辻真先
竹本健治
連城三紀彦
都築道夫
戸川昌子
多島斗志之
皆川博子
阿井渉介
中西智明
江坂遊
今邑彩
井上雅彦

『急行エトロフ殺人事件』
『狂い壁 狂い窓』
『敗北への凱旋』
『新 顎十郎捕物帳』
『火の接吻』
『〈移情閣〉ゲーム』
『聖女の島』
『列車消失』
『消失！』
『仕掛け花火』
『金雀枝荘の殺人』
『竹馬男の犯罪』

回廊 15 号

キセン

００７年

月 から

月にかけて講談社ノベルス

11

書いてましたね。それで、復刊する

冊 を選 出 した

じゃないですか。そんな僕らが、メフィスト以前の作品につ

キセン 僕も秋山さんも、言うなればメフィスト以降の世代

ころで、どうしていきなりこんな企画を思いついたの？

作中 作なら、列車が入っていても、まあ、いいかな。と

なんかもう 作ぐらいあったような気がしてた。気のせいか。

秋山『急行エトロフ殺人事件』と『列車消失』と……あれ、

キセン でも 作じゃないですか。

うね。

秋山 こんなに列車物が多いのは、きっとふたりの趣味だろ

１９８９年に『月光ゲーム』でデビューですね。

綾辻は１９８７年に『十角館の殺人』でデビュー、有栖川は

のが新本格ミステリ作家の綾辻行人と有栖川有栖のふたり。

キセン

ト賞を与えるような遊び心を感じると書いていたね。

情閣〉ゲーム』の解説において、佳多山大地が名誉メフィス

秋山 よろしくお願いします。メフィスト賞以前と言えば
『
〈移

みたいと思います。よろしくお願いします。

を通して、メフィスト賞以前の講談社ノベルスを振り返って

した。そこで、今日は 冊全部を読んだもの同士、この復刊

周年記念復刊と称して、 冊の講談社ノベルスが復刊されま

8

いて改めて語り合うというのは、それだけで有意義ではない

秋山

なるほど。確かに

代前半の我々が、この

年 代 から

80

年代にかけて刊行された、古きよき……と言えるかどうか

20

は分からないけれど、少なくとも古くはある講談社ノベルス

を読むというのは、面白いことだね。それに復刊企画を考え

た編集部の意図は色々あっただろうけれど、その内のひとつ

れないね。

に若い読み手に昔の傑作を教えたいというのもあったかもし

キセン はい。それに新本格に繋がる流れというのもありま

綾辻以前ということ？

ちょっと時代順に並べてみな

すよね。ないのもありますけど。
秋山
い？

月刊行なので『
〈移情閣〉ゲーム』と『聖女

キセン ……並べてみました。
（次ページ表）
『十角館の殺人』
は１９８７年

の島』の間ですね。ということは、ちょうど半分の作品が綾

辻以後になりますので、このラインナップは新本格以前と言

うより、メフィスト以前という感じですね。あ、いま気がつ

きましたけれど『列車消失』と『消失！』って同じ年の、連

続した月で刊行されてるんですね。

回メフィスト賞受賞作『すべてがＦに

ほんとうだ。バカミスが人気だった時代なのかもしれ
ないね。

秋山

キセン ちなみに第

なる』が刊行されたのは１９９６年 月、第 回メフィスト

0

12

90

25

2

賞受賞作とも言われることのある『姑獲鳥の夏』は１９９４

4

2

1

9

12

12

2
2

かと思います。

1
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年 月ですね。

秋山 なるほど、そういう視点で見ると、１９８２年に始まっ

た講談社ノベルスの歴史のなかで、満遍なく取り揃えられた
感があるね。

キセン 偏りがあまりないですね。

※以下、
『講談社ノベルス 周年記念 綾辻・有栖川復刊セレクション』

作品のネタを割っています。未読の方は、ご注意ください。

25

『新 顎十郎捕物帳』

『火の接吻 キス・オブ・ファイア』
『〈移情閣〉ゲーム』
『聖女の島』

『列車消失』

『消失！』

『仕掛け花火』

『金雀枝荘の殺人』

連城三紀彦

1984 年 05 月刊行

都築道夫

1984 年 09 月刊行

戸川昌子

1985 年 09 月刊行

多島斗志之

1988 年 10 月刊行

皆川博子

1990 年 09 月刊行

阿井渉介

1990 年 10 月刊行

中西智明

1992 年 12 月刊行

江坂遊

1993 年 03 月刊行

今邑彩

1993 年 08 月刊行

井上雅彦

辻真先

年というふたつの時間軸がある

年 も昭 和

年代

和 年代は過去に違いないけれど、エピローグの昭和 年の

57

『敗北への凱旋』

1983 年 11 月刊行

『急行エトロフ殺人事件』

年 代 と昭 和

んだよね。平成の現在からすれば、昭和

20

も同じ過 去 だから。だけ ど、この本 が刊 行された当 初、昭

57

『狂い壁 狂い窓』

竹本健治

分かりませんか？

キセン それでは『急行エトロフ殺人事件』から始めましょ
うか。

年

57

に刊行されたことを知ったときかな。作中には架空のものを

秋山『エトロフ』で何がいちばん感心したかって、昭和

除いて昭和

57

『竹馬男の犯罪』

鉄道、
3

じゃない。これを秋山は、どちらも過去の物語として読んだ

20

『急行エトロフ殺人事件』
1983 年 10 月刊行

12

9

20

辻真先

1982 年 10 月刊行

回廊 15 号

したがってこの小説を刊行直後に読んだひとにとって、この

方は、まだ過去ではなかった。と言うか、むしろ現在だった。

るという観点においては、実に上手いですよね。

いがない物語だと思いました。これは、テーマを読者に伝え

子どもが犯人と言うのは、いまではそう珍しくもない

けれど、確かに当時はインパクトが絶大だったかもしれない

秋山

生きる我々からすれば過去の物語でしかない。読まれる時代

ね。とは言え、自分は君ほど楽しむことはできなかった。

物語は過去と現在を描いたものであったけれど、平成の世に

によって読み方が異なるのは当然のことだけれど、こういっ

秋山

キセン 鉄道、分かりませんか？

間なんだってことが、この小説を介して改めて分かった。

及するだろうけれど、自分は列車がほんとうに分からない人

分からない。これは後で『列車消失』のところでも言

だけれど、なんだかあまり反応が芳しくないね。驚かなかっ

たかたちで見せ付けられたことはなかったから驚いた……の

た？
キセン 驚きませんよ、最初から分かってることでしたし。

キセン でも、この作品の場合、鉄道トリックは流していい

ものだと思いますよ。もちろん、分かることができれば、そ

秋山 え、もしかして解説とか奥付とか先に見る派？
キセン 見ますよ。

の方がいいんでしょうけれど「ふーん」で流す程度でも問題

ですよね？
秋山 うん、さっぱり。
キセン １５６ページですね。

まったく分からないんですか？

秋山 そこは瞬間で読み飛ばした。
キセン

ぱらぱら捲ったりして「ああ、これに乗れば北海道

に行けるなあ」とか空想しませんでした？

キセン

秋山 なかったよ。

が置いてありませんでした？

る方ではないんですけれど……子どもの頃とか、家に時刻表

僕 もそ ん なに 分 か

ないと思います。ちなみに時刻表の見方とかが分からないん

4

秋山 へえ、そうなんだ。自分は真っ当と言うか、純真な本
読みだからそんな読み方はしないけどね。
キセン でも復刊ですよ？
秋山 それはそうだけれど、どれぐらい過去の作品までかは分
からないじゃない。ほら、自分は純真な本読みだから、そう
いう邪推を交えずに自然体で読んだわけよ、だから驚いた。
キセン そうですか。内容に関してですが、僕が感心したの
は第 章において子どもが実行犯だったと明かされることで

いて、陰惨極まりない……とまでは行きませんが、あまり救

あると思います。にも関わらず実行犯が子どもという点にお

たちを主人公にさせるなどしていることからコミカルな面も

す。この作品はある意味、反戦ミステリでもあり、かつ若者

6
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秋山 しなかったよ。

れらが２４０ページという短さのなかに収まっている点も素

それにＳＦにして、ミステリにして、冒険小説でもあり、そ

晴らしいと思います。

『狂い壁 狂い窓』

キセン『狂い壁 狂い窓』はふつうに面白かったです。ところ

コアなファンはいつの
時代もいるだろうから。

竹本健治

キセン そうですか。僕は鮎川哲也が好きなんでわりと読ん
でいるんですが、長編の列車ミステリでは、上手く乗り換え
たとか、実は書いてない列車が走っていたとかがあって、そ
ういうのは細かく説明されると長くなってしまい冗長になる
んですけれど、時刻表だとばーんと載せるだけで済むと思う
んですよ。
秋山 文章で説明してくれた方が分かりやすい。
キセン だから、それは秋山さんが時刻表の読み方を知らな
いからですよ。まあ、でも、この作品に関して言えば「書き

架空の世界を舞台としたＳＦパートが読みどころなので、列

下ろしＳＦミステリ」って表紙に書いてあるくらいですから、

現実世界によく似た別の世界ってことね。傍点の振っ

車は分からなくても問題ないと思いますよ。
秋山
てあるところが創作なんだっけ。

傍点の振ってあるところが現実の出来事とは異なる、

キセン 傍点って何のことですか？
秋山

辻真先の創作なんだよ。って言うか、解説に書いてあるよ、
ほら、ここ。

で秋山さんは常々、竹本健治が苦手だと繰り返していますけ

れど、何がそんなに駄目なんですか？

秋山 いや、さあ、竹本健治は地の文が読みにくいと思うんだ。

次に、会話文も読みにくいと思う。

そう、残念ながら文章の全部が鼻についてしまう。し

キセン それって、全部じゃないですか。
秋山

たがって気合を入れて読み進めようとしても、すぐに突っか

かってしまい、どうにも先に進むことが出来ない……と言う

何故かすらすら読むことが出来た。けれど、問題はイメージ

のは今までに読んだ作品のことで『狂い壁』に関して言えば、

秋山 解説から読んだんじゃなかったのかよ……。

しまうような。やっぱり、相性が致命的に合わないのかもし

が伝わってこない。読んでも読んでも頭のなかを素通りして
僕はテーマを作品に紐付ける手腕がお見事だと思いました。

キセン では、秋山さんは列車パートがよく分からなかった。

キセン あ、ほんとうだ。へえ、そうだったんですか。

5

回廊 15 号

そうだね……あ、思い出した。これは解説が面白いん

だよ、２５６ページ。当時のラインナップが紹介されている

秋山

キセン そうですか、僕は面白く読めたんですけれど、では

んだけど、確かにこのラインナップのなかにこの本があった

れない。

何処が面白かったか話そうと思ったら、何も思いつかなくて

秋山

うーん、コアなファンはいつの時代もいるだろうから、

思いましたね。

キセン 逆に言えば、当時の編集部はよくこれを混ぜようと

ら、それは注目を浴びただろうと思うよ。

じゃあ、怪奇について語ろうか。解説で東雅夫が、竹

驚きました。特に語ることがないんですよね。
秋山
本健治がいたからこそ、綾辻行人、京極夏彦、小野不由美、

そういうのを狙い撃ちにしようという意図があったんじゃな

恩田陸といった後続作家が世に生まれることが出来たと書い
ているけれど、正直なところ竹本健治には、あまり怪奇を感

いの。

暗号

キセン『凱旋』は文章がいいんですよね。トリックも僕は凄

秋山 急にテンションが上がったね。

キセン 次は……『敗北への凱旋』ですね！

方は、ご注意ください。

※以下、江戸川乱歩『算盤が恋を語る話』のネタを割っています。未読の

『敗北への凱旋』
って言うのは
伝わらないんですよ。

連城三紀彦

キセン 個人的には佳作から出るものではないんですけどね。

じないんだよね。
キセン この作品に関しては、僕も怪奇を感じませんでした。
それっぽい、怪奇によく似た……狂気のようなものは感じま

おどろおどろしさを演出しようという気配は感じるん

すけれど、最後には落ちてしまいますし。
秋山

それは相性じゃないですかね。ここで言っている怪

だけど、映像が思い浮かばないからいっこうに怖くないんだ
よね。
キセン

奇って言うのは、人間の心の闇のことじゃないですか。つま
り、幻聴などではない、人間の精神的な部分としての怪奇で
すよね。

まあ、それはそうなんですけど……しかし、この作

秋山 え、そういう怪奇もあっていいと思うけれど？
キセン

品に関しては、ほんとうに語るべきところがないですね。ま
あ、そこそこ面白い、佳作ってことですかね。

6
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いと思いました。友だちは、バカミスだって言ってましたけ
キセン

秋山 自分はありだと思ったよ。

読んでいたんですが、乱歩に『算盤が恋を語る話』っていう

暗号って変なものですよね。さっきまで乱歩全集を

れど。でも、バカミスを覆す文章力があるんですよ。
文章力ももちろんあるけれど、なんだろうね、ロマン

毎朝、好きな同僚の机のうえに置くという物語なんです。で、

作品があるんですよ。そろばんの数で暗号を作って、それを

秋山
とでも言えばいいのか。バカミスとひとに言わせない、本読

ある朝、好意を伝えた暗号に対して、承諾の返事が来るんで

みの心を惹きつけるロマンがあるよね。文章も上品で、情緒
があって、素敵だった。と言うか、目次デザインからして格

すよ。主人公はそれで舞い上がって、暗号で指定した待ち合

わせ場所に行くんですけれども、待てども待てども想い人は

好いいよね。他のとは一線を画してるよね。
キセン あ、ほんとですね。他のはふつうですもんね、ちょっ

現われない。ふしぎに思って職場に行って、出納表を見てみ

がなっていたんですよ。

ると、偶然「いいわよ」と意味する暗号になるように出納表

と凝ってますね。ところで僕、これ正月に読んだんですよ、
月 日。
あ、いいタイミングで読んだね。しかし、これが復刊

セレクションの第 弾に入っていたのは幸運だったね。

秋山

秋山 米澤穂信の解説も素晴らしいし。
キセン いいですね。
秋山 これを機に、解説の仕事が増えればいいね。
キセン そうですね。……いやあ、でもほんとうに文章がい

分かる分かる。でも、ふたりして褒めてばっかりだと

と来ますよ。

いですね。僕は序章が好きですね。ここだけで、
なんだかぐっ

秋山

気持ち悪いから、ここは今ひとつだったというのを指摘しよ
うか。
キセン 僕はないです。敢えて言うなら暗号ですかね。

秋山 『カレイドスコープ島』まで読んだのなら『ラグナロク

えないと思いました。

キセン 霧舎は『カレイドスコープ島』まで読んで、もう追

メッセージ講座を試みていたよ。

ジと言えば、
霧舎巧が『ラグナロク洞』においてダイイング・

秋山 面白い分析だね。暗号、と言うかダイイング・メッセー

が登場してくれたから解かれた。

偵の出てこない乱歩だと解かれない、でも『凱旋』には探偵

が出てこないと本来は解けないものなんですよ。だから、探

イイング・メッセージと同じで。不毛性を秘めていて、探偵

キセン つまり、暗号って言うのは伝わらないんですよ、ダ

秋山 悲しいね。

7

1

キセン ラッキーでしたね。

1

1
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洞』はもう次じゃない。ダイイング・メッセージ講座のとこ

キセン

昔の小説ですからね。でも、１９８３年当初からし

秋山 前年に発表された『エトロフ』と比較しても古いからね。

ても、この小説は古くさかったと思いますよ。

キセン 分かりました、積んでいるので、帰ったら探します。

キセン しかし、連城はいいですね。

ろだけでもいいから読んでよ。

秋山 で、『凱旋』だけど、悪いところを探そうと思ったけれど、

秋山 いいね。そろそろ次に行こうか。

というこ

動き回るよね。

思ったより
『新 顎十郎捕物帳』

都築道夫

連城三紀彦の『敗北への凱旋』は傑作！

ちょっと難しいね。むしろ素敵なシーンがあったことを思い

ああ、そういうことか。それは君、気持ち

後は連城の筆致ゆえか、当時の雰囲気がとても出てい

とで。

キセン

だで覚えさせるのがいいよね。ロマン溢れる、ハートウォー

出したよ、あの、曲を覚えさせるところ。手を重ねて、から

ミングなシーンだと思う。

腐女子？

キセン 腐女子っぽいと思ったのは僕だけですか。
秋山

が悪いなあ。自分は全然そういう発想はなかった。純真な本
読みだから。

秋山

キセン 『顎十郎』は 冊のなかでは、いちばん語ることがな

久生十蘭の『顎十郎捕物帳』のことね。読んでないよ。

じゃあ、キャラクタの話でもしようか。顎十郎、けっ

嫌いです。

キセン 僕もそう思います。でも、僕の嫌いな格好良さなので、

こう格好いいね。

秋山

キセン 駄目でしょう。

やっぱり未読だと駄目かな？

秋山

いですね。だって読んでないですよね、元の作品。

12

キセン ははは。

たようにも感じた。戦後の暗い、陰鬱とした空気や、女性の
華やかだったり艶やかだったりする雰囲気が、知りようもな
いはずなんだけれども想像できてしまう。もしくは「想像で
きた！」と読者に錯覚させるだけの文章力があった。
キセン そうですね、見えますからね。

てるんだよ。しかし、ああ、結局、褒めてしまった。そうだ

秋山 いや、見えてないんだよ。見えてる気持ちにさせられ

なあ……あ、ひとによっては古くささを感じるかもしれない
ね、って、古いんだから仕方ないけどね！

8
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秋山

後は思ったより動き回るよね。あらすじを読んだとき

は、昼行灯のイメージが強くて、寝ては飲み、飲んでは寝て
るような生活を送っているものだと思った。だから、そうい
う生活を送っているところに事件の話が舞い込んできて、そ
の場で解決するのかと。

まさにそういう形式をイメージしていたんだけれど、

キセン いわゆる安楽椅子探偵ですね。
秋山

。

戸川昌子

『火の接吻 キス・オブ・ファイア』

作者が下す、
真犯人への

キセン 『火の接吻』は実は昨日、読み終えたんですけれど、

けっこう面白かったですね。 冊の復刊を見てみると、戸川

昌子のような作風が他になかったのも印象的です。

秋山 『火の接吻』は面白いよね。自分はベスト に入れよう
か迷ったぐらい。

ても特異だと思います。

キセン この作風は復刊の

冊に限らず、国内小説全体を見

そうかもね。展開という意味では、乙一に近いところ

確かに、自分も裏表紙にあった著者近影を見てから読

のがあるよね。

最終章に入ってからの怒涛の展開には、文字通り目を瞠るも

サスペンス調のミステリで、中盤がやや冗長ではあるものの

だなあ」と思いながら読んでいた。内容に関してだけれど、

み始めたので、読みながらずっと「あの女のひとが書いたん

秋山

ている作家は、やはり稀ですよ。

な女性くささって言うんですかね。それを、ここまで発揮し

キセン 展開は乙一ですね。でも、この文章から匂いたつ強烈

があるね。

秋山

3

蓋を開けてみれば思いっきり外に出て捜査していて驚いた。
むしろ、あれだけ歩き回って捜査すれば、解決できて当然だ

後、事件自体も児雷也や狐など、様々な怪奇現象にな

12

12

よとさえ思った。

秋山

キセン いや、きっと一般人からすれば難しかったんですよ。

ぞらえていたけれど、あまりインパクトがなかったように思
う。
キセン そうですかね、僕は「からくり土佐衛門」なんかは
良かったと思いますよ。
秋山 「からくり土佐衛門」か……なるほどね。

自分は最初の「児雷也昇天」かな。最初に読んだから

げれす伊呂波」が好きですね。

キセン 話としては「からくり土佐衛門」かそのひとつ前の「え

秋山

インパクトもあったし。

振り返ってみたいですね。

キセン この作品に関しては、元のを読んだうえでもう一度、

9
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キセン どんでん返しに次ぐ、どんでん返しですね。
そうだね。どんでん返しの度に、事件の様相がガラリ

秋山

そうかもしれないね。この月は『火の接吻』だけでな

く『移情閣』も面白かったから、
この復刊を追っていて良かっ

たと思った。辻真先や連城三紀彦は、この企画がなくてもい

秋山
と変わるのも良かったね。エピローグで作者が下す、真犯人

い や、 そ ん な 訳 は な い。 少 し 待 ち た ま え

たね。

多島斗志之『
〈移情閣〉ゲーム』

港をバックに

だよ！

で決め

の接吻』はそう思わせるだけのパワーを持ったいい作品でし

キセン 僕もそうです。多分、読まなかったと思います。
『火

出会わなかっただろうからね。

ずれは読んでいただろうけれど、戸川昌子と多島斗志之には

え？ エピローグって物語を振り返ってるだけじゃ

への鉄槌も素晴らしいし。
キセン

うっそ？

くる犯人は何事もないですよ。

ないっすか。って言うか、最終的な犯人、最後の最後に出て

秋山
……ほら、君、ここを読みたまえ。看護婦は遺産を相続でき
ていないんだよ。ここで完全犯罪に失敗しているのだよ。

罪を犯した人間には、きちんと罰が下る結末を見て、

キセン ほんとだ！ ああ、ほんとだ。
秋山

てるのは

面白かったね。こういうのに嵌まってしまうと、本格

キセン そうですね。確かに表紙で明示せず、物語内でいき

と思う。

かな。別にこの文字は書かれてなくても表紙として成立する

いま気がついたんだけれど、この表紙ってネタバレじゃない

ミステリに戻って来れなくなってしまって困るね。ところで、

秋山

たです。

キセン お次は『
〈移情閣〉ゲーム』ですね。これは面白かっ

10

自分はミステリとしてしっかりしているなと感じた。しかし、
この作品はほんとうに良かったね。ただ、 人の主人公がど

員が何らかのかたちでたくらんでいる。むしろ、例の 人が

されていると言うか。

そうなんですかね。黒幕側でないと言うか、彼女たちに踊ら

3

かよ」と思った。完璧に白なひとが誰もいないですよね、全

婦のひととかが全部、黒幕側に転がってゆくのを見て「マジ

キセン しかし、無茶な話ですよね。女優のひととか、看護

少し失速した感があるのが唯一の残念なところかな。

が、物語の半ばを過ぎたあたりで明かされてしまい、それで

のように関係するのかという中盤まで物語を牽引していた謎

3
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後はバブルの時代なのに、あまり浮ついた感じがし

なかったのも印象的でした。この間『飛ぶ男、堕ちる女』っ

キセン

りしたいというのは、ミステリ読み的な発想ですからね。こ

ていう、広告代理店を舞台としたミステリを読んだんですよ。

なり出てきたほうがびっくりするでしょうね。でも、びっく

れは別にミステリじゃないですし、そういう意図がなかった

に属している人々が主な登場人物だよね。主人公の性格も名

という機構が宣通に置き換わっているだけで、どちらも組織

れど、警察ミステリにはわりと近しいと思う。つまり、警察

ていたけれど、確かにこれは本格ミステリとは言いがたいけ

秋山 ところでさっき、『移情閣』はミステリじゃないって言っ

浮ついてたなあ……。

『移情閣』と同時期に刊行されたはずなんですが、あれは

ほほう、なるほどね。それは説得力があるね。さて、

んじゃないですか。
秋山
中身の話だけれど、この宣通というのは、電通がモデルなん

後、博報堂も出てきますね。って言うか、まんまで

だろうね。
キセン
すよ。企業もまんまですし、題材もまんまです。
自分が特に気に入ったのは結末かな。あれこれ模索し

探偵タイプではなく、警官タイプだし。

恋愛の他には、上司と部下の関係とかも良かった。新

著者は当時、

歳でしたっけ。やっぱり、それぐら

いの年齢でないと書けない小説ですよね。

キセン

をするじゃない。あの切迫感は良かった。

聞広告の場面は、ある種、上司が部下を切り捨てる的な展開

秋山

良かったですね。

キセン あまり踏み込まず、あっさり流してしまうところは

う。プチ恋愛みたいなところとか。

まあ、いいか。自分は後、人間ドラマの部分も良かったと思

秋山 いや、そういう意図があるわけじゃないんだけど……

りにミステリに関連付けなくてもいいじゃないですか。

キセン そうかもしれませんね。まあ、面白いんだから、む

11

秋山

が好き。バッドエンド的な意味ではなくてね。

たり奔走しておいた挙句、失敗で終わってしまうというお話

キセン 僕も好きです。次の展開が読めなくて、最後の最後
まで、ほんとうに面白かったですね。新聞広告のあたりから

新聞広告の場面は熱かった。お互いの手の内を激しく

加速しますよね。
秋山

読み合ったり、裏をかこうとするのがいいね。ラスト ペー

後で考えてみると、わりとリアリティのない話だと

ジは白熱した。
キセン

思うんですよ。でも、どうしてか、かなりリアリティを感じ

そういう意味では映画向けだよね。フリーメーソンが

ました。
秋山

いきなり出てきちゃうところとか。

36
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秋山 って言うか、この著者、格好いいよね！
に白スーツで決めてるのは反則だよ！

港をバック

キセン 著者が格好いいかどうかはさておき『移情閣』は面
白かったということで。

『聖女の島』皆川博子

背徳的な
悦びを覚えるよね。

結末？

プロローグとエピローグがほぼ同じ文章であ

キセン 聖女の結末ですけれど、どのように解釈されました
か？
秋山

ること？ 物語の冒頭と結末が完全に同じという仕掛けにつ

それは面白い解釈だね。ちょっと無理があるような気

し」は多重人格なのではないかと思いました。
秋山

がしないでもないけれど。でも、皆川博子の文章は上手いし、

物語内世界観も完成されているからね。自分の解釈も、キセ

ンくんの解釈も受容してくれる懐の広さを持っているように

思う。それに、この不可解なプロローグとエピローグに関し

て言えば、無理に考えなくても、本編だけでも充分に楽しむ
ことができるよね。

そう言えば、旧版にはイラストがついているね。特に

キセン そうですね。
秋山

ページの横向きの「わたし」で、正面を向いている修道女

暗喩と言うか、そのまんまじゃないですかね。後、

違うと言うか、復刊では削られている箇所があるね。

復刊では、著者のことばとして「外から加えられる危害の恐

キセン 著者の言葉というより、編集者が付け加えた文章み

いているね。

パラノイアにとり憑かれた作者が、あなたに贈る物語」と続

けれど、旧版にはその後に「神秘と、静寂と、マニエリスムと、

でも、とりわけ怖ろしいのは……」までしか書かれていない

こわ

繋がっているのではないかということ。つまり、エピローグ

めて修道女は「わたし」のもうひとつの人格、つまり「わた

それと似ていると言えば似ているのですが、もう少し押し進

キセン なるほど。
「わたし」が修道女になるのですね。僕も

元に派遣されるのだと。

きっと修道女になった元「わたし」が、次なる「わたし」の

怖は、正体が知れている。見えないものが、一番怕い。なか

秋山

作者の言葉も旧版と復刊も違いますね。

キセン

いるみたいだね。

が隠れているこのイラストなんかは、物語の真相を暗喩して

67
において「わたし」は修道女になったのだと思った。そして、

いて自分が思ったのは、この物語がウロボロスの環のように

12
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秋山 言われてみればそうだね。後、
『聖餐城』も少しだけ読

んだけれどやっぱり皆川博子は、キセンくんがさっき言って

たいですね。
秋山 そうかもしれないね。だから復刊では削られたのかもね。

いたようにゴテゴテの文体で巧い作家、ということかもしれ

ゴテゴテなんだけれど、読みづらくはない。ふしぎ

後は終盤、修道女と少女たちが仲良くなっていくのに

気持ち悪いと言うか、妖しい雰囲気とでも言えばいい

キセン 気持ち悪さ、ですか。

気持ち悪さを感じたね。

秋山

な文体ですよね。

キセン

ないね。

キセン 後、旧版では背表紙の犬が青いんですよ。
秋山 あ、ほんとだ。 HORROR NOW
……って書かれてあるね。
ミステリとしてではなく、ホラーとして刊行されたってこと
かな。
キセン 表紙にも「書下ろし怪奇幻想ホラー」と書かれてあ

裏表紙側のカバーの折り返しを見ると、話題の新刊と

るだけで、ミステリのミの字もありませんね。
秋山

秋山

のかな。

なんだか読んでいて背徳的な悦びを覚えるよね。自分、

』に皆川博

子も赤江瀑も載ってたね。あ、高橋克彦もいる。

郎と東雅夫が編纂した『日本怪奇小説傑作集

罪悪感を覚えるほどの強迫性がある。そう言えば、紀田順一

赤江瀑の小説も、読んでいるうちに人間であることに対して

背徳的で思い出した、赤江瀑にも通じるところがあるよね。

男だけどこの小説、読んでいていいのかな、みたいな。あ、

秋山

キセン そうですね。

秋山 秘めやかな、ぐらいかな。

キセン エロい、とまでは行かない。その一歩か二歩手前の。

秋山 何とも言えない……。

キセン ああ、それなら感じましたね。

13

して高橋克彦なんかもわりと大きく取り上げられてるね。そ
れに半分ぐらいが伝奇だ……。

皆川博子と言えば、先日、理論社ミステリー ！から

キセン ちょうど、流行っていたころなんでしょう。
秋山
新刊が出たんだけど、知ってる？
キセン『倒立する塔の殺人』ですか。
そう。あれも少女を扱ったものでね。戦中から戦後に

のはすごいことだよね。

モチーフにこれだけ長い期間、付き合うことができるという

子は 年以上も少女を描き続けていることになる。ひとつの

１９８８年に刊行されたものだから、それを考えると皆川博

女たちの秘め事などが描かれていたりした。
『聖女の島』は

かけてが舞台で、学校というある種の閉鎖空間における少

秋山

YA

キセン 皆川博子は少年も描いていますよね『死の泉』などで。

3

10
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秋山

大上段で斬るねえ。確かに流れは悪かったような気は

した。だから、文章の下手さと流れという点において、自分

キセン 僕は赤江瀑は読んだことがないので分かりませんが、
実際に同じアンソロジィに名を列ねているということは、そ

車

消

失

』

上手いひとが手を抜いてるんじゃなくて、全力で書い

秋山 え、ちょっと待って。面白くなかった？

を移動する場面ですね。

キセン 僕が面白くなかったのは、途中で胴体が列車のなか

てこれってこと。うーん、そういう気配はするかもね。

秋山

ました。

すが、阿井渉介は蘇部と違って、本気で書いている感じがし

蘇部かー。内容も確かに被っているところはありま

は蘇部健一らしさを感じた。列車だし。

列

キセン

れなりに通じるところがあるのだと思いますよ。
秋山 と言うことは怪奇か。
『聖女の島』は怪奇小説的なとこ
ろもあるよね。

ですからね。

渉

介『

キセン まあ、表紙に怪奇幻想ホラーって書いてあるぐらい

井

これっぽっちもリアリティがないですよ。

あんなトリックに大人たちが頭をつき合わせて悩むなんて、

るって言うのも意味不明ですし、トリックも子供騙しですよ。

キセン あんなのありえないじゃないですか。胴体が移動す

秋山 斬るね……で、胴体が移動するシーンが？

う、こんなの！

キセン ミステリじゃなかったら、どうしようもないでしょ

れないけれど。

枠から外してしまうと、ちょっと厳しいところがあるかもし

3

阿

キセン これはこれでありだと思う程度ですよ。

そうなんだ、意外。自分はこれすごい好きだよ。文句

なしにベスト に入れていいぐらい。ただ、ミステリという

秋山

14

島荘 の影響 を

冊目 に 読 ん だ ん

愚直 に受 け継 いだという感 じ。
キセン 次は『列車消失』ですね。
秋山 これは復刊セレクションのなかでは

驚いた。
キセン 下手ですよねー！

キセン 全部、変ですよ。

的にしっくり来ない箇所があるよね。

秋山 いや、そこまで下手だとは思わなかったけれど、部分

りしました！ なんなんですか、この下手さは？

僕も最初に読んだときはびっく

だけど、それまでに読んできたなかでいちばん文章が下手で

9
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秋山

まあ、確かに真相はバカミスだったけれど、証言のく

だりは評価できると思った。と言うのも、胴体だけが歩くな

島荘的表現をするならば、これは幻想かつ華美な謎が次から

島荘は幻想とリアルが噛み合ってるじゃないですか。

次へと出てくる、ヴィーナス的な作品だよね。
キセン

れるのが、だから胴体の謎について討論するシーンですよ。

でも、この作品の場合は噛み合ってない。それが顕著に現わ

んてこと、現実的にはありえないじゃない、そんなのはちょっ
と考えれば分かる。でも、ふたりの人物が同じ証言をしてい

あんなの討論するまでもなく、真相に辿り着けますよ。もう、

るということは、つまり、理性がどんなに事象の不可能性や
非現実性を主張しても、実際に見てしまったら信じざるをえ

バカじゃないかと！

ちなみにさっきからの口調で分かると思

両目 だけ が 消 失 する と

章以降も定期的に新しい謎が提供

両 編 成 の 列 車の

多分、著者は人間ドラマを

秋山

あれ？

なんか締めに入ってるけれど、もう少し語ろ

トラベルミステリと言えば西村京太郎だけど、その本

紹介する、ですよね。仮に『列車消失』がトラベル

そうだね。しかし、そういう観点から見ると、国鉄の

関係がメインですよね。

う、頻繁に東京に帰っちゃうし。むしろ、組織における人間

ミステリだとすれば、そこらへんが中途半端ですね。けっこ

キセン

質はどこにあるのかな。やっぱり地方に行って、ご当地を、

秋山

『エトロフ』は違いますけれど。

キセン これは、うーん……言ってもいいかもしれませんね。

ルミステリなの？

これは列車繋がりということかな。ところで、これはトラベ

うよ。
『列車消失』は解説が『エトロフ』の辻真先だけど、

秋山

たみたいですが、僕は嫌いじゃないぐらいと言うことで。

キセン 僕は駄目でした。と言うわけで、秋山さんは気に入っ

秋山 まあ、でも、自分は面白く読めたよ。

ないという人間心理が描けているんじゃないかと思う。

そうかな？

キセン それは秋山さん、過剰評価ですよ。
秋山

ページで

ずれも魅力的で、引きは充分だった。
キセン ほんとに島荘の影響を愚直に受け継いだという感じ
ですよね。
秋山 そうだね。謎に対する解答に関しては、正直なところ釈
然としないものを覚えないでもないけれど、謎の段階で充分
に魅せられ、酔わせてくれたから、結果がバカミスでも自分

大江はいいですよね！

は満足した。後、キャラクタで言えば、大江がいいよね。
キセン

そうかもね。さっき、島田荘司って言っていたけれど、

描くのが本業なんですよ！
秋山

15

うけれど、自分は文章を除けばいい作品だと思う。なにせ、
開始
6

される。最終的に つか つの謎があったと思うけれど、い

いう謎が提示され、第

7
3

2
4

1
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民営化に対して考えさせる作品だね。 代の我々にとっては

確かによく分かりませんよね。想像するしかないで

まあ、それで『列車消失』の面白かったところだけど

語るよ？

自分 が「これは面白い！」と思ったのは、

あ！ これ『六枚のとんかつ』だ！！

わ ざわ ざ図を用 意するところにけれんみを感じるね。……

ページにある図。言葉で説明するだけで充分に分かるのに、

秋山

キセン まだ語るんですか！？

……、

秋山

すから。

キセン

今ひとつ実感の湧かない話ではあるけれど。

20

両目の っていう数字を見たら、なんとなく思

キセン ……何処がですか？
や、
6

介の別名義なんじゃない？
キセン そこまで言いますか！

秋山さんは気に入ったみたいですが、僕は嫌いじゃ

ないぐらいと言うことで。

キセン

秋山 お、まとめにかかったね。

こから外れていってしまうのが読みどころですね。

ますけれど、トラベルミステリ風の雰囲気を持ちながら、そ

ところで、内容の話になり

んかつ』にも確か図があったよね。実は蘇部健一って阿井渉

いついたから言ってみただけ。でも、そう言えば『六枚のと

秋山
6

秋山 それ、さっきも聞いたよ。

中西智明

『消失！』

怖ろしいね、文芸！

面白かったよ。ただ、ちょっと思ったのは、被害者 が

前なので、だいぶ記憶が薄れています。

キセン 有名なバカミスですね。僕が読んだのは復刊される

秋山

犬である必要性は、なかったのではないかということ。むり

すれば人間でもなんとかいけるんじゃないかと思う。そうす

れば、多少、むりやり感は生まれるかもしれないけれど、ふ

つうの傑作に出来たのではないかな。

やりたかったんじゃないですかね。って言うか、被

復刊前のには、空前絶後の超絶推理って書いてある

内容に関してだけれど、登場人物が被るのではないか

と思っていた。と言うのも、バンドのメンバーで本名が明か

秋山

ぐらいですからね。

キセン

ぞ、と著者の囁きが聞こえた気がした。

だったね。すごいトリックがあるぞ、すごいトリックがある

た下馬評を除いても、作中で期待を煽りに煽ってくれる作品

秋山 それにしてもバカミスであるとか、傑作であるとかいっ

バカミスであることには変わりないですよ。

害者を人間にしても、落ちもひどかったような気がするんで、

キセン

16
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バッドボーイ

されていないＢＢという人物がいるよね、不良少年の頭文字
が名前の由来となっている。
キセン いましたね。本名を知らない関係というのは『十角

作品は同様に無邪気でありながら、残酷でもある、と言うの

が僕のこの作品に対する印象ですね……しかし、へったくそ
な文章でしたね。

残酷であることには同意するけれど『列車消失』より

はましだと再度、弁護するよ。

秋山

キセン いい勝負ですよ！

そうだね。それで、その後、裕二を殺したかもしれな

館』的ですよね。

い人々のなかに、同 道 堂三郎という人 物 が、以 前は不 良 少

秋山 君の思う、上手い文章ってなに？

秋山

年として知られていたという記述があったじゃない。それで、

キセン

龍造とかは、すごい偽名っぽい感じじゃない。だから『都市

文章。たとえばこの 冊のなかでは、連城と皆川のふたりは

ありますよね。シンプルに上手い文章と、ゴテゴテに上手い

好みじゃないんですかね。ただ、上手いにも幾つか

てっきりＢＢと同道堂三郎は同一人物だと思った。後、雷津

と探偵』に登場する架空の人物、つまり、あそこだけ作中作

然なく、被害者の方が同一人物だったね。

なのではないかな。……と思ってたけれど、そんなことは全

キセン しかも犬ですからね。後、この作品も文章が下手で

そうそう、自分は『列車消失』の次に読んだから、ま

すよね。
秋山

た文章が下手だとがっかりしたよ。
キセン ははははは。
笑いすぎだろう。まあ、でも『列車消失』よりかは読

ませる文章だとは思うよ。

秋山

ところがあって……子どもは無邪気に残酷ですけれど、この

ち。僕はいいなと思いました。子どもの持つ残酷さに通じる

下手くそな文章と、稚気に満ちた作風で、このブラックな落

キセン 僕が『消失！』で思ったのは、落ちがひどいことです。

ゴテゴテに上手い文章ですけれど、殊能将之なんかはシンプ

12

ふつう。自分は文章の上手さ下手さというのは、ター

キセン まあ、そうでしょうね。

介の文章は上手い、と言うかしっくり来るのだろうね。

るわけだから、恐らくそのひとたちからすれば美嘉や山田悠

ことが多いけれど、メインターゲットにはしっかり届いてい

といった作品に対して、文章が下手だという批判がなされる

秋山 例えば美嘉の『恋空』や山田悠介の『リアル鬼ごっこ』

キセン 分かります。

ゲットとしている読者に届きやすいか届きにくいかだと思う。

秋山

キセン ゴテゴテのふつうです。

秋山 参考までに、竹本健治は？

ルに上手い文章だと思います。

17
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同様に、例えば我々が愛読しているミステリの傑作も、

「た」で終わる文章が多かったり、引っかかる箇所が多かっ

たり、とにかくこの 作は下手なんですよ！

分かった、文章はもう置いておこう。作品を見よう。

とにかく謎が良かった。物語を牽引する謎が強いから、

雰囲気 を語るのが
上手いんですよ。『仕掛け花火』

江坂遊

い作品だったと思う。以上。

続きが気になって仕方がなかった。ぐいぐいと読ませる、い

秋山

キセン 面白かったですね。

面白かったよね。

秋山

2

秋山
時代小説読みからすれば読みにくいこと、このうえない小説
なのかもしれないね。したがって、読者によって最適な文章
は異なるため、文章の巧拙に絶対的な尺度は存在しないと思
う。
キセン 少し前に「 Fate
は文学」というのがありましたけれど、
奈須きのこの文章に関しても、その解釈が当てはまりそうで
すね。
秋山 そうだね。同人やエロゲー方面において人気を博してい
ても、本・文芸にやってきて人気が得られるかどうかは限ら
ない……のだけれども、まあ、実際問題『空の境界』は売れ
てるからね。ノベルス版は『葉桜の季節に君を想うというこ

まあ、そういった観点から『列

まあ、でも、その『らっきょ』より『恋空』は売れ

傑作が、同人で既発表の作品に負けるなんて……。

と』より売れたらしいよ。四冠を取ったその年のミステリの

キセン

怖ろしいね、文芸！

てますからね。
秋山

車消失』と『消失！』を見ると、この 冊はあんまりミステ

そうしようか。
『 仕 掛 け 花 火 』は自 分、解 説から 読み

よ。純粋に下手でいいですよ。ところで我々は何と比較して

いな。

いかもしれない「お、今年は秋山のやつ頑張ったな～」みた

貰うひとからすれば、毎年、少しずつ増えてゆく数字が面白

たショートショートの数をこっそり記してみようかなと思う。

ソードだよね。自分も来年から年賀状の端っこに生涯で書い

始めたのだけれど最 相 葉月の「 名 刺のこと」は泣けるエピ

秋山

キセン では、そろそろ『仕掛け花火』に移りましょうか。

18

下手って言ってるんですかね。連城ですかね、皆川ですかね。

キセン もう文体とかいいですよ。そういう擁護はいいです

だしも『列車消失』の文体は……

リ読みの方を向いていないような気がする。
『消失！』はま

2
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冷たいな。それはともかく、江坂遊だけれど、今度、

キセン 勝手にやればいいと思いますよ。
秋山
新刊が出るね。

るのが分からない状態から語りがスタートし、語り手と聞き

手の関係が判明して物語が完成した瞬間に終わる作品が多

いよね。その傾向がいちばん如実に出ていると自分が思うの
は、巻頭の「猫かつぎ」
。

秋山 村に旅人が訪れて汁物を飲ませる話。

キセン どんな話でしたっけ？

て、江坂遊は基本的にショートショート作家じゃない。当然、

キセン ああ、痺れ薬が入っていて、騙す奴ですね。

秋山 そう、それに際してちょっと気になっていることがあっ

キセン 講談社ノベルスからですね。

今度の新刊は今までに発表したショートショートを集めたも

キセン ふつうの一人称や科白だけの作品もありますけれど、

ちている。凄まじい斬れ味だよね。

皮を剥ぐって話だったけれど、物語の構造が見えた瞬間に落

そうそう。あれは村にやってきた旅人を騙して、その

秋山

ケータイじゃないんですかね。さっき、秋山さんが

のだと思うのだけれど、それは何処で発表されたものなのだ
ろう。
キセン

れていましたし。

言った最相葉月の解説にも、ケータイで配信していると書か

秋山 じゃあ、ある意味、ケータイ小説か。

おや、よく見たら１９８０年にデビューしてから去年

キセン ある意味、そうですね。
秋山

までに 745
編書いたということは、２０３０年には１０００
編に到達しそうな感じだね。そうなったら、本当の意味で、

また、聞き手がどういう状態で語り手の話を聞いてい

後は東雅夫が言うところの怪談に通じるものが多いと

朗読向きの作品であることは確かですね。
秋山

思う。

キセン 暗い作品が多いですからね。

秋山 ゾッとする作品が多いよね。

キセン まあ、その合い間にもちょっといい話が揃っています
けど。

秋山 幻想味の強い作品もあるよね。幻想、怪奇、 、ホラー

作品の方が多かったような気がするし。後は、星新一の作品

多いような気がする。確かに怖い作品も多いけれど、明るい

んでいて思うのはユーモアが強いよね。ほんわかするものが

……怪談。あ、そう言えば、星新一のショートショートを読

SF

星新一の後継者ということになりそう。さて、江坂遊の作品

秋山

キセン あ、そうですね！ 言われてみれば、確かに。

いうのが多いよね、したがって朗読に向いていると思う。

語り手が存在するということ。読者に語りかけてくる作品と

の中身について。江坂遊の多くの作品について言えることは、

19
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はネタが強いから、口頭で星新一作品の魅力を伝達しやすい
けれど、江坂遊の作品はちょっと難易度が高いよね。あらす
じだけを追って説明しても伝わらないんじゃないかなと。独
自の方言や独自の口調を、正確に真似できないと、江坂遊の
魅力は伝えられないな、と。

すよ、江坂遊は。

キセン 雰囲気なんですよね、雰囲気を語るのが上手いんで

今邑彩

新しいかたち

クローズド・サークルの
『金雀枝荘の殺人』

秋山 これは面白かったね！

自分がいちばん感心したのは、

キセン 次は『金雀枝荘の殺人』ですけれど……、

プロローグで登場人物のひとりが赤緑色弱であると明かして

しまっていること。ふつうに考えると、ある登場人物が色弱

雰囲気、もしくはアトモスフィアに因るところが大き

い、というのも江坂遊の作品が幻想味溢れる作品になってい

であると明示してしまうのはある種のネタバレなんだけれど、

秋山

る要素のひとつだと思う。じゃあ、最後に好きな作品を、そ

この作品ではそれを逆手に取ってミスリードにしてしまって

いる。つまり、カードをオープンにすることで、読者を引っ

れぞれ 編挙げてみようか。自分はねー、そうだねー「月光
酒盛り」だね！ これ傑作！
出ましたね、傑作発言。僕も嫌いじゃないですよ。

ブラックな落ちの多い江坂遊のなかでは、わりと明るい落ち

キセン

はいはいはい「たまご売り」ね、そう来たか。や、売

ですよね。僕が好きなのは「たまご売り」です。
秋山

り言葉に買い言葉のようだけど、確かに自分もあれは嫌いで
はない。けれど、数年間、超短編を様々な場所で読んできた
身としては、あのネタだったら、もっと短い分量で、斬れ味

掛けることに成功している。これは上手いと思った。

キセン あれは確かに巧みでしたね。あの動機は社会派の人

間ドラマに対するカウンターとしてあるという意見もあるみ
たいですね。

秋山 社会派対本格という図式において？

キセン いや、僕自身は賛成してないんですけど。
秋山 あ、そう。

関連性を指摘していましたね。

キセン そう言えば、秋山さんは『金雀枝』と『迷路館』の

秋山 そんなことしたっけ。でも、その 作は類似点が多いよ

ね。クローズド・サークルであったり色弱であったりとかね。

2

の鋭いものが書けるのではないかと思ってしまう。
キセン ああ、言われてみれば確かに 500
文字でも、なんと
かギリギリ演出できそうなネタですね。

20
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キセン いや、でも、色弱っていうのはミステリというジャン
ルにおいて大昔からあるガジェットですよね。にも関わらず、
他の様々な作品をではなく『迷路館』を取り上げたのはどう
してですか？
秋山 え、なんとなく、かな。

井上雅彦
『竹馬男の犯罪』

流水

ステリとしては今ひとつですよね。この作品って、誰かと誰

キセン じゃあ、
『竹馬男の犯罪』行きましょうか。これはミ

秋山 うん、フィーリングに近い。

かが話していると、第三者が割り込んでくるっていうシーン

キセン フィーリングですか？

キセン 論理的な根拠がないんなら撤回してくださいよ。

が多くないですか？ 場面と場面がぶつ切りにされていると

秋山 それは確かにあるね。実際、
全部で 章もあるし、
ちょっ

言うか、シーンの入れ替えが多いと言うか。

秋山 え、そこまで！？ じゃあ、まあ、いいよ。撤回するよ。
で、文体だけど、今邑彩の、この文体は瑞々しいよね、もし
くは現代的と言うか。

全然、硬くないよね。連城の真逆だよね。後、登場人

キセン そうですね、今風ですね。
秋山

物の名前もドイツ風にしたいのは分かるけれど、いくらなん

探偵・声・映画・落語の つ。で、この つの中で、自分が

う企画本なの。具体的には将棋・忍者・嘘発見器・手品・女

性の深いガジェットを、実際に体験したり触れてみようと言

り箱』という本を出したのだけれど、様々なミステリに関連

と多いよね。ところで、少し前に北村薫が『ミステリびっく

40

7

品の つ。この つは概念的な意味で、ミステリとその魅力

特にミステリと関連性が深いなと感じたのは将棋、落語、手

7

でも無理やりすぎる当て字だよね。乙彦がオットーとかね。
キセン オットーって……オットーって……。
そう言えば、内側から閉ざされている密室というのは

3

この『竹馬男の犯罪』という作品は、そういう意味で言った

城』と、
これらを題材に取り上げたミステリに傑作も多い。で、

実際に『将棋殺人事件』
『 な め く じ長 屋 』
『 奇 術 探 偵曾 我 佳

ば論理性であったり、典型性であったり、神秘性であったり。

を根っこの部分で共 有しているように感じた。それは例え

3

秋山

中々、面白い発想だと思った。クローズド・サークルの新し
いかたちだよね。内から外に出られない、という逆密室。
キセン まとめとしては、女性的な文章と新本格的な要素が
良かったということですね。
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ら手品という作品と深い繋がりがあると思う。
キセン まあ、接点は多いですね。
そう。後は『竹馬男』を読みながら、自分の脳裏に何

キセン 後、井沙雅綺こと摩理邑雅人の『すべての芝居がかっ

た探偵たちのために』は、まんま濁暑院溜水の『華麗なる没
落のために』ですね。
秋山 ふふふ、洗脳成功。

秋山
度もある作品がちらついたんだけど、
それは『竹馬男の犯罪』

キセン それで、内容ですけれど、実際問題どうでした？

だなと感じたんですけれど。

僕は作者が井上雅彦ということもあってか、これは異形小説

と同じく奇術を取り扱った作品、つまり『奇術探偵曾我佳
城』……ではなく、清涼院流水の『彩紋家事件』……でもな

正直、期待しすぎのきらいがあった。
『本格ミステリ・クロ

秋山 どんな小説だ、それは。まあ、それはさておき、いやあ、

く『ジョーカー』
。
キセン なんでですか？
共通点は幾つか挙げられるけれど、ひとつは舞台がク

ニクル３００』と『怪奇幻想ミステリ１５０選』の両方に取

秋山

ローズド・サークルであること、天幕荘と幻影城。ひとつは

り上げられ、怪奇ミステリを語るうえで必ず引かれる『竹馬

男の犯罪』なのだから、面白いに違いないと思って読んだの

章がやたら多いこと、 章と 章。ひとつは主要登場人物と

登場人物もなんとなく似通っているよね。勿論、流水

ページの乗客名簿を見たりすると。

たり、理路乱歩であったり。で、そういう考えを持ちながら

たり、
印度奇術であったり、『ジョーカー』にはメタ推理であっ

おいても特殊能力の存在がある。
『竹馬男』には火吹きであっ

の方が多分にキャラクタ的ではあるものの、どちらの作品に

秋山

すごい似てる小説のように思えてきました。

キセン ちょっと、ちょっと待ってください。なんだか両者が

サーカス団の団員とＪＤＣの名探偵たち。ひとつは……、

思われた人物たちが情け容赦なく殺されてしまうこと、元

50

秋山 ほら！ 似てるでしょ！！

サーカスが出てくるからと言って、怪奇にはならない

でしょ。自分が思う怪奇というのは、
例えば西洋の場合はもっ

秋山

キセン サーカス団が出てくるのにですか？

秋山 感じなかった。

ところで、怪奇性は感じなかったんですか？

キセン あー、確かにラストシーンは怪人二十面相でしたね。

けではないけれど、期待していたのとは違ったな、と。

シーンなんて、露骨に怪人二十面相だし。面白くなかったわ

特に少年探偵団を彷彿した。ラストの凧に乗って去ってゆく

ちらかと言うと探偵小説、いや、むしろ冒険小説に近いかな。

だけれど、これは自分の思うミステリでも怪奇でもなく、ど
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キセン あれ、この本の著者、流水でしたっけ？
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とスーパーナチュラル的なもの。幽霊であったり、吸血鬼で
秋山

キセン フリークスですか？

やっぱり怪奇じゃないですか。まあ、僕はどちらに

おわりに……

復刊セレクションベスト３

自体を評価したいですね。

せよ、こういうサーカスというものを題材に扱ったことそれ

キセン

物たちの法悦』や『日本畸形図説』といった本も出てくるしね。

異なるけれど、
マリエの背中にある翼の名残りとか、後は『怪

いや、フリークスと言われると、ちょっとイメージが

あったり、狼男であったり。だから、ピエロとか空中女と言
われても、それは、人間じゃん。

それは、ちょっと、なんか、違うんですよ。そうい

秋山 え、なに？

キセン いやいやいや。

キセン
うものが出てこなくても、怪奇は怪奇ですよ。たとえば乱歩

乱

あれは、怪奇だっけ？ よく覚えてないけど、幻想で

の『鏡地獄』はどうなんですか？
秋山
はあると思うよ。
キセン じゃあ、何処から何処までが怪奇なんですか？
歩で言ってみてくださいよ！
なんで乱歩か分からないけれど、乱歩で怪奇って言っ

キセン 総括としては、いい企画だったと思います。

秋山

たら『押絵と旅する男』とか『屋根裏の散歩者』じゃないかな。

のベスト を出そうか。

品を読むことが出来たからね。じゃあ、最後に改めてお互い

触れなかったであろう、或いは触れられなかったであろう作

そうだね。こういう機会がなければ、恐らく未来永劫、

秋山

キセン 『孤島の鬼』はいい作品なので読んでください。
秋山 うん、読むよ。
キセン では『竹馬男の犯罪』の結論としては、清涼院流水
的だということと、期待していたほどではなかったというこ

あ、今、思いついたけれど、怪奇としては畸形が出て

とで。
秋山

くるよね。

花火』の 作で。

キセン 僕は『敗北への凱旋』
、
『
〈移情閣〉ゲーム』
、
『仕掛け

3

キセン 本当に本格が好きなんですね。

枝荘の殺人』
。

秋山 じゃあ、自分は『列車消失』
、
『消失！』
、そして『金雀

3

後、未読だけれど『孤島の鬼』は優れた怪奇幻想らしいね。

『鏡地獄』もやっぱり考えてみれば怪奇ってことでいいかも。
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秋山

好きだよ。じゃあ、最後に自分らの趣味ではなく、客

観的な視点から、この復刊セレクションの中で、この本だけ

冊は無理です。 冊にしましょう。

は読んでおいた方がいいよ、というのを 冊だけ決めよう。
キセン
秋山 じゃあ、いいよ 冊で。

うん『凱旋』を入れることに関しては文句ないね。自

キセン まずは『凱旋』ですね。

ます。

た作家の本ですし、この機会に読むというのは正しいと思い

キセン『仕掛け花火』は悪くない選択肢ですね。読みづらかっ

分は『仕掛け花火』を入れてもいいかな。

秋山

1

ましたし、何度か復刊されていますし、別にこの機会に読む

キセン いやあ、
『消失！』はことあるごとに話題になってい

必要はないですよ。
秋山 言うねえ。じゃあ、なに？
キセン やっぱ、
『移情閣』ですよ。これは、復刊してくれな
ければきっと読まなかったですよ。
秋山 うん、そうだね。でも、そういう意味では『火の接吻』
も捨てがたいね。
キセン じゃあ二択ですね。
『移情閣』か、
『火の接吻』か。
秋山 お、今、気がついたけれど、君、本当に『敗北への凱旋』

キセン 読んでもらいたいですよ、当たり前じゃないですか。

秋山 自分はそうでもないな。
『敗北への凱旋』もいいけれど、

あ、そういうことですか。だったら、僕は『黄昏の

それより『戻り川心中』を読んでもらいたい。
キセン

ベルリン』を読んでもらいたいですよ。

この 冊だけは読めとして取り上げるのは『火の接吻』
『
〈移

秋山 じゃあ、
『凱旋』を外して、この復刊セレクションの中で、

秋山 お疲れ様でした。

い！ お疲れ様でした！

キセン じゃあ、そういうことで。連城は別に読んでくださ

情閣〉ゲーム』
『仕掛け花火』ということにしよう。

3

3

秋山 では、 冊目として……『消失！』？
3

読んでもらいたい？

24

3

1

講談社ノベルス 25 周年記念復刊で読書会

キ
復刊 セン
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ベス クシ ぶ
ト３ ョン

『敗北への凱歌』 『〈移情閣〉ゲーム』

『仕掛け花火』

ぶ
が選 ョン
琴
シ
真 ク
秋山 セレ ト３
刊
復 ベス

『列車消失』

『火の接吻』

『消失！』
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『〈移情閣〉ゲーム』

『金雀枝荘の殺人』
復
刊
こ セレ
の
３ クシ
ョ
読め冊だけ
ン
は
。

『仕掛け花火』

