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「帝国よりも大きくゆるや かに」

伊野隆之

６月 ５日更新の
から、 エクリプス ・フェイズ というＲＰＧ の世界で小
prologue
Wave
説を書く という企画 が始まっ ており、そ の中に 、
「ザイオ ン・イン・ アン・オク トモー

フ」とい う作品で参加している。僕 の「ザイオン」は、岡和田 晃さんの紹介とともに、
６月２０日の更新で 公開されているので、是非 、読んで欲しい。

ところ で 、この「エク リプス・フェイズ 」企 画のスタートと同時に「ＮＥＯについて 」

というページがで きている。ＮＥＯ（
：次世 代娯楽騎士団）
Next
Entertainment Order
と は、そのペ ージにも 書かれてい るとおり 、
「日 本ＳＦ新人賞 ＋小松左京 賞の新人賞 組
で、ＳＦを盛り上 げよう！」というグループ だ。

Ｎ ＥＯは、二年ほど前に、先 代のＳＦ作家クラブ事務局 長の井上雅彦さんと、面倒 見
がよく機動力の ある片理誠さんの話から始 まった。新人賞の休止に 対する危機感が一つ

の動機にもな っているよ うで、この あたりは、 片理誠さん のコラム「 Prologue Wave
」
にも触れられ ている。
当時、ぽっと出の新人だ った（まあ、今もそうだが ）僕は、右も左もわからな い状態
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で、誰かの後ろについて行 った方がいいに違いないと いう、ある種の生存本能 に近い判

断で 、
「参 加させて 下さい！」 と手を挙げ たものだっ た。最初の 実質的なお 披露目がＴ
ＯＫＯＮ１０だったから 、あれから二年、いろいろ と楽しませて頂いたなぁ 、という感

じである。
ＴＯＫＯＮ１０でパネ ルをやるというキックオフ で、客観的に言えば司会 の荒巻先生

に発破を かけられっぱなしだったか もしれないけれど、他の新 人賞受賞者の人たちの考
えに触れ、そんな中 での自分の立ち位置を確認 できたことに加え、荒巻、 山野両重鎮の

ＳＦへ の熱い想いを聞くだけでも 貴重な体験だった。
最初が 派手？だっ たこともあ り 、
「ところで ＮＥＯって なにやって るの？」と いうよ

うな 話もあったようだ。たぶん 、片理さんは、歯がゆい思 いをしていたに違いない。 い
ろいろとやってい るのに、あまりはっきりと 説明できない。そんな状 況だったからであ

る。
結局、作家は最 後は作家個人としての業績 が残るのみであり、そこ に至るまでＮＥＯ
が介在しようがするまいが 、読者や出版社にとっては どうでもいい。また、出口 がはっ

きりしないま ま、とりあえず走ってみよ う、というようなときには 、対外的になにも言
えないとい うことに なる。そん なことが意 外と多いか ら 、
「なにやって るの？」に 答え
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ることは、実は難しい状況 だった。

今回 、
「Ｎ ＥＯにつ いて」とい うページが できたこと は、ＮＥＯ の活動を知 らしめる
意味で 、大きな意味 があると想う 。現在 、ＮＥＯのページには 「エクリプス・フェ イズ 」

と「 ＢＯＸ Ａｉｒ」が 活動成果と して掲載さ れている 。
「エク リプス」の 方はシェア
ワールド のようなも のであり 、
「Ｂ ＯＸ」は作 家個人の参 加である。 ＮＥＯを媒 介にし

て、多様 なアウトプットが出てくる ということで、いいサンプ ルになっているのではな
いかと思う。

デビュ ーしてみて気づいたことだ が、表に出るまでのリード タイムが長く、出口が確
定しなかったりす る企画が、意外と多い印象 である。ＳＦに限らず、出 版を巡る環境が

変革 期にあることも、こういっ た状況に拍車をかけている のかも知れない。ＮＥＯの プ
ロジェクトは、こ んな理由もあって、これか ら追加になるものもある 予定なので、ご期

待 を乞いたい。
もう 一つ 、
「Ｎ ＥＯ につい て」と いうペ ージがで きた意 味とし て 、
「誰が ＮＥＯ なの
か？」という問いへの答え という面がある。作家は、 本来的に作家個人の実力勝 負であ

る。それに、 自分の作品に長時間向き合 うことが仕事の作家は、本 質的には一匹狼であ
り、群でいることが好き／ 得意だとは思えない。だ から、新人賞組ではあって も、ＮＥ
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Ｏであることに違和感を覚 える人もいたようなのだ 。もともと 、ＴＯＫＯＮ１０ の時に 、

物理的に参加 できない人もいたし、全 員に参加意思を確認という ようなこともできなか
ったこと もあって 、
「ＮＥ Ｏ ｆ ｏｒ ＴＯＫＯ Ｎ１０」と いうことに してあった 。言っ

てみ れば 曖昧戦 略であ る。つ まり 、
「誰 がＮＥ Ｏなの か？」 について は 、
「参 加したら
ＮＥＯでいいじゃん」 というファジーな整理で始 まったわけだが、一方で、 自分で意図

せずにＮ ＥＯで一くくりにされるこ とへの違和感に対しての配 慮ができていない状態だ
った。今 回のＮＥ Ｏのページ には、全員 が合意した 上で名前が 出ているの で 、
「 だれが

Ｎ ＥＯか？」 について は 、
「 今のところ 」という前 提つきなが ら、ずいぶ んすっきり し
た結果になってい ると思う。

とこ ろで 、
「ＳＦ創作 集団 」といっても 、必ず全員で何 かをやるということでは ない 。
おもしろそうなプ ロジェクトがあり、それが ＮＥＯで共有され、手を 挙げることでプロ

ジ ェクト参加者が決まる感じ だから、具体的なプロジェ クトへの参加は、各個人の 意志
にゆだねられて いるし、プロジェクト自体 がＮＥＯのメンバー以外 にも開かれているこ
ともある。その意味で、Ｎ ＥＯは、一つのチャンネル として機能していると言え るだろ

う。
ＮＥＯにはいろいろなメ ンバーがいる。小説書きが 本質的に孤独な作業である と言っ
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ても、互いに刺激になるだ ろうし、予期せぬ相互作用 もあるだろう。いろんな 意味で情

報交換ができ るという面もある。そん な中から、互いに背景を共 有する「エクリプス・
フェイズ」ような企画も 出てくる。英語圏のＳＦで は当たり前な合作や、テ ーマアンソ

ロジーと言 った展開も、将来的には おもしろそうだ。これから のＮＥＯがどうなるか、
一参加者としても非常 に楽しみなのである。

ところで 、作家が一人一人でそれ ぞれの小説世界という王国 を持っているとしたら、
その王国を束ねれば 、帝国よりも大きくなるか も知れない 。もちろん別々 の王国だから 、

連 合関係は緩 やかなも のになある はずだ。と いうことで 、この小文 のタイトル が 、
「帝
国よりも大きくゆ るやかに」となったわけで ある。こじつけめいている が、ＮＥＯもま

た、 帝国よりも大きく、緩やか な連携を持って発展してい けばいいと思う。
気がついている 人も多いと想うが、このタ イトルは、僕のオリジナル ではなく、ル＝

グ インの短編小説のタイトル だ。ル＝グインのハイニッ シュユニヴァースを構成す る多
くの作品は、ひ とつの宇宙に拡散した人類 の多様性を見事に描き出 した作品群である。

