
Hiroshima Journal of International Studies  Volume 20 2014

夏目漱石とプラグマティズム
集合的 F とは何か

佐 藤 深 雪

NATSUME Sōseki and Pragmatism: What Is Group F ?

It is an accepted notion that NATSUME Sōseki was influenced by the new psychology that was introduced by 
William James. In this paper, I argue that Sōseki was also influenced by the new American sociology, that is, the 
pragmatic social theory introduced by Charles Sanders Peirce, which emerged at the same time as the new psychology.   

To support this hypothesis, I focus on Sōseki’s notion of the Group F in his Bungakuron (Theory of Literature), 
published in 1907, arguing that Group F comes from Peirce’s philosophy.

In Section Ⅱ, I investigate the contemporary discourse in Tetsugaku Zasshi (Journal of Philosophy), a magazine 
that was first published in 1887, in order to know the context of Bungakuron. In Section Ⅲ, I define the meaning of 
Group F by considering the previous research. In Sections Ⅳ and Ⅴ, I discuss the sociological aspects of Bungakuron 
concerning their relationship with Peirce’s.

I conclude that Bungakuron is based on classical American pragmatism which includes the contexts of both 
psychology and sociology. There is no such hypothesis in the research history of Bungakuron. This paper is significant 
as it provides a new hypothesis to be examined and reveals NATSUME Sōseki among the most radical avant-garde 
writers in twentieth century world literature.
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Ⅰ．はじめに

　夏目漱石の『文学論』は、漱石研究の隆盛にもか
かわらず長く評価の定まらないまま研究史から取り
残されてきた。『文学論』は、漱石の留学中に立案
された文学論の企画が頓挫し、帰朝後東京帝国大学
での講義を経て、1907 年に縮小された規模で出版
された。漱石は 1914 年の講演「私の個人主義」で
その事情を詳しく説明している。その結語部分には
次のようにある。

色々の事情で、私は私の企てた事業を半途で中
止してしまいました。私の著はした文学論はそ
の記念といふよりも寧ろ失敗の亡骸です。然も
畸形児の亡骸です。或は立派に建設されないう
ちに地震で倒された未成市街の廃墟のやうな
ものです。（14: 5961）

　1900 年から 1902 年まで満 2 年間の国費留学を命
ぜられた漱石の研究成果には、この『文学論』のほ
か、1909 年に刊行された『文学評論』と、弟子のノー
トにもとづいて没後 1924 年に出版された『英文学
形式論』があり、この三つが漱石の文学理論書であ
る。1907 年は、漱石が東京帝国大学の教授職を辞
して朝日新聞社に入社し、『虞美人草』をはじめと
した新聞小説の執筆が本格化していく年であり、文
学研究者から作家への転身がこの年になされた。
　三つの理論書のなかで文学の原理を論じた『文学
論』は、世界的にも日本文学史上においてもまった
く類例を見ない孤立した文学研究であると考えられ
てきた。『文学論』に注記されている文献をもとに、
さまざまな思想的背景が探索されているが、その探
索は、留学中の決意を述べた次のような『文学論』
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の序文にもとづいている。

　余は下宿に立て籠りたり。一切の文学書を行
李の底に収めたり。文学書を読んで文学の如何
なるものなるかを知らんとするは血を以て血
を洗ふが如き手段たるを信じたればなり。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。
余は社会的に文学は如何なる必要あつて、存
在し、隆興し、衰滅するかを究めんと誓へり。

（14:9）

　この序文にもとづいて、心理学と社会学の背景が
探索され、心理学についてはウィリアム・ジェーム
ズの影響がほぼ定説となっている。しかし、ジェー
ムズとの関係を一貫して検討してきた小倉脩一は、

「〈集合意識の推移〉という発想は、ジェームズの〈意
識の流れ〉説を借りているかに見えて、実はジェー
ムズのそれとはまったく異質なものといえる」（小
倉 1989: 8）と述べ、個人の意識の焦点 F と個人と
個人の共有にかかる集合意識 F との違いに注意を
喚起している。そのほかテオドール・アルマンド・
リボー、ロイド・モーガン、ジェームス・マーク・ボー
ルドウィンなどの影響が広く検討されている（小倉 
2010）（藤尾 2011）。
　一方、社会学の背景について、小森陽一は『文学
論』に引用された社会学文献が少ないことに不審を
立て、従来から検討されてきたハーバード・スペン
サーを退けてディヴィッド・ヒュームの影響を指摘
した（小森 1994, 1999）。しかし、社会学について
は、最新の研究成果である「漱石『文学論』をひら
く」という雑誌『文学』の 2012 年の特集号でも進
展は見られず、川本皓嗣は、「もはや今日では彼の
文学論の理論的枠組（ことに「社会学」的・「心理学」
的な基礎付け）を額面どおりに受け取って、その当
否を仔細に議論する必要はないかもしれない」（川
本　2012）とまで述べている。
　つまり、心理学的、社会学的な背景の探索は頓挫
して振り出しに戻っていると言わざるをえない状況
である。そこで、「私の個人主義」に立ち戻ってみ
ると、先に引用した結語部分に先立って、次のよう
にある。

私はそれから文芸に対する自己の立脚地を堅

めるため、堅めるといふより新らしく建設する
為に、文芸とは全く縁のない書物を読み始めま
した。一口でいふと、自己本位といふ四字を漸
く考へて、其自己本位を立証する為に、科学的
な研究やら哲学的の思索に耽り出したのであ
ります（中略）。
　自白すれば私は其四字から新たに出立した
のであります。さうして今の様にたゞ人の尻馬
にばかり乗つて空騒ぎをしてゐるやうでは甚
だ心元ない事だから、さう西洋人振らないでも
好いといふ動かすべからざる理由を立派に彼
等の前に投げ出して見たら、自分も嘸愉快だら
う、人も嘸喜ぶだらうと思つて、著書其他の手
段によつて、それを成就するのを私の生涯の事
業としやうと考へたのです（中略）。
　斯く私が啓発された時は、もう留学してか
ら、一年以上経過してゐたのです。それでとて
も外国では私の事業を仕上る訳に行かない、兎
に角出来る丈材料を纏めて、本国へ立ち帰つた
後、立派に始末を付けやうといふ気になりまし
た。即ち外国へ行つた時よりも帰つて来た時の
方が、偶然ながらある力を得た事になるので
す。（14: 595-596）

　留学から一年以上経過していたとあるので、こ
の啓発は 1902 年のことであると推定される。従来、
グルタミン酸を発見した化学者池田菊苗との出会い

（1901 年 6-8 月）がそれと考えられているが 2、半年
以上のずれがあるのは不審である。また、自己本位
という四文字を得て出立した文学研究を「生涯の事
業」としようとしたとあるが、晩年の漱石は、則天
去私の四文字を得て、もう一度大学で組織的理論的
な文学観を講義してみたいと述べていたと複数の弟
子が伝えている（久米 1916）（松岡 1934: 214-215）。
このことから、自己本位は、晩年の則天去私と対に
なることによって完成されるべき文学論の半身で
あったと考えられる。『文学論』は、漱石の創作の
秘密を解き明かす文学理論であるとともに、漱石の

「生涯の事業」として解明を待たれている。
　さて、『文学論』の背景として英文学と漢文学、
そしてそのどちらにも属さない記号学を考える系譜
がある。英文学の背景については『文学論』に示さ
れた資料にもとづいた研究が広く現在も進められ
ており（飛ヶ谷 2002）（佐藤裕子 2005）、漢文学の
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背景についても新しい言及がある（柄谷 1978）（林 
2006）。しかし、中国文学を専門とする齋藤希史が
的確に指摘しているように、 F ＋ｆという『文学論』
における文学の科学的な規定は、漢字圏の伝統批評
における道徳や歴史とは異なり、同時代の半峰、逍
遙、抱月と続く「美辞学」の流れとも異なる。そし
て、科学的であることは旧来の批評の文脈から退路
を断つための戦略であり、普遍への志向のしるしが
F であるという（齋藤 2012）。従来から最新の批評
理論にもとづいた漱石研究の系譜があるが 3、この
齋藤説は、それらを現在において代表しており、個
人の意識の焦点と、個人と個人の共有にかかる集合
意識の焦点をともに指すという『文学論』の F に
ついて、もっとも要領を得た解説であると思われる。
つまり、科学的であり、普遍的である、記号として
の F である。
　しかし、ここには問題がある。漱石はなぜ科学
的・普遍的・記号的 F を時代からまったく孤立し
て考察することができたのだろう。問いはふたたび
同時代の未知の X へ立ち戻って行かざるを得ない
のではないか。筆者は、この未知の X について以
前から一つの仮説を提起している。すなわち、漱石
は、留学中の 1902 年に啓発を受け、それをもって
日本へ帰り、文学理論を構築しようとした。その漱
石が掘り当てた鉱脈とは、チャールズ・サンダース・
パースの哲学であり、ウィリアム・ジェームズの総
帥するプラグマティズムである（佐藤 2013, 2014）。
プラグマティズムは 19 世紀末から 20 世紀初頭にか
けてアメリカに興った新しい哲学であり、一般に考
えられている実用主義という意味を超えて、旧大陸
ヨーロッパの観念論を根底からくつがえす真にアメ
リカ的な哲学の確立であると言われている（伊藤 
2007: 463）。漱石は英語研究を拝命して留学したが、
英文学に共感することができず、その内面化を拒否
した。一切の文学書を行李の底に収めたという序文
の言明は、漱石のプラグマティズム受容がポストコ
ロニアルな選択であることを示している 4。
　本論文は前稿に引き続いてこの仮説を傍証するた
めに、パース哲学における社会学的側面を検討す
る。パースは論理学者として知られていたが 5、ま
た、ソシュールと同時期にソシュールとはまったく
接点のないままに独自の記号学を打ち立てた人でも
ある 6。ロシアフォルマリズムのロマーン・ヤーコ
ブソンは、パースを 1940 年代以降自分にとって最

大のインスピレーションの源であると評したという
（ブレント 2004: 邦訳 8）。1950 年代に入るとチャー
ルズ・ライト・ミルズによって、その社会学的側面
が見出され、デューイの哲学を通してジョージ・ハー
バード・ミードによるプラグマティズム社会論の系
譜へと継承される。パースの論理学は、その共同体
主義と呼ばれる社会論と不可分なものとしてあり、
たとえばパースは「論理学は社会的原理にその根を
張っている」（パース b:112）7 と述べている。本論
では、あまり注目されることのなかったパース哲学
の社会学的側面にもとづいて、漱石の集合的 F8 の
意味を明らかにすることを目的とする。
　以下では、第 5 編「集合的 F」以降を『文学論』後半、
それより前を前半とする。私見では、前半の個人の
意識の焦点 F についてはジェームズの心理学にも
とづき、後半の個人と個人の共有にかかる集合的意
識の焦点 F についてはパースの社会学的側面にも
とづいている。パースとジェームズはプラグマティ
ズム哲学の創始者として並び称されるが、その哲学
には大きな懸隔があり、鋭く対立したと言われてい
る。しかし同時にヨーロッパ哲学に対するまったく
新しい哲学としてプラグマティズムの精神を共有
してもいる。つまり、『文学論』前半と後半は連続
しているとともに断絶してもいるのであり、連続の
側面で言えばジェームズとパースを含めたプラグマ
ティズムの受容として考えられ、断絶の側面で言え
ばジェームズ（心理学）からパース（社会学）への
転回として考えられる。
　第Ⅱ章では、心理学と社会学にもとづいて文学
論を打ち立てようとした『文学論』の時代的背景
を明らかにするために、日本にはじめてプラグマ
ティズムが紹介され、論争の舞台となった『哲学雑
誌』を検討し、その傾向を概観しておきたい。年代
は、漱石が留学した 1900 年から、帰国して『文学
論』を刊行し、職業的作家へ転身していく 10 年間
をとりあげる。従来、漱石が編集委員をしていた明
治 20 年代（1987 ～ 1996）についての調査はなされ
ているが、留学以降についてはほとんど言及がない
9。第Ⅲ章では、『文学論』における集合的 F の意味
内容を整理してパースと比較する。第Ⅳ章とⅤ章で
は、パースの社会論と文明論を検討し、漱石との関
係を検証する。
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　『哲学雑誌』は、井上円了、井上哲二郎、加藤
弘之らによって 1884 年に創立された哲学会を母胎
として 1887 年に『哲学会雑誌』の名で創刊され、
1892 年に改題されて現在に至っている。はじめ東
京帝国大学を中心とした人文学全般に亘る論文を
掲載していたが、1895 年に創刊された『帝国文学』
と並び立つことによって、漸次哲学の分野に限定さ
れることになった。1900 年から 1910 年の内容を精
査すると、次のような特色がある。

１，従来の学問分野である倫理学、宗教学、中国
哲学、美学などに対して、新しい分野として心
理学と社会学がこの時期にきわめて顕著な隆盛
の特色を示している。

２，心理学の紹介については、ウィリアム・ジェー
ムズの動向が注意される。

３，社会学の紹介については、東京帝国大学に創
設された社会学教室の記事が注目される。

４，桑木巌翼によるプラグマティズム紹介が
1906 年に論争を引き起こしたが、紀平正美は
それに先だって一貫してプラグマティズムを擁
護している。

　1900 年代における心理学と社会学の隆盛は、た
とえば 1902 年の「大学院入学者専攻科目の種類（『哲
学雑誌』189 号）という彙報を見ると、伝統的な哲
学科の科目の中で、社会学と心理学がよく健闘して
学生数を増やしていることが見て取れる。

哲学史宗教史の類   10（人）
倫理及宗教の類　   17
社会学の類　　　    9
心理学の類　　　    4
論理学認識論　　    2
美学　　　　　　    2

　明治 20 年代から 30 年代（1887 ～ 1906）の『哲
学雑誌』を調査した上田（1988）は、漱石がジェー
ムズの無意識領域へ興味を持ったのは明治 20 年代
であると推測している。そして、上田は、ジェーム
ズの深層心理研究が生かされているのは、「我が輩
は猫である」（1905）や『漾虚集』（1906）をはじめ『夢

十夜』（1908）ぐらいまでであると述べている。ジェー
ムズの直接の影響を漱石の初期に限定している点に
賛同できる調査である。
　1900 年代に入ると、『哲学雑誌』におけるジェー
ムズの記事は宗教論およびプラグマティズム論へと
変化し、すでに心理学の範囲を超えているように見
える。たとえば 1904 年から 1905 年にかけて欧米を
歴訪した心理学者元良勇次郎は、アメリカでジェー
ムズ教授に面会したことを、次のように報告してい
る。

ゼームス教授は従来心理学者として多くの人
に知られて居りましたけれども現今では殆ど
哲学者になつて居られる、私は面会して彼の心
理学を今少し増補して更に今一度出版なさる
御積りはないかと聞きました所が、微笑しなが
らアノ心理学は最早あれで完全な積りである、
と答へられました、それ故に今日のところでは
心理学の研究は継続してやつては居られぬ、哲
学上実在の研究をされて居ります（元良 1905: 
291）

　最先端の日本の心理学者は、ジェームズの『心理
学原理』（1890）に代表されるような科学的な実験
心理学を求めているが、ジェームズは哲学的、宗教
学的な方面の研究へ向い、あるいはスピリチュアリ
ズム（心霊主義）に傾斜していく。漱石は、『文学論』
第 5 編第 5 章で、ジェームズの識域下（無意識）研
究について、「而して遂に之を験するの期なきが故
に余は此説の余に近きにも関はらず、賛否を表する
能はず」（14: 488）と述べ、「思ひ出す事など」（1910）
では、ジェームズのスピリチュアリズムをはっきり
と批判している（12: 408）。
　先行研究を参考にしながら、1900 年代の『哲学
雑誌』にもとづいて、本論ではジェームズの漱石
への影響を三期に分けて考えておきたい。第一期
は、フランスのナンシー学派やサルペトリエール学
派の催眠実験に興味を持って、「催眠術」という翻
訳を漱石が『哲学雑誌』に掲載した 1892 年前後で
ある。漱石は英国留学以前にも『哲学雑誌』を通し
てジェームズの紹介記事を見ていたと推測される。
第二期は、英国留学を経て、『文学論』が刊行され
る 1907 年まで。1890 年に刊行された『心理学原理』
の世界的成功によってアメリカの心理学が確立し、

Ⅱ．20 世紀初頭の『哲学雑誌』
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ジェームズがドイツのウィルヘルム・ヴントと並び
称される時期である。漱石が『文学論』でジェーム
ズの意識の流れ説を応用したことはほぼ定説となっ
ているが、それは最新のアメリカ心理学の受容であ
ることが重要である。第三期は、1907 年以降ジェー
ムズが逝去する 1910 年まで。ジェームズは哲学的・
宗教学的な論説に傾斜していき、漱石はスピリチュ
アリズムへ批判的なまなざしを向け、ジェームズの
影響を沈潜させていく時期である。逝去の記事を外
国雑誌に発見した漱石は、「思ひ出す事など」（12: 
365）で、ベルグゾンとともにジェームズを反理知
派として追悼している。
　つまり『哲学雑誌』におけるジェームス評価の変
化を、漱石もまたほぼ忠実になぞっているのではな
いか。自然科学の一分野としての実験心理学から哲
学的・宗教学的論説へと傾斜するにつれて、自然科
学としての心理学を追究する日本の心理学者から
ジェームズは忘れられていく。同様に、このような
ジェームズ評価の変化を、『文学論』は前半と後半
との断絶に刻印しているのではないか。つまり、前
半こそジェームズ心理学の影響は強いが、後半では
その影響を沈潜させていると考えられるのである。
　つぎに『哲学雑誌』における社会学の記事を検討
する。
　1900 年代以前にも社会学の紹介は散見されるが、
1903 年に東京帝国大学に社会学研究室が創設され
たことは、日本の社会学の発展の基礎として注目さ
れる。外山正一の遺志を継いで建部遯吾が開室の辞
を書いている 10。その前年には、コロンビア大学社
会学教授ギジングスから建部へ書簡が送られ、コロ
ンビア大学の詳しいカリキュラムが掲載されてい
る。その一端を紹介すれば、社会学原理、統計学理
論、家族の原始的形態、貧窮論、犯罪論などである。
翌 1904 年にはスペンサーの紹介記事がまとまって
掲載され、社会有機体説、進化論などが話題となっ
ている。
　開設の辞には、「社会学の漸く発達せる、有機体
説及進化説の論究は、必ず渾一体としての社会の成
立及不成立の研究に到る、（中略）列国競争の裡に
於ける一国盛衰存亡の理法の闡明は、必ずや之を斯
学の研鑽に須たざる可からず」（建部 1903）とある。
スペンサーの社会有機体説と社会進化論がまず受容
されているが、ギジングスの書簡を見るなら、社会
学の中心もまた、心理学と同様に、ヨーロッパから

アメリカへ移りつつあり、その最新の成果を日本は
アメリカから受容していたと言ってよいのではない
か 11。
　アメリカ社会学の歴史について見れば 12、ミル、
コント、スペンサーらヨーロッパの社会学をいちは
やく輸入して、1900 年代にはすでに The First Big 
Four と呼ばれるアメリカ社会学が成立していたと
いう。The First Big Four とは、サムナー、ウォー
ド、ギディングス、スモールをいう。
　建部と書簡を交換したコロンビア大学のギジング
ス（Franklin Henry Giddings 1855-1931）とは、この
新しいアメリカ社会学の一人である。漱石文庫に
は The elements of sociology (1898) が所蔵されている。
また、1906 年の『哲学雑誌』には、三回にわたっ
て小林郁による「ヂーレー、ウォード両博士共著『社
会学教科書』を読む」が連載されている。ウォード

（Lester Frank Ward 1841-1913）もまた新しいアメ
リカ社会学の一人であり、漱石文庫には Dynamic 
sociology（1883） が所蔵されている。漱石は、ウォー
ドについて「思ひ出す事など」に次のように記して
いる。

　ウオードの著はした社会学の標題には力学
的といふ形容詞をわざわざ冠してあるが、是は
普通の社会学でない、力学的に論じたのだとい
ふ事を特に断つたものと思はれる。所が此本の
嘗て魯西亜語に翻訳された時、魯国の当局者は
直ちにその発売を禁止してしまつた。著者は不
審の念に打たれて、其理由を在魯の友人に聞き
合せた。すると友人から、自分にも能くは分ら
ぬが、恐らく標題に力学的といふ字と社会学と
いふ字があるので、当局者は一も二もなくダイ
ナマイト及び社会主義に関係のある恐ろしい
著述と速断して、この暴挙を敢てしたのだらう
といふ返事が来たさうである。
　魯国の当局者ではないが、余も此力学的とい
ふ言葉には少からぬ注意を払つた一人である。
平生から一般の学者が此一字に着眼しないで、
恰も動きの取れぬ死物の様に、研究の材料を取
り扱ひながら却つて平気でゐるのを、常に飽き
足らず眺めてゐたのみならず、自分と親密の関
係を有する文芸上の議論が、ことに此弊に陥り
易く、また陥りつゝある様に見えるのを遺憾と
批判してゐたから、参考のため、一度は魯国当
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局者を恐れしめたといふこの力
ダイナミックソシオロジー

学的社会学な
るものを一読したいと思つてゐた。実は自分の
恥を白状する様で甚だ極りが悪いが、是は決し
て新しい本ではない。製本の体裁からしてが既
にスペンサーの綜合哲学に類した古風なもの
である。けれども亦恐ろしく分厚に書き上げた
著作で、上下二巻を通じて千五百頁ほどある大
冊子だから、四五日は愚か一週間つても楽に読
みこなす事は出来悪い。それで已を得ず時機の
来る迄と思つて、本箱の中へ仕舞つて置いたの
を、小説類に興味を失した此頃の読物としては
適当だらうと不図考へ付いたので、それを宅か
ら取り寄せてとうとう力学的に社会学を病院
で研究する事にした。（12: 376-377）

　この記事によって、漱石が実際にウォードの『力
学的社会学』を読んだのは 1910 年であることがわ
かる。そして、ウォードを読むべき文献として購入
したのは、重版本の日付から 1907 年以降のことで
ある。つまり、漱石は、『哲学雑誌』1906 年の紹介
記事に刺激されて、ウォードへ目を向けたのではな
いか。そして、スペンサーの社会学が静的であると
すれば、ウォードの社会学は動的であり、後者こそ
が新しいアメリカ社会学であると小林郁は紹介して
いるが、漱石は必ずしもそれをすぐに手にとって読
むべき文献であるとは考えていないことが注意され
る。むしろ、スペンサーに類した古風な書物である
と認識している。The First Big Four の一人である
ウォードは、1903 年に帰朝した漱石にとって、す
でに最新の社会学ではなかった可能性がある。
　そこで、さらに『哲学雑誌』の傾向を閲してみると、
ダイナミックという表題が社会主義を連想させたよ
うに、この時代の傾向の一つとしてマルクスなどの
社会主義の紹介記事がわずかではあるが見いだせる

（1904 年 8 月号に「社会主義と個人の平等」という
批評欄の記事がある）。また、漱石文庫にもマルク
スの『資本論』が収蔵されていたことはよく知られ
ている。しかし、漱石はマルクスの理論には欠点が
あると考えていたようであり、たとえば、「カール
マークスの所論の如きは単に純粋の理窟としても欠
点有之べくとは存候へども今日の世界に此説の出づ
るは当然の事と存候」（22: 253）と 1902 年の私信の
中で述べている。このようにして、社会主義系の社
会学も漱石とは関係が薄いと考えられる。

　ヨーロッパ由来のスペンサーらの社会学、アメリ
カの The First Big Four、そして社会主義の社会学、
これらの影響を否定した上で、ここで取り上げよう
とするのは、ジョージ・ハーバード・ミードによっ
て継承されることになるプラグマティズム社会論で
ある。1900 年代初頭の『哲学雑誌』で注意される
のは、桑木巌翼によるプラグマティズム哲学の詳し
い紹介であり、田中王堂らが加わったプラグマティ
ズム論争である。1906 年の『哲学雑誌』は、プラ
グマティズムをめぐる両者の応酬によって席巻され
ている。また、紀平正美は巌翼に先立ってプラグマ
ティズム哲学を紹介し（浮田 1984）、一貫してプラ
グマティズムを擁護している。また、朝永三十郎は
1907 年 1 月の『哲学雑誌』に「プラグマティズムと
プラグマティシズム」を抄載し、1905 年にアメリカ
で始まった論争の内容―ジェームズとパースのプ
ラグマティズムの異同―を的確に指摘している。
　矢澤修次郎は、十九世紀の後半に形成され二十世
紀初頭にアメリカの国民哲学となったプラグマティ
ズムは、アメリカ社会学に対して大きな影響力を
もったが、1930 年代には実存主義と論理実証主義
の隆盛により衰退したという（矢澤 1984:19）。1950
年代に入ってライト・ミルズに再発見されるまで、
この時期のプラグマティズムは等閑に付されてき
た。それはプラグマティズムがヨーロッパ哲学から
は偽哲学として排斥され 13、マルクス主義からはア
メリカ帝国主義のイデオロギーとして批判されてき
た（矢澤 1971）からだろう。
　プラグマティズムは、ジェームズ、デューイ、パー
スを始原とするさまざまな傾向の哲学が家族的類似
のもとにゆるやかな学派を形成している。そのプラ
グマティズムにおける社会学的側面を示しているの
はパースである。これについては、章を改めて、漱
石の『文学論』と対比しながら検証することにする。

　集合的 F について先行研究は定説をもっていな
い 14。ジョセフ・マーフィーは次のように述べている。

社会進化論的な議論に基づいている「集合的 F」
もずっと追求されているが、その前に成立され
た心理学との関係はあくまでも明確にされな
いので、文学史に対して価値のある考察ができ

Ⅲ．集合的 F とは何か
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ても、ある意味で『文学論』の最大の問題点に
なる。（マーフィー 2102）

　集合的 F についての社会学的な考察は、心理学
との関係が明確にされないので、依然として『文学
論』の最大の問題点のまま取り残されているという
ことだろう。集合的 F は、心理学、社会学との関
係を同時に明確にしなければ解決しない。
　スペンサーの社会進化論の影響が否定された後、
藤尾健剛はボールドウィンにもとづいて次のように
述べている。

　各個人は社会に流通する観念を内面化する
ことを通して成長を遂げるが、この観念の集合
が‘Zeitgeist’「趣味」「世論」の名で呼ばれて
いるものである。それは、「社会的遺伝」が同
時代の人々によって独自に運用されることを
通して、それに多少とも変化と修正の与えられ
た観念群である。‘Zeitgeist’「趣味」「世論」は、
個人の内部に根をおろしているとともに、社会
に広く遍在するものである。それは個人と社
会、個人と他者たちを結ぶ絆であると同時に、
個人と祖先たちを結ぶ絆でもある。現在伝播し
ている観念群は、前の世代から手渡された「社
会的遺伝」の強い拘束のもとに置かれているか
らである。『社会的倫理的解釈』の‘Zeitgeist’は、
以上のような概念であるが、『文学論』で同じ
ドイツ語に置き換えられる「集合意識」も、こ
れと同じ趣旨の概念として構想されたと考え
てほぼ間違いないであろう。（藤尾 2011: 225）

　『文学論』第 1 編第 1 章には次のようにあり、こ
れにもとづいてドイツの Zeitgeist よりも漢学の教
養にもとづいた「勢」を重視する集合的 F の解釈
がある（林 2006）。

一世一代の F は通語の所謂時代思潮（Zeitgeist）
と称するものにして更に東洋風の語を以てせ
ば勢これなり。古来勢は何ぞやと問へば曰く天
なりと答え命なりと呼ぶ。蓋しｘを以てｙを解
くと類を同じくするものなりと雖も此一語は
余が述べるところの広義の F をよく表言して
遺憾なし。（14: 33）

　藤尾、林二つの解釈は、社会学の成立について無
関心であり、かつ伝統の継承についてはよく説明が
つくが、社会の変化の要因を説明しきれていないよ
うに思われる。ドイツでは長く社会学の成立が遅れ
た 15。中国でもいわゆるアジア的封建制のもとで社
会学は成立しなかった。個人間の心的相互作用とし
て成立する社会の概念は、Zeitgeist や勢ではカバー
しきれない近代的な新しい概念である。さらに、「蓋
しｘを以てｙを解くと類を同じくするものなり」と
説明される天命の考え方が、なぜ集合的 F と重な
るかも説明されていない。
　はじめに述べたように、一貫してジェームズの影
響を探索してきた小倉脩一は、問題をはっきり指摘
している。すなわち、漱石がジェームズと「根本的
に異なるのは、個々の意識の選択に現れる共通の理
想という考え方、さらに進めて、それらが合する〈社
会の大意識〉という考え方である。」、あるいは、「個
人と個人をつなぐ共通の意識の想定」は、「ジェー
ムズにおける〈人格意識〉という考え方から遠く隔
たらせてしまうところのものなのである。」（小倉 
1989: 9-10）。私見では、ジェームズにおける人格意
識とは、プラグマティズム研究で言われている、そ
の個人主義的傾向であり、一方、共通の理想や共通
の意識の想定とは、パースにおける共同体主義の傾
向である（伊藤 1994: 3-31）（金井 2006: 111-123）。
　問題は錯綜しているが、ゲオルク・ジンメルの指
摘を参考にするなら、ほんとうに存在するのは個人
だけで社会は実在しないと考えるか、すべては社会
の内部に、社会に規定されてあると考えるか二つの
両極の考え方がある（ジンメル 1917: 12-13）。ジェー
ムズの個人主義にもとづく人格意識は、個人だけが
実在であるという考え方、一方、Zeitgeist や勢は、
社会こそすべてであるという考え方にそれぞれ分類
されるだろう。しかし、私見では、漱石はそのどち
らでもなく、どちらでもある。一人一人が独立した
個人でありながら、同時に共通の理想、共通の意識
をそなえた集合とは、どのように可能だろうか、こ
れこそが自己本位から出発し、則天去私と対になる
ことによって完成すべき、漱石の「生涯の事業」の
課題である。
　この課題にそった集合的 F の意味とは、一人一
人は独立した個人でありながら同時に共通の理想、
共通の意識をもった集団である。これが二十世紀初
頭の漱石が「生涯の事業」として描き出そうとした
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社会の姿である。
　以上が研究史を批判して得た集合的 F の意義に
ついての本論の仮説である。以下では『文学論』に
そくして詳しく検討していこう。
　『文学論』のなかで、集合的 F について書かれて
いるのは、第 1 編第 1 章、第 3 編序文、第 5 編序文
である。それぞれの編の序文にあたる部分に説明が
あり（第 1 編には序文がない）、集合的 F が全体の
構想のなかで重要なテーマであることがわかる。

半日にも亦如此 F あり、一日にも亦然り、更
にこれを以て推せば一年十年に渡る F もあり
得べく、時に終生一個の F を中心とすること
も少なからざるべし。一個人を竪に通じて F
ある如く一世一代にも同様一個の F あること
亦自明の事実にして、かゝる広義に於て F を
分類すれば
　（一）一刻の意識に於ける F、
　（二）個人的一世の一時期に於ける F、
　（三）社会進化の一時期に於ける F、
となり得べきなり。（14: 32）　

　以上はもと自家一人の意識に就きて云ふこ
となれども、個人に就て云ひ得ることは、其個
人と同様の他の個人に就ても云ひ得るが故に、

（少くとも、しか仮定し得るが故に）、又其個人と
時を同くする人類は其数幾億に上るべきが故
に、吾人一代の内容たる焦点的意識の集合は一
世の集合意識の一部分と云ひ得べし。（14: 220）

吾人は一分時に於て得たるＦを拡大して、一
日、一夜、半歳、五十歳にわたつて吾人の意識
を構成する大波動に応用して、個人に於ける一
期一代の傾向を一字のＦにあらはすの便宜な
るを説けり。更に一代を横に貫いて個人と個人
との共有にかゝる思潮を綜合して其尤も強烈
なる焦点を捕へて、之を一字のＦに縮写するの
至当なるを説けり。此編に論ぜんとするは主と
して此集合Ｆの類別、推移、変遷に関す。而し
てとくに文学の範囲内に於てのみ行はるゝ理
法にあらざるよりは、別に之を差別して文学に
於る云々と云はず。〔中略〕且此集合的 F は個
人の一分時に於る F の意義を拡大せるものに
過ぎざるを以て、後者に関して云ひ得べき理法

は特別の場合を除くの外移して以て前者に応
用し得べきものとす。（14: 419-420）

　個人の一分時の F は、拡大されて個人の一代に
おける焦点Ｆとなる。さらに「一代を横に貫いて個
人と個人との共有にかゝる思潮を綜合して其尤も強
烈なる焦点を捕へて、之を一字のＦに縮写する」と
ある部分を、それぞれ時代の F そして社会の F と
考えて、この二つの F をあわせて集合的 F である
と考えておくことにしよう。
　漱石の同時期の他の著作にも同じ論旨の発言があ
る。「現代日本の開化」（1911）では次のように述べ
ている。

　是は極めて短時間の意識を学者が解剖して
吾々に示したものでありますが、此解剖は個人
の一分間の意識のみならず、一般社会の集合意
識にも、夫から又一日一月もしくは一年乃至十
年の間の意識にも応用の利く解剖で、其特色は
多人数になつたつて、長時間に亘つたつて、一
向変りはない事と私は信じてゐるのでありま
す。［中略］是と同じ様にあなた方と云ふ矢張
り一箇の団体の意識の内容を検して見るとた
とひ一カ月に亘らうが一年に亘らうが一カ月
には一カ月を括るべき炳乎たる意識があり、又
一年には一年を纏めるに足る意識があつて、夫
から夫へと順次に消長してゐるものと私は断
定するのであります。吾々も過去を顧みて見る
と中学時代とか大学時代とか皆特別の名のつ
く時代で其時代々々の意識が纏つて居ります。

（16: 433-34）

　『文学論』と同時期の評論に共通する F の性質と
は、個人・時代・社会に等しく働く理法であり、文
学だけでなくあらゆる分野に共通して働く法則であ
るということである。そして、『文学論』第 5 編冒
頭に述べられるように、「一時代の集合意識が如何
なる方向に変化して、如何なる法則に支配せらるゝ
かを論ずるは此章の目的なり。」「一時代に於る集合
意識の播布は暗示の法則に由つて支配せらる。（14: 
437）と述べて、この法則とは、暗示の法則である
と明記されている。『文学論』は、複雑に見えてじ
つはただ一つの法則によって貫徹されている。「蓋
しｘを以てｙを解くと類を同じくするものなり」と
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説明される天命の考え方が、集合的 F と重なるのは、
この法則性による。
　暗示の法則については佐藤（2014）に詳しく述べ
たので、ここでは結論だけを略述する。暗示の法則
とは、パースの推論を特色づける第三の推論形式で
あるアブダクションである。パースは、過去からの
暗示（習慣性）と、未来のさまざまな可能性のなか
から当てずっぽうに（偶然性）一つを選んで引きよ
せる（自発的）暗示とがあわさってアブダクション
が成り立つという。つまり習慣・偶然・自発の三極
構造をもつのがアブダクションである。一方、漱石
は『文学論』で予期・突然・漸次という三極構造によっ
て暗示の法則を考えている。頓悟の例で述べるなら、
悟りに近づこうと意図して（予期）、長い努力を続
け（漸次）、不図した機縁に導かれて（突然）頓悟
する。つまり、長く続く意図された修行だけでは悟
りは得られず、偶然のきっかけに導かれてはじめて
悟りは訪れる。パースと漱石両者に共通するこの三
極構造によって、受動的（偶然）でありながら同時
に能動的（自発）でもある人間の自由が確保される。
この法則に従えば、自己本位でありながら同時に則
天去私であるという長く漱石研究の難問となってき
た概念は、人事を尽くして天命を待つという中国の
諺とよく付合して考えることができる。

　パースは、デカルトを批判して、信念の確定を目
的とした探究の方法を考案した。「信念の固め方」

（1877）によれば、探究の方法は四つある。自己中
心的な固執の方法、集団中心的な権威の方法、理性
中心的な先天的方法、そしてパースがよってたつ事
実中心的な科学の方法である。科学の方法は、人間
の思考によって左右されない実在的な事実にもとづ
いて行う探究の方法であるが、探究が論理的である
ためには社会的あるいは共同体的でなければならな
いとパースは考えている。
　この社会的、共同体的な探究についてパースは繰
り返し述べている。1868 年の The Journal of Speculat
ive Philosophy（『思弁哲学雑誌』）に掲載された「四
個の能力の否定から生じる若干の帰結」は、デカル
トの直感を否定し、あらゆる認識は推論によって論
理的になされることを述べた論文である。その中で、
パースは実在論を擁護し、そのためには社会集団が

必要であると述べている。

こうして実在的なものとは、知識や推論がおそ
かれ早かれ最終的におちつく先であり、わたし
やあなたの気まぐれに支配されないようなも
のである。実在概念のこのような成立事情から
して、実在概念が社会集団の概念をふくんでい
ることは明らかである。そしてこの社会集団は
新しい知識を受け入れるということにかんし
ては大いに開放的なのである〔中略〕。
こうしていかなる思考も、その後につづく思考
に依存しているのであり、それゆえいかなる思
考も、社会集団の未来の思考に依存するところ
の可能的な存在なのである。
　個々の人間は、一応自分の存在を、無知と誤
りによって自覚できるとはいえ、もし自分の仲
間から切り離され、自分および自分の仲間が将
来あるべき姿から切り離されるならば、ほとん
ど無に等しい存在となるのである。（パース a: 
163-67）

　思考はその後に続く思考に依存しているという論
理的な必要から、あらゆる思考は社会集団の無限の
未来を必要とするという主張である。同じように、
1878 年の Popular Science Monthly に掲載された「偶
然の論理」では、「論理学は社会的原理にその根を
張っている」、「論理的であるためには、人間は利己
的であってはならない」とある。この一見奇異に思
える提言は、たとえば確率論について見れば首肯で
きるだろう。「確率の観念は、その本質上、無限に
繰返される種類の推論に属している」。そして、「孤
立した事例だと推理はなんの意味ももちえない」。
その結果、次のような結論に導かれる。

つまり、われわれの関心がかぎられたもので
あってはならないということが論理性には断
乎必要であるように思われるのである。その関
心はわれわれ自身の運命とともに跡切れては
ならず、共同体全体を包含するものでなくては
ならない。さらにまた、この共同体も有限で
あってはならず、われわれが直接的、間接的に
知的関係を結びうる全人類にまで広がってい
なくてはならない。いかに漠然としていよう
と、ともかく、その共同体はこの地質学的年代

Ⅳ．パースの社会論
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を越え、あらゆる限界を越えたところまで達し
ていなければならない。全世界を救うために自
己の魂を犠牲にしようとしない人の行う推論
は、そのすべてが、全体として非論理的になる
ように思われる。論理学は社会的原理にその根
を張っているのである。（パース b: 112）

　パースの社会的側面はすべて、この論理学の必要
から出ているように思われる。論理学はどこまでも
非限定的な共同体を必要とすることから、空間的に
は全人類に及び、時間的には未来時制を含む。ここ
では、論理学と社会学が一体であるというパース哲
学の社会学的側面について述べた。

　『文学論』第 5 篇第 1 章で、漱石は集合的 F を三
つに大別して「一代に於る集合意識を大別して三と
す。模擬的意識、能才的意識、天才的意識是なり。」

（14: 420）と述べている。これはパースの 1893 年
の論文「進化する愛」における思想の進化に関す
る三分類にほぼそのまま重なっている。パースは
思考の進化を論じて三つの様式を数える。偶然的
変異による進化 (tychasm)、機械的必然による進化
(anancasm)、創造的愛による進化 (agapasm) である。
そして、偶然的進化と必然的進化とはアガペ的進化
の退化した形態であるとする。アガペ的進化とは、
人々の共感にもとづいた集合的進化としてもっとも
高度な進化の様式である。

思想のアガペ的発展は、偶然的進化におけるよ
うに、まったく無頓着にではなく、また必然
的進化のばあいのように、たんなる環境や論
理の力によって盲目的にでもなく、精神が獲
得する以前にその性質が予見されている観念
そのものにたいする直接の魅力によって、共
感の力によって、すなわち精神の連続性によっ
て、ある一定の精神的傾向を採用することであ
る。（パース b: 340）

　思想のアガペ的発展が採用する精神的傾向には三
つの種類があるとパースは続ける。三によって物事
を分類していくのはパースの根本的原理であるが、
進化の三つの様式の一つであるアガペ的進化は、さ

らにその下に三種類の様式をもつというのである。
この下位の三つの様式に、漱石の集合的 F の三区
別が対応している。

第一に、それは全体の人びと、ないしは共同体
の集合的人格性に影響を及ぼし、それを介し
て、集合的人びとと強力な共感的関係をもつ
ような個々人に伝達されうる［中略］。第二に、
それは私的人格に直接影響を及ぼしうる。しか
しそのために、このばあい、きわだった思想的
経験ないし発展の影響を受け、隣人たちへの共
感によって、その観念を理解したり、その観念
の魅力を感得したりしうるのはそうした影響を
受けた人にかぎられる［中略］。第三に、それは、
ある個人の人間的愛情とは無関係に、その人の
精神をとりこにする魅力によって、その個人に
影響を及ぼすことができる。これは、その人が
それを理解してしまうまえにであっても起こ
りうる。適切にも、天才の予見と呼ばれてきた
現象がこれに相当する。（パース b: 340-41）

　漱石の模擬的意識とは、焦点Ｆは容易に他に支配
されやすく、他を模倣して起こるものであり、社会
の大多数を構成し、大多数であるがゆえに数の上で
はもっとも有力であると説明される（14: 423）。こ
れはパースの第一の集合的人々の強力な共感関係に
相当するだろう。次に漱石の能才的意識とは、「模
倣的Ｆの必ず到着すべき点に、模倣的Ｆより先に到
着する」（14: 426）ような積極性をもった少数者で
ある。これはパースの第二のきわだった思想的経験
ないし発展の影響を受けた限られた私的人格に相当
するだろう。さらに漱石の天才的意識とは、能才的
Ｆが社会的に成功するとすれば、天才的Ｆは俗流に
理解されず、Ｆを凡人よりいち早く意識することが
できるものとすると説明される（14: 427-435）。パー
スはこれを天才の予見であると述べている。
　以上のように、社会の進化について述べている漱
石の模倣的大衆と能才的少数者そして天才的単独者
は、パースのいうアガペ的進化の三種類にほぼよく
重なっている。
　パースは次に、三つの進化を具体的な歴史を例に
挙げて説明する文明論を展開し、偶然的進化の最大
の実例はキリスト教の発展とフランス革命であり、
必然的進化の典型は現代日本であるという。

Ⅴ．パースの文明論
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最近の日本における西洋思想の受容は、たぶ
ん、外的な必然的進化の、歴史上もっとも純粋
な実例であろう。（パース b: 347）

　この純粋に外的な必然的進化の議論は、漱石の「現
代日本の開化」（1911）における外発的開化論とほ
ぼ同じである。漱石は、西欧の開化は内発的である
が、日本の開化は外発的であると述べる。外発的と
は「外からおつかぶさつた他の力で已むを得ず一種
の形式を取るのを指した」（16: 430）とあり、その
心理的な特色は「天狗にさらわれた男の様に無我夢
中で飛び付いて行くのです。其経路は殆ど自覚して
ゐない位のものです」（16: 435）という。
　一方、パースは、先に引用した盲目性という必然
的進化の特色に加えて、次のように述べている。

思想の必然的発展は、精神にとって内的、外
的どちらかの原因によって決定される性格を
もった新しい観念を、その観念がどこへ向かっ
ていくのか予知せずに、採用することから成り
立つ。―外的原因としては、たとえば環境の
変化があり、内的原因としては、たとえば一般
化のような、すでに容認された観念の論理的展
開がある。（パース b: 340）

　漱石の説明は、外的と内的を分けている点、そし
て新しく外からやってきた観念がどこへ向かってい
くのか予知できないままに、盲目的にそれに追従し
ていくしかないという点において、パースの必然的
進化論によく一致する。

　本論では、1900 年代初頭の『哲学雑誌』により、『文
学論』成立前後の背景を明らかにした。従来から心
理学的、社会学的背景があると明記されてきた『文
学論』のそれが何を指すのか定説がなかった。意識
の推移説にウィリアム・ジェームズの影響があると
言われてきたが、第 5 編以降の集合的 F について
も言えることではなかった。集合的 F が何を意味
しどんな社会学にもとづいているかは、心理学的・
社会学的背景を同時にともに解明する仮説が必要で
あった。本論が提起するのは、プラグマティズムと

よばれる十九世紀末から二十世紀初頭のケンブリッ
ジで興った思想潮流である。プラグマティズムは
パースとジェームズを創始者とし、旧大陸ヨーロッ
パの観念論を根底からくつがえす新世界アメリカの
思想であった。論理学者として知られたパースの哲
学を漱石が受容したことは、『文学論』における暗
示の法則にそくして、そして『三四郎』、『彼岸過迄』、

『こゝろ』における推理の諸相にそくしてすでに検
討したところである（佐藤 2013, 2014）。本論文は、
それに続けて、パースの社会学的側面について、そ
の社会論と文明論を『文学論』の集合的 F にそく
して検討した。
　心理学と社会学をもとにした文学研究と宣言され
ている、その二つを同時に明らかにしない限り『文
学論』の総体的理解は難しい。ジェームズの影響が
定説となりつつある研究史においても、社会学の背
景がいまだ明らかでないために、漱石の言明は未解
決のままであった。本論は、それをパース哲学の社
会学的側面に由来すると考え、その背景の全体をア
メリカに興ったプラグマティズムであると考えるも
のである。この仮説はさまざまな方面から検証が必
要であることはいうまでもないが、これまで心理学
と社会学の背景をともに満たすような仮説自体が

『文学論』の研究史にはなかった。本論は検証すべ
き新しい仮説を提起したという意義を有する。
　漱石におけるプラグマティズムの受容は、山田英
世（1983）が指摘して以来、鶴見俊輔（2007: 182-
185）の言及があるほかほとんど誰も注意を向けたこ
とのない問題系であるが、本論文によって、ヒラ
リー・パトナムやリチャード・ローティーらによっ
て復興めざましいアメリカ・プラグマティズムの潮
流に、日本文学は深く根本的な受容の先駆者である
漱石を擁して参画することができる。
　漱石は 20 世紀初頭にプラグマティズムを独力で
発見し、パースのアブダクションの重要性を理解
し、それを作品の根本原理として実践した作家であ
る。そして、漱石はパースの論理学をはやく理解し
た理知派である。記号論的研究が他の作家に比較し
て多かったのは、漱石がパース記号論を科学の最も
根本的な方法論として受容し、理論と実践の両面に
わたってそれを応用していたからであると考えられ
る。この視角によって、漱石研究は二十世紀のもっ
とも先鋭な前衛文学者の一人として漱石を世界文学
へと拓いていかなければならないだろう。

Ⅵ．おわりに
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