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瀬名秀明

静岡 SF 大全
第２回：八月の博物誌
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瀬名秀明
中央付近に位置し、その夏休みもまた日本の平均
的な情景に彩られます。いまは静岡市に統合され
た旧清水市を舞台とする『ちびまる子ちゃん』が
日本の原風景として捉えられているのも、やはり
中部（駿河）の風土によるものでしょう。ドンブ
ラコンＬが開催されるのは 9 月上旬。小学校の
夏休みが終わり、防災訓練が無事に済んで、2 学
期へと心が向かう、一年でいちばんせつなく、同
時に希望と期待に満ちたその時期を、ぜひ静岡で
満喫してください。

ドンブラコンＬにご参加のみなさま、こんにち

中学を卒業し、私は瀬名の町から自転車で 30

は。静岡出身の小説家・瀬名秀明です。静大出身

分かけて、駿府城址近くの高校へ通うようになり

の嶋田洋一さんに続いて、第 50 回という節目の

ました。その途中に地元の書店がいくつもあっ

日本 SF 大会のプログレスレポートに、こうして

て、毎日のように立ち寄り、胸を躍らせて SF や

ゲストとして書かせていただけることを光栄に感

ホラーの新刊を手に取っていました。それらの書

じています。中学・高校時代の自分が知ったらど

籍はどれもきらきらと輝いて、はるかな憧れの対

う感じるかな。きっと嬉しく思うことでしょう。

象でした。いま自分が書く側になって、地元の書

私のペンネームの「瀬名」は、生まれ育った町

店に小説を贈り届けられることは、本当に幸せで

の名前から拝借しています。みなさまが静岡駅で

あると感じます。私の本もいま静岡の書店で、あ

降りて、もしバスプールに足を運ぶことがあった

のころの SF やホラーと同じように輝いていると

ら、瀬名方面に向かう路線がいくつもあることに

いいのですが。

気づかれることでしょう。私の本名は鈴木秀明で

ドンブラコンＬでは科学と SF に関する市民公

すが、『パラサイト・イヴ』で作家デビューする

開シンポジウムなどに参加させていただく予定で

とき「『リング』の鈴木光司と芸風がかぶるから、

す。みなさま、ようこそ静岡へ。ようこそ富士山

おまえは名字を変えろ」「ペンネームに迷ったら

のふもとへ。静岡の地で大好きな SF を語り、お

故郷の山や河の名前をつけるものだ」とアドバイ

いしいお酒や食事をみなさまといっしょに楽しみ

スを受けて瀬名になったわけです（ちなみに鈴木

たいと、いまから開催を心待ちにしています。

光司氏も静岡県の浜松出身）。
瀬名の町も私が住んでいたころとは様変わりし

瀬名秀明（せなひであき）

ましたが、当時の想い出は『八月の博物館』とい

1968 年生まれ、作家。静岡市葵区瀬名の出身。

う小説に書きました。作中で西奈小学校への通学

『ドラえもん のび太と鉄人兵団』のノベライズ

路を忠実に再現し、「コロコロコミック」や学研

が 2011 年 2 月刊行。2011 年 1 月 15 日より 3

の「科学」「学習」に夢中になったあのころの記

月 21 日まで仙台文学館にて「科学と文学の境界

憶を、「大長編ドラえもん」のようなひと夏の冒

を超えて 瀬名秀明資料特集展」を開催中。

険物語に仕上げています。ちょうど静岡は本州の
2
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静岡訪問記・草薙編

実行委員長は 1 月 16 日に静岡を訪問した折に、

草薙神社に向かいました。神社は、グランシップか
ら電車で一駅のＪＲ草薙駅から徒歩２０分の小高い
山の中にあります。

境内に入ると、実物大の龍勢の模型が展示してあ
ります。
龍勢は花火とはいっても通常の花火のように筒で
打ち上げるのではなく黒色火薬を主原料とした固体
燃料で飛ぶロケットです。竹筒に詰めた火薬に穴を
あけたその構造は、現代のロケットエンジンと原理
的には同様なものです。
草薙神社はその名のとおり三種の神器の一つ草薙
の剣を祀ったところですが、龍勢で有名な神社とし
てご存じの方もおられることと思います。
龍勢とは日本古来の花火で、ここ草薙では毎年 9
月 20 日の例祭に打ち上げられます。

入口には祭神日本武尊の像があります。

当日は神事
「どんど焼き」
をしていたの
で、実行委員長
も餅とだいだい
を焼いて大会成
功を祈願してき
ました。

草薙神社
静岡県静岡市清水区草薙 349
JR 草薙駅から徒歩３０分またはバス１０分
写真撮影：静岡県清水区草薙

村松敬太
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しずおか一番リストでリスト
東京・大阪間を東名・名神高速を走った事のある方なら、静岡県の広さはよくご存じでしょ
う。ちなみに都道府県の面積では全国で十三位だそうですが……
広々とした静岡県だけに、名産品や名所がたくさんあります。
静岡県のサイトで『MY しずおか日本一』というコーナーがありました。
有名なものから
「そんなものまで？」
というものまで、
いろんな日本一があるので紹介します。

次代に残す環境
＜自然＞
1：富士山
日本一高い山
2：駿河湾
日本一深い湾
3：富士川
河口幅日本一
4：柿田川
日本一多い湧水量
5：ホルトノキ
日本最大の主幹
＜研究・観測・エコロジー＞
1：風速
最大瞬間風速
2：漁海況速報（日報開始）
日本初
3：漁海況速報（日報回数）
発行回数日本一
4：タカアシガニ
世界一長い飼育期間
5：サクラエビ
飼育期間日本一
6：養殖トラフグ
完全養殖日本初
7：エコアクション 21 認証・登録事業者
日本一多い

健康とくらしを築く安心・安全
＜健康・くらし＞
1：シルバー人材センター設置率
100% 日本初
2：労働力率
日本一高い
3：就業率
日本一高い
4：水道用水供給料金
日本一安い
5：県から市区町村への事務移譲
移譲対象法律数日本一
6：朝食開始時刻
日本一早い
7：その他、設備材料他 5 項目
日本一多い
＜食＞
1：米（年間支出金額）
日本一多い
2：米（年間購入数量）
日本一多い
3：マグロ（年間支出金額）
日本一多い
4：マグロ（年間購入数量）
日本一多い
5：しらす干し（年間支出金額）
日本一多い
6：しらす干し（年間購入数量）
日本一多い
7：干しあじ（年間購入数量）
日本一多い
8：他の魚肉練製品（年間支出金額）
日本一多い
9：ばれいしょ（年間支出金額）
日本一多い
10：サラダ（年間支出金額）
日本一多い
11：みかん（年間購入金額）
日本一多い
12：みかん（年間購入数量）
日本一多い
13：緑茶（年間支出金額）
日本一多い
14：緑茶（年間購入数量）
日本一多い
15：茶類（年間支出金額）
日本一多い
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16：うなぎのかば焼き（年間支出金額）
日本一多い
17：キャベツ（年間支出金額）
日本一多い
＜防災等＞
1：防災行政無線
整備率日本一
2：沼津港大型展望水門「びゅうお」
水門ゲート設備総重量日本一
3：木造住宅耐震補強工事
助成実績日本一

活力ある多彩な産業
＜農・林産物、花き類＞
1：茶（面積）
栽培面積日本一
2：茶（生葉）
収穫量日本一
3：茶（生葉）
産出額日本一
4：茶（荒茶）
生産量日本一
5：茶（荒茶）
産出額日本一
6：普通温州みかん
結果樹面積日本一
7：普通温州みかん
収穫量日本一
8：わさび
産出額日本一
9：切り枝
出荷量日本一
10：切り枝
産出額日本一
11：ガーベラ
作付面積日本一
12：ガーベラ
出荷量日本一
13：ネーブルオレンジ
産出額日本一
14：メキャベツ
作付面積日本一
15：メキャベツ
収穫量日本一
16：温室メロン
作付面積日本一
17：温室メロン
収穫量日本一
18：タアサイ
作付面積日本一
19：タアサイ
収穫量日本一
20：葉しょうが
収穫量日本一
21：樹園地面積
面積日本一
＜水産物＞
1：きはだ
漁獲量日本一
2：きはだ
生産額日本一
3：めばち
漁獲量日本一
4：かつお
漁獲量日本一
5：かつお
生産額日本一
6：まあじの養殖
収獲量日本一
7：まあじの養殖
生産額日本一
8：しらす
漁獲量日本一
9：しらす
生産額日本一
10：にじます
収獲量日本一
11：さくらえび
漁獲量日本一

12：きんめだい（金目鯛）
取扱量日本一
13：きんめだい（金目鯛）
取扱額日本一
14：タカアシガニ
漁獲量日本一
15：まぐろ（冷凍）
上場水揚量日本一
16：びんなが（冷凍）
上場水揚量日本一
17：きはだ（冷凍）
上場水揚量日本一
18：かつお（冷凍）
上場水揚量日本一
19：まぐろ（生鮮・冷凍）
輸入量日本一
20：まぐろ（生鮮・冷凍）
輸入額日本一
＜加工食品等＞
1：冷凍食品魚介類
生産量日本一
2：あじ塩干品
生産量日本一
3：しらす干し
生産量日本一
4：かつおなまり節
生産量日本一
5：まぐろ類缶詰
生産量日本一
6：まぐろ缶詰
出荷量日本一
7：まぐろ缶詰
出荷額日本一
8：かつお類缶詰
生産量日本一
9：かつお節
輸入量日本一
10：かつお節
輸入額日本一
11：紅茶
輸入量日本一
12：紅茶
輸入額日本一
13：レトルト食品
出荷額日本一
14：茶系飲料
出荷額日本一
15：緑茶（仕上茶）
出荷量日本一
16：緑茶（仕上茶）
出荷額日本一
17：紅茶（仕上茶）
出荷量日本一
18：紅茶（仕上茶）
出荷額日本一
＜生活用品＞
1：温度計（ガラス製に限る）
出荷額日本一
2：清掃用品
出荷額日本一
3：ゆかた
取扱量日本一
＜趣味・余暇関連＞
1：ピアノ
出荷量日本一
2：ピアノ
出荷額日本一
3：電子楽器
出荷額日本一
4：洋楽器、和楽器
出荷額日本一
5：楽器の部分品・取付具・附属品
出荷額日本一
6：プラモデル
出荷額日本一
7：人形の部分品・附属品
出荷額日本一
8：運動用具
出荷額日本一
9：ピアノ
輸出量日本一
10：ピアノ
輸出額日本一
11：楽器（ピアノを含む）
輸出額日本一
12：ボール ( 空気入れ式のもの）
輸入量日本一
13：ボール ( 空気入れ式のもの）
輸入額日本一
＜その他の産業＞
1：大型漁船
建造日本一
2：白ボール
出荷額日本一
3：色板紙
出荷量日本一
4：色板紙
出荷額日本一
5：触媒
出荷額日本一
6：合成香料
出荷量日本一
7：合成香料
出荷額日本一
8：動力耕うん機、歩行用トラクタ
出荷量日本一
9：動力耕うん機、歩行用トラクタ
出荷額日本一
10：木材加工機械
出荷額日本一
11：パルプ
輸入量日本一

12：パルプ
輸入額日本一
13：医療用機械器具、同装置
出荷額日本一
14：光電子増倍管
生産量日本一
15：二輪自動車・原動機付自転車
輸出量日本一
16：二輪自動車・原動機付自転車
輸出額日本一
17：二輪自動車・原動機付自転車
輸入量日本一
18：二輪自動車・モータスクータ用内燃機関
出荷量日本一
19：二輪自動車・モータスクータ用内燃機関
出荷額日本一
20：KD セット（二輪自動車）
出荷額日本一
21：音響用情報記録物
出荷額日本一
22：映像用情報記録物
出荷額日本一
23：様々な工業製品（組ひも他 36 項目）
出荷日本一
＜産業支援＞
1：中小企業高度化資金貸付先
貸付決定累計数日本一

未来を拓く人・交流・文化
＜観光・交通＞
1：花時計
大きさ世界一
2：金塊（きんかい）
大きさ世界一
3：旅館
日本一多い
4：別荘
日本一多い
5：温泉利用宿泊施設
日本一多い
6：B-1 グランプリ受賞回数
B-1 グランプリ受賞回数日本一
7：富士竹類植物園
竹類の栽培展示種類日本一
8：アプト式鉄道
国内唯一（普通鉄道急勾配日本一）
9：潮騒橋
日本最大 4 径間連続上路式 PC 吊床版橋
10：あゆみ橋
世界初の斜張定着 PC 張弦桁橋
11：蓬莱橋
世界一長い木造歩道橋
12：県道 富士公園太郎坊線
標高日本一
13：天城山隧道
日本一長い石造道路隧道
＜歴史・文化＞
1：スペイン製枕時計
日本最古の現存ゼンマイ式機械時計
2：新居関所
国内唯一の現存関所建物
3：玉泉寺
日本初の総領事館
4：旧見付学校
日本最古の現存木造擬洋風小学校
5：清水灯台
日本初の鉄筋コンクリート製灯台
6：旅客機開発
日本初の旅客機製造
7：ブラウン管式テレビ
世界初の映像実験成功
8：菊フヰルム（フィルム）
日本初のロールフィルム製造
9：水中写真
世界初の撮影成功
10：インスタントコーヒー
日本初の製造
11：朝鮮通信使揮毫扁額数
日本一多い
12：富士山頂の句碑
日本一高地
13：「鈴木」姓の数
日本一多い
＜スポーツ・教育＞
1：日本少年サッカー
発祥の地
2：富士スピードウェイ
日本初の F1 グランプリ開催
3：J1 リーガー出身地
日本一多い
4：国体少年男子サッカー優勝回数
日本一多い
5：高校かるた選手権大会優勝回数
日本一多い
6：日本卓球協会加盟登録者
日本一多い
7：屋外スキー場「イエティ」
日本一早いオープン
8：コンチネンタル・サイクリング・センター
アジア初の WCC 自転車競技訓練施設
9：公立高等学校プール設置率
設置率日本一
出典：『静岡県の日本一 MY しずおか日本一
http://www.pref.shizuoka.jp/j-no1/index.html
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静岡 SF 大全 第２回：『八月の博物誌』
静岡ＳＦといったら
とうぜん『八月の博物館』ですよ。
まあ、作中に一度も静岡という言葉は出てこないけどね！
（ブログ「瀬名ＮＥＷＳ」８月１８日）
と、瀬名秀明は自身のブログに記している。

ある小説もあり得る。しかし瀬名がこの後仕掛ける

そう、静岡という言葉は一度も出てこない。であ

多層的な虚構は、はるかに複雑なものだ。この多層

るにもかかわらず、本書は静岡ＳＦである。なぜな

構造を維持するためには、固有名詞はすべて剥ぎ取

のか。それを知ることは、本書の執筆意図を知るこ

られる必要があった。しかしそれでいて、その描写

とにもつながる。

は、限りなく実際の瀬名の体験に近いものでなくて

「八月の博物館」の後、瀬名は明らかに作風を大

はならない。

きく変えた。しかし私たちは、十分意図を汲み取り

確かに固有名詞は徹底的に排除されているが、手

切れないまま今なお本書をもてあましてはいないだ

がかりはすべて消されているわけでもない。注意深

ろうか。理系作家がちょっとした気まぐれから手が

く読んでいくと、興味深い記述が何箇所か見つかる。

けたファンタジー。そんな風に考えてはいまいか。
発表から十年が過ぎて、見通せる部分も増えたはず

「私はのろのろと起き上がり、空の青さが濃くなり

だ。今こそ、もう一度読み返してみたい。

つつある夕方の道を帰った。一年生のときから何百
回、何千回と往復した一本道だった。ガソリンスタ

時は十九世紀、エジプト・ナイル。フランス人考

ンドの前を過ぎ、シャッターの閉まったみかん工場

古学者マリエットが勇ましく活躍し、奪われかけた

の横を抜け、いつも時間が固まっているような電器

出土品を取り戻すシーンから物語は始まる。あたか

屋と雑貨屋を横目で見て、何年も変わらずに竹竿を

もよくできた歴史小説の一頁のように。

干してあるトタン屋根の古い家を眺め、田圃の畦を

ところがここで物語は唐突に中断し、現代の東京
で新作に思い悩む作家・瀬名秀明らしき「私」の独

たんぼ

あぜ

流れる水の音を聞きながら、私は家に帰った」（新
潮文庫版 73 ページ）

白が始まってしまう。
「現代文学を知らない理科系
ベストセラー作家の喜劇」という、当時の瀬名が巻

確かに固有名詞はない。だが、いかにも静岡らし

き込まれた実際の論争がそのままストーリーに取り

い「みかん工場」という言葉がまだここに残されて

込まれており、一瞬自分が小説を読んでいるのか

いる。本書の表現は、実際の体験をどれほど反映し

エッセイを読んでいるのか分からなくなる。

ているのだろう。瀬名に直接聞いてみた。

だがこれは思いつきの楽屋落ちではない。執筆当

「『八月の博物館』の舞台は、私が子ども時代を過

時の現実とまったく地続きな「標高ゼロ」の地点か

ごした静岡市瀬名（いまは静岡市葵区瀬名）の教職

らスタートして、物語はゆっくりと離陸していく。

員住宅とその周辺が舞台です。主人公が通っていた

現実とほぼ同等な世界から、より抽象度の高い虚構

のは西奈小学校」

へ。だからこそ第１章では、上野や国立科学博物館

これは明かしても問題ないだろう。瀬名は 2000

など東京の地名が遠慮なく登場する。だが作者の小

年に母校を訪れ、その様子はＮＨＫ番組「課外授業

学生時代の記憶をもとに書かれる２章以降には、具

ようこそ先輩」の１本として放映されたからだ。

体的な地名が登場してはならない。もし本来の静岡

内容は「瀬名秀明

の地名が登場すれば、それはただの「エッセイ」と

出版）でも読むことができる。番組からは、本書で

なってしまうからだ。

主人公の学校に存在する「二宮金次郎像」が今も残

もちろん具体的な地名を出しつつなおかつ虚構で
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奇石博物館物語」（ＫＴＣ中央

されていることが分かる。

静岡 SF 大全：八月の博物誌
瀬名から聞いた教職員住宅と西奈小学校を結ぶ道

に未来の世界から来た不思議な博物館があったとし

を Google Map で検索してみた。驚くべきことに、 ても何の問題もないほどに。抽象化された骨組みの
本当にまっすぐな一本道だった。航空写真からうか

物語では、現実と虚構の区別をつけることができな

がえる町の景観は、瀬名の記述とほとんど変わって

い。物語から固有名詞を排除していくと、リアルな

いない。その距離 1.3 キロ。大人の足ならば 15 分

のに幻想的な雰囲気が生まれる。その世界は日常的

ほどでたどり着くが、小学生では 20 分以上かかっ

な描写とつなぐこともできるし、より幻想的な世界

たかもしれない。みかん工場は建て替えられたもの

とも地続きだ。科学的思考を突き詰めていくとファ

の今もある。西奈小の校庭に隣接する「バックハウ

ンタジーが現れた。瀬名自身がもっとも驚いたこと

スコモト瀬名工場」というのがそれだ。近くには「片

だろう。実は文理が統合された先にはファンタジー

井電気店」の名が確認できる。間違いなくこの物語

があるのではないか？

は、静岡市瀬名を舞台とする静岡ＳＦだ。たとえそ

いう意味でそこにあるのはＳＦと呼ぶべきか。ここ

こからすべての固有名詞が奪われていたとしても。

から瀬名は、ノンフィクションとフィクションを往

いや、より論理的な幻想と

瀬名秀明の本名は鈴木秀明という。「せな」とい

復しながら、ロボット学、境界知と、さらに未知の

う独特の音を持つ姓が不思議で、アイルトン・セナ

物語を探す旅へと乗り出していく。その旅はいまな

のファンだと誤解した編集者もいたそうだ。同郷の

お途上だ。ＳＦファンの中には、瀬名の意図が理解

出身で先にデビューしていた鈴木光司との差別化を

できず、創作姿勢に不信感を抱く向きも多いだろう。

はかるために、編集者の提案でＰＮが決められた。

だが瀬名がこれまでにかちえた成果は、作品を発表

つまり瀬名の本意ではなかったわけだが、結果とし

順に読んでいけば、おぼろげながら把握することが

て自身の故郷への関心を高めるきっかけになったか

可能だ。よりはっきりとした言葉として像を結ぶた

もしれない。

めにはさらにひと押しが必要だが、ゴールは決して
はるかかなたではない。近く発表されるという新作

本書は、瀬名らしき「私」の現在、小学生時代の

を楽しみに待ちたい。

思い出、未来から来た博物館、19 世紀のエジプト・

（高槻真樹）

考古学者マリオットの物語といくつもの階層から成
り、主人公がそれらの世界をつなげて巡っていくこ
とで進行していく。
もちろんこうしたメタフィクションはこれまでに
もたくさん書かれている。その多くは虚構と現実の
融合を目的とした演出であった。読者の住む現実空
間を作者の創作空間に引き入れてしまうことで、究
極のリアリティが達成される。筒井康隆やボルヘス、
コルタサルなどこのスタイルの名手は多い。だが、
ここで瀬名が試みたことは少し違う。瀬名は本書で
自然科学的な方法のみを用いて「人間はなぜ物語に
惹かれるのか」を検証した。現象の法則を見つけ出
すためには、固有名詞を極力省いていかなくてはな
らない。瀬名秀明の物語をＡの物語に抽象化した時
見えてくる法則とは何か？
これは非常に面白いパラドックスだが、実際の体
験を忠実に再現しつつ、そこから固有名詞などの具
体的要素を排除していくと、物語はどんどん抽象化
し、ファンタジーの手触りを帯び始める。確かに自
分自身が体験したものであるにもかかわらず。そこ

お詫びと訂正
前号掲載の「静岡 SF 大全」へのご招待 に事実
誤認がありました。不勉強で申し訳ありません
でした。ここに訂正し、お詫びいたします。
（誤）YAMAHA、スズキ、ホンダ、カワサキ。
世界四大バイクメーカーのすべてがここにある。
バンダイ発祥の地もここであり、タミヤ模型も
ここに本拠を置く。
↓
（正）世界四大バイクメーカーのうち
YAMAHA、スズキが本拠を置き、ホンダも発
祥の地だ。タミヤ模型も本拠はここであり、バ
ンダイはガンプラの生産拠点であるホビーセン
ターを置く。
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キャプテンフューチャーコン 2010
2010.12.19 新宿歌舞伎町ピンクビッグピッグ

2010 年の最後の地方コンベンショ
ンとして開催された『キャプテ ン・
フューチャー・コン 2010』とい う
イベントに行って来ました。
主催は故野田昌宏さんのファンクラ
ブである『宇宙軍』で、例年は『星涯
の会』として開催されているイベント
ですが、2010 年はキャプテン・フュー
チャーことカーティス・ニュートン
が 20 才になり『キャプテン・フュー
チャー』を名乗って太陽系の平和のた
めに活動しはじめるその年であるとい
うことで、『キャプテン・フューチャー
・コン 2010』と併催という形での開
催 となりました。
『キャプテン・フューチャー・コン』は 1990

ター水野良太郎さん描き下ろしの新作という贅

年にも開催されており、こちらはカーティス・

沢っぷり。

ニュートンの生誕を祝う会でした。今回は、この
名前でのイベントは 2 回目、ということです。

内 容 は 故 野 田 大 元 帥 の キ ャ プ テ ン・ フ ュ ー
チャーに関するエッセイやコラム、雑誌記事など
を発表年代順に並べたもので、なかなか読み応え

会場は新宿歌舞伎町にあるライブハウス『ピン

がありました。

クビックピッグ』
。SF 系イベントとしてはかな
り変わった雰囲気の中での開催となりました。
そのアルコールメニューが凝ってまして、キャ
プテン・フューチャーの作中に登場した「液化ラ
ジウム・ハイボール」などオリジナルカクテルが
ず らりと並んでいます。

企画は 3 つ。
まず最初は「キャプテン・フューチャーのアニ
メーション」。
1970 年代に NHK で放送されたアニメ版『キャ
プテン・フューチャー』について、メイン脚本の

液化ラジウム・ハイボールを頼む時に追加で注

辻真先さん、当時東映動画でプロデューサーをさ

文して買えるオリジナルグラスは早々に売り切れ

れた田宮武さん、それに池田憲章さんと宇宙軍か

ていましたね。

ら ( アニメ業界では「AIC の」と紹介した方がい
いかも ) 井上博明さんが語りました。

もう一つ凝っていたのが、参加者に配布され

辻さんと田宮さんが当時の製作の苦労話を、池

会場でも販売されていた記念冊子『キャプテン・

田さんがここに来られていない関係者から取材

フューチャー

フューチャーメン出動せよ！』で

してきた話を、井上さんがアニメ版キャプテン・

す。野田大元帥翻訳で出版されていた往年のハ

フューチャーについて野田大元帥と話した思い出

ヤカワ SF 文庫 ( いわゆる「白背」) の装丁もそ

話を挟まれて、たいへん楽しめたのでした。

のままに、カバーイラストは当時のイラストレー
8

「イラストで語るキャプテン・フューチャー」は、

良太郎さんと鶴田健二さんのイラストのデジタル

ハヤカワ文庫版でイラストを担当された水野良太

複製も展示されていました。( 展示のデジタル複

郎さんと、創元文庫から復刊された新版のイラス

製イラストはイベント終了後希望者に販売という

ト担当の鶴田謙二さんが語るという贅沢な企画。

おまけ付き )

飛び入りでハヤカワ文庫当時の担当者である森優
さんと創元版の担当者である小浜徹也さんが登壇
されました。

1990 年のキャプテン・フューチャー・コンの
際に製作された着ぐるみのフューチャーメン。宇

イラストを投影しながら話すスタイルだったの

宙軍メンバーの倉庫の奥で保存されていたのを発

ですが、水野さんの「カバーイラストは 30 分く

掘してきたそうです。今回はイベントのオープニ

らいで描いてた。モノクロは５分くらい」とい

ングと、エンディング後にエントランスでお見送

う発言に、( 遅筆で知られる ) 鶴田さんがたじた

り役でした。

じに ......（笑）
最初はちょっと戸惑ったライブハウスという会
最後の企画は「キャプテン・フューチャーの歴

場でしたが、パネルディスカッション中心のイベ

史」。ゲストは森優さん、小浜徹也さんの歴代編

ントとは相性がよかったです。全体に手慣れた雰

集者に加えて、ハミルトンとキャプテン・フュー

囲気でいいイベントでした。 キャプテン・フュー

チャーの書誌・関連作品などを研究されておられ

チャーは宇宙 SF の中でも エンターテインメン

る伊藤民雄さんと木下信一さんが登壇。

ト性を重視したスペースオペラというジャンルの

世界でのキャプテン・フューチャー翻訳のよう
すや、野田大元帥の日本語訳と原文とを並べて表

代表作。これからも語り継が れていくことにな
るでしょう。

示して翻訳ならではの楽しみなどについて語ら
れ、なかなか興味深いパネルディスカッションで
した。

ドンブラコン L 実行委員会では、開会式での
イベント告知に加えて、テーブルを設けていただ
いて参加受付を行いました。第二次早期割引終了

メインホールの横には少し小さな部屋があっ

間近、しかも実行委員長判断でイベント割引まで

て、そこには野田昌宏さんの書庫にあったいわゆ

行ったこともあり、予想外の参加申し込みをいた

る『野田コレクション』からキャプテン・フュー

だきました。

チャー関連の書籍やグッズが展示され、また水野

このレポートは都築 blog 掲載のレポートを再構成したものです。http://www.crossroad-online.jp/tsuduki/

9

イベント参加レポート

10

「あかつき」と過ごす
ビーナスな午后
参加レポート

静岡大学ＳＦ研究会

厚い雲に覆われた灼熱の星、金星。その金
星の謎を探るために打ち上げられた探査機
「あかつき」の金星周回軌道投入が失敗した
事については、既報の通りである。その金星
軌道投入を直前に控えた 11 月 20 日に、
「あ
かつき」についての講演会が浜松市で開催さ
れ、親子連れなど多くの人が参加した。
講師として「あかつき」科学観測のとりま
とめ役の今村剛氏や、インターネットサイト
「月探査情報ステーション」の編集長の寺薗
淳也氏、そして「はやぶさ」プロジェクトサ
イエンティストの吉川真氏の三人が、「あか
つき」や金星の謎、魅力について語った。
金星探査機「あかつき」は 2010 年 5 月
21 日、ソーラー電力セイル「IKAROS( イ
カロス )」と共に、種子島宇宙センターか
ら H-IIA 型ロケット 17 号機で打ち上げられ
た。初音ミクが描かれたプレートを搭載して
いるという事で、ニュースサイトなどで取り
上げられており、ご存じの方も多いのではな
いだろうか。

「あかつき」の最大の目的は金星の大気の
謎、 特 に 大 気 の 上 層 部 が 一 定 方 向 に 時 速
400km で流れている現象、「スーパーロー
テーション」のメカニズムを解明する事にあ
る。金星の自転速度は人の歩く速度と同程度
であり、地球と比べても格段に遅い。にもか
かわらず、このような現象が起こる理由を、
調査することだったのだ。
講演後には講師陣から参加者に対して、金
星に関するクイズの出題が行われた。寺薗氏
の「皆様に甘くない」の言葉通り、金星の自
転周期や地表での大気圧から、金星繋がりで
映画「惑星大戦争」の戦艦の名までマニアッ
クな問題が多く出題され、参加者、特に子供
達を大いに苦しめた。
「あかつき」は 12 月 7 日に金星周回軌道に
乗り、およそ二年をかけ金星の大気を調査し
続けていく予定であったが、アクシデントに
よりそのチャンスは６年後まで待たれること
となった。今後の展開を見守りたい。

自主企画からのお知らせ
自主企画からのお知らせ
SF 創作講座教材用小説の募集
SF 小説の創作技術をスキルアップしたいあなたのために、今年もやります。
応募原稿は事前にプロの講師の方々に読んでいただき、会場で１作品ずつ講評していただきます。
講師は、SF マガジン元編集長の塩澤快浩さん、作家の森下一仁さん、書評家の三村美衣さん、
作家の横山信義さん。
滅多にない機会です。ふるってご応募ください。

応募規定

印刷費の執筆者負担について

ジャンル：ノンジャンル
ただし雑誌の新人賞へ応募した作品、同
人誌に掲載した作品をそのまま転用する
のはご遠慮下さい。
枚数：400 字詰め（20 字× 20 行）
原稿用紙換算で 70 枚以下
（表紙、アンケート含まず）
〆切：6 月末 ( 予定 )

勝手ながら、テキスト「でならひ草子」の印
刷費の一部負担をお願いします。
25 枚まで 5,000 円、以後 1 枚につき 200
円の加算
＃こちらで枚数を確認した後、金額と支払方法
などをご連絡させていただきます。
＃余剰金が出た場合、講座終了後に返金させて
いただきます。

応募に関する制限

アンケート

・第 50 回日本 SF 大会「ドンブラコン L」に
参加予定の方
・前回大会から今回〆切（下記）までの間に、
小説の商業出版がない方
・お 1 人様 1 作品までとさせていただきます
・電子メールでの応募に限らせていただきます

応募時に、下記アンケートへのご回答をお願い
します。
Ⅰ．応募作品について
一．作品を書くのにのべ何時間（何日間）か
かりましたか
二．何回書きなおしましたか
三．誰かにみせて意見を聞きましたか
応募先
四．中で一番気にいってるところはどこです
e-mail：seitsudo@nifty.com
か
五．書きにくかったのはどんな部分ですか
原稿書式
六．ウケるはずだと思ったのはどこですか
テキストファイル形式、または Windows 版
七．これまで書いてきたものとこの作品とで
Word2003 で読み込める形式で保存し、下記
意識して変えたものがありますか、あると
のアドレスに添付ファイルとしてお送り下さい。
すればそれはどんなことですか
※テキスト形式の場合、ルビが必要な場合は別ペー
Ⅱ．選考委員にいちばん聞きたいことはなんで
ジで指定をして下さい。
すか
※編集には Word2003 または 2007 を使用します。
Ⅲ．将来的にはどういう方向を考えていますか。
フォーマット変換の際、形式によっては意図した
（商業誌デビュー／同人誌／個人の趣味とし
版組みにならない可能性があります。
て書き続けたい／その他）
※表紙には必ず「作品タイトル」
「著者名（ペンネー
Ⅳ．その他、創作講座に要求があればお書きく
ムの場合は本名も併記）」「住所」「400 字詰め原
ださい
稿用紙換算枚数」を明記して下さい。

ご不明な点などの問い合わせは

e-mail:ter@h8.dion.ne.jp

までお願いします。
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●冊子型台紙は、ハガキより横幅が一回り狭い総8ページの手帳型。
名札ホルダーに出し入れし易いサイズ。大会参加者全員に名札と一
緒に配布されます。やることは簡単。貰ったシールをこの冊子の108
枠に並べて貼って行くだけ。108枚集めたあなたにはシール企画の
ブースで申請すると、煩悩王の称号とともに記念品と、次なる冊子型

シール企画でＳＦ大会活動記録

台紙が与えられ

で続いているプリクラサイズのシールを集める企画

型台紙を埋め、5

シールコレクションは、2003年から日本ＳＦ大会

です。シールは、参加した企画で貰う企画シールや、
出会った人と交換する個人のシールなどがありま

す。交換した順に冊子型台紙にシールを貼付けて行

けば、いつの間にか、大会であなたが誰と出会い、ど
んな企画に参加したかの記録が出来上がります。冊
子型台紙は全員に配られますから、誰でもすぐに始

められる大会ライブ・ログ 兼 名刺交換 兼 個人ア
ピール。
あなたも始めてみませんか！？

ます。過去には、
最 大4冊 の 冊 子
冊目の冊子型台
紙をゲットした

た年間最高数
シ ー ル 取 得 者、
煩悩王の中の煩
悩王「煩皇」も誕
生 し ま し た。今

年、ア ナ タ は ど
れだけのシール
を集められる!?

自分用シールを用意しよう

27mm

シールは自分のマーキングとなるものですから、

人と同じデザインに重なりさえしなければ市販のも

のでも別に構いません。でもせっかくなら自分でオ
リジナルシールを作っちゃいましょう。

シール企画からお願いしているのは、ただ一つ。冊

子型台紙の枠に収まるサイズのシールにして欲しい

シール企画としては、入手の容易さ、印刷面積の手

頃さ、紙質の豊富さ、版面を縦横どちらにも使える自
由度の高さから17×24ミリサイズのプリクラ用紙
を推奨しています。

シール自作派のススメ

作成は、御家庭のパソコンとインクジェットプリ

ンタで簡単に出来ますし、少々割高ですがプリクラ
で打ったものでも構いません。逆にぐっとローテク
にはしってシール用紙へ直接手書きしたり、ハンコ
を押したりして作ってみるのも面白いですよ。過去
には小さな折鶴を貼付けたシールもありました。
工夫を凝らしたシールを作ってみて下さい。
大会当日、
会場で作る方法も3つあります。

一つは、自分で作る簡易システムシール君です。設

置された端末を使い、
自力でシールが作れます。

もう一つはシール屋さん。シール屋さんは、指示書

を書いていただき、専任スタッフが対応します。ただ
し費用的には割高になります。

その他に、グリーンバック撮影等、更に特殊な作業

を行うトクサツシール君もあります。

⇧

られない程でなければＯＫです。

●冊子型台紙の枠（原寸） と、プリ
クラサイズのシール（原寸） 。プリ
ンター用ラベルが豊富で入手し易い
プリクラ用紙（17×24ミリ）が、シー
ル企画推奨品ですが、枠内に収まれ
ばシールの形は自由です。

⇧

ルでも構いません。少々厚みがあっても冊子が閉じ

27mm
縦横は
自由

17mm

ということ。27ミリ角の枠内に入れば、どんなシー

24mm

●用紙は各社から「フォトシール」等
の名称で販売されています。丸形や星形など最近ではバリエーショ
ンや紙質も豊富になって来ました。
簡単な専用ソフトがインストールされ
たシール君端末を操作して、あなた自
身でシールを作れます。シールや文字の縦横配置や、背景の絵を選
び、文字をインプットするだけ。機能限定版だけど逆にその分誰にで
も簡単に使えるソフトです。印刷用シール用
紙はカウンターで用意しています。
みなさんには指示書を書
いてもらい、シール企画の
スタッフがシールを作るシステム。シール君ではちょっと難しい要
望も叶えます。ただ、注文が立込む場合、しばらく時間を頂くことが
あります。シール君同様、持ち込んだ写真デー
タ等を使うことも可能です。
グリーンやブルー等
の背景の前でポーズ
を取っていただき、ブルーバック合成の要領で背景写真やＣＧと合
成した写真等を作ります。ただ、割と職人技の細かい作業が必要にな
りますので、ちょっと時間を多めに取って下
さい。

自主企画申込書記載要項
企画名称は、現時点の仮称でも構いません。仮称の場合は（仮）を入れておいてください。
該当する企画形式にチェックをしてください
講
演
：1人の出演者が観客に講義をする形式
パネルディスカッション ：複数の出演者がテーマについて話を繰り広げる形式
講
座
：参加者が作品を持ちあい、プロが批評する形式
上
映
会
：映像物を上映する企画
座
談
会
：参加者がテーマについて話し合う形式
お
茶
会
：参加者にお茶やお菓子などを供しつつ、企画を楽しんでもらう形式
ゲ
ー
ム
：ゲームをする企画
コ ン サ ー ト
：歌などを観客に披露する形式
展
示
：イラストや物品などを展示する形式
印 刷 物 発 行
：印刷物などを発行・配布する企画
【レ イ ア ウ ト】 該当するレイアウトにチェックをしてください
スクール形式：学校の教室のように机と椅子を配置したもの
シアター形式：劇場のように椅子を配置したもの
ロの字型
：机をカタカナのロの字に配置し、そのまわりに椅子を配置したもの
島
組
：テーブルを部屋の中央に配置し観客が周囲から鑑賞するもの
企画を行う日時の希望にチェックをしてください。
【希 望 日 時】
時間帯は午前は12：00ごろまで、午後は18：00頃まで、夜間は18：00以降が目安です。 なお
企画時間についてはご希望に沿えない場合もございます。どうかご容赦ください。
企画に必要なコマ数あるいは時間にチェックをしてください。その他の場合は具体的な時間をご記
【希望コマ数】
入ください。企画準備・撤収時間はそれぞれ15分を予定しております。それ以上必要な場合は備
考にお書きください。
【リアルタイム／ 企画の様子をインターネットで動画として同時配信することから、企画内での会話はオフレコとし
事後公開範囲】 て欲しい場合まで、内容公開が可能な範囲にチェックして下さい。
【企画名称】
【企画種別】

※公開を許可される場合には参加者の方に公開される旨ご周知ください。著作権・肖像権等の問題が発生した場
合には、企画主催者が責任を持ってご対応ください。ご対応が困難な場合には公開を許可しないでください。

マイク、ＰＡ、モニタ、ビデオデッキなど、企画に必要と思われる機材と数量をご記入ください。
大会当日にソフトとハードが合わないというトラブルが発生しておりますので、ビデオデッキなど
はVHS、SVHS対応などの詳細もお教え下さい。
企画主催者が持込：ご自分達で用意・運搬可能なものにチェックをしてください。
持込の有無
実行委員会が用意：御自分達で用意･運送不可能と思われるものにチェックをしてください。
なお、実行委員会側で危険物と思われるもの、事故につながる機材については、持ち込み不可とさ
せていただきます。
【企 画 出 演 者】 司会者・パネリスト等、現時点で予定している出演者をご記入ください。またその方々のご職業も
併せてお教え下さい。出演者が４名を超える場合は、コピーして別紙で添付してください。
（裏面には記入しないで下さい）
交渉依頼 企画主催者が交渉：出演者に自分で連絡がつけられ、交渉ができる場合にチェック
実行委員会が交渉：出演者に連絡がつけられない場合にチェック
企画に関する責任者の方について、ご記入をお願いします。
【企画持込者】
ドンブラコンLへの参加登録がまだお済みでない方は、登録番号は空欄で構いません。
【必用機材】

【

ご

要

望

】 ご要望や追記事項がありましたら、お書きください。

ゲストの可否は大会事務局の基準に沿います。
作家／イラストレーター／マンガ家等クリエイターの他、企画内容に関連した職業のプロの方は
ゲストとして扱うことが可能です。

申込み締切

2011年５月末日（必着）

締切り日以前でも、申し込みが定数に達した場合は募集を締め切る
場合があります。あらかじめご了承ください。
送付先： 〒328-0075 栃木県栃木市箱森町 25-68 有限会社

T-CNET 内

ドンブラコン L 係

第50回日本SF大会ドンブラコンL 自主企画申込書
受付日

受付番号

(2/1)

年

月

日

フリガナ
企画名称

企画種別

□講演
□パネルディスカッション
□お茶会 □ゲーム
□コンサート
□その他（

□講座
□展示

□上映会
□印刷物発行

□座談会
□投票
）

希望場所

□特になし □会議室 □会議ホール（風） □映像ホール □中ホール（海） □展示ギャラリー
□その他（
）
レイアウトの選択
□シアター □スクール □口の字 □島組 □その他（
）

希望日時

□特になし
□３日
（土）のどこでも □３日
（土）午前 □３日
（土）午後
（日）午前 □４日
（日）午後
□４日
（日）のどこでも □４日
□両日
□その他（
）

希望コマ数

□１コマ（90分+準備30分） □２コマ（210分+準備30分） □終日

□その他（

予想参加者

□不明

□200人超

□20人まで

□事前公開可

□50人まで

□100人まで

□200人まで

）

□事前公開不可

内容説明

200字程度

リアルタイム
公開範囲

□UST等、動画を含む全て許可
□公開不可
□その他（

事後公開範囲

□動画を含む全て許可
□blog等テキストと静止画公開可
□公開不可
□その他（

必要機材

□twitter等テキストと静止画公開可

□テキストのみ公開可
）

□テキストのみ公開可
）

ホワイトボード：□不要 □必要
壇上用マイク ：□不要 □必要 □1本 □2本 □3本 □4本以上
客席用マイク ：□不要 □必要 □1本 □2本以上
映像機器
：□不要 □VHS □DVD □Blu-ray □それ以外
パソコン接続 ：□不要 □XGAまで □XGAまで＋音声 □それ以外
その他要望機材

持ち込み予定機材

企画経験

□初めて
□TOKON10に続いて２回目
□６回目以上 □ひさしぶり

□継続して３〜５回目

重なると困る
企画

※インターネット接続が必要な場合は、別途手配が必要ですので、詳細を要望機材欄にご記入ください。
A4 用紙に拡大コピーしてご利用ください

第50回日本SF大会ドンブラコンL 自主企画申込書
No.１

(2/2)

よみがな

出演者氏名
出演交渉

□交渉を大会に依頼

ゲスト申請

□する

No.２

□出演了承済

□交渉中

職業（

）

職業（

）

職業（

）

職業（

）

□未交渉

□しない

よみがな

出演者氏名
出演交渉

□交渉を大会に依頼

ゲスト申請

□する

No.３

□出演了承済

□交渉中

□未交渉

□しない

よみがな

出演者氏名
出演交渉

□交渉を大会に依頼

ゲスト申請

□する

No. 4

□出演了承済

□交渉中

□未交渉

□しない

よみがな

出演者氏名
出演交渉

□交渉を大会に依頼

ゲスト申請

□する

□出演了承済

□交渉中

□未交渉

□しない

フリガナ
お名前
メール
アドレス
企画持込者

ドンブラコンL
登録番号
お電話番号
FAX番号
携帯・PHS等

ご要望

A4 用紙に拡大コピーしてご利用ください

実行委員会からのお知らせ
■企画申し込み・ディーラーズルーム申し込みについて
前号でお知らせした第 50 回日本ＳＦ大会ドンブラコンＬ公式サイトの稼働が順調にずれ込んでおりま
して、企画申し込みは 2011 年になってやっと稼働し始めました。
なお、実行委員会との打ち合わせ等の必要性から、自主企画の申し込みはメール等で連絡可能な方に限
らせていただいております。申し込みも公式サイトのフォームからを推奨します。紙の申込用紙が必要な
方は、今号に掲載の申込用紙を A4 サイズに拡大コピーしてご利用ください。用紙の配布は行いません。
ディーラーズルーム出展申し込みは、3 月中旬に稼働の予定です。

http://www.sf50.jp/

■公式 blog 開設のお知らせ
公式サイト内に公式 blog を開設しました。実行委員長の活動日誌、プログレスレポートでも連載中の『静
岡 SF 大全』の web 版、プログレスレポート編集部日誌などが不定期に連載になっております。

http://blog.sf50.jp/

■実行委員会参加イベントのお知らせ
実行委員会が参加を予定しているイベントは、以下の通りです。イベントでは、参加受付、参加申込書
の配布などを行います。なお、当日参加するスタッフによっては、ご質問にその場でお答えすることがで
きない場合があります。あらかじめご了承ください。

●ＨＡＬＣＯＮ 2011
4 月９日〜 10 日 川崎市国際交流センター
●第 10 回ライトノベルフェスティバル 4 月 29 日
ハイライフプラザいたばし
●ＳＦセミナー 2011
5 月 3 日・4 日（予定）

■プログレスレポート掲載原稿募集
プログレスレポートへの掲載原稿を募集します。自主企画の告知、地方コンベンション等のイベント告
知などはもちろんのこと、
ディーラーズルームで販売する同人誌の広告や記事中に試用するカットなども、
お送りいただければ使用させていただきます。
（掲載料は不要ですがカット等の場合も原稿料は出ません）
プログレスレポート３号掲載の〆切は、２月末日を予定しています。原稿の形式など詳しいことは、上
記公式 blog の『編集部残日録』コーナーをご覧ください。

編集後記
２月に発送しているプログレスレポー
トの２号ですが、2011 年 1 月前半に行っ
ています。
ちょうどこの時期、秋発売の新刊のゲー
ムノベライズの執筆が大変なことになっ
てる時期でして……まあ、大変でしたわ。
それなのに直前になって「企画申込用
紙を綴じ込みで」とかいう発注がついて
……。まあいいや。
都築由浩
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発行日
発行人
編集者
連絡先

印

刷

2011 年 2 月 20 日
池
都

田
築

由

武
浩

〒 328-0075 栃木県栃木市箱森町 25-68
有限会社 T-CNET 内 ドンブラコン L 係
TEL:0282-20-1270 FAX:050-3156-1349
Email：info@sf50.jp http://www.sf50.jp/
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