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朝さろんの本棚〈29〉 

夏目漱石『夢十夜』について 

 

29th morning：2013 年 11 月 14 日(木)＠渋谷 

参加者: ９名 

 

「夢十夜」は、 

“現実/日常”と“夢/異界/無意識”といった領域を往還しながら、人間の精神の底知れなさ

と表現（文学）の多様さの合一とを試みた作品。 

 

【テーマ】 

  〈本棚拝見(リクエスト特集)（２）〉 

 

【本】 

夏目漱石「夢十夜」(岩波文庫, 1986) 

[初出：『朝日新聞』1908 年(明治 41 年)7 月 25 日―8 月 5 日] 

 

【夏目漱石(なつめ そうせき)】 

慶応 3年 1月 5日（新暦 2月 9日）江戸牛込馬場下横町に生まれる。本名は夏目金之助。

帝国大学文科大学（東京大学文学部）を卒業後、東京高等師範学校、松山中学、第五高等

学校などの教師生活を経て、1900 年イギリスに留学する。帰国後、第一高等学校で教鞭を

とりながら、1905 年処女作「吾輩は猫である」を発表。1906 年「坊っちゃん」「草枕」を

発表。1907 年教職を辞し、朝日新聞社に入社。そして「虞美人草」「三四郎」などを発表

するが、胃病に苦しむようになる。1916 年 12 月 9 日、「明暗」の連載途中に胃潰瘍で永眠。

享年 50 歳であった。墓所は豊島・雑司ヶ谷霊園（文献院古道漱石居士）。 

当初は余裕派と呼ばれた。「修善寺の大患」後は、『行人』『こゝろ』『硝子戸の中』

などを執筆。「則天去私（そくてんきょし）」の境地に達したといわれる。 

 

【ストーリー】 

『夢十夜』（ゆめじゅうや）は、夏目漱石著の小説。1908 年（明治 41 年）7 月 25 日か

ら 8 月 5 日まで『朝日新聞』で連載された。現在（明治）を始め、神代・鎌倉・100 年後

と、10 の不思議な夢の世界を綴る。「こんな夢を見た」という書き出しが有名。漱石として

は比較的珍しい幻想文学の趣きのある作品。 

 

 



“Life is but an empty dream” 

朝さろん 29th morning 

〈本棚拝見(リクエスト特集)(２)〉 

 2 / 8 
 

【推薦のことば】 推薦者：本間さん 

『夢十夜』が朝日新聞に掲載されたのが明治４１年（1908 年）の７月から８月にかけて

である。それから１００年と少し経っている。その間に、日本に関してだけでも、関東大

震災、アジア・太平洋戦争、そして戦後約７０年を経験している…。 

 漱石４１歳の時の作品である。それまでに、『吾輩は猫である』『坊つちゃん』『草枕』、

朝日新聞入社後に『虞美人草』『坑夫』を発表している。新聞社入社後の作品に漱石が満足

している感はない。『夢十夜』は職業作家としての漱石の転機となる作品と私は見ている。

その後、漱石は、前期３部作『三四郎』『それから』『門』、後期３部作『彼岸過迄』『行人』

『こゝろ』、そして『道草』『明暗』と新聞小説を書いていく……。（漱石は大正５年（1916

年）、４９歳で亡くなっている。あと３年で没後１００年になる…。） 

 フロイトの『夢判断』が発表されたのは 1900 年である。それまでも夢は多くの芸術作品

で取り上げられてきた素材であるが、夢が無意識の一表現として注目されてきたのは２０

世紀になってからである……。 

以上のような能書きは能書きとして、今回は、漱石の夢を素材にした作品そのものを味

わいたいと思います。漱石の他の主要な作品を知っている人には、この作品の異質さに少

し驚くと思います。 

 
 
【スケジュール】 
7:00～7:10  導入 

7:10～7:50  進行：本間 

① 一人ずつ。全体の感想を言う。漱石の書いた十夜の内、自分の好きなものを３つだ

け挙げる。（その３つを挙げた理由は簡単に言う、又は何も言わない。） 

② 「第一夜」と「第十夜」の作品を取り上げる。テーマに沿って話し合う。 

③ 時間があれば、人気のあった「第○夜」の作品を取り上げ、フリーに話をする。 

7:50～8:00  まとめ、次回について 

8:00～    自由散開 

 

 

【対話テーマ】 「恋愛と夢」 

 あえて２項対立的に言うと、「精神的な愛」と「肉体的な愛」、「男性的な愛」と「女性的

な愛」、「古典的な愛」と「現代的な愛」、といった話である。当然、これらの話だけには回

収されない。（前回参加者は前回との関連を意識してもいいし、前回参加していない人は自

由に感想を述べてもらうということでＯＫです） 
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【議題】次の問いについて考えてみましょう。 

 

Ｑ１：「第一夜」の「自分」が女を百年待つという心について、あなたは次のどれに近い思

いを持ちましたか。 

   ア 理解・共感できない 

   イ 少し理解・共感できるところがある 

   ウ かなり理解・共感できる 

   エ その他 

 

 

Ｑ２：「第十夜」に登場する庄太郎（第八夜にも登場している）に対して、著者（この場合

は漱石と言っていい）はどのような心（感情・感覚・その他）を持っているとあなた

は思いますか。 

   ア 同情している 

   イ 嫌っている 

   ウ 憧れている 

   エ 抑圧している 

   オ その他 

 

 

Ｑ３：『夢十夜』の中で、なぜこの２つの夢が、最初（第一夜）と最後（第十夜）に書かれ

たとあなたは思いますか。 

 

 

【解題】「夢十夜」について 

 

第一夜：『こんな夢を見た。腕組をして枕元に坐っていると、仰向に寝た女が…』 

死ぬ間際の女に「百年待っていてくれ」と自分は頼まれる。女の墓の横で待ち始めた自

分は、赤い日が東から昇り、西へ沈むのを何度も見る。そのうちに女に騙されたのではな

いかと自分は疑い始める。その自分の前に、一輪の真白な百合が伸びてくる。いつの間に

か百年が過ぎていた。 

 

第二夜：『こんな夢を見た。和尚の室を退がって、廊下伝いに自分の部屋へ帰ると…』 

「侍なのに無を悟れていない」と和尚に馬鹿にされた自分は、悟りを開いて和尚を斬る

か、悟りを開けず切腹するかの二択を自らに課し、悟りを開くため無についてひたすら考

える。 
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第三夜：『こんな夢を見た。六つになる子供を負ってる。たしかに自分の子である。…』 

田圃道を子供をおぶって歩いている。子供は目クラである。あぜ道を行くうち、子供は

周囲の状況を次々と当て始め、恐ろしくなった自分は子供を放り出して逃げることを考え

る。道はいつしか山道へと入り、やがて一本の杉の木の前に辿りついた。子供が言う、「御

前がおれを殺したのは今からちょうど百年前だね。」殺人を自覚したとたん、背中の子供が

急に石地蔵のように重くなった。 

 

第四夜：『広い土間の真中に涼み台のようなものを据えて、その周囲に小さい床几が…』 

禅問答のような会話をしながら酒を飲んでいる爺さんが一人。河原の柳の下へ行き、取

り出した手ぬぐいを蛇に変えると言う。やがて、爺さんは「今になる、蛇になる、きっと

なる、笛が鳴る」と言いながら川の中に入っていく。 

 

第五夜：『こんな夢を見た。何でもよほど古い事で、神代に近い昔と思われるが…』 

戦に敗れた自分は、敵軍の大将の前に引き出される。大将は鶏が鳴くまで処刑を待って

くれる。それを知ってか知らずか、自分の恋人は馬を駆って陣を目指す。 

 

第六夜：『運慶が護国寺の山門で仁王を刻んでいると云う評判だから…』 

運慶が仁王像を彫っている。その姿を見ていた自分は、隣の男が「運慶は、木の中に埋

まっている仁王を掘り出しているだけだ」と言っているのを聞く。自分でも仁王像を彫っ

てみたくなり、家にある木を彫り始めるが仁王は出てこない。 

 

第七夜：『何でも大きな船に乗っている。この船が毎日毎夜すこしの絶間なく黒い煙を…』 

とにかく舟に乗っているのだが、乗っている理由がまったく分からない。不安になり水

夫に話を聞くが、要領を得ない。ホールでピアノを弾く女性を見ているうち、むなしくな

った自分は甲板から海へと飛び込む。 

 

第八夜：『床屋の敷居を跨いだら、白い着物を着てかたまっていた三四人が、一度に…』 

床屋に入り、鏡の前に座っていると、鏡の中を様々な人物が通り過ぎてゆく。 

 

第九夜：『世の中が何となくざわつき始めた。今にも戦争が起りそうに見える。…』 

母は幼い子を連れ、夫の無事を祈って百度参りに出かける。子供を拝殿に残し、お参り

を続ける母。 

 

第十夜：『庄太郎が女に攫われてから七日目の晩にふらりと帰って来て…』 

庄太郎は水菓子屋で会った女に崖に連れて行かれ「ここから飛び降りろ」と言われる。

拒否した庄太郎に、何万という豚が襲いかかる。 
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【雑記】（本間さん） 
◎恋愛と象徴について 

＊夢の中では象徴的なものが現出する。第一夜では「百合」、第十夜では「豚」である。 

＊百合は「純潔」、豚は「欲望」くらいに解釈するのが順当かもしれないが、果たしてそれ

でよいのだろうか。 

＊百合は『それから』でも象徴的な花であった。 

 

◎「百」について 

＊百は、文学的には永遠を意味しているとも言える。確かに、第一夜の、未来への「百年」

はそうかもしれない。 

＊しかし、第三夜の「文化五年辰年」は具体的な百年前である。 

＊第一夜に「百合」、第九夜に「御百度」と、百の文字が散見される。 

 

◎漱石の影響 

＊『夢十夜』の世界を継いだ漱石の弟子は内田百閒と、あえて言えば芥川龍之介である。 

＊現在活躍している作家でも影響を受けている人はたくさんいるが、朝さろんにおいては、

大江健三郎と村上春樹を挙げておきたい。 

＊漱石は明治維新後に、春樹は第二次世界大戦後に物心がついた年代であり、漱石は日露

戦争後を、春樹は学園紛争後を主に描いている。 

＊文芸評論家では、江藤淳、吉本隆明、柄谷行人を挙げておきたい。いずれも漱石に関す

る著作がある。 

 

◎夢について 

＊夢は時空を超える。『夢十夜』においては、特に時間の方の話が多い。 

＊恋愛もの以外にも多岐にわたった内容になっている。ホラー的なものも多い。人間の深

層心理とはいかにもホラーっぽい気はするが。 

＊映画においては、黒澤明の『夢』と、山田洋二の『男はつらいよ』シリーズ冒頭のお決

まりの夢シーンが思い出される。 

＊私はどんな夢を見ているか？恥ずかしくてここには書けません。しかし、お互い少し開

陳するのも面白いかもしれません。 

 

◎マンガ、映画 

「まんがで読破 夢十夜」（イーストプレス） 

「ユメ十夜」１０人の監督によるオムニバス映画、率直に言って玉石混淆 

      ２００７年度作品、ＤＶＤ化されている。 
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【参考文献（解説本・論文等）より】（本間さん） 
『夏目漱石を読む』吉本隆明（筑摩書房） 

 ＊大づかみに作品の性格づけをしろといわれれば、「宿命」の物語だと要約したい気がし

ます。 

 ＊この作品の十篇の夢の話は、いくつかに分類できます。ひとつは、わけのわからない

作品だとしか読めないものです。もうひとつはとてもよくわかるというふうに読めるもの

です。それから、もうひとつは（中略）民俗学とか人類学が対象とする民話とか、伝承と

か、神話などと、どこか糸でつながっているような作品です。 

 ＊漱石は『夢十夜』のなかでひとつとして、気持ちのいい夢を描いていないとおもいま

す。いずれも受け身であるとか、不安であるとか、恐怖であるとか、どこかすごく深いと

ころで原罪につながっていくみたいな、そういう夢を描いているとおもいます。 

『夏目漱石事典』三好行雄編（学燈社） 

＊そこに『夢十夜』に通底する顕著な主題としての「期待の挫折」を読むこともできる。 

『漱石とその時代 第四部』江藤淳（新潮選書） 

＊おそらく『文鳥』と『夢十夜』の「第一夜」に通底しているのは、女性的なものへの

只ならぬ関心の底に潜む、漱石に特徴的な女性恐怖である。 

＊「文化五年辰年」という年号と「左り日ケ窪、右堀田原」という地名が与えられたと

き、「第三夜」の「夢」の空間は、いわば土俗に根を下した空間となった。そして漱石は、

新しい怪談噺の創造に成功したのであった。 

「「夢十夜」における他者と他界」石原千秋 

＊空間として現れた他界へは入ることはできないが、時間として現れた他界へは入るこ

とはできる。 

「夢の言説―「夢十夜」の語りー」藤森清 

 （石原千秋の要約から） 

＊ふつうの物語は語り手が力を誇示するために姿をあらわしたりなどしないことによっ

て、本物のお話であるかのようなリアリティーを生むように作られている。しかし、『夢十

夜』の語り手はこの「約束」を破って力を誇示する。そのことで、読者に錯乱がおきて夢

が夢らしく見えるというわけだ。 

「豚／パナマ／帝国の修辞学」山本真司 

＊「豚」はシンボル化した「群衆」 

＊「パナマ」は「パナマの帽子」の換喩になっているだけではなく、「植民地」の隠喩と

もなっている。 
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【まとめ】 

 

明治四十年（1907）、漱石は一切の教職を辞し朝日新聞社に入社します。職業作家として

の道を歩み始めた漱石が書いた第一作が『虞美人草』です。この作は、我意と虚栄をつら

ぬくためには全てを犠牲にして悔いることを知らぬ女「藤尾」をヒロインに、超俗の哲学

者「甲野」、道義の人「宗近」らを配してこのヒロインの自滅の悲劇を絢爛たる文体で描く

ものです。しかしその執筆途中、漱石は神経衰弱や胃病に苦しめられることになります。

そして明治四十三年（1910）、修善寺の大患で一時危篤状態に陥り、死ぬまでこの病と関わ

っていくことになります。 

『夢十夜』は漱石がそのような病の兆候を自覚した後に発表した小品群のひとつです。

ここには職業作家であること・作品を書くことの業や、すさまじいプレッシャー、苦悩、

書けないことへの不安や衝動など、漱石の意識的/無意識的な領域にまたがるさまざまな内

的風景を見ることができます。この作品をどう〈読む〉かは、このような状況下におかれ

た一個の精神の運動（＝漱石）をどう理解するかということに他なりません。それはつま

り、社会生活下において意識的/無意識的に多くの困難・苦境を抱える私たちひとりひとり

の内的世界を掘り下げることにもつながるのではないでしょうか。 

 

 

⇒ 〈本棚拝見(リクエスト特集)（３）完〉  

太宰治『富嶽百景』 
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 貴方は現代の思想問題に就いて、よく私に議論を向けた事を記憶してゐるでせう。私の

それに対する態度もよく解ってゐるでせう。私はあなたの意見を軽蔑迄しなかったけれど

も、決して尊敬を払ひ得る程度にはなれなかった。あなたの考へには何等の背景もなかっ

たし、あなたは自分の過去を有つには余りにも若過ぎたからです。私は時々笑った。あな

たは物足りなさうな顔をちょいちょい私に見せた。其極あなたは私の過去を絵物語のやう

に、あなたの前に展開して呉れと逼つた。私は其時心のうちで、始めて貴方を尊敬した。

あなたが無遠慮に私の腹の中から、或生きたものを捕まへやうといふ決心を見せたからで

す。私の心臓を立ち割って、温かく流れる血潮を啜らうとしたからです。其時私はまだ生

きてゐた。死ぬのが厭であった。それで他日を約して、あなたの要求を斥ぞけてしまった。

私は今自分で自分の心臓を破って、其血をあなたの顔に浴せかけやうとしてゐるのです。

私の鼓動が停った時、あなたの胸に新らしい命が宿る事が出来るなら満足です。 

 

（『こゝろ』） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


