Japan’s Regions
In Japan, Tokyo is the “center,” and everything else is a “region.” Since the highspeed economic growth of the 1950s and 1960s, Tokyo has pulled everything from
the regions toward itself like a giant magnet. The overconcentration is not limited
to industry. Politics and culture are also consolidated around Tokyo. In this historical and social context, the regions in literature used to have a doubly symbolic
meaning. While they brought to mind things like history and tradition or nature
and a simpler way of life, they also were talked about in terms of conventions and
stagnation; or a narrow-minded love for one’s hometown; or impoverished local
communities. If regions are a metaphor for resistance to urbanization, breaking
free from one’s native place implies an escape from provincialism.
When Japan entered the postindustrial age, population movements stabilized
and urbanization progressed in regions as well. To varying degrees, the schema of
center vs. periphery is being reproduced even on the regional level. The nostalgic
myth of regions as utopian places to live has already been shattered. Remote regions
and mountainous areas have gone past impoverishment and are now being depopulated, which makes it harder for them to become romanticized objects.
Today, works of literature set in regions do not necessarily suggest an ideal
living space in opposition to Tokyo. On the contrary, they are often mentioned as
settings for increasingly diverse ways of life. “Regional literature,” defined as works
written only in regions and read only by local readers, no longer exists. When
speaking about regional literature in certain areas, the main criterion is the author’s
birthplace, but that kind of classification has almost no literary meaning.
We selected the works for this list with those kinds of cultural circumstances
in mind. The works were chosen from a relatively wide period of time. The choice
of works was based on their content, not where the authors are from. Some novels depict local lifestyles, while others take a certain region as their backdrop. One
is a parody of regional studies; others express the charm of local dialects through
literary refinement. One of the works covers local history, and still other titles on
the list address the problems faced by Japan’s regions.
Among the 20 works chosen, 18 of them are novels. Most of them are from
the past 10 years, but they include one first published in 1968 and three published
during the 1980s. For the most part, they have not been translated into any foreign
language. They are all works that stand the test of time, with highly original ideas
and styles or ways of writing. In addition to novels, we also chose an excellent work
of nonfiction and a book that examines regions from an ethnographic viewpoint.
Of course, it is impossible to cover all the outstanding works in Japan in such a
limited space. As a selector, I would be thrilled if this list can give overseas readers
a taste of the many regions that have appeared in contemporary Japanese literature.
Chō Kyō (Zhang Jing), Professor, Meiji University
July 2013

日本の地方
日本では東京は「中央」で、それ以外はみな「地方」である。高度経済成長以降、
東京は巨大な磁石のように、地方からあらゆるものを引き寄せてきた。一極集中は単
に産業活動に限られたものではない。政治や文化活動もまた東京を中心に集約されて
きた。そのような時代的、社会的な文脈の中で、文学にあらわれた地方は、かつて二
重の象徴的な意味を持っていた。歴史や伝統、美しい風土や純朴な気風を連想させる
一方、因習や停滞、あるいは偏狭な愛郷心や地域の疲弊とともに語られることもあっ
た。かりに地方は都市化に対する抵抗の隠喩であるならば、故郷脱出は閉鎖性からの
逃走を含意するであろう。
ポスト工業時代に入ると、人口移動は安定化し、地方でも都市化が進んだ。程度の
差こそあれ、中心対周縁という構図は地方でも再生産されている。暮らしのユートピ
アという郷愁神話はもはや崩壊した。僻地や山間部はいまや疲弊を通り越し、過疎化
によって美化の対象にもなりにくくなっている。
今日、地方を舞台とする作品は必ずしも東京に対抗し、理想的な生活空間を暗示す
るものではない。むしろ、多様化する生き方の舞台として言及されることが多い。か
りに、地方だけで文学活動をし、地域の読者しか読まない作品を地方文学であるとす
れば、そのような地方文学はすでに存在しない。一部の地域では地方文学について語
るとき、作家の出身地を基準にしているが、そのような分類はほとんど文学的な意味
を持たない。
本リストの選定は、そのような文化的な経緯を念頭に入れて行われている。また、
作品が書かれた時期は、比較的広く設定されている。作品選びは作家の出身地ではな
く、作品の内容にもとづいている。地域の生活を描く小説もあれば、地方を舞台とす
る小説もある。あるいは地方論のパロディや、方言の魅力を文学的な精錬を通して表
現した作品もある。さらには地域の歴史を取材したものや、地方が直面する問題をテー
マにするものもある。
選ばれた20作のうち、小説は全部で18作にのぼる。大半はここ10年来のものだが、
初版1968年のもの一点と、1980年代に刊行された作品は三点含められている。いずれ
も海外の翻訳がほとんどなく、構想や文体あるいは描き方が独創的で、今日読んでも
色あせない作品ばかりだ。小説のほか、優れたノンフィクションや、地方を民俗学的
しふく
観点から考察した作品がそれぞれ一点選ばれている。むろん、限られた紙幅で優れた
作品をすべて網羅することは難しい。本リストを通して現代の日本文学にあらわれた
地方の一端を海外の読者にお伝えすることができれば、選者としてこれよりうれしい
ことはない。
2013年7月
張 競（明治大学教授）

