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 私は文学愛好家である。 

「文学とは何か」なんぞ、よく解っていないのだが、文学を愛好している。 

 もちろん詩とか小説とかもそれなりに読むのだが、（文芸評論家や専門の学者が

書いた）文学者の評伝や解説書を読むのが、三度の飯よりも好きである。 

 私以上の文学愛好家である家内は、そのあたりのことを熟知しているから、ある

日のこと、カッパエビセンを頬張りながら、 

「あんたは本当は【文学愛好家】ではなく、【文学者愛好家】なのよ」 と、憎々

しい声音で云った。 

 当たっているかも知れないので、口惜しいから肯かなかった。 

 さらに家内はこう続けた。 

「それでも、【文学愛好家】と【文学者愛好家】を両立する方法はあるわ」 

 あるわと云われて、何時も通りにしらんふりする手はない。 

 思わず身を乗り出すと、 

「つまりね、文学者の伝記小説をあんた自身が書くのよ」 

 自分が書くという発想は無かった。 

 両立できるならやってみるかと、安易に納得した。 

 普通の小説を書くよりは、資料に頼るぶん何とかなるかもしれない。 

 私は書くなら当然好きな文学者を書きたいから、夏目漱石と樋口一葉の名前をあ

げた。 

 家内は百円饅頭に手をのばしたまま、即刻否定した。 

「夏目漱石なら江藤淳に適わないでしょ。樋口一葉なら和田芳恵に適わないでしょ」 

 そんなら誰を書けばいいのか、得意の腕組みをしていると、 

「なにより、無名の文学者でなければ意味がないわ。それを書けば文章は下手でも、

発見にはなるものね」 

 文章が下手なのは親譲りだ、余計な事は云うなとむくれていると、 

「そうねえ、漱石と一葉が好きなら、同じ時代の無名の文学者がいいわね」 

 よしと、家内も知らなさそうな名前を次々と挙げた。 

 児玉花外、水野葉舟、石橋臥波、北村四海等々。 

 家内は私が名前を挙げるたびに、手焼き煎餅を途轍もない音を立てて噛み潰した。 

「無闇に挙げても駄目よ。ネット検索で出てくる人物は外しましょう。それに臥波

は民俗学者、四海は彫刻家で、文学者ではないわ」 

 おそれいりました。 

 私はもう名前は挙げずに手を挙げた。 



 家内は五家宝を幾つか掴んだまま、（私の持っていない）自分の書斎に行った。 

 戻ってきたときはその手に五家宝はなく、代わりに何冊かの古ぼけた（古ぼけす

ぎた）雑誌があった。 

「とりあえず、北上行州がいいかしら」 

 文学者愛好家で、これから真の文学愛好家になるはずの私でも、聞いたことがな

い名前だった。 

 いいかもしれないが何しろまったく知らん。 

「行州なら、ほら、いくらか資料は持っているわ」 

 さすがは私以上の文学愛好家だ。 

 とりあえず私は力強く首を縦にふった。 

 それでしばらくは鞭打ち症の治療に通うことになったが、資料の読破と吟味には

支障がなかった。 

 

 

        ＊       ＊  

 

 

 北上行州（きたがみ・こうしゅう）は、一八六二年（文久二年）生まれの森鴎外

よりも二歳若く、一八六七年（慶応三年）生まれの夏目漱石よりも三歳年上である。 

 鴎外、漱石の同時代の作家と云っていい。 

 三国志の巨人であり詩人でもあった曹操の名高い『苦寒行』の最初の一行、「北

上太行山」（北のかた太行山にのぼれば）から筆名をとったと云われる。 

 因みに『苦寒行』は反旗を翻した高幹を討つべく出征、厳寒のさなかに太行山脈

を越える過酷な強行軍を歌ったものである。 

 それならば、行山とすればいいのに、行州としたのは、本名の八女九州男（やな・

くすお）の一字を入れたかったのだろう。 

 こんにち北上行州の名を知っている者が何人いるだろう。 

 統計をとったことはないが、推定して十人前後か。 

 だいたいに於いて、当時（明治、大正、昭和中期まで）だって、森鴎外、夏目漱

石、芥川龍之介、志賀直哉、谷崎潤一郎等の陰に隠れて、一般にはまったく無名だ

った。 

 近代日本の文豪はそれでも、行州をある種の尊敬の念で見ていたはずだ。 

 その証拠に皆が皆、行州の作品から盗んだ名作を残している。 

「盗んだ」が失礼なら「真似」、「真似」が失礼なら「拝借」、それでも失礼なら「換

骨奪胎」か。 

 たとえば内田百間の名作『ツゴイネルワイゼン』は、その独特で奇妙な設定を、

室生犀星の『蛾』に負っている。 

 犀星から影響を受けた作家は想像以上に多く、川端康成の晩年の作品等はそうい

うものだ。 



 たとえば井伏鱒二の名作『黒い雨』は、その最も重要な結末部分を、太宰治の『薄

明』から拝借している。 

 太宰から影響を受けた作家は想像以上に少なく、受けたと公言している者でもま

ったく似ていない。 

 当の太宰治は、吉本隆明が絶賛している『黄金風景』の一部を、川端康成の名作

『伊豆の踊子』から拝借している。 

 

 さて本題に戻れば、夏目漱石の『吾輩は猫である』は明らかに行州の『吾輩は豚

である』の二番煎じだし、『草枕』は明らかに行州の『臭枕（くさまくら）』の剽窃

に近い。 

 けれどもそれらは表題に限ってのものである。 

 ご存じのように内容に於いては、行州自身から文句をつけられる筋合いのもので

はない。じっさい行州は何も云々してはいない。 

 北山行州の『吾輩は豚である』は、子供の頃から中年の現在まで、豚の真似ばか

りしてきた男が、本物の豚になってしまう話で、そのあまりのおぞましさに、豚男

の事はここでは紹介できない。 

『臭枕』は、惚れた女が病気になって毎日毎晩看病をしてきたが、ある日薬草を手

に入れようと山中に分け入り、熊に襲われて足を食われた。 

 それでも数日後に這って女を訪ねると、蒲団はもぬけの殻で、枕がひとつ。 

 そこに顔を埋めると、死臭がしたという、涙なくしては読めない悲恋譚。 

 いずれも行州の代表作ではないので、この程度の解説にしておくけれども、大切

なのは行州の作品と漱石の作品とでは、一般受けという意味で大きな差異があると

いうことなのである。 

 一般読者というものは我が儘で贅沢で気まぐれだから、気持の悪すぎる作品は読

まない。 

 たまたま間違えて読んでしまっても豚の餌にする。 

 可哀想すぎる作品も読まない。 

 たまたま間違えて読んでしまっても便所紙にする。 

 行州の作品は総て（現在読み得る総てという意味）この「すぎる」作品だから、

読者がつかない。 

 つまり売れない。 

 売れないから出版社も本にしてくれない。 

 文芸誌にも載せてくれない。 

 従って行州の作品は総て（現在読み得る総てという意味）同人誌とか個人誌とか

原稿料をくれない三流雑誌に発表したものである。 

 尤も（当時の資料から紐解いて）膨大と云われた作品の総てが載るわけがないか

ら、ずいぶんと紛失もしくは自ら焼却したのであろう。 

 それなら行州はどうやって生活していたのか。 

 俗な問いには答えない主義でもなし、話のついでということもあるので、些かそ



ういうことに触れる。 

 さきほど行州が「すぎる」作品ばかり書いたと述べたが、その生活においても同

じ事が云える。 

 つまり赤貧「すぎる」、病弱「すぎる」、女にもて「すぎる」  

 私小説作家のみならず近代日本の文学者には、貧乏と病気と女がつきものだと云

われる。 

「文学の三種の神器」だなんて宣う文芸評論家もいる。 

 そんなら行州こそ本物の三種の神器をかき抱いた、「文学の神様」ではなかろう

か。 

 まず、赤貧「すぎる」 

 ここで樋口一葉の登場である。 

 明治の作家で赤貧洗うが如し、一葉の右に出る者はないと思われているが、その

一葉が呆れたほどの赤貧が行州であった。 

 一葉は生活苦打開のため一時期下谷で荒物と駄菓子を売る小さな店を開いてい

たが、毎日そこに来て、ほんの少々の駄菓子を購入していたのが行州であった。 

 あるとき一葉が心配をして、商売っ気抜きで、 

「そんなに毎日おやつばかり食べていると身体に悪いですよ」 

 と忠告した事があった。 

 すると行州は、 

「これはおやつではなく主食です」 

 と答えたものだ。 

 一葉があらためて見るとその風体は乞食も避けて通るくらいのもの。「何か仕事

はしているのですか」 

 と一葉が聞くと、行州は、 

「誰も信じないが自分の仕事は小説を書くことだ。だが自分の小説は決して金には

ならないから、道ばたに落ちている金目のものを拾って生活をしている」 

 なぞと切れ切れに答える。 

 一葉にとってこの時期は師の半井桃水への思いを裁ち切り、友人齋藤緑雨の連日

の訪問を受けるその狭間であった。 

 具体的には、一葉が雪の日に桃水の家を最後に訪ねたのが、一八九二年。 

 緑雨が一葉に盛んに接近したのが、一葉没年の一八九六年。 

 一葉が下谷での荒物屋に専念するのが、その間の一八九四年である。 

 因みに荒物屋と称してはいたが、実際は雑貨屋とか駄菓子屋と云ったほうが相応

しく、主な商いの品は、布海苔、石鹸、蝋燭、団扇、紙絵、玩具、風船、駄菓子な

どであった。 

 時期の所為かどうか。 

 まず無関係ではないだろうが、一葉がこのみすぼらしい行州に岡惚れした形跡が

残っている。 

 それは『一葉日記』を読破すれば解ることである。 



 一葉が行州を知った後、一八九五年発表の代表作である、『たけくらべ』を読ん

でも、肯けるところがあるのである。 

 勝ち気な少女美登利と内気な少年信如は、まさしく一葉と行州そのものなのであ

るから。 

 次に病弱「すぎる」 

 一葉は病弱ゆえに夭逝したが、行州は病弱ゆえに長生きをした。 

 享年九十九歳。 

 一病息災と云われるが、行州の場合は万病息災。 

 頭の天辺から爪の先までが病気。 

 正常なところはひとつもない。 

 ここで結核、胃潰瘍、蓄膿症、歯肉炎、関節炎、脚気、肋間神経痛、白内障、緑

内障、滲出性中耳炎、突発性難聴、無呼吸症、心臓肥大、肝臓肥大、前立腺肥大、

糖尿病、尿管結石、胆石、梅毒、淋病、と全部並べあげたらそれだけで日が暮れる。 

 だがこれらの毒や菌や悪がお互い殺し合いつつ、生きるでもなく死ぬでもなく、

年輪を重ねて九十九年。 

 次は女にもて「すぎる」 

 吉本隆明は、「もてすぎる文学者は大成しない」との信念を持っていた。 

 どうやら吉本は埴谷雄高の事を嫌味で云ったらしいのだが、埴谷はともかくとし

ても、北上行州の事なら、その云い分は当たっている。 

 行州は貧乏で病弱で汚い身なりなのに大変にもてた。 

 一葉のみならず行州に惚れた女流文学者は数知れず。与謝野晶子や宇野千代や岡

本かの子もそうだと云われている。 

 文学者に限定しなければ五万と居たかもしれない。 

 それは行州の風貌や態度や口舌が、母性本能をくすぐったためであろう。 

 だが女にもてるのと、女と関係をもてるのと、女と所帯をもてるのとでは、それ

ぞれ大きく異なる問題である。 

 要するに女にもてない男でも女と関係をもてるし、所帯をもてなくとも女にもて

る男がいる。 

 まったく男女の仲は摩訶不思議ではある。 

 事実行州は女にもてたが、一生を童貞で過ごし独身で過ごした。 

 そのことを宗教上の問題かと、ずいぶん調べた行州研究家もいたらしいが、何も

出てはこなかった。 

 やはり健康上の問題かと思われたのは、（童貞だと公私ともに認めているのに）

性病に冒されているからであるが、これはその後の調べで産まれる前に父親から貰

った毒だと解った。 

 その毒は、あんがい薄く、自覚症状はほとんど無かったというのだから、これも

的はずれだった。 

 それなら生活上の問題かとなると、資産家の女からも求婚されているのだから、

そういう事でもない。 



 

 ところが丁度十年前に、行州の手帖が発見された。 

 間違いなく行州の筆で、大福帳風の手作り手帖にたくさんの言葉が書き連ねてあ

る。 

 生まれ故郷福島の信夫山の麓の農家、具体的には佐藤家の押入から見つかったの

だ。 

 行州がそこで手帖を書いたというのではなく、佐藤家の先祖が、帰郷した行州が

行き倒れになっているのを助けた。 

 何も御礼を差し上げられないと云って、行州が懐中から出して渡したのがこの手

帖だという。 

 手帖といっても『一葉日記』ほども文学的価値があるのかどうか。 

 普通に読んだら、情けない言葉の羅列に過ぎぬ。 

 ただそこに間違いなく行州の思想（思想が大袈裟なら）思いが埋め込まれている。 

 むろん一生独身の秘密も垣間見られる。 

 折角だから『行州手帖』の一部を紹介する。 

 尤もここには、行州十五歳から四十五歳までの、三十年間の分しかない。 

 他にあるのかどうか、おそらくあるのだろうけれど、発見されたのはこの一冊の

みなのである。 

 となると行州の思想の総てというわけにはいかないので、そのあたりは前提条件

として頭に入れておく必要がある。 

 それと作品の引用より先に『行州手帖』を紹介することが適切かどうか。 

 それでも話の流れ上、紹介することにする。 

 『行州手帖』の表紙には行州の名前は入っていない。 

『行州手帖』とは、この場の便宜上名づけているだけで、表題はまったくない。 

 表紙の右下に遠慮がちに、「過ぎたるは及ばざる如し」の文字があるのみである。 

 尚、旧仮名遣いは（作者の勝手な判断で）新仮名遣いに変えることにする。 

 

【先日自分は腹が空いて皇居のお堀に白鳥が浮いているのを眺めていた 白鳥を

食ったなんて者は自分の周りにはおらんのだけど食うならやはり鍋かななぞと想

っている そこに名前も顔も新聞などでよく知っている身分の高い紳士が豪華な

馬車から降りてくるのが見えた どうやらその紳士よりもさらに身分の高いお方

に慇懃なるご挨拶に来られたのだ 

自分はお堀端に寝ころびながら社会的地位もしくは存在から無縁にされているこ

との大いなる悦びを感じつつ大空を見ていたものだ すると遠くから乞食だ乞食

だという子供達の囃し声が聞こえてきたものだ 幻聴かと想っているとそのうち

小石が飛んでくるのでこれは現実で乞食は自分なのだと悟ったものだ】 

 

【いつからか自分を好んでくれる清楚で可憐な少女がいる いくら鈍い感受性で

もそれぐらいのことは解る そうして自分を好んでくれる異性の処女を好まない



わけもない 少女は自分が居候している薄汚い売春宿にやってきては娼婦たちか

ら仲間におなりよとかなんとかからかわれている 少女はまったく異なる世界の

住人に対して好奇心すらもなくただ頬を染める 自分は臆病で世間知らずでただ

飯ぐらいだから うまい言葉もかけられない いやいやそんな時間も惜しいくら

い唐詩を学ぶことに没頭していて 頭が他のほうに働かないのだ そんなこんな

でずいぶんと月日が経った気がする それでその少女はどうなったのか 今は自

分の居る売春宿の隣の売春宿でせっせと娼婦をやっているものだ 馴染みの男が

できてそれも三人もできて代わる代わるはしゃぐ声がよく自分の部屋にまで聞こ

えてくるものだ】 

 

【初めての喀血をしたのは昨年の今頃だった 新しい出来事が起こったのだから

自分だって人並みに興奮もしたしいい歳をしてうろたえもしたものだ 血がさっ

ぱり止まらん便所の穴の中で喀いても止まらん部屋で洗面器に喀いても止まらん

道端で喀いても止まらん 朝になって遣り手婆がやって来て こりゃもう長いこ

とありゃせんがなとのご託宣 けれど自分にはなんの悲傷感も悲痛感も悲哀感も

起きない かえって爽やかな気分でこれで最期の小説が書ける遺書のごとき小説

が書けると机にへばりついたものだ しばらく経って遣り手婆がおせっかいにも

呼んだのであろう遣り手爺の医者がやって来て診てくれたものだ 医者は開口一

番遣り手婆と同じ台詞を吐くかと想われたものであったが まさに拍子抜けもい

いとこでのどの血管が切れただけじゃおぬし硬いもん食ったなと たしかに空腹

に耐えきれずに寺の境内に落ちていたどんぐりを食いまくった たしかにあれは

硬かったものだ石かと想うほどに硬かったものだ】 

 

 断片といっても単なる心情吐露ではないから、随筆ともいえるし掌編小説ともと

れる。 

 こんな文章が虱ほども細かい字でびっしり埋め込まれている。 

 そうしてここに行州の思想も埋め込まれていると信じる他はない。 

 行州の思想は、現代人から見れば自然で常識的なのであるが、当時の世間から見

れば不自然で非常識だったのである。 

 行州の作品に関する批評は、いくら探しても見つからないが、行州の思想に関す

る批判は、明治末期の幾冊かの文芸誌に垣間見られるのである。 

 その一端を紹介しよう。 

 これは匿名「常識」氏の、批判文の中の語彙を、抽出羅列したものである。 

 どうしてこんな事をするかというと、いくら批判文の概略を書きたくとも、この

「常識」氏の論理が無茶苦茶で、愚鈍な人間でなくともよく解らぬからである。 

 

【負け犬思想・暗黒精神・愚者の倫理・曳かれ者の小唄・自虐性癖・被害妄想・反

社会的・無頼的・不道徳・言語道断・奇妙奇天烈・不自然主義・天の邪鬼・唯我独

尊・古色蒼然・悪魔主義・変態・妄想・邪心・不倫・堕落・外道・下呂・糞尿】 



 

「愚者の倫理」とは、なかなか恰好がいい。 

 批判したつもりなのだろうが、激賞しているとしか思われない。 

「不自然主義」とは、当時全盛を極めた「自然主義」と正反対でけしからん、と叫

んだつもりなのだろうが、現代ならこれも誉め言葉になる。 

 誉め言葉にならないのは「糞尿」くらいのもので、これは「常識」氏の最後っ屁

にちがいない。 

 あんまり参考にならなかっただろうが、行州が長年痛めつけられてきた証拠とし

て挙げた。 

 

 さきほど漱石が行州に受けた影響を云々したが、こんどは行州のほうはどうだろ

うと考える。 

 当然のことながら、先人に何らかの影響を受けない作家というのはいないもので

ある。 

 行州の場合は、内外の同時代の作家からではなく、日本の古典からの影響が大き

い。 

 例えば紫式部の『源氏物語』や上田秋成の『雨月物語』や井原西鶴の『好色一代

男』等等。 

 それでその文学は「古色蒼然」と云々されるのだが、古典の影響を受けたから古

色蒼然になるなんて短絡的な断定は、古色蒼然たる批評家くらいしかやらないであ

ろう。 

 学者の小谷野敦の著書を読むと、漱石は『源氏物語』を読んでいないと断言して

いるが、これは著者の勉強不足で、漱石は日本の古典の多くを読み込んでいて、『源

氏物語』はもちろん『徒然草』『伊勢物語』の影響に関しては、やはり学者の島内

景二によって既に実証済みである。 

 但し、漱石の古典傾倒に関しても、行州の影響が甚大であると思われる。 

 それではようやく行州の代表作の一節を引用してみる。 

 厖大な量の作品を書いた（そのうち残存しているものは、一割もあるまい）行州

の代表作を三つあげるなら、『昨今 玉山金造さんに起こった 何とも云えぬ 百

の物語の中の 其の九つのみさ』（通称『玉金物語』）と『うんこ』と『☆』でまず

文句はあるまい。 

 いやもしかして『差別綾乱』『華子陵辱』『太子大逆』の不敬罪三部作を挙げる左

派もいるかもしれない。 

 ただこれらは発禁とされた。 

 販売目的ではない「個人誌」が「発禁」とは、世界の法律に照らしても不可解且

つ理不尽。 

 そう弁護してくれたのが、〈大逆事件〉の弁護人の一人でもあった平出修である。 

 結果、発禁作品が発表された号のみ没収となったが、いずれにしろ、原稿も活字

も残存していないから〈大逆事件〉が行州に与えた影響と共に、何ともいえない。 



 あるいは『虫心内蔵助』『水戸肛門』『大岡越前褌』の武士道三巨編を挙げる右派

もいるかもしれない。 

 残存しているのは『虫心内蔵助』だけだが、「新明」という紙の酷く悪い三流月

刊雑誌に丸々三年間連載された大長編で、中里介山の『大菩薩峠』が登場するまで

は、これが明治以降最長の小説であった。 

 因みに「新明」は、現在国会図書館所蔵で貸し出しも許されているけれども、印

刷が掠れ虫食いも多く、いくら好事家でも読破するのは困難であろう。 

 いずれにしても行州の代表作を、一応ここでは常識的に最初の三作にしておきた

い。 

 

 【玉山金造さんが今朝もはよから近くの多摩川で釣りをしておりますと蕩々たる

流れに乗って巨大な林檎が流れてきおったのでござりますがやり過ごせばいいも

のを何故だか我等が玉金さんの釣り針にひっかかってしまったもんですからそい

つを川岸まで四苦八苦して引っ張り上げどうしたもんかと思案しておりますと腰

の小刀で割りもしないしそれを望んでもいないのに見事に二つに割れて中から妙

齢の美女が全裸で登場したのでござります】 

 

 これが通称『玉金物語』の出だしである。 

「妙齢の美女が全裸で」出てくれば、しめたものである。 

 さすがは『好色一代男』の影響を受けた我が行州。 

 どんな垂涎の場面が描かれるのかと、興味津々で読み進めると、なんのことはな

い、この美女は、三歩歩いたら河原の石に躓いて倒れ、激しく頭部を打ち付けて死

んでしまう。 

 それからすぐに腐ってすぐに白骨になってすぐに粉々になって、風に吹かれて飛

んでいってしまうのである。 

 これはなんということか。なんともはや、困った話である。 

 こういう物語が、他に八つ「も」ある。 

 行州に云わせれば本当は百あるのだが、九つ「しか」紹介しない。 

 当時の読者が怒り狂ったのは当たり前だ。 

 洒落も古いが文章も古い。 

 けれどもこの文章を「古色蒼然」と評するのは間違いである、と断言できる。 

 蒼然どころか、騒然とするほど文学界が盛り上がっても、不思議はない。 

 まだ研究途上だが、後の坂口安吾や石川淳の世界を想わせる。 

 だが残念ながら昔も今も文壇や文学界では無視され続けている。 

 このほうが困った話である。 

 尤も数十年かけてフランツ・カフカを紹介し続けたマックス・ブロートの存在が、

行州に在れば話は別かもしれない。 

 そんな気持で研究している奇特な御仁がいないわけではないのだが、これだけ出

版界が不景気だと過去の無名作家なんぞ出せるわけがない。 



 せめて藤沢清造を再発見した西村賢太になれればと考えているのだろうが、考え

てみれば行州や行州研究家に較べれば、藤沢清造も西村賢太も百倍幸せ者だ。 

 こんどは『うんこ』から引用する。 

 それにしてもこんなタイトルの小説を、読む者がいるとは思われないが、読んで

みれば、感動すること間違いないのだから、これも或る意味困った話だ。 

 

【ぼくらにんげんにとってもし思い出というものの集計をしてそれを正直に発表

することになったらそれはまちがいなくうんこの思い出が一番上位にはいること

疑いなしとぼくは信じておるのだがきみはどうおもうかな】 

 

 と書き出して、作者のみならず作者が見聞した、うんこの思い出話しが次から次

と出てくる。 

 例えば、小学校の帰りにうんこがしたくなったが、田舎なので便所がどこにも見

当たらない。 

 それで大根畑でやったのだが、そっくりその場所でできた大根が立派で、お国の

大根賞を貰ったという話。 

 声をかけるにも震えてしまう絶世の美女との最初の逢い引きのとき、公園の芝に

坐ったのだが、絶世の美女の座ったところにはでっかい犬のうんこが。 

 絶世の美女はそれを知らずに、逢い引き中ずっとお尻に犬のうんこをつけていた。 

 そのおかげで、平気でつきあい平気で求婚をし平気で結婚をしたなんて話。 

 それと一番感動したうんこの話。 

 いやこれは禁止用語が多く出てくるから紹介はできない。 

 そんなことよりもこの二つの文章の引用で、賢明な方はすでに気づかれたと思わ

れる。 

 そのとおり、北上行州の文章には余計なものは何もない。 

「？」や「！」が無い。 

「・・・」や他の罫類が無い。 

 各種のカッコも無い。 

 それどころか句読点もないのだ。 

 そしておそらくより詳しく調べてみれば、あれも無いこれも無いに違いないのだ。 

 例えば形容詞とか代名詞とか。 

 つまり、かように行州の小説の文章は極めて意識的であり、極めて徹底化されて

いる。 

 誤解を恐れずに云うなら、これこそが創作の文章であり、これこそが文学なので

あるが、明治から平成まで、誰もそういうことを云った者はいない。 

 おそらく行州は、日本文学を「守る」と同義語だと考えていたのだ。 

 しかも封建思想という立場からではなく革新思想の立場から。 

 日本の近代文学というものは、猫も杓子も（ロシアも含め）西欧の文学思想から

学んだものだから、総てにちぐはぐ感、ぎくしゃく感があった。 



 文章もテーマも何となく未成熟の感があった。 

 そういうものが無かったのは、ほとんど学ばなかった志賀直哉くらいで、西欧か

ら最も学んだ芥川龍之介が志賀に羨望と恐れと嫉妬を感じたのは当然の事である。 

 それでもそれは志賀一個の個性であり、志賀に私淑し影響を受けたはずの尾崎一

雄や阿川弘之や島村利正には、芥川が羨望し怖れ嫉妬したものは全く無いのも当然

の事であった。 

 日本文学の領海に於いて、「守る」ということが反革命ではないという逆接逆転

の文学世界を創ったのは、行州が最初であり、行州の後にはそういう作家はなかな

か現れない。 

 古井由吉の新しい本では、感嘆符や疑問符は全く使っていない。 

 罫類も（小川国夫風にした台詞以外には）使っていないが、ほんのたまにミシン

罫が実に下手なやり方で出てくる。 

 これは意識化はされているが徹底化が徹底されていないために起こる現象だ。 

 古井の文章はまだまだ削るべき要素がたっぷりだが、それでも現代作家の中では、

いわば行州的ではある。 

 さてもうひとつの代表作『☆』に就いては、まず本文の引用よりも当時珍しい〈女

性のための文芸雑誌〉「女性達」（第三号・大正十年六月発行）に載った、志賀直哉

と谷崎潤一郎の対談の一節が、平成二十年三月に発見されたので、それを読んで貰

うのがいいだろう。 

 

【志賀「君は行州氏の妙なタイトルの小説を読んだかな」 

 谷崎「『☆』でしょう。あれは芥川君に勧められて読んだね」 

 志賀「芥川君はああいう妙なものをよく見つける人だからな」 

 谷崎「あれはいい女の事、つまり大相撲で云う金星を書いたんだね」 

 志賀「それにしてもああいう下卑た女が金星とはな」 

 谷崎「行州氏らしい。行州氏は眼の付け所が違う」 

 志賀「そんなら奇を衒わずに、表題は金星でいいだろうがな」 

 谷崎「それだと他の作家と変わらない」 

 志賀「君が寛容なのは解らないではないが、さすがに『☆』は不快だ    な。

うんこなぞ言語道断」 

 谷崎「玉金物語も、うんこ道断だね」 

 志賀「下品な表題は、作者の品性を疑われて損だな」 

 谷崎「奇抜な表題ばかりだよ。それでも真似する者がいる」 

 志賀「真似なんかする者がいるのかね」 

 谷崎「ぼくはいま『卍』という小説を構想しているよ」 

 志賀「なんだ、君が真似しているのか」 

 谷崎「漱石先生ほど大胆ではないがね」 

 志賀「そういえば、君は贋作をやられたんだってな」 

 谷崎「ああ、倉田啓明ね。いま監獄にいる」 



 志賀「君の書いたものだと偽って、出版社から金を貰ったんだな」 

 谷崎「表題だけならともかく、内容を真似されるようでは、ぼくもま    だ

まだ未熟だよ」 

 志賀「しかし行州のあの内容は、なかなか真似はできないな」 

 谷崎「だからせめて表題くらいは」 

 志賀「気品があればまだ救われるが」 

 谷崎「それがあったら志賀さんの立場がなくなる」 

 志賀「厭なことを云うなよ」 

 谷崎「厭なことを云うのがぼくの文学だから仕方ない」 

 

 以下は後輩作家の悪口に入っていくので割愛するが、志賀と谷崎はその作風が真

逆なために誤解されて来ているものの、お互いを認め合った作家であることはこの

対話からも実証されるのではないか。 

 兎も角も話のついでだから、倉田啓明について少々記す。 

 生年は一八九二年頃だとされている。 

 谷崎潤一郎の作品と称して『誘惑女神』なる小説を東京日日新聞に売り込み原稿

料を搾取。 

 芥川龍之介の作品と称して『魔神結縄』なる小説を出版社に売った。 

 他にもあれこれこういうことをやって、文書偽造行為詐欺の罪に問われ、懲役十

ヶ月の実刑判決を受ける。 

 豊多摩刑務所出所後も、通俗作家北島春石の代筆をしていたくらいだから、一種

の才人であることは間違いない。 

 この時代の出版界や文壇は呑気だったので、現代なら騙されてくれる編集者もい

ないだろうから、倉田も、水村美苗の『続明暗』の向こうを張って、『続細雪』で

も『続暗夜行路』でも書いて儲けたに違いない。 

 倉田啓明に就いては、こんにち誰も見向きもしていないと思われがちだが、日本

橋蛎殻町の横戸茂という人が、追跡調査をし研究している。 倉田啓明を単に偽作

者とか詐欺師とか呼ぶには、創作力や執念や徹底性が凄い。 

 謎の多い人物ではある。 

 ところで志賀も谷崎も、行州の小説の表題に興味を持っている。 

 志賀は歯牙にもかけたくないという意味で。 

 逆に谷崎は誰より先に真似までしようとしている。 

 ふたりともびっくりしているのだ。 

 現代人はこういうタイトルにびっくりしたりはしない。 

 むろん谷崎の『卍』は有名な小説だし、この頃では文学通なら、川上未映子の『わ

たくし率 イン 歯ー、または世界』なんて長～いタイトルを知っているし、糸山

秋子の『逃亡くそたわけ』なんて臭～いタイトルも知っているのだから。 

 さて、日本文学には鴎外がいる漱石がいる。 

 日本文学には谷崎がいる川端がいる。 



 日本文学には三島がいる太宰がいる。 

 日本文学には大江がいる春樹がいる。 

 功なり名を遂げた作家たちである。 

 数百万の読者を勝ち得た作家たちである。 

 だがそこに危険度も恐怖性も感じられない。 

 それはそれでいいのだろう。 

 いやそういうものがあるという評論家もいるであろう。 

 だが少なくとも行州の絶望と暗黒と空虚はない。 

 行州こそ日本の文学に絶望と暗黒と空虚を埋め込んだ文学者なのだ。 

 つまり「日本文学の最終兵器」と云っても過言ではないオソロシサノの極北とカ

ナシミの極北とミジメサの極北が行州の文学にはある。 

 行州の文学を知ると、行州の文学にしかないと云いたくなる。 

 同人誌作家や売れない作家を励ます言葉で「カフカになれ」は人口に膾炙してい

るが、行州を知っている者は「行州になれ」と云うに違いない。 

 じっさい、偉くなるとか、有名になるとか、文学史に載るとか、誉められるとか、

売れるとか、ちやほやされるとか、そんなことは文学者にとって何の関係もない。 

 カフカは、生前そういう文学者であり続けたし、行州は生前も死後もそういう文

学者であり続けている。 

 行州の『☆』にこんな一節がある。 

 

【みんなは女を哀しい生き物だとおっしゃるが実はかく云うあんたが哀しい生き

物なんだということが解っておらんから哀しいんでつまり哀しいなんて云われて

いるうちが華というわけさ】 

 

 要するに多くの作家は「絶望」を口にするが、ほんとうの「絶望」は口にできぬ。 

 そういうものではなかろうか。 

 そしてもしそういうものだとしたなら、今まで誰もそういうものを書いてきては

いない。 

 行州を除いては。 

 文学とはあるいは文章とは、気品である。 

 その気品はタイトルにまず表れる。 

 そういう時代の申し子だった志賀直哉が、『うんこ』とか『逃亡くそたわけ』な

んてタイトルの小説を書くわけがない。 

 ただ、「気品のある行州」が志賀だと云うとすると、「気品のある行州」はその時

点で行州ではない。 

 それと案外、志賀の文学は気品を重視して気品が欠落し、行州の文学は気品を無

視して気品が漂うているかもしれない。 

 かように気品というのは難しい問題だ。 

 行州には、いくつかのキーワードがあるといわれる。 



 それはなによりも「山に向かって落ちる」で、（志賀も谷崎も）文句はないはず

だ。 

 「山に向かって落ちる」という表現は、行州の代表作の総てにも『行州手帖』に

も出てくる。 

 それは例えばこんな具合に。 

 

【そこに山があるから登るとは玉山金造さんの口癖でござりましたが当の本人が

登っているのを見たことがない人びとは口々にお好きなお山はどこかしらと聞い

てみるとそらあ歌右衛門よなぞと云うのでああお好きな女形と勘違いされておる

んか玉山金造さんの口癖である山に向かって落ちるの意味が解りかけてきたあれ

は女形に向かって落ちるつまり女形に落ちてしまう自分を揶揄したもんだと人び

とは解りかけたつもりがそれが大きな勘違いだと知るに十年一昔かかったという

有様ではじめから本人はやまにむかっておちるとは云ってもおやまにむかってお

ちるとは云っとらんはずなのに】（通称『玉金物語』より） 

 

【あるときといっても人生はあるときばかりなのであるときなんてのはいわばど

うでもいいときのことなんだろう そんなどうでもいいときに自分はよく山登り

をするんだが これも正確な言葉ではなく自分の場合は山遊び しかも遊び半分

なんてのが正確な言葉なんだろう ともかくその山遊び半分がすぎて気付いたら

標高二千もの山の頂上におったものだ そんなところにおると周りもみんな山で

つまり標高一千の山山に取り囲まれている するとこれは自分の癖なんだがあの

山でもこの山でも遊びたくなる それであの山に向かってこの山に向かっていま

すぐ落ちていきたくなるものだ】（仮称『行州手帖』より） 

  

 引用しながらどこやらから違和感が滲み出てくる。 

 行州の「山に向かって落ちる」は本当にこの程度のことであるのか。 

 たしかにその作品でもその手帖でも、この程度のこととして表出されているのだ

が。 

 長い長い間その疑問は晴れず、今日まで引きずってきたのであるが、それこそあ

るとき国会図書館から雑誌「新明」を三十六冊借りてきて、それこそ遊び半分に、

行州の武士道三巨編のひとつ『虫心内蔵助』を、印刷の掠れと虫食いと濃いコーヒ

ーを零した痕に苛々しつつ、何日も何日も眺めていたら、その言葉に出逢ったのだ

った。 

 その言葉とはもちろん「山に向かって落ちる」である。 

 些か気が引けるが引用する。 

 ●の部分は印刷の掠れと虫食いである。 

 

【遂に大石内蔵助は堀部安兵衛に向かって●●●●山に向かって落ちると云った

ものだったが安兵衛は●●●強く膝を打つとその山は本所にあるか●●●●●●



●●●江戸城にあるか●●●内蔵助は扇子で宙に山を描き●●我が心中に在る●

●●●安兵衛は内蔵助に●●●山●●●●●●●●」】 

 

 これを参考にするとなると、行州の「山に向かって落ちる」は、具体的な山では

なく、抽象的な山、さらに象徴的な山ということになる。 

 となると堀部安兵衛が大石内蔵助に云った台詞の「山●●●●●●●●」は「山

に向かって落ちる」ではなく、「山鹿素行●●●●●」かもしれない。 

 本当にそうなら、ここで行州のキーワードが素行の思想に行き当たるわけだが、

確証がないので話はここまでとしておく。 

 

 

       ＊       ＊ 

 

 

 早速私は家内に原稿を読んでもらった。 

 いや、読ませた。 

 家内はハッピータンを囓りながら一読後、不幸な顔をしてこう感想を述べた。 

「小さな問題だけど、倉田啓明の話は要らないかも。なんかあの話題ってさ、文学

の世界の、不幸って云うかさ、汚点って云うかさ」 

 私がどうでもいいって顔をしていると、家内はすでにニンニク味のポテトチップ

にうつっていて、臭い息でこう吐き出した。 

「まあどうでもいいかも。作品にはどうでもいいことも、たぶん必要なんだよね」 

 勝手に云って勝手に納得している。 

 やれやれと思っていると、知らぬうちに信玄餅にいっていた家内は、口の周りの

黄粉を舐め舐め、 

「大きな問題は三つあって、●と、そして●と、あと●ね」 

 それは資料がなんとかかんとか、と私は抗弁した。 

 それから、嘘はつけないしなんじゃれかんじゃれ、と私は主張した。 

「伝記と云っても一応小説なんだから、あんたも、そこらあたりは創らないと。小

説ってのはつまり、嘘のことなのよ。資料としての厳密性を保って、信憑性を与え

たいのは解るけど、そういうことは年表でも入れれば済むことだしね」 

 反論しようもないので、私はポケットに隠し持っていた虎屋の一口羊羹を家内に

あげた。 

 つと家内は幸福な顔になった。 

「まあいっか。どうせこの原稿は、あんたの遺稿にするんだから。人間いつ逝くか

解らないから、準備万端が大事なのよ」 

 なんじゃと、家内が主宰している同人誌に、すぐ載せてくれるんではないのか。 

 何のために三年間も苦労して四十枚書いたのだ。 

 私の不幸顔を察知して、家内はさらに幸福顔になった。 



「そんなことより、きょうの三時のおやつは、赤福にしようかな」 

 三時だけではない。 

 何時もおやつの家内が云うから吹き出した。 

「そうそう、笑う角には赤福来たる。そうそう、年譜入れるの忘れないでよ」 

 なるほど、遺稿なら年譜が必要だ。 

 自分のことなら調べる必要もないから、すぐに書き出すと、覗き込んだ家内が声

を荒げた。 

「アホか。あんたの年譜じゃないよ」 

 

 

      ○      ○ 

 

  

【北上行州・略年譜】 

 

○一八六四年 （現在の）福島市の貧しい農家に誕生。兄弟は不明。本 

 名は八女九州男。 

○一八六九年（五歳） （現在の）会津市の伯父（行商人）の養子となる。 

○一八七〇年（六歳）  この年より伯父に連れられて行商の旅を重ねる。よって 

 学歴はなし。 

○一八七七年（十三歳） この頃より『枕草子』『方丈記』『徒然草』等の古典を多 

 く読む。 

○一八七九年（十五歳） 上京し売春宿の下働きをする。李白、杜甫等の唐詩を多 

 く読む。 

○一八八〇年（十六歳） 文藝個人誌を作る。主に詩を発表する。 

○一八八二年（十八歳） この頃上田秋成、井原西鶴の作品を耽読。 

○一八八四年（二十歳） 同誌に（通称）『玉金物語』等を発表。 

○一八九〇年（二十六歳）この頃より屑拾いで生活。 

○一八九四年（三十歳） 樋口一葉を知る。 

○一八九五年      樋口一葉が『たけくらべ』を発表。 

○一九〇〇年（三十六歳）『吾輩は豚である』等を個人誌に発表。森鴎外、夏目漱 

 石等に送付。 

○一九〇五年      夏目漱石が『吾輩は猫である』を書く。 

○一九〇七年（四十三歳）『虫心内蔵助』等を雑誌「新明」に連載し始める。 

○一九一〇年・一九一一年〈大逆事件〉。 

○一九一四年（五十歳） 個人誌に『太子大逆』等を発表。発禁処分となる。 

○一九二〇年（五十六歳）個人誌に『うんこ』『☆』等を発表。志賀直哉、谷崎潤 

            一郎等に送付。 

○一九二八年      谷崎潤一郎が『卍』を発表。 



○一九三四年（七十歳） この頃より生業不明。 

○一九六三年（九十九歳）死去（死因不明）。 

○二〇〇年       『行州手帖』が発見される。 

○二〇〇八年      志賀直哉と谷崎潤一郎の対談が載った雑誌「女性達」が 

            発見される。 


