﹁第６回日本ＳＦ評論賞贈賞式﹂ルポ

宮 野由 梨香
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２０１１年２月２日︵水︶の夕方︑宮野は地下鉄の表参道駅

からホテ ル・フロラシオン青山への道を急いでいた︒６時半か

ら催される﹁第６ 回・日本ＳＦ評論賞贈賞式﹂に出席するため

である ︒カラカラ天気の続く東京は ︑その日もよく晴れていた ︒

風もなくて︑この時期としては非常に暖かな日であった︒

会場は一階の﹁羽衣の間﹂である︒まず受付で名前を書き︑

ネームプレートを胸につけて会場に入る︒

日本ＳＦ評 論賞の歴代受賞者は﹁ＳＦ評論賞チーム﹂なるも

のを形成している︒ そのメンバーのほとんどが出席していた︒

第１回受賞の鼎元亨さまは九 州在住︑横道仁志さまは大阪在住

のため︑なかなかいらっしゃることが できないが︑第２回以降

の受賞者たちはみんな姿を見せていた︒

宮 野が﹁日本ＳＦ評論賞贈賞式﹂に出席するのは︑これで４

回目だ ︒自分が受賞した﹁第３回 ﹂の時は ︑ただ緊張していた ︒

受賞の挨拶も目茶苦茶 であった︒何せ内気で気弱なので︑人前
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で話 をするのは 苦手なので ある︒いっし ょに受賞し た２０代の 藤田直哉さま が ︑
﹁ 言葉の

力を信じたい﹂ という内容の見事な挨拶をなさ るのを伺って﹁おぉ﹂と感心し ていた︒

第２回受賞の海老原 豊さまも２０代︒英語に非常に堪 能で︑世界ＳＦ大会で通訳を担 当

されたこともある︒同じく 第２回受賞の礒部剛喜さまはＵ ＦＯや航空関係に非常に詳しい

ハードＳＦ派である︒第４回受 賞の石和義之さまは社会科学系 で︑温厚な学者タイプの方

である ︒続いて︑第５回受賞の岡和田 晃さまはゲーム関係のライター である︒彼も２０代

だが大変な 読書家である︒そういったメン バーがドア近くのテーブルに集 っているところ
に︑
﹁あ︑宮野さん﹂

ジャンパーを着てカメラを 抱えた人が近寄って来た︒もう１ 人の第５回受賞者︑評論賞

チ ーム代表の高槻真樹さまである ︒テーブルの上にカラフルなタ イル・コースターを何枚
も展げ て︑

﹁皆さん︑お 好きなのを選んで下さい︒イス タンブールのお土産です﹂

高 槻さ ま は最 近 イ スタ ン ブー ル まで 取 材に 出 向 かれ て ﹁﹃ア ジ アの 岸 辺﹄ 往 還記 ﹂

をお書きになられたのだ った︒フットワークが軽く︑ル ポ
http://speculativejapan.net/?p= 152
ライター︑インタビューアー としても有能な方である︒

- 3 -

タイル・コ ースターはどれも色鮮やかでと ても美しい︒迷ったあげく︑青 い魚の描かれた
のをいただく ︒
︵宮野は魚座な の♪︶

これ︑持って来るのは重か ったのではないかと思う︒しか も﹁割れもの﹂である︒

﹁大阪からわざわざ 大変ですね﹂

﹁はい︒今日は３か所を回って から来ました︒友人の所とか出 版社とか﹂
ず︑ず っと持ち歩かれたのだろうか？
﹁今晩は︑ こちらにお泊まりなんですか？ ﹂

とても嬉しそうである ︒芋ヨーカンがそんなにお好き なんだろうか？

﹁そうです︒明日 は浅草へ行って︑芋ヨーカンを 食べる予定でいます﹂

﹁⁝で︑高槻さま︑今回の 受賞者のお二人には︑もう会われ ましたか？﹂

﹁あ ︑あちらですよ ︒関 さんが３０代 ︑藤元さん が６０代というところが画期的 ですよね ︒

今 までの受賞 者は２０代と ４０代ばか りでしたから ﹂
︵ 注⁝あくまで ﹁受賞時﹂ の年齢ね
♪︶

大きな﹁リボンの 花の徽章﹂をつけて︑緊張した 面持ちで舞台横に立っていらっ しゃる

真面目そうな青年と︑柔 和な感じの紳士︒あのお二人が そうかしら？
お名前と︑受賞作のタイトル は︑次の通りである︒
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関竜司さま︵優 秀賞 ︶
﹁玲音の 予感︱︱﹃
﹄の描く未来﹂
serial
experimenst
lain
﹁﹃高い城の男﹄︱︱ウクロ ニーと﹃易教 ﹄
﹂
藤元登四郎さま︵選 考委員特別賞︶
○
﹁これから ︑第６回・日本ＳＦ評論賞贈賞 式を始めます﹂
司会の井上雅彦さ まのよく通る声で︑皆が壇上に 注目する︒

﹁今回の選考は難航し ました︒ひかわ玲子さんが﹃あ たし︑これ好き！﹄とかおっし ゃる

選 考委員の小谷真理さまが︑こん な感じで笑いをとりながら︑全 体の講評をよどみなく

ような感じの︑強い意見が 出なくて⁝﹂

今回 ︑最終選考 にのこった４ 本は︑どれ もレベルが 高く面白かっ たそうだ︒ 受賞作の２

語り始 められる︒いつ見ても美しい人 である︒

本を選ぶのにかな り時間を費やして論議を重ねた ということであった︒

﹁藤元登四郎さんの作品 が最終選考に残るのは３回目で すが︑その度ごとに腕を上げ︑ つ

いに﹃負けた﹄という感じに なりました︒Ｐ・Ｋ・ディック の﹃高い城の男﹄を歴史改変
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ＳＦという 視点だけではとらえられない人 類の集合的無意識をあぶりだし ている作品とし

て分析なさって います︒読みやすさと意欲とチ ャレンジ精神と︑３回を通して の〝伸び方

３回目にして受賞という のは︑高槻真樹さまもそうであ る︒昨年︑仲間に入るなり

他の賞もそうだろうが︑評 論賞は何回か最終選考に残って から受賞というパターンがあ

〟が受賞の決め手と なりました﹂
る︒

リーダ ーシップを発揮して︑今は﹁代 表﹂を務めていらっしゃる高槻 さま︒今度の方も︑
こういった ﹁人材﹂かもしれない︒
続いて︑関さまに 関する講評があった︒

﹁関竜司さんの作品は ﹃ serial experimenst lain
﹄と いう１９９８年放映のアニメ作 品に関
するものです︒とらえどこ ろのない不思議な展開で当時から 話題になった作品ですが︑こ

の １０年間をふりかえってみると 非常に﹁現代的﹂な問題を扱っ ていた︒それを今の視点

からと らえなおしてみようという意欲 作です︒この作品がとにかく好 きだという雰囲気が
素直でよい︒ そこが特に好印象で選ばれまし た﹂

ひとつの作品を︑ とにかく追いかけるというスタ イルの論での受賞は︑昨年の岡 和田さ
まもそうだったし︑宮野 もそうだった︒親近感を感じて しまう︒

その後︑小谷真理さまは最終 選考に残った他の２つの作品に ついても語られた︒
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宋 洋さま の﹁﹃タイ ム・マシ ン﹄に おける 視覚と逆 説の世 界﹂に ついては ︑
﹁緻密な 論

考だが︑ジャー ナリズムの場というよりも大学 の紀要に載せるべき論考︒投稿 先を間違え

忍澤勉さま の﹁﹃ソラリス ﹄
︑その 謎を細部か ら解釈する﹂ については ︑
﹁図 象学的な分

たのではないか？﹂ ということだった︒

析は非常に面白いが︑それとＳ Ｆがどうかかわるのかが論じら れていないという点が弱か

そして﹁Ｓ Ｆ評論は︑ＳＦ作品を評論する のか︑それとも評論自体にＳＦ 的なセンスオ

った﹂ と総括された︒

ブワンダーがなく てはならないのかという点で面 白い論議があったのが︑今回︑ 印象的で

した﹂という言葉で︑ 講評全体の締めくくりをされ︑ 会場からの拍手を浴びた︒

会場に集っているのは︑日 本ＳＦ作家クラブのメンバーと︑ その同伴者や招待者たちで
あ る︒

皆 ︑ＳＦに関 しては﹁見識 ﹂をお持ち の方々ばかり だ︒その祝 福を得て︑今 ︑
﹁ 新しい
才能﹂が仲間 に加わろうとしている︒
関竜司殿﹂

﹄の 描く未来﹂は︑平成２２年度日
serial experimenst lain

新井素子会長がしめやか に賞状を読み上げる︒

﹁第六回日本ＳＦ 評論賞︑優秀賞
﹁あなたの﹁玲音の予感︱︱ ﹃
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日本ＳＦ 作家クラブ

本ＳＦ評論 賞として募集された作品の中か ら優秀賞として選ばれました︒ ここにその栄誉

を称えますます の御精進を期待するものです︒ 平成２３年２月２日
拍手を浴びて︑関さまは賞 状を受け取った︒

会長︑新井素子﹂

続いて ︑
﹁選考 委員特別賞﹂も読み上げられ︑藤 元さまも賞状を受け取った︒
司会に促さ れて︑関竜司さまがマイクの前 に立つ︒

﹁それ では︑お二方に﹁受賞の言葉﹂ を頂戴いたします﹂

なかなか緊張していら っしゃるようである︒

﹁賞をいただいて ︑この場でご挨拶できることを 大変嬉しく思っております﹂

﹁ lainは１９９８年の作品 ですが︑私がこれに出会ったの は２００１年頃でした︒はじめ
て みたとき﹁すごい﹂と衝撃を受 けたのを覚えています︒作品中 で現代アートを思わせる

論
lain

この作品を うまく論じれ

ような 手法を使うだけでなく︑アート 的な要素が一つの物語として構 成されて︑しかも商
業ベースに乗 るようにエンターテイメント性 さえ持っている！

ば︑現代アートの 基礎論のようなものが作れるの ではないか︒そんなことを考え て
をやろうと思うようにな ったわけです﹂

関さまは﹁ 美学﹂を専 門とされてい るとのこと であった ︒
﹁美学 が専門﹂とい うのは︑
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第一回受賞 者の横道さまと同じである︒き っと緻密な議論が展開されてい るのだろう︒

﹁最初はメディ ア論の概念に当てはめたらうま くいくのかなと思っていたんで すけど︑な

かなかうまくいかな い ︒
ようやくできましたというの が今回の評論です ︒
今にして思 えば ︑

﹂にかけ る思いは並々 ならぬもの がありそ
lain

メディア論自体がＳＦだっ たというのがあるのではないか と思います﹂
小谷さまの おっしゃる 通り︑関さ まの﹁
うであ る︒語り口が熱い︒

という作品を ︑いつまでも知る人ぞ知る作品 にしたくはなかったので︑今回 ︿Ｓ
lain

﹁︿ＳＦ マガジン﹀に 掲載される であろう論文 を読んでい ただければ と思います︒ 私とし
ては

関 さまは ︑
﹁受賞 の言葉﹂をこのように締めくく られた︒

Ｆマガジン﹀という商 業誌に lain
を紹介する論文を掲載で きることになり︑大変感激して
おります︒大変ありがとう ございました﹂

作品に 対する愛のこもった︑謙虚な人 柄がしのばれる挨拶であった︒
司会の井上雅 彦さまがにこにこしながらおっ しゃった︒

﹁関さんが緊張さ れるといけないと思って黙って いたんですけど︑本日サプライ ズ・ゲス

トとして lain
の脚本を書いた 小中千昭さんに来ていただいて います︒後ほど︑お引き合わ
せいたします﹂
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会場内の︑ ひときわ独特の存在感を放つ︑ 長髪の人物が指し示された︒

関さまは驚きと 喜びの入り混じった表情をなさ った︒会場は︑どっと湧いた︒
続いて︑藤元さまが マイクの前にお立ちになる︒
何というか︑雰囲気がとて も明るい方である︒

﹁身にあまる賞をいただきまし て︑光栄でございます︒選考委 員の先生方︑日本ＳＦ作家
まず︑挨拶 をされてから ︑
﹁自己紹介﹂があった︒

クラブ の皆様方︑早川書房の皆さま︑ こころより御礼申しあげます﹂

﹁私は宮崎県の都 城市で精神科医師をやっており ます︒大学を出てから３年間フ ランスへ

留学して精神医学を学 びました ︒都城市では ︑お祭りの時に花火を上げ ますが ︑それを﹃俺

を祝福し ているんだな ﹄と思うと ︑これは誇大 妄想⁝︵笑 ︶
︒自 分がテレパ シーを持って
い るとか宇宙人だとかおっしゃる 方もいらっしゃいます ︒
﹂

こんな 調子で︑御自分がみてきた様々 な﹁妄想﹂の例をあげられる︒ 会場からは︑笑い
声が何度も起 こった︒

﹁そういうふうな 妄想を持っていらっしゃる方を ずっと見てきました︒私はそう いう人を
﹃単なる病気﹄で済ます ことができません﹂
それがディックに結びつくの だとおっしゃる︒
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﹁荒巻義雄 さまが﹃ディックには︑まだ開 いていない秘密の部屋があるん だ﹄ということ

をおっしゃって いて ︑それに勇気づけられまし た ︒ディックの行きついたとこ ろはどこか ︑

受賞作は︑その点を突きつ めて論じたものだということで ある︒

それこそが﹁秘密の 部屋﹂なんですが⁝⁝﹂

その ﹁秘密の部 屋 ﹂の名前はい ろいろある ︒それ が易経にもからむし ︑また ﹃宇 宙意識 ﹄
という 概念とも結びつくのだそうであ る︒

﹁﹃宇宙 意識﹄という のは︑我々 がそこから出 てそこに帰 っていく︒ 我々に貼りつ いてい

て話すことはでき ない︒⁝⁝まあ︑そのへんを何 とか解釈したんですが︑解釈と いうのは

﹃関係によって生ずる もの﹄なのです︒ディックとの 関係はずっと続くと思います︒ どう

か皆さま︑ご指導ご鞭撻を たまわりたいと思います︒どうも ︑本日はありがとうございま
し た﹂

暖かい 人柄とＳＦへの造詣の深さと教 養の広さがしのばれる挨拶であ った︒
司会の声が再 び流れた︒

﹁大変楽しい才能 の二人が︑日本ＳＦ評論界にデ ビューしたということでござい ます︒
皆さまにもう一度︑拍手 をお願いいたします﹂

こうして ︑
﹁第 ６回日本ＳＦ 評論賞贈賞 式﹂は︑盛大 な拍手のも とに締めくく られ︑ひ
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きつづいて ﹁増田まもるさんにあやかる会 ﹂
○

が催された︒
http://speculativejapan.net/?p=183

歓談の時間となり︑関さま・藤 元さまに宮野は御挨拶に行った ︒

関さま の御専門とする﹁美学﹂も︑藤 元さまが御専門となさる﹁心理 学﹂も宮野は不勉

強のままな ので︑是非いろいろと学ばせて いただけたらと思っているのだ ︒
しかし︑道のりは 遠いかも︒

関さまに﹁美学では何 が御専門なんですか？﹂とお伺 いしたら﹁パノフスキーです﹂ と

す みません︒今度お会いする時ま でに︑少しは勉強しておきます ︒
︵いやあの ︑
﹁それ︑

応じられ︑宮野はそこで固 まってしまった︒そ︑それ︑何？

何です か〜？﹂とお伺いすればきっと 説明して下さったんでしょうけ ど︑そう出来ないと

ころが宮野の ﹁内気で気弱﹂たる所以で︑こ れは関さまの責任じゃないんで す〜︶

藤元さまは贈賞式 のために宮崎からわざわざお越 し下さったのだが︑御子息が現 在︑東

京で医学を勉強中で︑今 晩はそこに泊まられるとのこと であった︒そのあたりを気さく に

語って戴いた︒温かく包み込 むようなオーラを発散する方で ある︒多分︑患者さんからの
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思えば︑宮野が ディックを読んだのは十代の頃 のことである︒今︑読めば当時 とはまた

信望も厚く ていらっしゃるのだろう︒

宮野も﹁４０代受賞組﹂の 一人である︒一時期︑てっきり 自分が最年長かと思いこんで

別の感想があろうと 思う︒いずれ︑読み返してからお 話してみたいものである︒

いたら︑第 一回受賞の 鼎元亨さまの 方が年上で あった︒昨年 ︑
﹁東 京ＳＦビブ リオ﹂をチ

ームで まとめた時︑鼎さまはエクセル 表を手早く作ってくださった︒ その手際のよさに︑

﹁さすが﹃ 亀の甲より年の功﹄！﹂と︑言 わずもがなのことを申し上げた 覚えがある︒

これからは︑藤元 さまが﹁最年長﹂ということに なる︒きっと御活躍なさってく ださる
ことだろう︒

日本ＳＦ作家クラブのパー ティーは豪華である ︒ＳＦ 作家 ︑ＳＦ画家 ︑編 集者 ︑そして ︑

評 論家︒そこここに名の知れた方 々が名札をつけていらっしゃる のだ︒

﹁私の ような素人芸しか持たない者が ︑こんな素晴らしい所にいてい いのかしら？﹂と︑
パーティーの 時にはいつも思う︒

この日も︑関さま は小中千昭さまに制作秘話など も聞かせていただいたそうだし ︑藤元
さまは︑荒巻義雄さまと じっくり語られたそうである︒
途中︑花束の贈呈があった︒
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藤元さまに は︑第一回日本ＳＦ新人賞で佳 作を受賞なさった杉本蓮さまが 花束を渡され
た︒関さまには ︑光栄にも宮野が渡させていた だいた︒
祝賀パーティーは大 いに盛り上がって︑終了した︒
そして︑場所を移して︑２ 次会︒

その席で︑宮野は礒部さまと﹃ アンドロメダ・ストーリーズ﹄ について語りあい︑海老

原さま に﹁あのイーガン論︑いかがで したか？﹂と尋ね︑石和さまに 現在の社会状況を象

徴的に示す ようなお話を伺い︑岡和田さま と山尾悠子について話し︑今回 受賞した関さま

に﹁ア ニメといえ ば ︑
﹃ 海のトリト ン﹄なんて 御存じですか 〜？﹂とか らみ︵宮野は 元祖
コミケ女♪︶
そして︑強く思ったのだっ た︒

﹁ 日本ＳＦ評論賞は︑こういう中 に入れてもらえることが︑最大 の﹃副賞﹄だぁ！！﹂

３年前 に有難くも受賞させて戴いた宮 野が︑その後︑その賞に見合う 貢献をＳＦに対し
てしているか というと︑内心︑忸怩たるもの がある︒
⁝⁝すみません︑ これから頑張ります！
︻後日談その１︼
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関竜司さま から︑メールを戴いた︒

﹁ルポを書かれる ようなので ︑
あらかじめ授賞式 の挨拶の原稿を送っておこうと 思います ︒

正直︑途中で﹃これ は確実に五分超えるな﹄と思って はしょったので︑こちらの方が 意味
が通っていると思います︒ ご参考までに﹂
な︑なんて真面目な方なんだろ う！
原稿の 中にはこのような文言が入って いた︒

﹁作品とい うのは真摯に向き合ったときに しか意義のある答えを返してく れないんだなと
論を書き終わ ったときの感想でした﹂
lain
それは宮野も︑何か書 くたびに実感していることであ る︒

いうのが︑

︻ 後日談その２︼

藤元さ まは︑メールで初対面の宮野の 印象を語っていらっしゃった︒

﹁不思議なこと ですが ︑私が抱いていた宮野様のイメー ジにぴったり合いました ︒それは ︑
羽衣を着た天女で す！﹂
お っしゃることが違う！！

これには︑思わすのけぞ ってしまった︒
さすが︑フランス帰り！
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⁝⁝ええと ︑どうして﹁羽衣﹂？

宮野がつい最近 ︑星新一の﹁羽衣﹂に関する文 章を書いたから？
贈賞式の会場が﹁羽 衣の間﹂だったから？

それとも︑まさか︑宮野の 着ていたドレスが実は〝夏物〟 ︵前夜にミンクの毛玉をチク

︶
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/%93%A1%8C%B3%93o%8El%98Y/list.html

チク縫いつけて〝冬物〟っぽく してみたの (*^^)v
︶と鋭 く見抜かれたとか？
それか ら︑藤元さまは︑評論賞チーム のメンバーに御自分の翻訳され た本を贈ってくだ
さった ︒
︵

新しい仲 間を得て ︑
﹁ＳＦ 評論賞チー ム﹂の活動は 更に充実し そうである ︒それがＳＦ

全体にいい影響となって反 映していくことを︑宮野は心から 願ってやまない︒

︻付記︼

関さまの受賞作お よび最終選考会の様子は︿ＳＦ マガジン﹀２０１１年６月号︵ ４月２

５日発売︶に掲載されて いる︒藤元さまの受賞作は︑７ 月号︵５月２５日発売︶に掲載 予
定である︒多くの方に読んで いただきたいと思う︒
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また﹁第７ 回

日本ＳＦ評論賞﹂の締め切 りは︑２０１１年の８月末であ る︒

今度はどんな才 能が応募してくれて︑そして仲 間に加わってくれるのか︑今か らとても
楽しみにしている︒

︵おわり ︶
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