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「江坂遊、田丸雅智とショ ートショートを語り合う」 江坂遊

―――ショ ートショートでしかでき ないことは何だろうと、よ く考えます。

このイン タビューは樹立社から刊行 予定の「小さな物語のつく り方２」第二章のショー
トショートヴァージ ョンです。ロングロングヴ ァージョンは単行本でぜひ ともお楽しみ
くださ い 。
（江坂遊 ）

江坂「田丸さんと 出会えて本当に良かったな と思います。わたしは星 さんに見つけてい

た だきましたが、その恩返し を十分にできていませんか らね。そこに継承者が現わ れた
のですから嬉し くて仕方がない。だいたい 、二代目はダメで没落さ せてしまい、三代目
でしっかり した継承 者が出て、 政権は確立 するもので すから 。
（笑）チ ャンスです ね。

わたしは大阪 で太平の夢を見過ぎてしま いました。現在は東京に住 まわれているのです
よね、…… 。
」
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田丸 「出身は愛 媛県です が、大学か らは東京住 まいです。 拙作「海酒 」
（樹 立社ショー
トショートコンテスト一 等星受賞作品）に出てくる 「三津」という地名は、 故郷の名前
から取りま した 。
」

江坂「読 んでいて情景が浮かび上が ってきました。一読して、 かの地に酔いました。実
際の場所だったから 、余計にせまってくるもの があったわけですね。愛媛 のイメージと

いうの はわたしにとってはポンジ ュースでしたが（笑 ）、この作品で塗り 替わりました 。
愛媛という土地が 自分に与えてくれたものっ て何かほかにもありますか ？」

田丸「あのポンジ ュースを塗り替えるとは、 大変な光栄です（笑 ）
。

東 京に出てきて改めて思いま したが、愛媛はすごくのん びりした土地です。特に松 山
市は田舎とも都 会とも言えない、とても不 思議な町なのですが、帰 省して一人ぼんやり
町を歩くと、なんだかほっ としますね。ただ、私の小 さな頃にあった、たくさん のもの

たち、麦畑や 田んぼや原っぱや池や小道 などの多くは、ここ十年ほ どで急速になくなっ
てしまいました。それらは 今でも私のなかに強烈に 刻み込まれていて、すごく 大きなも
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のを与えてくれたと思いま す。今後、ぜひ物語のなか でよみがえらせていけれ ばと思っ

ています。
あとは、文学との接点で しょうか。たとえば私の母 校は夏目漱石「坊ちゃん 」の舞台

となったと ころで、文学に興味をも つひとつのきっかけとなり ました。ほかにも、正岡
子規は私の高校の先輩 でもあるのですが、愛媛県 では小学校の夏休みの宿題 で、俳句づ

くりを課 せられます。当時は面倒で しかなかったのですが、の ちのち俳句に興味をもつ
きっかけとなったと 思います。俳句界は、いま 若手による改革が着々と進 んでいるよう

ですね 。ショートショートもそれ に続かなければなりません 。
」

江 坂「田丸さ んは愛媛 が身体に入 っているの ですね 。
「桜」も そうでした が、読者は 田
丸作品の中にナチ ュラルティストを強く感じ ます。日本の風土に根差 した幻想性と言え

ば わかってもらえるかな。甘 いノスタルジーだけではな く、自然のおおらかさを味 方に
つけているとこ ろが田丸さんの強みです。 生成りっていうのかなぁ 。そういうのはそれ
こそ、自然とにじみだして くるもので、実はかなりう らやましいものです 。
」

田丸「もしもにじみ出ているもの があるとすれば 、それはひとえに 、両 親のおかげです 。
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小さい頃から 、いろいろなところ に連れていってもらいまし た 。身 近なところでは 、海 、

川、池、原っ ぱ、山。県外へも、西日 本はほとんど連れていって もらいました。その財
産で書いているようなも のです。感謝しかないです ね。大学に入ってショー トショート

を書くよう になって、その価値に気 づかされました。と同時に 、財産を食いつぶすだけ
では先が長くない。そ う思い、それからは両親に してもらってきたことを今 度はセルフ

プロデュ ースすべく、国内外の旅行 、美術鑑賞、料理など、い ろいろなことに意識的に
取り組んできました 。果実酒を作った経験は、 まさに「海酒」に結実した わけで、やっ
ててよ かったなぁと 。
」

江坂 「田丸さんは今まで何作く らい書いておられますか。 書いていて傾向は変わって き
ましたか 。
」

田丸「作品数は 、今のところは１７０編く らいです。初期の、読む に堪えないものたち
も合わせるとですが。作風 は、江坂作品に出会ってか らがらりと変わりました。 自分が

書きたいもの 、目指すべきものが定まっ たという感じでした。もっ とも、模写の域を出
るにはかなり時間がかかり ましたが 。
」
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江坂「１７０ 編ですが、順調ですね。 これからも変わりつづけて ください。それが読者
サービスでもある。話に 出てきましたが、模写は悪 いわけではないでしょう ね。気にい

った作品は 書きうつしてみることが 大事でしょう 。書かなけれ ば 、身体に入ってこない 。
でも身体に入れたら今 度は自分で何か足さないと 出してはいけないでしょう ね。田丸さ

んのアウ トプットにはサムシングニ ューがあります。そうそう 、この辺りで、切り込ん
だ質問になりますが 、自分を語るというのをや ってみましょう 。
」

田丸「まともに文 学を読みはじめたのは、大 学生になってからです。そ れまでは、ほと

んど 星新一作品で育ちました。 江坂さんの「花火」に出会 ったのは、大学生のときで し
た。衝撃でした。 ショートショートでできる ことは、星さんがすべて やり切ったのだと

な んとなく思い込んでいたの ですが、江坂作品で、ショ ートショートの無限の可能 性を
知りました。実 は、私のデビュー作「桜」 は、自分自身の体験をも とに「花火」を再現
しようと思って書いたもの です。二十歳の春でした。

ちなみに私は 、大学院までずっと理系の 道を歩んできました。工 学部で、環境エネル
ギー問題や 、材料の 研究をして いました。 よく 、
「理系な のに文学？」 と聞かれる んで
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すが、数学、物理学、化学 などには人生訓といいます か、物事の根本原理が凝 縮されて

いま すし、研究 で培った考 え方は、 今でも物語を つくる上で 大いに役立 っています 。
」

江坂「ええ 、ショートショートは数 学ですから。田丸さんに適 した文学ジャンルです。
「桜」を書いたのは二 十歳でしたか、書き始めの 頃にいいものが出ると調子 があがるで

しょ 。
「 桜」はデビ ュー作で あり、代表 作だと言い 続けられる でしょう。 読んでおら れ
ない方は異形コレク ション特別編「物語のルミ ナリエ」を今すぐ買いに走 ってもらいま

しょう 。いいものを発表すると、 当然のことですが、次のハ ードルが高くなる。田丸 さ
んはその高いハー ドル、つまり樹立社ショー トショートコンテストのこ とですが、それ

を難 なくクリアされた。それは なかなか希有な例だと思い ます。まぁ、普通はコンテ ス
トで受賞してから 、メジャーな本に新作を掲 載となるのが常で、この 逆パターンも稀有

な ことですが。少し話を戻し ますが、作品はおおらかさ の中に細やかな心を持ち合 わせ
ているのがうか がい知れます。文章には自 分が出てくるものですが 、ご自身はどんなや
つだと自己評価されていま すか。なんだか、採用面接 みたいになってきましたが 。
」

田丸「ハードルがどんどん 高くなり、そろそろ弱っ てきています。
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自己評価ですか……採用面 接なら、あることないこ と、良いことばかり気兼ね なくほ

いほ い言えるの ですが（ 笑 ）
。 神経はず太 いほうでは ないですね 。よく言え ば細やか、
悪く言えば貧弱。小さな ことをいつまでも気にして 、日々、一喜一憂に明け 暮れていま

す。そのく せ、好きなものは好き、 嫌いなものは嫌いと、はっ きり言うところがありま
す。被害にあわれた方 も、多いのでは。さいきん 、ようやく黙ることを覚え はじめまし

た（苦笑 ）
。
あとは、むかしから 、まじめとか、論理的とか 、そういう風に見られるこ とが多いよ

うです 。本当は、たえまなくあふ れてくる支離滅裂な言葉た ちを、理性で抑えつけて い
るだけなのですが 。そんなだから、作品を読 んでくださった方からは、 イメージと全然
ちが った、なんて言われること もよくあります 。
」

江 坂「そうか、わたしだけで もなかったんだ。また、ハ ードルが高い質問で失礼し ます
が、
これは聞きたかったので 。
ショートシ ョートについて思うこと を聞かせてください 。」

田丸「私は、 読む分には長編も、純文学 も大好きですが、その中で 、ショートショート
の役割は何だろう 、
ショー トショートでしかできな いことは何だろうと 、
よく 考えます 。
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たとえば、長編でできるこ とをショートショートで無 理にやっても、物語の魅 力は半減

してしまうと 思っています。また、シ ョートショートは落ちやア イデアの奇抜さばかり
が先行してしまう節があ りますが、もちろんそれは 担保しつつも、単なる読 み捨てでは

ない、何度 も読み返したくなるよう な世界観ある物語を書いて いかなければならないと
思っています。

アイデア は、私の場合、エクセル などを使って単語を組み合 わせて一からひねりだす
方法か、ストックし ているアイデアの種を広げ るやり方でつくっています （広げるとき

に 単語の組み 合わせを 使うことも あります ）
。アイ デアの種は 、生活のあ らゆる場面 か
ら見つけだし、思 いついたらすぐに携帯にメ モをします。ごくまれに即 戦力アイデアも

思い つきますが 、大抵の場合は 、アイデアの種から苦心し て物語を練り上げていきま す 。
私は、アイデアを 広げ、途中のエピソード（ プロット）を考え、サゲ まで固めてから執

筆 にかかる ことがほと んどで、見 切り発車で 書きはじめ 、何度後悔 したことか …… 。
」

江坂「同じことをやってお られますね。さてさて、さ きほど出た言葉ですが、世 界観あ

る物語という のが大事なキーワードだと 思います。作家は創造神で すから、新世界をボ
コボコ生み落していかなけ ればならない。今、田丸 さんを筆頭にした七人で本 づくりを
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していますが、彼らをチー ム北斗七星と名付けました 。その次はチーム南十字 星とでも

名付 けようかと 。
（ 笑）わたし はショート ショートと いう大宇宙 を星でいっ ぱいにして
みたいと企んでいます。 まずは、一番星の田丸さん から輝いてもらわなけれ ば。これか
らの活躍を 期待しています 。
」

