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「『現 代作家 ガイド ６ カ ート・ ヴォネ ガット 』
（ 彩流社 ）ＹＯ ＵＣＨＡ Ｎ氏・ 巽孝之
氏・増田まもる氏インタ ビュー」聞き手宮野由梨香 ・岡和田晃

ＹＯＵＣＨＡＮ氏と言 えば、 SF Prologue Wave
を 彩る画像でもおなじみの イラストレ
ーターで ある。熱心なヴォネガット ・ファンである彼女は、Ｓ Ｆ批評家の巽孝之氏の監
修のもと にヴォネ ガットのガ イドブック を編集し、 ２０１２年 ９月に刊行 した 。
（名義

は ペンネーム 「ＹＯＵ ＣＨＡＮ」 と本名の「 伊藤優子」と が併記の形 になってい る 。
）
めてヴォネガット のガイドブックを編集した のか？ 監修者の巽孝之氏 、ヴォネガット

の伝 記のレビューを担当した翻 訳家の増田まもる氏も交え て、お話を伺った。
（宮野由梨香・岡 和田晃）
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☆ 今、 なぜ 、
「ヴ ォネガッ ト・ガ イドブッ
ク」なのか？

― ―あと がきに よると 、刊行 まで、相 当な
ご苦 労があ ったよ うですね 。計画 してか ら
刊行されるまで 、
何年間かかったんですか？

ＹＯＵ ＣＨＡ Ｎ「５年 間です 。２０ ０７年

に知 り合い の編集 者から 電話で「 作りた い
本ってある？」と尋ねられ 、
『ヴォネガット

・ ガイド ブック』 と即答 し、で も、その 企
画は実現しなくて…… 。
」

――そ れを実 現して くださ ったのが 、巽先

生だったわけですね？
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巽 「彼女 のストーリーではそうなる わけですが 、私にとって は 、
〈ＳＦ マガジン 〉の 「ヴ

ォネガット追悼特集号 」
（ 2007
年 月
9 号 巽孝之監 修）がこの本の出発点です 。中学時代
に伊藤典夫 訳の『猫のゆりかご』を リアルタイムで読んで以来 愛読し、１９８４年には
国際ペン大会日本大会 で筒井康隆氏とともに作家 本人と話す機会にも恵まれ ました。そ

れがわた しのポストモダン文学理論 、メタフィクション理論の 起源になっていると言っ
てもいい のですが 、後期作品 ではとりわ け『ガラパ ゴスの箱舟 』に衝撃を 受け、 １９

９ ７年の拙著 『恐竜の アメリカ 』
（ちく ま新書）に 詳細な分析 を盛り込ん でいます。 ち
ょうどそのころわ たしの学部ゼミに入って来 た学生のひとりが、いまで は日本を代表す

る ヴォネガッ ト学者の 永野文香君 。 ２ ００７年 当時といえば 、ちょうど 彼女がフル ブ

ライト奨 学生として 北米に渡り ラトガーズ 大学留学（ 2005-06
年） で徹底調査 した蓄積
を 元手に、まったく新しい角 度からのヴォネガット観に よる博士論文を執筆中だっ たこ
ろで、急遽、追 悼特集号へ協力要請したん ですね 。
」
――そんな前 史があったんですか。
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巽「この号が出た時のこと はよく覚えているんだけど 、発売日には集中講義で 関西にい

て、梅田の紀 伊國屋書店でとてもよく 売れているのを目撃し、し ばらくして編集部に確
認したら「次の号が出る 前に売り切れました」と言 う。ヴォネガットは、２ ００７年の

逝去までは 一般にはみなさん「昔よ く読んだけど今はご無沙汰 の作家」という感じだっ
たんだけど、いざ亡く なってみるとブログなんか でも自分自身の読書歴とか らめて熱い

思いを語 る人が多かった。ヴォネガ ットをふりかえる言説とい うのが、ちょうど必要と
される時期だったん だと思います。その時、い つかこの追悼特集号をもと に増補して、

かっち りした単行本が出せればい いな、と漠然と考えました 。
」
―― それだけ、熱心なファンが 多い作家なんですね。

巽 「今回のヴォネガット本は つい一週間ほど前から書店 に並んだんですが、版元に よれ
ば順調に売れ始 めたそうです。 Amazon.co.jp
でも、すぐに書評がつ いたし 。
」

――その書評 でも触れられていますが、 この本は最初、浅倉久志イ ンタビューを軸に企
画を進めて いらした と 、
「おわりに― ―編者あ とがき」で ＹＯＵＣＨＡ Ｎさんが書 いて
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いらっしゃいますね。浅倉 氏のご逝去により企画が頓 挫した悲しさと悔しさを エネルギ
ーにして、実 現させたとか？

ＹＯＵＣＨ ＡＮ「そうです。２００ ７年に最初に計画した時点 では、私はまだ巽先生と
も知りあっていなかっ たし、日本ＳＦ作家クラブ の会員でもありませんでし た 。
」

――お二 人が知り 合ったのは 、ヴォネガ ット追悼号 がでた直後 のワールド コン （世界

ＳＦ 大会
年 月
日～ 月9 日3） の二日目最 後の企画「 ニューウェ ーヴ／スペキ ュ
2007
8 31
レイティヴ・フィ クション 」
が きっかけだったんですよね ？ ＹＯＵＣＨＡＮさんの「う
つつ にぞ見る」というブログ

（ http://www.youchan.com/blogs/2007/08/post_479.html
）
で 読みました。巽さんがたま たま隣の席に座っていらっ しゃったって、すごい偶然 です
ね。

ＹＯＵＣＨＡ Ｎ「そう。横浜市民だと割 引があるというので出かけ ていったワールドコ
ンから人生が大きく転換し たと思います。あの出会 いがなければ、この本もあ りません
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でしたね 。
」

巽「宇宙の外側にいる誰かさん がシナリオを書いて 、我々を動か しているんだな（笑 ）。
」

ＹＯＵＣＨＡＮ「神の采配だとしたら 、
ボコノン教の神ですか 、『猫の ゆりかご 』
の（笑 ）
。」

巽「それで、知りあ ってしばらくたってから、 彼女がヴォネガット・ガイ ドブックを出

そうと して苦労しているという話 を聞いてね 、この「現代作家ガイド 」のシリー ズには 、
かれこれ １ ５年以上 も前の企画 立ち上げの ときから私 がかかわっ ている関係 で、彼女

を編 集部に紹介したわけです。 第一巻の『ポール・オース ター』のときには、やはり 当
時わたしのところ の院生で、いまは甲南大学 教授になっている秋元孝 文君が大活躍しま

し た。彩流社というのは、英 米文学研究書が中心の会学 術出版社で、このシリーズ はポ
ストモダン作家 を中心に据えていますから 、
ヴォネガッ トならいけるんじゃない か 、
と。
」

――このシリ ーズは 、２が『スティ ーヴ・エリクソン 』３ が『ウィリアム・ギブス ン 』
、
５が『マーガレット・アト ウッド』と、けっこうＳ Ｆ寄りの作家が多いですね 。
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巽「『ウィ リアム ・ギブス ン』の時 は母校の

経済学部准教授 になっている新島進君に協力
してもらったんです。若い研究者にとって共

著は 業績にもなるしね。そうこうしているう
ちに 、 前にもふ れた永野 文香君 が、こん ど
は ２００８ 年から日 本学術 振興会の 研究員

に選ばれ、自由に北米を往来できるようにな
り、各地図書館のヴォネガット直筆原稿や単

行本未収録作品にもくまなくあたって、その
成果を北米のアメリカ文学会でも発表するな

ど、 ますま す研究を 深めてい った。 過去 ２
０年以 上、 集中講 義も含め ると百 名を超え

る大学院生を教えてきましたが、 永野君はそ
の中でもトップクラスの優秀な逸材です。だ

から今回も、企画が決 まってすぐに声をかけ
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た。
」
ＹＯＵＣＨＡＮ「優秀も 何も、半端じゃないですよ 、彼女は 。
」

巽「ヴォネガットとい うと、以前は典型的なポス トモダンの流行作家という 印象があっ

たと思い ます。トマス・ピンチョン やジョン・バースでは重過 ぎる、だけどドナルド・
バーセルミやレイモ ンド・カーヴァーでは軽す ぎる 、
という 向きにはぴったりハマった 。

しかし 永野君が核の想像力を主題 にヴォネガット作品を真正 面から精読し、その角度 か
らかのジャック・ デリダの哲学的不徹底まで 喝破してしまった博士論文 を見ると、むし

ろな ぜこれまで日本では真っ正 面から研究対象として取り 組む気配がなかったのか、 そ
ちらのほうが不思 議に感じられる。原型のひ とつには、彼女がまだ現 役の博士課程の院

生 だった ２００ ３年、日本アメリカ文学会 の学会誌英文号 Journal of the American L
に投稿し て採用され掲載された『猫のゆりかご 』
iterature Society of Japan, 2 (2003)
論 "Surviving the Perpetual Winter: The Role of the Little Boy in Vonnegut's Ca
があ るんですが 、英語論文 でしたから 海外でも読 まれ評判にな りました。
t's Cradle"
げんに２０ ０８年 ５月 にニューヨー クの学術 出版社チェ ルシーハウス のホリー・ ブラ
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ウン氏からわたし宛にメー ルが来て、こんどハロルド ・ブルーム編のヴォネガ ット論集

（ Kurt Vonnegut. (Bloom
’ s Modem Critical Views), Facts on File, 2008)
を出すか
ら永野論文を転載する許 可が欲しいと言うんですね 。これは指導教授という より学会誌

編集委員と してのわたし宛のメール だったのが、何とも面白か った。いやはやびっくり
しましたよ。ブルーム といえば、イエール大学教 授、コロンビア大学教授を 歴任して多

くの著書 や監修書でも著名、我が国 での翻訳も少なくない文学 研究の世界的権威ですか
ら、これ を断る理 由は何もな い。かくし て彼女は若 干 ２ ７歳のとき に発表した ヴォネ
ガット 論で、世界的権威のお墨付 きを得てしまった 。
」

ＹＯ ＵＣＨＡＮ「本当に、この 本は永野さんあっての本だ と思います 。
」

巽 「だから ヴォネガッ ト本の企 画を聞いたと き、まず は Ｙ ＯＵＣＨＡ Ｎと永野文 香の
二人に「見合い 」をさせなくちゃいけない 、と考えたんです。気が 合うかどうかという
のは大切で すからね 。あれは２ ００９年 ３月の 日本ＳＦ大 賞のパーテ ィの時だっ たか

な？ ＹＯＵ ＣＨＡＮ―永野のラインが 出来れば、もう質は保証さ れたも同然と思った
から 。
」
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ＹＯＵＣＨＡ Ｎ「永野文香さんと、彩 流社の編集担当の若田純子 さんと、もう、ボール
が来たら、拾ってトスし てアタックみたいな連携で したね。それが、すごく うまくいっ

たんだと思 います。伊藤典夫さんの 特別寄稿も、大江健三郎さ んとの対談再録も、若田
さんが熱心に交渉して くれたんですよ 。
」
巽「まるっきり、な でしこジャパンだ（笑 ）
。
」

――浅倉久志さん 翻訳の「２０世紀への送別 の辞」が入っているのは、 ＹＯＵＣＨＡＮ
さん のこだわりどころなんでし ょうね？

Ｙ ＯＵＣＨＡＮ「このエッセ イを発掘して下さったのも 、実は永野さんです。もし ここ
で収録 しなかっ たら、その まま埋もれ て消えてし まう存在だ った 。
〈プレイボ ーイ〉誌
に載っていたときは、変な （笑）ＵＦＯのイラストが 段落ごとに入っていたんで すが、
わたしはそれ にはとらわれずに自由にカ ットを描きました 。
」
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――各論は、文芸ジャーナ リズムで活躍する批評家と いうよりは、アカデミッ クな文学
研究に従事し ている人たちが中心にな っているようですね。

巽「現代作 家ガイドのシリーズは、 一般読者にはもちろんです が、とりわけ文学専攻の
大学生や大学院生に役 立つようにという配慮があ るので、いまヴォネガット を研究して

論文を書 くとしたらおおむねどうい ったパースペクティヴが必 要かをあらかじめ編集会
議で検討し、そのう えでいまの日本の若手で各 論を執筆するのに最もふさ わしい書き手

を選び ました。そのため、各論は それぞれが長めのトピック 解説、ないしキー・コン セ
プト解説といった 趣があります 。
」

――各論の執筆者 として、中山悟視さん・吉 田恭子さん・渡邉真理子 さんがいらっしゃ

い ますが 、この 方々は どう いうい きさつ でこの 本にか かわる ことに なったの でしょ う
か？

巽「中 山悟視君 は ２０００年 初春に、わ たしが東北 大学で集中 講義をやっ たときの教
え子で 、
〈ＳＦマガジン 〉の追悼特集号 の時点でも永野君ととも に加わってくれたので 、
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今回は彼の関心に近いヴォ ネガットの宗教観やテクノ ロジー観という点を押さ えてもら
いました 。
」

――中山さ んの「テクノロジーへの 反発――ヴォネガットのラ ッダイト主義」を、特に
興味深く読みました。 現代ＳＦがまま欠いている 技術中心主義への批判的視 座が、ラッ

ダイト（ 機械破壊者）という観点か ら主題的に盛り込まれてい て、アクチュアルに読ん
でいるなあと。

巽「ラッダイト主 義はピンチョンとも通じる ところがありますが、ここ からさらにアメ

リカ 思想史における反知性主義 の伝統も浮かび上がってき ますから、興味深い視点で す
ね。
」

――巽 さんの編 著である『 反知性の帝 国――アメ リカ・文学 ・精神史 』
（南雲 堂）にも
通じるお話 ですね。 アメリカ文 学とのつな がりで言え ば、渡邉さ んの「『スロータ ーハ

ウス５』とア メリカ戦後文学」は、読み 手に失語をもたらす『スロ ーターハウス５』に
正面から向き合っていなが ら戦争文学の系譜に配置 することで、非常に見通し がよい論
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文になっているように思い ます。

巽「渡邉 真理子君は ２ ００４年か ら２００５ 年にかけて の二年間毎 夏、福岡女 子大学

）と見比 べると、視 座が立体的 に
P.112

で集中講義 をやったときの教え子で 、ヴォネガットのみならず イエールジ・コジンスキ
ーからウィリアム・ギ ブスンまで、ポストモダン 文学全般が専門領域で、も ともと戦争
文学に深 い関心を持っています 。
」
― ―永野文香 さんのドレ スデン屠殺 場の写真（
なります。

巽「彼女には写真 家としての一面もあります からね。とはいえ、あそ こまで写真をきち

ん と撮ってきたのには感心し ました。いっぽう吉田君の ほうは、高校時代に渡邊君 と同
窓という奇遇が あるのですが、京都大学か らウィスコンシン大学へ 進んで英語による創
作を専攻し、最近では現代 日本詩の英訳でも翻訳書を 刊行しています。今回は、 彼女も

学部のときの 専門がポストモダン文学で 、ヴォネガットとは因縁浅 からぬアイオワ大学
の滞在経験もあるというこ とで、創作講座およびア メリカン・ユーモアの側面 から寄稿
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を仰いだんですね。

――吉田さんの「徹底解 剖（しない）！ ヴォネガ ットの笑い」は 、
「新誠実（ new sin
）
」という 新しい文化 的潮流をエ ッジの効い た切り口で 紹介すると いう意味で、
cerity
大いに興奮しました。 現代日本のサブカルチャー に対するオルタナティヴと しても、も
っと注目 されてよい考え方と思いま した。
巽「Ｙ ＯＵＣＨＡＮも編者として の才を発揮しましたね 。
」

―― ＹＯＵＣＨＡＮさんは 、
イラストレータ ーとして表紙をお描きにな るのはもちろん 、
「ゆ かりの 地マッ プ 」
「ヴォ ネガッ ト名言 集 」
「キ ーワード 辞典」 なども 担当し ていま

す ね。そういった主要な部分 もいいですが、ヴォネガッ ト作品に登場する架空のＳ Ｆ作
家、キルゴア・ トラウトの「作品リスト」 が入っているところも、 ファンにとってはた
まりませんね！

ＹＯＵＣＨＡＮ「これは、 巽先生が「ぜひとも入れ たい」とおっしゃったので 、とても
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がんばって作りました 。
」

巽「それがあるのとない のとでは、本の価値が違い ますからね 。
」

ＹＯＵＣＨＡＮ「ヴォ ネガットの百科事典みたい な本（註１）があって、そ れをもとに

したんで すが、その本の記述が、た まーに間違っていることが あるんです 。
」

増田「 きっと、記憶で書いて作っ てしまっている部分がある んでしょうね 。
」

Ｙ ＯＵＣＨＡ Ｎ「「キルゴア ・トラウト 作品リス ト」に限った ことではな く、全般に 言
えることですが、 今回のこの本は、二次資料 に書かれている内容にも 間違いがないか徹

底 してチェックしましたので 、正確度に関 しては 、そう とうに水準が高いと思いま す 。
」
――「ゆかりの地マップ」 もすごいですよね。労作で す。

ＹＯＵＣＨＡＮ「これは永 野さんが現地で沢山撮っ ていらっしゃった写真と、 彼女自身
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による注釈が書き込まれた

を もとに、私が絵を描いたん です 。
」
Goole Map

どんなふうに読 んでもらいたいか？

巽「ここまでこだわって 仕上げた本というのは、な かなかないでしょう 。
」

☆

――読み どころは 満載なんで すけど、作 った側の要 望として 、
「こ んなふうに 読んでほ

しい 。使ってもらいたい」とい うイメージのようなものが ありますか？

Ｙ ＯＵＣＨＡＮ「そうですね 。ヴォネガット初心者の方 には、まず、伊藤典夫さん が心
をこめて書いて くださった翻訳とエッセイ を読んでヴォネガットの 楽しさに触れて、そ
れからイン タビュー を読んで欲 しいです。 そして 、
「こうい うおじさん なんだな」 とい

うことがわか った上で、自分の興味のあ る本を捜す意味で「作品ガ イド」を見る。そし
て、作品を 読んでみ る 。
「ヴォネガッ ト、面白 いじゃん」 となってから 、トピック 解説
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を読む。その順番で読んで もらえればいいな、と思い ます 。
」

――ヴォネガット論とし ても独自に完成された記事 がたくさんありますね。 ところで、

「作品ガイ ド」は、ヴォネガット初 心者を意識して作っていら っしゃるんですか？

ＹＯＵＣ ＨＡＮ「ヴォネガットは平 易な言葉で深いことを述べ る、行間を読ませるタイ
プの作家です 。
特に時代背景がわ からないと理解できない描 写も少なくありませんから 、

そこは 気を配りました。また、話 の筋を追うことが面白さの 軸ではないとはいえ、こ こ
だけは最後まで読 者にとっておきたいと思う ような部分……いわゆるネ タバレはさける
よう な書き方をしたつもりです 。
」
― ―巽さんはいかがですか？

巽「まず、ＹＯＵＣＨＡＮ 編の「名言集」を熟読して 欲しいですね。全６ページ 、ひと

つひとつがほ んとうに限りなく格言に近 い名言ですから、それぞれ 最も簡潔明快なかた
ちでヴォネガット文学のエ ッセンスを凝縮したテク ストになっている。このペ ージをお
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すすめするのは、訳文に添 えられた原文を読み比べる と、浅倉久志が翻訳家と して、い

かに戦略的だ ったかということが浮か び上がってくるからなんで すよ。ヴォネガットの
若いファンが彼の作品を 評して、以後ヴォネガット 文学の本質とされるよう になった言

葉に「愛は 負けても親切は勝つ 」
（
）とい
Love
may
fail,
but
courtesy will prevail
うのがある んですが、 その場合の 「親切」が “ courtesy
”の訳だ という点に注 目した

” “
kind

”といっしょ くたにはしない 。
」
nice

う えでこの 「名言 集」を 見ると ね 、
“
”も 親切 、
“
” も親切 、そして 驚くべ き
kind
nice
ことに“ decency
”も 親切と訳し てあるのが 、たちどころ にわかる 。
“ decency
”は、普
通、
「親 切」とは 訳さないで しょう？ もちろん、 そうした意 味は部分的 にはありま す
が、ふつうなら良 識とか品格とか行儀のよさ とか、そんな印象があるか ら、少なくとも
“

増 田「確かにそうですね。全 部を「親切」と訳してしま うというのは、すごいと思 いま
す。
」

巽「これは浅 倉久志の中に、深く読み込 んだからこそ可能な確固た るヴォネガット観と
でもいうべ きものが あらかじめ できていて 、
「 親切」と訳 せるものは、 だいたい統 一し
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てしまおう という意 識が働いて いたとしか 思えない。 それに留意 した上で、 １９ ８４

）について し
decency

年来日時の『新潮 』から再録 されている「ヴォネ ガット×大江健三郎 」の対談を読むと 、
まさに両者は「愛は負け ても親切は勝つ」の周辺を めぐって討議しているの が判明する
でしょう 。
」

―― 対談の中で 、大江健三 郎がヴォネ ガットにデ ィーセンス ィ（
きりに問うています ね。

巽「ヴォ ネガット も、それが 「愛よりは 少し軽いも の 」
「人に対し て寛容で相 手を尊重

する こと」と説明していますか ら、あらためて浅倉訳の洞 察力を感じますね 。
」
Ｙ ＯＵＣＨＡＮ「深いなぁ。 そんなに深かったんだ！」
巽「君が意図して選んだん じゃないか？」

ＹＯＵＣＨＡＮ「いえ 、
絶 対に外せないというのを入 れていったらそうなった だけです 。
」
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―― この対談は 、
『 夜の果てへ の旅』や『 なしくずし の死』の作 家、ルイ＝ フェルディ
ナン・セ リーヌのこ とを、２人 とも高く評 価している のが、特に 興味深かっ たです 。
」

巽「セリーヌは筒井康 隆の霊感源のひとつでもあ りますからね 。
」

ＹＯＵＣＨＡＮ「今 の目で読むと、２人のやり とりがとても面白いですよ ね。自殺未遂

の３ヶ 月後に来日して、こんな高 水準の対談をしているとい うのも、認識を新たにさ せ
られます 。
」

巽「実は「ヴォネ ガット・ガイドブック」と いうだけではなくて、こ の本はもっと広い

世 界文学の流れを意識できる ようなつくりになっている んですよ 。そのあたりも 、ぜひ 、
読んでほしいで すね 。
」
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☆

ヴォネガットの伝記の レビューについて

巽「なにしろわれわれは 没後の再評価が高まる中で 編集していたわけですか ら、その途

上でつぎつ ぎと伝記に類する書物が 刊行されたのには 、
うれしい悲鳴をあげ たものです 。
とりわけ昨年２０１１ 年に出たばかりだった、チ ャールズ・Ｊ・シールズの ヴォネガッ

ト伝 And So It Goes Kurt Vonnegut: A Lifeを、さっそ く増田さんが レビューして く
ださった のも、貴 重な寄稿と なりました 。じっさい には われわれの 本は２０１ １年暮

れには 刊行されていなければいけ なかったんですけど、こん な凄い伝記が出ちゃった か
らには盛り込まな いわけにはいかない、と版 元にも無理を言って刊行予 定を遅らせても
らっ て 。
」

Ｙ ＯＵＣＨＡＮ「本当に有り 難かったです。かなりハー ドなスケジュールだったん です
が、ひきうけて いただいて、助かりました 。
」

増田「ハード カバーで５１３ページの原 書を読んで、１ヶ月間でレ ビューを書けと。鬼
のようでしょう？（笑 ）
」
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――これ、未訳なんですよね？

「ぜひ、読みた

い」
と思ってしまうようなレビューなんですけど 。
この本がきっかけになって、訳 書が出版されると
いい ですね。

ＹＯＵＣＨＡＮ「ヴォネガットの矛盾がよくわか

る本で 、この内容は 、是非 いれたかったんです 。
」

巽「とても詳細な伝 記なんだけど、家庭内問題も
含むスキャンダルも拾ってしまっているので、遺

族には評判が悪 いんですよ。しかし、伝記である
以上、それは、拾わざるを得ない 。
」

増田「手紙や資料を集めて、よく調べた 上で、ま

るで見て きたように描写する、あの能力はすごい
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ですよ。一般に流布してい るヴォネガット像とは違う ものを提示した、いわば 偶像破壊

ですけれども 、それは思い入れのあり すぎる人にとっては偶像破 壊になるというだけの
話で、客 観的に見る と、とても よく出来た 本ですし、 実際 、
〈ワシン トン・ポス ト〉紙
は絶賛して います 。
」

ＹＯＵＣ ＨＡＮ「ヴォネガットは一 冊の本の中でも矛盾が多く て、特にエッセイなどは
読み手が戸惑うよう な表現も少なくないんです 。読者の立場としては「何 かおかしいよ

ね」と いうモヤモヤしたものをず っと抱えていて、この本が 出て「やっと正解が出た 」
という感じがしま した 。
」

）と呼ばれてい たわけだし 。
」
accident

巽「ヴォネガット には相当な挫折体験がある というのも、よくわかり ましたね。幼年期
に は兄のバーナードから「で きそこない 」
（

増田「彼の軍隊入りに絶望 して、それも、母の日に、 彼の帰省に合わせて、母親 が自殺
するんですよ ね。あれは、ひどい 。
」
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ＹＯＵＣＨＡＮ「それと、 ヴォネガットが戦争中に捕 虜として体験した、友軍 によるド
レスデンの空 襲、この二つが大きな挫 折体験です 。
」

巽「一方、 絶頂期のヴォネガットが どんな感じだったかもよく わかりました。いまやホ
セ・ドノソといえばガ ルシア＝マルケスと並ぶラ テンアメリカ文学の大御所 ですけど、

アイオワ 大学で教鞭を執っていたこ ろには完全にヴォネガット を成功者と見て憧れてい
るんですよ。ちなみ にヴォネガットの伝記とい えば、最初のものは、２０ ０９年に出た

アイオ ワ時代の教え子ロリー・ラ ックストロウによる回想録『いま も変わらぬ愛を 』
（註
２）でしたね。彼 女はヴォネガットと師弟関 係を超えたロマンスもあっ て、珍しい写真
がた くさん入っている 。
」

Ｙ ＯＵＣＨＡＮ「シールズの 伝記は、そういった部分も きっちり拾っています 。
」

増田「「ヒュー マニスト」 とか「知識 人」とか「 左翼」とか だけだと、 こぼれるも のが

ある。それを 全部拾い上げてくれたから ね。ある種のファンからす ると、見たくない姿
だったかもしれない。ニヒ リストだし…… 。
」
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巽「それから 、ユニテリアンという側 面をシールズはきちんと拾 っていますね。ユニテ

リアンに関 してもこの 本に書いて ありますが （ P137
）
、私 の学生時代 は、ちょう ど『チ
ャンピオン たちの朝食』が評判にな っていたころでしたから、 ヴォネガットといえばメ
タフィクション的仕掛 けやポップアート感覚の優 先する「ちょっと変わった トンガリ系

の前衛作 家」という感じでファッシ ョナブルに受容される部分 もあったけど、こういっ
た形でガイドの監修 にかかわり、作品を読み直 してみて根本的なヴォネガ ット観が変わ

り ました 。
「 ちょっ と変 わった 」どこ ろじゃな い 、
「ヴ ォネガッ トはア メリカ の主流 に
位置する 国民作家 だ」という 感じがして きたんです よ。彼が先 輩格の国民 作家 、
『ハッ

クル ベリー・フィンの冒険』や 『アーサー王宮廷のコネチ カット・ヤンキー』で知ら れ
るマーク・トウェ インを尊敬していたのは、 偶然じゃない 。
」

――ユニテリア ンであるということと、ア メリカの主流に位置する 国民作家であるとい
うこととは、どのような関 係があるんですか？

巽「本書では中山君、永野 君がヴォネガットの宗教 観を詳しく分析してくれま したが、
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彼の随所に顔を出すユニテ リアリズムはキリスト教的 正統でいう三位一体（父 と子と聖

霊）を否定し 人間イエス・キリストと いう個人のみを中心に据え る点で、アメリカ的ヒ
ューマニズムの根幹を成 しています。ヴォネガット の日本における受容では 日本語化し

た「ヒュー マニズム」すなわち人道 主義で受け取られることが 多いのですが、その根本
に立ち返れば、伝統的 なキリスト教の神ではなく 近代的な人間個人の価値判 断に立って

行動する という理神論に行き着く。 イエス・キリストは預言者 であり、ある意味では神
の子かも しれない が神そのも のではない 、と再定義 する見方で すね。 １７７６ 年にト

マス・ ジェファソンが草稿を起こ すアメリカの「独立宣言」 そのものがユニテアリア ニ
ズムによって書か れていて、それは、アメリ カ人の性格およびアメリカ 文学の本質を形

成し たといっていい。こうした 理神論的ヒューマニズムが 限りなく無神論に接近して い
くところで、ヴォ ネガット文学が成立したと すれば、彼をアメリカ国 民作家と呼ぶのに
た めらう必要はありません 。
」

――ＳＦ史という観点から 見ても、マーク・トウェイ ンの『アーサー王宮廷のコ ネチカ

ット・ ヤンキー 』
（
年）は 、タイムス リップが重 要モチーフ でした。こ れは、Ｈ・
1889
Ｇ・ウェルズの『タイム・ マシン』 (1895
年）に先だって書かれて いるんですよね。
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巽「 ちなみに、 往 々にしてＳ Ｆの起源と されるのは イギリス女 性作家メア リ・シェリ

ーの『フラ ンケンシュ タイン 』
（ 1818
年）です けれども、 そもそもシ ェリーのお 母さん
で先駆的な フェミニストだったメア リ・ウルストンクラフト自 身が熱心なユニテリアン
で、将来の夫ウィリア ム・ゴドウィンともジェフ ァソンの師匠格ジョゼフ・ プリースト

リーとも その共同体で出会っている ……という事実を付け加え たりすると、あまりに面
白過ぎるので、この へんでやめときます（笑 ）
。
」

増田「あと、中山 悟視さんが論文で取り上げ たラッダイトというのも、 実はアメリカの

血筋 ですね。ラッダイトについ ては、中山さんがお書きに なった「テクノロジーへの 反
発――ヴォネガッ トのラッダイト主義」に詳 しいですが、この運動に は圧倒的な権力に

対 する個人の反乱という側面 があって、それがアメリカ の建国の理念と通底してい るわ
けです。産業革 命によってしだいに非人間 的になっていくイギリス から逃れた人々が、
新天地で大地に根差した生 活をとりもどそうとしたの だといえるでしょう 。
」
巽「いわば、農本主義です ね 。
」
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―― それが 、
『猫の ゆりかご』では原爆を描
き、 さらに 『デッ ドアイ・ ディッ ク』に い

た っては 都市ま るごと 滅ぼし た核の問 題と
も結びついてくるわけですね。

巽「 生前も てはや されて も、死後 は忘れ 去
られて しまう 小説家 もいるけ ど、ヴ ォネガ

ット は、そ の意味 でも、 星新一 と似てい ま
す。最 相葉月 さんの 『星新一 一〇 〇一話

を つくっ た人』 いう評伝 で、挫 折体験 が作
家を作 った経 緯が書 かれて いました が、そ

の 点でも 同じ。 しかも「 昔、読 んだけ ど、
今はちょっとねぇ…… 」じゃなくて 、
「今、

読む からこそ面白い 」
。先日、インディアナ
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ポリスに行ったんですが、 みんな「ヴォネガット」と 言えば誰のことか知って いる。十

九世紀の文豪 エドガー・アラン・ポー の生誕地をボストンで探し た時には、レストラン
のウェイターあたりだと 「ポー、誰それ？」みたい な対応だったのと対照的 です 。
」

ＹＯＵＣ ＨＡＮ「地元にものすごく 愛されているんですよ。実 際、誰でもちょっとは読
んでそうな気もしま すが。そういう意味では、 日本における宮澤賢治みた いだと思いま
した 。
」

☆ インディアナ ポリスとは、どんな所なの か？

――ＹＯＵＣＨＡＮさんと 巽先生は、インディアナポ リスにある「カート・ヴォ ネガッ
ト記念図書館 」に行ってらしたんですよ ね？
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ＹＯＵＣＨＡＮ「はい。小 さな図書館なんですけど、 気がついたら２時間もた っていま
した 。
」
巽「そんな に時間がたっているとは 思わなかったよね」

ＹＯＵＣ ＨＡＮ「この本のカバーイ ラストを額装したものにサ インを入れて差し上げて
きて、それはよかっ たんですけど、たどり着く のが大変で（笑 ）
。
」
巽「エピソード満 載の旅になりましたね（笑 ）
。
」

ＹＯＵＣＨＡＮ「 シカゴでのワールドコンに 参加して、その後で行っ たんです。まず、

小 谷さん がイン ディア ナポ リス行 きのバ スの予 約をホ テルの フロン トで取ろ うとし た
ら、
「予約 なんかしな くても、当 日で大丈夫 だよ」と 言われたんで す。なのに 、バス乗
り場に行ったら、運転手に 「予約がない人は乗れない よ」と言われ、事情を説明 しよう

とし たら 、
「 後ろが 並んで いるだ ろう。 あっち へ行け」 みたい なこと を言わ れて 、
「え
えっ？」って 。
」
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巽「それで、 レンタカーを借りて、４ 時間かけて運転して行った んだよね（笑 ）。
」

――メンバ ーは、お２人の他には、 ＳＦ＆ファンタジー評論家 の小谷真理さんだけです
か？

ＹＯＵＣＨＡＮ「Ｓ Ｆ・ホラー作家で、中華圏 文学研究の第一人者の立原 透耶（たちは

らとう や）さんもご一緒でした。 運転は巽先生と小谷さんが ２時間ずつ。お世話にな り
ました 。
」

巽「も う、これは 「奉仕」 ですね 。
「インデ ィアナポリ スに行きた い」という ＹＯＵＣ

Ｈ ＡＮの希望ならぬ欲望を満 たすために 、我々は尽くし たわけです 。レンタカーも 何と 、
生まれて初めて 運転するメルセデス・ベン ツのワゴン車だったし、 最高の環境を用意さ
せていただきました（笑 ）
。
」

ＹＯＵＣＨ ＡＮ「こ れ、もう、 ずっと、一 生、言われ ますね（笑 ）
。そ れで、その レン
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タカーに内蔵型のだけじゃ なくアメリカ製のカーナビ がついていて、日本語と 英語と選

べた のですが、 その日本 語が明らか におかしい んです 。
「道の右 にある」と 表示されて
いたヴォネガットの家も 、左側にあったし 。
」

巽「もう、ボコノン教 の世界ね。信じちゃいけな いウソばっかり。矛盾した 言説があふ

れて いる（笑 ）
。 もっともさ すがドイツ 車で、内蔵 型カーナビ の言うこと さえ聞いて れ
ば正しかったんだけ ど 。
」

――ボコノンの教 義「ここに書かれているこ とは全て嘘」を地で行くよ うな土地だった
んで すね。

Ｙ ＯＵＣＨＡＮ 「ヴォネガ ット記念図書館にも前もっ て連絡をして「歓迎する」 とい
うお返事まで戴 いていたのに 、前日になって確認を入 れたら 、
「明日はレイバー デーで 、
休みで す 」
（笑 ）
。 幸い、 インデ ィアナ ポリス には日帰 りでは なく一 泊する ことにな っ
ていたので、 何とかなりましたが…… 。
」

38

39

40

巽「そのあ たり、ま だまだ、い ろいろ面白 い話がある んですよ（ 笑 ）
。 いずれＹＯ ＵＣ

」

ＨＡＮがマン ガにしてくれるでしょう から、お楽しみに 。
」
ＹＯＵＣＨ ＡＮ「ええ

――幼なじみ ならではの本なんですね。

ークダンスを踊り たかった』
We Never Danced Cheek to Cheek: The Young Kurt Vonn
を入手できたのも収穫 でした 。
egut in Indianapolis and Beyond (Carmel: Hawthorne)
ここに、見たこ とのない写真が満載 。
」

出て いた伝記で、幼少期からの 同級生マジー・アルフォー ド・フェイリーの回想録『 チ

革命に 挫折した連中が多かったん です。独裁体制を逃れ、自 由を求めて来ているわけ だ
から、も ともとユ ニテアリ アニズムとは 相性がい い。シールズ 以前、 ２０１ ０年には

巽「ヴォ ネガットは、インディアナ ポリスに育ったからこそ書 けたという観を強くしま
したね。インディア ナポリスの住民の多くはド イツ移民で、しかも、１８ ４８年の三月

!?
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巽「それにしても、あと一冊グレゴリー・サ

ムナーの伝記も 出ているけれど、現時点で合
計四 冊 のう ち二 冊が 女性 の手 にな る伝 記と

は、 つくづくヴォネガットという人はモテた
んじゃないかな、と（笑 ）。
」

ＹＯＵＣＨＡＮ「原典を当たれとよく言うけ
れど、出生地を当たれば見えてくるものもあ

ると。いやぁ、びっくりしましたよ 。
」

巽「あの言説空間というのはね 、たとえば『母
なる 夜』 とか 二 重ス パイ の話 があ るで しょ

う？ 本来アメリカではドイツ系 は主流で、
ジョン ・ Ｆ・ケネ ディ大 統領のお 父さんだ

っ てヒ ト ラー に親 近感 を抱 いて いた のは 有
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名。それが第二次世界大戦 が勃発しドイツ対アメリカ という事態に陥ったので すから、

インディアナ ポリスの人たちというの は非常に苦労をした。ヴォ ネガット文学というの
は、そういった歴史あっ てのものだろうなぁ 。
」

増田「ヴォネガットも 、ドイツ軍と戦うために軍 隊に入ったら、母親が自殺 してしまう
わけです からね 。
」
ＹＯＵ ＣＨＡＮ「行けてよかった です。幸せでした 。
」

☆ 「ＹＯＵＣＨＡＮ

≒

伊藤優 子」と表現について

――装丁とか、レイアウト とか、随所にイラストレー ターならではの心配りが感 じられ

る造りになっ ていますが、この表紙がま た、素晴らしいですね！
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ＹＯＵＣＨＡＮ「いろいろ と作品ネタを入れてありま す。それを捜すことを楽 しんで欲

しい と思います 。ひとつ だけ披露し ておくと 、
『ガラ パゴスの箱 舟』の、海 イグアナが
海草を食べるとその後で 岩によじのぼってお腹をあ おむけにして太陽の熱で それを消化
する描写が とても好きなので、入れ てあります（笑 ）。
」

――それ はピンポイントですが、作 品全体をイメージしている 絵がさりげなく入ってい
ます。積まれている 本は、すべて、ヴォネガッ トの原書ですよね？」

ＹＯＵＣＨＡＮ「 可能な限り、実物にあたっ て、似せて描きました。帯 の紙にも意味が

あり まして、この用紙の名前が 「サイタン」なんです。サ イタンの妖女……なんちゃ っ
て（笑 ）
。
（註３ ）
――うわわ。

ＹＯＵＣＨＡ Ｎ「この帯を外して、折り 返しを見ると、ほら、ここ にもヴォネガットが
（笑 ）
」
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――言われな ければ 、絶対にわからないネタ ですね 。
（みなさん 、外して みて下さいね 。）

ＹＯＵＣＨ ＡＮ 「あと、ヴォネガ ットが白いスーツを着てい るのは、マーク・トウェ
インを意識しているん です 。
」
巽「なにしろ、国民 作家ですから（笑 ）
。
」

――それから 、
ＹＯ ＵＣＨＡＮさんの「職業 作家のジレンマ――ヴォネ ガットとアート 」

（「伊 藤優子」名 義）という エッセイ、 イラスト をお描きにな る方ならで はの視点で 、
とても面白かった です。なるほど、と思って 読みました。

ＹＯＵＣＨＡＮ 「この本を書くために全作 品を時系列にそって読み 返したんですが、そ
の中でも『青ひげ』という 作品に改めて驚いて……。 非常に痛いところをついて くるん

ですね。主人 公のラボー・カラベキアン は実在の人物のジャクソン ・ポロック（註４）
と芸術活動を共にしたとい う設定で 。
」
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――でもこの 本ではほとんどポロック には触れていませんね？

ＹＯＵＣＨ ＡＮ「最初は結構盛り込 んでいたんですが、第一校 が上がると、永野さんや
若田さんから、イラス トレーターならではの視点 で、ヴォネガットのアート に触れて欲

しいとい う声が上がりまして……。 確かにヴォネガットのアー トは語られることが少な
いけど、片やポロッ クは大人気です。ちょうど 最近、愛知と東京で大規模 な展覧会が開

催 されて（註 ５ ）
、わたしも 見に行った んですけど 、若い人が すごく多か った。カッ コ
イイ、と。今もポ ロックは語られる対象なん です。そんないつでも資料 を当たれるよう

な人 のことを、わざわざここに 書く必要もないわけで、ど んどん推敲していくうちに 、
ポロックの描写が 殆どなくなってしまいまし た（笑 ）
」
――残念です。

ＹＯＵＣＨＡ Ｎ「不況の煽りを受けてい る現在のアーティストの窮 状に共感する描写が
あったんで す。２０ １２年に出 した本とい う色は欲し かったんで すよ 。
「この時は こう
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だったんだね」という感じ になったら、また、新しい 本が出ればいいなぁと思 っていま
す。
」

――ＹＯＵ ＣＨＡＮさんは、文章の お仕事はこれが初めてです か？

ＹＯＵＣ ＨＡＮ「自分の好きな作家 に関してまとめて、こうい った形で出すのは初めて
です。でも、ＩＴ関 係の雑誌にイラストを描い ていた関係で、そこでレビ ューやコラム

を書い たりしてはいたんですよ。 そういった解説本は、もう 何冊か出しています 。
」

―― 創作の方でも、確か〈ＳＦ マガジン〉の「リーダーズ ・ストーリイ」に伊藤優子 名
義でショートショ ートを載せていらっしゃっ いましたね？ あれは２ ００８年２月号で
し たか？
ＹＯＵＣＨＡＮ「うわっ、 なぜそれを？」

巽「そうだったんだ。じゃ あ、もうそこでＳＦ界に デビューはしていたんだな 。
」
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――あれはなか なか載るものじゃないですか
らね。

ＹＯＵＣＨＡＮ「後でそう聞いたんですけど 、
軽い気持ちで出したんです。表現という点に

おいて絵や文章がありますよね。じゃあ文章
ならどうかな 、
と思ってやってみたのですが 、

実際 継続で きなかっ た 。
「絵のほ うかな、 も
う文章はちょっといいかな」と思ってしまっ
て。
」

――なかなか面白かったですけど ね。せっか
くですから、 SF Prologue Wave
で再公開なさ
ってはいかがですか？
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ＹＯＵＣＨＡ Ｎ「ええっ！

勘弁して ！」

巽「いいじ ゃない、また、皆さんに 読んでもらえれば。アーテ ィスト・ＹＯＵＣＨＡＮ
について、もっとよく 知ってもらえるでしょ 。
」
――では、決まりと いうことで（笑 ）
。

ＹＯＵＣＨＡＮ「 すっとぼけようと思ってい たのに……（涙 ）
。
」

――ご自分の書い た文章に、ご自分のイラス トを添えるとか、なさら ないんですか？

ＹＯＵＣＨＡＮ 「それはちょっと、濃くな りすぎちゃうんじゃない かと思います。絵を
描く時もそうなんですけど 、
読み手 というか 、見る側 、受け手の居場所を 作るというか 、

そこにちょっ とした抜け穴を作るような 事が必要なんですが、全部 自分でやってしまう
と、息苦しいかなと思って いまして……。今はまだ 、無理かなあ？」
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――ヴォネガ ットとの出会いは、いつ 頃ですか？

ＹＯＵＣＨ ＡＮ「高校生の時です。 ＺＥＬＤＡというバンドの 「スローターハウス５」
という曲を聞いて、す ごく不思議な歌詞と曲だっ たんです。気になって歌詞 カードを見

たら、原 案があってカート・ヴォネ ガットとあった。私が初め て手にしたハヤカワ書房
の本が『スローター ハウス５』だったんです。 同年代のヴォネガットの読 者って「ＺＥ
ＬＤＡ から入った」という人って 、結構いるんですよ 。
」
―― そうすると、ヴォネガット が「ＳＦ初体験」ですか？

Ｙ ＯＵＣＨＡＮ「もちろん、 星新一は教科書で読んでい たし、あとは図書館にある よう
な古典ＳＦは読 んでいたんですけど、もっ ぱら夢野久作とか探偵小 説派だったもので…
…。本は好きでしたから 。
」

――今後、何か、また、文 章をお書きになる予定は ありますか？
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ＹＯＵＣＨＡ Ｎ「いくつか依頼は来て いますけど、このところ、 とにかくこの本を仕上
げるのに忙しくって 、読みたい 本がたまっているんですよ 。だか ら 、書 くというよりも 、

これからのこと

今は本が読 みたいです（笑 ）。
」

☆ 心のこりのこと

―― 何か「ここは、こうしたか ったなぁ」とか「これから 、こういうことがしたい」 と
かいうのは、あり ますか？

ＹＯＵ ＣＨＡＮ 「森下一仁 さんがヴォ ネガットに インタビュ ーしていて 、
「カ ート・ヴ
ォネガットは語る」という タイトルで〈ＳＦマガジン 〉
（ 1984
年 月
8 号）に収めら れてい
るんですけど 、あれは再録したかったで す 。
」
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巽「大江対談と同じで、最 近の伝記にもつながるエピ ソードがたくさん入って いますか

ら、テープ起 こし原稿が残っていれば 、英語圏でも重宝するかも 。
」

増田「森下 さんに、その時の印象と かもお伺いするとよかった かもしれませんね 。
」

ＹＯＵＣ ＨＡＮ「そうなんですよ 。実は森下さん は学生時代に「ヴォネガットを 読もう 」
という小冊子をつく っていたらしいんです 。
」

――「現代作家ガ イドシリーズ」の６がヴォ ネガットということですが 、今後の予定な
どは ありますか？

巽 「監修を やったのは 『ウィリ アム・ギブス ン』です が、これは １９ ９０年代作 品で
止まっていて、 版元には残部がもう一部し かないので、近く増補版 を出す予定です。じ
つは、その催促を逃れるた めにヴォネガット本を提案 した……というのは冗談で すけど

（笑 ）
。あ と来年に は麻生享志 ＆三浦玲一 編の『トマ ス・ピンチ ョン』が立 ち上がるの
で、これには書き下ろし論 考を一本寄稿します 。
」
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――息の長い シリーズなんですね。

巽「とはいえ 、亡 くなった作家を扱うのは 、今 回のヴォネガットが初めて なんですよ 。」

――Ｊ・ Ｇ・バラードについて、こ ういう本があってもいいで すね。

日本人ＳＦ作家 にも、こういったガイド ブックが必要な時

ＹＯＵ ＣＨＡＮ「出すとしたら、 それは、もちろん、増田さ んの監修で。そして、執 筆
も、翻訳も（笑 ）
。
」
――楽しみにして います！

日

日本 ＳＦ作家クラブ発祥の地 、山珍居にて ）

期 かもしれませんね。それで は、今日はどうもありがと うございました。
（２０１２年９月
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（註１） Susan Farrell. Kurt Vonnegut: A Literary Reference to His Life and Wor
k. New York: Facts On File, 2008

（註２） Loree Rackstraw. Love as Always, Kurt: Vonnegut as I Knew Him . Cambr
idge, MA: Da Capo, 2009
（註３） ヴォネガットの長篇『タイ タンの妖女』という本にか けている。という脚注は
無粋に決まっている 。そういうものだ。

（註４ ）ジャクソン・ポロック（ 1912
～ 1956
）＝床に広げた カンバスに塗料をダイレ ク
トに垂らしこむ抽 象的な手法で一世を風靡し た前衛芸術家。自動車の追 突事故により４

月

11

日から ５

４歳 の若さで急逝。
（註５ ）
「 生誕１００年 ジ ャクソン・ ポロック展 」
。愛 知県美術館 では２０１ １年

22

10

http://www.momat.go.jp/Honkan/jackson_pollock_2012/index.html

http://blog.aac.pref.aichi.jp/art/2011/11/000549.html

日 から２０１２年１月 日ま で、東京国立近代美術館で は２０１２年２月
月６日まで開催 され、好評を博した。
愛知展情報
東京展情報

11
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カ ート・ヴォネガット

http://www.amazon.co.jp/dp/4779117917/
（未訳）
And So It Goes: Kurt Vonnegut: A Life

【関連図書】
・現代作家ガイド６
・

http://www.amazon.co.jp/dp/0805086935/

スティーヴ・エリクソ ン

・恐竜のアメリカ
・現代作家ガイド ２

ウイリアム・ギブスン

http://www.amazon.co.jp/dp/448005720X

・現代作家ガイド ３

http://www.amazon.co.jp/dp/4882024861/
マーガレット・アト ウッド

http://www.amazon.co.jp/dp/4779113563/
（未訳）
s Modem Critical Views)
http://www.amazon.com/dp/1604131675/

http://www.amazon.co.jp/dp/4882024020/

・現代作家ガイ ド５

・ Kurt Vonnegut. (Bloom
’
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・反知性の帝国
・『いまも 変わらぬ愛を』 （未訳）

http://www.amazon.co.jp/dp/4523293066

Love as Always, Kurt: Vonnegut as I Knew Him.
http://www.amazon.co.jp/dp/0306818035
・『チークダンスを踊 りたかった 』
（未訳）

We Never Danced Cheek to Cheek: The Young Kurt Vonnegut in Indianapolis and
Beyond
http://www.amazon.com/dp/0984145680

56

