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「ハッピー・フューについ て」

片理誠

しばらく前 に新聞のコラムで「ハッ ピー・フュー」という言葉 を目にしました。ハッ
ピー・フューとは 、
「少数の幸福な 人々」という意味。

『本が売 れなくなったと言われて久 しいが、元々本というのは 「ハッピー・フュー」の
ためのも のなのだ から、これ が本来の姿 なのである 』
、と いうのがそ のコラムの 主張だ
ったよ うに記憶しています。

確か に一理はあります。印刷技 術が確立する以前、書物と いうのはほんの一部の知 識
階級のためのもの でした。当時は一文字一文 字、本から本へ、手作業 で書き写していた

の です。
印刷技術が誕生 した後も、何しろ文字が読 めなければ中身が分から ないのですから、
識字率の低い時代、本はや はり普通の庶民からは縁遠 い存在だったわけです。当 時、本

は贅沢品で、 高価でもあったことでしょ う。それは間違いなく「ハ ッピー・フュー」の
ためのものでした 。
「分かる人 、理解できる人 だけが楽しめばよい 」という 存在だった 。
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ほとんどの人が読み書きが でき、書店に行けば簡単 に本を購入することができ るよう

になった現在 、それでも本は再び「ハ ッピー・フュー」のものに なろうとしている、と
いうのは何とも皮肉な話 のように思えます。昔に比 べれば格段に安価にもな ったでしょ

うに。内容 だって日々進化を遂げて いて、ずっと面白くなって いるはずです。なのにな
ぜ、本は読まれなくな ってしまったのでしょうか ？

技術革新 は出版の分野だけに起こ ったわけではありませんで した。ＴＶやラジオ、映
画、インターネット 、コンピュータゲーム、携 帯電話、等々。今や世に娯 楽は溢れんば

かり。 もはや本だけが夢の世界だ った時代は終りました。
今の人は読もうと 思えばいつでも本を読める 環境にあります。でも読ま ない。読めな

いの ではなく、読まない。ゲー ムで遊んだり、友人や恋人 と携帯電話で話したり、メ ー
ルをしあったりす る方が楽しい、ということ なのでしょう。ＴＶアニ メや映画なら見て

い るだけで勝手にストーリー が入ってくるというのに、 何が悲しゅうて一文字ずつ 自力
で読まなきゃな らない本なんぞに手を出さ なくてはならないのか、 と彼らは思ってしま
っているのです。

本の 持つ本 当の魅 力を知 ってい るごく 一部の 人々 、
「ハ ッピー ・フュ ー 」
。居心 地の
良かったかつての居場所に 今、書籍は回帰しようと しているのかもしれません 。
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読みたくない、と言ってい る人に何も無理してまで 読んでもらうことなどない のでは

ないか。携帯 電話でのやりとりや、Ｔ Ｖや映画鑑賞、ゲームなど が好きな人は、そちら
を楽しめばよい 。本は 、読書の楽しみ を知っているほんの一部の エリート層 、知識階級 、

「ハッピー ・フュー」のためだけに 存続し続ければそれでよい のだ、というのは確かに
一つの意見ではありま す。

でも本当にそれでい いのでしょうか。いや、こ の際、他の文学ジャンルに ついては言

います まい。ＳＦはそれでいいの か、と私は問いたい。なぜ なら私個人は、そうでは な
いはずだ、と思っ ているからです。

確か に個々の作品ごとの戦略と いうのは、もちろんあって 然るべきで、ヘビーなマ ニ
ア向けのＳＦも存 在しなくてはならないでし ょう。ＳＦの品揃えはで きうる限り豊富で

あ るべきです。
しかしながら、 ここで考えたいのはＳＦの 全体について。本当にご く一部のマニア向
けに細々と書くようになっ てしまって良いのでしょう か？

“「ハッピ ー・フュ ー」の元に 帰った”と 言えば聞こ えも良いで すが、早い 話がこれは
“その他の娯楽に負けた” ということです。少数の 幸福な人々の元に「帰った 」のでは
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なく 、
「追いや られた」と いうことで す。負けた ？

ＳＦが ？

その他 の娯楽に？

お

よそこの世の 中にそんなふざけた話が あっても良いものでしょう か？ 否！ 良いはず
がありません。栄光ある ＳＦがかかる屈辱に甘んじ ていていいはずがないの です。

現に、映画 やアニメ、ゲームの世界 ではＳＦは花盛り！ ヒッ ト作のほとんどは広義
のＳＦじゃないですか 。ＳＦやファンタジー、オ カルトなどの要素が全く入 っていない

作品なん て、どれだけあります？ 探そうと思ったって見つけ だすのに苦労するほどで
す。これらのジャン ルではＳＦは我が世の春を 謳歌している。なのになぜ 、本の世界で

だけは 「これが本来の姿なのだ」 などとうそぶいていなくて はならないんですか？ 表
現方法が違うだけ で、内包する要素は全て共 通じゃないですか。同じ血 が通っているの

です 。ＳＦは決して否定などさ れていません。我々は世間 から沢山のヒントをもらっ て
いるはずなんです 。それに気づき、活かすこ とさえできれば、道はき っと開かれる。

言 うまでもなく今は不況で、 苦しいのはＳＦだけでもな ければ出版業界だけでもあ り
ません。ですが 我々に期待されているのは 縮小再生産ではないはず 。道は険しいでしょ
うが、やり方しだいではま だまだいくらだってチャン スは生まれると思います。

面白い娯楽は 増えました。けれど人間と いうのは貪欲なもので、 もっと面白いものは
ないか、もっと楽しいこと はないか、と常に飢えて います。その欲望に果てな どない。
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小説でなければ、ＳＦでな ければ、できないことは沢 山あります。本にはシン プルな強

みがあるので す。
文字を使えば様々なイメ ージを喚起することができ ます。百人の読者がいた ら百通り

のビジョン があるはずで、映像と違 って文字はその邪魔をしま せん。しかもそこではビ
ジュアルやサウンドだ けでなく、温度や質感、味 や匂い、いいやそれどころ か心の移ろ

いや人情 の機微といった人間の内面 すらも描き出すことが可能 。人類が長い年月をかけ
て開発しひたすらに 改良を続けてきた「言葉」 というツールは、手軽であ りながらもオ

ールマ イティ。抜群の使い勝手を 誇り、そんじょそこらの最 先端技術など及びもつか な
いほどの圧倒的な 高機能と高性能を備えてい ます。

確か に自力で文字を追わない限 り物語は進みませんが、そ の「控え目さ」は短所で あ
ると同時に長所で もあります。自分のライフ スタイルに会わせて、自 分のペースで物語

を 楽しむことができるわけで すから。映画やアニメ、ゲ ームなどの世界でＳＦに触 れ、
ＳＦと親しんだ 人の中には 、
もうそろそろちょっと落ち 着いた楽しみ方もしてみ たいな 、
と思われる方もいるはずで 、小説としてのＳＦはその 受け皿としての役目も果た せるん
じゃないかと 考えています。
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私たちにはもう、星新一さ んも、小松左京さんもお りません。時代の先端を次 々に切

り開いて、魅 力溢れる様々な光景を手 品のような鮮やかな手腕で 披露してくださった偉
大な魔術師たち。彼らは 忽然と、あるいは颯爽と、 ステージからその姿を消 してしまわ

れました。 でも私たちはその後ろ姿 を見ていたはずで、ステー ジにはトランプやステッ
キといった道具もちゃ んと残されてます 。
「さぁ 、勇気を振り絞れ 。ステ ージに立って 、

万人に向 かって仕事をするんだ」と いう声が今にも天井裏から 聞こえてきそうです。

「ｎｏ ｖｅｌ 小(説 」)は元々は「 新しい」という意味の言葉 でした。ましてやその最 先
端であるべきＳＦ が、古臭い、後ろ向きなこ とを言っていてどうする、 と思います。未

来は 常に新しい。だからＳＦも 常に新しくなければならな いはず。ＳＦ小説の世界に も
「ハッピー・フュ ー」は確実に存在している ことと思います。でも私 たちが彼らのため

だ けに創作をすることはない でしょう。なぜなら、彼ら がそれを許さないからです 。そ
んなこ とをした ら 、
「 ＳＦっても っと雄大な ものじゃ なかったんで すか？ も っと自由
なものじゃなかったんです か？ いつからこんな窮屈 でせせこましいものに成り 下がっ

てしまったん ですか？」と怒られてしま います。彼らがＳＦ作家に 望んでいるのは後ろ
を向くことではなく、前を 向いて時代を切り開いて ゆくこと。彼らが我々の背 中を叩く
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時 、それは 「こっちに振り返ってくれ 」という合図ではなく 、
「ほ ら 、もっと先へ行け 。

もっと遠くへ 、もっと速く、もっと高 く」という鼓舞であるはず 。その期待に応えるた
めにも、我々は全力で駆 けなくてはなりません、偉 大な先達がかつてそうさ れていたよ

うに。後ろ を振り返ることもなく、 居心地の良い場所に留まる こともなく、ただただ先
へ。その先にあるステ ージに、我々は立ち続ける のです。

