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『ゲド戦記Ⅰ  影との戦い』より



　「ファンタジー」作品に分類されている『ゲド戦記』。
　私の思うファンタジーの面白さは、現実の制約や制限の壁が低いことで、想像できる範囲
が広がる感じがするところです。現実逃避のつもりで読み始めたはずが、現実の自分にかえっ
てくるのもまた愉しかったり。
　そんなファンタジーというフィルターを使って、自分がいる世界を眺めなおしてみるのは
いかがでしょう。というわけで、いくつか問いを用意してみました。
　アースシーの世界を通して、何かみえたものがありましたら、ぜひお聞かせください。

1.	『ゲド戦記』（アースシー世界）の第一印象を教えてください。

2.	 	アースシーには通り名とは別に「真の名」があります。魔法を使う上でも重要な真
の名。この真の名のもつ役割とは何だと思いますか？

3.	 	魔法が使えるアースシー。とはいえ、真にすぐれた魔法使いは簡単に使ったりはし
ないとか。この「魔法」と一緒に語られる宇宙の「均衡」との関係をどう考えますか？

4.	「影」の存在についてどう思いましたか？　影単体でも、ゲドと影のセットでも構い
ません。

5.	 ファンタジー作品について思うことがあれば教えてください。効能でも弊害でも。

6.	 その他、思いついたりひらめいた問いがありましたら……。

問い 〈ゲド戦記 Ⅰ〉影との戦い



1964 ● 『名前の掟』『解放の呪文』　 アースシー世界を舞台とした短編作品
『風の十二方位』（ハヤカワ文庫）に収録

1968 ● 〈ゲド戦記 Ⅰ〉影との戦い（1976）
1971 ● 〈ゲド戦記 Ⅱ〉こわれた腕輪（1976）
1972 ● 〈ゲド戦記 Ⅲ〉さいはての島へ（1977）

1990 ● 〈ゲド戦記 Ⅳ〉帰還（1993）

2001 ● 〈ゲド戦記 Ⅴ〉ドラゴンフライ　アースシーの五つの物語（2004）
2001 ● 〈ゲド戦記 Ⅵ〉アースシーの風（2003）

〈ゲド戦記〉の斬新さ

（前略）当初——1970 年前後に——出版された際には３部作だけとみなされていた〈ゲド戦記〉
シリーズは、1990 年に第４作、そして 2001 年に短中編集と続編が刊行されて、全６冊、30
年以上にわたるものとなった。つまり、ル＝グウィンの作家人生のほとんどを覆う時間的長さを
もつものとなったのである。しかも、彼女の、批評され、批評してきた対話的な成果が、作品と
して具現化した側面をもった。
　その代表的な成果が “ フェミニズム ” にまつわるものだといっていいだろう。ル＝グウィンは、

「視点をジェンダー化することを、今回は隠すことも否定することもしない」（ “Earthsea 
Revisioned 12” ※）とはっきり宣言した。つまり、シリーズは第４作の時点で “ 変化 ” したの
である。
　もちろん、過去の作品を損なうような変更は加えられてはいない。しかし、続編としての物語
の流れを維持しつつも、新たな視点——とくにフェミニズムの視点——が注入されるという手法
が用いられたことで、以前の作品までもが “ 異化 ” されるという結果を伴った。
　したがって、前作の発刊から 18 年たった 1990 年に第４作『帰還』が発表されたとき、「す
でに完結した」と思われていた作品に続きがあったことへの驚きに加えて、内容に関する賛否両
論があったのは、この “ 変化 ” への距離感が大きな影響を与えたからにちがいない。
　そして、「〈アースシー〉最後の書」と副題がついたこの第４作の出版から 11 年後の 2001 年
さらに２作が加わったことで、第４作を “ 例外 ” として無視する態度は許されなくなった。つま
り、〈ゲド戦記〉シリーズを、「長い期間にわたって書かれ、しかも変化を内に秘めている全６巻
のシリーズ」として規定し、議論する時期が到来したのである。

※ “Earthsea Revisioned”　ル＝グウィン講演「アースシーを生きなおす」からの著者の引用

織田まゆみ『ゲド戦記研究』〈ゲド戦記〉シリーズの特徴 　より

※（　）内は、邦訳が出版された年



現実にそこにはないもの

　口伝えのものにせよ、書かれたものにせよ、ファンタスティックな文学の広大なる領地の一角
に幽霊が棲んでいるため、この一角に親しんでいる人々はこのジャンル全体を幽霊物語あるいは
恐怖物語と呼ぶ。それは、他の人たちが自分の一番好きな、あるいは一番ばかにしている部分に
ちなんでこの領地を妖精の国と呼ぶのと同じだし、また別の人たちが全体を SF と、さらに別の
人たちがばかげたたわごとと呼ぶのと同じなのだ。しかし、フランケンシュタイン博士の、ある
いはメアリ・シェリーの技と仕掛けによって命を与えられた名のない存在は、幽霊でも妖精でも
ない。彼は SF 的存在かもしれないが、断じてばかげたたわごとではない。彼はファンタジーが
創りだしたもの、くりかえし現れる、不滅の原型である。いったん目覚めさせられたこの怪物が
再び眠りにつくことはない。なぜなら、苦痛が怪物を眠らせないから、彼とともに目を覚ました
倫理的問題が答えを要求して、彼を安らかに眠らせてくれないからである。
　ファンタジー産業がお金になりはじめると、この怪物を種にハリウッドは大儲けをしたが、そ
れでさえ、彼の命を絶つことはできなかった。

（中略）
　結局のところファンタジーは、物語形式のフィクションのうち、最古のものであり、最も普遍
的なものなのだから。
　わたしたちが現在フィクションというとき、それは一八世紀以来の伝統を持つ小説と短編物語
を指すが、このフィクションは、自分と異なる人間を理解するために、直接の経験を除けば最善
の手段となる。フィクションはしばしばほんとうに、直接の経験よりはるかに便利である。直接
の経験に比べればずっと時間もかからないし、（図書館で本を借りれば）お金もかからないし、
扱いやすい、きちんとした形で手に入れることができる。経験のほうは、ただただ人を圧倒して、
何が起こったかわかるようになるのは何年も何年も経ってから、いや、結局わからないことだっ
てあり得るのだ。フィクションが現実よりはるかにすぐれているのは、事実、心理、道徳に関し

　ファンタジーだから、想像の世界を自由に羽ばたくことがで
きます。時代考証とかそういったことに足をひっぱられません

ので、その分、原理的な問いかけを深めていけますし。そのことについてはル＝グウィ
ン自身も、こんど出た『ファンタジーと言葉』〔青木由紀子訳、岩波書店、二〇〇六年〕というエッ
セイのなかで、言っていますね。
　それから私は、ファンタジーは詩で言うと隠喩かな、と思っています。隠喩と考えたら、いち
ばんわかりやすいのではないでしょうか。
　あるいは現実を映しだす鏡としても、ファンタジーは有効な力をもっているという気がしてい
ます。私は「ゲド戦記」を訳す作業をしながら、「なんて巧

よ

く現実をとらえて書いていることだ
ろう」と、いつも感心していました。ほんとうにそこに書かれているのは、いま、まさに、ここ
にある現実なんですね。「ああ、これは私たちの身の回りにいっぱいあることだ」と私は思い、
昨日もあったことだと思い、人物を訳しながら「これは私だ」と思い、という具合で、写実的な
物語よりもずっと事の本質を描き出しているといつも感じないではいられませんでした。

清水真砂子『「ゲド戦記」の世界』

3. 意味からこぼれ落ちるもの　より
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子どもと影と

　すぐれたファンタジーや神話や昔話は実際夢に似ています。それは無意識から
4 4

無意識に向かっ
4 4 4 4

て
4

、無意識の言語
4 4

——象徴と元型によって語られます。言葉そのものは使われても、その働きは
音楽のようなものです。つまり字義を追い、論理的に組みたてて意味をとらえる過程をすっとば
し、あまり深くに潜んでいるので言葉にされることのないような考えに一足とびに到達するので
す。こうした物語は理性の言語に翻訳し尽くすことはできませんが、論理的実証主義者でベートー
ヴェンの第九交響曲を無意味だと思うような人でもなければ、だからこの物語には意味がないと
言いはしないでしょう。こうした物語は深い意味に満ちていますし、利用価値も高い——実用的
とさえ言えるのです。倫理という点で、洞察という点で、人間的成長という点で。
　昼の言葉に還元してしまえば、アンデルセンの物語※が言っていることは、自分の影に直面せ
ず、それを受け入れもしない人間は亡者のようなものだということです。そしてもうひとつ、物
語自体つまり芸術についても特に触れています。詩の館にはいろうとするなら、生身のまま、地
も肉もある、不完全で、ぶざまな、うおのめ
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も痛めば風邪もひく、欲と情熱にみちた肉体、影を
落とす肉体としてはいっていかねばならないということを言っているのです。芸術家が悪を無視
しようとするなら、光の館にはいることはけっしてないだろう、と。
　以上がひとりの偉大な芸術家が影についてわたしに語ってくれたことでした。さて、ここでわ
たしたちのろうそくの位置をずらしてそれが投げかける影を少し違った方向に向け、今度は偉大
な心理学者に同じ問題についてたずねてみたいと思います。芸術の言い分は聴きました。科学の

て、役に立つ知識を提供してくれるところである。
　しかし、写実的なフィクションは、文化に規定されるものだ。それが自分の文化の、同時代の
話であれば、問題はない。一方、その物語が、別の時代の、別の国のものだとすると、それを読
んで理解するためには、置き換えあるいは翻訳という行為が必要になるが、多くの読者はこれが
できなかったり、したがらなかったりするのである。生活様式、言語、道徳律、習慣、暗黙の了
解、ありきたりの生活の細部のすべてが写実的なフィクションをつくりあげている実体であり、
力であるのに、別の時代の、別の場所の読者にはそれが曖昧で、解釈不能なものになってしまう
のだ。だから、自分と同じ時代に生きている同国人以外に、他の時代、他の国の人にも自分の物
語を理解してもらいたいと望む作家は、より普遍的にわかってもらえるような語り方を探すかも
しれない。ファンタジーはこうした語り方のひとつなのである。
　ファンタジーもしばしばありきたりの生活を舞台にするが、リアリズムが扱う社会的習慣より
も恒久的で、普遍的な現実を原材料として使う。ファンタジーをつくりあげている実体は心理的
な素材、人類に共通の要素である。現在のニューヨーク、一八五〇年のロンドン、三千年前の中
国について何一つ知らなくても、あるいは学ばなくても、わたしたちにわかるイメージがその不
変の定数なのである。 アーシュラ・K. ル＝グウィン（青木由紀子　訳）

『ファンタジーと言葉』現実にそこにはないもの　より

影
影



主張に耳を傾けてみましょう。問題になっているのは芸術のことですから、心理学者として、そ
の芸術に対する考え方が多くの芸術家にとって最も重要な意味をもつカール・グスタフ・ユング
をとりあげましょう。

（中略）
　ユングの心理学を説明するにあたってヨランデ・ヤコービは「影の発達は自我の発達に並行し
ておこる。自我が必要としない、あるいは利用できなかった性質は排除されるか抑圧され、その
結果として個人の意識的な生活にはほとんどなんの貢献もしない。したがって子どもは真の影を
もたないということになるが、その子どもの自我がより安定し大きくなるにつれて、影はよりはっ
きりとしたものになっていく注 1」と書いています。ユング自身はこう言っています。「誰でもみ
な影を背負っていて、それがその個人の意識的な生活のなかに形をとって現れることが少なけれ
ば少ないほど、より黒く、濃いものとなる注 2」。別の言い方で言えば、人が自分の影を見ること
が少なければ少ないほどその力は強くなり、ついには一種の脅威、耐えがたい重荷、魂のうちな
る恐怖の種ともなりうるのです。
　意識に受け入れられない影は外側に、他人に投影されます。わたしにはなにも悪いところはな
い——あの人たち
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が悪いのだ。わたしが怪物だなんて、他の人のほうが怪物なんだわ。外国人は
みな腹ぐろい。共産主義者はどいつもこいつも悪人だ。資本主義者はひとり残らず悪の手先だ。
あの猫が悪いんだよ、ママ、だから僕けっとばしたんだ。
　人が現実の世界に生きようと思うなら、こうした投影を引きもどさなければなりません。この
憎むべきもの、邪悪なものが自分自身のなかにあることを認めなければならないのです。これは
生やさしいことではありません。誰か他の人のせいにすることができないというのは、とてもつ
らいことです。でも、それだけの価値はあるかもしれません。ユングはこう言っています。「自
分自身の影をうまく扱うことを学びさえすれば、この世界のためになにか真に役だつことをした
ことになる。その人は今日われわれの抱えている膨大な未解決の社会問題を、ごく微小な部分で
はあっても自分の肩に背負うという責をはたしたのである注 3」
　それだけでなく、この人は成長をとげ、真の共同体、自己認識、創造性へと近づいたのです。
影は無意識の戸口に立っているからです。わたしたちは影に、創造性のわきでてくる深みである
無意識への道をふさがせることもできれば、そこへの道案内をさせることもできるのです。影と
いうものは単なる悪ではありません。より劣ったもの、原始的で、ぶかっこうで、動物的で、子
どもっぽく、一方で大きな力をもち、生気にあふれ、自発的なものなのです。影は北国の若い学
者のように弱よわしくも慎みぶかくもありません。暗く、毛ぶかくて、みっともないものです。
けれども、影なくしては人間は無にすぎません。影を落とさない肉体とはなんでしょう。それは
無であり、形のなさであって、二次元の世界に閉じこめられた漫画の登場人物でしかないのです。
おのれ自身が悪と深い関係をもっていることを否定する人は自分自身の現実性を否定する人で
す。こういう人にはなにかをしたり、作ったりすることができません。できるのは破壊したり、
解体することだけなのです。

（後略）

注 1　『ユング心理学』ヨランデ・ヤコービ著　池田紘一他訳　日本教文社
注 2・3　『心理学と宗教』カール・グスタフ・ユング著　村本詔司訳　人文書院
※　このエッセイは、アンデルセンの「影法師（影）」という作品について語ることから始まっている。

アーシュラ・K. ル＝グウィン（山田和子　他訳）
『夜の言葉　ファンタジー・SF 論』　より
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0. 最初に 
当日は、参加してくださった皆みなさまとバリスタのご協力のもと、深く楽しいときを過ご

すことができました。 
さらに、私の野望叶い、新しいアースシーを発見することができた、とても感謝しています。
みなみなさま、本当にありがとうございました。

1. 動機
朝さろチャレンジの動機は、主に２つありました。
１つは、参加する側の朝さろんがいつも何かしら面白い発見があるので、立ち位置を変えて

みたら、また違う面白さを発見できるかもしれない、という好奇心。
もう１つは、老化防止のため（本

マ

気
ジ

）……。たまには何か新しいこと、今までしたことのな
いことをして、脳みそに刺激を与えるのもいいかもしれないと思ったからでした。

2. 真の名
結果は２つともじゅうぶんに満たされ、私の予想をはるかに超えた貴重な経験となりました。
当日は、私にとって本当に深く楽しい時間になり、朝さろんチャレンジしてよかった〜と心

から思いました。 
が。当日を迎えるまでが想定外の長〜い道のりに。
当初、当日の進行は初めてだから緊張等々あるだろうけど、中身の方（推薦文と問いの設定）

は私の好きなモノを私の好きなように紹介するだけだから特に問題ない……と簡単に考えてい
ました。その簡単だと思っていた中身にこんなにも難儀するとは、自分でも予想外の驚きでした。

何がそんなに難儀だったのか？
それは「私の好きなモノを私の好きなように紹介するだけ」ということが、でした。
この作品のどんなところがどんな風にいいのか。どうして他の人たちにも読んでほしいと思っ

たのか。何より私はゲド戦記のどこがそんなに好きなのか？ 
……ということを改めて考えだしたら、何がなんだかどんどんわからなくなっていきました。 
なぜ？ 
実はわかっているようでわかっていなかった、そもそもちゃんと考えたことがなかったのだ

と思います。私は基本的に、好きなものに理由は要らないと思っていたので。 
とはいえ。その気持ちを自分以外の人と共有したいのなら、相手にも見える具体的な形にす

る（その理由を伝える）ことができないと話が始まらない！という事に今さら気づきました。
そして、形にするためには、その対象をよく観察して考えることが必要に……。
これはまるでゲドたちのしていた「真の名」を探り出す作業のよう。名まえがなかった影に

アナザー『影との戦い』� ——朝さろんの選書・進行を担当してみての備忘録



さえ、深く関わっていくことで現れた名まえ。
名前を与えることとは、おぼろな思いを、考えることで形にしていくことかもしれません。

3. 影
今回皆さんと対話を通してゲドを読み直したことで、いい意味で作品自体を俯瞰してみるこ

とができました。それにより、「信頼」「他者とのつながり」「責任」という新しいキーワードを
発見しました。

この３つは、これまで一人で読んでいた時には思いつきもしませんでした。今までずっと、ゲ
ドが一人で苦悩して放浪しているイメージだったのですが、ゲドは別に他者を拒んで孤独だっ
たわけではなかった。 

他者との関わりを通して成長し、自分（のしたこと）に責任を持てるようになり、それが影
と向き合う力につながっていった。

影は消えるわけではないけれど、ゲドはもう自分の影を無闇に恐れることはないんだなぁと
思うと、羨ましいです。

4. 新しいアースシー
最後に。 
そもそも自分が知らないものを知るにはどうしたらいいのか？
その方法の一つとして、私は哲学カフェなどに参加しています。たまにですが。 
他の人の話を聞いたり自分とは異なる考え方や価値観の存在を知って、それを自分の中で咀

嚼していくことで、自分の持っている地図が少しずつ広がっていく感じが面白いです。 
それは、自分の中にある自分の知らなかった自分を知ること。他者を知ることが、回り回っ

て自分を知ることにつながっている……ということなんですね。 
カフェにしても読書にしても、行き着くところは自分との対話なんだな〜と今回は特に実感

しました。 
今度こそ、私の影を探しに行こうと思います（たぶん）。 

お付き合いいただき、ありがとうございました！ 

 2018.06.30
 ひいらぎ
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【朝さろん】 81st morning  

『影との戦い』 アーシュラ・K. ル=グウィン 
2018年 6月 17日(日)＠渋谷 

参加者：10名、芹沢（主催）、ひいらぎ（進行） 

 

この朝さろんでは参加者全員で、 

１、作品を通り一遍の理解から解放します。できるだけわかった気にならず、どこまでも“わからない”

という感覚をたいせつにしながら、ていねいに自分の考えと向き合うために対話する、協働的な

営みです。 

２、リラックスして《問い》に向き合いましょう。じっくりと問いへの理解を深め、問いの前提となってい

ることがらや本質について、自分の言葉で確認することを第一にしています。 

３、自分と他者との見解の違いが際立つことを歓迎しましょう。お互いの差異を承認し、その前提に

立って共に探究しましょう。 

 

そのため、以下の心がまえをご確認ください。 

 

a） 話すことよりも、考えることが目的です！だからゆっくりと話しましょう。 

b） 言っていることが分からなければ、質問をして理解に努めましょう。質問大歓迎！ 

c） 聞いているだけもＯＫ、沈黙もＯＫ。だけど、考えることは諦めない。 

d） 話している人の話を最後まで聞く！みんなが安心して話せる場を作りましょう。 

e） ほかの人を傷つける発言でなければ、どんなことでも自由に話してＯＫ。 

f） 意見は大事だけど、同じくらい、質問をすることが大事です。 

g） 意見の批判は◎、相手の人格を攻撃することは× ここをきっちりわけましょう 

意見（発言）はあくまで問いを深めるための“目印し”。人格批判ではありません。 

『正論（意見）ってのはあくまでも自分っていう潜水艦の周囲の状況を確かめるために発信するソナ

ーなんだよ。自分が正しいと感じる、信じる意見をポーンと打って、返ってくる反響で地形を調べるの

だ。ソナーで道が拓けるわけじゃない。』 （舞城王太郎(2009) 「ビッチマグネット」より） 

 

このような心がまえで臨むと、副次的なものとしてこんな態度が身につくかもしれません 

●自分の考えが変わるということを、体験を通じて受け容れることができる 

 （自己変容の可能性） 

●間違ってもいいんだという体験を、安心安全な場所で得ることができる 

  （可謬性の獲得） 

●他者の気持ちや視点に立って考えを組み立てることができる 

  （立場の入れ替え、他者への想像的な同一化） 

●問いを深める思考力を養うことができる 

  （探求能力の涵養） 

●ひとりではなく集団での対話や議論に協調できる 

  （共通了解志向型の態度の獲得） 
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【推薦のことば】 推薦者：ひいらぎさん 

 

私がゲド戦記シリーズ（『Earthsea（アースシー）』）を初めて読んだのは社会人になってからでした。

「こういう物事の捉え方（考え方）があったのかー!!!」と、ものすごい衝撃を受けました。その衝撃が、

今もじわ〜んと残っているくらい。この本の中に、その時の私が探していた答えがあったわけではな

いのですが、大事なヒントをもらいました。 

 

ファンタジー作品の面白さというのは、創られた架空の世界のことなのに、自分の現実に重ねて

みることができること。時には、自分のいる現実を理解する手助けをしてくれる。そして、いつ読み返

しても古くなることがない。……ことかなと私は考えています。ということは（？）、読む人の現実と同

じ数のアースシーの今があるわけです。なので、皆さんの中のゲドやアースシーの世界について話

をすることができたら、また新しい視点でこの物語を楽しむことができるのではないかなと思っていま

す。 

 

今回取り上げるゲドは、1 巻の『影との戦い』ですが、ゲドの人生はこの後も続きます（全 6 巻）。1

巻は、主な登場人物が魔法使いの男性ばかりで色味が地味ぃな印象がありますが、2巻の『こわれ

た腕輪』以降、女性のテナーをはじめ、様々な立場、世代の人物が登場してきて、色彩豊かになっ

ていきます。そして、ゲドたちが生きるアースシーの世界にも変化が……。というわけで、未読の方

にはアースシー世界への入門書として、2巻以降のきっかけにもなるといいなと思っています。 

 

 

【問い】  （ご発言は必須ではありません） 

 

「ファンタジー」作品に分類されている『ゲド戦記』。私の思うファンタジーの面白さは、現実の制約や

制限の壁が低いことで、想像できる範囲が広がる感じがするところです。現実逃避のつもりで読み始めた

はずが、現実の自分にかえってくるのもまた愉しかったり。 

そんなファンタジーというフィルターを使って、自分がいる世界を眺めなおしてみるのはいかがでしょう。

というわけで、いくつか問いを用意してみました。アースシーの世界を通して、何かみえたものがありまし

たら、ぜひお聞かせください。 

 

 

1）. 『ゲド戦記』（アースシー世界）の第一印象を教えてください。 

 

2）. アースシーには通り名とは別に「真の名」があります。魔法を使う上でも重要な真の名。この真の名

のもつ役割とは何だと思いますか？ 

 

3）. 魔法が使えるアースシー。とはいえ、真にすぐれた魔法使いは簡単に使ったりはしないとか。この

「魔法」と一緒に語られる宇宙の「均衡」との関係をどう考えますか？ 

 

4）. 「影」の存在についてどう思いましたか？ 影単体でも、ゲドと影のセットでも構いません。 

 

5）. ファンタジー作品について思うことがあれば教えてください。効能でも弊害でも。 
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【テーマ】 〈本棚拝見(リクエスト特集)〉 

ふだんみなさんはどのような本を読まれているでしょう。あるいは、過去にどんな面白くて、記憶に残る、

大切な１冊をお持ちでしょうか。 

不定期で開催している「リクエストシーズン」も今回で４回目です。毎シーズン、みなさんの個性的でユ

ニークな選書と、それ以上に濃密な選書理由や対話の時間を提供していただいています。数ある朝さ

ろんの開催回のなかでも、このリクエストシーズンがいちばん印象に残ってる、という方も大勢いらっしゃ

います。今回のリクエストシーズンでは、いつもより長く期間を取って、より幅広い選書やそこでの対話の

広がりを観察してみたいと思います。朝さろんとしては各回が、推薦者さんとの真剣なコラボレーションと

いう形になります。 

推薦書の魅力をきちんと紹介するのはもちろん、推薦者だからこその「お題」や進行なんかも出してい

ただきながら、そこに一定の朝さろんらしさもマッチングできればと思っています。本への熱烈な愛情だ

けでなく、参加者全員でその魅力を味わい、深いところで受け止められたらと思います。推薦者さんの個

性とあいまって、各回ごとにきらきらと印象を変えていく「リクエストシーズン」、ごゆっくりご堪能ください。 

 

【本】 

『影との戦い』  アーシュラ・K. ル=グウィン 

初刊：『A Wizard of Earthsea』1968年 

単行本：清水真砂子 訳 『影との戦い』（岩波書店、1976年） 

文庫本：清水真砂子 訳 『影との戦い』（岩波少年文庫、2009年） 

 

【アーシュラ・クローバー. ル=グウィン （あーしゅら る＝ぐうぃん）】  

（Ursula Kroeber Le Guin、1929年 10月 21日 - 2018年 1月 22日）は、アメリカの女性小説家

で SF作家、ファンタジー作家。「ル・グィン」、「ル＝グイン」とも表記される。 

SF作家としては、両性具有の異星人と地球人との接触を描いた『闇の左手』で広く認知されるように

なり、他に代表作にユートピアを描いた『所有せざる人々』 などがあり、SF界の女王と称される。ファンタ

ジーの代表作は『ゲド戦記』のシリーズで、「西の善き魔女」のあだ名もある。他に『空とび猫』といった絵

本作品もある。ル＝グウィンの SF作品は科学技術やハードウェアよりも社会学や人類学を含めた社会

科学的側面が強く、しばしばソフト SFに分類される。父親はドイツ系の文化人類学者のアルフレッド・L・

クローバーで、1901年にコロンビア大学でアメリカ合衆国初の人類学の博士号を取得し、カリフォルニア

大学バークレー校でアメリカで 2番目の人類学科を創設した。母親は、夫が研究で係わったアメリカ最

後の生粋のインディアン「イシ」の伝記を執筆した作家のシオドーラ・クラコー・ブラウン。 

 

【 Story 】 

この世で最初の言葉を話したセゴイによって海中から持ち上げられ創られたと伝えられる、太古の言

葉が魔力を発揮する多島海（アーキペラゴ）、アースシーを舞台とした魔法使いゲドの物語。アースシー

のうち、主にハード語圏では森羅万象に、神聖文字で表記される「真（まこと）の名前」が存在し、それを

知る者はそれを従わせることができる。人は己の真の名をみだりに知られぬように、通り名のみを名乗る。 

大魔法使いオジオンに，才能を見出された少年ゲド．自分に並はずれた能力がそなわっていることを

知ると，魔法の力にさらに磨きをかけようと，魔法の学院に入る．得意になった彼は禁じられた呪文を唱

え，自らの〈影〉を呼び出してしまい，〈影〉との果てしない戦いに引き込まれていくことになる．大賢人ゲド

の若き日の物語。 
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１．「影との戦い」A Wizard of Earthsea   （原語 1968年、邦訳 1976年） 

２．「こわれた腕環」The Tombs of Atuan   （原語 1971年、邦訳 1976年） 

アチュアン神殿の大巫女テナー（アルハ）が中心の物語。「名なき者たち」に仕える巫女達によっ

て親から引き離され、名前（自己）を奪われ、地下神殿の闇の中で大巫女として育てられるテナー。

そこに、二つに割られ奪われた「エレス・アクベの腕輪」（銀製）を本来あるべき場所に戻し、世界の

均衡を回復しようとする大魔法使いゲドが現れる。腕輪奪還と「名なき者たち」との争いの過程で地

下神殿も崩壊する。少女の自己の回復と魂の解放の物語でもあり、ゲドとテナーの信頼、そして愛

情の物語としても読める。 

３．「さいはての島へ」The Farthest Shore   （原語 1972年、邦訳 1977年） 

大賢人となったゲドが登場する。世界の均衡が崩れて魔法使いが次々と力を失う中、エンラッド

から急を知らせて来た若き王子レバンネン（アレン）と共にその秩序回復のため、世界の果てまで旅

をする。ゲドの留守中に“石垣の向こう側”から“この世”へ侵入があり、学院の守りも破られてしまう。   

なお、終焉と世界の変化を暗示する結末から、第 4 巻が発表されるまでの十数年間、ゲド戦記

は「三部作」とされていた。 

４．「帰還」Tehanu, The Last Book of Earthsea   （原語 1990年、邦訳 1993年） 

ゲド壮年期の物語である。ゲドは先の旅で全ての力を失い、大賢人の地位を自ら降りて故郷の島

へ帰ってきた。そこで子供たちを産み、未亡人となったテナー（ゴハ）は親に焼き殺されかけた所を

危うく救われた少女テハヌー（テルー）と生活していた。ゲドはテナーと生活を始める。ところが元大

賢人と元巫女という存在は故郷の一般の魔法使いにとっては目障りでしかなく、3 人の「弱き者」た

ちを容赦なく悪意に満ちた暴力が襲う。魔法の力を失った後に見えて来るアースシーの世界を覆う

価値観とは、一体何なのか。それを作者自らが問いかけている作品とも言える。 

第 3 巻と第 4 巻の間には発表までに長い間隔があり、フェミニズム色の強い第 4 巻に戸惑う読

者も、また高く評価する読者も、少なくないようである。また、第 5 巻以降は「9.11」（アメリカ同時多

発テロ）後の混沌としたアメリカの世界観が如実に表れている。旧版では“―ゲド戦記最後の書―”

という副題が付されていた。 

５．「ドラゴンフライ アースシーの五つの物語」Tales from Earthsea  

（原語 2001年、邦訳 2004年） 

邦訳から暫くは「ゲド戦記外伝」という題だったが、現在は「ドラゴンフライ アースシーの五つの物
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語」へ改題されている。 

『アースシーの風』以前に発表された中短編 5作品と、著者によるアースシー世界についての解

説を収録。特に「ドラゴンフライ」は『アースシーの風』と深いかかわりがあり、先に書かれたこちらを

読むと理解が早い。 

６．「アースシーの風」The Other Wind   （原語 2001年、邦訳 2003年） 

かつてゲドと共に旅をし、アースシーの王となったレバンネン（アレン）や、ゲドの妻となったテナー、

その二人の養女となったテハヌー（テルー）が物語の核となっていく。竜や異教徒のカルガド人によ

って、従来の正義であった「真の名」という魔法の原理への批判が行われ、これまで作り上げられて

きたアースシーの世界観を根本から壊していくような物語構造となっている。女の大賢人の可能性

や世界の果てにある理想郷、また死生観への再考、長年敵対していたカルガド帝国との和解も暗

示。テハヌーと竜との関わりも明らかにされ、確実に物語の中心はゲドからレバンネン、テハヌーの

世代へと移り変わってきている。 

原題である The Other Windに対し、日本語版の題名は「新しい風」の予定だったが「新しいでは

ない」との翻訳者および作者本人の意見を受け現在のものとなった。 
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「この石ころを本当の宝石にするには、これが本来持っている真の名を変えねばならん。だ

が、それを変えることは、よいか、そなた、たとえばこれが宇宙のひとかけにしかすぎなく

とも、宇宙そのものを変えることになるんじゃ。そりゃ、それもできんわけじゃない。

〈略〉わしらはまず何事もよく知らねばならん。あかりをともすことは、闇をうみだすこと

にもなるんでな」 

 

 

「わしらに与えられている、魔法をあやつる力というものにも、自ずと限度があることがわ

かるじゃろう。魔法使いの力にかなうものは、自分の身近なもの、つまり、すべてを正確に

あやまたずに、その真の名で言いうるものに限られるんじゃ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そなたに名前をさずけたのはアールの川の水源だったな。」魔法使いは言った。「あの川

は山から落ちて、海へと注いでおる。人は自分の行きつくところをできるものなら知りたい

と思う。だが、一度は振り返り、向きなおって、源までさかのぼり、そこを自分の中にとり

こまなくては、人は自分の行きつくところを知ることはできんのじゃ。川にもてあそばれ、

その流れにたゆとう棒切れになりなくなかったら、人は自ら川にならねばならぬ。その源か

ら流れ下って海に到達するまで、そのすべてを自分のものとせねばならぬ。ゲドよ、そなた

はゴントへもどってきた。わしのところにもとってきた。さぁ、きっぱりと向きなおって、

その源と、そこから流れ出ているものを探すのじゃ。そこにこそ、力となるものが発見でき

ようぞ。」 
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●「『影との戦い』（アーシュラ・ル・グイン著） －自分自身への旅－」 松崎洋子 

敬和学園大学 「人文社会科学研究所年報」 No.5（2007年 5月） 

https://www.keiwa-c.ac.jp/wp-content/uploads/2013/01/nenpo05-5.pdf 

 

１、本作の特徴について 

「主人公が経験する旅や冒険といった外的試練が実は自分との闘いであり、自分自身への旅である

こと、得られるものは目に見えるものではなく、他者との繋がりを大切にし、人間を善か悪か、闇か光かと

いう二者択一的な狭い見方から脱却し、「全き（whole）」存在として生きていける人になることである。」 

 

「ル・グインが綿密に創りあげた、このアースシーという架空世界の中で、若い主人公ゲドが「まっとう」

な成人になっていく"coming of age"（「成長」・「大人になっていく」）の過程がどのように描かれている

か。」 

 

２、魔法について 

「ル・グインはこの物語を通じて「調和」、「均衡」（equilibrium）の重要性に言及し、魔法は安易な問題

の解決法ではなく、その使い方によっては「均衡」をくずし、世界を破滅に導きかねないので限度をわき

まえること、その危険性を知り尽くした上で、自分のためではなく、他者のために魔法を使うこと、魔法の

究極の役割は「均衡」を保つことにある、などということを読者に伝えている。」 

 

＊注釈 （wiki記事） 

魔法使いの類によってかけられる。魔法をかけるにはまず相手（または物）の真の名を知らなけれ

ばならない。その上で神聖文字を唱える。すると相手を操り、更にはそのものの本質を変える事さえ出

来る。しかし本質を変える事は宇宙の規律を一時的にせよ操作する事でもあり、濫用は厳しく戒めら

れている。神聖文字とは、太古の昔、セゴイが海中から島々を持ち上げアースシーの世界を創った時

に使われ語られた「真のことば」であり、ひいては竜のことばでもある。 

 

３、「まこと」の名について 

「人間であれ、動物であれ、「まこと」の名前を知った者がその名前で呼ぶことで相手を支配し、従わ

せることができる。魔法使いの修行の主要な部分は森羅万象の「まこと」の名を覚えることにある。」 

 

「そもそもアースシーの「原存在」というべき生き物は竜で、長い年月のうちに互いに求めるものが異な

る集団ができ、一方は竜のままで「自由」を求め、他方は自由を放棄し、その代償に「手の業」と「魔法」

を持つ「人」になることを求めるようになり、それぞれの領域に分かれて暮らすことになった。もともと太古

の（まことの）言葉を話すのが竜で、人間は手の業や魔法とともに別の新しい言葉を得たのである。」 

 

４、影について 

「「影」は自分の心の中に存在し、自分の意識の外に飛び出して、次第に形をとるようになったもので

ある。従って自分の分身である「闇・影」を自らと一体化させなければならない。自分の中にある闇、邪

悪さに気付くこと、それが「全き」（whole）人間になるとことということである。ゲドは勝ちも負けもせず、「影」

と戦ったのではなく、「影」と一つになることで、自分の本当の姿を見つけただけのことである。だから、カ

ラスノエンドウにはゲドは負けたように見えたのであろう。」 

 

「物語の終わりの部分でゲドは「影」を自分のものとする（略）。描かれているのはゲド個人が「影」と一

体になれた、そのことだけえある。結果的には「影」の脅威がなくなり、世界の均衡は保たれたのだから、

それを英雄にふさわしい行為とすることは可能である。だが、ここで作者が強調しているのは、長い苦難

https://www.keiwa-c.ac.jp/wp-content/uploads/2013/01/nenpo05-5.pdf
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の旅路の果てに、自分の心の「闇」を見つめ、対峙し、それを自己の内部に取り込むことが出来た、ゲド

という一人の若者の姿であろう。それが『影との戦い』の真のテーマである。『影との戦い』が単なる英雄

の冒険物語を描いた作品ではないことは、作品の最後の箇所に、「…かんじんの『ゲドの武勲』には、外

海への航海のことも、ゲドが影と出会ったことも、ひとこともふれられていない。」とあることからも明らかで

あろう。」 

 

 

●主人公ゲドの成長物語（ビルドゥングス・ロマン）として 

 

 

主人公ハイタカ（ゲド）は自分の師（手本、人生の先達、ロールモデル）に当たるような大勢の人物との

邂逅を繰り返す。その出会いと別れも、ハイタカ（ゲド）の成長や人生観に大きな影響を与えている。また

師匠と弟子という階層的な結びつきだけでなく、気心の知れた友人や親友という対等な結び付きもまた

作中では大切な絆として描かれている。 

師の存在や、親友の存在も、本作におけるゲドの内的/外的な変化を物語る上では見逃すことができ

ない。本作で該当する登場人物として下記が挙げられる。 

これらの人物たちからゲドが学んだことを言葉にしてみよう。 

 

◇まじない師の叔母（ 「ダニー」） 

           からゲドが学んだこと☞  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

◇ゴントの魔法使いオジオン（「ゲド」） 

          からゲドが学んだこと☞  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   

 

◇大賢人ネマール 

          からゲドが学んだこと☞  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   

 

◇大賢人ジェンシャ― 

          からゲドが学んだこと☞  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   

 

◇学院の 9人の長 たとえば、呼び出しの長 

          からゲドが学んだこと☞   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

 

□漁師ペチバリ 

          からゲドが学んだこと☞  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   

 

□親友カラスノエンドウ（エスタリオル） 

          からゲドが学んだこと☞   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

 

 

*「カラスノエンドウはゲドの「影」との戦いに同行はするが、ゲドが引き起こした問題である以上、実際

に戦うのはゲド以外にありえない。それでも、ル・グインが最後の航海にカラスノエンドウを同行させ

るのは、人と人との信頼関係こそ、なにかを成し遂げる勇気につながるということを読者に伝える必

要を感じていたからではないだろうか。」（前掲：松崎洋子） 

 



朝さろん 81st morning 

 〈本棚拝見(リクエスト特集)〉 

『影との戦い』 アーシュラ・K. ル=グウィン 
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今後のラインナップ ／ テーマ 〈本棚拝見(リクエスト特集)〉                  

▼#82  7/9（日）  大山さん  『夜と霧』 V・E・フランクル （みずず書房） 

▼#83  8/5（日）  大澤さん  『芋虫』 江戸川乱歩 （新潮文庫「江戸川乱歩傑作選」所収） 

【原則、毎月第２日曜の AMに開催】 


