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【日出学園情報科】 

冬休みに見てみよう＆読んでみよう 

「情報科」にまつわるコンテンツ 38+1 
(武善選,2019) 

 

＝実写映画＝ 

1. マイノリティ・レポート 

2. ターミネーター 

3. ソーシャル・ネットワーク 

4. イミテーション・ゲーム 

5. オートマタ 

6. A.I.  

7. メッセージ 

8. her／世界でひとつの彼女 

9. ブレードランナー 

10.  ドリーム 

＝アニメーション＝ 

11. ほしのこえ 

12. PSYCHO-PASS 

13. ひるね姫 

14. 電脳コイル 

15. serial experiments lain 

16. サマーウォーズ 

17. 楽園追放 -Expelled from Paradise- 

18. イヴの時間 

19. パプリカ 

20. GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 

21. planetarian ちいさなほしのゆめ 

22. Steins;Gate 

＝小説＝ 

23. ハーモニー 

24. ユートロニカのこちら側 

25. 一九八四年 

26. [映]アムリタ 

27. あしたのロボット 

28. すべてがＦになる 

29. 人魚の眠る家 

30. 静かに、ねぇ、静かに 

31. 消滅世界 

32. すばらしい新世界 

33. クラインの壷 

34. 何者 

35. 失われた過去と未来の犯罪 

＝コミック＝ 

36. AIの遺伝子 

37. 火の鳥 復活編 

38. バイナリ畑でつかまえて 
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★ ★ ★        実写映画の部 ★ ★ ★ 

1. マイノリティ・レポート（2002年製作／145分／アメリカ） 

 【作品紹介】2054 年のワシントン。プリコグと呼ばれる予知能力者が未来の殺

人を予知、犯罪予防局が未然に逮捕することで犯罪が 90％減少していた。犯罪

予防局のアンダートンは最もそのシステムを信じていたが、自分が見知らぬ男

を殺すことを予知され、一転して追われる身に。彼はプリコグの一人を連れて逃

亡するが……。 

【コメント】2002 年公開とちょっと古くなってきましたがまだまだ通用するでしょう。超能力者

によって犯罪を起こす前に犯人を逮捕する"殺人予知システム"が存在する社会、犯人指定を受け

逃亡する主人公。網膜認証等も登場する中、データはフィルムで管理されているなど、細かいギ

ミックも面白い。 

2. ターミネーター（1984年製作／108分／アメリカ） 

 【作品紹介】１９８４年のロサンゼルスに突如、１人の男が出現。彼は２０２９

年からやってきた“ターミネーター”。未来の地球では、人工知能スカイネット

が覇権を握り、人間は絶滅の危機に瀕していた。ジョン・コナーは人類のリーダ

ーとなって巻き返しを図り、これに危機感を抱いたスカイネットがジョンの存

在を無きものにしようと画策……。 

【コメント】昨年度、同じ課題を出したら、ともかくターミネーターばかりが出てくるので、よ

うやく見ました。「目的」が無ければ人工知能は人類の脅威になりえない、というのが「人工知能

が人間を支配するか」問題に対する答えの通説ですが、確かにターミネーターを見るとそんな恐

怖を感じてしまいます。 

3. ソーシャル・ネットワーク（2010年製作／120分／PG12／アメリカ） 

 【作品紹介】2003 年。ハーバード大学に通う 19 歳の学生マーク・ザッカーバー

グは、友達を増やすため、大学内の出来事を自由に語りあえるサイトを作ろうと

いう計画を立てる。「自分をみくびった女子学生を振り向かせたい」―そんな若

者らしい動機から始まった小さな計画は、いつしか彼らを時代の寵児へと押し

上げてゆく……。 

【コメント】SNS サイトの Facebook を創設したマーク・ザッカーバーグを描いた映画。セリフの

量がものすごく多く２時間全く目を離す余裕がない、でもそれが本当にドキュメンタリーのよう

で面白い。イミテーションゲームとはまた違った感動があるかもしれません。 
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4. イミテーション・ゲーム（2014 年製作／115 分／G／イギリス・アメリカ合作） 

 【作品紹介】第二次世界大戦時、ドイツ軍が誇った世界最強の暗号＜エニグマ

＞。 世界の運命は、解読不可能と言われた暗号に挑んだ、一人の天才数学者ア

ラン・チューリングに託された。 英国政府が 50 年以上隠し続けた、一人の天才

の真実の物語。時代に翻弄された男の秘密と数奇な人生とは―― 

【コメント】大戦の裏に隠されていた真実、人工知能の祖であるチューリングが歴史の陰に葬り

去られた理由とは……見終わった後、コンピュータを見る目は必ず変わるはず。数学を学ぶこと

に疑問を持った時なんかにもオススメです。エンディング前最後の字幕、何度目でもつい涙が浮

かびます。何周しても新たな発見がありますよ。 

5. オートマタ（2013年製作／109分／G／スペイン・ブルガリア合作） 

 【作品紹介】人間と、人工知能（A.I.）搭載のオートマタが共存する社会。そん

な中、この絶対破ってはいけないルールが破られた。オートマタが改造されたの

だ。混沌とした世の中で、ロボットの心が覚醒し、その一方で人間のモラルが崩

壊していく。人間とロボット、それぞれの視点での終わりと始まり・・・。未来

はどこにいくのか？ 

【コメント】いわゆるロボット３原則に近い形で２つのプロトコルがロボットを支配する世界、

100 分でよくまとまった良作。ロボットをあえて人間へ完全に似せず、pepper 程度の造形に留め

ているところも良い気がします。途中でセクサロイドが出てくるんですが、やっぱり不気味の谷

現象ってあるんだなぁと思いました。作品のテーマは本質的な「生存」の意味かなと僕は受け取

りましたが、皆さんはどうでしょう。 

6. A.I.（2001年製作／146分／アメリカ） 

 【作品紹介】テクノロジーが天文学的なペースで発達した近未来。人間は“感

情”以外の面において万能なロボットを召使いとする生活を送っていた。そんな

とき、サイバートロニクス社は世界で初めて“愛する”ことをインプットしたロ

ボットの少年デイビッドを作り上げる。彼は試験的なケースとしてサイバート

ロニクスの従業員夫妻の養子となるが……。 

【コメント】よくある人類に対して反旗を翻した AI とか、AI とヒトの恋愛模様とかではなく、

ひたすらヒトの醜さが浮き彫りになる AI 映画です。後半やや失速しますが、中盤までは必見。AI

に対するラッダイト運動として描かれているジャンクフェアのシーンは一生忘れない気がしま

す。ヒト型をしているかどうかは問わず、「スマホ」や「パソコン」に対する無理解批判の行き着

く先は本作の未来なのかも。 
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7. メッセージ（2016年製作／116分／G／アメリカ） 

 【作品紹介】突如地上に降り立った巨大な宇宙船。謎の知的生命体と意思の疎通

をはかるために軍に雇われた言語学者のルイーズは、物理学者イアンとともに、

“彼ら”が人類に何を伝えようとしているのかを探っていく。そして、その言語

の謎が解けたとき、彼らが地球にやってきた驚くべき真相と、人類に向けた美し

くもせつないラストメッセージが明らかになる―― 

【コメント】物理学者と言語学者の男女２人が宇宙人との会話を試みるという SF。原作は物理学

にかなり寄っていますが（図とか出てきて楽しい）、映画は言語学が中心。最近プログラミングを

学ぶ意味として、言語相対仮説がよく取り上げられますがその点にもよく切り込んでいます。他

にあまり例をみないタイムトラベル小説でもあり、一見の価値あり。 

8. her／世界でひとつの彼女（2013年製作／126分／PG12／アメリカ） 

 【作品紹介】突如地上に降り立った巨大な宇宙船。謎の知的生命体と意思の疎通

をはかるために軍に雇われた言語学者のルイーズは、物理学者イアンとともに、

“彼ら”が人類に何を伝えようとしているのかを探っていく。そして、その言語

の謎が解けたとき、彼らが地球にやってきた驚くべき真相と、人類に向けた美し

くもせつないラストメッセージが明らかになる―― 

【コメント】AI との恋愛モノはありあちですが、多くがハードウェアに頼ってる中、完全にソフ

トウェアだけに拘った作品というのは珍しい気がします。見た目に感情移入できない分「AI との

恋愛」、というより恋愛の本質を描こうとした良い映画です。「なんだよ、勝手に惚気てろよ……」

と退屈に感じる箇所もありますが、それだけ自然に AI との恋愛を描いているともいえるでしょ

う。PG１２ですがテーマがテーマだけにやや性的な表現、シーンが多いので苦手な人は注意。 

9. ブレードランナー（2007年製作／117分／G／アメリカ） 

 【作品紹介】2019 年、酸性雨が降りしきるロサンゼルス。強靭な肉体と高い知

能を併せ持ち、外見からは人間と見分けが付かないアンドロイド=「レプリカン

ト」が 5 体、人間を殺して逃亡。「解体」処分が決定したこの 5 体の処刑のため、

警察組織に所属するレプリカント専門の賞金稼ぎ=「ブレードランナー」である

デッカードが、単独追跡を開始するが・・・。 

【コメント】今に至るまで、サイバーパンクは全て本作に引きずられると言われ続ける程の金字

塔。ですが、やはり一番注目すべきは本作に登場する「フォークト＝カンプフ検査」。人間とレプ

リカントを見分ける検査なのですが、その方法が「感情を大きく揺さぶる質問を繰り返し、その

時に起こる肉体的反応を計測する」というもの。見ていると「僕はこの検査にきちんと合格でき

るのか？」あるいは「これに合格できたマシンは人間なのか？」と考え込んでしまいます。 
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10. ドリーム 

 【作品紹介】1961 年、アメリカはソ連との熾烈な宇宙開発競争を繰り広げてい

た。NASA のラングレー研究所には、ロケットの打ち上げに欠かせない“計算”

を行う優秀な黒人女性たちのグループがあった。アカデミー賞 3 部門ノミネー

ト！NASA を支えた知られざるヒロインたち。 実話に基づく感動のサクセス・ス

トーリー！ 

【コメント】「Computer」という単語が元々は「計算手」という職業名を表す言葉だったと授業で

は説明しました。この映画はまさに Computer として活躍する黒人女性たちを描いたもので、また

理系の格好良さを描いた作品でもあります。プログラミングの本を読みながら「これはコンピュ

ータとの会話です」とか、「技術の進歩は諸刃の剣」とか言い始るシーンも好き。 

★ ★ ★      アニメーションの部 ★ ★ ★ 

11. ほしのこえ（2002年製作／25分／日本） 

 【作品紹介】中学 3 年の夏、国連宇宙軍の選抜に選ばれた長峰美加子は、思いを

寄せていた同級生の寺尾昇に別れを告げる。美加子は地球を後にし、昇は普通の

高校へ進学。地球と宇宙に引き裂かれた 2 人はメールで連絡を取り続けるが、

美加子が地球から離れるに従い、メールの往復にかかる時間は何年も開いてい

く……。クリエイターの新海誠が個人制作したフルデジタルアニメーション。 

【コメント】監督、脚本、作画、美術等のほとんどを 1 人で行った作品としても有名ですが、「宇

宙と地上にひきさかれる恋人の、最初の世代」というキャッチコピーがまた魅力的。さて「スマ

ホのせいでコミュニケーション取らなくなった」って本当にそうなんでしょうか、むしろスマホ

こそ離れていても繋がっていることを認識できる大事なツールな気がします。 

12. PSYCHO-PASS 

 【作品紹介】あらゆる感情、欲望、社会病質的心理傾向はすべて記録され、管理

され、大衆は「良き人生」の指標として、その数値的な実現に躍起になっていた。

人間の心の在り方、その個人の魂そのものを判定する基準として取り扱われる

ようになるこの計測値を人々は「PSYCHO-PASS（サイコパス）」の俗称で呼び慣わ

した……。 

【コメント】攻殻,一九八四,興味はあるけどやはり古い作品には踏み出しにくい……という人に

オススメ。"一見"ユートピアに見える完全電脳社会が舞台で、ホロ投影、3D プリンタ調理等ガジ

ェットも魅力的。小説版、コミック版も出ており入り口は幅広いですが、本作はやはりアニメ。

ただしグロテスクなシーンもあるので苦手な人は注意。 
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13. ひるね姫 

 【作品紹介】東京でオリンピックが開催される 2020年、岡山県を舞台に、居眠

りばかりしている女子高生・森川ココネ。最近は常に眠気に襲われ、家や学校で

も居眠りばかり。さらに、寝ると決まって同じ夢をばかり見ていた。そんなある

日、父親が突然、警察に逮捕され、東京へ連行されてしまう……。 

【コメント】「君の名は」と公開日が被り、影に隠れてしまった傑作です。夢と現実の行き来の描

き方、伏線も大変うまい。自動運転車がテーマで、新技術がなかなか普及しない現実をファンタ

ジーのベールに包んでうまく表現しています。しかし、この作りが良い意味でとても不親切。５

分も見逃すと完璧に置いて行かれてあなたの中で低評価映画になってしまいますので要注意。集

中して２時間話を追い続けられれば、忘れられない傑作になるはず。 

14. 電脳コイル 

 【作品紹介】時は 202X 年、今よりもちょっと未来。子供達の間で“電脳メガネ”

が大流行していた。この“電脳メガネ”は、街のどこからでもネットに接続し

様々な情報を表示する機能を備えた、子供たちになくてはならないアイテムだ。

子供たちは電脳空間で次々と巻き起こるフシギな出来事を体験していく……。 

【コメント】AR 技術をもっとも上手に表現していたアニメとして外せません。AR は何も３D の物

体を空間に浮かばせることではなく、現実を"拡張する"ことにこそ意味があります。「電脳メガネ」

を通してペット飼う世界。作中の大人たちは電脳世界にうまくついていけない描写もありますが、

それは 20 年後の我々かもしれません。ミステリーとしても出来が良いので是非。 

15. serial experiments lain 

 【作品紹介】岩倉玲音、14 才。内向的で人づきあいが苦手という以外は全く普

通の少女だったはず。外見はそっくりだけれども行動は正反対の少女の出現。彼

女の周りで起こる不可思議な事件は切り離されていたはずのネットワークの世

界と現実世界の境が崩れ始める予兆。引き込まれて戻れなくなる、カルティッ

ク・サイコホラー。 

【コメント】lain ちゃんとっても可愛いんですが、内容のとがり具合はぶっちぎりトップ。なん

とか 1,2 話を乗り越えればあとは行ける。集合的無意識と存在とは認識が作る、が 2 大テーマ。

電脳空間を無線を中心としたネットワーク技術（プロトコルだったり周波数だったり）で説明し

ている点も珍しい。AR 技術は出てきませんが、この言葉の本来の意味である"拡張現実"を意識で

きる作品でもあります（現実＋ネット世界の重ね合わせ）。是非皆さんと議論したいところです。 
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16. サマーウォーズ 

 【作品紹介】人々は、ショッピングからゲーム、各種のコミュニケーション、そ

して行政手続きに至るまで、生活の多くをインターネット上の仮想世界“OZ（オ

ズ）”で行うようになっていた。ある夏の日、友人の佐久間とともに OZ の保守の

アルバイトをしていた高校生・健二は、あこがれの先輩・夏希から、一緒に彼女

の田舎まで旅行をするという「バイト」に誘われる……。 

【コメント】セキュリティの単元で少し紹介した映画です（主人公の健二が鉄壁の RSA 暗号を鼻

血程度で破ってしまう！）。あらゆる手続きを全て OZ システムに依存した世界における、人工知

能 vs 人の戦い。人工知能の暴走、仮想世界、セキュリティ、情報の授業で扱った小テーマが詰め

込まれた作品で、エンタメとして大変よく出来ています。 

17. 楽園追放 -Expelled from Paradise- 

 【作品紹介】地球はナノハザードにより廃墟と化した。その後の西暦 2400 年、

大半の人類は知能だけの電脳世界に生きていた。電脳世界に住む捜査官アンジ

ェラは、戦闘力を誇るスーツ・アーハンを身につけ地上に初めて降り立った。そ

して地上調査員ディンゴと共に地上のサバイバルな世界に旅立った。われわれ

はどこから来たのか、われわれは何者なのか、われわれはどこへ行くのか。 

【コメント】虚淵脚本×水島監督で話題になったフル CG アニメ映画です。ロボットの戦闘シーン

が一番注目の的でしたが、電脳空間ものとしても傑作でした。廃墟と化した地球、肉体を捨てデ

ータとして電脳で生き続けるヒト、そして電脳空間への謎のハッキング、なんて楽しい！ 電脳

空間でも結局は"容量"という限りある資源を奪い合う描写があったり、良いところあちこち突い

ています。 

18. イヴの時間 

 【作品紹介】未来、たぶん日本―――。ロボットが実用されて久しく、アンドロ

イド(人間型ロボット)が実用化されて間もない時代。ロボット倫理委員会の影

響で、人々はアンドロイドを“家電”として扱う事が社会常識となっていた時

代。頭上にあるリング以外は人間と全く変わらない外見により、必要以上にアン

ドロイドに入れ込む若者が現れた……。 

【コメント】「人間とロボットを区別しない」をルールとする喫茶店"イブの時間"。人間とアンド

ロイドの交流にテーマを絞った作品で、基本は終始喫茶店で会話するだけなので地味と言えば地

味（元々は 15 分のアニメとして公開されていたものが繋いで映画になっています）。『AI の遺伝

子』のような面白さがあって、AI を通してヒトの存在を見つめられる作品です。アンドロイド依

存の人を「オタク系」みたいな感覚で「ドリ系」と呼ぶっていう設定とかユニーク。 
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19. パプリカ 

 【作品紹介】夢に入り込んで患者の治療を行う装置“DC ミニ”が盗まれ、精神

医療総合研究所に勤める若きサイコ・セラピストの千葉敦子は、“DC ミニ”開発

者の時田とともに島所長の元へと集まる。しかし、所長の島が突然、意味不明な

内容の演説をとうとうと語り出す。“DC ミニ”を盗んだ者たちによる夢の侵略が

現実のものとなり始め……。 

【コメント】夢と現実を行き来する作品では実写の「インセプション」が有名ですが、インセプ

ションは本作の影響を受けて作られたという話もあります。どちらも好きな作品ですが、現実と

夢が混ざり合うという演出はこちらの方が好み。キャッチコピーは「私の夢が、犯されている」。

今敏作品の中ではエンタメとしてももっとも見やすい。 

20. GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 

 【作品紹介】西暦 2029 年。企業のネットが星を覆い、電子が駆けめぐる近未来。

公安 9 課の草薙素子を隊長とする、通称“攻殻機動隊”のメンバーに、国際手配

中の天才ハッカー・人形使いが捕らえられたという報が入る。完全にサイボーグ

化し、電脳を有する人形使い。ネットの海から生まれた彼は、自らを生命体と主

張し、亡命を提言する・・・。 

【コメント】やや難しいですが、色々学んでから見ると 90 分鳥肌もの。マトリックスが本作に多

大な影響を受けたというのも有名な話。AI も IoT も最近突然聞き始めたようで、それこそデカル

トの頃から議論されてる話の延長、やっぱり本作のテーマこそ本質な気がします。「人は外部記憶

装置の発明が持つ意味をもっと深く考えるべきだった」ってセリフが、もっとも印象的です。 

21. planetarian ちいさなほしのゆめ 

 【作品紹介】世界大戦後の降りやまない雨の世界。細菌兵器の影響で、人々に見

捨てられた最も危険な街、封印都市。その、デパートのプラネタリウムに、ロボ

ットの少女がいた。彼女の名前は“ほしのゆめみ”。彼女はプラネタリウムの解

説員で、1 年間にたった 7 日間しか稼働することができない壊れかけのロボット

だった……。 

【コメント】ザ・王道の泣きゲーストーリーなのに、予想外にボロボロに泣いてしまった作品。

「荒廃した世界で、偶然稼働していたプラネタリウム」っていうだけでも惹きつけられますが、

細かくロボット三原則とかの話も出してきます。ロボットに変にリアルな人格を宿らせない設定

も良いです。「何が間違っていて何が正しいのか」、冒頭の言葉の意味が明かされるシーンは何度

見ても鳥肌。 



 

9 

22. Steins;Gate 

 【作品紹介】舞台は 2010年夏の秋葉原。大学生である岡部倫太郎は、｢未来

ガジェット研究所｣を立ち上げ、用途不明の発明品を日々生み出していた。

だが、ある日、偶然にも過去へとメールが送れる｢タイムマシン｣を作り出

す。世紀の発明と興奮を抑えきれずに、興味本位で過去への干渉を繰り返

す。その結果、世界を巻き込む大きな悲劇が、岡部たちに訪れ・・・。 

【コメント】タイムトラベルをそれっぽい科学で展開してくれるのですが、そのほとんどが情報

技術ネタです。記憶を bit 列で表現して過去に、ただしその為には圧縮をかけて云々......なん

てワクワクしませんか? 外伝の「STEINS;GATE 0」に至ってはヒロインが人工知能。それも単純な

AI との恋愛ではなく、フレーム問題なんかにも切り込んでくる。みんなやりましょう。 

★ ★ ★            小説の部            ★ ★ ★ 

23. ハーモニー 

 【作品紹介】21 世紀後半、〈大災禍(ザ・メイルストロム)〉と呼ばれる世界的な

混乱を経て、 人類は大規模な福祉厚生社会を築きあげていた。 医療分子の発達

で病気がほぼ放逐され、 見せかけの優しさや倫理が横溢する“ユートピア"。 

そんな社会に倦んだ 3 人の少女は餓死することを選択した――  『虐殺器官』

の著者が描く、ユートピアの臨界点。 

【コメント】生府によって管理された健康至上主義社会における人間の「意識」と「感情」の意

味を問う物語。情報技術の進展と共に何度でも読み返したい作品です。難解なテーマですが、XML

言語で綴られる文章等凝った設定も多く、周辺知識を持っているとより楽しめます。 

24. ユートロニカのこちら側 

 【作品紹介】巨大情報企業による実験都市アガスティアリゾート。その街では個

人情報――視覚や聴覚、位置情報等全て――を提供して得られる報酬で、平均以

上の豊かな生活が保証される。しかし、誰もが羨む彼岸の理想郷から零れ落ちる

人々もいた……。苦しみの此岸をさまよい、自由を求める男女が交錯する 6 つ

の物語。 

【コメント】個人情報を提供する見返りとして、生活全般を保証する実験都市アガスティアリゾ

ートで生活する人々の話(個人情報と利便性はトレードオフ、というネタです)。著者は東大でア

ラン・チューリングを研究しているという小川哲。すごく分かりやすく言えばハーモニーとサイ

コパスを足して 2 で割ったみたいな感じの本。様々な思想を研究している人だけあり、そこをテ

ーマに掘り下げるかと何度も何度もページを読み返して考え続けた 1 冊です。 
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25. 一九八四年 

 【作品紹介】〈ビッグ・ブラザー〉率いる党が支配する全体主義的近未来。ウィ

ンストン・スミスは真理省記録局に勤務する党員で、歴史の改竄が仕事だった。

しかし彼は、以前より完璧な屈従を強いる体制に不満を抱いていた。ある時、奔

放な美女ジュリアと出会ったことを契機に、伝説的な裏切り者が組織したと噂

される反政府地下活動に惹かれるようになるが……。 

【コメント】アニメ『PSYCHO-PASS』の中でも登場しましたし、監視社会、ディストピアものの鉄

板です。使われている技術や仕組みは古臭く感じるかもしれませんが、監視社会としての構造は

変わりません。オチの後味の悪さは、まさに絶望。 

26. [映]アムリタ 

 【作品紹介】芸大の映画サークルに所属する二見遭一は、天才とうわさ名高い新

入生・最原最早がメガホンを取る自主制作映画に参加する。だが「それ」は“た

だの映画”では、なかった―。 

【コメント】野崎まどのデビュー作。大変明快なオチは一度読むと頭からこびりついて離れませ

ん。何かしらの創作活動に関わる予定の人は、読んでおくと良い知見を得られると思います。ネ

タがわかってしまうので詳細なジャンルは伏せますが、情報科に相当深く関わることは間違いあ

りません。ミステリーとしても良作。 

 

27. あしたのロボット 

 

 

 

 

 

 

【作品紹介】「鉄腕アトム」に描かれた未来、ではないけれど―。人間とロボッ

ト、ともに永久ではない存在の共生の形を模索した 5 編を収録。「せつない未来」

を描いたロボット小説集。 

【コメント】短編集で 4 編収録。これも情報技術にはあまり踏み込まず、また刊行が 2002 年なの

で当然 DL や Siri みたいな話も出てきません。ただその分、ロボットとのコミュニケーションや

知性の在り方に重点が置かれています。短編はそれぞれに些細な繋がりがあってそれもまた良か

ったです。個人的に一番良かったのは「亜希への扉」、幼少の頃からヒューマノイドと付き合う最

初の世代が描かれています。スマホと付き合う最初の世代である君たちにも是非読んで欲しい 1

冊です。 
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28. すべてがＦになる 

 【作品紹介】孤島のハイテク研究所で、少女時代から完全に隔離された生活を送

る天才工学博士・真賀田四季(まがたしき)。彼女の部屋からウエディング・ドレ

スをまとい両手両足を切断された死体が現れた。偶然、島を訪れていた N 大助

教授・犀川創平(さいかわそうへい)と女子学生・西之園萌絵(にしのそのもえ)

が、この不可思議な密室殺人に挑む。新しい形の本格ミステリィ登場。 

【コメント】第 1 回メフィスト賞受賞作。理系作家である森先生のもっともコンピュータ寄りの

本。最近アニメ化もされましたね。プログラミング、OS、コマンド、そしてタイトル、ありとあ

らゆる情報ネタが詰まっています（トリックまで！）。犀川先生の喋り方みたいのに憧れた頃が僕

にもありました。 

29. 人魚の眠る家 

 【作品紹介】「娘の小学校受験が終わったら離婚する」。そう約束していた播磨和

昌と薫子に突然の悲報が届く。娘がプールで溺れた―。病院で彼等を待っていた

のは、“おそらく脳死”という残酷な現実。一旦は受け入れた二人だったが、娘

との別れの直前に翻意。医師も驚く方法で娘との生活を続けることを決意する。

狂気とも言える薫子の愛に周囲は翻弄されていく。 

【コメント】「ヒトと機械」の違いを考える上では、最良の本かもしれません。脳死状態になった

娘と、それを取り巻く家族や医師の物語。物語の中心は「臓器移植」ですが、その是非の上で「死

(あるいは生)」をどう定義するかが本当のテーマとなっています。呼吸をすれば生きているのか? 

身体が動けば生きているのか? 生きている、とは誰が決めるのか? 各章ごとにじっくりと読みた

い作品です。 

30. 静かに、ねぇ、静かに 

 【作品紹介】海外旅行でインスタにアップする写真で“本当”を実感する僕た

ち、ネットショッピング依存症から抜け出せず夫に携帯を取り上げられた妻、自

分たちだけの印を世界に見せるために動画撮影をする夫婦―。SNS に頼り、翻弄

され、救われる私たちの空騒ぎ。 

【コメント】３つの短編集でインスタネタの「本当の旅」、ネットショッピングネタの「奥さん、

犬は大丈夫だよね？」、動画投稿ネタの「でぶのハッピーバースデー」。あくまでタイトルはタイ

トルで、表題作は無し。「バイナリ畑の真ん中で」の小説版且つダークサイドみたいな感じ。「本

当の旅」は『何者』的な読者の心をぐいぐい抉ってくる話だった。ＳＮＳと現実の距離感（近い

ようで遠い、ＳＮＳ越しに現実を見返す）の描き方がとても巧いし面白い。 



 

12 

31. 消滅世界 

 【作品紹介】世界大戦をきっかけに、人工授精が飛躍的に発達した、もう一つの

日本。人は皆、人工授精で子供を産むようになり、生殖と快楽が分離した世界で

は、夫婦間のセックスは〈近親相姦〉とタブー視され、恋や快楽の対象は、恋人

やキャラになる。そんな世界で父と母の〈交尾〉で生まれた主人公・雨音。彼女

は母親とは違う、セックスのない清潔で無菌な家族をつくったはずだった……。 

【コメント】『コンビニ人間』が著者の本では最も有名ですが、僕が一番好きなのは本作。家族シ

ステムが崩壊した未来を描いた作品。「広辞苑の近親相姦の欄にも妻と夫で性交することって書い

てあるよ」とか「子供さえ埋めたら男女で結婚しないって、男だって同性同士の方が楽でしょ」

とか、「君には絶対恋愛感情は抱けないから本当結婚して良かった」とか、わりと頭を離れないセ

リフが今でも多い。「どの辺が情報？」と思われそうですが、イミテーション・ゲーム視聴の際に

説明したように、AI やコンピュータの学習では「人間と機械の違いは何か？」を考えることを避

けては通れません（に加えて、僕はそれこそ情報教育の本質と考えている）。著者は『コンビニ人

間』でパターン処理に徹する人間を描いていて、NHK の「人間ってナンだ？ #超 AI 入門 」の初

回ゲストとしても呼ばれています。本作では、「生殖」や「家族」、「愛」を徹底的に切り崩した人

間を描いています。人間と機械の違いでよく上がる言葉ですよね。「ありがとう」の反対は「当た

り前」という言葉があります。この思想に共感して欲しい、というわけではなく、是非「人間っ

てナンだ？」の観点から、機械と人間の違い、機械と人間の作る未来を見つめ直してみましょう。 

32. すばらしい新世界 

 【作品紹介】すべてを破壊した“九年戦争”の終結後、暴力を排除し、共生・個

性・安定をスローガンとする清潔で文明的な世界が形成された。人間は受精卵の

段階から選別され、5 つの階級に分けられて徹底的に管理・区別されていた。あ

らゆる問題は消え、幸福が実現されたこの美しい世界で、孤独をかこっていた青

年バーナードは、休暇で出かけた保護区で野人ジョンに出会う。 

【コメント】過去のあらゆる読書体験が吹っ飛んだ、というよりこれを読むために色々読んでき

たんだなぁという気分。言論統制系でもなく、生殖統制系でもなく、教育や生物系を中心とした

ディストピアを描いていたので一番刺さったかもしれない。いわゆるディストピア系では『ハー

モニー』と『PSYCHO-PASS』はエンタメ的に、『一九八四』や『虐殺器官』はアイデアや発想に感

動して、『消滅世界』や『地球星人』、『殺人出産』あたりは救いとして読めたのだけれど、これは

単純に絶望感に叩きのめされた。主人公に共感できるような仕掛けが他と比べて多いのもその原

因かもしれない。とても 1932 年の作品とは思えないけど、訳のうまさもある気はする。最後に問

答場面あるんだけど、ぶっ飛び唖然系で突っ走る村田沙耶香流と比べて、理詰めでいや…おかし

いのは僕…？という不安を煽ってくる。すばらしい新世界、本当にすごい。 
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33. クラインの壷 

 【作品紹介】ゲームブックの原作募集に応募したことがきっかけでヴァーチャ

ルリアリティ・システム『クライン 2』の制作に関わることになった青年、上杉。

アルバイト雑誌を見てやって来た少女、高石梨紗とともに、謎につつまれた研究

所でゲーマーとなって仮想現実の世界へ入り込むことになった。ところが、二人

がゲームだと信じていたそのシステムの実態は…。 

【コメント】1989 年の本とは信じられない、単純に VR を活用したトリックではなく、VR 技術の

持つ本質的な恐怖と問題点に切り込んだ推理小説です。多分発売当時より VR が普及した今こそ楽

しめます。陰謀論的なものが好きな人は是非（ちょっとシュタゲっぽい？）。岡嶋二人の他作品に

もいろんなガジェット登場するのでいろいろ読んでみましょう。 

34. 何者 

 

 

 

 

 

 

【作品紹介】就職活動を目前に控えた拓人は、同居人・光太郎の引退ライブに足

を運んだ。光太郎と別れた瑞月も来ると知っていたから――。瑞月の留学仲間・

理香が拓人たちと同じアパートに住んでいるとわかり、理香と同棲中の隆良を

交えた 5 人は就活対策として集まるようになる。だが、SNS や面接で発する言葉

の奥に見え隠れする、本音や自意識が、彼らの関係を次第に変えて……。 

【コメント】「桐島、部活やめるってよ」で話題となった著者。就活中の大学生 5 人が Twitter と

現実で取るそれぞれのコミュニケーションを描いた作品です。テーマは一言でいえば「自意識」

と「承認欲求」で、読んでいるうちは「なるほどね～」とか「あるある～」で済みますが、読み

終えた時のショックは結構大きく、僕も暫く呆然としていました。 

35. 失われた過去と未来の犯罪 

 【作品紹介】女子高生の結城梨乃は、自分の記憶が 10 分ともたないことに気が

付いた。いち早く状況を理解した梨乃は急いで SNS に書き込む――「全ての人

間が記憶障害に陥っています。あなたが、人類が生き残るために、以下のことを

行ってください」。それから幾年。人類は失った長期記憶を補うため、身体に挿

し込む「外部記憶装置」(メモリ)に頼り、生活するようになった……。 

【コメント】「玩具修理者」や「攫われて」に代表されるグロミステリで有名な著者ですが、「垂

穂する男」等 SF 系でも多くの傑作があります。本作は、人類が一斉に記憶を保持できなくなり、

装着型の USB メモリで記憶を管理する世界の SS 集的作品。一度は思い浮かべたことのあるテーマ

から、奇抜なテーマまで色々な可能性を考察することができます。 
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★ ★ ★            コミックの部            ★ ★ ★ 

36. AIの遺伝子 

 【作品紹介】人類の夢…テクノロジーの結晶・ヒューマノイド。人さながらに

「病」を抱える彼らには、人とは違う「治療」の選択肢があった…。悩める AI

たちに寄り添う新医者・須堂の物語、開幕！近未来系ヒューマノイド SF 医療物

語！ 

【コメント】"現代版ブラックジャック"とも呼ばれている（掲載誌も少年チャンピオン）本作は、

ヒューマノイドを専門に治療する医者を主人公にした短編集。１話完結ですが、どの話も今まで

にない切り口で様々な示唆を与えてくれます。ヒトと機械の違いを考える、ヒトよりヒトらしい

機械、機械より機械らしいヒト、ヒトって結局何なんでしょう。 

37. 火の鳥 復活編 

 【作品紹介】墜落死から科学の力で生き返った少年レオナは、頭脳は電子、心は

人間というアンバランスさに悩む。一方、従順な労働力として大量生産したロボ

ットたちは自我に目覚め、反乱を企てた。科学の領域を踏み越えて、”生命”に

細工を加えてしまった人間の罪と罰を、25-34 世紀の宇宙界に描く復活編。 

【コメント】交通事故後の後遺症で、主人公のレオナは人間を醜い鉄くずとしか認識できなくな

った。代わりに彼はチヒロという事務用ロボットだけが人間に見えるのだ……。とある作品でも

使われた大変有名な設定です。火の鳥は是非通しで読みたいところですが、１冊選ぶなら僕はコ

レ。人間とロボットとの恋愛、そしてその境目を見事に描いています。 

38. バイナリ畑でつかまえて 

 【作品紹介】テクノロジーは人を幸せにできるのか?AR 世界に人工知能を生み出

す革命的な技術を生み残して死んでしまった女性研究者、彼女の分身として仮

想空間に生み残されたアバター……AI をテーマに人の心の不思議さを描き話題

を呼んだ表題作を始め、SNS、IoT、ウェアラブル、ビッグデータ、クラウドなど、

IT をめぐるさまざまなテクノロジーと人間の関係を描いた 22 のストーリー。 

【コメント】IT ネタのマンガって暗いネタが多いんですが、「古い空間（Google ストリートビュ

ー）」や「みんなのレシピ（クックパッド）」あたりは何とも暖かい気持ちになれます。ネットで

全編無料公開されています。 

 


