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「木立嶺インタビュー」聞 き手・高槻真樹

――今回初めての単行本 となりました。待ち焦がれ た読者も多かったと思い ます。

木立「皆さんご存知の 通り、僕の受賞作だけ単行 本が出なかったので気にさ れる方もお

られるか もしれません。ただ、それ は受賞作がやばすぎて出版 できないとかそういうわ
けではなくて、どち らかというと不幸なめぐり 合わせの結果でして。僕も 編集者さんも

ぜんぜ んあきらめていませんので 、どうか応援のほどよろし くお願いします」

―― 普通の受賞者と違ってスタ ートラインが変わってしま いましたものね。

木 立「そうですね。結局、商 業誌デビュー作となったの はそのしばらく後の歴史改 変も
のというべき『 馬と馬車』ですからね。こ れまた全然方向性が違う 。あの時は短編未経
験でしたか らゼロか ら考えるこ とになりま して 、
『日本の近 世に馬車が なかったの は何

故だろう』と いう疑問から芋蔓式に話を 作っていったわけです。最 初の方にだけあった
『新青年』風の文体で全編 を押し切ろうと提案して くれたのは編集さんです。 だからゴ
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シックロマンスもスチーム パンクも意図したものでは なく、書いた後で気がつ いた。歴

史にも興味が あったわけではないんで すが、縁があったジャンル はなるべく読もうと思
い定めまして 。その後最近にな って『物語のルミナリエ 』の方に書かせ ていただいた『僕

の遺構と彼 女のご意向』も、以前読 んだ奈良・平安期の古代官 道についての本がベース
になっています。読ん だ本から引っかかったもの を足がかりに話を紡いでい くというの

が割とス タイルになってきましたね 。砂場で砂をかき集めてい くうちにだんだん形を思
いついて作っていく 、という感じです」
――そうすると割 と即興的な、

木立「そう言われ ればそうですね。実は『僕 の遺構と彼女のご意向』 も最初は５０代と

６ ０代のおっさん二人のほの ぼの系の話でした（笑）で も読んでみるとつまらない （大
笑）
それで思い 切って男の子と女の子の話 にしたら 、
唐突に萌え話 に変化してしまった 。
そうす るとス トーリ ーの骨 格は変 わらな くても 全然雰 囲気が 変わっ てしま うわけで す
よ」
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――では「次女っ娘」も最 初はおっさんの話だったと か

木立「いや、いくらなん でもそれはない（笑）実は この話を書く９ヵ月ぐら い前に、フ

ランスのエ マニエル・トッドという 家族人類学者の著作を読ん で感銘を受けまして。そ
れまで家系という概念 に興味はなかったんですが 、トッドの著作は『これは 面白い』と

思ったん ですね。これで何か書こう と。だけど家族の話という のが書けなくてモヤモヤ

してたわけです。そ こに片理誠さん（ SF Prologue Wave
副編集長）がＢＯ Ｘ─ＡｉＲの
話を持 ってきてくれて。片理さん と電話で話をして『やっぱ りストックネタより新作 書
いた方がいいんで すかねー』とか言って受話 器を置いた瞬間になぜかこ のアイデアが浮
かん だんですよ（大笑 ）
」
― ―か、変わってますね

木立「受話器を置いて１０ 分後には書き始めていまし たね。ただ、書いている時 に気を

つけたのは、 定番をはずさないようにし ようと。高校の部活もので すから、主人公は男
の子で後は全員女の子と。 緊張感を出すために隣を 女子高にしたんですが、オ リジナル
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なアイデアはそれぐらい。 あとはとことん定番を守ろ うと。小宵に『涼宮ハル ヒ』の長

門の影響を見 てとる人もいるでしょう が、僕としては『エヴァン ゲリオン』の綾波系の
無口キャラのつもりで書 きました」

――この作品はアニメ 化される可能性がある、と いう前提で書かれたわけで すよね。私

もそれな りにアニメに詳しいってこ とで予想以上にこの作品に 深く関わることになって
しまって 。だから私がイン タビューしていいのか 、という気が 若干しないでもない（笑 ）
木立「いやいや、 いいと思いますよ（笑 ）
」

――ある意味前代 未聞の制作工程をとった作 品になりましたよね。ア ニメにしやすい絵

柄 の組み立て方を私がアドバ イスして、そこから木立さ んが逆算的にストーリーを 組み
立てていった。 つまり普通の原作付きアニ メの制作工程の逆さまの スタイルになってい
ると。

木立「実際のところすごく 心配だったんです。２０ 日ぐらいで第一話を書き上 げて講談

6

社へ持っていったんだけど 、定番を追及した結果誰で も思いつきそうな話にな ってしま

ったかもしれ ない、それでは埋もれて しまって採用されないんじ ゃないかと。僕は雰囲
気から入ってストーリー を組み立てていく方みたい なので、高槻さんのアド バイスは実

は助かりま した。家族論に関する知 識はあってもそれをストー リーにどう落とし込むか
というのが難題で。と にかく懸命に対応しながら 即興的にストーリーを考え ていった、

そのライ ブ感が独自の活力を生み出 したかもしれませんね。最 初は理想の家族形という
のはありうると思っ ていたんですが、途中で『 それを結論にしても読者は 共感しないん

じゃな いか』と気付いて、どんど ん変えていきました。後半 に大活躍する悪役のシル ヴ
ァレット三人娘も 当初は予定していなかった キャラなんです。電子出版 での連載ですか

ら締 め切りが次々と来ます。ど うしようどうしようと思っ ているうちになぜかあんな キ
ャラができてしま った。この本のイラストレ ーターのしめ子さんも、 すんなりデザイン

を 思いついたそうですよ。逆 に一番描きにくかったのが ヒロインだったそうです。 女性
の視点からする と、男から見た理想像みた いな女子キャラよりも、 むしろ悪役の方がリ
アルに共感できるみたいで すよ。それが今回の最大の 発見でしたね」

――この三人娘といえば、 ラスト近くの対決シーン で、緊張感たっぷりに主人 公と対峙
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している背景で塚野が「う ひゅー」とケーブルで滑空 しているとか、アニメに よくある

「前が止め絵 で背景が動く」画面の遊 び的技法も取り入れてたの には感心しました。

木立「もち ろん、そういうのは意識 的にやっているんですが、 ただ高槻さんに教えても
らったままに書くと形 式的になってしまいますか ら、画面に記号論的な意味 を持たせよ

うと考え ました。まず最初のフェン スのシーンですが、フェン スは秩序の象徴で、そこ
を上ったところに開 放があると。地面が秩序で 空中が自由、そういう風に 意味を持たせ

ていき ました。人はある程度住む 土地に制約を受けますよね 。それに対して空は自由 で
あるけど 孤独でも あるんだと 。だからさ っきの塚野 がはしゃい でるシーン も 、
『自由だ

けど 下には何の影響ももたらせ ない』意味を込めているん ですよ」

― ―するとこの本全体を図像 学的に読み解いていくこと も可能だと？

木立「かもしれないですね 。ただそこまで意識してい たわけでもないんです。全 体を貫

く具体的な構 想とかはない。僕の作品の 書き方はボトムアップなん です。互いに関係な
いイメージを繋げてどう展 開していこうかと考える と。だから実はこの先どう 転がって
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いくのかは分からない 。
キ ャラクターが何人か目の前 に浮かんだ瞬間に『これで 行ける 』

という確信は 持てましたが、その時点 でストーリーは固まってい なかった。ただラノベ
の制約から外れずに書こ うと考えていましたから、 自然にコミカルな展開で 、家族人類

学とか堅い 理屈はあまり盛り込まず 、会話で見せていく、とい う流れになりました。結
果として彼女たちの部 活の目的などは曖昧になっ てしまいましたが…」

――木立さんは最初 に「これで行こう」と見定 めたジャンルに毎回擬態す る傾向がある
んじゃ ありませんか

木立 「そういうところはあるか もしれませんね。逆に自分 の文体へのこだわりはない ん
です。まず出した い雰囲気というものがあっ て、それを実現するため の方法を探ってい

く という形を取るので、結果 的にそうなっているんだと 思います。実はラノベの文 体を
かなり徹底的に 研究したことがあるんです 。でもラノベの世界は変 化が早すぎる。スタ
イルを習得する頃には流行 が変わってしまっているん です。だからガチガチに固 めすぎ

ず状況を見な がら変えていく、という方 式が自然に身についていき ました。特に今回は
連載形式でしたので、次々 と締め切りがやってくる し、考えている余裕はない 。まさし
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くジャズの即興のようなス タイルだったと思います」

――私に対してもそうで すが、木立さん今回の連載 でいろんな人に結構気軽 に相談しま
したよね

木立「今 の僕には、必要なことだと 思うんです。人と話してい る間に考えが整理される
部分ってのもありま すし。僕の悪い癖なんです が、ひとつのことを始める と入れ込んで

しまっ て、他のことが見えなくな ってしまう。実はこの作品 の最終回でも一度『地味 す
ぎる』と編集さん からダメ出しを食らいまし て、タタツシンイチさんと 電話で『宇宙戦

艦ヤ マト』と『機動戦士ガンダ ム』の最終回について話し 合ったんですね。それで『 あ
あ、最終回はお祭 り騒ぎでなきゃいけない』 と気付けたわけです。高 槻さんから『参考

に なるよ』と教えていただい たアニメ作品も実は書いて いる間は見ている時間がな かっ
た。でも、高槻 さんが言っていたアニメ演 出のテクニックを自分が 今まで見てきた作品
に当てはめるとどうなるだ ろう、と考えると自然にや るべきことが分かりました 。実は

プロットを起 こしたのも今回が初めてで す。僕の場合、まず即興で 場面を書いてみる、
うまくいかなかったらキャ ラクターを性転換してみ る、そのシーンを成立させ るために
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はどうするのか、考えて前 後に書き継いでいくわけで す」

――でも即興といいなが らも、ずいぶん多方面に熱 心に取材されてますよね

木立「実は親戚の子に 頼んで高校生の文集を借り て読んだこともあります。 背伸びした

い年頃の 頭の中がかいま見えて 、
参 考になりました 。
小学校の 卒業文集も読みましたが 、
好きな本に「ハリー ・ポッター」を上げている 子がいて、実は全然面白い と思ってない

だろう 、というのが透けて見えた りね（笑）僕は逆に高校の 頃はあまりフィクション に
興味がなくて新聞 とか読んでましたね。後は カレル・ウォルフレンとか ポール・ボネと

か。 この二人を混ぜて読むと結 構面白い（笑）まあ、表に は出しませんでしたが。あ れ
ぐらいの年代に必 ず感じるであろう孤独感を 、作品にしてみたいんで すよ。いわゆる純

文 学ではなくて、あの年齢の 子たちが共感できるような 形で。実は先日、ＳＦ関係 のパ
ーティに出席し た帰り道、急行電車に乗っ ていたら、近くに座って いた高校生のグルー
プの会話が聞こえてきたん です。それで寝たフリをし ながら聞き耳を立てていた んです

が（笑）話題 はライトノベルなんですね 。彼ら曰くライトノベルし か読まないのは問題
があると判っている、でも 受験だ部活だで日々疲れ 果てていて、堅い文学はと ても頭に
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入らない。ライトノベルぐ らいでなければとても読め ない、三十分のアニメす ら観続け

られないとい うんです。これはちょっ と考えさせられましたね」

――なるほ ど、私たちの若い頃は結 構粋がって固い哲学書や科 学書を読んだりしたもの
ですが、それをやる余 裕はもうないと

木立「余裕といいま すか……いま、時々東京に 行くと、人の気配がしない オフィスビル

っ ていっぱい あります よね。そん なビルが気 付くといつ の間にか建 っている 。
『新世 紀
エヴァンゲリオン 』でもそういう無人のビル が効果的に使われていまし た。もちろん背

後に 働いている人はいるはずな んですが、子供には見えな い。つまり大人が働いて社 会
を作っている姿を 具体的に思い浮かべられな いんです。だから自分た ちの行き着く先が

見 えない。ビルのデザインも おそろしく洗練されてて、 自分たちが大人になってこ のビ
ルを作れるかと いうと、まったくイメージ が沸かない。まったく自 分と無関係な別世界
のものだとしか感じられな い。だから学校とか家庭と か、せいぜい自分の身の回 りにし
か関心を示せ ない」
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――鋭い見立てだと思いま す。しかしＳＦファンとし ては、外の世界と自分を 繋ぐ架け
橋がほしいと 思います

木立「その 通りですね。ジョージ・ ルーカスが『スターウォー ズ』を制作した時もベト
ナム戦争の直後で世相 は暗かった。売れそうもな いと危惧されていましたが 蓋を開けて

みるとめ ちゃくちゃに売れた。みん な状況にうんざりしていて 、外の世界に連れ出して
くれる何かを欲して いたんだと思います。悩ま しいのは、或る程度読者が 知っている世

界を描 かなければ読んでもらえな いし共感してもらえないと いうことにあります」

―― ですから「次女っ娘」を読 んで思ったのは、ラノベの 文体に擬態することで何か を
しようとしている なということなんですね

木立「若い人た ちとリンクしたいんですよ 。外の世界に連れ出せる かどうかは別の話で 、
まずは接近しなければ話に ならない。面白いのに読ま れない本、という話を聞く と何が

足りないんだ ろうと考えてしまいます。 幸か不幸か受賞作が出なか ったことで別の方法
を考えざるをえなかったわ けです。実際ＳＦは子供 の頃から好きでしたが、な ぜ好きな
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のかと問われると説明でき ない。それで考え始めたわ けですが…子供の頃図書 館に小峰

書房 とかのＳＦ 叢書があ ったじゃな いですか 。
『宇宙 のスカイラ ーク』とか 『次元パト
ロール』とか。ちなみに 、僕が最初に読んだマンガ は『ドラえもん』です。 そういう原

風景って大 事ですよね。でも今の子 供たちが大人になった時は どうだろう？ 先ほどの
エマニエル・トッドの 家族論でいうと、かつては 長男が家を継いで次男以下 は追い出さ

れ軍人や 労働者になった。つまり近 代を作ったのは居場所を失 った次男なわけです。と
ころが現在は少子化 で、一人っ子の割合が増え ています。つまり、理論上 は自分の居場

所はな くならないし、何かに夢中 になって自己確認をする必 要もないわけです。そん な
中にあって今の子 供たちの心に届くものは書 けるだろうか。あるとした ら何だろうと考
え続 けています」
― ―その結果生まれたのが「 次女っ子」であると

木立「最終結論とは言えま せんが、派生物のひとつと はいえますよね。常にそう いう模

索はしていて 、ＳＦＪａｐａｎの最終号 に寄稿した『病札』なんか もそうですね。ラノ
ベの書き方 を取り入 れる勉強を していたこ ともあって 、その影響 が出ていま す 。
『 馬車
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と馬』と『次女っ子』のち ょうど中間というところで しょうか。女子高生の会 話のリア
ルさを意識し て盛り込むようにしまし た」

――会話の 魅力といえば
に投稿いた だいた「 Buy Buy!
Prologue
Wave
」も そうですね。 ほとんど木立さ んが飲み
(http://prologuewave.com/archives/1233)
屋でＯＬ の会話にじっと耳を傾けて メモったかのようなリアル さで

木立「 さすがにそこまではしてな いんですが（笑）実は『病 札』は親戚の女子高生か ら
聞いたスマホがら みの話がヒントになってま す。まあ、その流れの上に はありまして、

『病 札』の女の子たちが大人に なったらどうなるか、とい うのを類推しながら書きま し
た。だから実際に 聞いたみたいに思っていた だけたのなら大成功（笑 ）でも校閲は大変
だ ったと聞きました」

――校閲では実はスーッと 読めるんですが気付けばス トーリーが頭に入っておら ず一瞬

「？」となっ ててこずりました。例の「 鼻にフライドポテト」のイ ンパクトが強すぎて
（大笑）
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木立「ちょっ とディテールに凝りすぎ ましたね（笑）八杉将司さ ん（ SF Prologue Wave
編集長）が『頭蓋骨に穴 を開けずに脳に進入するに は鼻の穴が最適だという ことを分か

ってる』と 感心しておられたので、 実はあれはテレビで観たミ イラの作り方なんですと
（笑 ）
」

――それは思いつき ませんでした。そういう思 いがけないもの同士を結び つけるのが発
想の原 点ということでしょうか

木立 「ええ。というか、主にそ の方法ばかり使っています ね。Ａの体系とＢの体系に は
リンクするところ が必ずある。それを探して いくわけです。そのリン クをギャグにする
か シリアスにするかで話がガ ラリと変わってきます」

――さきほどからよく出て きますよね。やはりリンク が木立さんのキーワードで は

木立「それはあるかもしれ ません。ただ、僕はやっ と一冊目の本が出たところ なので。
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自分が素人だ、ということ も常に言い聞かせるように しています。謙虚さは忘 れないよ
うにしたいと 思います」

――刊行さ れていない受賞作という のはどういうものなんです か？

木立「異 星人との戦争をテーマにし た宇宙ＳＦです。今の僕の 書いているものとは大分
違いますね。実は『 スタートレック』や『ペリ ーローダン』が大好きなん です。作中で

は正体 不明の異星人と地球が戦っ ていて、そこに少年と少女 が巻き込まれる。お互い の
母星の位置が判明 しておらず、探査機を飛ば して探り合っている、そん なゲーム性の高

い世 界観です。つまり母星の位 置が相手にばれればゲーム オーバー。これから書き直 す
となると、おそら くはまったく違うものにな る可能性もありますが… いつかチャレンジ

し てみたいと思いますので、 ぜひご声援よろしくお願い しますね。ただ、それでは なぜ
今その世界から 大きく離れたラノベの世界 にいるのかというと、僕 自身がなぜＳＦが好
きなのか、若い人にうまく 説明することができないか らなんです。それならばこ ちらか

ら歩み寄って みよう、とラノベのことを 調べ始めました。その結果 ラノベを通して、小
説でなくてはできない表現 の姿がわかってきました 。たとえば谷川さんのキャ ラクター
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造型とか、西尾維新さんの 言葉遊びであるとか」

――西尾維新さんの「化 物語」のアニメ版て、すご く演出の癖が強いんです が、西尾さ

んの言葉遊 びの魅力を短いカット割 りやタイポグラフなどを駆 使してうまく表現してい
ました。今回の木立さ んの試みは、いわば西尾さ んの原作をシャフトがどう アニメ化し

ていった か、を分析して逆の道をた どったものといえるかもし れません

木立「 そうですよね。今回の作品 は書いていて楽しかったで すし、いい刺激になりま し
た。これからも日 々勉強ですね」

（２０ １２年３月２２日 、三重県 伊勢市にて ）

