
作家

夢枕獏

星新一は、日本にショーショートというジャンルを作りあげた作家である。

このショートショートというジャンルがあったからこそ、この形式から多くのプロ作

家が誕生することができたのだろうと思う。

ぼくなどは、十代の時にはもう星新一を読みはじめて、出る本出る本全てを買いあ

さって読んできた。星新一の未読の新刊が手元にあるという喜びは、何ものにもか

えがたかった。どこから読みはじめてもいいし、どこでやめてもいい。旅先に持って

行く本として、星新一のショートショート集は、実にありがたい書であった。

そもそも、ショートショートというジャンルは、SFに限らず、ファンタジィであろう

が、現代ものであろうが、どういう種類の文芸であろうが、この形式で書くことがで

きるものである。

しかし、ショートショートとSFの相性のよさは間違いなくある。

星新一がこの世に生み出した作品の多くはSFおよびその周辺の作品であった。

これは、ぼくのようなSFファンであった人間には、まことにありがたかった。

だからといって、応募作品をSFに限定する必要はまったくない。

自由な発想、自由な文体、自由なテーマで作品を書いていただきたい。

どのような作品が読めるか、今から楽しみにしているのである。

NASAジェット推進研究所 技術者

小野雅裕

地球人もすなる物語といふものに、私は多大な興味を持つてゐる。この文明が抱へる

自己矛盾をもつとも端的に表すものだからである。大局的に見れば、地球人文明の

最大の特徴はイマジネーションの欠落である。この種族は過去1万年間休むことなく

集団的殺戮を繰り返してゐる。その原因は自らを「正義」、他者を「悪」と思い込む

極めてナイーヴな精神構造にある。他者の痛み、苦しみを理解するイマジネーション

が少しでもあれば起き得ぬことである。さらに地球人は自らの惑星を急速に居住不

可能な状態に改変してゐる。彼らの科学は気候変動の帰結を正しく理解してゐるの

に、である。その原因は短期的な利益のために長期的な持続可能性を犠牲にする未

熟な経済システムにある。次世代が背負ふであろふ重荷を想像するイマジネーショ

ンが少しでもあれば簡単に変へられることである。然るに、地球人文明を微視的に

観察すれば、その活動は豊かなイマジネーションに溢れてゐる。「音楽」と呼ばれる

準規則的音波や「踊り」と呼ばれる物理的動作に愛、怒り、喜び、悲しみの感情を投

影し伝達する。子どもたちは砂や石や小枝を風景や道具や食べ物、乗り物に見立て

て遊ぶ。そして老若男女を問わず物語をする。一度も見たことのない宇宙の果てや過

去、未来の事物をも想像しストーリーとして紡ぐ。このイマジネーションの豊かさは

特筆に値する。一体、地球人はイマジネーションが完全に欠如してゐるのか、或いは

最もイマジネーションに溢れる種族なのか。私は未だにこの矛盾を理解できてゐな

い。どちらの面が勝るのか。地球人の運命は、一重にそこにかかつてゐる。皆さんの

書く物語の中に、未来の希望たるイマジネーションの閃きを見ることを、私は期待し

てゐる。

第７回 日経「星新一賞」審査員紹介 （順不同）

東京大学大学院総合文化研究科教授

池上高志

「ボッコちゃん」をまず思い出す。ボッコちゃんは星新一の代表的ショートショート

で、僕もこの作品から星新一の世界に足を踏み入れた。ボッコちゃんは、バーにいる

女の子のアンドロイドで、相手の言葉を少し変えてオウム返しに繰り返すだけ。なの

に、バーではあっという間に人気ものになる。ついには一人の客が彼女に恋し、、、、

そういう話しだったと思う。

未来的な星新一の世界も昨今は実現可能となってきた。たとえば石黒浩のアンドロ

イド・エリカやHansonロボティクスのSophieは、その容姿や受け答えにしても、

ボッコちゃんを凌駕している。今はさらにその先を考える。今年の2月に発表したア

ンドロイド・Alter３は、石黒さんと一緒につくった半分人型の新しいアンドロイド

だ。Alter３の特技はオーケストラの指揮である。しかしその指揮は不安定で、テン

ポの揺れがデフォルトだ。逆にそうしたものが、複雑なメトロノームとは違う人らし

さを作り、指揮者になれると思っている。

　いま、情動、想像性、欲望、そうしたものが人間の特権となる時代は終わろうとし

ている。アンドロイドも普通に情動や欲望を持つ時代。そこに星新一はどんなSFを

見ただろう。そんなことを考えながら、今回の名誉ある審査委員役をお引き受けしま

した。

電気通信大学大学院情報理工学研究科教授

人工知能先端研究センター副センター長/感性AI株式会社COO

坂本真樹

2017年に，アイドルグループ「仮面女子」にＡＩ（人工知能）で作詞した楽曲

「電☆アドベンチャー」を提供した．「にこにこうぱうぱブルーベリー」など，

不思議な表現がたくさん生まれ，話題になった．ＡＩが創造した不思議な表現

に，人間は面白さを感じたようだった．一方で，ＡＩにアメリカ大統領について

の記事を書かせるということも行った．あらかじめ学習させた文章を紡ぐような

形で記事を生成したため，面白さはなかったが，作詞の場合よりは普通の文章が

作られた．このように，ＡＩに文章を作らせる試みはしてきたが，物語を作るこ

とは難しいと理解していた．物語は，不思議さから生まれる面白さだけでなく，

ストーリー展開から生まれる面白さが必要だ．特に，星新一の作品のようなユー

モアのある文章をＡＩが生成するのは難しいだろう．しかし，もしも星新一の

ユーモアが理系的思考で計算されたものならば，ＡＩはそのユーモアを学習し，

計算できる日が来るのではないかとも思う．人類が誕生して以来，たくさんのア

イディアが生まれてきたが，アイディアは無限の可能性がある．研究者として，

自身がアイディアの泉でありたいと願うのと同時に，身震いするようなアイディ

アに出会えることを楽しみにしている．

女優

本仮屋ユイカ

私は、長編小説を読むのが好きです。ドラマチックなものが好きなのと寂しがり

屋ということもあり、物語は紆余曲折あればあるほど楽しく、そして、登場人物

たちと少しでも長く一緒にいたいという思いからです。星さんの作品は、短いの

に一瞬で別世界に連れて行ってくれる。最後の最後で世界がぐるんとひっくり

返ってしまったような、高いところから突き落とされたような衝撃を感じます。

世界を見る視点が読む前と後で変わってしまう。普段、見ないようにしている人

間の狡さや滑稽さを、本当にスマートに丁寧に差し出して見せてくれる。私は、

星さんの作品に触れるたびに、人間や社会について新しい視点が増える感覚を感

じています。もっともっと知りたくて、どんどん読み進めてしまう。一編ずつは

短いですが、その連なりがこの世界の様々な顔を見せてくれる壮大な長編大作の

ように感じています。今回、この星新一賞の審査員として携われることを大変光

栄に思っています。物語を紡ぎ、この賞に参加される皆さんのことを心から尊敬

し応援しています。そして、「もしかしたらこんな世界が？」と想像する楽しみ

を与えてくださることに感謝しています。どんな世界に出会えるのか、そして、

その世界に出会えた自分自身がどう変化するのか、今からとても楽しみです。

51年　神奈川県生まれ、東海大学卒業。77年「奇想天外」誌

よりデビュー。以後、〈キマイラ吼〉〈魔獣狩り〉〈闇狩り師〉

〈餓狼伝〉〈陰陽師〉シリーズ等を発表。89年『上弦の月を喰

べる獅子』で第10回日本SF大賞を受賞、98年『神々の山嶺』

で第11回柴田錬三郎賞を受賞。11年に『大江戸釣客伝』が第

39回泉鏡花文学賞、第5回舟橋聖一文学賞、12年に吉川英治

文学賞を受賞。16年、絵本『ちいさな　おおきな　き』（山村

浩二　画）で第65回小学館児童出版文学賞受賞。17年、第65回菊池寛賞受賞。18年、紫

綬褒章受章。

1987年東京都生まれ。日本大学藝術学部演劇学科卒業。子

役として芸能活動を始め、NHK教育テレビの学校放送番組

『わくわくサイエンス』（1999年）で初めてのテレビ出

演。その後も、女優として数多くのテレビドラマ・映画・

CMなどに出演し、ドラマ『３年Ｂ組金八先生』第６シリー

ズ（2001年）では学級委員の生徒役を、また映画『スウィ

ングガールズ』（2004年）ではそれまで未経験のトロンボーンにも挑戦。そして、

NHK連続テレビ小説『ファイト』（2005年）ではヒロインに抜擢される。 女優以外で

も、2012年からTBSの情報バラエティ『王様のブランチ』のメインキャスターに起用

され、約3年半にわたり出演するなど、活動の幅は広く、さまざまな分野で活躍中。

1998 年東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻

博士課程修了（博士（学術））。1998 年東京大学助手、

2000年電気通信大学講師、准教授を経て、2015年より同

大大学院情報理工学研究科教授。同大人工知能先端研究セン

ター副センター長を兼務。人工知能学会理事。国際会議での

ベストアプリケーション賞や人工知能学会論文賞など受賞多

数。言葉と感性の結びつきに着目した文系的な現象を、理工系的観点から分析し、人工

知能に搭載することが得意。著書に「坂本真樹先生が教える人工知能がほぼほぼわかる

本」（オーム社）、「坂本真樹と考える　どうする？人工知能時代の就職活動」（エク

シア出版）、「感性情報学―オノマトペから人工知能までー」（コロナ社）などがあ

る。オスカープロモーション所属（業務提携）。

NASAジェット推進研究所 Research Technologist。マー

ズ2020ローバーの自動走行やエウロパ着陸機の自動サンプ

ル採取アルゴリズムの開発の他、未来の無人探査機の自律化

の研究に携わる。東京大学航空宇宙工学科学士 (2005)、マ

サチューセッツ工科大学修士 (2007)、同大学博士 (2012)、

慶應大学理工学部助教を経て。マサチューセッツ工科大学に

て博士号取得。著書に『宇宙に命はあるのか』（SB新書、

2018）、『宇宙を目指して海を渡る』（東洋経済新報社、2014）。2007年に短編小説『天

梯』で織田作之助賞（青春賞）受賞。阪神ファン。ミーちゃんのパパ。好物はたくあんだが

健康のため節制中。

84年東京大学理学部物理学科卒業、89年同大学院理学系研

究科博士課程修了。90年神戸大学大学院自然科学研究科助

手。94年東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻助教

授に。2008年より現職。理学博士。複雑系と人工生命をテー

マに研究を続けるかたわら、アートとサイエンスの領域をつな

ぐ活動も精力的に行う。著書に『生命のサンドウィッチ理

論』、『動きが生命をつくる―生命と意識への構成論的アプ

ローチ』、『人間と機械のあいだ』(共著)など。



SF作家

藤井太洋

日経星新一賞には、第一回目の開催から協力団体の一員として携わってきましたが、

今回ついに審査委員を務めることになりました。光栄に思います。

星新一さんとその友人たちが日本にSF文学を根付かせてから、半世紀が経とうとし

ています。SF小説が誰にでも読まれる時代ではなくなりましたが、SFはマンガで、

アニメで、そしてゲームで書き続けられてきました。先端科学の研究には、SFの発想

で未来を切り開こうとしている人たちがたくさんいます。私たちがSFに夢中でなかっ

たことなんかありません。星新一賞に応募できる、ショートショートという短い小説

は、みんなが大好きなSFの原点に迫る形式です。不思議だと思ったこと、悲しかった

こと、怒りたいこと、不安なこと、そしてワクワクしたことを作り話で教えてくださ

い。それでもしも他の人に何かが伝わったなら、それがあなたのSFです。短い作品に

はいいところがたくさんあります。特に、何度でも書き直せる利点は思う存分いかし

てください。何度も何度も読み返して、頭をよぎった思いつきが誰にでもわかるよう

に書き直し、不要な部分を捨てて、全ての部分を響かせあうことができます。もし

も、次から次へと書きたいことが出てきて困ってしまうなら、別の作品にして投稿し

たってかまいません。昨年は二つも賞を取ってしまった方がいました。一つあげたか

らいいだろう、なんていうようないい加減なことはしません。星新一賞は、作品だけ

を見つめる文学賞です。皆さんのSFを手に取れる日を楽しみにしています。

脳科学者

中野信子

星新一の作品は、なつかしさを感じさせるが古さは感じさせない。これは、彼の作品

に固有名詞や具体的な数字がほとんど使われていないためだろう。普遍的な物語と

して読めるよう配慮された、ストイックな文体は、その在り方そのものが理系的であ

る。特殊な例や、n=1に過ぎないデータをストーリー化する小説家は数多く存在する

が、どんな時代にも、どんな人にも通用することを重視して物語を構築する人は少な

いように思う。星新一は、それを意識的に行った稀有な書き手である。

自然科学では、普遍性が極めて重要な要素であると見做される。どんなにセンセー

ショナルでドラマティックなデータであっても、再現性がなければ原則として新奇な

現象としては認められない。理系、とラベリングされていても、この原則を踏まえな

いものは、ただ新しいテクノロジーに関するタームを小道具に使っただけの創作物で

あり、残念ながら数年すればすぐに古びてしまうものになるだろう。

星新一作品に流れる普遍性を継承する、真の後継たる作品が生まれ出る現場に立ち

会えるであろうことを思うと、今から興奮が止まらない。

第６回 日経「星新一賞」審査員紹介 （順不同）

将棋棋士

森内俊之

近年、将棋界では今までの常識では測れないような出来事が立て続けに起こってい

る。昨年、藤井六段が達成したデビュー戦以来の連勝記録２９連勝は、１局の勝率

が５割と仮定した場合、約５億３千万分の１の確率でしか達成できない。

プロ野球大リーグでの大谷翔平選手の活躍も、フィギュアスケートの羽生結弦選手

の歴代最高得点記録の更新も、創作の中でのような話だし、現実と虚構の区別がつ

きにくい時代になってきたと言えるのではないだろうか。

星新一氏は、SF小説で日本のショートショートの第一人者となったが、ひょっとした

ら現在のような混沌とした世の中の状況が見えていたのかもしれない。

AIの目覚ましい発展で、将棋の世界ではセオリーが見直され、大きな転機となった

が、きっとこれから多くの世界で、パラダイムシフトが起こっていくことだろう。

この星新一賞には毎年AIの応募作品があるが、AIが、SF小説の世界のみならず、文

壇全体のパラダイムシフトを起こす日が来るのかもしれない。

そんな未来ある星新一賞の審査員に選任いただけたことは大変光栄であり、どのよ

うな作品に巡り合えるのか、とても楽しみにしている。

国立研究開発法人産業技術総合研究所 フェロー 

人工知能研究センター 研究センター長

辻井潤一

私が大学生になった頃は、全共闘と学園紛争という、革命前夜かと錯覚するよう

なエネルギーに満ちた混乱と、大阪万博や情報社会論などに象徴される楽観主義

とが同居する不思議な時代だったと思う。この奇妙な雰囲気の中で、既成の概念

を打破して、想像力を解き放ってくれるSFというジャンルの文学が、若者を引き

付けていた。半村良、眉村卓、小松左京、筒井康隆といった作家が、それまでの

文学とは異なる空間を作り出し、我々の想像力を刺激していた。

星新一の世界は、こういう作家群が作り出す世界とも違っていた。パウル・ク

レーの絵のような透明感が高い、無機質な世界、未来というだけで、場所や時間

が意味を持たないエヌ氏やボッコちゃんの世界は、生煮えの政治論議や楽観主義

の喧騒から逃れ、人間とは何かを夾雑物なしに考えるのに最適な空間だった。

星新一が作り出す、時空を超越した世界は、いまも新鮮で予見に満ちている。現

在、人工知能やロボットが現実的なものとして我々の生活空間に入り込んできて

いる。また、それらの技術を取り巻く議論も、楽観論と悲観論が渦巻き、ヒステ

リアの域に達している。現代の星新一は、このような時代をどのように超越し、

透徹したショートショートでその本質を切り取るのか、期待している。

カリフォルニア工科大学 フレッド・カブリ冠教授、

ウォルター・バーク理論物理学研究所所長　

東京大学 カブリ数物連携宇宙研究機構 機構長

大栗博司

数学では、「公理」と呼ばれる仮定を置き、これを前提として論理を積み重ね、

定理を導きます。異なる公理から始めると異なる定理が導かれる。たとえば、平

面上の図形に関するユークリッド幾何学には「平行線の公理」と呼ばれるものが

あり、これを変更するとピタゴラスの定理の成り立たない非ユークリッド幾何学

になります。公理の数だけ数学の世界がある。しかし、豊かな数学を生み出す公

理もあれば、そうでないものもあります。数学者には、筋がいい公理を見抜くセ

ンス、そこから美しい数学を紡ぎだす発想、そしてそれを定理として完成できる

強靭な論理力が大切です。

星新一の作品では、登場人物が合理的な行動をするにもかかわらず、思いがけな

い展開を見せることがよくあります。異なる公理から異なる数学が生まれるよう

に、私たちの世界の前提をすこしずらすことで、どのような物語が拡がっていく

かを論理的に突き詰めて考えるのも、理系文学のひとつのありようだと思いま

す。創造性と論理性は、相反するものではない。前提をずらすセンス、驚きをも

たらす発想、納得できる物語を展開させる論理力によって、これまで想像したこ

ともなかった世界を見せてくれる作品の応募を期待します。

1971年生まれ。国際基督教大学を中途退学したのち、エンジ

ニアとして東京都内のPCソフト開発会社に勤務する。2012

年、在職中に執筆した小説「Gene Mapper」を電子書籍とし

て販売したところ、Kindle本の小説のなかで最も販売数の多

い小説となり、作家デビュー。2013年に専業作家へと転身

し、2014年2月に発行された第二長編「オービタル・クラウド

」で第35回日本SF大賞と第47回星雲賞日本長編部門を受

賞。デビュー作の「Gene Mapper -full build-」と短編集の「公正的戦闘規範」も日本SF

大賞の最終候補作にノミネートされる。現在は日本SF作家クラブの第18代会長を務め

る。

京都大学理学部卒業、東京大学理学博士。プリンストン高等

研究所研究員、シカゴ大学助教授、京都大学助教授、カリ

フォルニア大学バークレイ校教授などを経て現職。アメリカ

芸術科学アカデミー会員。アスペン物理学センター所長。素

粒子論の研究に対し、アメリカ数学会アイゼンバッド賞、フ

ンボルト賞、サイモンズ賞、ハンブルク賞、仁科記念賞、中日文化賞などを受賞。『大

栗先生の超弦理論入門』（ブルーバックス）に対し講談社科学出版賞。科学監修をした

映像作品『９次元からきた男』は国際プラネタリウム協会最優秀教育作品賞を受賞。他

の著書に『重力とは何か』、『強い力と弱い力』、『数学の言葉で世界を見たら』、

『真理の探究（仏教学者の佐々木閑と共著）』（幻冬舎）、『素粒子のランドスケー

プ』、『素粒子のランドスケープ２』（数学書房）。

1949年生まれ。1973 年京都大学大学院修士課程修了。工

学博士。1979 年京都大学助教授、1988 年マンチェス

ター大学教授、1995 年東京大学大学院 教授、2011 年 マ

イクロソフト研究所首席研究員（北京）、アジア首席研究員

等を歴任し、2015年5月より現職。2005年にマンチェス

ター大学の国立テキストマイニングセンターの設立にかかわり、センター長に就任。マ

ンチェスター大学教授兼任。東京大学名誉教授。紫綬褒章、大川賞、国際機械翻訳協会 

IAMT 栄誉賞など受賞多数。

1975年東京都生まれ。1998年 東京大学工学部応用化学科

卒業。2008年 東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専

攻博士課程修了。同年フランス国立研究所にて博士研究員と

して勤務後、2010年帰国。2013年 東日本国際大学客員教

授、横浜市立大学客員准教授に就任。2015年 東日本国際大

学教授に就任。現在、脳や心理学をテーマに研究や執筆の活

動を精力的に行っている。科学の視点から人間社会で起こり

うる現象及び人物を読み解く語り口に定評がある。主な著書に、「サイコパス」文春新書、

「努力不要論」　フォレスト出版、「脳内麻薬」幻冬舎など。

1970年神奈川県生まれ。小学3年生で将棋を始め、16歳で

プロ棋士となる。2002年、初タイトルとなる第60期名人位を

獲得し、同時に九段に昇段。その後も、竜王、王将、棋王の各

タイトルを獲得、2007年には名人位が通算5期となり、十八

世名人の有資格者となった。棋士として、「新人賞」を始め、

「最優秀棋士賞」｢最多対局賞｣｢最多勝利賞｣「勝率第1位賞」

など多数受賞し、2017年には史上12人目となる通算900勝

を達成。同年12月、紫綬褒章を受章。現在は、フリークラスで戦いながら、日本将棋連盟

の専務理事を務め、将棋の普及に尽力している。主な著書に、「森内俊之の戦いの絶対感

覚」(河出書房新社)、「矢倉の急所 1・2」(浅川書房)、「覆す力」(小学館新書)など。



1965年5月13日、埼玉県生まれ。日本大学芸術学部演劇学

科を中退後、1988年大学の同級生の田中裕二と爆笑問題を

結成。政治から芸能まで様々な社会現象を斬る漫才は、幅

広い年齢層に支持されている。1993年度NHK新人演芸大

賞、2006年芸術選奨文部科学大臣賞受賞。主な著書に『爆

笑問題の日本原論』（宝島社）、『天下御免の向こう見

ず』（幻冬舎文庫）、『トリックスターから、空へ』（新

潮社文庫）、『マボロシの鳥』（新潮社）、『文明の子』（ダイヤモンド社）、『憲法

九条を世界遺産に』（中沢新一との共著、集英社新書）、『向田邦子の陽射し』（文春

文庫）など多数。

タレント

太田光

１９７０年代。高度成長期。新幹線、高速道路、高層ビル、工場、原発、公害、

農薬、遺伝子操作、科学医療……。今に続く全ての分野がやみくもに前に進んだ

頃、私達は小学生で、教室の片隅の学級文庫には必ず『星新一』が置いてあり、

何気なく手にしたショートショートがＳＦへの入り口だった。ＳＦは今ほど市民

権を得ておらず、まさに片隅にあり、ショートショートは子供が読むには最高の

物語だった。今、５０を過ぎた私の眼前には、あの時代の大人がやり残した問題

が山積していて、１０００を超える短編の中にだけ、真実が書かれていたことを

知り愕然としている。『星新一』という３文字は、私にとって究極のショート

ショートだ。今の我々がやり残すであろう問題を未来の大人達に教える物語は絶

対に必要だ。

爆笑問題・太田光

1959年大阪生まれ。京都大学経済学部卒。生命保険会社勤

務後、96年に『ＩＳＯＬＡ』で第三回日本ホラー小説大賞

佳作を受賞、『十三番目の人格(ペルソナ)―ＩＳＯＬＡ―』

と改題し刊行される。97年に『黒い家』で第四回日本ホ

ラー小説大賞、2005年に『硝子のハンマー』で日本推理作

家協会賞、08年『新世界より』で日本ＳＦ大賞、11年

『ダークゾーン』で将棋ペンクラブ大賞特別賞、10年『悪

の教典』で第一回山田風太郎賞を受賞する。他の著作に、『天使の囀り』、『青の

炎』、『クリムゾンの迷宮』、『狐火の家』、『鍵のかかった部屋』などがある。

小説家

貴志祐介

星新一は日本のＳＦの礎を作ったパイオニアの一人であり、その名を冠した賞で

審査員を務められることは、たいへん光栄に思います。それ以前にあった掌編小

説とは違って、ショート・ショートという形式は、星新一がほぼ独力で磨き上

げ、一世を風靡しました。かつては多くの小説誌の誌面を飾り、入試問題に使わ

れることもあったほどです。その後、やや下火になった時期もありましたが、他

ならぬ本賞においてＡＩによる作品が話題になるなど、最近になって再び注目を

浴びているのは嬉しいことです。ショート・ショートの魅力と言えば、やはり切

れ味でしょう。じっくり描写したり伏線を張ったりしている余裕はありません。

手数やコンビネーションではなく、とっておきのアイデアによる見えない角度か

らのワンパンチＫＯを狙い、すべての企みとエネルギーを結末で炸裂させてくだ

さい。最後の一行を読んでしばし茫然、椅子から立ち上がれなくなるような作品

との出会いを楽しみにしています。

第５回 日経「星新一賞」審査員紹介 （順不同）

2004年㈱INAX（現LIXIL）取締役CTO(最高技術責任者)を

経て東北大学教授、2014年より現職、ものつくりとライフ

スタイルのパラダイムシフトに向けて国内外で多くの発信

を続けている。特に、2004年からは、自然のすごさを賢く

活かすあたらしいものつくり『ネイチャー･テクノロジー』

を提唱、2014年から『心豊かな暮らし方』の上位概念であ

る『間抜けの研究』を奄美群島沖永良部島へ移住、開始し

た。酔庵塾塾長、ネイチャー･テクノロジ研究会代表、ものつくり生命文明機構理事、

アースウォッチ・ジャパン理事、アメリカセラミクス学会フェローほか

近著；「自然に学ぶ暮らし」（さえら書房2017）､「光り輝く未来が沖永良部島にあっ

た！」（ワニブックス2015）、Nature Technology　(Springer 2014)、「『超』

能力を持つ生き物たち(学研2014)、ほか多数

合同会社 地球村研究室 代表　東北大学名誉教授

石田秀輝

小学校3年生まで読み書きは全く出来なかった。下駄箱には名前ではなく大きな

桜のマークが張られていた。朝から晩まで棒を持って走り回っていてその必要性

も考えたことはなかった。学校には廊下に立たされに行くようなものだったが、

それを辛いと思ったこともなかった。文字が言葉と同じように人の心を伝えられ

るものだと気づいたのは、小学校3年生も終わりのころだったように思う。はじ

めて文字の価値を知ったことは子供心にも衝撃的だった。乾いた砂に水を撒くよ

うに、あたらしい文字を覚え使うことそのものが夢のようだった。そんな中、家

の本棚から引っ張り出して読んだのが星新一さんの本だった。確か『ようこそ地

球さん』だったか・・・　何度も何度も読み直し、その度にたくさんの夢を心の

中に育ててくれた。科学者になって、その夢を実現したいと決めたのもその頃

だったかもしれない。筒井康隆さんが星新一さんに影響を受けたと知り、筒井さ

んにも夢中になったり…　星さんのショートショートとエッセイ、筒井さんのハ

チャメチャと純文学、そんな対比にも心を躍らせ、何ともこの人たちの頭はどう

なっているのかと自らの非才を恥じ入ったことも青春の大事な思い出である。

　星新一賞の審査委員、嬉しい限りである。どんな素敵な夢に出会えるのか、ど

んな素晴らしい可能性に出会えるのか････　審査委員として、誰よりも先にそれ

を確かめられるのである、今からワクワクである。

1997年 東京大学工学部電子情報工学科卒業。2002年 同

大学院博士課程修了。博士（工学）。同年より、産業技術総

合研究所研究員。2005年8月よりスタンフォード大学客員

研究員を経て、2007年より、東京大学大学院工学系研究科

総合研究機構／知の構造化センター／技術経営戦略学専攻准

教授。2014年より、東京大学大学院工学系研究科 技術経

営戦略学専攻 グローバル消費インテリジェンス寄付講座 共

同代表・特任准教授。専門分野は、人工知能、ウェブマイニング、ビッグデータ分析。

人工知能学会からは論文賞（2002年）、創立20周年記念事業賞（2006年）、現場イ

ノベーション賞（2011年）、功労賞（2013年）の各賞を受賞。人工知能学会　学生編

集委員、編集委員を経て、2010年から副編集委員長、2012年から編集委員長・理事。

2014年より倫理委員長。

東京大学大学院 工学系研究科 特任准教授

松尾豊

人工知能が大きく進展している。特にディープラーニングという技術を中心にこ

こ数年の技術進化は著しい。こうした技術が我々に何をもたらすのか。社会はど

う変わるのか。人間と人工知能の新しい関係は？技術が描く世界とSFの世界がだ

んだん近づいているように感じる。昔描かれていた世界が次々と実現されてい

る。私自身も星新一の作品をはじめさまざまなSF小説を読んで、小さい頃から夢

を膨らませてきた。こういう時代だからこそ、いまの人工知能を踏まえた未来像

はどうなるのか、とことんまで想像力を膨らませるとどんな世界が描けるのか、

すごく興味がある。SFの力は大きいし、今の時代だからこそそれがより必要とさ

れているのだと思う。昨年は人工知能が創作した作品の投稿もあったが、今年は

もっと多くの人工知能による作品が投稿されることも楽しみにしている。

千葉県松戸市生まれ。1999年国際宇宙ステーション(ISS)

の宇宙飛行士候補者に選ばれ、2001年認定。2004年ソ

ユーズ宇宙船運航技術者、2006年スペースシャトル搭乗運

用技術者の資格を取得。2010年4月、スペースシャトル・

ディスカバリー号で宇宙へ。ISS組立補給ミッション

STS-131に従事した。2011年8月JAXA退職。内閣府宇宙

政策委員会委員、日本宇宙少年団(YAC)アドバイザー、女

子美術大学客員教授、日本ロケット協会理事・「宙女」委員長、一般財団法人BEYOND 

Tomorrow評議員、一般財団法人ワンアース名誉顧問などを務める。著書に「宇宙飛行

士になる勉強法」（中央公論新社）、「夢をつなぐ」（角川書店）、「瑠璃色の星」

（世界文化社）など。

宇宙飛行士

山崎直子

宇宙に行って驚かされたことはたくさんある。地球の生命の輝きの美しさ。宇宙

での無重量の感覚の懐かしさ。そして、何より、地球に戻ってきた後の重力の重

さ。自分の体がここまで重く、紙一枚でも重く感じるのかと。そして、そよ風や

緑の香り、土の感触はこんなにも愛おしいのかと、当たり前だと思っていたこと

が当たり前ではないことを痛感した。そんな私たち、宇宙飛行士もエンジニア

も、数々のSFから刺激を受けている。SFは時や空間や価値観を飛び超えて、視点

を自由自在に羽ばたかせてくれるからだ。そして、星新一氏のショートショート

には、ショートであるが故の鮮烈なメッセージが込められているように思う。彼

の手にかかると、日常の景色が鮮やかに、生き生きと見え、こんな見方があった

のかと、いつも驚かされる。今普通に見ている景色だけが正しい訳ではないと感

じる。そう、そもそも、「正しさ」とは、立場によって、時代によって変化しう

るものだということは、長い人類の歴史を振り返り、宇宙観の変化などを見ても

痛感させられる。こうした様々な視点を想像することは、この世界を、そして自

分自身を見つめ直すことにつながるように思う。第5回目を迎える星新一賞で、

どんな世界が語られるのか、とても楽しみである。



1964年宮城県生れ。早稲田大学卒。1992年、日本ファン

タジーノベル大賞の最終候補作となった『六番目の小夜

子』でデビュー。2005年『夜のピクニック』で吉川英治文

学新人賞、本屋大賞を、2006年『ユージニア』で日本推理

作家協会賞を、2007年『中庭の出来事』で山本周五郎賞を

それぞれ受賞。ホラー、ＳＦ、ミステリーなど様々なジャ

ンルで才能を発揮している。他の著書に『ネバーランド』

『木曜組曲』『隅の風景』『夜の底は柔らかな幻』『EPITAPH東京』などがある。

作家

恩田 陸

最先端の研究をしている人の話を聞くと、いつもびっくりします。科学というも

のが印刷され固定されたものではなく、とてもヴィヴィッドで、柔らかくて、揺

れ動いているものだからです。科学は常に新しい考え方を求めています。星新一

の作品には、それがありました。彼は何十年も前から「ずっと先」を幻視してい

ました。そんな、誰も見たことのないものを見せてくれる、びっくりするような

作品をお待ちしています。

浮世離れしたくてナマコの研究者になった。沖縄で暮らす

うちに歌の力に目覚め、生物学を歌で教える授業を行い、

CD３枚付きの本「歌う生物学必修編」（cccメディアハウ

ス）も出した。「ゾウの時間ネズミの時間」（中公新書）

はベストセラーかつロングセラー。

生物学者／東京工業大学名誉教授

本川 達雄

日本人の論文は結果が詳細で議論は短い。結果をして語らしめれば議論など必要

ないというスタンスである。欧米の論文は少ない結果からでも壮大な議論big 

talkを展開する（big talkはホラ話の意）。間違っていても、その議論から新たな

道が開けるならいい。良いホラが高く評価されるのが欧米で、学問のやり方にも

違いがある。これをアメリカの科学誌に書いた。日本むけには「もっとホラ吹き

を理科系にリクルートする必要がある」と書き加えて科学誌に投稿したが、「こ

れはホラ」として拒否され、一般誌に出した。すると「一般誌に書くなど、人事

ではマイナス評価」と大先生からお叱りを受けた。爾来三十年、事情は変わって

いないようだ。そこで星新一賞。お偉方の目を気にせず、大いにホラを吹いて欲

しい。でも、科学上の事実を曲げたり捏造するのと、ホラは違う。ここはお忘れ

なく。

1963年東京都生まれ。体の70%は映画でできているゲーム

クリエイター。1987年、初監督作品『メタルギア』を発

表。以後、数々の作品を生み出す。ゲーム業界屈指の本好

き、映画好きとしても知られ、その嗅覚と鋭い批評眼が注目

されている。2015年末、新たに独立スタジオとして「コジ

マプロダクション」を立ち上げた。

Twitter：@Kojima_Hideo

ゲームクリエイター

小島 秀夫

映画ばかりを観ていた読書嫌いの小学生の僕に「小説の楽しみ」を教えてくれた

のは、星新一先生でした。推理小説もSF小説も知らない小学校低学年の僕が、唯

一、楽しんで読んでいたのが星先生のショートショートだったのです。やがて高

学年になり、長編推理小説を書こうと原稿用紙に向かいましたが、何度も書き直

してしまい、最後まで書きあげることはできませんでした。そんな時、星先生の

ショートショートを思い出しました。これならできるかもしれない。それが小学

生なりの勘違いだということにすぐ気づくのですが、とにかくショートショート

を書き始めたのです。短いお話を完成させたのち、枚数を増やしていくことで、

なんとか長編を書きあげることができるようになりました。「物語を書きあげる

」という楽しみだけでなく、アイディアを物語に仕上げるということを教えてく

れたのが、星先生でした。今は、ゲームというメディアで物語を創っています

が、今の僕があるのも星先生のおかげです。「星新一賞」の最終選考委員を務め

させていただくことを、たいへん光栄に感じております。

VRとAR内で触感や身体感覚の伝達実現を目指す研究者と

起業家．手を制御する装置PossessedHandを発表しTime

誌が選ぶ50の発明に選出される。H2L, Incを創業し大学に

て研究活動も継続する。2015年ウーマンオブザイヤー準大

賞。2016年WIRED Audi Innovation Award 2016選

出。

博士/早稲田大学助教/H2L創業者/JSTさきがけ研究員

玉城 絵美

SFは文学作品としてだけではなく、数十年後の科学技術と文化を牽引するビジョ

ンでもあります。私は科学技術の小さな一部を作っておりますが、大きな未来を

作るSFを楽しみにしております。

専門は太陽系探査科学、アストロバイオロジー。総合研究

大学院大学、慶應大学院、海洋研究開発機構、法政大学院

にて研究・教育職を併任。はやぶさ小惑星試料採取機構の

開発責任者を務めた他、スターダスト、イカロス、はやぶ

さ２、たんぽぽなど、十余りの日欧米の宇宙プロジェクト

に参画。現在は地球外海洋天体サンプルリターンを研究。

2003年に小惑星(8906)Yano命名。著書に『星のかけらを採りにいく』他。

宇宙探査科学者/宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究

所助教

矢野 創

学生時代以来四半世紀、「うちゅうじん」のサイエンス・ファクトを研究してい

る。もちろん「緑の小人」探しではなく、星の輪廻転生に直接関わり、惑星・生

命の原材料として、望遠鏡・探査機・顕微鏡の全てで探求できる「宇宙塵」のほ

うである。だから星新一も創刊に参加したサイエンス・フィクション同人誌が

『宇宙塵』と名付けられた経緯が気にかかる。

　現代日本ではしばしば、文学を含む芸術と科学は互いに乖離した営みかのよう

に語られる。しかし両者の出発点は自然や外界の観察を通じた真理の抽出であ

り、知的活動の大半は結論を導くストーリー作りと論理的実証に費やされる。ア

ウトプットの様式は両者で大きく異なるが、世界で唯一の価値を創造する点は共

通している。星新一の中でも両者が併存していたからこそ、時代や文化を超えて

多くの読者を得られるのだろう。

　私が十代に読んだ星作品は、昭和時代の科学・技術と社会生活から外挿された

「オトナのイソップ寓話」のようだった。星が生きた時代よりも宇宙や生命に関

する情報量が数桁多く、リアルとバーチャル世界双方で流通している今、星新一

賞の作品群はどんなビジョンを描いてくれるだろうか？

第４回 日経「星新一賞」審査員紹介 （順不同）



主な著書に「ミルキーピア物語」シリーズ、「地球SOS」

１、２(早川書房)、「よろず電脳調査局ページ11」シリー

ズ(徳間書店)、「電脳祈偃師」１、２(学習研究社)、「展翅

蝶」(エニックス)など。2012年子ども向け書き下ろしSFシ

リーズ「21世紀空想科学小説（全９冊）」企画立案。同シ

リーズ「何かが来た」（岩崎書店）。日本文藝家協会会

員。日本児童文学者協会会員。日本ＳＦ作家クラブ会員、

同第17代会長。

SF作家

東野 司

「奇想」。人が思いつかないような発想。それこそが私のSFの核だ。それを掲

げ、目指し、追い求めながら物語を書いてきた。そんな私が、アイデア・発想を

何よりとする星新一賞が気にならないはずはない。日本SF作家クラブ会長時代に

協力団体の立場だった私が、今回最終審査員を拝命した。緊張もするが、こんな

に胸躍ることもない。とくに今回新設された学生部門が大いに楽しみだ。こんな

奇想があったかと、くやしさに歯筋みするような物語に出会えることを期待して

いる。

1951年生まれ。「一発貫太くん」で演出家デビュー。｢う

る星やつら｣ほか、数々の作品に参加。『GHOST IN THE 

SHELL / 攻殻機動隊』は海外の著名監督に大きな影響を与

えた。また多数の実写映画作品にも意欲的に挑戦を続けて

いる。代表作は『機動警察パトレイバー 劇場版』『スカ

イ・クロラ The Sky Crawlers』など。最新作はカナダと

の国際共同製作『Garm Wars The Last Druid』。

映画監督

押井 守

いまは昔、五〇年ほど前のことです。自分はエスエフ作家になるだろう、と何の

根拠もなく確信していた中学生がＳＦマガジンの裏表紙を眺めながら思いまし

た。ショート・ショートのコンテストです。四百字で五枚です。いずれは二千枚

の大長編を書くことになるにせよ、これなら今の自分にも書けそうだし、予行演

習としては手頃かもしれない。なにしろ四百字で五枚です。思いついたが吉日と

ばかりに、文房具屋さんで赤いノートを買い込み、表紙に「押井守SF短編傑作集

」と大書して書き始めました。冒頭の数行で躓きました。つい先日、探し出した

件の「傑作集」を開いてみると、四百字五枚にも届かぬ無惨な物語が二篇ほど書

き記されておりました。応募した記憶がありませんから、さすがに中学生といえ

ども最低限の理性だけはあったようです。その後、紆余曲折を経て映画監督にな

り、本業の傍らＳＦらしき小説も長短合わせて十冊以上は書きましたが、ショー

ト・ショートにだけは手を染めていません。そんな私がおこがましくも審査員を

務めさせて戴きます。若き日の恨みを込めて選びます。

1977年、慶應義塾大学医学部卒業。同年、医師免許取得。

1988年、同大学博士号取得。同大学医学部外科学教室医局

員として病院での診療に従事。1985年、NASDA（現

JAXA）より搭乗科学技術者として宇宙飛行士に選定され

る。1994年、98年と宇宙飛行を行い、微小重力下でのラ

イフサイエンスおよび宇宙医学の分野の実験を実施。2004年より2007年9月まで、国

際宇宙大学の客員教授。2015年4月より、東京理科大学副学長に就任。

東京理科大学副学長

宇宙航空研究開発機構技術参与、宇宙飛行士、

医師・医学博士

向井 千秋

審査員として応募作品を拝読するのは大変光栄なことです。日進月歩の科学技術

に支えられた豊かな社会づくりを先導するのは想像力です。グローバル化や価値

観の多様化で大きく変動している時代を背景に、どんな作品が出てくるのか楽し

みです。応募者の皆様、理系文学の神髄を思う存分発揮してください！

東京都生まれ。横浜国立大学教育学部卒業、米イェール大

学大学院地質学・地球物理学部修士課程修了、英ブリスト

ル大学理学部地質学科　PhD課程修了。PhD。1994年から

国立科学博物館地学研究部に勤務。恐竜など中生代の爬虫

類、鳥類化石から、生物の進化を少しでも理解しようと、

化石と心の中で対話する日々をおくっている。（父はイラ

ストレーターの故・真鍋博）

国立科学博物館

地学研究部 グループ長

真鍋 真

最近、全国各地で小学生から「自分が夢を叶えて恐竜学者になったとしても、や

ることが残っていますか？」と聞かれることがあります。研究成果が次々と発表

されていると、すべてわかってしまうのではないかと心配になるそうです。こど

もたちの発言は現代社会を映しているのではないかと思います。いま人類に求め

られているのは、予測可能な近未来を超えて、もっと遠く、広く見わたそうとす

る意欲と情熱なのではないでしょうか。SFはそのときの人類が想像できないこと

を生み出そうとするものです。星新一賞に応募される皆さんと作品を通して交流

できるのを楽しみにしています。

1989年、日産自動車株式会社入社。宇宙航空事業部に配属

される。2000年、同社の航空宇宙事業が石川島播磨重工業

株式会社（現IHI）に事業譲渡されたことに伴い、IHIに移

籍。その後、株式会社IHIエアロスペース、IHIにて、一貫し

て宇宙畑を歩む。宇宙システムおよびTR-IAロケット、

USERSカプセル、はやぶさカプセル、イプシロンロケットなどの宇宙輸送システム開発

に従事。現在の仕事を志すきっかけは、小学６年生の時にテレビで見たアポロ11号の月

着陸。ロケットの打上げと、はやぶさで宇宙からの帰還を経験した今も、少年の日に抱

いた“有人宇宙船を作る”という夢を見続けている。。

株式会社ＩＨＩ 執行役員

航空宇宙事業本部 副本部長 (兼)宇宙開発事業

推進部長

牧野 隆

SF小説が好きで、学生時代には、星新一作品もよく読ませていただきました。審

査員に選ばれて大変光栄に思います。つい最近，『声の網』を読み返してみまし

た（今回は電話機で読みました）。40年以上前に書かれた作品ですが、現在のイ

ンターネット社会の不気味さが表現されていて、昔読んだ時とは異なる感覚で楽

しめました。このような未来社会を斜めから俯瞰したブラックな作品を楽しみに

しています。

第３回 日経「星新一賞」審査員紹介 （順不同）



1951年兵庫県伊丹市生まれ。大阪工業大学土木工学科卒

業。建設会社に勤務の後、青年海外協力隊員としてネパー

ル、国際協力機構プロジェクト調整員としてフィリピンに

勤務。1979年「一三七機動旅団」で奇想天外SF新人賞に

佳作入選。1987年「火星鉄道一九」で星雲賞短編部門受

賞、1994年『終わりなき索敵』および2007年『日本沈没

第二部』（小松左京と共著）で星雲賞長篇部門受賞。1996

年『白き嶺の男』で新田次郎文学賞受賞。

作家

谷 甲州

はじめて星新一さんの本を手にしたのは、中学生のころだった。斬新なアイディ

アと意表をつくオチが楽しみで、次から次へと読んでいった。すると今度は、自

分でも書いてみたくなる。よくある誤解なのだが「読みやすい作品なのだから書

くのも簡単」などと思いこんでしまった。無論これは、とんでもない間違いだっ

た。実際には読みやすい文章ほど、書くのがむつかしい。だが最初はそれに気づ

かず、山ほどの駄作を量産することになった。そのかわり、書くことの楽しさを

おぼえた。これまで多くの本を読んできたが「自分も書きたい」と思わせた作家

は星さんだけだった。おなじ経験をした人は多いのではないか。どんな新人があ

らわれるのだろう。楽しみにしている。

宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙飛行士。宇宙医学生物

学研究室長。横浜生まれ。東京大学医学部医学科卒業。東

大病院医師として勤務していた1999年に、宇宙飛行士選抜試験に合格。12年余りの訓

練ののち、2011年6月、ロシアのソユーズ宇宙船で宇宙へ飛び立ち、約5カ月半

（167日）国際宇宙ステーション（ISS）に滞在。ソユーズ宇宙船ではフライトエンジ

ニアとして船長を補佐し、ISSで医師としての経験を活かし様々な科学実験を行った。

近著に「宇宙飛行士に学ぶ心の鍛え方」（マイナビ刊）がある。

宇宙航空研究開発機構（JAXA）

宇宙飛行士

有人宇宙ミッション本部

宇宙飛行士運用技術部

宇宙医学生物学研究室長

古川 聡

星新一氏のショートショートに私が出会ったのは中学生の頃でした。最初に手に

したのは文庫本の「ボッコちゃん」。以来、様々な作品を夢中になって読んだ覚

えがあります。最近読み返してみる機会がありましたが、30年以上経っても新鮮

なのが驚きでした。そんな思い出深い「星新一賞」の審査員をこの度務めさせて

いただくことになり、大変光栄です。みなさまの新鮮なアイデア、発想力に基づ

く作品を読ませていただくのを楽しみにしております。

1963年滋賀県生まれ。大阪大学大学院基礎工学研究科シス

テム創成専攻教授（特別教授）・ATR石黒浩特別研究所客

員所長（ATRフェロー）。工学博士。社会で活動できる知

的システムを持ったロボットの実現を目指し、これまでに

ヒューマノイドやアンドロイド、自身のコピーロボットであ

るジェミノイドなど多数のロボットを開発。2011年大阪文

化賞（大阪府・大阪市）受賞。最先端のロボット研究者として世界的に注目されてい

る。

大阪大学 教授

ATR石黒浩特別研究所客員所長

石黒 浩

技術開発の発想にはSFから生まれたものが少なくありません。私自身もSFの

ファンで、SFから多くのヒントと研究のモチベーションをもらっています。この

たびは、そのSFを審査するという立場を与えていただき大変光栄に思います。こ

の審査を通して、また新たな発想と出会えることを楽しみにしております。

1957年東京都生まれ。慶應義塾大学工学部卒業後渡米。

カーネギーメロン大学博士課程修了。同大助手、准教授歴

任。1990年より慶應義塾大学環境情報学部助教授、後に教

授。2001年より同大先端生命科学研究所所長。HMT

（株）創業者。Spiber（株）技術顧問。レーガン大統領よ

り米国立科学財団大統領奨励賞（1988）、江崎玲於奈博士

より日本IBM科学賞(2002)、国際メタボローム学会より功労賞(2009)など受賞。取得

博士号：哲学博士（Ph.D）、工学博士、医学博士。

慶應義塾大学 先端生命科学研究所 所長

慶應義塾大学 環境情報学部 教授

冨田 勝

サイエンスにおいてもっとも重要なのは、ひらめきやアイデア、驚きと知的興奮

であり、その意味ではアートと同じです。教科書の勉強ばかりが重視され、優等

生を大量に輩出しようとする教育システムでは、サイエンスが退屈なものになっ

てしまいます。「星新一賞」を通して多くの人がサイエンスの面白さを再認識

し、科学立国ニッポンの将来を楽しいものにしてくれることと信じています。私

も審査員としてその一端を担えることをとても嬉しく思います。

1982年、株式会社ＩＨＩ入社。技術開発本部にて「流れ」

の研究に従事。2006年、同社本社ビル移転の際にはプロ

ジェクトリーダーとして、全社の旗振り役を務める。その

後、新事業企画グループ部長、採用グループ部長、CSR推

進部長などを歴任。2014年４月、ＩＨＩ初の女性執行役員

に就任した。仕事のモットーは「くよくよせず「ま、いい

か」と前に進む」こと。

株式会社ＩＨＩ

執行役員 グループ業務統括室長

水本 伸子

２年目を迎える「星新一賞」に、最終審査員として参加できることを大変嬉しく

思います。「技術をもって社会の発展に貢献する」というＩＨＩグループの経営

理念は、「星新一賞」が発掘しようとしている"理系的発想力"無しに実現できま

せん。現実の技術の進歩に大きな影響と刺激を与えるような、類まれなるアイ

ディアとの出会いを思うと、今からワクワクします。

(c) JAXA / GCTC

第２回 日経「星新一賞」審査員紹介 （順不同）



1960年東京生まれ。1977年、『あたしの中の……』で、

第一回奇想天外ＳＦ新人賞佳作入選。立教大学文学部卒。

1881年『グリーン・レクイエム』、1882年『ネプチュー

ン』で星雲賞日本短篇部門受賞。1999年『チグリスとユー

フラテス』で日本SF大賞受賞。2007年、星新一のアンソ

ロジー『ほしのはじまり』を編纂。近著に『イン・ザ・ヘ

ブン』などがある。

SF作家

新井素子

私は、星新一さんに作家にしていただきました。私がデビューした賞の選考委員

をやっていらしたのが星さんで、その後も本当に星さんには可愛がっていただき

ました。今の日本のSF作家のうちで、"星さんにお世話になった"度合いを較べる

ことがもしあったのなら、ダントツで、一位は私です。ですので、今回、この賞

の選考委員になったことは、望外の喜びでした。星さんにいただいた御恩を、星

さんに返すことは不可能ですので、せめて、他の形で何とか御恩を返したい。そ

ういうつもりで選考に臨みます。

1965年神奈川県生まれ。東京大学大学院修士課程修了。石

川島播磨重工（現IHI）入社後、1996年NASDA（現

JAXA）が募集していた宇宙飛行士候補者に選定される。

2005年スペースシャトル「ディスカバリー号」で宇宙へ。

3回の船外活動のリーダーとして任務を遂行。2009年、フ

ライトエンジニアとして日本人初のソユーズ宇宙船に搭乗

しISSに約5ヶ月半滞在。宇宙滞在時間は日本人最長となる。2012年、JAXA宇宙飛行

士グループ長就任。

宇宙航空研究開発機構（JAXA）

宇宙飛行士

野口聡一

星新一賞の選考委員に御指名いただき大変光栄です。星新一先生の作品は高校生

の時に何十冊も買い揃えて読んでました。ロボットや宇宙船、遠い星での出来事

など、夢中になって読んでいました。ちょっと懐かしさを感じさせるような「近

未来社会」を舞台にしながらも、現代社会に通じるおかしさや喜怒哀楽を感じさ

せる作品に出会えることを楽しみにしております。

(c) JAXA / GCTC提供：新潮社

Photo by 
Junichi Otsuki

1940年 愛知県生まれ。素粒子理論を専門とする理論物理学

者。1967年、名古屋大学大学院理学研究科博士課程修了。

京都大学理学部、東京大学原子核研究所、京都大学基礎物理

学研究所長などを経て、2003年より京都産業大学教授。

2009年より同大学益川塾塾頭に就任。京都大学の助手時代

の1973年、同僚の小林 誠 氏と共に発表した「小林・益川

理論」が後年の実験によって証明され、2008年ノーベル物理学賞を受賞。

京都産業大学 教授

益川塾塾頭 ノーベル物理学賞受賞者

益川敏英

1956年生まれ。北海道大学大学院修士課程修了。1980年

電電公社（現NTT）入社。86年～87年、西ドイツのGMD

研究所客員研究員。88年よりNTTヒューマンインター

フェース研究所で、CSCWグループウェアの研究に従事。

92年工学博士。CSCW、CHIなどの国際会議の常連とな

る。93年から1年間、トロント大学客員教授。95年マサ

チューセッツ工科大学準教授。メディアラボ日本人初のファカルティ・メンバーとな

る。2006年、国際学会のCHI（コンピュータ・ヒューマン・インターフェース）より、

長年にわたる功績と研究の世界的な影響力が評価されCHIアカデミーを受賞。現在、

MITメディアラボ副所長。

マサチューセッツ工科大学 教授

メディアラボ副所長

石井裕

科学技術の進歩、そして人類の進歩は、「未来」を夢見る事から始まります。SF

（サイエンス・フィクション）は、特に星新一さんの切り開いたSFの新潮流は、

私たちの見る夢を加速し、未来を鮮明に私たちの網膜に可視化してくれました。

このたび、星新一賞の選考委員にお招きいただき、大変光栄に存じます。大胆か

つわくわく、そしてしんみりする未来を描いた作品に出会う事を、楽しみにして

おります。

1980年、石川島播磨重工業（現IHI）入社。極低温ヘリウ

ム回転機械技術の研究・開発に長年従事する。1998年、欧

州合同原子核研究所（通称CERN(セルン)）に、陽子を加速

させる超電導磁石の冷却機能を担う「コールドコンプレッ

サー」のプロトタイプを納入。CERNは2012年７月にヒッ

グス粒子を発見。（ヒッグス粒子との断定は2013年３

月。）世紀の発見を縁の下の力持ちとして支えると共に、10年以上の歳月を経て、仲間

たちと研究成果を結実させた。2013年４月より現職。

株式会社ＩＨＩ

常務執行役員 経営企画部長

朝倉啓

私たちIHIグループの企業理念は「技術をもって社会の発展に貢献する」です。

人々の“夢”を的確に“想像（＝洞察）”し、それを「ものづくり力」で“創造

（＝実現）”していくことが私たちの使命です。日経 星新一賞では、皆さん一人

一人の“想像力（＝洞察力）”を駆使して、人々があっと驚くような、人々の価

値観を180度変えてしまうようなアイデアをお寄せください。私たちIHIグループ

とは別の視点からの、大胆なアイデアに出会えることを楽しみにしています。

第１回 日経「星新一賞」審査員紹介 （順不同）


