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「一行ショートショートと は？」

）

高井信

一行ショー トショートについて何か 書いてくれ――と要請され ました。
思い切りの手抜きです が、まずは拙著『ショート ショートの世界』集英社 新書（

＊

横田順彌『ＳＦ 事典』廣済堂ブックス（

＊

）には〈史上最短のＳＦ〉 という項目があ

＊

から、短 いショートショートを紹介 した部分を（加筆＆修正の 上）抜粋させていただき
ます。
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短いで すが、 深みが ありま すよね 。
（『ＳＦ事 典』はの ちに大 改訂さ れて角 川文庫 か

時間は終わった。昨日で 。
（ロジャー・ ディーリー作）

っ て、そこで紹介されている のは――

77
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ら『ＳＦ大辞典』として出 ていますが、残念ながら〈 史上最短のＳＦ〉の項目 は消えて

）の

号） に掲載の安田均「続続

同じような 深みを感じるのは、アウ グスト・モンテロッソ「恐 竜」です。

います。なお 、同作品は「奇想天外」 １９７７年４月号（
・ＳＦ入門講座 ＳＦその世界」でも 紹介）

）に収録 。また 、
『黒い羊 他 』書肆山田 （

恐竜
目を覚ましたとき、 恐竜はまだそこにいた。
『全集 その 他の物語』 書肆山田（
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13

87

で あることは間違いないでし ょう。
野内良三・稲垣直樹 『フランス・ジョーク集 』旺文社文庫（
霊話」は――

）に収録されている 「幽

「訳 者あとがき」には全文引用 されています。後者には「 これはモンテロッソが書い た
世界一、短い短篇 である」と書かれていて、 これには異論を唱えたく なりますが、傑作
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一番短い幽霊話。

――きのうの 夜、わたしは親友とその 未亡人が一緒に歩いている のを見かけた……

石川喬司『 ＳＦ・ミステリおもろ大 百科』早川書房（ ）
（のちに『夢探偵 ＳＦ＆ミ
ステリー百科』講談社 文庫（ ）として再刊）で も、短い物語が紹介されて います。
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これ らよりも、さらに短い作品 もあります。アイザック・ アシモフ他編の２冊の海 外
ショートショート ・アンソロジー 『三分 間の宇宙 』
『ミニミニＳＦ傑作展 』講談社 （ 、

アにノ ックの音が……》

世界で一 番短い物 語 。
《 人類最後の 男が机に向 かって遺書 を書いてい た。すると 、ド

81

） に収録さ れているド ゥエイン・ アッカース ン「宇宙の 果ての標識 」
、 Ｅ・マイク ル
・ブレ イク「テ レパスのた めのＳＦ 」
、エド ワード・ ウェレン「も しイブが妊 娠しなか
ったなら」 といった 作品です 。
「宇宙 の果ての標 識」と「テ レパスのた めのＳＦ」 は本

81

文一行 、
「 もしイブ が妊娠しな かったなら 」に至って は、本文な しです。ど ういうこと
か、おわかりになりますよ ね。
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短さのみに着目するならば ――

）

）の〈 一問一答〉の項にも、短 い怪談、推

タイトルと 本文を合わせて最も短い小 説は 、
川又千秋編 著『三百字小説 』
嶋中書店（
に収録されている「？」 でしょう。タイトル「？」 で、本文は「！」だけで す。
筒井康隆『欠陥大百科 』河出書房新社（
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Ａ「や」
Ｂ「や」

“世界でいちば ん短い一問一答”は――

Ｂ「 そうかね。ひひひひひひ」
そういってＢは 、どろんと消えた。

Ａ「幽霊なんて、 いるものか」

理小 説、ＳＦ などが紹介 されていま す。先ほど 「幽霊話」 を紹介しま したが 、
“世界 で
いちばん短い怪談” は――
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だそうであ ります。
ついでに書いておきまし ょう。以前、拙ブログの読 者から短いＳＭ小説が寄 せられま
した（出典 不明 ）
。
マゾ「い じめてください」
サド「いやだ」
これはよくできて いますね。出典不明という のが残念です。
さて、本題の一 行ショートショートですが ……。

と もあれ、一行ショートショ ートって何？ という話か ら始めなければなりません 。
「ショ ートショ ート」なの ですから、 大前提とし て小説であ ることが挙 げられます 。
ただのスケッチ、あるいは アンブローズ・ビアス『悪 魔の辞典』風のものは、た とえ短

くても一行シ ョートショートとは別の世 界の産物と見るべきでしょ う。
ぱっと 読んで 、
「 ん？」 と首を 傾げ る。ちょ っとし た時間 差があ って 、
「あ っ」と 膝

6

を叩く 。――そんな作品が理想と 思います 。極論すれば 、オチだけの作品 なんですから 。

きっちりと 規定しておかなければなら ないのは「一行」の定義で す。私は「通常の文
庫本の１行に収まる文字 数（おおむね 字以下）で 、句点１回」と考えてい ます。言わ

２行 くらいなら許容できますが 、ただ単に句点がないとい うだけで５行も 行も続く 文
を「一 行」と見な せるでし ょうか。私 の感覚では 、
「一 行」ではな くて「一文 」です。

「句点 １回であれば、長さは問わ ない」という考え方もある ようですが、これには私 は
否定的です。文章 技術によっては、かなり長 いものも書けてしまいます からね。実際、

（冒頭で 紹介したロジャー・ディー リーの作品は、字数こそ少 ないものの、句点は２回
使用。こういった作 品をどう扱うか、いささか 悩ましくはありますが）

ずもがなで すが、感嘆符（！）や疑 問符（？）といった記号類 も句点と同様に扱うべき
でしょう。また通常な ら句点を使うところを読点 で代用しているのも不可と 思います。

40

飯 田茂実『一行物語集 世界は蜜でみたさ れる』水声社（ ）
、リン・ディン「一 文物
語集 」
（『血液と 石鹸』早川 書房・ＢＯ ＯＫ ＰＬＡＮ ＥＴ（ ）に 収録）に収 められて
いるのは、文字数は関係な く、句点１回だけという制 約で書かれた作品です。前 者には
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３３３編、後 者には２３編。１行に収ま っている作品もないことは ありませんが、極め
て少なく、やはりこれらは 「一行」というより「一 文」とするほうが納得でき ます。リ

08 98
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ン・ディンの作品を「一文 物語集」とした訳者（柴田 元幸）もそう考えたのか もしれま

せん。
とはいえ、１行が文字数 が決まっているわけではな く、数百字の一行ショー トショー

トを絶対に 不可と考えるものではあ りません。あくまでも私の 希望として――
できることなら、 字 以内ですっきりと。短さを 追求していただきたいも のです。
最後に。

健忘症
おっ。いい考えが浮かんだ ……んだっけな？

日記
今日は私の命日 です。

ルと して読んでいただければ幸 いです。

私が６ 年ほど前に書いた作品をご 紹介しましょう。このとき は「 字以内」だけを意
識して書きました ので、句点を２回使用した ものもあります。お手本で はなく、サンプ

40

40
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透明人間の悩 み
私、いつも誰かに見られ ているような気がするんで す。
身の上話
私の母は 、私が生まれる三年前に他 界しました。
残った
中国の詩人・白居 易こそ、史上最強の相撲取 りである。
特異体質
掌 から毛が生えた。引っ張っ たら、禿げた。
マゾの吸血鬼（１）
趣味はひなた ぼっこです。

9

マゾの吸血鬼（２）
ギョーザ、大 好き！
マゾの吸血 鬼（３）
実はクリスチャンなん です。

