
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
実際のところ、タイム・トラベルなど荒唐無

稽な夢物語…と思われているそこのあなた。実
はそうとも言い切れないのです。 
例えば 1901（明治 34）年、フランスの小

トリアン宮殿で、18世紀末にタイムスリップ
したと思わしき二人のイギリス人女性の事件
など、時間を超えた不思議な体験をしたと考え
られている人々が多数存在するからです。 
そして、それらのなかには、単に夢物語では

説明のつかない不可解な出来事として長く語
り継がれているものがあります。 
では、タイムトラベラーではないかと囁かれ

ている歴史上の人物を一人ご紹介しましょう。  
その人の名は、“全てを知る不死の人”と称

されたサン・ジェルマン伯爵。彼が記録上に現
れるのは、18世紀のフランス。出自も年齢も
全くの謎。しかし、恐ろしく博学で、人を引き
付ける魅力があり、ルイ 15世の寵愛を受けま
す。「何十年たっても、外観に全く変化が無い」
「自称 2000歳」「食事をしているのを見た人
がいない」、「キリストが奇跡を起こした“カナ
の婚礼”（紀元一世紀）に同席していた」など
の証言例や言動から、当時は不老不死ではない
かと噂されてきましたが、一方、タイムトラベ
ラーだったと考えれば辻褄が合う…という説
があるのです。 
彼については、同時代の国王や貴族が様々な

記録を残しているため、実在したことについて
は間違い無く、1784年に死んだ 
とされていますが、その後も 
19世紀頃まで、目撃例は後を 
絶たなかったとか…。 
 
もしかしたら今も、タイム・ 

トラベルを続け、あなたの直ぐ 
傍にいるのかもしれませんね…。 

実在した？タイムトラベラー 
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～ 時間旅行者の心得書 ～ 

 

タイム・マシーンにお願い 

タイム・マシンが登場する空想科学小説の先駆けと

いえば、まず文句無く挙げられるのはＨ．Ｇ．ウェル

ズの『タイムマシン』でしょう。驚くべきことに、こ

の作品が誕生した 1895（明治 28）年は、まだ人類

が空を飛ぶことさえ、夢のまた夢だった時代でした。

（ライト兄弟の初飛行は 1903（明治 36）年）。日本

では、1913（大正 2）年に『八十万年後の社会』（黒

岩涙香訳）というタイトルで紹介されています。 

多岐に渡る数多くの小説を生み出し、「ＳＦの父」と

も呼ばれたウェルズ。多くの女性を愛し、破天荒だっ

たその人生は『絶倫の人』（デイヴィッド・ロッジ著 白

水社 2013）などで、どうぞお読みください。 

マーク・トゥエインの時間旅行 

『アーサー王宮廷のコネチ

カット・ヤンキー』 

ダニエル・カーター・ビア

ドによる挿絵 

マックス・ビアボウム画のH.G.ウェルズ 

この顔にピンときた
ら参考郷土室へ 

少年・少女時代、『トム・ソーヤーの冒険』
のトムやハックの活躍に、胸躍らせた方も多い
のではないでしょうか？  
作者は、冒険小説や自身の旅を元にした旅行

記で知られるマーク・トゥエインですが、実は
タイム・トラベル小説も著しているのです。  

1889（明治 22）年、今から 120 年以上
前に出版されたその作品の名は、『アーサー王
宮廷のコネチカット・ヤンキー』。 
物語は、アメリカ・コネチカット州生まれの

元兵器工場監督ハンク・モーガンによって語ら
れていきます。喧嘩で頭を強打し、昏倒した彼
が目覚めると、なんと、そこは西暦 528年の
中世イングランド。危うく処刑されそうになり
ながらも、現代の知識を駆使し、アーサー王の
側近にまで登り詰めたモーガン。その運命の結
末は如何に、というストーリーです。 
「現代の人間がアーサー王時代にタイムス

リップ」と聞いて、おや、どこかで観たな、と
思ったあなたは B 級映画通。サム・ライミ監
督の『キャプテン・スーパーマーケット』は、
しがないスーパーの店員がアーサー王時代に
タイムスリップ、元の世界に戻るため、チェー
ンソー片手に大暴れ…というストーリー。どう
やらトゥエインの小説を元ネタにしているよ
うなのですが…。小説と映画、是非比べてみて
はいかがでしょう？（ただし、こちらはスプラ
ッタ・ホラー映画ですので、お覚悟の上で…。） 
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タイム・マシーンにお願い ～ 時間旅行者の心得書 ～ 

タ　イ　ト　ル 著者・編集者 出版社 出版年 ラベルの記号 本の番号

脳の中の時間旅行

なぜ時間はワープするのか

クラウディア・ハモンド/ 著

渡会圭子/訳
インターシフト 2014 141.27 ﾊﾓﾝﾄﾞ*ｸ 10214558507

時間の図鑑 アダム・ハート＝デイヴィス/著

日暮雅通/監訳
悠書館 2012 421.2 ﾊ-ﾄﾃﾞ-ｳﾞ*ｱ 10214412886

ブラックホールとタイムトラベル

「時空の穴」をめぐる最新理論
福江純/監修 ニュートンプレス 2011 大型443.5 ﾌﾞﾗｯｸﾎ- 10214229387

時空の歩き方

時間論・宇宙論の最前線

スティ－ヴン・Ｗ．ホ－キング

[ほか]/著　林一/訳
早川書房 2004 421 ｼﾞｸｳﾉｱﾙ 10213184385

時間旅行者のための基礎知識 Ｊ．リチャード・ゴット/著

林一/訳
草思社 2003 421.2 ｺﾞｯﾄ*J 10213057307

２０６３年、時空の旅

タイムトラベルはどうすれば可能になるのか？

クリフォード・Ａ.ピックオーバー/著

青木薫/訳
講談社 2000 421.2 ﾋﾟｯｸｵｰﾊﾞ*ｸ 10212452741

タ　イ　ト　ル 著者・編集者 出版社 出版年 ラベルの記号 本の番号

相対性理論とタイムトラベル

キップ・ソーン博士が語る時空旅行
ニュートンプレス 2012 大型 421.2 ｿｳﾀｲｾｲ 10214354911

超光速ニュートリノとタイムマシン

世紀の大発見がもたらす未来
竹内薫/著 徳間書店 2011 429.6 ﾀｹｳﾁ*ｶ 10214302616

マンガで読むタイムマシンの話

超光速粒子とメタ相対論

秋鹿さくら/漫画

銀杏社/構成
講談社 2011 421.2 ﾏﾝｶﾞﾃﾞﾖﾑ 10214263433

タイム・トラベラー

タイム・マシンの方程式を発見した物理学者の記録

ロナルド・Ｌ．マレット/著

ブルース・ヘンダーソン/著
祥伝社 2010 289.3 ﾏﾚｯﾄ*ﾛ 10214139596

タイムマシン開発競争に挑んだ物理学者たち ジェニー・ランドルズ/著

伊藤文英/訳
日経BP社 2007 421.2 ﾗﾝﾄﾞﾙｽﾞ*ｼﾞ 10213686260

タイムマシン論

最先端物理学によるタイムトラベル入門
二間瀬敏史/著 秀和システム 2006 421.2 ﾌﾀﾏｾ*ﾄ 10213540323

タイムマシンをつくろう！ ポール・デイヴィス/著

林一/訳
草思社 2003 421.2 ﾃﾞ-ｳﾞｨｽ*ﾎﾟ 10213038308

タ　イ　ト　ル 著者・編集者 出版社 出版年 ラベルの記号 本の番号

時間SFの文法

決定論/時間線の分岐/因果ループ
浅見克彦/著 青弓社 2015 901.3 ｱｻﾐ*ｶ 10214783261

タイムマシン ウェルズ/著

池央耿/訳
光文社 2012 933.7 ｳｪﾙｽﾞ*ﾊ 10214368525

夏への扉

新訳版

ロバート・Ａ．ハインライン/

著　小尾芙佐/訳
早川書房 2009 933.7 ﾊｲﾝﾗｲﾝ*ﾛ 2009 10214012235

マーク・トウェインコレクション　１６

アーサー王宮廷のコネチカット・ヤンキー

マーク・トウェイン/著

砂川宏一/訳
彩流社 2000 938 ﾄｳｪ-ﾝ*ﾏ (16) 10212468472

タイムライン

上下

マイクル・クライトン/著

酒井昭伸/訳
早川書房 2000 933.7 ｸﾗｲﾄﾝ*ﾏ

10212444238

10212444249

ふりだしに戻る ジャック・フィニィ/著

福島正実/訳
角川書店 1973 933 ﾌｨﾆ-*ｼﾞ 10200831706

小松左京全集完全版

「時の顔」「時間エージェント」など
小松左京/著 城西国際大学出版会 918.68　ｺﾏﾂ*ｻ

タイムトラベル専門サイト　時間旅行

http://www.jikanryoko.com/

特許情報プラットフォーム
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

国立国会図書館デジタルコレクション

http://dl.ndl.go.jp/

　国立国会図書館所蔵資料をデジタル化したもののうち、約50万点の資料が公開されています。ウェルズ

の『タイムマシン』の日本初出資料『八十万年後の社会』も、ネット上で自由に読むことが出来ます。

時間旅行者の心得　其の一　「時間旅行に旅立つ前に」時間とは？タイムトラベルとは？

こちらのサイトもおすすめです。

　「タイムトラベルについて、様々な視点から楽しく検証するサイト」。個人の方のサイトのようですが、

小説、テレビや映画、科学、体験談など、タイムトラベルについてのあらゆる情報が満載です！

　特許・実用新案、意匠、商標について、検索できるサイトです。「タイムマシン」に関する情報も

あります。

時間旅行者の心得　其の二「移動手段が問題です。」タイムマシンにまつわるあれやこれや

時間旅行者の心得　其の三「先人の智慧に学ぶ。」小説世界の時間旅行者たち


