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「静岡ＳＦ大全の舞台裏」

高槻真樹

驚くべきこ とに、静岡ＳＦというも のは大変に多い。目下、リ ストアップしていると
ころでは、ざっと１０ ０本ほどになる。東京や大 阪ならともかく静岡ＳＦが そんなに多

いのか。 発掘作業は先入観を捨て、 見つけ方のコツをつかむま でが大変だった。しかし
それは大いなる発見 の物語でもあったのだ。

大好評 のうちに終わった「東京Ｓ Ｆ大全」の後を受け、いわ ばパロディ企画として始
まった「 静岡ＳＦ 大全 」
。第５０ 回の節目を 迎える日本 ＳＦ大会・ 静岡大会に 向けて発

表し ていくべく、大会実行委か ら依頼を受けた私たちＳＦ 評論賞チームの奮闘が始ま っ
た。その現在に至 るまでの実績はぜひこちら の公式ブログを見ていた だきたい。

http://blog.sf50.jp/
黙っていてもざ くざくと出てきてスーベニ アブックに掲載された「 １００本」を選ぶ
だけでも大変だった「東京 ＳＦ」のようなわけにはい かないだろう。

「…そんなの 、あったっけ？」
私たちはお互いに顔を見合 わせて途方に暮れた。最 初は「なんとか３０本」を 合言葉に
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皆で思い出せる限りの作品 をリストアップしていった 。
「えーと 、
『ちびまる子ち ゃん 』
」
「それ、ＳＦか？」
「いや、あ ったでしょうノストラダ ムスネタが」
「…苦しいな」
といった 具合。
これでは埒が明かな い。そこでだめもとで、ネ ットで「静岡

舞台

ＳＦ 」などと打

ち込ん で検索する作業を繰り返し てみた。こんなことでも地 道にやってみるもので、 じ
わりじわりと作品 がたまり始めた。特徴的な のは、活字作品の数に対し て、マンガ・ア

ニメ ・映画など、ビジュアル作 品の数が相対的に多数を占 めることだった。
ＳＦにかぎらず 、ネット上でコツコツとご 当地作品を発掘している人 は多い。特にマ

ン ガ・アニメが顕著で、これ はロケハンに使われた土地 を探し出して「聖地巡礼」 する
ことがファンの 間でひそかに流行している せいかもしれない。好き な作品の世界に入り
こんだような感覚が楽しめ るからだろうか。

たとえ ばよく知 られたとこ ろでは、丸 川トモヒロ のマンガ「 成恵の世界 」
。 作者の丸
川が地元出身のためか、物 語の舞台は浜松市である 。宇宙人の女の子が彼女に なるとい
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う一見割と よくある 話だが 、
「成恵の 世界＝非Ａ の世界」で あり、かな りマニアッ クな

ＳＦ知識が土 台にある。アニメ化もさ れ、好評を得た。
他にも猫部ねこによる「 きんぎょ注意報！」は磐田 郡がモデルであると一部 ファンか

ら指摘され ているし、光永康則の「 怪物王女」の舞台である笹 鳴町は浜松市中区佐鳴台
がモデル であるとも 言われる 。
「天 体戦士サン レッド」で 人気を集め たくぼたま ことの

シリ ーズ姉妹 編「超絶変 身
アースカ イザー」で は静岡の各 地を舞台に 人情味あふ れ
る悪の怪人たちのあ たたかな日常が描かれる。

ＳＦの 周辺にも 視野を広げ ると天野こ ずえの「あ まんちゅ！ 」
（ 高校ダイビ ング部の
青春ス トーリ ー ）
、ばら スィー 「苺ま しまろ 」
（不条理 マンガ ）など こうし た作品 は多

と いうような扱いである。温 暖でのんびりとしていて、 それでいて東京と文化的に はほ
とんど 変わらな い 。
「 日帰りでき る田舎」い わば伊豆 のイメージだ 。なるほど ビジュア
ル的にほどよくひなびた地 方都市を描くためには、静 岡は格好の位置にあるのだ ろう。

った く意味が異なる。私たちの 調べた範囲では、その土地 特有の個性がストーリーに 大
きく関与してくる ことはほとんどなかった。 おおむね東京のもっとも 周縁部の地方都市

いずれ も作者が静岡出身でありリ アルな情景描写が可能であ るということもあるだろ
う。だが静岡を舞 台にするということは、大 阪や名古屋や福岡を舞台に することとはま

!!
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い。

だがこれで はほのぼの日常ＳＦばかり だ。もう少し違った傾向の 作品はないものか。
そのうちに「そういえば 円谷特撮には静岡が多く登 場する」と思い出す者が 出て、何本

かが列挙さ れた。公式ブログでも「 ゴジラ対ヘドラ」や「ウル トラマン／恐怖のルート
８７」などが登場して いる。近年でも金子ガメラ の第１作「大怪獣空中決戦 」など不思

議と特撮 映画は静岡との縁が深い。 なぜなのだろう。
リストを眺めるうち に次第に理由が分かってき た。静岡にはひとつ非常に 強烈なラン

ドマー クが存在する。富士山だ。 静岡というよりは日本を象 徴する重要なランドマー ク
のひとつ。特撮が 静岡を愛する理由は「ひな びた地方都市」というより は、むしろこち

らだ ろう。精神的にも重要なラ ンドマークであるからこそ 、破壊・攻撃の対象となる 。
ゴジラには富士山 がよく似合う。

特 撮映画以外にも、富士山に 注目することでさらに多く の作品を拾い出すことがで き
た。
「惑星 大怪獣ネガ ドン」で注 目を集めた 粟津順監 督によるフル ＣＧ映画第 二弾「プ
ランゼット」もまた、そう した富士山のランドマーク 性に注目した結果静岡が舞 台とな

る。なんと侵 略宇宙人への対抗手段とし て富士山火口を使った巨大 な破壊砲が登場する
のである。
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こうしたランドマークに意 味を託していくスタイル は、特撮映画に限らずビジ ュアル

表現全般にみ られる特徴だ。だからこ そ小説外で静岡ＳＦは一大 勢力を成すのだろう。
たとえば マンガでは 、芦奈野ひ とし「カブ のイサキ 」
。地 球上すべて の景観が十 倍の

大きさにな ってしまった世界の話で 、移動手段として軽飛行機 が多用されている。ここ
に富士登山のエピソー ドがあるのだが、富士の標 高はなんと３７７６０メー トル。飛行

機を用い ての登山は、ほとんど異世 界への旅である。黒田硫黄 「茄子」の１章で、富士
山を舞台に茄子の怪 物と闘うエピソードがある のもまた 、
同 様の動機に基づくのだろう 。

それで はこれに対して活字表現は どうだろう。実は非常に大 きな勢力を占めるのが純
文学系の幻想作品 である。代表的なところで は内田百閒「由比駅」があ る。東京から鉄

道に 乗って熱海へ向かううちに 、いつもの夢の世界に絡め 取られてしまう。このほか 泉
鏡花の 「斧琴菊」 は修善寺 を舞台とす るし、ほか にも岡本綺 堂「修善寺 物語 」
、島木健

作 「赤蛙」など境界領域の幻 想的小説には、静岡がよく 登場する。横溝正史「女王 蜂」
も伊豆 の孤島が 舞台だし、 そもそも「 金色夜叉 」
「伊 豆の踊子」な ど、幻想的 要素のな
い作品にまで広げれば、驚 くほど多くの静岡小説が存 在する。

だが語り手の 多くはこの地の住人ではな い。主に東京からやって きた旅人である。夏
目漱石が胃潰瘍の治療のた め修善寺に滞在したこと は有名だが、それだけでは ない。若
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山牧水や井上靖、中勘助、 坪内逍遥…どれほど多くの 純文学作家がここに旅し 、時にこ

の地に居を構 えたか 。
現在 ざっと２０ヵ所ほどの文 学館が静岡県内にあること を示せば 、

そのかかわりの深さは十 分に実感できるだろう（ http://literarymuseum.net/lm-list/
）
。
shizuoka.html
実際に書かれた作品の 内容からある程度推理する ことができる。おそらく は、明治以

降の文人 たちにとって伊豆・箱根あ たりは構想を練る格好の異 郷であったのではないだ
ろうか。東京からさ ほど遠くない手近な非日常 。だからそこでは想像力が のびのびと翼

をひろ げる。煮詰まった頭をほぐ し物語をつむぎ出すための 契機として、静岡は最適 だ
った。山もあれば 海もあり、創作に疲れた心 身を癒す温泉場にも事欠か ない。

静岡 のこのような特性は活字の ＳＦ作品にも大きな影響を あたえ、静岡を舞台にし た
想像力豊かなＳＦ 作品がいくつも生まれてい る。藤枝静男「田神有楽 」や吉田知子の諸

作 品はほぼＳＦといっていい だろう。具体的な地名をあ げていない場合でも、静岡 の歴
史や風土に触発 されたと思われるＳＦ作品 は少なくない。また、瀬 名秀明や辻真先、黒
葉雅人など、この地に育っ たＳＦ作家が豊かな想像力 ですぐれた作品を生み出し ている
のも、静岡の 力なのかもしれない。

