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【小松左京氏追悼エッセイ 】
「Ｄ ３
- プロジェクトの ころ」

谷甲州

ことの重大 さに気づいたのは、しば らく時間がすぎてからだっ た。
訃報に接したときは、 とてもそんなことを考えて いる余裕がなかった。誰 もがそうだ

ったよう に、ただもう慌てふためき 、動揺して足が地につかな い状態だった。たしかに
お歳を考えれば、い つそんなことが起きても不 思議ではなかった。ことに 最近は会うた

びごと に痩せられて、動きも落ち ていたように思う。だから 心の準備はできていたは ず
なのだが、実際に は前述したとおりの体たら くだった。様々な思いが交 錯して、とても

冷静 ではいられない。それでも 少しずつ落ちつきを取りも どせたのは、多くの著作が あ
とに残されていた せいかもしれない。人の命 は有限だが、著書は時を こえて読まれつづ

け る――この言葉が、これほ どよく似合う人は他にいな い。だからこそ、一人のフ ァン
として現実とむ きあうことができた。新作 を眼にすることは二度と ないし、その喪失感
を埋めることはできそうに ない。だが膨大な作品群は 、何時でも何度でも読み返 せるで

はないか。
そう考えて、自分の中で 折りあいをつけたつもりだ った。ところが実際には、 まだ冷
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静になりきれていなかった ようだ。そら恐ろしい事実 に気づいたのは、さらに 時間がす

ぎてからだっ たと思う。ちょっと待て 。すると自分は、この世で 唯一の存在なのか。他
ならぬ小松さん本人と創 作の時間を共有し、作者の 一人として物語が生みだ されていく

瞬間に立ち あった――そんな希有と もいえる経験をした人物は 、他にいないのではない
か。私にとって『日本 沈没 第二部』は、そのよ うな意味を持つ物語といえ る。

無論だか らどうだという話ではな い。厳密にいえば（そして ノンフィクションにまで
範囲を広 げれば ）
『第二 部』以前に も、いくつ か前例と呼 べるものが ある。それ にプロ

ジェク トの実行当時は、あまり特 別なことだという認識はな かった。自分たちの行為 が
先例となって、次 々に同様の企画が実現する ものだと考えていた。だか ら空前にはなる

かも しれないが、絶後にはなら ないはずだった。ところが 実際は、こういう結果にな っ
た。期せずして私 は、非常に稀な経験をさせ ていただいた。小松さん とおなじ目線で、

次 第に形をなしていく物語を 見守ることになったのだ。
これは得がたい 体験なのだから、記録を残 しておくべきだ。それは わかっているのだ
が、実際には思ったほど容 易ではなかった。あまりに も濃密な時間を、どう記述 するべ

きなのか。と はいえ概略だけでも書きと どめておかないと、いずれ 記憶は風化する。さ
らに恐ろしいのは、記憶の 混乱と変質だろう。厄介 なことにこの種の記録は、 発信され

3

ると同時に一人歩きをはじ める。時には話に尾鰭がつ いて、事実とかけ離れた 風聞に発

展することも ある。だが、躊躇は許さ れない。荒削りなのは承知 の上で、第一歩を踏み
出してみることにする。

『第 二部』制 作のための 「Ｄ ３
- 」プロジ ェクトが動 きだしたの は、２００ ３年が終
わろうとするころだっ た。ほぼ三年ちかくにわた ったプロジェクト期間のう ち、最初の

一年あま りは取材と基本構想の取り まとめにあてられた。私や 森下一仁さんなど数人の
プロジェクトチーム が編成され、一か月に一度 程度の割合で会合がもたれ た。その体制

で取材 や構想会議が開かれるのだ が、小松さんは一貫してチ ームの牽引役だった。
私にとっては、異 世界を垣間見るかのような 体験だった。小松さんに鼻 先を掴まれ、

引き まわされているのとかわら ない。視野がひろがるとか 、異質な体験をするといっ た
レベルではなかっ た。古井戸の底に棲みつい ていた蛙を、いきなり宇 宙空間に打ち上げ

た ようなものだ。これはえら いことになったと思ったが 、いまさら後には引けない 。出
来の悪い学生に 逆もどりした気分で、なん とか遅れずについていっ た。
当時すでに七十代の前半だ ったにもかかわらず、小松 さんの知的好奇心はいささ かも

衰えをみせて いなかった。さすがに体力 は低下していたようだが、 精神的なタフさはそ
れを上まわっていた。かえ って若い我々の方が、先 に体力が底をついて動けな くなるこ
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とさえあった。驚くべきこ とに小松さんは、その間も 集中力が落ちていなかっ た。十時

間以上も話し つづけているのに、疲労 している様子をまるで見せ ないのだ。
たとえばある日の会合は 、午後三時ごろからはじま った。この日は取材の予 定を入れ

ておらず、 チーム内部の討議に集中 するはずだった。すでに取 材を開始してから、半年
がすぎていた。その間 に物語の基本構想について も並行して討議を重ねてい たから、大

雑把な方 向性くらいは明らかになる と考えていた。ところが時 間がすぎても、一向にま
とまる気配がない。 小松さんの話が脱線に次ぐ 脱線で、本筋から離れる一 方なのだ。で

は退屈 かというと、そんなことは ない。無類に面白く、知的 好奇心を刺激してくれる 。
このときまでに我 々は、小松さんの話を聞く 術を身につけていた。慣れ てしまえば、特

に困 難なことはない。時間を気 にせず心を開放して、流れ こんでくる情報を受け入れ れ
ばいいのだ。身構 えることはない。地球物理 学や海洋工学、さらには ジャガイモの花や

ラ オスの煙管など話題は多岐 にわたる。小松さんは難解 な専門用語を使うことなく 、我
々のレベルにあ わせて解説してくれた。最 初のころと違って、苦労 してついていくとい
う感覚はない。小松さんの ペースにあわせてしまえば 、心地よく時を過ごすこと ができ

る。
その日もそうだった。午 後から夕食をはさんで真夜 中ちかくまで、小松さんの 解説を
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拝聴していた。ときおり小 松さんに質問される以外は 、ただ話を聞くだけでよ かった。

結論らしきも のは出なかったが、なん となく得をした気分になっ ていた。とはいえ終電
の時刻が近いことでもあ るし、今夜はそろそろお開 きかと思った時だった。 ほろ酔い機

嫌の小松さ んが、皆に酒をすすめは じめた。ようやくエンジン がかかって、構想の取り
まとめに入ったらしい 。だが話のペースは、まっ たく変わらない。あいかわ らず脱線を

くり返し ながら、少しずつ本質に近 づいていく。そして明け方 が近づくころ、突如それ
までの成果を無視す るかのようなアイディアが 飛びだした。日本列島の沈 没が原因とな

って次 の氷河期がはじまるという 『第二部』の基本構想は、 このようにして決まった 。
その一方で、取材 も精力的におこなわれた。 こちらから話を聞きにいく こともあった

し、 小松さんの東京事務所であ るイオに先生を招いてレク チャーをお願いしたことも あ
った 。
またストー リーの構成上 、
重要な大道 具となる施設を見学にい ったこともあった 。

そ の準備段階から、小松さん は陣頭で指揮を取られた。 緻密な物語を構築するには 何が
必要か、そのた めにはどこへ行って誰に何 を聞けばいいのか。さら には参考となる施設
や組織なども、過不足なく ピックアップされた。

驚くべきこと に小松さんは、そのすべて と人的なつながりがあっ た。直接の面識はな
くても、紹介してくれる人 なら容易にみつけること ができた。人脈の広がりが どの程度
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のものなのか、想像するこ とさえ困難なほどだ。決し て誇張ではなく、日本中 の学者や

研究者とアク セスが可能ではないだろ うか。しかも我々の取材申 し込みが、断られたこ
とは一度 もなかった 。
「 小松左京の 取材」とい うだけで、 どの取材相 手も快諾し てくだ

さった。実 績の積み重ねによる信頼 感が、相手を安心させてい るのだろう。
そして取材の現場でも 、小松さんは座をリードし ていた 。漠然と予想してい たとおり 、

小松さん はどの学問分野でも専門家 と対等に議論ができた。さ すがに我々を相手にして
いるときと違って、 縦横無尽に話しつづけるこ とはない。取材相手の好奇 心をかきたて

て、興 味深い話題を引き出すこと に成功していた。小松さん のたくみな誘導に乗せら れ
て、相手の方が次 第に身を乗りだしてくるの がわかる。そしてとってお きの情報を披露

して くれるのだが、残念なこと にオフレコの話題も多かっ た。
それでようやく 、事情がわかった。相手が 取材を断らないはずだ。こ れほど濃密な時

間 を共有する機会など、そう 多くはないはずだ。事前に そのことを知らなかったと して
も、予感があっ たと考えてよさそうだ。小 松さんなら自分の専門分 野の面白さを熟知し
た上で、それを引き出して くれるのではないか。

そのようにし て取材は進められ、大まか な物語の骨格は出来上が った。そして充分な
準備期間のあと、実際の執 筆にとりかかった。この 段階になると小松さんは、 いっさい
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口出しをされなかった。だ から物語の展開に瑕疵があ るとすれば、それは私の 責任とい
うことになる 。

