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生と死へのスペキュレイション 

 

－L.M.ビジョルドのスリップストリーム性 

 

 

落 合 路 子 

 

１．L．M．ビジョルドの SF とファンタジー 

 ロイス・マクマスター・ビジョルドは、『名誉のかけら』（Shards of Honor  1986）で

デビューした 2 年後に『自由軌道』（Falling Free 1988）でネビュラ賞を受賞して以降、

中長編『喪の山』（The Mountains of Mourning 1989）でネビュラ賞及びヒューゴー賞、

『ヴォル・ゲーム』で（The Vor Game 1990）ヒューゴー賞、『バラヤー内乱』（Barrayar 

1991）、『ミラー・ダンス』（Mirror Dance 1994）でヒューゴー賞及びローカス賞、そし

て『影の棲む城』（Paladin of Souls 2003）でヒューゴー賞、ローカス賞、ネビュラ賞を

受賞した。ヒューゴー賞は、SF 賞の中で最も古く、最も権威があり、世界 SF 大会でファ

ン投票結果の受賞作が発表される。一方、ネビュラ賞は、アメリカ SF ファンタジー作家

協会所属の作家、編集者、批評家などの投票により選出される。そして、ローカス賞は、

アメリカの SF 雑誌『ローカス』の読者投票によるもので、ヒューゴー賞、ネビュラ賞に次

ぐ権威があるとされる。ビジョルドの 4 回のヒューゴー賞長編小説部門（ 4 万語以上）で

の受賞歴は、ロバート・A・ハインラインの記録に並ぶ史上最多のものである。また、ヒ

ューゴー賞、ネビュラ賞の同時受賞をダブル・クラウンと呼ぶが、それを 2 度以上達成し

た作家は、ビジョルド以外に、コニー・ウィリス、アーサー・C・クラーク、アイザッ

ク・アシモフ、オーソン・スコット・カード、アーシュラ・K・ル＝グイン等 10 人程度で

あり、このことからもビジョルドの作品が読者およびその分野の専門家から広く受け入れ

られていることは明らかである。これらの受賞作は、『影の棲む城』以外、ヴォルコシガ

ン・サーガと呼ばれるマイルズ・ヴォルコシガンとその家族を主人公とする約 1000 年後

の近未来世界が舞台のスペース・オペラである。このビジョルドが描き出す宇宙は、シリ

ーズものに特有の独自の世界観を有し、主人公にちなんでヴォルコシヴァース

（Vorkosiverse）1と呼ばれている。ビジョルドは、上記以外のヴォルコシガン・サーガの

ほとんどの作品においてこれらの賞にノミネートされており、SF 作家の地位には揺るぎ

ないものがあった。 

 しかし、転じて、ビジョルドの意欲作であった最初のファンタジー『スピリット・リン

グ』（The Spirit Ring 1993）は、作品の一部と要約をブック・オークションにかけたもの

の、出版社の反応は芳しくなく、最終的に、ビジョルドの SF 作品を数多く出版している
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ビーンが引き受けたいわくつきの作品である（The Bujold Nexus）。結局、『スピリット・

リング』の売れ行きははかばかしくなかったが、それでも、この作品はローカス賞にノミ

ネートされており、傑作とは言えないまでも秀作であることは確かである。そして『スピ

リット・リング』の経験を踏まえ、戦略を変え、作品完成後にブック・オークションにか

けた 2 作目のファンタジーが、『チャリオンの影』（The Curse of Chalion 2001）である。

『スピリット・リング』の出版から 10 年近い歳月が経過していることからも、これが満を

持しての作品であったことが見て取れる。『チャリオンの影』は 5 神教シリーズ（ 3 部作）

の第 1 部であり、第 2 部が 3 冠を達成した上述の『影の棲む城』である。『チャリオンの

影』もミソピーイク賞を受賞し、ヒューゴー賞、ローカス賞、世界幻想文学大賞にノミ

ネートされている。ミソピーイク賞は、オックスフォード大学の非公式な文学クラブ「イ

ンクリングス（The Inklings）」のメンバーであった J.R.R.トールキンや C.S.ルイス、チ

ャールズ・ウィリアムズらの精神を体現する作品に与えられる文学賞であり、神話的要素

が非常に重要視される。『チャリオンの影』のミソピーイク賞受賞は、この作品の神話体

系の完成度が高く評価された証である。第 3 部の The Hallowed Hunt（2005）もローカ

ス賞にノミネートされ、4 位となっている。これらの 5 神教シリーズの数々の受賞やノミ

ネートは、ビジョルドがファンタジー作家としてもついに確固たる地保を築いたことを示

すものである。 

 ビジョルドは、『チャリオンの影』以降、しばらくファンタジーの執筆に傾注していた

が、ほぼ 8 年ぶりに 2010 年 10 月に出版されたヴォルコシガン・サーガ最新作 Cryoburn

（2010）もまた、受賞は逃したもののヒューゴー賞、ローカス賞にノミネートされており、

SF 作家としても変わらず真骨頂を発揮している。 

 然しながら、SF もファンタジーもこれまで文学の本流からはずれたジャンルとみなさ

れてきた。1960 年代から 1970 年代にかけて、ニューウェーブ運動の作家たちは、パラ文学

の一つに見なされるサイエンス・フィクションという言葉を嫌い、あえて「スペキュレイ

ティヴ・フィクション」2という用語を使ったりもした。それでも、ロバート・スコールズ

とエリック・ラブキンが述べるように、人類のために新しい時代の良心を創ろうと努力す

る作家たちにより、真にすぐれた作品が SF の分野から数多く生み出されており、今や

SF は十分研究対象になりうる時代であり（Scholes 1）、近年、高等教育機関においても 

SF やファンタジーをテーマとする講座も増え、研究書の数も倍増している事実は、もは

や SF もファンタジーも、今日の文化の一局面として看過できない、その文学性に着目せ

ざるを得ない時代となったことを明白に示している。 

 SF に代わる用語として最初に「スペキュレイティヴ・フィクション」を使ったのはハ

インラインである。ビジョルドは、別な意味で『チャリオンの影』を “on spec”（short 

for “on speculation”）で書く機会を得たとしている。もちろん、これは、商業的な意味で

あり、ハインラインのスペキュレイションとは全く意味が異なる。しかし実はこの「スペ



総合教育センター論集 

- 121 - 

キュレイション」という言葉こそが、まさにビジョルドの作品の本質を言い当てている。

ビジョルドの作品は、SF であれファンタジーであれ、字義通りの “speculative fiction” 

である。そこで、その理由を、ビジョルドの主人公たちの在り様に求めたい。 

 

２．ビジョルドの主人公たち 

 ビジョルドの作品の主人公像を概観すると、ある共通点が浮かび上がってくる。それは、

彼らが、いわゆるヒーロー/ヒロインではない点である。 

 『自由軌道』においては、無重力空間での作業効率を上げるための道具として、ギャラ

ク・テク社の極秘遺伝子操作プロジェクトのもとに生み出された、両手両脚の代わりに 4

本の手を備えたクァディーという新人類の子供たちと、彼らに溶接技術を教育する科学技

術者レオ・グラフが主人公である。惑星ロデオに隔離され、無条件の忠誠心を刷り込まれ、

純真なまま育てられたクアディーたちに対する会社の非人間的対応に疑念を抱き葛藤する

レオと、会社のエゴと不条理に翻弄されてようやく自分たちの存在意義を思弁し始めるク

アディーが心を一つにしたとき、プロジェクトの廃止によるクアディーの「廃棄」指令が

引き金となり、彼らは人工衛星を乗っ取り、自分たちの人間としての尊厳の不可侵性を求め

て、新天地探索に旅立つ。この作品が SF でありながら、科学技術以上に人間存在の本質

に目を向けさせるのは、クアディーと彼らを受容する人間たちが誠実であり、真摯である

からである。 

 そして、ビジョルド作品の主人公の中でも強烈無比のマイルズ・ネイスミス・ヴォルコ

シガンは、身長 4 フィート 6 インチ（約 1 メートル 37 センチ）である。これは、彼が母親

の胎内にいるとき、両親が毒ガス攻撃を受け、その時使用した催奇性の解毒剤の副作用に

より、骨がもろく生まれついたためである。マイルズは、発育不全で生まれた時点で、早

速、診察中の医師により誤って骨折させられている。5 歳までは骨の脆弱性のため自力歩

行ができず、その後、金属の歩行補助具を装着したものの、成長して人工骨に取り換える

まで、骨折を繰り返した。惑星バラヤー（バラヤー帝国）の前摂政であり救国の英雄であ

る現首相を父親に、バラヤーの旧敵国ベータ植民惑星遠征軍の英雄である元大佐を母親に

持ち、現バラヤー皇帝を遊び相手として共に宮廷内で養育され、系図によれば現皇帝より

上位の皇位継承権を持つ身でありながら、マイルズは、封建的で尚武の気風を持つ閉鎖的

なバラヤー社会にあって、その体躯のせいで「ミュータント」と揶揄され厭われてきた。 

 彼の名前もまた、彼がバラヤー社会にとって欠格者であることを象徴すある。ヴォル

（士族）階級の男子は、両方の祖父のファースト・ネームがつけられるため、彼の名前は

ピョートル・マイルズ・ヴォルコシガンとなる予定であった。しかし、『名誉のかけら』

の続編『バラヤー内乱』において、生まれてくる子供に障害が起きることは自明だったた

め、マイルズの祖父は、マイルズの母コーデリアに中絶を勧めたばかりか、マイルズが生

まれた後も子供に自分の名前を冠することを拒絶し、ことあるごとに彼を殺そうと謀った。



生と死へのスペキュレイション 

- 122 - 

マイルズは、自分の存在を、社会からだけでなく、肉親からさえも否定されていたのであ

り、幼少時からその意味するところを認識していた。マイルズが肉体的にも精神的にも活動

過多といわれる所以は、生後 5 年間歩けなかったことを一気に取り返そうとするかのごと

く歩き回り始めたことと同様、軍人第一の母星にあって、四面楚歌の中、常に生き残るた

めの最善の方法を模索するため、肉体的ハンディを明晰な頭脳活動で補完しようとしたこ

とにある。 

 更には、ヴォルコシガン・サーガは、マイルズが肉体的障害を抱えながら、果敢に壁を

乗り越えていく過程が読者の共感を呼ぶからだけではなく、同時に、精神的障害をも乗り

越えようとする物語であるからこそ、深みを増している。この障害をビジョルド自身は 

“great man’s son syndrome” と呼んでいる。つまりマイルズにとって、父アラール・ヴォ

ルコシガンのカリスマ的存在は、バラヤーにいる限り、絶対に自分から切り離すことはで

きなかった。軍人として、政治家として、夫として、父親として、非の打ちどころがない

がゆえに一層、マイルズは自分の存在の矮小さを痛感せざるを得なかったといえる。更に

ビジョルドは言明していないが、マイルズが帝国士官学校の入試に失敗した傷心旅行先で、

舌先三寸で傭兵隊を乗っ取った際に「ネイスミス提督」と名乗ったことは、彼が、父から

「私の大佐殿」と呼ばれる母コーデリア・ネイスミス元ベータ植民惑星大佐をも乗り越え

たいという “great woman’s son syndrome” をも抱えていたことを露呈している。マイル

ズの両親は、生まれてくる息子が障害を持つことを承知で彼をこの世に送り出した。その

上、彼以外の子供を産むことを断念し、彼の育成にすべての愛情と精力を注いだ。その結

果、彼らの存在そのものが皮肉にもマイルズにとっての試練となっている。 

 ビジョルドは、マイルズ自身のモデルは、歴史的人物でいえば、T.E.ロレンスや若き日

のウィンストン・チャーチル、そして身体的には、彼女自身が働いていた障害児のための

病院の同僚で、マイルズと同じ身長で、歩行補助具をつけ、チックを抱えながらも、頭脳

明晰だった薬剤師をモデルとしていると述べている。さらには、マイルズが抱える “great 

man’s son syndrome” は、ビジョルド自身の父親との関係から発生したと述べている

（Carl 9）。ビジョルドの父親であるロバート・チャールズ・マクマスターは、オハイオ州

立大学の電気工学の教授で、非破壊検査の分野では世界的権威であり、数々の賞を受賞し

ており、全米工学アカデミーのメンバーでもあった（Jaffee 266-271）。ビジョルドの兄の

一人であるジェームズ・A・マクマスターも科学者であり、ビジョルドが『自由軌道』を

書いた際に、彼が技術的アドヴァイスをした事は有名であるが、ジェームズは、『自由軌

道』のレオの教育者そして科学者としての側面は、彼らの父ロバート・チャールズ・マク

マスターをモデルとしていると分析している（Carl 174-75）。まさに、マイルズとアラー

ルの関係は、ビジョルドとその偉大な父親の関係を外連味もなく反映したものであるから

こそ、アラールのマイルズへの惜しみない愛情と父に相応しい子供であろうとするマイル

ズの奮闘が、真正のものとして読者の琴線を掻き立てるのである。 
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 ビジョルドによれば、マイルズの存在は、『名誉のかけら』において、マイルズの両親

を主人公に描いている時から頭の片隅にあったという。彼らにとって、肉体的な完璧さを

追い求める軍国主義的な家父長制社会にあって障害児を持つことは、二人の人生をかけた

試練であり挑戦になるとビジョルドは考えたのである（Bernardi）。ビジョルドからマイ

ルズの両親に課された使命でもある彼らの挑戦は、障碍児をも受け入れる社会へと、バラ

ヤーを変革することに他ならない。しかし、数百年続いた旧態依然のバラヤー社会の変革

は一代で成就するものではない。コーデリアは、死を目前にした皇帝と首相から次代皇帝

の摂政職を引き受けるよう圧力をかけられたアラールに対し、試練は贈り物でもあると思

うと述べ、試練を避けることは贈り物を拒否することであり、不幸以上のものであり、取

り返しのつかないことだと持論を展開する（SH 167）。コーデリアの進言により、当時の

皇帝より皇位継承権が上位であるアラールが皇孫グレゴールの摂政となったことではじめ

て、バラヤーのこれまでの血塗られた皇位争いは終結し、政体としての安定を得る。これ

を変革の第一段階とするならば、第二段階は、コーデリアが、勝手に傭兵隊を作り上げた

咎により反逆罪で告訴された 17 歳のマイルズに対し、彼の小人症でねじれた四肢こそが

彼にとっての大いなる試練であるがゆえに贈り物でもあると語りかけた時に発動したと言

える。この意味において、コーデリアはバラヤー社会の近代化におけるプロメテウス/カ

ルチャー・ヒーローの役割を果たしている。そしてマイルズの両親たちが自らの試練と挑

戦により構築した社会的政治的基盤をもとに、次世代であるマイルズが、人生をかけた試

練と挑戦を行うことによってはじめて、そして彼が障碍者であるがゆえに一層確実に、因

習を打ち砕き社会変革を実現するシステマティックな構図がヴォルコシガン・サーガの根

底にあることは明らかである。 

 ヴォルコシガン・サーガのスピーディーで、時に予想を超えて二転三転しながら緊迫感

を産むストーリー展開に魅せられ、読者はともすればマイルズの肉体的障害を忘れてしま

いそうになるが、マイルズ自身は、自分の肉体的障害と両親の存在を受け入れ、真摯に現

実に対峙する。父も母も自分のせいで障害を負って生まれてきた息子に対し惜しみない愛

を注ぐが、息子はそうであるがゆえに一層、障害のない理想の息子像を現前させるべく、

両親の意図を超えて破天荒な冒険活劇を繰り広げていく。と同時にマイルズは、骨の丈夫

さを補強するか、身長を数センチを延ばすかという選択を迫られた際にも、ギリギリまで

身長を伸ばすことを選ぶという見栄っ張りで煩悩にあふれた悩める若者であり、非合理で

はあるがもっともな彼の選択を我々は当然のこととして寛容の念をもって受け止めるので

ある。我々は、マイルズが引き起こすさまざま難題に一喜一憂しながら、また口八丁手八

丁で難局を切り抜ける姿に唖然としながら、少し傲慢で自己中心的ではあるものの、心の

底から故郷を愛し、「偉大な父の息子」としてふさわしくありたいと奮闘する姿に共感す

る。舞台こそ近未来の広大な宇宙であり、また特権を持っているがゆえに、ご都合主義的

ストーリー展開という非難を免れないものの、マイルズの抱える悩みは我々にとって卑近
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のものであるがゆえに、彼に対し、等身大の身近な存在として共感せざるをえない。また

そうさせることで、試練を果敢に受け入れる両親と障害児の息子の奮闘の中に、ビジョル

ドは前近代的な因習に満ちた社会通念を変革する構想を彼女の作品世界の中で具現させよ

うとしたように思える。すなわち、これはヴォルコシヴァースの物語であると同時に、

我々の人類社会に突き付けられた挑戦でもあるだろう。 

 そしてマイルズの両親も、ビジョルドの主人公として例外なくトラウマを抱えていた。

ビジョルドのデビュー作『名誉のかけら』は、ワームホールを通じて太陽系外へ進出した

人類による惑星国家間の覇権争いの一端を描いているが、単なるスペース・オペラではな

く、マイルズの両親が主人公としてそれぞれの葛藤の果てに過去を乗り越え、互いの心に

平安を見出す作品でもある。のちにマイルズの母となる技術先進国ベータ植民惑星の天文

調査隊を率いる科学者である艦長コーデリア・ネイスミス中佐（後、大佐）は、冷徹な分

析力と行動力を備えているにもかかわらず、結婚をほのめかした同僚である恋人に彼女の

念願であった艦長への昇進を譲った挙句に捨てられ、 30 歳半ばで心に傷を負ったまま苦

しんでいる。父となるアラール・ヴォルコシガン大佐（元提督）は 40 歳過ぎで、大量虐

殺をおこなった「コマールの殺し屋」として悪名高いが、その真相は、彼が指揮官として

自分の名誉をかけて人質の安全を保障したにも関わらず、部下が命令違反により 500 人

を虐殺したものだった。彼が提督から大佐へと降格されたのも、自分の誇りと名誉を穢し

たその部下の首の骨を自ら折ったからに他ならない。また彼は、最初の妻の浮気相手二人

を殺し、その腹いせに妻が目の前で、彼の銃で自分の顔を焼き尽くして自殺したという壮

絶な事件の反動で一時期はバイ・セクシュアルに走った。さらにそれ以前、11 歳の時、

大叔父の皇帝に母をはじめとして兄弟全員を目の前で惨殺されている。彼は、自分に流れ

る狂人皇帝の血がいつか自分にも狂気をもたらすことを恐れてすらいる。ヴォル中のヴォ

ルであるからこそ、そして彼にとって、誇りと名誉、礼節は何物にも代えがたい価値のあ

るものであったからこそ、その事実がダモクレスの剣として常に彼の精神を脅かし、権力

を忌避させていた。『名誉のかけら』では、この二人が、新発見の惑星セルギアールを舞

台に、敵同士でありながら互いの信ずるところに従って協同する。科学者であるコーデリ

アの冷徹さと、果敢さ、行動力が作品のストーリーを展開する原動力となり、アラールが

彼女を表現するのに「彼女の周りには名誉があふれている」（SH 171）というほど二人

は互いに信義を守り行動する。その結果、コーデリアは、母星において英雄であると同時

に狂人扱いされ、心理学的治療／矯正を受けさせられる直前に、バラヤーに出奔すること

を余儀なくされる。アラールの求める「名誉」もコーデリアの求める「神の恩寵」も、結

局はどのような事態にあっても誠実に真摯に行動することによってもたらされるものであ

り、どのように行動するかを選択した時点ですでにその結果を受け入れることを自ら選ん

だのだというコーデリアの持論は、そのままマイルズに行動規範として受け継がれ、ビジ

ョルドの世界の根幹ともなっている。 
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 一方、ルネッサンス期のイタリアの架空都市を舞台とするファンタジー『スピリット・

リング』の主人公フィアメッタの悩みは、大魔術師を父に持ちながら、女性であるがゆえ

に魔術師になれないジレンマであった。マイルズが抱えていた  “great man’s son 

syndrome” に加えて、彼女はジェンダーでも苦しむこととなる。それでも彼女は、陰謀

により殺された父の亡霊が黒魔術に取り込まれないように、未熟ながら全力でなけなしの

魔力を発揮し、魔術師への道を辿る。 

 しかし、ビジョルドの作品上誰よりも過酷な環境に置かれた主人公は、『チャリオンの

影』の主人公ループ・ディ・カザリル荘候である。彼は、年齢を聞かされた人々が、それ

より 15 歳も老けて見えると驚愕するほどくたびれ果てた 35 歳の中年騎士である。それは、

指揮官として過酷な攻城戦を耐え抜いた末に、味方の裏切りにより敵国の奴隷として暮ら

した苦難の歳月がもたらした爪痕である。肉体的には、背中はいまだに奴隷船での鞭打ち

の傷跡で深く抉られ、手は震え、武人でありながら馬に乗るにも踏み台を必要とし、時に

は輿に担がれて移動するほど体力は弱っている。しかし、彼がこれまでの主人公たちと異

なる最大の点は、鎖につながれガレー船を漕いでいた奴隷時代に、貴族としての自尊心ま

でも打ち砕かれ精神的にも癒されていないことにある。彼は、城の台所の皿洗いにでも雇

ってもらえたらと本気で思うほど自己を卑小に評価していただけでなく、奴隷生活から解

放された安堵感がもたらす激しい感情の起伏によりすぐ泣きだし、使用人たちから笑いも

のにされている。それでも、そんな彼を温かく迎えてくれた元奉公先の恩義に報いるた

め、カザリルは、チャリオン国主の妹の少女を取り巻く陰謀と国主一家にかけられた呪詛

をとこうと命を投げ出す覚悟で苦難に立ち向かう。 

 そしてカザリルの自己犠牲により呪詛が解かれた後、『影の棲む城』において、前作で

は神の手が触れた聖者でありながら、真実を述べることで却って周囲からは狂人と思われ

ていたチャリオン国太后イスタが、娘は国主として独り立ちし、面倒を見ていた老母も大

往生した状況下、突然の空漠感に襲われ、周囲の者の腫物のような扱いにも嫌気がさして、

40 歳半ばで、若い供を引き連れ、出奔同様に自分のアイデンティティを求めて旅に出る。 

 ビジョルドの主人公たちは、まさに何らかのハンディキャップを背負いながらも、果敢

に生きている。彼らは、いわゆる、美しくて強いプロトタイプのスーパー・ヒーローとし

て華々しく冒険を繰り広げるのではなく、むしろ、リアリズム小説にこそありがちな、

様々な困難を葛藤しながら乗り越えていく。彼らは死を恐れはしないが、彼らのアイデン

ティティの探索の根底にあるのは、生きることへの渇望であり、人間存在への揺るぎのな

い肯定である。 

 

３．死と生 

 ビジョルドによれば、ヴォルコシガン・サーガの構成は、ホーンブロワー・シリーズに

触発されたものである。つまり 1 話完結である作品が集合体としてマイルズの伝記を形成
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している長編のオムニバスである。しかしホーンブロワーやボライソーなどの海洋冒険小

説の英国海軍士官たちと異なり、また銀河の荒鷲シーフォート・シリーズのニコラス・シ

ーフォートの内省と苦悩とも違った意味で、これらの作品群を通じて、マイルズは確実に

精神的に成長・変化していく。シルヴィア・ケルソが分析するように、シリーズものの作

品で精神的成長を遂げる主人公は皆無であり、また 1 冊の純文学のビルドゥングスロマン

においても、これほどの主人公の成長と変化を追った作品はない（Kelso）。その上、彼の

そうした変化に伴い、ヴォルコシガン・サーガ自体も単なるスペース・オペラ、ミリタ

リーSF という活劇から、近年は、舞台こそ近未来の宇宙ではあるが、非常に内省的な作

品へと変貌を遂げている。 

 マイルズは、『戦士志願』（The Warrior’s Apprentice 1986）で登場するが、冒頭から帝

国士官学校の入試の実技試験に失敗し、それを知らされた祖父も失意のうちに亡くなる。

マイルズの傷心から始まるこの作品は、旅先で傭兵艦隊を乗っ取り、自前で「提督」の肩

書を手に入れる珍道中を展開したのち、バラヤーの法律上、危うく反逆罪で有罪になると

ころをかろうじて機転で逃れ、最終的には従兄の皇帝のはからいで帝国士官学校に入学を

許可されて大団円を迎える。しかし以後、彼は、マイルズ・ヴォルコシガン少尉と、ヴォ

ルコシガン領の跡取りであるヴォルコシガン卿と、デンダリィ自由傭兵艦隊ネイスミス提

督という３つの人格を生きる結果となり、一連の冒険活劇の裏に、真の自我を見つけるま

での様々な葛藤が織り込まれている。ゼロからの出発というよりもむしろマイナスの負債

を抱えた挫折からの出発は、まさに、このシリーズの本質を象徴しているといえる。 

 その過程で、例えば『喪の山』でマイルズは、父の名代として自領の山奥シルヴィー谷

で起こった嬰児レイナ殺人事件の解決にあたる。レイナは口唇裂であったため、「ミュー

タント」として、生後間もなくバラヤーの因習に従って何者かに殺され、因習通り犯罪そ

のものが隠蔽されようとした。それに納得できず、産後間もない体で、1 週間以上かけて

徒歩で州都に赴き、領主であるアラール・ヴォルコシガン国主の裁きを求めた母親ハラの

訴えに応じて、国主はマイルズをシルヴィー谷へ派遣する。大きすぎる頭、短すぎる首、

背骨が曲がって盛り上がっている背中、砕けやすい骨のために何度も骨折して湾曲した足、

人目をひきつけずにはおかないぎらぎら光るクロミウムの補助具を付け、生まれた当日に

祖父から「ミュータント」（Barrayar 400）と呼ばれたマイルズが、後進的な地域で障害

を持って生まれたものへの偏見と対峙する時、彼の怒り、憤り、悲しみと葛藤が、読む者

の心に重くのしかかる。嬰児殺しの真犯人は、当初想定されていたレイナの父ではなく、

ハラの母親であった。しかも彼女自身、因習の名のもとに、自分の子供を口唇裂というだ

けで繰り返し間引かされてきていた。そうした哀しみと諦めの中で無知が引き起こした彼

女の行為が、口唇裂以上の障害を持つ「ミュータント」の次期領主により重大犯罪として

裁かれるとき、その不条理さにかきたてられた彼女の激怒は、彼女の存在そのものを否定

するものに対する怒りとなり、正義の本質についての被告自身の裁判官に対する糾弾とな
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る。この糾弾は、否応なくマイルズを自分自身の存在と対峙させる。前夜に彼の愛馬を襲

ってその首を切ったのもハラの母親であり、マイルズに対する代償行為であったことを再

確認する。その結果マイルズは、この故郷バラヤーにあっては、殺されたレイナ以上に、

自分自身こそが本来であれば間引かれる運命にあり、祖父の試みの本質であり、それを免

れ、今日まで彼が生きながらえることができたのは、ただ両親の決断によるものでしかな

く、この旧弊な土地にあって自分が人々を指揮しているのも、自分の能力や人柄によるも

のではなく、ただ親から受け継いだ身分によるものにすぎない事を痛感する。数週間前に

士官学校を卒業したマイルズは従兄であるバラヤー皇帝に対し忠誠を誓った。しかし彼は、

自分の忠誠は、なにより、無知と後進性ゆえに出生と同時に殺されてきた障害児を通して

バラヤーに捧げられていることを認識する。彼はこの時、これまで因習のもとに否応なく

絶たれてきた彼らの命をすべて引き受け、こうした無知がもたらす因習を打ち砕くことに

自分の生をかけることを決意するのである。そしてそれを可能ならしめるものは、マイ

ルズ自身が障碍者である事実であり、その意味においてまさにマイルズの体躯は、コー

デリアが言うように、彼にとっての大いなる試練であるがゆえに贈り物であった。 

 しかし、彼の試練と挑戦は、数々の事件と冒険の果てに極限に至る。『ヴォル・ゲー

ム』において、バラヤー皇帝グレゴールの失踪が、父親の残虐性と悪癖を知らされ、自分

自身いつ狂気に陥るかを恐れた挙句の発作的行動だったと告白されたとき、自分の唯一の

武器である頭脳が、いつしか間違った方向に自分を導くのではないかと恐れるマイルズも

また、同じ先祖を抱えるだけに、グレゴールの恐怖に共感する。そしてバラヤーのマイル

ズ・ヴォルコシガンとベータ植民惑星のマイルズ・ネイスミスの二つの人格に基づく二重

生活のストレスは結果的に徐々にマイルズの精神的安定を脅かす（VG 190）。マイルズが

バラヤーでは超えられない父親に対するコンプレックスとストレスを、バラヤーを否定す

るベータのネイスミス提督になることで、昇華し続けたわけであり、マイルズの本質がバ

ラヤー人である限り、この二律背反的ウロボロス構造の破綻は当初から自明のことであっ

た。その意味で、提督の存在はコーデリアの冷徹な分析通り、“great man’s son 

syndrome” に対する危うい安全弁にすぎなかった。 

 そして『ミラー・ダンス』において、マイルズは自分のクローンが引き起こした事件に

より、手榴弾が命中しネイスミス提督として死亡する。低温蘇生された際の後遺症で癲癇

様の発作を不定期におこし始めた時、マイルズは自分の軍事的キャリアとネイスミス提督

という隠れ蓑を失うことを恐れるあまり、自己欺瞞の果てに事実を隠ぺいする。マイルズ

は、医療除隊、ネイスイス提督の隠れ蓑の喪失という恐怖に耐えきれず、自分の病状を上

官に申告することもなく、その結果起こした重大な事故についても虚偽報告をすることで、

これまでに果敢に行ってきた挑戦を初めて回避する結果となった。 

 そしてついに、『メモリー』（Memory 1996）において、マイルズの虚偽報告は露呈し、

彼は全てを失った。自己欺瞞は何ももたらるどころか、持っていたものをも奪うだけだっ
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た。まさにマイルズは、挑戦からも試練からも逃げたために、これまでの彼の名誉も神の

恩寵も、彼の手から滑り落ちたといえる。 

  『メモリー』は、マイルズのアイデンティティを二分する作品である。中尉で除隊させ

られたマイルズは、もはや武官として父親と母親の軍歴を超えることは叶わず、まさに丸

裸の状態で、自己と対峙する。バラヤーには死者の供養のために供物を奉げる習慣があり、

マイルズは常に祖父に対し供物を奉げ続けてきた。マイルズを殺そうとし続けたが、晩年

にはマイルズを愛した祖父に対し、マイルズは自らの髪の毛を一房供物とする以外に、士

官学校に入学し軍歴を積み続けることをヴォルコシガン家後継者としての供物としていた。

しかし祖父は彼に対し何も墓前から語りかけない。そこでマイルズは、ミュータントであ

るがゆえに喉を切られたシルヴィー谷のレイナの墓前に供物を奉げに行く。10 年ぶりに訪

れたシルヴィー谷は、地形的にも文化的にも変容していた。マイルズの尽力で教師の資格

を取ったハラが、同じくマイルズが尽力して作った学校の教師として子供たちを教え、子

供たちは何の偏見も持たず感謝の念をもってマイルズに接する。村人たちもまた、10 年前

と異なり、領主の息子であるからではなく、マイルズがマイルズであるからこそ彼を心か

ら歓迎する。もはや彼を「ミュータント」と厭う人間は、シルヴィー谷には一人もいなか

った。自分の欺瞞と愚行のせいで全てのキャリアを失ったことを告白するマイルズに、ハ

ラは、10 年前にマイルズが彼女に言った言葉、「まっすぐ立ち上がって、真実をいうこ

と」を逆に助言する。さらにハラはマイルズに、どんなに辛く厳しくとも進み続けた果て

にあるものこそが生＝人生であり、何人もそれを避けて通ることはできないと諭す。マイ

ルズは、シルヴィー谷の変容を目の当たりにして、日々の暮らしに必要なのは英雄ではな

く、着実に地保を固めて生きることだと悟る（Memory 154-58）。そこでの「名誉」とは、

英雄に与えられるものではなく、着実に誠実に生きることが「名誉」だと示唆されている。 

 シルヴィー谷再訪は、マイルズの 30 歳の誕生日直前であり、シルヴィー谷から別荘に戻

ったマイルズに、誕生の祝電が続々届けられる。その中で両親のメッセージは、マイルズ

が 30 歳になるまで生き延びたことを真摯に喜ぶものであった。その後、従兄のグレゴール

皇帝からだけでなく、従兄のイワンからも直截にバラヤーを永遠に捨ててネイスミス提督

になりきる選択肢を突きつけられたマイルズは、マイルズの母でさえ、彼がそうするほう

にひそかに父親と賭けをしていたにもかかわらず、その選択肢を退ける。死は何物でもな

かったが、死ぬことは痛みを伴った。生き返ることも痛みを多大な痛みを伴った。マイル

ズは皇帝の命令である事件を捜査中、軍務への復帰、大尉への昇進、ネイスミス提督の復

活を賄賂として提示される。彼は文字通り身も心も七転八倒しながらその誘惑と戦った末

に、スケープゴートにされそうな友人への信義と正義からその賄賂を退ける。後に、皇帝

を含めてマイルズがその誘惑を退けたことを知り驚愕した全員から、その理由を聞かれた

マイルズは、熟考の果てに「自分の心からの誘惑への引き換えに自分の心を差し出すこと

はできない」と答える（Memory 415）。マイルズは『メモリー』において初めて、物理



総合教育センター論集 

- 129 - 

的な死を乗り越えただけでなく、ネイスミス提督を葬り去ることで、過去の自分自身と決

別したといえる。 

 ついにマイルズはヴォルコシガン卿としての生活を故郷で始める準備として、広大な

ヴォルコシガン邸で暗殺を防ぐためだけに選ばれていた狭い自室から祖父の部屋へ引っ

越し、屋敷の一部を自分専用にすることを宣言する。さらに彼は、ネイスミス提督を復活

させることは、信義を破るだけでなく、生きている限り自分自身を騙すことであり、偽り

の自分はヴォルコシガン卿の名に値しないと述べる。報奨として大尉としての昇進除隊を

願い出たマイルズは、聴聞卿という皇帝直属の監査官に就任し、押し問答の末に大尉とし

ての除隊も勝ち取る。聴聞卿は彼の父親だけでなく、ヴォルコシガン家の先祖の誰も就い

たことのない任務であることを受けて、父親に対してマイルズが “I am unprecedented.”と

指摘したことに対し、父親は笑顔で “ This is not new, Miles.” (Memory 447) と応じる。

マイルズが自分で自分をがんじがらめに縛っていた “great man’s son syndrome” の呪縛

が破れた瞬間であるといえる。マイルズは、あらためてネイスミス提督の三度の死（銃撃

戦での死、機密庁での解雇、賄賂としてのネイスミス提督の復活の拒絶）を悼むと同時に、

その死を祝っている自分を見出す。自分の分身を成長させることが自分自身の全存在を損

なっていたことに思い至り、分身の死が自分もたらしたものは、ハラがかつて語ったよう

な自身の再生ではなかったが、新生であったことを認識する（Memory 462）。 

  『メモリー』以降、ネイスミス提督の死により、ヴォルコシガン・サーガにおけるマイ

ルズのアイデンティティ探求は、ある意味で収束に向かう。デンダリィ自由傭兵艦隊でマ

イルズの副官を務めていたエリ・クインは、マイルズの一部でしかないネイスミス提督を

こそ愛していたため、マイルズ・ヴォルコシガンを受け入れ、レディ・ヴォルコシガンに

なることを拒否した。そこでビジョルドは、Komarr（1998）、A Civil Campaign（1999）

を通じてマイルズの全存在を受け入れる女性を登場させた後、ヴォルコシガン・サーガを

離れ、ファンタジー執筆に傾倒する。マイルズ自身は Diplomatic Immunity（2002）で

結婚したのち、人工授精で男女二人の子供を人工子宮で育てている中、相変わらずの冒険

譚を繰り広げるが、それはあくまで舞台が宇宙であるだけで、やはり作品の中心にあるの

は深い人間性への洞察であった。その後も、ファンタジーの執筆が続いたため、ヴォルコ

シガン・サーガは終わったのかと思われていた矢先に発表された Cryoburn の掉尾で、士

官はマイルズに「ヴォルコシガン卿」ではなく「ヴォルコシガン国守」と呼びかける

（Cryoburn 334）。それはすなわち、マイルズの父の死を意味する。その場にいたマークは、

あたかも自分が「ヴォルコシガン卿」の死を目撃した思いを抱く（Cryoburn 337）。そして

イワンは、マイルズが父への弔辞として用意周到に準備した原稿を反故にして、彼らしく

即興で感情を発露させようとしながらも、自分の１男３女に目をやり、おもむろに原稿を

読み上げる光景を前にし、ヴォルコシガン卿のマイルズだったら何と言っただろうかと感

慨にふける。別の角度から見れば、自分自身が選択した弔辞のもたらす結論が何であれ、
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マイルズはコーデリアの教えの通り、それを受け入れる決断をしたのである。おそらくこ

こでヴォルコシガン卿は、アラール・ヴォルコシガン国主総督の死を受け入れただけでな

く、マイルズ・ヴォルコシガン卿の死をも受け入れたのである。ここにおいて、ヴォルコ

シガン卿としてのマイルズのアイデンティティ探索の物語は、真の意味で終結に至ったと

言える。 

 そしてアイデンティティ探求のテーマは、おそらくは、マイルズから彼のクローンであ

るマーク・ピエール・ヴォルコシガンへと引き継がれる。マイルズと彼の母コーデリアに

よって、マークがマークとしてヴォルコシガン家に受け入れられた時、マイルズがアラー

ルという存在を前に “great man’s son syndrome” を抱えたように、マークはマイルズとい

う存在を前に “great man’s brother syndrome” を抱える。徹頭徹尾マイルズの模倣でしか

なかったこれまでの人生と決別したマークの探求は、マイルズと違い、両親も持たず、故

郷も持たず、頼るべき存在さえもいない点で、ある意味、マイルズの探求よりも暗く孤独

である。 

 ビジョルドによれば、ヴォルコシガン・サーガの次作（Captain Vorpatril’s Alliance）は、

2011 年 11 月初めに脱稿され、翌年 11 月にビーン社から出版される予定である。それはマ

イルズより数か月前に生まれた従兄のイワンの物語とされている。マイルズと同様、内戦の

混乱の中で生まれたイワンは、父親を殺され、母親の手で育てられた。非常にハンサムで

長身の彼は、マイルズの羨望を浴びながら、無難に軍人の道を歩んでいく。周囲から「イ

ワンのバカ」（Idiot Ivan）と呼ばれ続け、“Idiot” もイワンの本名の一部だとマイルズに

思われていたほどの軽薄な性格描写に終始されているイワンではあるが、それは実はイワ

ンがマイルズと同様に皇帝の近親者であることに対する世間の期待と注目と起こり得る陰

謀を未然に防ごうとしている彼なりの自己防衛策であることが、作品の随所から推察され

る。ビジョルドの作品では、主人公だけでなく、様々な登場人物が、それぞれの悩み葛藤

を抱え、それらがさりげなく描写され、ヴォルコシヴァースを織り上げている。その人間

模様の複雑さがもたらす、少しいびつな世界観と弱者への共感が、本来であれば、華やか

なだけの表層的なスペース・オペラやファンタジーを人間の本質への深い洞察を導く弱

者の物語と変容させている点が、ビジョルドを突出したストーリー・テラーとしている

要因であるだろう。 

 ビジョルドの主人公たちは、マイルズに代表されるように自分の障害をものともせずに

わが道を突き進んでゆく（Memory 381）。そしてマイルズに代表されるように、精神的

であれ、肉体的であれ自己の死をも乗り越えて、果敢に自分の生きる道を開拓している

（Memory 386）。 

 

４．死の受容 

 奇しくもマイルズがネイスミス提督の死を 3 度経験したと感じるように、『チャリオン
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の影』の主人公カザリルは、3 度死ななくてはならないという使命を帯びる。マイルズの

場合は近未来を舞台とする SF であるため、死んでも低温蘇生のような現実ではありえな

い都合の良い科学技術を駆使することができるが、カザリルの活躍する舞台は、中世スペ

インを基にした科学とは無縁のファンタジーの世界である。そうした中、主家と故国を守

るためとはいえ、3 度死ぬという課題は、課せられた当人にとっても荒唐無稽であり、途

方に暮れるものでしかなかった。 

 チャリオンの世界は、ビジョルド自身が認めているように、カスティリア－アラゴン連

合王国のイザベル 1 世とフェルディナンド 2 世がモデルである。この二人はローマ教皇か

ら「カトリック両王」の称号を得ているが、チャリオンを支配する宗教は前述のように 5 

神教であり、いわゆるキリスト教、ユダヤ教に特有の直線的歴史観に基づくものと異なり、

神々の名（春夏秋冬）から容易に推測できる通り、むしろ円環的歴史観に基づく宗教体系

を構成している。この 3 作のシリーズに共通するのは、春の姫神、夏の母神、秋の御子

神、冬の父神に、庶子神を加えた 5 柱の神々からなる 5 神教である。つまり、それぞれの

四季を司る神々が 1 年をかけて円環を構成し、それぞれの季節の終末と再生の連鎖が、人

間の生と死を紡ぎだし、永遠の時の流れを象徴している。 

  5 神教シリーズは 3 部作ではあるが、一話完結である。第 1 部では姫神がカザリルを仲

立ちとして活躍し、第 2 部では地域によっては神ではなく「魔」とみなされる庶子神がイ

スタを翻弄する。第 3 部で注目を浴びるのは前 2 作を通じて、あまり顕現しなかった秋の

神、御子神である。第 1 部『チャリオンの影』の 3 年後が第 2 部『影の棲む城』で描かれ

ているものの、登場人物で共通するのは、第 2 部の主人公であるイスタとそれを取り巻く

数名であり、第 1 部の主人公カザリルは、ほとんど登場しない。第 3 部の The Hallowed 

Hunt は、前 2 作よりも数百年前の時代のチャリオンより南部の国家が舞台である。その

上、前 2 作より遥かに幻想的であり、『チャリオンの影』では解明されなかった動物と人間

の霊的関係が描かれ、「死」のテーマがより前面に出ている。 

 マイルズの人生の旅は、ハラが言ったように生き続けるためのものであったが、カザリ

ルの旅（使命）は、自分の命を捨てること、しかも 3 度死ぬことであった。それはアイデ

ンティティ探究の旅というよりは、求める旅ではなく捨てる旅という点で、指輪物語のフ

ロドの旅に通じる。ある意味で、自分の命を捨てるためにヴォルデモートと対峙したハ

リー・ポッターの立場にも似ている。 

 しかし『チャリオンの影』がこれらの作品と異なる点は、カザリルが対峙する相手が、

カザリルの敵ではないことにある。もちろんカザリルの仕える国姫イセーレに敵対しチャ

リオンを自分の意のままにしようとする奸臣はいるものの、作品中でのカザリルの真の相

手は主家であるチャリオン王家に降りかかった呪詛である。そして呪詛自体に意思はなく、

ただ呪詛を振り払うために忠臣が 3 度その命を投げ出さねばならないとの神託が 5 神の一

人である母神からイセーレの母イスタにもたらされていただけであった。 
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 最終的にカザリルは 3 度死に得て、主家を救う。そして 3 度目の死に際し、姫神の恩寵

により、死の一部始終を明晰な意識のもとに体験し、さらには生き返ることも叶う。カザ

リルが腹部を刺された時、カザリルの意識は、煙のように肉体を離れ上昇し、青い「存

在」＝姫神の中へと流れ込んだ。精神がはじけ、外へと広がり全世界を下方に見下ろすが、

見下ろしたのは物質ではなく精神の領域である。数えきれない世界中の心―悲嘆と苦痛、

恥辱と歓喜、希望と絶望と期待―が彼の精神になだれ込み通過する。彼の眼下の地表から

魂＝死者たちの小さな泡が次々と吹き出し天に向かって舞い上がっていく。カザリルは、

死だけが天への裂け目を開ける力を有していることを認識する。そして天国は、天上にあ

るのではなく、硬貨の裏面のように、扉の向こう側のように、ありとあらゆる人間、生き

とし生けるものの隣に存在していることを目の当たりにする。そしてカザリルは圧倒的な

力を持ち、世界中の悲鳴や歌を同時に聞き分ける力を持つ精神的存在＝神と遭遇する

（CC 464）。 

 カザリルが垣間見た死は、ソール・ベローの『学生部長の 12 月』（Dean’s December 

1982）の主人公アルバート・コルドの体験を彷彿させる。コルドはミシガン湖を臨むシ

カゴの地上 16 階のアパートの自室のポーチで自己の存在が泡のように宙を漂い、此岸を

超えて彼岸へと引き寄せられ、全ての存在と一体化し、石の中にも魂の存在を観た感覚を

得る（Bellow 290）。上からも下からも光が調和して降り注ぐ中、ポーチの柵はあたかも

彼岸と此岸を隔てる境であり、コルドの意識がポーチの柵を透過し、湖の上を飛翔し、更

には遥か遠くの色の中へと吸いこまれてゆくイメージは、まさに疑似死の体験である。そ

して、湖と光がもたらす青のイメージは、彼岸を象徴する。この青の領域を上方に沈んで

行きながら、コルドは詩心を持った言葉によりこれまでになく鋭敏になった感性のもと、

自己の内部がより広い水面に溢れ出るような感覚、即ち拡大する感覚を、魂が肉体の呪い

から解き放たれるとき出口を発見して出ていく旅立ちと捉える。無意識の世界には自分を

絶えずひきつけるものがあると感じとるコルドは、この体験により、それを「人間の現実

を完成させるもの」と直観する。「死」は無意識の「生」であり、真実を捉える詩的英知

が、透徹した認識のもと、自己実現を可能ならしめると感じ取る。 

 チャリオンの 5 柱の神々は、物語の中で物理的にではないが精神的に存在する。そして

神は非常に大きな力を持つものの、人間に直接影響を与えられない点で全能とは言い難い。

つまり、人間であるカザリルは、一枚の羽根を拾い上げポケットに入れることができるが、

神々は羽根に触れることすらできない。神々は自らの意思をもって神の器となることを受

け入れた聖者の体を通してのみ、人間界に影響を与えることができる。カザリルは、死ぬこ

とで姫神に対し、自らの肉体を貸し与え、姫神はカザリルの肉体を使って、チャリオンの

世界からチャリオンに蠢く呪詛を巻き取っていった。それは結局、父神の祝福を受けてい

たチャリオンの敵国の将がチャリオン国主により呪詛で殺された際にこぼれた、父神の血で

あったことが判明する。その上、その血の残滓は、神々の意図したものでもなく、かとい
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って神々には触れることのできないものと化していたのであった。こうした事象を高みか

ら見守ったカザリルが、神々の能力の限界を知り、肉体と魂の関係について考察したとき、

彼は、人が肉体を見ながら魂を見ることができないのとちょうど逆に、神々には人の魂は

見えても肉体は見えないのではないかと思い至る。 

 カザリルは神々の世界にあって、真の死を迎えなければ、彼岸と此岸を隔てる壁を引き

裂くことができないことを体感し、そして肉体の死は魂の新生をもたらすものとしてある

ことを、カザリルは死を経ることで認識する。その一方で、歌や詩は魂と同じ材質ででき

ているために、妨げられることなく神々の世界に入り込むことができる様を見守った。更

には、詩―意味以上の意味を持つ言葉、高さと幅だけでなく、深さと重さとその他名づけ

ようもない次元をもつ言葉、あるいは音楽をもってすれば、神々の世界を語れるかもしれ

ないと思い至る。チャリオンの世界は、コルドの抽象的な詩的体験を、神々とカザリルの

交流により、より擬人化したものと言っても過言ではない。Heaven and Ground / Day 

and Month Land / River Sea and Wind3これは、ジョン万次郎が、土佐の国佐賀伊与喜

において、宿泊の礼としてその家に残した遺墨の英詩である。脚韻を踏んだ墨汁で書かれ

たこの英語の詩に込められた空や大地、全ての自然、そして歳月をも包含するようなこの

思念は、万次郎が遭難漂流したときに自分自身の死と向き合い、マイルズやカザリルと同

様に乗り越えたからこそ獲得した広大無辺さを秘めているように思われる。 

 カザリルは、最終的に、人が三度生命を投げ出さなくてはならない理由を、真の死に至

る予行演習と結論付けた。神々の存在は無限に広大であるため、普通の人間は一度の死で

はその存在の受け皿とはなりえないためであった。第一段階が肉体の死の受容であり、カ

ザリルの場合はガレー船で実際に死にかけたほどの鞭打ちであった。第二段階は、魂の死

の受容であり、フォンサの塔で、国姫イセーレを救うために行った自らの命を犠牲にしよ

うとした死の魔術であった。第 3 段階が、冷静に神々の器を務めることであり、政敵が彼

の腹部を刺すことで成就された。ネイスミス提督の三度の死（銃撃戦での死、機密庁での

解雇、賄賂としてのネイスミス提督の復活の拒絶）と比較する時、これもまた、カザリル

の三度の死の本質と合致する。カザリルは、マイルズの思索を受け継いだ主人公であり、

『チャリオンの影』は、まさにマイルズの死の疑義への回答として存在し、マイルズの新

生を確然たるものとしている。 

 

５．スリップ・ストリーム－ジャンルの解体 

 SF とファンタジーを定義しようとすると、実は非常な困難がある。フレドリック・ブ

ラウンは、純粋のファンタジーは SF とは区別して定義できる形態であり、ファンタジー

は存在しない、また存在しえないもののことを扱い、SF は存在しうるもの、いつか存在

するようになるかもしれぬものを扱い、常に論理の領域内にある可能性に限定されるとし

ている（ブラウン 8）。アン・マキャフリイもまた、彼女の作品がファンタジーか SF の
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どちらかを問う質問に対し、“I write science-fiction, (s-f for short). Fantasy usually 

contains some form of magic. I stick to newtonian logic. ”（McCaffrey）と答えている。

それに加えて、リン・カーターは、ファンタジーを「科学にも超自然にも属さない驚異の

物語」と規定し、その本質は「魔法」一語に集約されるとした（カーター 11）。つまり

論理の領域をはずれた「魔法」の存在が、SF とファンタジィを分ける一つの要素である

と言える。しかし、A・C・クラークの 3 法則の第 3 は「十分に進歩した科学技術は魔法と

区別が付かない」である（Clarke 2）。ファンタジーにしても同様である。ファンタジー

が一見テクノロジーとは無縁の世界を描いていたとしても、ハイ・ファンタジーであれ、

ロー・ファンタジーであれ、何らかの体系のもとにその世界は構築されている。事実作品

によっては、SF かファンタジーかに明確に分類できないものもある。SF 作品において

も、現実世界には存在しない科学法則を仮定し、それに基づいた世界や社会を描く試みが

その歴史の初期から存在すること、逆にファンタジーには錬金術や魔法などに体系的な説

明が用意されている場合があること、など、SF とファンタジー両方の性質を併せ持ち両

者の線引きを困難にするようなケースがある。SF の要素が科学であり、ファンタジーの

要素が魔法であるとしても、SF もファンタジーも極めればその境界が消滅するのは必然

の流れであろう。 

 ブライアン・ステイブルフォードは、SF とファンタジーの関係は、非常に込み入って

おり、SF とファンタジーを厳密に区別することの困難さ、SF をファンタジーではない

と断言することの困難さを論じ、その例として HG ウェルズのタイムマシンを挙げてい

る。そしてステイブルフォードは、これからますます SF とファンタジーのハイブリッド

な作品が増えるだろうと論じている。（Stableford, xxx-xxxv）ファンタジーが仮想の設定

のもとに世界を構築する作品であるとして、SF をファンタジーに含ませる考え方があり、

アーシュラ・K・ル＝グインは、人間ではなく元型を扱うファンタジーという古代王国の

近代における植民地が SF であると述べる。（Guin 104）ブラウンも広義の幻想文学とい

う点から見れば、無論、SF はファンタジーの中に含まれるとしている。（ブラウン 8）

逆に近年のファンタジーの隆盛が 20 世紀に量産され爆発的に広まった SF 市場の枠組み

の中で起こったことを鑑み、ファンタジーを SF の一支流とする考え方もある。 

 また、ロジャー・ゼラズニィ、ル＝グイン、G・R・R・マーティンをはじめとして、

SF とファンタジーの両方を執筆する作家も多い。SF の読者とファンタジーの読者も重

なる。いずれの観点を取るにせよ、この両者は明確なジャンルの境界が存在し得ない程近

しい関係にある。 

 一方、キャサリン・ヒュームは、ファンタジーとは、どんなかたちであれ、世間一般が

認める現実から離れることであると定義している（Hume 8）。また、ダルコ・スーヴィ

ンは、SF を認識異化の文学―異化と認識の共存と相互作用を必要かつ十分条件とする文

学ジャンルであり、その主たる形式上の技巧は、作家が経験できる環境に代わる想像的枠



総合教育センター論集 

- 135 - 

組みだと規定している。異化はリアリズムから SF を区別し、認識が SF をファンタジー

から区別する。ファンタジーは経験環境の中に反認識的法則を押し付け、経験世界とその

諸法則を敵視する（Suvin 38-43）。彼は更に、超自然環境と作者の経験環境との間の緊

張を引き起こそうとしないファンタジーは神秘を売り物にする下位文学でしかないとする

が、彼の言うファンタジーは、幽霊小説、恐怖小説、ゴシック小説、ウィアードテイルで

あり、ここで取り上げるファンタジーには、もはやあてはまらない。事実、スコールズが

言うように、人間が今と違った未来を創造できる時代になってはじめて SF が一つの小説

形式として存在し、リアリズムとファンタジーの境界は薄れ始め、リアリズムが未来を無

視する世界観に寄りかかっていることがわかる。自然と超自然の概念そのものが歴史の変

化に左右さえるものであることを認めれば、時間の中でのある変化が自然と超自然の境界

に変化を生み出すことも許容される（Scholes 5-6）。 

 1969 年 7 月、アポロ 11 号のミッションで人類が月に降り立ち、その興奮の余波で、人

類がそう遠くない将来に火星やその他の惑星に降り立ち、はては外宇宙にまで進出するこ

とを予感したのは、もう半世紀近くも昔のことである。その後、月着陸に匹敵する出来事

はおこらなかったが、宇宙へ飛び立つ人類の数は着実に増え、商業ベースの瞬間的宇宙旅

行も商品化され販売される時代となった。加えて、日本の小惑星探査機はやぶさが、幾多

の苦難を乗り越えてイトカワから帰還がもたらした熱狂は、まだ記憶に新しい。人類の一

歩は、月で足踏みしてはいるが、テクノロジーの進歩は、着実に SF が描く世界観に現実

味を与えている。ある意味で、SF が描く世界は、たとえハード SF の世界であっても、

昔ほど、非現実的ではなくなっている。 

 ブルース・スターリングは、1989 年 7 月発行の『SF Eye』第 5 号の記事の中で「スリッ

プストリーム」を文学用語として使った。そこでは “strange” がキー・ワードであり、

SF/ファンタジーなどの非主流文学とか主流の純文学といった型にはまったジャンルの境

界を越えた、一種のファンタスティックで、シュールで、スペキュレイティヴな非リアリ

スティックな文学を意味していた。非主流小説の形態を借りつつ、純文学的な思想表現を

試みる点が、スリップストリームを境界解体と言わしめるゆえんである。ビジョルドはス

ターリングが作成したスリップストリーム作家リストには入っていないものの、これまで

考察してきたように、ビジョルドの作品は、SF やファンタジーの形態をとってはいるも

のの、それはあくまで舞台にすぎない。ビジョルドの作品で最も注目すべきは、そこに描

かれてた主人公や登場人物の葛藤である。言葉を換えれば、ビジョルドの主人公たちは、

SF やファンタジーを舞台としたからこそ、リアリズムで描く以上の人間性に対する深い

洞察が可能になったと言える。ジェームズ・パトリック・ケリーとジョン・ケッセルもま

た、スリップストリームの中心にあるのは心理学的認知的不協和の文学であると主張しつ

つ、スリップストリームは、“An impossible place that cannot exist, and yet a place 

where you are expected” へと導くものだと再定義している（Kelly xv）。我々は、ヴォル
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コシヴァースやチャリオンの世界に行き着くことは決してないだろう。しかしその世界は、

実は 5 神教の神々が我々の目に触れられないながらも、人間のすぐ隣にいるように、我々

が意思の力も持ってすれば行けないこともないような錯覚を起こさせる世界でもある。そ

うした意味で、ビジョルドの紡ぎだす世界はまさにスリップストリームの世界であるとい

える。 

 

註 

                                                      
1 『自由軌道』には、秘密裏に遺伝子操作で生み出された両手両脚の代わりに 4 本の手を備えたク

ァディーという新人類の子供たちが登場する。彼らは、自分たちを生み出して、道具として利用

するだけの会社と決別し、人工衛星を乗っ取って、宇宙の果てへ乗り出す。そこには、ヴォルコ

シガンの係累は登場しないが、その約 200 年後の後日談として、『迷宮』（Labyrinth  1989）で

マイルズは母星を出奔したクァディーの美少女ニコルを救出する冒険譚を繰り広げ、Diplomatic 

Immunity（2002）では、実際にマイルズがクァディーの居住惑星を訪問することで、ヴォルコ

シヴァースを共有する物語として認識されている。 
2  この言葉は、Lloyd Arthur Eshbach（1910-2003）が編集した Of Worlds Beyond（1947）に収

録されている Robert Heinlein のエッセイ “On Writing of Speculative Fiction” の中で、SF を

指す用語として最初に使用されたと言われている。 
3  この英詩は、1853年（嘉永6年）2月13日に、中浜万次郎が、高知から郷里の中浜への帰途、一

泊した伊与喜の間﨑家で、宿泊の礼に書いたもので、現存している。 

   <http://www.dendarii.com/ > 
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