人』におけ

影が、裏口へ出る所で消えてなくなる迄其処に

る死んでしまった病院の女は「彼の女」と呼ばれ続

立つてゐた。それから格子を開けた。玄関へは

ける。また、閉じた寺門への一本道をすたすた歩い

安井自身が現れた。（６：525）

ていく盛装した女がまるで妖怪のようだったという

その後しばらくして宗助は米と門口ではじめて挨

『彼岸過迄』の例がある。つまり門から玄関への通

拶を交わした。「此淡泊な挨拶が、如何に自分等の

路は、未知のその人が既知の誰某へと変貌する場所

歴史を濃く彩つたかを、胸の中で飽迄味はひつゝ、

である。ついに出逢うことがなかったその人は未知

平凡な出来事を重大に変化させる運命の力を恐ろし

のまま止まるか、あるいは妖怪のような得体の知れ

がつた。」（６：528）とあるように、日常の光景

ないものとなる。

をいつのまにか非日常へ転換させる運命の力に漱石

未知の女には謎と秘密がある。それは門が外から

は目を凝らしている。運命とは思いもかけないとこ

はうかがい知れない秘密を隠しているということか

ろへ連れ去られるアブダクション（誘拐）の経験で

もしれない。『彼岸過迄』の「須永の話」は、敬太

ある。そのことを『門』は余すところなく描いてい

郎が予想もしなかった複雑な家庭事情を語るもので

る。

偶然の記号論的分析

105

『彼岸過迄』では、秘密と謎が探偵のディテク

でも門の内で起きている諍いの声を聞いてしまう場

ションを引きおこしている。『彼岸過迄』にはロ

面がある。玄関は、下駄、草履、靴、ステッキ、自

バート・ルイス・スティーブンソンの『新アラビア

動車、車、藁屑、衝立などの観察によって、また家

夜話』が参照されている。また日本にもっとも早く

内からのさまざまな音あるいは静寂、光あるいは暗

エドガー・アラン・ポウを紹介したのは漱石であ

闇などの兆候によって、おもわずも探偵のような

るという（水田1977；池田1978）。シャーロック・

ディテクションがなされてしまう場所である。そこ

ホームズによって知られるコナン・ドイル（1859-

には書生や御者や下女がいて、誰が来て何を言って

1930）と漱石はほぼ同時代人である。探偵小説を漱

いたか事情を見知り、手紙や書物のやりとりが行わ

石が利用しないはずはない。

れる。

敬太郎は親友須永の門口に入っていく女の後姿を
見た。

『こゝろ』では、この謎と秘密が耐えがたく先生
の心をかき乱した。玄関続きの小部屋にＫを入れた

例の小路を二三度曲折して、須永の住居つ

ときから、先生は圧倒的な情報量の劣位に悩まされ

てゐる通りの角迄来ると、彼より先に一人の

なければならなかった。お嬢さんについてＫは自分

女が須永の門を潜つた。敬太郎はたゞ一目其

より親しく、自分よりよく知っている。事件は玄関

後姿を見た丈だつたが、青年に共通の好奇心

続きの小部屋にＫを入れたことによって引き起こさ

と彼に固有の浪漫趣味とが力を合せて、引き

れたと言っても過言ではない。

摺るやうに彼を同じ門前に急がせた。一寸覗

其日は時間割からいふと、Ｋよりも私の方が

いて見ると、もう女の影は消えてゐた。例の

先へ帰る筈になつてゐました。私は戻つて来

通り紅葉を引手に張り込んだ障子が、閑静に

ると、其積で玄関の格子をがらりと開けたので

閉つてゐる丈なのを、敬太郎は少し案外にか

す。すると居ないと思つてゐたＫの声がひよい

つ物足らず眺めてゐたが、やがて沓脱の上に

と聞こえました。同時に御嬢さんの笑ひ声が私

脱ぎ捨てた下駄に気を付けた。其下駄は勿論

の耳に響きました。私は何時ものやうに手数の

女ものであつたが、行儀よく向ふむきに揃つ

かゝる靴を穿いてゐないから、すぐ玄関に上が

てゐる丈で、下女が手を懸けて直した迹が少

つて仕切の襖を開けました。私は例の通り机の

しも見えない。敬太郎は下駄の向と、思つた

前に坐つてゐるＫを見ました。然し御嬢さんは

より早く上つて仕舞つた女の所作とを継ぎ合

もう其所にはゐなかつたのです。私は恰もＫの

はして、是は取次を乞はずに、独りで勝手に

室から逃れ出るやうに去る其後姿をちらりと認

障子を開けて這入つた極めて懇意の客だらう

めた丈でした。（９：235）

と推察した。でなければ家のものだが、夫で

これより前には、手数のかかる編み上げ靴のため

は少し変である。須永の家は彼と彼の母と仲

に遅れて襖を開けると、Ｋの部屋にお嬢さんが居る

働きと下女の四人暮しである事を敬太郎はよ

ということがあり、あまつさえその時奥さんは留守

く知つてゐたのである。（７：41）

であった。お嬢さんはＫの部屋の前で二言三言内と

ここには秘密と謎を追いかけて、あらゆる兆候か

外とで話をしているが、その内容は前を聞いていな

ら推測を下す探偵のディテクションが念入りに書き

い先生にはまるで分からなかった。先生はたまらな

込まれている。このあと敬太郎は繰り返し「あの

い焦燥感からＫを出し抜いて結婚を決める。

女」の秘密を探り出そうとするだろう。

『明暗』の津田と延との出逢いは、たまたま京都

門から玄関までがディテクションの場所であるこ

の父のもとに来ていた延が父の代理で漢籍の本を借

とには多くの証拠がある。まず履き物や自動車など

りに行った津田の家の玄関である。借り出すべき本

によって来客や出来事の痕跡を観察する場所であ

が見当たらなかったために翌日こんどは津田がその

り、中を覗き見たり立ち聞きをする場所でもある。

本を届けに来た。「偶然にもお延が其取次に出た。

『三四郎』では、木戸から玄関にかけての空間で、

二人は又顔を見合せた。さうして今度はすぐ両方で

三四郎は野々宮と美禰子の話を立ち聞きしてしま

両方を認め合つた。」（11：265）とあるように旅

う。広田先生の玄関では、中から異様な気配がして

先の偶然の出逢いが二度重なったことによる。

けんかかと思うと指圧の先生であった。『こゝろ』

ところがこの出逢いについて津田と延の見解は大
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きく隔たっている。津田は「己は未だ嘗て彼の女を

つた。

貰はうとは思つてゐなかつたのに」という苦い思い

角を曲つて細い小路へ這入つた時、津田はわが

があるが、延はそれを「相思の恋愛事件」だと強弁

門前に立つてゐる細君の姿を認めた。

している。まず津田の述懐、次に延の主張を見てみ

其細君は此方を見てゐた。然し津田の影が曲り

よう。

角から出るや否や、すぐ正面の方へ向き直つた。

「何うして彼の女は彼所へ嫁に行つたのだらう。

さうして白い繊い手を額の所へ翳す様にあてが

それは自分で行かうと思つたから行つたに違な

つて何か見上げる風をした。彼女は津田が自分

い。然し何うしても彼所へ嫁に行く筈ではなか

のすぐ傍へ寄つて来る迄其態度を改めなかつた。

つたのに。さうして此己は又何うして彼の女と

「おい何を見てゐるんだ」

結婚したのだらう。それも己が貰はうと思つた
からこそ結婚が成立したに違ない。然し己は未
だ嘗て彼の女を貰はうとは思つてゐなかつたの
に。偶然？

ポアンカレーの所謂複雑の極致？

何だか解らない」（11：８）
「女は一目見て男を見抜かなければ不可い」

細君は津田の声を聞くと左も驚ろいた様に急
に此方を振り向いた。（11：８-９）
延の振る舞いを津田は「左も驚ろいた様に」と認
識している。延は雀の巣を見ていたと言うが津田の
目には見えない。津田から見た延にはつねに作為が
ある。「又何か細工をするな」（11：666）という

彼女はかつて斯んな事を云つて、無邪気な継

のが津田の延への批評である。しかし津田もまた偶

子を驚ろかせた。彼女は又充分それを遣り終せ

然を装って清子と再会するのであり、その作為を清

るだけの活きた眼力を自分に具へてゐるものと

子から「たゞ貴方はさういふ事をなさる方なのよ」

して継子に対した。さうして相手の驚きが、羨

（11：679）と言われている。門から玄関までの空

みから嘆賞に変つて、仕舞に崇拝の間際迄近づ

間は、嘘と偽りの戦場である。この嘘と偽りを双方

いた時、偶然彼女の自信を実現すべき、津田と

の人物の内面にまで立ち入って描くために『明暗』

彼女との間に起つた相思の恋愛事件が、恰も神

は三人称客観描写を必要としたものと見える。

秘の炎の如く、継子の前に燃え上つた。彼女の

偶然の出逢いは門から玄関までの通路の空間で起

言葉は継子にとつて遂に永久の真理其物になつ

こる。そこでは豊かさと貧しさ、過去と未来、未知

た。（11：219）

と既知、自然と作為、偶然と必然が拮抗しあるいは

津田は自分で決断したわけでもないのに延と結婚

交代する。門と玄関は偶然の出逢いに関する「情報

しているという事態が分からない。その不思議さを

を記述するための装置」（シービオク、マーゴリス

ポアンカレの偶然論を持ち出して納得しようとする

1981：125）としてある。その境界を越えて登場人

が、現象が複雑すぎて科学的には解析できないだけ

物は思いもかけない境涯へと誘い出され、そこに示

だという自然科学的な偶然論ではどうにも納得がい

された秘密と謎を追って思わずも探偵となる。さら

かないようだ。一つ一つの判断はたしかに自分がし

にそこは嘘と偽りの舞台ともなる。

たに違いないのに、思いもしなかったところへ拉致
されている、その不思議さをポアンカレでは説明で

Ⅲ「新しさの哲学」

きないからである。自分では知らないうちに拉致さ
れるように進んだ結婚とは『門』の宗助と米の場合

近代心理学の父と呼ばれるウィルヘルム・ヴント

と同じである。つまりアブダクション（誘拐）とし

と並び称されるジェームズの日本における受容はか

ての偶然に津田は翻弄されている。その偶然を延は

なり早く明治30（1897）年代から昭和初期にかけて

「相思の恋愛事件」だと強弁しようとしている。延

主要な著作はほとんど翻訳されている。ここで無意

も津田も偶然に身をゆだねていられる人物ではない。

識の発見前後の心理学の歴史を繙くと、フランスの

それは、この津田の述懐のすぐあとに家の玄関で延

サルペトリエール病院長シャルコーのもとでヒス

と津田が顔を合わせる場面があり、偽りと嘘こそが

テリーや二重人格の研究に携わり自動筆記や催眠

『明暗』の人物の行動原理でありテーマであること

療法を学んだ人々（フロイトは1885年にシャルコー

が知らされるからである。

のもとに留学している）が新しい心理学を切り拓い

彼は電車を降りて考へながら宅の方へ歩いて行

て行ったのは1900年代である（エレンベルガー1980
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下：395-433）。ヴントやジェームズはそれに先立

tychismを‘synechism’すなわち連続説とむすびつ

つ業績を上げながら、シャルコーらの目覚ましい成

けることで、しりぞける。この二つの説はとけ

果の影で、そして後にはフロイトやユングの精神分

あって、より高い綜合に達するが、彼はこれに

析療法の普及によって、急速に忘れ去られた近代心

‘agapasticism’（『モニスト』誌ⅲ,188）という

理学の先駆者であった。

名をあたえる。これは、ベルグソンの「創造的

漱石がジェームズに言及しているのは、1905年の

進化」と正に同じものである、経験的にみいだ

『我が輩は猫である』から、その死去の報に触れ

される新しさは、飛躍やがたつきによって、生

た1910年前後のことである。「思ひ出す事など」

ずるのではなく、知らず知らずのうちに忍びこ

（1910～11）には、大患の床でジェームズの『多元

んでくるのである［中略］。パースは、変化

的宇宙』（1909）を面白く読んだという記事があ

にむかう「無限小」な傾向について語ってい

り、教授が深く推賞したベルグソンの英訳本Time

る。無限小についての数学的概念は、じじつ、

and Free Willが出版されたことに及ぶ。これまで小

同一にしてしかも他者とならんとするもの、

倉修三、重松泰男をはじめとしてジェームズと漱石

成り立つためには解消しなくてはならない同一

の関係を指摘した研究はすでにかなりの蓄積がある

性、のパラドックスをすべてふくんでいる。

が、ここではベルグソンの生命の飛躍（エラン・

・

・

・

・

・

・

（ジェームズ1961=1909：257-258）

ヴィタル）、パースのアブダクションとの関係から

パースとベルグソンとジェームズとが連続的で多

ジェームズを偶然性の哲学の一つとして読んでみた

元論的な現実の姿を共有し、新しさの哲学をともに

い10。

奉じていることがジェームズによって認定されてい

ジェームズの『多元的宇宙』に付された「変化

る。では新しさの哲学とはどのようなものであるの

するものとしての現実の概念について」という

か。ジェームズの遺作となった『哲学の諸問題』で

論文がある。この論文は A Pluralistic Universeの

は、新しい現象が知覚されるとき、「わたしたちは

“Appendices”として収録されている。『多元的

それを、既成の存在の、あらゆる点であらかじめ決

宇宙』にはいろいろな版があり記事の出入がある

定されている、必然的な成果と考えねばならないの

が、漱石文庫所収のLongman, Green & Co.1909版に

か、それともむしろオリジナリティが実在のなかに

もたしかにこの論文は収録されている。ジェームズ

すこしずつしたたりおちる可能性をみとめるべきな

はこの論文の中で次のように述べている。

のか」（ジェームズ1963=1911：169）という二つ

『モニスト』誌の第１、２、３巻（1890年

の立場をはっきりと対比して述べている。一方の理

-1893年）に、チャールズ・S・パース氏の一連

知主義では、結果の中に存在するものは、すべて前

の論文がのっている［中略］。パース氏の見解

もって原因のなかに存在していなければならない。

は、（それがえられたすじみちは大いにちがっ

とすれば、つぎの瞬間には本当にオリジナルなも

ているが）ベルグソンの見解とまったくあいお

のを含むことができないということになる。従っ

おうものである。二人の哲学者は、共に、事物

て新しさとは錯覚にすぎないということになる。

の中に新しさがあらわれでるのは、うそいつわ

しかし、ジェームズは人間の自由意志による新し

りではないことを信じている。この新しさをつ

さの創造が可能であると考え、世界は「新しい男

くりだす原因の外にいる観察者に対しては、新

女、新しい書物、新しい事故、新しい出来事、新

しさは単に「偶然」と見えるにすぎない。しか

しい発明、新しい企業」（ジェームズ1963=1911：

し、内部にいるものにとっては、それは「自由

172）などがたえまなく出現する生成の場であると

な創造的活動」の表現なのである。パースの

考えている。「現におこっている瞬間はある新しさ

tychism「機会説」は、だから、ベルグソンの

noveltyをふくみ、それは出来事の出発点」（ジェー

「真の持続」と、実質的に、同義語である。

ムズ1963=1911：165）であり、未来は過去に包み

新しさをみとめることに対して、きまっても

込まれてあるのではなく過去に追加されるものであ

ちだされる抗議は、新しさは無から突然とびこ

ると考える。理知主義では、実在を永遠の同一性に

んでくるので、世界の理性的な連続をくもらせ

してしまうが、多元論の立場では、「実在は、新し

る、というのである。パースは、この抗議を、

さの非連続な増分によって発展する」（ジェームズ
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1963=1911：194）、「同じものが、別なものをと

下に立ち竦んで、日の暮れるのを待つべき不幸な人

もなわないで、もどってくることはない」（ジェー

であった」（６：599）。門という境界を通って何

ムズ1963=1911：170）。

か新しい考えが入ってくるが、それを文字や言葉に

ジェームズの哲学についてこれ以上に紹介する余

できないでしまう。同じように宗教的な回心のよう

裕がないので、以下では一つの典型的な例を挙げて

な経験もまたそれを得て全く新しい世界がひろがる

考えていきたい。『哲学の諸問題』の第13章「新し

ことであるとすれば、宗助はそれをもとめながらつ

さと因果関係――知覚の見地から」には、次のよう

いに手に入れることができない。

な現象について記述があり注意される。
わたしは、いま、文字を書いているので、こ
うした作用状態にある。わたしはことばをさが

あるいは、漱石の『文学論』に関するメモを編纂
したノートには「Ⅳ-38 Noveltyニ就テ,他」（21：
513-516）という章があり、興味深い例がある。

すのに「骨を折る」。それは半ば予想されてい

○人ハtraditional standard of beautyヲスツルヲ

るにすぎない。しかしそれがあらわれたときに

厭フ者ナリ同時ニ之ニ倦キル者ナリ.倦キル

は、それは生まれかけの意味（そのことばが何

故ニ新開地ヲ開拓スルナリ.此開拓ノ区域ハ

であるべきか、ということについてわたしの

suggestionノlawニ支配セラルゝナリ

もっている意味）を充分に完成しなければなら

宗助はくり返し巡ってくる季節の循環に倦厭して

ない。ことばはわたしのペンの先からすべり出

いる。新開地を開拓するために門をたたくがついに

す。（ジェームズ1963=1911：209)

開かれることはない。かつて思いもかけない恋に拉

『心理学』では同じ現象を次のように述べている。

致（abduction）されて門を通った経験があるはずで

読者はあることを言う前の、これを言おうと

あるのに門を通ろうと意図すれば決してそれは開か

する意図はどのような心的事実であるか考え

れることはない。「suggestionノlaw」とは何か新し

てみたことがあるだろうか。それはすべての他

いものが入ってくる時のそのような背理の規則であ

の意図とは異なる完全に確定した意図である

る。

（中略）。しばらくすると言葉や物が心に浮か

まだそれが何であるか分かっていない未知の新し

んでくる。そうなると最初の予期的意図や前兆

いことを手に入れるためには偶然を手なづけるほか

の感じはもはやない。しかしこの予期の状態に

ない。何を求めているのか分からない状態で何かを

代わって言語が入ってきたとき、言語が予期に

求める方法をパースはアブダクションと呼んでい

一致していれば次々とこれを歓迎して正しいと

る。シービオクによれば、アブダクションは何も

言い、もし一致していなければこれを拒否して

シャーロック・ホームズの推理のような特別な場合

誤りであると言う、これには、このようなこと

にのみ見られるのではなく、あまねくどこにでも見

を言おうとする意図という以外に名前のつけよ

出されるという。シービオクはパースの次のような

うがない。われわれの心的生活の優に三分の一

一節を引用してそれを説明している。

は、まだ各部分が十分に明確になっていない

私の知覚するのは叙述でも、文章でも、事実

このような考えの計画の予感から成っている

でもなく、ひとつのイメージなのだが、これ

と言ってよい。（ジェームズ1992=1892：229-

を理解できるようにするには、部分的にとは言

230）

いながら、事実の陳述に頼るしかない。この陳

『門』の宗助が「近来」の「近」の字が書けなく

述は抽象性をもつ。しかし、私に見えるのは具

なり、「今日」の「今」という字が見れば見るほど

体的なものなのだ。眼に見えるものを文章で表

分からなくなってしまうと述べるとき、文字や言葉

現しようとするときには、私はひとつの推測

が意図と一致することができない、考えの予感がう

（abduction）を行っているのである。われわれ

まく言葉や文字になっていかないということを述べ

の知識の全体が、実を言えば、純粋な仮説を帰

ているのだろう。この停滞して動けない感じは、門

納推理によって確認し、精密にしたものを織り

という題名にそくして言われる次のような状態に通

合わせて作った毛氈なのだ。一歩ごとに推測を

じる。「彼は門を通る人ではなかった。また門を通

行うということがなければ、単なる凝視の段階

らないで済む人でもなかった。要するに、彼は門の

より先に知識が進むということはあり得ない

偶然の記号論的分析

のである。（シービオク、ユミカ=シービオク
10

1981：９ ）
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立つ者は誰もが謎と秘密にみちた被疑者の相貌とな
り、そこに近づく者を魅惑してやまない。

アブダクションは、足跡を見てそこを通った動物

新しさは偶然の力を借りてやってくる。佐藤

を推測する狩人の方法であるとともに、森羅万象を

（2009）で述べたように新しさとは短編連作小説

見て未来を推測する予言者の方法でもある。身体の

（枠物語）の方法である。偶然によって次々と新し

兆候を見て病気を推測する医者の方法であるととも

い出来事がストーリーに持ち込まれることによっ

に、夢の意味を推測するフロイトの方法でもある。

て、連作小説は終わることのないそしていつ終わっ

そして、これこそが言いたかったことだと気づく表

てもよい長さを獲得する。偶然の用語例が急激に増

現の構造であり、また誰かに出会ってこの人こそ自

加する漱石の後期三部作こそは偶然の短編連作小説

分が待ち望んでいた運命の人であると確信するとき

と呼ぶべき日本に特有な長編小説であるだろう。

のめぐり逢いの構造でもある。

ロー（2003）によれば新聞小説がもっとも影響力を

はじめに引用したジェームズの「変化するものと

もったのは日本と十八世紀フランスであり、今も新

しての現実の概念について」を漱石はおそらく読ん

聞小説を残しているのはほとんど日本だけであると

でいたものと思われる。ベルグソンへ傾倒していた

いう。二十世紀初頭の日本が偶然の方法化によって

漱石は、ジェームズのベルグソンへの賞賛を喜んだ

長編小説を持ち得たことは九鬼周造の偶然性の哲学

からである。そしてベルグソンと並び称されている

に先立つ漱石の成果である。

パースにも目を通していた可能性がある。ジェー

Ⅳ．おわりに

ムズが紹介していたパース論文が発表されたThe
Monistは、Edward C. Hegelerによって1886年に創刊
されたもっとも古い哲学雑誌の一つであり、ジェー

ジェームズ晩年の「新しさの哲学」とパースのア

ムズ自身の論文をはじめジェームズの新刊紹介が掲

ブダクションの概念、ベルグソンの生命に飛躍（エ

載されるなど、哲学の新しい傾向を知るためには

ラン・ヴィタル）そして漱石の偶然の小説は、とも

必須の雑誌である。パースの三つの論文とは “The

に未知の新しい何かをこの世界にもたらすことがで

Architecture of

きると考える生成の哲学に属している。未知の新し

Theories”, ”The Doctrine of Necessity
11

Examined”, ”The Law of Mind”である 。The Monistは

い何かは、当てずっぽう、跳躍、思いもかけない偶

現在すべての記事目録をウェッブ上で閲覧すること

然を介してやってくる。小論では漱石の『三四郎』

ができ、創刊間もないこの雑誌に掲載されたパース

以降の新聞連載小説における門から玄関までの幅の

の論文が同雑誌のなかでたびたび言及され話題に

ある空間に注目して、その通路としての機能を記号

なっていたことを知ることができる。パースのまと

論的に分析した。そこでは豊かさと貧しさ、過去と

まった偶然論であるこの三論文を漱石が閲していた

未来、未知と既知、自然と作為、偶然と必然が拮抗

12

とすれば 、日本におけるパース受容の非常に早い

しあるいは交代する。その境界を越えて登場人物は

例ではないかと思われる13。

思いもかけない境涯へと誘い出され、そこに兆候的

そして漱石、さらにパースもまた同じ比喩によっ

に示された秘密と謎を追って思わずも探偵となる。

て何かあたらしいものが生まれ出でてくるこの境界

さらにそこは嘘と偽りの舞台ともなる。これが偶然

領域に注目した。「無限小についての数学的概念

の小説としての漱石の新聞連載小説の特色である。

は、じじつ、同一にしてしかも他者とならんとする
・

・

・

・

・

・

もの、成り立つためには解消しなくてはならない同

注

一性、のパラドックスをすべてふくんでいる。」
（ジェームズ1963=1911：258）というときの同一

１

小森陽一に「もうひとつ選び得た西洋人という可

にしてかつ他者であるというパラドクスを備えたこ

能性が、向こう側でなくなったから、「私」は先生を

の境界領域とは、門から玄関までの通路について見

選んだ」（小森1994：58）という指摘があるが、小森

たように、過去と未来、未知と既知、自然と作為な

（2010）の単行本に収録されるに際してその部分がすべ

ど相反する現象が同時に成り立ち、二つがもっとも
接近し、そして二つが交代する場所である。そこに

て省略されている。
２

漱石作品の引用は夏目金之助（1993-2004）により、
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ふりがなを省いた。全集の巻数と頁を次のように略記す
る。第９巻p.7＝（9：7）。
３

田中孝雄（1977）は『明暗』における偶然の重要性に
ついて論じている。

４

ジェームズ哲学における縁暈の重要性は嘉指信雄
（1997）の指摘による。

５

佐藤（2012）は時間的な境界領域に関する分析とし
て、空間的境界領域に関する本論と一対の関係にある。

６

佐藤深雪（2013）参照。

７

前田愛（1989:463）は、『三四郎』における西洋間を
備えた家の描写に注目している。

８

漱石における無意識の発見は、ジェームズの心理学に
導かれてのことであり、フロイドに先立つことに注意し
ておきたい。『宗教経験の諸相上』におけるジェームズ
（1901-２=2010：350）自身の回想によれば、心理学に

エレンベルガー, アンリ. 木村敏他訳. 1980. 『無意識の
発見力動精神医学発達史』上下, 弘文堂. =Ellenberger,
Henri Frédéric. 1970. The Discovery of the Unconscious:
The History and Evolution of Dynamic Psychiatry, Basic
Books, New York.
池田美紀子. 1978. 「漱石とポウ」『比較文学研究』, 33
号, ６月, 恒文社.
石原千秋. 2010. 『漱石はどう読まれてきたか』, 新潮社.
伊藤邦武. 2009. 『ジェイムズの多元的宇宙論』, 岩波書
店.
伊藤徳一郎. 2005. 「夏目漱石の『こゝろ』：西洋の影の
下に⑴」, 『岐阜大学教育学部研究報告．人文科学』,
54巻１号, 10月, 岐阜大学.
James, William. 1890-1891. The Principles of Psychology,
2vols., Macmillan, London.

おこった最も重大な進歩は1886年における発見であり、

（= http://archive.org/details/principlespsych01myergoog）

盟友マイヤーズの用語を借りればそれはsubliminalの発

（= http://archive.org/details/principlespsych00myergoog）

見であると述べている。

ジェームズ, ウィリアム. 今田寛訳. 1992. 『心理学』, 岩

９

ジェームズの著作のなかでChanceを論じているの
は『信ずる意志』の第５章「決定論のジレンマ」であ

波書店.=James, William. 1892. Psychology, Briefer Course,
Harper, New York.

り、「偶然を内包する世界と決定論的世界との相違に

（= http://archive.org/details/psychology01jamegoog）

ついてのわれわれの理論的センスを深めることがわた

ジェームズ, ウィリアム. 福鎌達夫訳. 1961. 『ウィリア

しのやりたいとおもうことなのである」（ジェームズ

ム・ジェイムズ著作集2信ずる意志』, 日本教文社.=

1961=1896：207）と述べている。『信ずる意志』に

James, William. 1896. The Will to Believe, Longman, Green

はパースへの献辞があり、「往時の彼の哲学上の友情

& Co., New York.

に、また近年の彼の諸著作に、私は私の表わし報いう

（= http://archive.org/details/willtobelieve00jamegoog）

る以上の励みと助力とを負うている」（ジェームズ

ジェームズ, ウィリアム. 枡田啓三郎訳. 2010=1970.

1961=1896：2）とある。
10

パースは仮説的推論をいろいろな例をあげて説明して

いるが、たとえば「ある言語を話すことを学んだり、な

『宗教経験の諸相上下』, 岩波書店.= James, William.
1903=1902. Varieties of Religious Experience, A Study in
Human Nature, Longman, Green & Co., New York.

にかある技術を修得したりするときには、かならずなん

（= http://archive.org/details/varietiesofreli00jame）

回も用いられている」（パース1982=1956：280）とい

ジェームズ, ウィリアム. 吉田夏彦訳. 1961. 『ウィリア

う。

ム・ジェイムズ著作集６多元的宇宙』, 日本教文社

11

パース（1982=1956）に収録されている。

.= James, William. 1909. A Pluralistic Universe, Longman,

12

その一節が漱石の『文学論』に利用されていることか

Green & Co., New York.

ら、1907年以前と筆者は推測している。
13

小倉（1989）によれば、漱石とジェームズの出会いは

（= http://archive.org/details/pluralisticunive00jamerich）
ジェームズ, ウィリアム. 上山春平訳. 1963. 「哲学の諸問

1902年から3年の『心理学原理』『宗教経験の諸相』と

題」, 『世界思想教養全集14

のかかわりであるというが、これは洋書の購入時期から

出書房新社.= James, William. 1911. Some Problems of

プラグマティズム』, 河

の推測である。

Philosophy: A beginning of an introduction to philosophy,
Longmans Green, New York.
（= http://archive.org/details/someproblemsphi00kallgoog）

参考文献

ジラール, ルネ. 古田幸男訳. 1971. 『欲望の現象学
文学の虚偽と真実』, 法政大学出版局. = Girard, Réné.

偶然の記号論的分析

111

1961. Mensonge Romantique et Vérité Romanesque, B.

Know My Method: A Juxtaposition of Charles S. Peirce and

Grasset, Paris.

Sherlock Holmes, Gaslight Publications, Bloomington, Indi-

嘉指信雄. 1997. 「ジェイムズから漱石と西田へ

『縁

暈』の現象学、二つのメタモルフォーゼ」, 『哲学』,
48号, ４月.

ana.
シービオク,トマス・アルバート, マーゴリス,ハリエッ
タ. 富山太佳夫訳. 1981. 「ネモ船長の船窓」（『シャ

木田元. 2001. 『偶然性と運命』, 岩波書店.

ーロック・ホームズの記号論─C.S.パースとホームズ

小森陽一. 1985. 「『こころ』を生成する『心臓』」,

の比較研究』所収）=Sebeok, Thomas Albert and Harriet

『成城国文学』, 第1号, ３月.

Margolis. 1981. “Captain Nemo’s Porthole: Semiotics of

小森陽一. 1994. 「『私』という他者

共有されなかっ

Windows in Sherlock Holmes”, in You Know My Method:

た言語ゲーム」, 『総力討論漱石の「こゝろ」』, 翰林

A Juxtaposition of Charles S. Peirce and Sherlock Holmes,

書房.

Gaslight Publications, Bloomington, Indiana.

小森陽一. 2010. 「『私』という〈他者〉性」, 『漱石論

事実と虚構の物語論」,

巻, 筑摩書房.

夏目金之助. 1993-2004. 『漱石全集』, 全28巻, 岩波書店.
nist, Oct. Vol.1. No.2.
（= http://archive.org/details/monist17instgoog）

号, 1月, 研究社出版.
大久保純一. 1970. 「漱石とベルグソン

晩年の作品に

おける時間の問題1-3」, 『心』, 23巻3-5号, 3月, 4月, 5

Peirce, C. S. 1892. ”The Doctrine of Necessity Examined”,
The Monist, Apr. Vol.2. No.3.
（=http://archive.org/details/monist15instgoog）

月, 大成会.
小倉修三. 1989. 『夏目漱石 ウィリアム・ジェームズ受
容の周辺』, 有精堂出版.

Peirce, C. S. 1892. “The Law of Mind”, The Monist, Jul. Vol.2.
No.4.

ロー, グレアム. 森田典正訳. 2003. 「世界の新聞小説の歴
史をめぐって」, 『季刊文学』, ４巻１号, １月, 岩波書

（=http://archive.org/details/monist15instgoog）
パース,チャールズ・サンダース. 浅輪幸夫訳. 1982. 『偶
然・愛・論理』, 三一書房.= Peirce, Charles Sanders.

店.
作田啓一. 1981=1987. 『個人主義の運命

近代小説と

1956. Chance, Love, and Logic, George Braziller, Inc., New
York. （=http://danmahony.com/peirce1892a.htm）

社会学』, 岩波書店.
佐藤深雪. 2009. 「短編小説とはなにか

上田秋成とゲ

ーテの『ドイツ避難民閑談集』」,『文学』, 10巻１号,
１月, 岩波書店.
『バラントレーの若

殿』と『行人』」, 『国文学解釈と鑑賞』, 76巻７号,
７月,至文堂.
漱石の『手紙』」,

『日本文学』, 61巻３号, ３月,日本文学協会.
佐藤深雪. 2013. 「偶然の構造

漱石の場合」, 『大阪府立大

Peirce, C. S. 1891. “The Architecture of Theories”, The Mo-

水田宗子. 1977. 「漱石とポウ」, 『英語青年』, 122巻10

佐藤深雪. 2012. 「時制のレッスン

田中孝雄. 1977. 「偶然

学紀要, 人文・社会科学』 25巻, 大阪府立大学.

未発表論文.
前田愛. 1989. 『都市空間の中の文学』, 前田愛著作集第5

佐藤深雪. 2011. 「枠と語り手

ジェイ

９号, ９月, 46巻12号, 12月, 47巻２号, ２月, 岩波書店.

九鬼周造. 1935. 『偶然性の問題』, 岩波書店.
黒田裕子. 2008. 「驚異の生成

重松泰雄. 1978-1979. 「漱石晩年の思想上中下

ムズその他の学説を手がかりとして」, 『文学』, 46巻

21世紀を生き抜くために』,岩波書店.

C.S.パースと夏目漱

石」，『比較日本文化研究』，16号，掲載予定．
シービオク,トマス・アルバート, ユミカ=シービオク, ジ
ーン. 富山太佳夫訳. 1981. 『シャーロック・ホームズの
記号論─C.S.パースとホームズの比較研究』, 岩波書店.
= Sebeok, Thomas Albert and Umiker=Sebeok, Jean. 1980. You

