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【小松左京氏追悼エッセイ 】
「広島から 巨大過ぎた人へ」

天瀬裕康

無限の探索 に旅立たれた小松左京さ ん――。
生年は同じでも、大兄 は１９３１年１月の早生ま れなので、１１月生まれ の私は学年

でいえば 一年下ですが 、
同年扱いで広島のことを 念頭において話しかけて 下さったのは 、
まことに有難いこと でした。

本名（ 渡辺晋）のほうが馴染み深 いかとも思いますが、筆名 （天瀬裕康）で入会して
いますので、二足 の草鞋の天瀬からの、転居 歓送の言葉としてお受け取 り下さい。

小松左 京というお 名前を初 めて目にし たのは 、
『Ｓ・Ｆ マガジン』 １９号（１ ９６１

年 ８月号）の空想科学小説コ ンテスト結果発表に、大兄 の「地には平和を」が努力 賞と
して紹介された ときでしたが、この作品は 『宇宙塵』６３号（１９ ６３年１月）に掲載
され、第５０回直木賞候補 となったのですね。

このデビュー 作が私の胸を打ったのは、 ほぼ同じ世代の河野康夫 という黒桜隊の少年
の存在だと思ったのですが 、読後、彼を巻き込んだ 本土決戦は時空を操作する 者の作り
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だした虚構の世界だったこ とが分かり、並の作家には 見られぬ巨大な小説空間 を感じた

ものです。
第２回日本ＳＦコンテス トでは大兄の「お茶漬の味 」が見事受賞――これが 刺激にな

って、私も コンテストに応募するよ うになるのですが、とても 大兄のようにはまいりま
せん。

あれよあ れよという間に、大兄は 数え切れないほどの短篇・ 長篇を書かれましたが、
そのうちに私の興味 はフィクション外に向いて いきだしました。

そのキ ッカケにな ったのは 、
『Ｓ ・Ｆマガジ ン』第４９ 号に掲載さ れた「拝啓 イワン

・エ フレーモフ様」でした。
これは同誌の４ ７号に載ったエフレーモフ の「社会主義的ＳＦ論」に 対する反論でし

た がが、要するにエフレーモ フのＳＦ論には「ＳＦを文 学の伝統の中で眺める見方 が完
全に欠 落してい る」という 点から始ま り 、
〈 科学の文 学〉と〈文学 の科学〉へ と言及さ
れています。

他の論説から も感じられることなのです が、大兄は論旨の立脚点 というものを大切に
しておられ ます 。
「原爆 の文学」と「 文学での 原爆」につ いて悩んでい た私には、 たい
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へん参考になるものでした 。

そこで振り 返ってみますと、東海村で 原子の火が灯ったのは１９ ５７年８月、岡山県
と鳥取県の県境にある人 形峠ウラニウム鉱山の開所 も同時期で、その診療所 に私が非常

勤の医師と して赴任したのは３年後 でした。旧制中学２年で呉 海軍工廠に動員され、数
度の空襲を受け、さら に広島で被爆した私として は、地球の運命や科学自体 の動向には

強い関心 があったのです。
これより 少し後に 、ＳＦ作家 の東海村訪 問が行われ 、
「ル ポルタージ ュ・東海村 、Ｓ

Ｆ 作家ク ラブ現 地報告 」
（『Ｓ・Ｆ マガジ ン』７ ０号） が出まし たが、 末尾に 付けら れ
た小松さ んの提案 の中で 、
「日本 のような小 国にとって は、原子力 開発は国家 事業でな
けれ ばならない」という点が記 憶に残りました。

そ うした私 が感心した ものの一つ に、エッセ イ集『地図 の思想 』
（１９ ６５年、講 談
社）が あります 。大兄はこ の中の初め のほうに 、
〈広 島の街は四、 五年前来た 時と少し
もかわらず、ほこりっぽい 活気にあふれていた〉と書 いておられます。これは並 の眼力

ではありませ んが、大兄はすでに終戦の 年の年末、徳山へ行く途中 、車中から廃墟の広
島をご覧になったのですね 。
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このあとの 『探検の 思想 』
（１９６６ 年、講談社 ）では、伊 勢、出雲、 大阪などが 舞

台に なり、１９ ６７年６月 に刊行され た『未来 怪獣 宇宙 』
（講 談社）には 『Ｓ・Ｆマ
ガジン』 第９４号に 載った「〈未来 論〉の現状 」が収録さ れています 。この「未 来論の

一般的状況 についてのしごく概括的 な報告」という副題を付け た未来論は、素晴らしい
レポート でしたが、 その後に 出た『未来 の思想 』
（１９６ ７年、中公 新書）は、 まさに

巨人・小 松左京的なものでした。
すなわち、人類が発 明した最初の「未来の思想 」は「死後の世界」に関す るものだっ

た 、と終末観の問題を提 示し 、次いで 「進化の思想 」に触れ 、
「あとがき 」においては 、
未来に対する考え 方を史観の立場から眺め、 輪廻史観・終末史観・進化 史観にまで言及

して おられるのです。
日本未来学会の 発足は１９６８年７月で、 広島でも研究会が開かれた りしていました
が 、大兄は最初からリーダー の一人でした。

想えば小松さんは「時代の 先端のもう一つ先を行く」 人でした。

たとえ ば「万国 博覧会資料 」
（ １９６６年 刊）に載っ た「万国博 はもうはじ まってい
る」という論説は、４年後 のイベントに対する考え 方として、興味深いもので した。す
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なわち、万国博は目的では なく手段であることを基調 として、より良き明日へ の手掛か

りを掴むため のものであること、あら ゆる分野の「情報」の一大 交流イベントであるこ
と 、情報の集大成と高次情報の 再生産を「文殊の知恵 」効果と呼んでい ることなどです 。

他方では文 明が生み出す害毒が、よ い方向へと解決されること の必要性にも触れていま
す。

その １９７０ 年、小松さ んは万国博 のサブ・プ ロデューサ ーを勤めら れました 。
「人
類の進歩と調和」を テーマにしたこの博覧会は 、とかく科学の進歩が目に ついて疲れま

したが 、アジア・アフリカ諸国の 手作りの民芸品、なかでも 各種の仮面をならべたコ ー
ナーでは感動しま した。このあたりは大兄の 発案だった由、納得できる ものでした。

万国 博と同じ年に開催された国 際ＳＦシンポジウムでも、 小松さんは実行委員長と し
て主役でした。

小 松左京名義の「趣意書なら びに計画書」が『宇宙塵』 １４４号（１９７０年５月 ）
には載りました が 、
発起人や 世話人の中には懐かしいお 名前がたくさん見られま したし 、
主催は日本ＳＦ作家クラブ と日本ＳＦファングループ 連合会議になっています。 私たち

の瀬戸内海Ｓ Ｆ同好会「イマジニア」も 連合会議の一員でしたから 、なんとか出席した
いと思ったものでした。
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８月３０日の本大会におけ る講演テーマやその後の シンポジウムにおいて、現 実の原

爆問題は討議 されなかったと記憶して いますが、９月２４日に放 映されたＮＨＫ教育テ
レビ教養特集番組での、 アーサー・Ｃ・クラークと の対談「未来社会の展望 」で、小松
さんは原水 爆についても言及されて いました。
それは被爆者である私 にとって、意識に残るもの でした。

私は日本ＳＦ大会に も、さほど熱心に出席した わけではありません。

もとも と広島はＳＦ不毛の地でし たが、若い人たちが頑張っ て、第１回ヒロコンが１
９８４年の８月１ ８日と１９日に 、
市内の旅 館で開催されました 。
女性 が４割だった由 、

のち の「あきこん」では女性が 実行委員長になります。
その第３６回日 本ＳＦ大会「あきこん」は 、１９９７年８月２３日と ２４日の土・日

に 、広島の宇品港に近い広島 プリンスホテルを借り切っ たような形で盛大に挙行さ れま
した。中国・四 国地区では最初のコンベン ションで、参加者は延べ ２８００人というか
らまずは成功でしょう。

私自身は「梶 山季之とＳＦ」という話を したのですが、第１日に 小松さんと科学者と
のパネル「サイエンス・ア ドベンチャー」は一番の 目玉でしたし、そのあとで 雑談の時
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間がもてたことは幸いでし た。

時は流れ、 ２００７年の８月３０日か ら９月３日までパシフィコ 横浜で開かれた第６
５回世界ＳＦ大会（ワー ルドコン）は、初日の１９ 時から開会式が始まって 、ゲスト・

オブ・オー ナーの一人として小松さ んが登場するに及び、一挙 に盛り上がったと記憶し
ています。

私自身は 会期中に、東京で行われ た研究会での講演予定があ ったりして、あまり時間
が割けませんでした が、遠くからながらも大兄 のお姿に接することができ たのは、やは

り大き な収穫でした。
そして 今一度 、
「地に は平和を」 と広島につ いて、書き 留めておき たいことを 思い出
した のです。

２ ００５年１０月３１日（月 ）１４時から１６時３０分 まで、広島市中区白島北町 の
郵便貯金ホール （現・アルソックホール） において、小松左京さん の講演や朗読劇など
のイベントがありました。

主催は、非戦 平和を願って６０年間活動 してきた浄土真宗安芸教 区の委員会です。第
１部の開会 セレモニ ーのあと、 第２部が小 松さんの特 別講演「広 島と私 終戦の年 の思
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い出」と対談「小松左京と 平和を語る」で、第３部は 語り「おえらびください 」と朗読

劇「地には平 和を」でした。
月曜日で所用が詰まって いたため私は出席できなか ったのですが、この件は 『小松左

京マガジン 』第２１巻（２００６年 １月）にも「広島で『地に は平和を』の講演と朗読
劇」として載っていま した。

私は最初 、自分が「地には平和を 」に惹きつけられたのは、 時代感覚のせいだと思っ
ていましたが、この 作品は、それよりもさらに 広範な対象（読者）に訴え る力を持って

おり、 その作者は、作家という枠 をはるかに超えた巨人だっ たのです。それを実感す る
のに時間がかかっ たのは、大兄があまりに巨 大過ぎて、全体像を掴みか ねていたからで

しょ う。
宇宙の中で遠く から眺めたら、全体が見え るかもしれませんので、そ れを楽しみに、
他 日、お目にかかりたいと思 っております。

