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	 	 	 Abstract   The purpose of this paper is to clalify the creation prosess and function of “Not for Sale- 
Magazine ” which was distributed in early Showa era. For this purpose, this paper pays attention to the 
relationship between the “Study” Group, The Bungei Shiryou Kenkyuu-Kwai  (The Study Group of Literary 
Materials), and the Membership-Based Distribution System. Through this analysis, we show that the “Study” 
practices and distribution system were complementary with each other to avoid the prohibitation. 
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１．はじめに 
	 「二三年来影を潜めてゐた産児制限やその他性に関

する相談所が,またまた非常な勢ひで増加して来たば

かりでなく,これに関するパンフレツトや印刷物が

続々と現はれて来た」。	

	 1927 年 2 月 14 日,読売新聞はこのように「性」に関

するメディアが急増している現状を報じ,これらが

「従前の所謂猥本とは全然訳が違つて,その内容が充

実して居り且つ系統的に出来て居」ることから,警視

庁当局が「この出版には必ず世間に相当名の知れた文

士連が関係して居るものとにらみ,先頃来文士中の黒

表に依つて内偵中」であると伝えた。	

	 その結果,明るみにでたのは次のような事態であっ

た。	

図 1．「文藝市場」の一味風俗壊乱で検挙される	

	

	

	 	 文士梅原北明氏他数名の連中が『文芸資料研究

会』の名のもとに集めた多くの淫猥極まる材料を,

密かに同好の士に頒つて淫楽境に惑導してゐたこ

と発覚……頒布区域も東京は勿論大阪,京都その他

大都市の此種のブローカーと連絡をとつて巧に同

好者の間に頒布してゐたところから範囲拡大,当局

で押収した五千余部の他に尚数千部が全国に散ら

ばつて居るものと見込みをつけて大々的に検査を

始めてゐるが,……鎌倉に滞在中の有名某文士（引

致される迄名を秘す）がリーダーとなつて加わつ

てゐること判明1	

	

	 本稿は,上記の新聞記事言説を手がかりに,昭和初期

において会員制頒布という流通システムが形成された

歴史的背景と,そこで流通したメディア＝〈売らない

雑誌〉が果たした機能について明らかにする。	 	

	 これを通じて,人々を「淫楽境に惑導」した同組織

の構成員がなぜ「有名某文士」であったのか,またか

れらはなぜ「多くの淫猥極まる材料」を「研究」する

「会」を形成したのか,といった記事コンテクストの

理解可能性を開示したい。これは,当時高い教養水準

を誇った知識人読者層や「有名文士」らがいかに検閲

と対峙しながら,同好者間の集団凝集性を確保しえた

かをつまびらかにする作業である。	

	 	

																														
1	『文芸市場』の一味− 風俗壊乱で検挙される	猥出版の残

本五千部も押収『読売新聞』1927 年 2 月 14 日夕刊:	6.	



	

２．「研究」会の形成  
(1) 「文芸資料研究会」の成立経緯 
	 以上の目的にもとづき,本稿が対象とするのは上記

の紙面を賑わせた「文芸資料研究会」という組織であ

る。紙上には,「『文芸資料研究会』の名のもとに集

めた多くの淫猥極まる材料を,密かに同好の士に頒つ

て淫楽境に惑導し」,その「頒布区域も東京は勿論大

阪,京都その他大都市の此種のブローカーと連絡をと

つて巧に同好者の間に頒布してゐた」とある。	

	 さらに,記事には「『文芸市場』の同人連といへば

世間も知る通り,神楽坂や銀座の盛り場で原稿の競り

売りをしたりする変わつた連中ばかりで」あり,「今

度当局から睨まれた印刷物なども念入りなことには十

二種にも分かれ変態性欲,変態伝説史,その他種々の名

を附して到底正視するに忍びない底のものばかりだ」

（1927 年 2 月 14 日『読売新聞』夕刊:	6）とも記され

ている。	

	 また同日の夕刊の別の頁には「生方敏郎氏等を順次

に取り調べ／連累が多く当局驚く『文芸市場』の猥事

件」と題された次のような記事も掲載されていた。	

図 2．生方敏郎氏等を順次に取調べ	

	

	 文芸市場内文芸資料研究会で編集した此種のもの

は幾百種に上り当局でも其目録を眺めては血眼にな

つて探して居るが何しろ資料提出者は相当世間に名

の知れた文士連中であるので今さらのやうに驚いて

居る,其提出者中には生方敏郎氏を筆頭に井東憲,斉

藤昌三,尾崎久弥,藤沢衛彦,佐藤紅霞の諸氏であるが

以上の人々は順次に数日中に警視庁へ召還取調べら

れることになつて居る（1927 年 2 月 14 日:夕刊 11

頁）	

	

	 この記述から文芸資料研究会が当時の高い教養水準

を誇る知識人を主体とした組織であったことが伺える。

では「淫猥」な資料を「研究会」という名目で収集し,

それを頒布する同好の士のネットワークを保持してい

たその組織は,いかなる経緯で成立したのか。	

	 同組織は 1925 年 11 月に創刊したプロレタリア文芸

雑誌『文芸市場』の発行者らが,同誌の経営難をきっ

かけに同人組織に改め,主宰者であった梅原北明が金

子洋文,中野正人,峰岸義一,井東憲らを集めて組織の

持続を計ったことに端を発する。多額の負債を生じた

牛込・五軒町の福山印刷所において,北明,伊藤竹酔,

そして印刷所の福山福太郎の三氏協議を行った結果,

共同事業として創立したのが「文芸資料研究会」であ

った（斎藤	1969:	22）。そして,これが「昭和初期の

軟派雑誌濫觴の先駆となった」（魚住	1970:	554）こ

とは,多くの先行研究が示すとおりである（城	1965;	

魚住 1970;	大尾 2014;	石上 2015）。	

	 	

(2) 出版検閲と会員制頒布流通システム 
	 こうして成立した文芸資料研究会の代表・梅原北明

は,昭和初期の非合法の地下出版界を大きく変容させ

た人物として知られる（大尾 2014）。梅原は国内外の

性文献資料などの翻訳紹介や豪華装丁本の頒布などを

中心に活躍した人物で,こうした出版物の流通手法と

して採用したのが「会員制頒布」というシステム2であ

った。	

	 これは限定非売品というかたちで出版物を頒布する

ことで納本を回避することができるだけでなく,事前

に会費を集めることで一定の収益を見込むことができ

る点で極めて商業性が高い流通手法であった（大尾

2014；石上 2015 ほか）。この手法で記録的な売り上

げをみせたのが、文芸資料研究会の処女出版物「変態

十二史」シリーズである。これは「大正十五年五月よ

り毎月一冊宛刊行す。会費は一冊一圓四十七銭也」

（『文芸市場』1926 年 3 月・5 月号掲載の広告）とい

う触れ込みのもと「東西古今の変態本を頒つ会」,す

なわち文芸資料研究会より出版された。この企画は、

「北明の斬新奇抜な広告文,内容はオール変態という

キャッチ・フレーズが受けて,申し込み会員数は当時

としては記録的な四千の多きに達した」（城	1969:	

141）。	

	 その広告文には次のように「刊行の趣旨」が記され

ている。	

	

	 	 最初此本は,当研究会同人間で,発表に遠慮のない

真の研究を交換するために作ることを申合せたので

した。併し僅か二十人かそこらの同人間に頒つのに,

最高価に属する和本の公刊会は余りに負擔が多過ず

るので（と云つて一般の人達に示すには余りに発表

を遠慮すべき點が多いので）茲に最小限度の同好の

																														
2
公刊が許されない「性」に関する地下本は,すでに明治時代

から出版されていた。明治初期の「造化理論」「男女交合

論」,大正期の「性典」「性科学誌」「通俗医学書」,昭和初

期の「性愛論」「性指南所」「猟奇書」など,性のマニュア

ル本の流れが一方にあり,他方では「ワ印」「読みワ」「春

本」は性を扱った物語や小説であり,娯楽的な読物として重

宝された。「江戸春本やパロディめいた古典ものじり旬本は

地下出版で密かに流布されていった」（米沢	2001：5）。こ

のように制度的に禁圧されるという意味での地下出版は,読

書空間において決して例外的なものではなく,作り手と受け

手の相互の欲望を実現するものとして脈々と受け継がれてき

た。	

	



	

士を募り,一冊宛一円十三銭を用する定価を以て特殊

範囲に頒つことにした（中略）最近巷に多く転がる

焼き直し蒸し返しの而かも申込金とか云ふ怪しから

ぬものをフンだくる儲けづくの予約出版と同視され

ては助かりません（『文芸市場』1926 年 3 月号掲載

広告）	

	

	

	

	

	

	

	

図 3．変態十二史広告（『文藝市場』1926 年 3

月号掲載）	

	

	 この記述には、明確な発禁回避の意図が垣間見え

る。第一に、風俗壊乱に抵触しかねない「変態」とい

う扇情的なテーマを「研究」する「会」として、主体

の措定を行っている点である。「発表に遠慮のない」

という箇所に明らかなように、そもそも公的に「発表

する」ことが困難な素材を頒布するという記述が、発

禁と隣合わせのリスキーな状況を輪郭付けている。ま

た、これは字義通り危険性を警告するというニュアン

ス以上に、一般に「発表」が困難である素材を価値あ

るものとして認める共通の価値体系を前提としてい

る。この価値を共有し得るのが他ならぬ「研究会同

人」、すなわち全国に散らばる同好の士のネットワー

クだったのである。	

	 さらに、『変態十二史』の仮想敵として名指しされ

ているのが,「焼き直し蒸し返しの而かも申込金とか

云ふ怪しからぬものをフンだくる儲けづくの予約出

版」である。1920 年代初頭,円本の前史として流行し

ていた予約全集ものの出版物は、「予約会員数が数千

人から一万人前後で,階層的には学者や中産階級に限

定された大都市圏の特定少数読者のための」（永嶺	

2013:	10）メディアであったという。	

	 こうした予約出版物は申し込み金を要求したが、

「真の研究を交換するために」とう大義のもとに発行

された十二史シリーズは、こうした商業主義的な姿勢

を否定することで、文芸資料研究会の立場をキャラク

タライズしたのである。とはいえ、予約全集の形式を

なかば踏襲し、「珍書屋の限定艶本出版で（中略）限

定予約出版,会員制限定出版といった形で三〜五百部

の比較的高価な珍本,奇本を出すという『商売』を軌

道に乗せた」のは,ほかならぬ「梅原北明だった」

（城・米沢	2002:	184）。	 	

	 このように,限定予約非売＝〈売らない〉という姿

勢,すなわち限定予約というシステムを踏襲しつつ,そ

れを「同好の士」への頒布に限定することで,「淫猥

極まる材料」の発禁回避を企てることが可能になった

のである。	

	

3．「研究」会と〈売らない雑誌〉 
(1)	 名目としての「研究」実践  
	 以上のように会員内限定頒布という流通方法は,事前
に確実な収益が見込めるという点に加え,出版検閲への
処方箋として理にかなったシステムであったことを指

摘した。しかし,検閲への対処は,この流通システムだ
けが担保したわけではなかった。 
	 新聞記事にあるように,この流通システムを特殊風俗
の領域に適用した文芸資料研究会は,風俗壊乱に当たる
テクストを「資料」とし,それを「研究」する「会」を
形成した。十二史シリーズの広告に「真の研究を交換

する」という大義名分が明示されていることは象徴的

である。この「研究」という体裁もまた,学術研究とい
う名目によって発禁処分を回避するという戦略であっ

たことを看過してはならない。 
	 このように「研究」という名目による発禁回避の戦

略は,当時珍しいことでなかった。たとえば、労働運動
と社会主義が加熱していた 1920 年代半ばに,マルクス
主義者らが雑誌の内容を「学術研究」とすることで発

禁を回避している（新藤 2014）。しかし、こうした難
解なテクストを大衆へと布教することは困難を極め,こ
れとは別に、「運動＝プロパガンダ」用の媒体として,
より平易な言葉でしるされた「パンフレット」という

メディアが登場したという経緯があるという（新藤

2014）。 
 
(4) 〈売らない雑誌〉による集団凝集性の強化 
	 このように「研究」のための「資料」として流通し

た限定非売雑誌＝〈売らない雑誌〉はまた,新聞記事

にあるように全国的な同好の士ネットワークをつなぎ

とめ,その交流を活性化するという機能を果たしたこ

とも注目に値する。事前に一定の予約数を確保するこ

とが求められる予約出版の場合,そこではあらかじめ

潜在的「会員」数が想定されている。	

	 たとえば 1920 年代後半に一大ブームを巻き起こし

た一円全集のシステムを支えたのは,普通選挙法との

アナロジーで理解しうる「国民」意識であったという

（永嶺 2013;	杉村 201;	杉山 2013 ほか）。つまり、

「円本」というメディアの消費行動が、「国民」とし

ての統合されるという意識の共有によって担保された

ということである。	

	 これに対して,会員制雑誌の場合,「同好の士」とい

う極めて限定的な「趣味」を共有する「会員」として

の意識が「頒布者と購読者」を「会」のもとに統合し

たと考えられる。	



	

	 その際に重要な要素となったのが,発禁に抵触しう

るテクストを消費するという共有意識である。それは,

発禁制度を前提としたうえでの「研究」実践として共

有され,その共犯的関係が一見すると成立の困難な集

団の凝集性を高めた。	

	 「変態十二史」シリーズで経営難が打開された文芸

資料研究会は,これを運営資金として会員制雑誌『変態
資料』を発行している。この雑誌は度々風俗壊乱の発

禁処分にあっているが、そのなかでこの新聞記事につ

いて触れている箇所がある。 
	 たとえば、「いくら吾々が彼等と喧嘩を始めたつて、

諸兄等には迷惑をかけません。対岸の火事見物の気持

ちでゐて下さい。その筋から雑誌を掠奪に来ても相手

にしないで下さい。第三者の手に渡つた以上押収して

行く権利はないんです」（『変態資料』1927,3：13）

といった箇所や、「兎に角、色々の意味に於て益々諸

兄との友情を厚くし出来得るか義理の結果を固めて行

きたいと願つて居ります」（『変態資料』1927,3：

13）といった記述には、発禁という自体を受けて会員

間の凝集性が強化される様が伺える。 
	 そもそも会員制特殊風俗雑誌は,ハイブロウな知識

人読者層,それも珍書蒐集家や,愛書家といった層の情

報交換や交流を維持するという機能を担っていた。

「この頃の地下出版物の購読者は,富裕層の好事家で

あった」（石上 2015:	308）理由は,そもそも限定本や

豪華装幀本が高価であり,かつテクストを読解しうる

教養水準を要したからである。	

	 当時,勃興していた都市の知的階層,知的訓練を受け
た若いサラリーマンや学生らは,性を素材とし,芸術的,

学問的,あるいは知的探究心を満たす対象として見い

だそうとする知的装いを発揮していた（和田	2005）。

こうした願望を捕捉するものとしても,特殊風俗の資

料はそのニーズに応えるメディアだったと言えよう。 
 
4．小括とその後の展開 
	 以上,〈売らない雑誌〉,すなわち非売品として会員
に頒布された会員制頒布雑誌と,口実としての「研

究」実践は出版検閲への処方箋として相互補完的に存

在したと小括する。	

	 「研究」とは,①発禁回避の口実として,また②高い

教養水準を誇る知識人読者階級の凝集性維持のために

言挙げされる必要があった。これは冒頭の,人々を

「淫楽境に惑導」した人々が他ならぬ「有名某文士」

であったのはなぜかという問いと密接に関わる。それ

は知識人読者層の読書実践が,単なるテクストの消費

行為にとどまらず,モノとしての書物を愛することも

含めた読書行為であったこと,すなわち豪華装幀本や

限定本,珍本や奇本といった艶本をモノとして愛好す

るという背景を有している。	

	 また一方で,人々を「淫楽境に惑導」する「多くの

淫猥極まる材料」＝〈売らない雑誌〉を同好の士へと

頒布するためには,その行為を担保するものとしての

「研究」,および「研究」の「会」という名目が必要

だったのである。そのため「変態十二史」シリーズを

はじめ昭和初期の会員制特殊風俗雑誌を頒布した主要

組織である「有名某文士」らは,「文芸/資料/研究/

会」という建前が必要だったのである。	

	その後,この会員制特殊風俗雑誌はいかなる顛末を迎

えたのか。出版検閲が厳格化されていく中で,とくに

1933 年頃にはほぼすべての特殊風俗雑誌が取り締まら

れ,壊滅を迫られた。しかしこうした圧力の中で,同好

の士のネットワークは性・猟奇といった特殊風俗を

「いかもの趣味」へと方向転換し,エロ,グロなどダイ

レクトに発禁に関わる過激な部分をオミットした内容

によって,命脈を保ったのである（米沢・城	2002:	

126）。	
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