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図 2 『アンドロメダ・ストーリーズ』より「星々の流れ」 © 竹宮惠子
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言葉を聞いては、そんな、まさに天

かりの略画でできていたし、リアリ

瞬間も、地球の外で飛んでいるとい

文学的な大きさのエネルギーを、独

に泳げる空間として確保できるもの

たとえまだ確実になっていない科

ティとはほど遠かったが、だからこ

う事実。アマチュアの手で作られる

楽回しみたいなスケールに持ち込ん

だった。むろん、いくら雑学家が身

学的事実の発見に関することであっ

そ想像の羽を伸ばせる猶予があった

天体望遠鏡のレンズとはてしない情

でいいのか !? と呆れてしまう。そう

上の漫画家といえど、科学的根拠や

ても、漫画家の描く未来世界ではす
27

物語と宇宙の謎かけ
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像にはあって、永遠に出会うことは
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トロピーの増大がクライマックスを

く関係ないから当然なのだが、もし

の結果が確実には読めない、という

でない時間があること、他者の絶対

呼び、その崩壊によって熱的死が訪

かして宇宙に穴があり、相殺する何

ことである。宇宙に穴が空いている
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れ、現象（物語）は終わる」と解説

かが投げ入れられているならば、
「世
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呪術的な要素やヒトの精神的な能力
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では満足せず、いかに物語中のエン

種としての終焉はあっても、宇宙は

メラ化しないためにも、閉じた世界

わない仮説を打ち立て、科学そのも

が発見し、読者が必要とする結論に
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巧妙な謎かけは宇宙的だ。見えて

のすべきことをしなさい」という教

起こすかに血道を上げる。その行為

大を、現実の日々は受け流し、別の

すが、最終的には熱的死をもって平

も思わない。起こりうることがあれ

もいない力学、数学、物理学に加え、

えが必要なのだ。
「ハッブル・ウルト

が、実は何をしているのかをあまり

要素に変え、少しばかり歪であって

和をもたらし、解決（終結）に至る

ばそれを起こしてみて、不可逆の仮

心理学やら哲学やら、文系であろう

ラ・ディープフィールド」は、そう
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結するのかというと、終結によって

も」を現実に感じてもらうことができ

を坩堝にぶち込み、魔術師よろしく

しかもシンプルきわまりない。ただ

まう。物語が終わったあとに平穏が

を、ほかからの力や風穴で調整し、ソ

安寧を読者に手渡し、物語から離れ

れば、漫画家の仕事はそこまでで、

かきまぜる。まぜた坩堝の中には必

切り取って見せるだけで、多くのこ

訪れず、何かが壊れてしまったり、

フトランディングをはかりつつ、いくつ

させなければならないからだ。この

答えを導くのは読者であるべきだか

然的に一条のつながりが現われ、ど

とを教えてくれる。宇宙が生成・膨

疑いが起こったり、神経的にざわつ

かの細かい問題にすり替えながら、

ように世界を閉じるだけで物語が現

らである。それを「楽だ」と考える

のような順でそれを並べ読者の前に

張・収縮・消滅するものであること、

いたり。物語の役割は何なのか、考

人はいつしか最初立っていた場所と

実とは違うものになると考えると、

人は多いが、読者が答えを導けるよ

差し出すか、入れられた要素が並べ

自分とさして変わらないものだとい

えるべき時期なのかもしれない。

は違う位置にいる。それが現実とい

世界はやはり閉じていないように思

うするためには、実はかなり巧妙な

るべき謎かけを示唆してくれる。そ

うことを飲み込める人間を、 1 人で

宇宙も物語も、人間も同じだ。熱的

うもののふてぶてしさであり、強か

える。これは肌感覚でしかないが、

謎かけができなくてはならない。そ

の示唆は入れられた要素が完璧であ

も増やすべきだと考える。

死はしばしの平和であり、かつ永遠

さだ。唯一言えることは、誰にもそ

だからこそ、真理、かもしれない。
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