﹁

﹂
SF Prologue Wave

当サイトをご訪問頂き︑ま ことにありがとうございます︒

片理誠

﹄がついに公開さ
SF Prologue Wave
ところで ︑
﹁ついに 公開される 運びとなり ました﹂とい きなり

この度 ︑我々が配信する無料のネット マガジン ︑
﹃
れる 運びとなり ました！

言われて も︑ほとんど の方は何のこと だかサッパリ お分かりにな らないと思いま す 汗( ︒)
ので︑この場をお借り して︑これまでの経緯について 皆様にご説明をば申し上げたい と存

じます︒どのようなわけで このサイトが誕生したか︑ここに 書き記しておきます︒

このサイトが 誕生することになった直接のき っかけは﹁ＳＦ系新人賞の休止 ﹂なのです

が︑その前に︑ま ずはそれ以前の状況について軽 くご説明しておかなくてはと思 います︒

﹁日本ＳＦ新人賞﹂が誕 生する以前︑ＳＦにはしばらく 新人賞が存在しない時期があり ま

した︒小説で﹁ＳＦでもＯＫ な新人賞﹂はありましたが︑Ｓ Ｆを明に謳った新人賞という
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のは なく︑当時 いわゆるプ ロパーなＳＦ 小説を上梓 したいと思 ったら ︑
﹁ＳＦでも ＯＫな

新人賞﹂でまず はデビューして︑何年か実績を 重ねた後に徳間書店さんや早川 書房さんな

どの出版社に原稿を 持ち込む︑というルートしかなか ったんです︒しかしこれでは︑ ＳＦ
になかなか新しい風が吹き 込んできません︒

そ こでこの状 況を憂慮され た日本ＳＦ 作家クラブ の重鎮の方々 が乗り出さ れ︑
﹁ 日本Ｓ

Ｆ新人賞﹂ が設立されました︒その道のり は決して平坦なものではなかっ たそうです︒と

ころで ︑嬉しいニ ュースは更 に続き ︑
﹁日本Ｓ Ｆ新人賞﹂設 立の少し後 に﹁小松左京 賞﹂

という賞 も設立され ました ︒
﹁小松左 京賞﹂はプ ロアマ問わず の賞でした ので︑厳密に 言

うと新人賞ではないのです が︑実際には多数の新しい才能を 世に送り出した︑ＳＦ系新人
賞 としての素晴らしい機能を有し ておりました︒

﹁日 本ＳＦ新人 賞﹂と﹁小松 左京賞 ﹂
︒この二 つの立派な 登竜門が︑か つて日本の ＳＦに
はあったのです︒

ですが ︑
残念 ながらこの状況は約１０年でひ とまず終了することになってし まいました ︒
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﹁小松左京賞 ﹂と﹁日本ＳＦ新 人賞 ﹂は相次いで休止とな ることになってしまったのです ︒

それぞれの賞に はそれぞれの事情があったには 違いないのですが︑これは実に 残念この上

ない事態であると申 し上げざるを得ません︒そして吹 き荒れる“出版不況”の四文字 ︒そ

の前ではＳＦとて例外では ないのです︒我々は今︑大変厳 しい状況に直面しています︒

私 は第５回の 日本ＳＦ新人 賞で佳作を 頂戴してデ ビューしてお ります ︒
﹁ＳＦ系 新人賞

が休止にな る﹂という知らせを受け取った 時︑とにかくまず思ったのが﹁ このままＳＦが

ズルズルとじり貧 になってゆくのはヤバイ！﹂と いうことでありました︒そこで 親交のあ

る日本Ｓ Ｆ新人賞や 小松左京賞 出身者の方々 から意見を 聞いて ︑
﹁とにか く︑反省は反 省

として今後に活かしていか なくてはいけないが︑それとは別 に︑今からでもまだやれるこ

と があるんじゃないか？﹂という ことを話し合いました︒この時 に﹁力を貸すよ﹂と真っ

先に手 を挙げてくれたのが八杉将司さ ん︒その後も色々な方にご協力 頂き︑智恵を授けて

頂きました︒ それでその後︑この流れは大き く二つに分かれました︒

一つは ︑
“﹁日本Ｓ Ｆ新人 賞﹂と﹁ 小松左 京賞﹂ の出身者 で協力 して︑色 々とや ってい

こう ︑できればデカイことをやろ う ”︑というもので す ︒そこで両賞の出身者で ﹃ＮＥＯ

- 3 -

│ Next Entertaiment Order
│ ︵次世代娯楽騎士団 ︶
﹄という名前のユニ ットを作り︑今︑
色々と 活動してい こうとして います ︒
﹃ＮＥＯ ﹄では私︑片 理誠が窓口 係をやらせて 頂い
ております︒

もう一つが ︑
“日 本ＳＦ作家 クラブで無料 のネットマ ガジンを作っ て世間様に 発信して

ゆこ う︑ＳＦ全体 を盛り上げて ゆこう ”
︑というもの ︒それがこの サイト ︑
﹃ SF Prologue
﹄︑です ︒このサイトでは八杉将司さんが 編集長で ︑私は副編集長と なっております ︒
Wave

で︑その後もあれやこ れやで色々なことがあったので すが︑このサイトに限って言い ま

すと︑まず様々な先輩サイ トさんよりご教示を色々と頂きま した︒それから﹁日本ＳＦ評

論 賞﹂出身者の方々にも力をお借 りしています︒すでに編集部に もお二人︒ＳＦ作家クラ

日本ＳＦ作家クラ ブのサーバーをお借りしていま すので︑シス

ブの重 鎮クラスの方々にもご協力を頂 いております︒ビジュアル担当 ということで︑イラ
ストレーター の方にも！

テム管理者の方に も数多のお助けを頂いておりま す︒

その上で実は２０１０年の１ ０月から２０１１年の３月まで ︑日本ＳＦ作家クラブの内
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々でテスト 運用をもして参りました︒そし て２０１１年３月４日の日本Ｓ Ｆ作家クラブ総

会で﹁公開する に差し支えなし﹂とのご裁断を 頂き︑一般公開できる運びとな りました︒

日本中が悲しみに沈ん

ところがその後の２０１１ 年３月１１日︒皆様もご存知の 未曾有の大震災が発生してし
まいました︒編集部の中からも ﹁今︑公開して良いのだろうか ？

でいる 時に ︑我々だけ が浮かれるようなわけにはいか ないのではないか？ ﹂
︑あるい は﹁今

回の 震災で は津波 の被害 がすさ まじか った︒ ２０１ １年に公 開され るサイ トの名称 に“

”が入ってしまっ ていても良いものだろうか？﹂ という意見が出ました︒
Wave

この文章を書いている現在 ︑２０１１年の４月となった今で さえ︑そのあまりの損害の

激 しさ︑無慈悲さのことを思うと ︑被災された方々にはかけるべ き言葉すらも見つかりま

せん︒ 日本中が呆然と立ちつくすより 他にない︑きっと今はそんな状 況︒長い長い喪の途

中︒でもいつ か︑我々はこのどん底のような 時代からも這い上がっていかな くてはならな

いはずで︑もしこ こで私たちが前に進もうと足掻 くことで︑そういった復興にな にがしか

の寄与をすることができ るのであれば︑やはりやるべき なのではないか︑今ここで批判 を

恐れて立ち上がらなかったら ︑
ずっとこのま ま立ち上がれなくなってしまう のではないか ︑
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そんな意見 もまた出ました︒そして私たち はこの意見を是としました︒

また︑名称に ついてなのですが︑こ の﹁ Prologue Wave
﹂とい う名前は実は私が考え ま
した 汗( ︒)で︑ これはバラし てしまいます と︑堀晃さんの 名著﹃バビロ ニア・ウェーブ ﹄

wave

︶
﹂の﹁
band

﹂だ ったのでした︒ ですので名称はこのま まとし︑た
Wave

からイン スパイア されたも のでした︒ この﹁
﹂ は﹁レー ザーの定 常波﹂の ﹁波﹂で
Wave
す ︒なので私 も元々イメ ージしていた のは﹁水の 波﹂ではなく ﹁電磁波の 波 ﹂
︑ あるいは
﹁周波 数︵

だしサイトの説明 文に﹃ SF Prologue Wave
︵序章発信 ︶
﹄という和名を付与し たものを掲
げることで行かせて頂 こう︑ということになりました ︒この点︑もしかしたらご不快 に思

われる方もいらっしゃるか もしれませんが︑どうか悪しから ずご承知おきくださいませ︒
な にとぞよろしくお願い申し上げ ます︒

そんなこんな で様々な紆余曲折があり ︑
どう にかこうにかここまで漕ぎ着け ました ︒
が︑

このサイトはまだ 生まれたばかりのヒヨコみたい なもので︑しかも日本ＳＦ作家 クラブに

所属している有志が自主 的にボランティアで運営してい るだけで︑編集部にプロの雑誌 編

集者は一人もいません︒誰も やったことがないんです︒なの でたぶん︑これからもあっち
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にヨロヨロ ︑こっちにヨロヨロという︑大 変に頼りない運営になるんじゃ ないかと思われ
ますが︑どうか 長い目で見てやって頂ければと 思います︒

それと︑私たちへのご意見 やご感想等︵仕事の依頼も大歓 迎でっす！︶がございました

ら ︑投稿フォームより ︑ご遠慮なく ︑バンバン お寄せくださいませ ︒お 待ちしております ︒

それでは ︑
﹃ SF Prologue Wave
﹄
︑スター トです！ 皆様に少しでもお楽し み頂ければ幸
いです︒これまで にお世話になった方々︑そして これからもお世話になる方々に 感謝を捧
げつつ︒
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