2019 年 2 月 10 日（日）＠渋谷
参加者：7 名

朝さろん 89th morning
『二百回忌』 笙野 頼子

テーマ：〈自由と閉塞感の先へ：ポスト平成の major key〉

発表：１９９３年 〔平成 5 年〕
出版：１９９４年 〔平成 6 年〕

----“生と死の境目が消え去り、二百年分の時
間が混じり合う”

朝さろん 89th morning 『二百回忌』

笙野 頼子

2019 年 2 月 10 日(日)＠渋谷 参加者：7 名、芹沢（進行）

朝さろんでは参加者全員で、
１、作品を通り一遍の理解から解放します。できるだけわかった気にならず、どこまでも
“わからない”という感覚をたいせつにしながら、ていねいに自分の考えと向き合うた
めに対話する、協働的な営みです。
２、リラックスして《問い》に向き合いましょう。じっくりと問いへの理解を深め、問い
の前提となっていることがらや本質について、自分の言葉で確認することを第一にして
います。
３、自分と他者との見解の違いが際立つことを歓迎しましょう。お互いの差異を承認し、
その前提に立って共に探究しましょう。

心がまえをご確認ください。

そのため、以下の

a） 話すことよりも、考えることが目的です！だからゆっくりと話しましょう。
b） 言っていることが分からなければ、質問をして理解に努めましょう。質問大歓迎！
c） 聞いているだけもＯＫ、沈黙もＯＫ。だけど、考えることは諦めない。
d） 話している人の話を最後まで聞く！みんなが安心して話せる場を作りましょう。
e） ほかの人を傷つける発言でなければ、どんなことでも自由に話してＯＫ。
f） 意見は大事だけど、同じくらい、質問をすることが大事です。根拠が何か考えましょ
う。
g） 人物と議論の評価を区別しましょう。これを混同すると“人格攻撃”になってしまい
ます。
意見（発言）はあくまで問いを深めるための“目印し”です。
『正論（意見）ってのはあくまでも自分っていう潜水艦の周囲の状況を確かめるために発
信するソナーなんだよ。自分が正しいと感じる、信じる意見をポーンと打って、返ってくる
反響で地形を調べるのだ。ソナーで道が拓けるわけじゃない。』 （舞城王太郎(2009)
「ビッチマグネット」より）

副次的なものとしてこんな態度が身につくかも

このような心がまえで臨むと、
しれません

●自分の考えが変わるということを、体験を通じて受け容れることができる
（自己変容の可能性）
●間違ってもいいんだという体験を、安心安全な場所で得ることができる
（可謬性の獲得）
●他者の気持ちや視点に立って考えを組み立てることができる
（立場の入れ替え、他者への想像的な同一化）
●問いを深める思考力を養うことができる
（探求能力の涵養）
●ひとりではなく集団での対話や議論に協調できる
（共通了解志向型の態度の獲得）

※Q ワードカード
by 「Q～こどものための哲学～」 (c) NHK All Rights Reserved

【当日考えてみたいこと（お題）】※発言は必須ではありません
ちょっとぶっとんだ作品(物語世界)です。短い物語の中に、200 年分の時空間が押し込
められ、解体され混ぜ合わされ笑いのめされます。作者の個人的な関心事が内包されてい
るのはもちろん、同時代的な社会状況も刻まれています。
二百回忌の発表は 1993 年、平成 5 年です。どんな時代だったでしょうか。
大喪の礼、大嘗祭、、、一連の国体行事を経て、平成が地に足をつけはじめた頃です。
そういう時代背景をすこーし意識しながら、なぜあえてこの時期に、法事にかこつけて
過去の歴史をといかけるような作品が描かれたのかを考えてみたいと思います。
この作品では日常的には見えない制度、社会の仕組みが暴かれ、可視化されています。
もう少しいうと、家制度（血や記憶や言語や思考）のような、すべてを生きながら死者の
ように縛っている呪いのような共同体の力が問われています。「キッチン」はしなやかに
それらに背を向けていましたが、本作では正面からねじ伏せようとしているように見えま
す。
さて、みなさんはこの作品をどんな風に読みましたか。

【笙野 頼子（しょうの・よりこ）】
（1956 年 3 月 16 日 - ）は日本の小説家。62 歳。本姓・市川。三重県出身、立命館大学
法学部卒。 自称「神道左翼」の立場からラディカルな政治性を打ち出し、私小説と幻想
小説を周到なメタフィクションやポリフォニーを用いて過激に混成させた作風で、「闘う
作家」「メタの女王」などと呼ばれる。2011 年度より立教大学特任教授（文学研究科・
比較文明学専攻博士課程前期課程）。
1956 年、三重県四日市市に生まれ、伊勢市に育つ。 伊勢市立修道小学校、伊勢市立五
十鈴中学校、三重県立伊勢高等学校卒業後、二浪して立命館大学法学部に入学し、主に民
法を学ぶ。大学在学中より小説を書き始める。大学卒業後も他大学受験の口実のもと予備
校に通いながら執筆していた。1981 年、地獄絵図に固執する絵師の妄執と暗い情念を描
いた「極楽」で第 24 回群像新人文学賞を受賞し、小説家デビュー。藤枝静男や川村二郎、
木下順二から選評で賛辞を受けるも、田久保英夫はこれを「小説の文章とは思えない」と
評した。
その後もひたすら両親からの仕送りを頼りに専業で小説を書き続けるが、向こう 10 年
もの間は、いくつかの幻想文学的短篇が『群像』にかろうじて掲載されるほかは担当編集
者からの没を受け続け、また批評的な耳目からも遠ざかった。当然自身の収入はほとんど
なく、現在でいう「引きこもり」のような生活のなか作品を執筆し続け、1991 年、自身
の境遇を思わせる女性のモノローグを介して他者や社会との断絶された関係を描き出した
『なにもしてない』で野間文芸新人賞を受賞後、1994 年、マジック・リアリズム的手法
を用いて「先祖や身内や郷里との、無関係をも含む関係を、反リアリズムで表現」し、
「大地と共同体に挑んだ」「二百回忌」で第 7 回三島由紀夫賞、海芝浦駅への紀行文的体
裁の中で自由自在に時間軸を往還する語り口の「タイムスリップ・コンビナート｣で第
111 回芥川賞を受賞し一気に注目を集める。また純文学新人賞として名のある上記三賞を
受賞したことから「新人賞三冠王」などとも称された。

【本】二百回忌
初出：『新潮』1993 年 12 月号
初刊：1994 年 5 月 25 日新潮社
文庫：1997 年 8 月 1 日新潮文庫

笙野頼子三冠小説集 （2007 年 1 月 20 日河出文庫）
・タイムスリップ・コンビナート
・二百回忌
・なにもしてない
※いずれも改稿が施され、書き下ろしの後書を付する。（解説・清水良典）

【ストーリー】
二百回忌はただの法事ではない!この日のために蘇った祖先が、常軌を逸した親族と交
歓する、途方もない「一族再会」劇なのだ。二百年分の歪んだ時間の奥に日本の共同体の
姿を見据えた
※
血縁に縛られた家制度を象徴する法事を、二百年という大きな時空間の中において時系列を
狂わせ相対化させていくさまは、古事記や神話など日本古来の伝統的な物語に懐疑の目を向け、
言語によってそれを崩そうとしている伊勢市出身の笙野ならではのものである。現実のしきた
りを滅茶苦茶に壊し、蘇った死者に自在に語らせて洒落や冗談で覆う儀式が二百回忌であり、
旧来の家制度をユーモアをもって解体していく。

【テーマ】 〈自由と閉塞感の先へ：ポスト平成の major key〉
自由なようでいて、不自由。自由だからこそ、孤独。昭和の高度成長とは好対照の、先
の見えない時代。そういう”時代のカーブ（退潮曲線）”に入ったのが明確になったのが
平成の３０年間だったかもしれません。
ではこの先は？ なにが、どうなるんだろう？
“物語”を味わいながら、“社会”についても歴史的に考えてみたり、“愛”や“家族”
というテーマをどんどん深堀りしてみたり、物語の続きを独自に“創造”してみたり。複
数のおもしろさを存分に味わえるのが文学であり、文学読書会のよい点かもしれません。
さろんは、多方向に開かれた「非限定的な深み」を感じることで、「定期的にもっと思
考を深める機会があればいいなあ」と思ってもらえるような場にしたいと考えています。
大学やカルチャーセンターのような講義型の“学び”から、むしろサークル的な集まり
による“学びあい”に、思考や興味を持続的に深めていく key があるような気もします。
“する”哲学。“対話する”文学。“考える”と戯れる。
そういう現場から、ポスト平成についてじっくり、ゆっくり、作品を読み継ぎながら、
なんとなくのイメージを形作っていけたらいいなとおもっています。

▼ ポスト＝Post。この Post の一語に秘められた、殺戮と延命の両機能。
ポストという接頭辞は、その対象となるものを全面的に否定するとともに、それを
曖昧に生きのびさせてしまうものだからです。
（蓮實 重彦）

【作品テーマについて】
▼ 新人賞受賞から十年間『群像』や『海燕』で作品を発表し、初の単行本『なにもして
いない』（92、H3）、続いて『居場所もなかった』（94、H5）、『二百回忌』（95、
H6）を発表した。
この時期の作品は、元号が昭和から平成に変わり、大嘗祭など一連の即位の儀式を
通して見えてきた「国家」というものと、自身の違和感とを対峙させ掘り起こしてい
った作品であり、大きな転機となった。また、京都から上京し、八王子のオートロッ
クマンションに居住したことも転機と言えるであろう。
（清水 良典）
▼

冠婚葬祭の中でも結婚式と葬式は目的が明確なので、"しきたり"や"心得"はその目
的に沿っている。ところが法事となると、感情を拘束する目的の力が弱まるせいか、
自由な"解釈"が入り込みやすい。作者の慧眼は、一族が集まる儀式の中でも、独自な
しきたりが混じる法事を取り上げたところにある。だいたい「二百回忌」という途方
もない数字が、おかしみを誘うフィクションかと思われがちだが、歴史上著名な人の
二百回忌という遠忌供養が行われた記録は実は枚挙にいとまがない。
（佐藤 秀明）

▼

笙野が〈この作家特有の幻視空間〉にこだわるのは〈日常的には見えない制度、社
会の仕組みを暴き、可視化する〉手段である
（野谷 文昭）

▼

清水良典は〈地誌的なレベルの具体性を超えて、《郷里的》なるものーー血も記憶
も言語も思考も、すべてを生きながら死者のように縛っている呪いのような共同体の
力ーーに対する全面戦争〉と評しているが、この〈二百回忌〉が、死者／生者、血族
／他者、男／女、言語／非言語といったあらゆる境界が消滅するボーダレスな時空間
であったことに鑑みれば、ここで笙野が〈地誌的なレベル〉での〈郷里〉を超えて、
性差、権力、言語システムといった人間存在全般にとっての〈《郷里的》なるもの〉
を撃とうとしていることはもはや明らかだ。
（南 雄太）

●ポスト平成と 2020～潮流を読む～
総務省統計局の調査結果によると、日本の人口は 2005 年に戦後初の減少となった後は
再び増加し、2007～2010 年の間は 1 億 2800 万人前後とほぼ横ばいで推移。しかし、2011

年には 26 万人の減少となり、その後の月別の人口も相当程度の減少が続いている。人口
減少は 2011 年から既に始まっているとみることができる。
このまま人口減少が続くとすると、2030 年の 1 億 1662 万人を経て、2048 年には 1 億人
を割って 9913 万人となり、2060 年には 8674 万人、100 年後の 2110 年には 4286 万人にな
るものと推計（内閣府）される。つまり、100 年後には現在の 3 分の 1 程度まで人口が減
少してしまうことになる。
生産年齢人口（15 歳～64 歳）についても、1995 年には 8000 万人を超えていたが、そ
こをピークに減少している。2015 年における生産年齢人口は 7629 万人だった。このまま
生産年齢人口の減少が続くとすると、2030 年には 6875 万人、2060 年には 4793 万人にま
で減少すると推計（総務省）される。
経営の 4 要素である「ヒト、モノ、カネ、情報」のうち「ヒト」がこのままでは確実に
減っていくという事実であり、今までの働き方では、社会を維持することさえ不可能にな
っていくことは目に見えているわけだ。
このように生産年齢人口が減っていく、つまり労働力の不足を解消するためには、「働
き手を増やす」「出生率を上げる」「生産性を上げる」の 3 つを確実にクリアする必要が
ある。

●平成文学史(？)
私の頭の中で明治文学史は描ける。大正文学史も描ける。昭和文学史も……と言いたい
所だが、描けるのは昭和五十五年（一九八〇年）まで。それ以降となると混沌としてくる。
まして平成文学史は。
平成のすべてを私は同時代体験し、文筆業を始めて、まして最初の頃の肩書きは「文芸
評論家」であったりしたのに。平成文学史をうまくつかみきれない。
一九八〇年以降とはポストモダンの時代だ。つまり価値相対化の時代。基本となる軸が
消失してしまった時代。平成がもう終わりつつあるのに、平成文学史は見当らない――。
（浦田 憲治）

↓
〔１９８８／昭 63〕 平成① 『キッチン』
・孤独と、非血縁家族の登場（血縁以外の誰かと、非婚姻的に暮らし生活する新鮮な視点）
・主人公と男子のあいだで旧来様の恋愛模様が描かれない（非恋愛的な交流を描く）
・自己決定権の前景化と自由な行使（「雄一」→「えり子さん」への変容（女性化）など）
⇒ 詩的な文章とも相まって、実に新鮮な自由さを感じさせる。他方で、親密圏のみで通
用するような脆さと同居した、頼りない自由。すべてが自己責任ということの裏返しと
もいえる自己決定権の行使のされ方。閉じた輪の中（非社会化）での自由。

〔１９９３／平 5〕 平成② 『二百回忌』
・家父長制を忌避して家郷と断絶。
・37 歳独身未婚女性、不労という在り方と、フェミニズム（女性の社会・政治・法律上
の権利拡張を主張する考え方。男女同権論。女権拡張論）への接近・親近感。
・平成期初頭の日本に再現前化した家父長制的共同体感覚（≒天皇制）への疑義の表明
・共同体感覚としての家父長制の前にフェミニズムの論理が絡め取られる（≒根付かない）

⇒ “二百回忌”という超現実的な仕掛けを導入することで本作は、〈日常的には見えな
い制度、社会の仕組みを暴き、可視化する〉。元号が昭和から平成に変わり、大喪の
礼・大嘗祭など一連の儀式を通して現前化してきた日本の根幹にある「国家（国体）」
という巨大な共同体感覚と、作者自身の違和感とを対峙させた作品。
家郷の家父長制を忌避し、フェミニズムを重視する語り手ですら「なんとなくおもし
ろそうだから」出かけてしまう“二百回忌”とは、家父長制的（≒天皇制）感覚がどれ
だけ根深く浸透しているかの暗喩になっている。
血も記憶も言語も思考も、すべてを縛りつける（この国の）呪いのような共同体の力
に対して、著者はこれ以降、徹底抗戦をはじめていく。

〔２００１／平 13〕 平成③ 『ニッポニアニッポン』
・
・
・
⇒

2019 年１月～３月 新シーズン
テーマ 〈自由と閉塞感の先へ：ポスト平成の major key〉

第Ⅰ部 ：平成 前期
▼#88 （１） 1/13(日) 『キッチン』〔１９８８／昭 63〕 吉本 ばなな（新潮文庫）
▼#89 （２） 2/10(日) 「二百回忌」〔１９９３／平 5〕 笙野 頼子
＊『笙野頼子三冠小説集』（河出文庫）所収
▼#90 （３） 3/10(日) 「ニッポニアニッポン」〔２００１／平 13〕 阿部 和重
＊『IP/NN』（講談社文庫）所収

第Ⅱ部 ：平成 後期
▼#91 （４） 4/14(日)
▼#92 （５） 5/12(日)
▼#93 （６） 6/9(日)
【原則、毎月第２日曜の AM に開催】

MEMO：
平成 5 年 - 1993 年
1993 第二世代携帯電話(2G)が登場する
ダイヤルアップ接続(接続時の音声：ピポパ ... ピーヒョロロ ...)
国内でインターネットサービスプロバイダ(ISP)が誕生する。
1993 年米騒動 - 米の凶作によりタイ・中国米などを輸入する
第二次戦略兵器削減条約(START II) - アメリカとロシアの軍縮
1993-05 日本プロサッカーリーグ(J リーグ)が開幕する
1993-06 皇太子：徳仁親王(なるひとしんのう)と小和田雅子が結婚する
1993-07 北海道南西沖地震 - M7.8。202 名と死者となる
1993-08 細川護熙内閣(日本新党)が誕生する(1955 年以来の非自民党)
1993-08-03 河野談話 - 証拠なしで慰安婦の強制を認める(従軍慰安婦問題)
1993-11 マーストリヒト条約により欧州連合(EU)が誕生する
環境基本法 - 環境に関する法律
1993-12 法隆寺、屋久島、姫路城などが世界遺産となる(日本初)
平成 6 年 - 1994 年
1994-04 羽田孜内閣(新生党)が誕生する
1994-06 村山富市内閣(日本社会党)が誕生する
松本サリン事件 - 長野県松本市で発生したサリンの冤罪事件
1994-10 北海道東方沖地震 - M8.2。死者 9 名となる
平成 7 年 - 1995 年
1995 Windows95 が発売する
一般家庭にパーソナルコンピュータ(PC)が普及してインターネットやメールの利用
人口が爆発的に増加する。
仕事環境では作業の効率化・利便性などで Office(Word、Excel)や各種管理システム
を利用する事が一般的となる。
各社から PHS(ピッチ)サービスが開始される
携帯電話の加入数が 1000 万人を超える(普及率 8.2%)
テレホーダイ - NTT の深夜から早朝にかけての定額通信サービス
1995-01 阪神・淡路大震災 - M7.3。死者約 6500 名となる
世界貿易機関(WTO)が設立する
1995-03 地下鉄サリン事件 - オウム真理教によるテロ。死者 13 人となる
1995-07 女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)が設立する
1995-08-15 村山談話 - アジア諸国の植民地支配に関しての謝罪(戦後 50 年)
平成 8 年 - 1996 年
1996 ポケベルの加入数が 1000 万人を超える(以降、PHS・携帯で減少)
加入電話が 6152 万件を超える(以降、IP 電話、ISDN で減少)
CATV インターネットサービスが開始される
DVD－ROM が発売される
住専問題 - 住専の不良債権の内、約 7000 億を公的資金投入
1996 ～ 携帯電話がガラパゴス化する(ガラケー)
※世界初の着信メロディ、インターネット、カメラ内蔵などの機能。
1996-01 橋本龍太郎内閣(自由民主党)が誕生する
日本社会党が社会民主党となる

1996-04 日米安保共同宣言 - 日米安保再定義(ソ連からアジア・太平洋へ)
1996-09 民主党が結党する
包括的核実験禁止条約(CTBT) - あらゆる空間での核実験禁止

