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＜書評＞
岡和田晃編『北の想像力　《北海道文学》と

《北海道ＳＦ》をめぐる思索の旅』（寿郎社 2014 年）

友常勉（東京外国語大学）

【キーワード】北海道文学、ＳＦ、円城塔、武田泰淳、向井豊昭、アイヌ

　7 部構成で、収録されているパネルディスカッションの報告者も入れると著者は 20 人、
集められた論考は 22 本。本文は 782 頁。重量も相当で（1.2kg）、仰向けになって寝転んで
読むのは不可能、電車のなかで読むのも不適切である（この書評のために実際にどちらもやっ
たが難しかった）。しかしこの浩瀚な書物は、おそらく文学とＳＦ、さらに現代思想や現代
日本研究にかかわりのあるものであれば、必携の書である。重厚で縦横無尽の論考に加えて、
詳細なブックガイドは 167 冊の文学・映画原作・マンガを紹介しているし、その分布を可視
化する北海道関連地図までついている。この書物がひとつの事典でありインデックスなので
ある。
　さて、この書評では、22 本のなかから 3 つの論考を選んで、この想像力の旅の内包と外延、
淵源と射程を紹介してみたいと思う。3 つの論考とは、渡邉利道「小説製造機械が紡ぐ数学
的《構造》の夢について――《北海道ＳＦ》としての円城塔試論――」、横道仁志「武田泰淳『ひ
かりごけ』の罪の論理」、そして岡和田晃「『辺境』という発火源――向井豊昭と新冠御料牧
場」である。ただしその紹介に入る前に、この出版プロジェクトの由来に触れておこう。

「序論『北の想像力』の可能性」において編者の岡和田が述べるように、かつて「サイエンス・
フィクション＝空想科学小説」を指した〈ＳＦ〉というジャンルは、1960 年代から「『スペキュ
レーション』（思弁性）を重視する『スペキュレイティヴ・フィクション』という枠組みをもっ
て理解されてきた」（17 頁）。補足すれば、「スペキュレーション」には「投機」の意味もある。
そして表題にも「思索の旅」とあるように、スペキュレイティヴな思索に注目すると、その
思索という実践そのものがただちに投機・投企的な想像力の冒険の旅となる。この方針にも
とづいたとき、文学ジャンルの越境のみならず、経験的な世界を逸脱・超越する空前絶後の
さまざまな結合の仕方が期待されることになる。本書に収録された「第 51 回日本ＳＦ大会

（Varicon2012）『北海道ＳＦ大全』パネル再録」は、そうしたＳＦ的な着想の由来を教えて
くれる。
「東京ＳＦ大全」など各地のＳＦ大会を企画してきた小谷真理によれば、一連の地方ＳＦ

大全はアメリカの各地で開催されているワールドコン（世界ＳＦ大会）がモデルだった。小
谷は日本のＳＦ大全を企画していく過程で、短編アニメ『センコロール』が札幌の街を舞台
にしていたことから、北海道出身のＳＦ作家が多いことに気付く。そして閃く。

ＳＦはアメリカで発展したわけだけど、なるほど北海道も同じ構造だったなと。
二百年ぐらいしか『開拓後の歴史』がなくて、『先住民』がいて、人工的に街が作ら
れていて〔…〕。アメリカってみんな移民で、切れ切れの歴史しか持っていないのよ
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ね。広いもんだから、人工的なものと自然が、かなり厳しく接しているんです。だか
ら、そこに住んでいる人は極端から極端へと揺れ動く。で、足りないところはきっと
想像力で埋めているんじゃないかと。（190 頁）

アメリカＳＦと北海道ＳＦの類似。確かに小谷の直観を裏書きするような作家群を北海
道は輩出してきた。本書所収の藤元登四郎・岡和田晃「荒巻義雄の謎――2013 年の取材か
ら」は、小樽出身で、1965 年にＳＦ同人誌を創刊し、以来、近年のベストセラーである『紺
碧の艦隊』をはじめとする〈艦隊シリーズ〉まで、詩作・評論・ＳＦで活躍してきた荒巻義
雄についての入門的な論考である。インタビューで荒巻は自身の創作を〈物語る脳〉の産物
と解き、すべてを網羅する「脳のなかの宇宙」について語っている。実際、本書の構想をつ
なぐ縦糸が、アメリカになぞらえられる植民地トポスとしての〈北海道〉であるとすれば、
ＳＦ的物語の想像力を体現してきた横糸は、荒巻義雄の存在という歴史的事実である。荒巻
義雄を土台に据えることで、北海道とＵＦＯ現象を結びつけてエンタテイメント作品を書き
継ぐ山田正紀（礒部剛喜「わが赴くは北の大地」）、日本版ラブクラフトであり、クトゥルフ
＝ク・リトル・リトル神話の書き手である朝松健（松本寛大「朝松健『肝盗村鬼譚』）といっ
た存在が、点ではなく線を結んでいることに気づかされる。

こうした無類の想像力の内包をよりスマートに体現しているのが、円城塔の存在であろう。
渡邉利道「小説製造機械が紡ぐ数学的《構造》の夢について――《北海道ＳＦ》としての

円城塔試論――」は、純文学作家としては 2012 年下半期芥川賞を受賞し、ＳＦ作家として
は 2010 年『ＳＦが読みたい！　2010 年度版』国内篇第一位に輝いた円城塔を、北海道文学
の系譜に位置づけながら、2009 年に発表された短編「四角い円」を通して論じている。こ
の作品では数学と数学者の家族が物語の中心に据えられているが、そのメタナラティヴを構
成しているのは言語、物理、数学である。そしてさらにそのフィジカルかつメタフィジカル
な「構造」の中心が位相的構造（＝トポロジー）である。位相的構造は日曜、月曜、火曜…
と進む順序的構造、「足す（＋）」という操作によって生まれる数字の関係性をあらわす代数
的構造とは区別される。円城の比喩を用いるならば、ドーナッツとマグカップは、自然的秩
序のもとではまったく異なる形状であるが、どちらも「穴」を有することから、その穴を残
して変形させれば互換可能になる。これは位相空間として等しい＝同相になる。この位相的
構造のもとで、「四角い円」が了解可能な存在となる。

ここには文学とＳＦ、あるいはジャンルの異なるさまざまな表現、そして多様な世界を
内包し、互換可能な存在とする原理的な発想がある。まさしくそれは〈北の想像力〉の内実
に等しい。本書第 1 部「『北の想像力』という空間」には、安倍公房『榎本武揚』を、北海
道の土地と家系にもとづく「サーガ」を書き継いだ清水博子へと接合する田中里尚「迷宮と
しての北海道」や、高畑勲のアニメ『太陽の王子　ホルスの大冒険』から、〈氷原〉にフォー
カスして、中野美代子『海燕』、山田ミネコの少女マンガ『自我系の暗黒めぐる銀河の魚』
までをつなぐ宮野由梨香「『氷原』の彼方へ」が配置される。さらに、倉数茂は、浪曲『岸
壁の母』から石原吉郎のラーゲリ体験、中野美代子『ゼノンの時計』、三木卓『砲撃のあとで』
などの「蒙古」や満洲国体験という主題を追いながら、国家の欲望の瓦礫を北海道というト
ポスに重ねる。それによって正統派の北方文学論を展開し、同時に「戦前」的現在をも撃つ



日本語・日本学研究第 6 号（2016） 245

（倉数茂「北方幻想」）。こうして、想像力とリアル・ポリティクスの地政学が描き出される。
そして、想像力の地図が有する位相的構造は、私たちの倫理的な想像力をも不安にさら

している。そうした倫理の越境を果たしている横道仁志「武田泰淳『ひかりごけ』の罪の論理」
は、第 5 部「『北の想像力』とリアリズム」に配されている。この篇別構成にも妙味がある。
横道の論考が置かれているのは、東條慎生「裏切り者と英雄のテーマ」の次である。東條は
北海道文学とプロレタリア文学との関係といえば必ず参照される小林多喜二という私たちの
既成観念を快く裏切り、『戦旗』ではなく『文芸戦線』派の鶴田和也（しかもその「コシャ
マイン記」！）をとりあげる。さらにいえば、東條の論考のすぐ前に配されているのは、丹
菊逸治の「ＳＦあるいは幻想文学としてのアイヌ口承文学」であり、そこでは、神話として
のカムイユカラにおける「幻想性」――それは和人の幻想ではなく、アイヌ伝統文化の内側
からＳＦや幻想を語ることである――が提起されている。こうして、本書の全編がエンタテ
イメント的でありかつ同時に切迫性と緊張感――それを偶発性〔contingency〕とも私はい
いたい――にあふれていることは強調したい。

さて横道の論考は、アジア太平洋戦争の末期に知床沖で遭難した乗組員による「食人事
件」――実際には「死体損壊罪」が適用された――を題材にした、武田泰淳のおそらく最も
よく知られた作品を分析している。実際の事件と武田泰淳の作品とのあいだには当然ながら
乖離があるが、横道が論証するのは、食人行為とは食べた「肉」の問題であり、それが人格
をもった「人間」なのか、それとも「物」としての「肉」なのかという臨界を扱っていると
いうことである。それは武田泰淳の別の作品『異形の者』のなかの言明である「人間は『物』
を見ない代わりに言葉を語るいっぽうで、『物』は言葉を語らない代わりに人間を見る」こ
とと連動している（549 頁）。「物」はその秘密を人間には語らない。「物」の世界においては、
文明／野蛮の境界をもって食人行為を裁く法こそが非合理的であり、食人そのものは平凡な
社会的行為となる。しかし食人者は「物」の世界と法の世界とのあいだに立たされて右往左
往する存在となる。『ひかりごけ』のラストは法廷内の人間全員の背後に、食人を意味する
金緑色の光（＝ひかりごけ）が輝くことで終わるが、作者の意図は食人者である船長と他の
人間とのあいだに差異はないことと、人間は自分からその背中に輝く光を見ることがけっし
てできないという事態を示すことにある。

横道の検討はしかしここにとどまらず、『ひかりごけ』のなかではっきりと記された「Ｍ
博士」、すなわちそのモデルとしての知里真志保の言動と、それに対する武田泰淳の態度に
及ぶ。食人事件を通して、「Ｍ博士」は、アイヌは人肉を食べるほどの野蛮人だと認定され
る話が学会でされたために激怒した。しかしその怒りは、「物」を基軸とした世界ではなく、
世俗的な法の世界から発されてはいなかったか。それではアイヌを嘲弄する日本人と同型の
論理にはまってしまう。これは「Ｍ博士」そして知里真志保への重大な問題提起である。こ
の問題提起が可能なのは、真志保の姉である知里幸恵が「物」の世界に属していたといえる
からである。『アイヌ神謡集』における「梟の神の自ら歌った謡」をめぐる、幸恵と真志保
の日本語訳の違いを通して、そのことが導きだされるだろう。この議論そのものはアイヌの
イオマンテをはじめとしたその宗教的世界を私たちがどう受容するかにも及んでいる。知里
幸恵が日本語訳したアイヌ神謡の「神」の位置は、「物」がそうであるように、人間中心主
義の世界には無関心である。そのことを自覚していた幸恵はさらに、『アイヌ神謡集』の序
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文で「亡びゆくもの…それは今の私たちの名」と記した。そこに横道は幸恵の「無抵抗の抵
抗」をみる。そしてそれは『ひかりごけ』を書いた泰淳の企図と交叉していた。

想像力という主題はこうして「抵抗」にたどり着く。本書の全編が、数々の想像力の遊
戯とともに切迫性と緊張感、そして偶発性の発見にあふれているのは、激しい怒りが根底に
貫かれているからである。その怒りとは存在の尊厳を根底的に奪う植民地主義と国家、そし
てそれと相補的な国民主義の同化圧力である。その力が圧倒的であるからこそ、抵抗は「無
抵抗の抵抗」となる。しかし、それは執拗な抵抗の作法を追及することでもある。第 5 部の
最後に置かれた岡和田晃「『辺境』という発火源――向井豊昭と新冠御料牧場」は、そうし
たさまざまな争点を糾合し、向井豊昭という真正な意味での表現者としての〈アナキスト〉が、
いかに誕生したかを、1964 年の作品「御料牧場」および 1966 年の「竜天閣」を軸に記述す
る。二つの作品では、アイヌの「語り」を通してアイヌと天皇との関係がほぼ直截的に描か
れ、近代日本によるアイヌ民族のアイデンティティの抑圧の歴史が説話化されている。「御
料牧場」のモデルはその設置のためにアイヌを強制移住させた「日高新冠御料牧場」であり、

「竜天閣」は 1909 年に完成した貴賓客舎「竜雲閣」であって、御料牧場のシンボルであった
（ただし作品はその当時から 60 年を経たものとして描かれる）。「竜天閣」はこの建物を焼き
払おうとアイヌの「尊太」が走り出すところで終わる。「尊太」は大正天皇が没した当日に
生まれたことから、生まれ変わりではないだろうが「恐れ多い」という含意でつけられた名
前であるが、それには裏があった。「尊太」はアイヌ語で糞のことを意味した。幼名に汚物
の名をつけることで魔除けの意味が持たされたからである。しかし怒りにかられて走り出す

「尊太」は、自身の名前の由来と天皇の存在とを対比させ、非人間性と差別に満ちたその関
係を告発するのである。

岡和田はこの論考の最後に、新自由主義の露払い役として制度化されていく批評の言説
を批判しながら、想像力の旅を「現代の時空間」に埋め戻している。それは本書全体の「思
索の旅」が向かう旅の行き先でもある。（寿郎社、2014 年、定価 7500 円＋税）

〈付記〉
　本稿は、岡和田晃氏（文芸評論家・共愛学園前橋国際大学非常勤講師）のご参加を得て開
催された、比較日本文化部門＋国際連携推進部門主催ワークショップ「アイヌ民族とオース
トラリア先住民――同化・差別と研究の現在」（2016 年 1 月 21 日）にかかわって、岡和田
氏の研究と批評活動を紹介する目的で書かれた。同ワークショップの企画と運営にご協力い
ただいた岡和田氏に心から感謝申し上げたい。また、同じくご報告いただいた、マーク ･ ウィ
ンチェスター氏（神田外語大教員）と山内由里子氏（東京外国語大学総合国際学研究院教員）
にも心からお礼を申し上げたい。さらに当日は『北の想像力』の執筆陣の方々にもご参加い
ただいた。改めて感謝申し上げます。

なお、ワークショップの報告タイトルは以下の通りであった。岡和田晃「アイヌ民族否
定論に抗う想像力――新谷行、三好文夫から向井豊昭まで」、マーク・ウィンチェスター「ア
イヌ民族否定の十年：河野本道から金子快之に至る負の系譜」、山内由理子「都市に暮らすオー
ストラリア先住民」。
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＜ Book Review ＞

Akira Okawada (edit) “Northern Imagination: Speculative 
Travel on the Hokkaido Literature and Hokkaido SF”

 (Jurosha：Sapporo, 2014)

Tsutomu TOMOTSUNE（Tokyo University of Foreign Studies）

【keywords】Hokkaido Literature, Science Fiction, SF, Enjo Toh, Takeda Taijun, Mukai Toyoaki, Ainu

 With including 22 essays, a detailed book guide, and a map related to the authors and basic 

information of Hokkaido literature and SF, this work demonstrates a fruitful possibility of Hokkaido 

literature/ SF. This book review picks up three articles from the volume in which dealt with three writ-

ers such as Enjo Toh, Takeda Taijun, and Mukai Toyoaki, and tries to show how the project challenges 

unprecedented achievements covering literature, history, popular culture and contemporary thoughts.

 Through these arguments, in accordance with focusing on a lot of imaginary/speculative en-

gagements by literary challenges, each paper shares with indignation against colonialism and discrim-

inatory policies by modern Japanese state and assimilating pressure by nationalism.




