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「日本文学全集」 

 は、岩波書店版でも新潮社版でも○○社版でも××社版でも、似たりよったり、

変わり映えがしない。 

（池澤夏樹編集のものは、変態だから論外） 

 文芸評論が入っていない。 

 それはまだしも、詩が入っていない。 

 詩を入れないで、どこが日本文学全集だと云うのか。 

 日本古典文学全集に、万葉集や芭蕉を入れないのと同じで、片寄りすぎ。 

 できれば戯曲も。 

 戯曲もやはり文学であるから。 

 

 だから図書館で、どの日本文学全集を借りても大差はない。 

 じつに、つまらんつまらん。 

 それらにくらべ、わたくしがかつてこの、 

『絶対文感』 

 の 

『附録篇』 

 に入れた、 

【日本文学全集】 

 は、おそらく見事なものであった。 

 それで、この場を利用して再度入れる。 

 なお、作品は代表例である。 

 大長編は一部となる。 

 

  

 第一卷  森  鴎外・『雁』 

 第二巻  森  鴎外・『渋江抽齋』 

 第三卷  二葉亭四迷 『浮雲』      

      北村 透谷 『内部生命論』 

 第四卷  尾崎 紅葉 『金色夜叉』 

      徳富 蘆花 『不如帰』 

 第五卷  樋口 一葉 『たけくらべ』 

      与謝野晶子 『みだれ髪』 



 第六卷  幸田 露伴 『五重塔』 

      斉藤 緑雨 『雲中語』 

 第七卷  正岡 子規 『病床六尺』 

      高浜 虚子 『虚子句集』 

      斉藤 茂吉 『赤光』 

 第八卷  石川 啄木 『一握の砂』 

      北原 白秋 『邪宗門』 

 第九卷  夏目 漱石・『文学論』 

 第十卷  夏目 漱石・『夢十夜』 

 第十一卷 夏目 漱石・『明暗』 

 第十二卷 岩野 泡鳴 『耽溺』 

      田山 花袋 『蒲団』 

      徳田 秋声 『縮図』 

 第十三卷 柳田 国夫 『遠野物語』 

      折口 信夫 『死者の書』 

      會津 八一 『自注鹿鳴集』 

 第十四卷 島崎 藤村・『破戒』 

 第十五卷 島崎 藤村・『夜明け前』 

 第十六卷 長塚  節 『土』 

      伊藤左千夫 『野菊の墓』 

      山本 有三 『路傍の石』 

 第十七卷 正宗 白鳥 『自然主義文学盛衰史』 

 第十八卷 国木田独歩 『忘れ得ぬ人々』 

 第十九卷 芥川龍之介 『鼻』 

      泉  鏡花 『高野聖』 

      佐藤 春夫 『田園の憂鬱』 

 第二十卷 永井 荷風 『断腸亭日乗』 

 第二十一巻谷崎潤一郎・『春琴抄』 

 第二十二巻谷崎潤一郎・『細雪』 

 第二十三卷志賀 直哉・『剃刀』 

 第二十四卷志賀 直哉・『暗夜行路』 

 第二十五卷武者小路実篤『友情』 

      有島 武郎 『或る女』 

 第二十六巻近松 秋江 『黒髪』 

      葛西 善蔵 『湖畔手記』 

      嘉村 礒多 『業苦』 

 第二十七卷小林 秀雄・『ランボオ』 

 第二十八卷小林 秀雄・『本居宣長』 

 第二十九卷菊地  寛 『忠直卿行状記』 



      中山 義秀 『厚物咲』 

 第三十卷 横光 利一・『春は馬車に乗って』 

 第三十一卷横光 利一・『旅愁』 

 第三十二卷川端 康成・『雪国』 

 第三十三卷川端 康成・『眠れる美女』 

 第三十四卷萩原朔太郎 『月に吠える』 

 第三十五卷室生 犀星 『われはうたえどもやぶれかぶれ』 

 第三十六巻野上弥生子 『海神丸』 

      宮本百合子 『伸子』 

      円地 文子 『女坂』 

 第三十七卷岡本かの子 『老妓抄』 

      宇野 千代 『おはん』 

      吉屋 信子 『女人平家』 

 第三十八卷平林たい子 『かういふ女』 

      佐多 稲子 『キャラメル工場から』 

      壺井  栄 『二十四の瞳』 

 第三十九卷小林多喜二 『蟹工船』    

      中野 重治 『中野重治詩集』 

      島木 健作 『黒猫』 

 第四十卷 小泉 八雲 『怪談』 

      中島  敦 『山月記』 

      森   敦 『月山』 

 第四十一卷内田 百間 『冥途』 

      井伏 鱒二 『山椒魚』 

 第四十二卷宇野 浩二 『枯木のある風景』 

      瀧井 孝作 『夢幻抱擁』 

      上林  暁 『野』 

 第四十三卷三好 達治 『測量船』 

      高村光太郎 『智恵子抄』 

      伊東 静雄 『わがひとに与ふる哀歌』 

 第四十四卷宮澤 賢治・『春と修羅』 

 第四十五卷宮澤 賢治・『銀河鉄道の夜』 

 第四十六巻梶井基次郎 『冬の日』 

      北条 民雄 『いのちの初夜』 

      堀  辰雄 『風立ちぬ』 

 第四十七巻稲垣 足穂 『一千一秒物語』 

      牧野 信一 『ゼーロン』   

      江戸川乱歩 『屋根裏の散歩者』  

 第四十八卷中里 介山 『大菩薩峠』 



      吉川 英治 『宮本武蔵』 

 第四十九卷尾崎 士郎 『人生劇場』 

      尾崎 一雄 『虫のいろいろ』 

      永井 龍男 『一個』 

      八木 義徳 『私のソーニャ』 

 第五十卷 坂口 安吾 『堕落論』 

 第五十一卷太宰  治・『お伽草紙』 

 第五十二卷太宰  治・『人間失格』 

 第五十三卷織田作之助 『夫婦善哉』 

      武田麟太郎 『銀座八丁』 

      田中 英光 『野狐』 

 第五十四卷保田与重郎 『日本の橋』 

      亀井勝一郎 『転形期の文学』 

 第五十五卷中原 中也 『山羊の歌』 

      金子 光晴 『鮫』 

      山之口 獏 『思弁の苑』 

 第五十六卷舟橋 聖一 『悉皆屋康吉』  

      丹羽 文雄 『厭がらせの年齢』 

      石坂洋次郎 『若い人』       

 第五十七卷石川 達三 『蒼氓』 

      石川  淳 『荒魂』      

      高見  順 『故旧忘れ得べき』 

 第五十八卷大佛 次郎 『赤穂浪士』 

      海音寺潮五郎『赤穂義士』  

 第五十九卷山本周五郎 『青べか物語』 

 第六十巻 林 芙美子 『放浪記』 

 第六十一巻伊藤  整 『鳴海仙吉』 

      安部 公房 『砂の女』 

      花田 清輝 『小説平家』 

 第六十二卷梅崎 春生 『桜島』 

      原  民喜 『夏の花』 

      峠  三吉 『原爆詩集』 

 第六十三卷埴谷 雄高 『死霊』 

      椎名 麟三 『深夜の酒宴』   

 第六十四卷野間  宏 『暗い絵』 

      永山 一郎 『ぶんまわし』 

      武田 泰淳 『司馬遷』 

      竹内  好 『魯迅』 

 第六十五卷大岡 昇平 『野火』 



 第六十六卷三島由紀夫 『仮面の告白』 

      福永 武彦 『廃市』 

      中村真一郎 『四季』 

 第六十七卷吉行淳之介 『夕暮れまで』 

      和田 芳恵 『接木の台』 

 第六十八卷島尾 敏雄 『死の棘』 

      小島 信夫 『抱擁家族』 

      阿部  昭 『司令の休暇』 

 第六十九卷遠藤 周作 『沈黙』     

      小川 国夫 『枯木』 

      藤枝 静男 『悲しいだけ』 

 第七十卷 平野  謙 『島崎藤村』 

      中村 光夫 『風俗小説論』 

      福田 恒存 『否定の精神』 

 第七十一巻山本 健吉 『いのちとかたち』 

      吉田 健一 『ヨーロッパの世紀末』 

      渋澤 龍彦 『偏愛的作家論』 

 第七十二巻五味 康祐 『喪神』 

      柴田錬三郎 『眠狂四郎』 

      池波正太郎 『剣客商売』 

 第七十三卷松本 清張・『或る小倉日記伝』 

 第七十四卷松本 清張・『点と線』  

 第七十五卷井上  靖 『氷壁』 

      水上  勉 『雁の寺』    

 第七十六卷深沢 七郎 『楢山節考』 

 第七十七卷奥野 健男 『文学における原風景』 

      磯田 光一 『殉教の美学』 

      日沼倫太郎 『文学の転換』 

 第七十八卷江藤  淳 『漱石とその時代』 

 第七十九卷倉橋由美子 『スミヤキストＱの冒険』 

      有吉佐和子 『恍惚の人』 

      大庭みな子 『啼く鳥の』 

 第八十卷 開高  健 『夏の闇』 

      中上 健次 『枯木灘』 

 第八十一巻司馬遼太郎・『峠』 

 第八十二卷司馬遼太郎・『この国のかたち』 

 第八十三卷藤沢 周平 『蝉しぐれ』 

 

 一冊がいくら薄くても、だいたい、百巻くらいはないと、日本文学全集にならな



いはずだ。 

 どの大手出版社も怠慢なんだな。 

 

 それでも、わたくしの日本文学全集も、だいぶ前に立案したものなので、抜けが

ある。 

  

 例えば、少なくとも、 

 第三卷に、山田美妙 『いちご姫』 

 第十三巻に、寺田寅彦 『柿の種』 

 第二十五巻に、島田清次郎 『地上』 

 第三十九卷に、葉山嘉樹 『淫売婦』 

 第四十七巻に、豊島与志雄 『都会の幽気』 

 第六十四巻に、田村泰次郎 『蝗』 

 第六十五卷に、加藤周一 『夕陽妄語』 

 第六十七卷に、木々高太郎 『睡り人形』  

 第七十二巻に、山田風太郎 『甲賀忍法帖』 

 第七十八卷に、吉本隆明 『共同幻想論』 

 第八十卷に、寺山修司 『あヽ、荒野』 

 などがほしい。 

 

 それと、広津和郎、黒島伝治、伊藤永之介、直木三十五、長谷川伸、小栗虫太郎、

夢野久作、耕治人、堀田善衛、野口富士男、川崎長太郎、木山捷平、小山清、阿川

弘之、庄野潤三、上野英信、色川武大、などの名前も必要か。 

 

 他に、詩人の、田村隆一、鮎川信夫、吉岡実、村上昭夫などをどこかに入れたい。 

 

 くわえて、岡本綺堂、三好十郎、村山知義、木下順二、つかこうへい、などの戯

曲かな。 

 

 さらに、文芸評論家で、河上徹太郎、荒正人、山室静、佐々木基一、などか。 

 

 また、第八十四巻以降には、三浦哲郎、北杜夫、後藤明生、吉村昭、伊藤桂一、

秋山駿、高井有一、阪田寛夫、新田次郎、城山三郎、立原正秋、野坂昭如、丸谷才

一、井上ひさし、佐藤泰志、立松和平、辻井喬、大西巨人、高橋和己、井上光晴、

などがくるであろう。 

 

 なお、大江健三郎、古井由吉、石原慎太郎、三浦清宏、五木寛之、唐十郎、村上

龍、村上春樹、谷川俊太郎などは、幸いにも存命であるからして、まだ外しておい

てもいい。 



 

 こうして勢揃いすると、「純文学」でも、「大衆文学」でも、文学であって、日

本文学であるのだから、「大衆文学」が、日本文学全集に入らないのがおかしい、

ということになる。 

（君、かんがえてもごらん、中里介山、直木三十五、長谷川伸、吉川英治、江戸川

乱歩、横溝正史、夢野久作、小栗虫太郎、海音寺潮五郎、山本周五郎、山田風太郎、

松本清張、星新一、司馬遼太郎、池波正太郎、藤沢周平などの名前のない日本文学

全集など、魅力半減ではないか） 

 あるいは、そういう古臭い分類は、もうやめにしてしまうかだ。 

 

 

     ＊    ＊ 

 

 

 先に云っておくが、わたくしは日常生活に於いて、「分類」と云うものが嫌いで

ある。 

 いわんや文学に於いてをや。  

 それでも、周りが、ガタガタグラグラヘナヘナしているので、しかたないから不

肖わたくしが提示するとしよう。 

 

 現代の文学を分類すると、 

一、エンターテインメント 

二、エクスペリメント 

三、マイノリティー 

 この三つにおさまると、わたくしはかんがえている。 

 

一は、なによりも売れる作品。 

 ただし、作者がエンターテインメントだとかんがえていても、大衆に支持されな

ければエンターテインメント作品ではない。 

二は、なによりも新しい文学を志向する作品。 

 ただし、作者が新しい実験作だとかんがえていても、一人もそのとおりだと認め

なければエクスペリメント作品ではない。 

三は、なによりも書くことなによりも発表することを、念頭においた作品。 

 ただし、あくまでも結果として、エンターテインメント作品やエクスペリメント

作品になる場合があるが、継続はしない。 

 

 

    ＊   ＊ 

 



 さて、夢野久作（１８８９～１９３６）の小説は、エンターテインメントであり、

エクスペリメントであり、マイノリティーであるという不思議な味わいに満ちてい

る。 

 そのためかどうか、ごく短いものでも、みんな引き込まれるところがある。 

 代表作は、 

『ドグラ・マグラ』 

『犬神博士』 

『少女地獄』 

  

 学者の鶴見俊輔が、夢野久作の大ファンであることに、わたくしは長い間首をか

しげてきた。 

 まさか、久作の父、杉山茂丸が政治結社「玄洋社」の創立メンバーで政界の黒幕

だった人物のためでもなかろう。 

 一応、鶴見のコトバを紹介しよう。 

 

【『ドグラ・マグラ』なんてオルダス・ハックスリーなんかのＳＦよりもっと前に

書かれたもので、私が知っている程度のイギリス文学の歴史、アメリカ文学の歴史

の中でも全然脈絡のないものなんですね】 

 

【確かに私もその三人（宮沢賢治、深沢七郎、夢野久作）というのはものすごく重

大だと思うし、それがやっぱり日本の民衆の象徴を、西欧的な目で傍観者としてと

らえて分析するというんじゃなくて、それが自分にのりついちゃって、一種の気違

いになって演じてみせるという、そういう自在感をもった作家だと思いますね。中

里介山も、そこに加えるべきかもしれない】 

 

「一種の気違いになって演じてみせるという」 

 というコトバにひっかっていたら、鶴見俊輔が埴谷雄高の、 

『死霊』 

 に就いて語ったコトバのなかに、 

「黙狂」 

 というものが何度も出て来る。 

 きっと、そういうことなんじゃないか。 

 

 そういうことなんだろうが、ううむ、解ったような解らないような、たぶん解ら

ない。 

 ただ、さっきわたくしの云った、エンターテインメントであり、エクスペリメン

トであり、マイノリティーであるということと、すこしは抵触するかもしれない。 

 

 あれこれ考えてきて、わたくしは鶴見と文通もあったから、直接聞いてみようか



とおもったりもしたが、この三分類を提示したのちは、理解できるようになった。 

  

 だが、正直云うと、夢野久作の「絶対文感」は、いまでもわたくしには感心でき

ないでいる。 

 いちばん気に障るのは、素人作家も真っ青、笑い声のオノマトペと、堀辰雄も脱

帽、ミシン罫の多用である。 

 

『死後の恋』 

 の冒頭。 

 

【ハハハハハハ。イヤ……失礼しました。嘸かしビックリなすったでしょう。ハハ

ア。乞食かとお思いになった……アハアハアハ。イヤ大笑いです】 

 

『怪夢』 

 の末尾。 

 

【「エヘヘヘヘヘヘヘヘ」 

 「オホホホホホホホホ」 

 「イヒヒヒヒヒヒヒヒ」 

 「ハハハハハハハハハ」 

 「フフフフフフフフフ」 

 「ゲラゲラゲラゲラゲラ」 

 「ガラガラガラガラガラ」 

 「ゴロゴロゴロゴロゴロ」 

 「……ザマア見やがれ……」】 

 

 夢野作品ではいちばん読みやすい、 

『いなか、の、じけん』 

 

【「……どうしたんか一体……」 

 「あたし……きょう……八幡様にまいって……」 

 「……ナニ……八幡様に参って……」 

 「……お宮の前のお湯に這入って……」 

 「……ナニイ……お湯に這入ってタア……何しに這入ったんか……」 

 「…………」 

 「それからドウしたんか」 

 「…………」 

 「……泣いてもわからん……云わんかい」 

 「……落いて来たア……」 



 「……ワアーア……」】 

 

 鶴見さんには悪いが、夢野久作を持ち上げる人のセンスを疑う。 

 国書刊行会では、新しく、 

『夢野久作全集』 

 を出したらしい。 

 わたくしも国書刊行会からは四冊出してもらっているので云いにくいが、国書さ

んのセンスを疑う。 

 

 夢野久作の「絶対文感」、これはもうユーモアとおもうしかない。 

 しかも西欧的なユーモアではなく、土着的なユーモア。 

 たぶんそうだ。 

 そうして、夢野を持ち上げる人や出版社は、ブラック・ユーモアの世界にいるん

だとおもうしかない。 

 たぶんそうだ。 

  

 だがわたくしは、エンターテインメントであり、エクスペリメントであり、マイ

ノリティーである、不思議な味わいに満ちた夢野作品を、ないがしろにするつもり

はない。 

 その世界は、夢野が手帳に書き留めておいた、 

『猟奇歌』 

 が、評者よりもずっと、夢野の世界を象徴している。 

 

【スリッパが 

 便所の前に脱いである 

 ノックをすれど返事なし】 

 

【ギロチンに斬られた首が 

 名を呼べば 

 ジッと見上ぐる……何の御用……と】 

 

【大なる煉瓦の家に 

 ひとり寝れば 

 家全体がため息する】 

 

【よく出来た漫画を見たあと 

 暫くは 

 すべての顔が漫画に見える】 

 



【聖書の黒き表紙の 

 手ざはりよ 

 心の奥に笑ふけものよ】 

 

【何かしら打ちこはし度き 

 わが前を 

 イガ栗あたまが口笛吹きゆく】 

 

【警察が何だと思ひ 

 町をゆく 

 わがふところのあばら撫でつつ】 

 

【自分よりも馬鹿な人間を 

 新聞の記事に見出し 

 アハハと笑う】 

 

【何故といふことなしに 

 殺したくなるのです 

 あとから跟いて行き度くなるのです】 

 

 オソロシイ。 

 作家と云うよりも、犯罪者。 

 

 夢野が、わたくしと同世代だったならば、夢野の小説は、はるかに高質になった

に違いない。 

 夢野がわたくしのアドバイスを、素直に聞いたならばだが。 

 

 以上、わたくしがこの章で、前置きを長くやったのは、「絶対文感」という観点

で、夢野の小説はマイナス点であり、わたくしもあまり云うこともないからである。 

  

  

     ＊    ＊ 

 

 

 わたくしが日本の戦後小説のベスト・スリーとかんがえている、 

『楢山節考』 

 では、老人は七十歳になったら、山へ行くことになっている。 

（ちなみに他の二作は、『人間失格』と『死霊』） 

 おりんばあさんは、ずっと前からその準備をしていた。 



 家庭に心配の種はない。 

 丈夫すぎる歯を恥じ、自ら打ち砕き、倅の辰平に背負われ、淡々として山へ行く。 

 おりんばあさんとは逆に、往生際が悪く、ジタバタするのが、又やんだ。 

 又やんは逃げ出し、泣き喚き、ついには倅に谷底へ落とされる。  

 

 わたくしも、とうとう山へ行く年齢になった。 

 他人事ではない。 

 淡々ともできないし、泣き喚くこともできない。 

 ただ、ワガママでやりたいとおもうばかりである。 

 家族は、 

「ワガママ放題に生きてきた」 

 とわたくしのことを云うが、家族にだって解らないこともある。 

 生まれてこのかた、ワガママというのは、わたくしとまったく無関係であった。 

 自分ではそう信じている。 

 もし家族の云うとおりワガママ放題で生きてきたなら、家族そのものが存在して

いない。 

 

 わたくしのライフワークのひとつである、 

『絶対文感』 

 も、ワガママの産物ではない。 

 わたくしが作った、 

「日本文学全集」 

 と同様に、いわばわたくしの思想の産物である。 

 その思想を支えるものは、勉強と体験と精進と苦闘である。 

 

 鶴見俊輔が夢野久作を高く評価するのも、いわば鶴見の思想の産物である。 

 けれども、本当にそうか。 

 鶴見の作物、夢野の作物を、読み続けているうちに、本当はそうではないのでは

ないかという気がしてきた。 

 もちろんわたくし自身も含めて。 

 自分はそうおもってはいても、内心をえぐってみれば、ワガママの産物かもしれ

ないとおもわれてきた。 

 

 けれども、どうでもいいことである。 

 なぜなら、ワガママというものは、家族や他人から云われるものではなく、自分

でワガママだと信じないと、ワガママではないのだから。 

 わたくしはこれからは、自分でワガママと信じることのできる、生き方をしてい

きたい。 

 生き方、それは同時に死に方でもある。 



 

 ワガママを支えるものは、なにもない。 

 金はない、財産はない、家はない、支援者はない、体力はない、気力はない、仕

事はない、食欲はない、性欲はない、向上心はない、夢とか希望は当然ない。 

 あるのは、病気の妻子と多額な借金と、死にそうな友人たちと冷淡な親類たちと、

そうして三文にもならない膨大な原稿（データ）である。 

 しかししかししかし。 

 

 なにもないけど、ワガママがある。 

 なにもないから、ワガママがある。 

 

 わたくしは楢山節をくちずさみながら、わたくしのいまここを愉しみにしている。 

  

 

 


