
真鶴学園風雲録

Act.3-3 警戒警報

１.杞憂

  坂井法子の落ち込みは留まるところを知ら
なかった。

  味方に撃たれるなんて。

  SAMが躱せなかったなんて。

  悔しい．．．

  自分が「すべて」を賭けてまで守ろうとし
たのに、結果はこんなものだったのか。

  疑問、失望、そして怒り。混沌としたもの
が彼女を絡め取り、それを坂井ははねのけよ
うともしなかった。日々寮のベッドの中から
出ようともせず、布団の中に閉じこもり、自
問自答を繰り返す。

  ついに教員が動いた。明らかに異常事態で
ある。坂井が「心の病」に蝕まれているのは
もはや火を見るより明らかであったし、第一
授業にも出て来ないのを放置するのは、学校
側の立場上からもできないのである。何のた
めの全寮制なのか、という問題にも直結す
る。基本的には「自治」に任されている寮に
教師が入った瞬間、全生徒は事の重大さに、
ようやく気がついた。人それぞれで感じ方は
違ったが。

  最初の「使者」は当然ながら担任だった。
初老に達している国語科教師は、しかしなが
ら無力だった。日常的な会話すらまともに成
立せず、ようやく「翌日は出席する」という
頼りない口約束だけが交わされた。がしか
し、初雁が大分粘ったにもかかわらず、約束
は反故にされた。すべてが遅すぎたのであ
る。直ちに緊急の職員会議が招集された。学
園創設以来の問題である。

  教員たちの間には、「自殺でもされたら」
という危惧が蔓延していた。しかしただ一
人、碇さくらだけは自信を持ってこう断言し
た。

「杞憂でしょう。それだけの理由など、ない
のですから」

  「新人が何を言うか」そんな雰囲気はベテ
ランの中に強かった。が、しかし、校長は碇
の肩を持った。当座の対策として、碇に事態
収拾を任せたのである。表向きは「前向きに
対処しよう」というのが理由だった。しかし
裏に何か有りそうだとは、その場にいたみな
が気づいたことである。そこを追求して、さ
らに事態を紛糾させようとする愚かな試みは
為されなかった。

  6月といえば暦の上では夏である。海に面
して日当たりも良い寮の部屋は、やはりそれ
なりに暑くなる。そんな中で布団の中にうず
くまったままなのだから、当然ながら体臭は
日々激しさを増していた。それでも初雁が他
の部屋へ移らなかったのは、教員の手が入っ
た以上、そうした「勝手」は許されるはずが
ないからである。ルームメイトは互いを助け
合わねばならないのは寮規以前の「一般通
念」だから、この期に及んでそんな行動を取
れば何を言われるかわかったものではない。
それに初雁は「敵前逃亡」を嫌った。つまり
「逃げられなかった」し、「逃げなかった」
のである。

「何とかしてくれ」

  初雁がうけたプレッシャーは教師からも、
生徒からも、激しいものがあった。しかし彼
女は耐えていた。耐えるのが精いっぱいで坂
井には何もしてやれなかったが。



  碇が部屋に現れたのはそんなさなかのこと
だった。

「あなたは二式大艇を見ていますね」

  開口一番、碇の言ったことがそれだから、
初雁は蒼くなってのけぞった。よりにもよっ
て、一番ショッキングなことを。坂井は依然
布団に潜り込んで丸くなったままである。

「人は闇を恐れ、火をつかい、闇を削って生
きてきた」

  今度は何を言い出すんだ？しかしこの場合
は筋が通った。

「今あなたは、己の闇に引き込まれてはいま
せんか」

  その言葉が坂井に突き刺さったことは、傍
らで見守っていた初雁にもそれとわかった。
ぴく、と坂井のシーツが動く。

「もう一度、よく考えてごらんなさい」

  碇はそう言い残して、部屋を去った。碇ら
しいと言えばらしい、いかにもあっさりとし
すぎた示唆であった。

２.平和

  山本九十九の「空」はあくまでも平和で
あった。坂井の辻斬り騒動はぱったりと途絶
えてしまったし、存分に「飛ぶこと」を堪能
できたのだ。しかし「模倣犯」「愉快犯」は
どこにでもいるもので、騒ぎが収まってみる
と突然別の意味での混乱が巻き起こった。

  実際、広い意味では山本自身自信をつけて
きたので他人に空戦を挑んだりもしたから、

この「混乱」に加わっていたといっても過言
ではない。対小田水戦やその後の練習も兼ね
て、高３の先輩たちに「おねだり」したF-18
を飛ばしいたときに、事件は起きた。

  いきなりMiG-21に襲いかかられたのだ。彼
を目を疑った。旧ソ連機は、この辺では小田
水しか使っていないはずだ。しかし小田水か
らここまで飛んでこられるほど、足が長いは
ずはない。誰だ、こんな紛らわしいことする
馬鹿は？

  大き目のループを描いて彼の横に並んだ
MiGの尾翼には、風紀委員の記章が描かれて
いた。山本は軽いめまいを覚えた。馬鹿な。
風紀委員に狙われるようなことはしていな
い。何回か挑発するかのように襲い掛かって
きたMiGだったが、彼はとりあえず無視する
ことにした。厄介ごとは御免だ。

  だいたい飛行機ってのは「飛ぶため」にあ
るので、「落とすため」にあるんじゃない、
という考えが彼の中にはできつつあった。空
戦も確かに面白いけど、何か違う．．．

３.試行

  若宮菜波の原案になる「飽和攻撃」は、男
女対抗戦の後、殊に生徒会においては徹底的
な再検討の対象となった。理論上（もっとも
素人のそれであるが）は女子部の圧勝で幕を
閉じるはずだったものが、なぜあそこまで惨
めな結果に終わったのか。

  答えは明白だった。予想が崩れたときの対
策が貧弱だったからである。

  差し迫った問題として、小田原水産との試
合がある。相手は女子部が使ったものをはる
かにしのぐ重SSM艦を多数揃えている。坂井
騒動で警戒がおろそかになっていたのが今更
ながら悔やまれるが、相手がこちらの戦法を
逐一調査していたのはわかっていた。となる
と、彼らが真似をしてくる可能性は非常に高
い。いや、必ずやるだろう。



  いかなる物をも貫く矛。

  いかなる物をも防ぐ盾。

  有史以来常に無限循環を繰り返してきた問
題が、彼らにも訪れた。別の見方をすれば、
彼ら生徒会は必要もないのに自らの頭上にダ
モクレスの剣を吊るしたとも言えよう。女子
部の「損害補充」が予定より遅れていたのが
この場合は幸いした。

  防げないものは、あらかじめ潰しておけば
いい。シンプルで、素人目にはもっとも理解
しやすく、そして現実場慣れした選択が、こ
こで可能になった。すなわち、「打撃力」を
重視した、できるだけ統一された装備へ一気
に更新しようというのである。実際には予算
上や供給の問題で100%実現するには至らな
かったが、これによって女子部MSの戦力は反
則的なまでに強化された。

  駆逐艦は「こんごう」級と「むらさめ」級
に統一。

  今後空母の調達は「ニミッツ」級のみ。

  戦艦は「大和」改型のみを新規調達して、
さらにトマホークを追加装備。

  女子部MS委員会が「ようやく」提出した再
装備案の目玉はこの通りだった。例年であれ
ば認められたかもしれない。しかし今年は規
模の桁が違ったから、実際にはメーカー供給
の実状を考えて、若干手直しが加えられた。
それでも七割がたは認められていた。結局男
子部が海上で優位を保っていられたのは一ヶ
月弱だったことになる。

「作戦さえうまく立てれば、その予算で金剛
なみの戦艦をもっとたくさん揃えた方が、柔
軟に行動できるし充分勝てる」

  大艦巨砲の権化と目されていた初雁がその
ことを知ったとたん猛烈に展開したキャン
ペーンではあったが、実際には黙殺された。
でかい船は強い、のである。

  一方で生き残った艦も、新しい艦隊につい
て来られるだけの能力強化が必要である。
「若宮のオルガン」重SSM艦は、2隻がしぶと
く生き残っていた。戦訓を加味して適当な改
良がこちらにも施されて、さらに火力の増大
を図ることになったが、そこまで来るともは
や「趣味」の世界に入りつつあった。配置に
問題があったトマホークは装備方法を練り直
して装弾数も倍増した。しかも張り出しが無
くなったので耐航性も向上した。もはや「
オーバーキル」云々は問題ではなかった。極
限まで一隻あたりの攻撃力を高めることに目
標が設定さたのだから無理もない。なにしろ
小田原水産はミサイルの固まり、ソ連艦艇の
集団なのだ。

４.反動

  碇さくらの言葉は、坂井の傷ついた精神に
深く突き刺さった。今まで誰も、彼女の心を
捕らえられなかったことを考えれば大きな進
歩だったが、惜しむらくは突き刺さった場所
が悪かった。

  坂井は、ついに壊れた。

  ある晩のこと、課題を片づけていた初雁
は、ただならぬ含み笑いに悪寒を覚えた。

  ふふ。

  ぞっとするような笑みを浮かべながら、坂
井はむっくりと起き上がった。髪の毛が脂で
べっとりと彼女にまとわりついて不気味さに
色を添える。如月が今度は坂井に憑依したの
かと、初雁は一瞬恐怖した。

「なんでこんな簡単なこと、気づかなかった
のかしら」

  言葉とは裏腹ににこやかな笑みを浮かべな
がら、坂井は初雁に語り掛けた。目をそらす
こともできず、凍り付いた初雁は息を呑み込
む。無駄とは知りつつも腰に拳銃を求め、自



室のことでそんな物はないことを思い出す。
大体、そんな物何に使うんだか！

「私は要らない人間。そうだったのよね」

「．．．じゃ、死ねば」

  初雁は決然と言い放った。

「形あるものは、いつかその形を失う」彼女
は一息おいて、続けた。「碇先生．．．雪風
が言ってたことだけどね。あなたが形を失う
ときが、今ってことよ。止めないわよ。止め
ないから、もう勝手にして。つきあってられ
ない」

  坂井の中で、何か、最後に残っていたもの
が弾けた。

「そう。その程度のこと。無理することなん
かない」

  彼女はいいながら、自分の机からカッター
ナイフを取り上げた。

「待て」

  宇垣が突然現れた。日を追ってやつれてい
く姿はもはや誰も疑うべくもない。

「お前そのカッター、何に使うつもりだ」

  時間が止まった。一つの「死」と「死」の
対面。初雁が深々とため息をつく。

「そのカッター、命は切れても、お前とまわ
りの絆は切れないぞ」

  宇垣は諭すように呟いた。よろけながら、
坂井のベッドに腰をおろす。

「貴様雪風から何を聞いたんだ。少くともそ
んなこた言ってないはずだ」

  坂井のカッターは既に手首に着いていた
が、それ以上動かない。

「大体何なんだ。そんなに死にたきゃさっさ
と手首切っちまえ。それが布団に包まって他
人心配させたり、初雁にしゃべりかけたり
．．．貴様本当は死にたくないんだろうが。
誰かが止めてくれると思ってるんだろう」

「そんなこ．．．」

「いや、ある」宇垣は隙を与えなかった。軽
くむせ込む。「今だってまだ切らない。俺が
止めると思ってるからだ」

  坂井は唇を震わせ、肩を怒らせて反論しよ
うとした。しかしできなかった。何かが引っ
かかって、声にならない。

「早くしろ。後がつかえてんだ」

  宇垣はいいながら、スカートから工作用の
小刀を取り出した。

「宇垣さん！」

  初雁が悲鳴を上げて飛び上がるが、鋭い眼
光に押さえられてそれ以上のことはできな
かった。宇垣がまたむせる。

  弾みで小刀が床へ落ちた。

  初雁は間髪を入れずそれを引ったくり、坂
井に向かって突きつけた。

「こんなことになるなら．．．こんなことな
ら．．．！」

  初雁の目にはいつのまにか涙があふれてい
た。

「いっそあたしがやる！今まで私がかまんし
てたのは、いったい何だったのよ！」

  宇垣は気抜けしたのか激しく咳き込みはじ
め、そのまま床へへたり込んだ。

「なんだって．．．どうしてそうやって、飛
行機乗りは真正面からしかぶつからないの！
いつも正面突破だなんて、そんなの、できる
わけ無いじゃない！」

  健康な分だけ、初雁には今の宇垣には無い
気迫があった。

「明日のために今日の屈辱に耐える。そして
借りは必ず返す。なんでその程度のことがで
きないのよ！」

「負けは負け。私にはもういるところもな
い」



「じゃあ早くその刃を引きなさい！」初雁は
ヒステリックに絶叫した。「自分自身の始末
まで、人に頼る気！あなた、いつもそうなの
よ。結局、一番おいしいところは人に自分の
口まで運ばせるんじゃない！」

「初雁さん」

  碇先生が姿を見せた。

「手を下ろしなさい」

  彼女は静々と部屋へ分け入り、そして坂井
の前に立った。

  静かに彼女の手が坂井の頬に振り下ろされ
る。

  乾いた音が当たりにこだました。

「他人からの借りは、誰かが肩代わりするこ
ともできる」呆然となった坂井に、碇は穏や
かに語りかけた。「でも自分への借りは、誰
も返すことはできない」

  瞬時とはいえ空白になっていた坂井の心
に、その言葉はすばやく、深く静かに浸透し
た。

「あなたはまだ、後片付けをしなくてはなり
ません」

「．．．はい」

  坂井の答えは弱々しかったが、力があっ
た。

５.錯誤

  夕鶴北斗（高１）が小田原水産を偵察に出
たのはその日で３回目になったが、収穫のよ
うな物は全くなかった。菅原の艦隊に入って

一月になるが、落ち着いたと思った矢先に小
田水への偵察を頼まれて、行ったはいいが収
穫ゼロではそろそろ飽きてくる。海側からの
ぞきに行ければいいのだが、単艦では航続力
の点で無理に近いし、第一小田水がそれを許
すはずがない。かといって陸からでは見える
範囲に限りがある。部活動だから港の出入り
時刻が一定しているのは、せめてもの慰め
だった。

  しかしそこから引き出せるのは、どんな船
がどのくらい使われているか、といった程
度。

  真鶴で頻繁に議論されている「飽和攻撃対
策」には、もともと小田水のミサイル装備艦
が「多すぎる」ので、あまり役に立つ材料が
ない。ただし、キーロフ級が異常にまとまっ
て出入りするのは彼でも気がついた。

  一応「巡洋艦」と呼ばれてはいるが、キー
ロフ級は事実上、「アイオワ」級と肩を並べ
る主力級の大形艦である。砲力は乏しい反
面、ミサイルによる打撃力は真鶴が持つどの
水上戦闘艦も及ばない。それがダース単位で
列を成して行動するのだから、結論は火を見
るより明らかだ。

  小田原水産は飽和攻撃でくる。分かりきっ
た答えに、生徒会はかえって浮き足立った。
そこへ喝を入れたのが初雁と菅原である。事
実は違ったが、生徒会はそこに宇垣の影を認
めた。

「こっちがまとまるから、一網打尽にされ
る」



  わかりきっていながら相手にされなかった
この理屈を、改めて二人は提示した。さらに
具体的な作戦案も彼らは持っていた。

  既に保有が明らかになっている男子部・女
子部の超大形戦艦は、敵がミサイル主体であ
る以上意味がないのでおとりとして使用す
る。これを布陣の中央に集中して配置すれ
ば、相手は主体と判断するだろう。

  実際の主戦力は逆扇型に配置する。こちら
は揚陸戦を主体として、中形空母以下で厳重
に対空防御の傘を張る。

  緒戦での損害はかさむかもしれないが、最
終的に相手方に上陸できればいいのだから、
艦隊決戦にばかり目を奪われすぎるのは意味
がない上に危険である。

  他に代案がない以上、生徒会としてはここ
に乗らざるをえなかった。

  折悪しくというべきか、初雁が「改大和」
級戦艦に移った。大艦巨砲のはずの彼女だっ
たが、なぜか今度ばかりは不機嫌になってい
た。

「でかけりゃいいってもんじゃなし」

  ぶちぶちと呟く初雁だったが、広々とした
艦橋では、誰にも聞こえることはなかった。

６.駆け引き

  統制の混乱は、中心部の無能さの自乗に比
例して悪化する。

  分かりきったことではあるが、真鶴生徒会
の現状はまさにそれを実践していた。

  一方において初雁たちの「戦力分散策」を
採用しておきながら、片や若宮の操る「火力
集中」もまだ捨てずにいたのである。初雁が
高校生とはいえ「外進生」だったのに対し、
若宮は中学生でも「内進生」の立場で見れば
「身内」だから、心情的にはむげに切り捨て
ることもできないでいたのだ。

  結果としてトライアルが行われることに
なった。最初からそうしていればよかったの
だが、男女対抗戦の時にはそれほどの時間的
余裕もなかったし、第一反論がそうあからさ
まには出ていなかった。

  「分散」側の主将は提唱者の初雁がなっ
た。「集中」側には、それでも若宮を当てる
ことはためらわれ、永野伊勢があてられた。
永野は栗田艦隊の人間で生徒会内部でも異論
があったが、他に「内進生」で初雁に対抗で
きそうな指揮者はいなかったのが決め手に
なった。それに永野は元々航空畑で、大艦巨
砲主義に毒されていないのも好材料だった。

  両方の艦隊は男女混成で編成され、全艦艇
が参加した。艦種配分は等量とされた。ただ
し菅原を「集中」側へ分けておく程度の「政
治的配慮」はちゃんと行われた。

  野次馬気取りでＭＦから飛行機が群れをな
して両者の上空を飛びまわったが、坂井法子
は初雁の艦にいた。

  初雁はこの戦艦に名前を自分でつけること
を渋り、その後女子部の旗艦になってしまっ
たことから、何代目かの「真鶴」を襲名する
ことになっていた。

  坂井が「真鶴」に乗り込んだのは自発的に
ではなく、碇先生にそう指示されたからであ
る。もちろん初雁はいい顔をしなかったが、
「黙っている」ことを条件に自分も何も言わ
ないことを約束していた。

７.試行

  若宮はこのテストに先立って、重ミサイル
艦の更なる改装を手がけていた。トマホーク
を全てハープーンに取り替えたのである。
トップヘビーはもはや完全に解消され、それ
でいて装弾数は倍増した。しかし一隻あたり
100発に迫るハープーンは、もはや狂気以外
の何者でもない。

「こんなに積んで、どうするんだ？」



  そんな疑問は当然ながら生徒会にも湧き起
こっていた。それでも「小田水相手」という
火力集中側の「錦の御旗」の前には引き下が
らざるをえなかった。それに結果はトライア
ルで出る。

  定石通り双方とも相手を自前の索敵機で発
見した。違ったのは「集中」側が直ちにSSM
を放ったのに対して、分散側が何もしなかっ
たことである。．．．ミサイルを持っている
にもかかわらず。

  初雁は相手からトマホークの有効射程ぎり
ぎりを保つような半円を描いて艦隊を配置
し、受け身に出る構えだった。永野はこれを
受け手立つ形で先手を取った。対抗戦のとき
のように一度にすべて使うようなへまはやら
ず、小出しに使うようにしたのは、レーダー
の輝点から初雁の側でも明らかだった。永野
のトマホークはほぼ均等に、半円の全てへ向
かって広がっていく。しかしそれは、直掩の
戦闘機で十分対処できる程度であった。各艦
のCIWSを使うまでもなく、全てが撃ち落とさ
れる。続いて量を増やした第二波が放たれた
が、やはり同じだった。分散派、有利。初雁
がまだ一発も打たないうちから、誰もがその
結論を疑わなかった。

「今まで全部トマホークだったよね」

  初雁はそこで、誰にともなく呟いた。既に
彼我の距離はハープーンの有効射程まで近づ
いている。彼女は舌打ちすると、決然と立ち
上がって指示を下した。

「全艦反転、全速で離脱。次の指示までその
進路を維持！」

「敵、ハープーンを発射！左翼の艦隊に集
中。防空隊の対処能力を越えています！」

「早いな」

  初雁は舷窓に駆け寄ったが、まだミサイル
は煙も見えない。

「ここで生き残れないと、あとに響くのに」

  初雁が唸るのを横目で見ながら、坂井は
思った。さっさと突っ込めばよかったのに！

  防空隊の戦闘機は善戦したが、それでも半
数を撃ちもらしてそれぞれの艦に頼る形に
なった。シースパローはランチャーに補充中
の艦が多く、自然、砲対ミサイルの戦いにな
る。この段階で戦艦を含む一ダースほどの艦
艇が「戦闘能力喪失」と判定されて戦列を離
れた。再び彼我の距離はハープーンの射程ぎ
りぎりを保つ。

「反転。距離を詰める」

  頃合いを見計らった初雁は、自信をもって
静かに告げた。

８.波状攻撃

  そのころ管原は、艦橋で次の発射タイミン
グを待っていた。長射程のトマホークで均等
にダメージを与えた後、より臨機に対応でき
るハープーンを各個撃破に用いる。永野の大
まかな戦略はそんなところだった。

  各個撃破。火力集中がもっともその持ち味
を発揮する戦術である。

  初雁さんのことだから。

  立場上敵のはずなのに、管原は一種確信に
近いものを抱いていた。彼女は、まず各個撃
破には持ち込ませないだろう。それどころ
か、こっちが袋叩きになりそうな気さえす
る。

  AEW機から刻々と送られてくる「敵の」の
動きを見てもそんな気は強くなるばかりだ。
相手は距離を取ってこちらに弾を使わせてお
きながら、いっこうに撃ってくる気配が無
い。



  どっちが集中でどっちが分散なんだ。

  そんな気さえした。できれば自分が指揮を
とって、一気にケリをつけたい。集中にせよ
分散にせよ、彼はそれなりに「基本に忠実
に」かつ「まともな」指揮がとれる自信はつ
けていた。しかし物事には「建て前」という
ものが常にある。もしかしたら、永野には永
野なりの戦略があるかもしれず、その結果が
出る前から自分のものより劣っているとなぜ
決め付けられようか？

  果たして管原が自分の自重を肯定する展開
になった。

  ある程度初雁の包囲網が出来上がったとこ
ろで、永野は全艦隊に増速と変針を命じ、C
の字型になっていたその中央へ全攻撃力を集
中させた。

  ざっと見て目標の10倍のSSMが、その艦隊
に襲いかかった。なす術はなく、あっという
間に包囲網は分断される。両側に位置してい
たグループが間を詰めようとしたが、続いて
襲いかかった第二波のSSMによってずたずた
に引きちぎられた。管原にはヒステリー寸前
の初雁の姿が思い浮かんだが、今は構ってい
られない。どうやら永野はそのまま高速で包
囲網を突き抜け、反転してヒットエンドラン
を継続する腹積もりのようだった。

９.混乱

  初雁のヒステリーはとうの昔に始まってい
た。基本作戦に誤りはないはずだったが、何
しろ囲い込むべき対象が非常識に大きすぎ
て、体制を整えるのが思うようにいかないの
だ。この事は後の反省会で改めて火力集中派

に力を与える要因になったが、ここでは省
く。

  それでも一度包囲網中央部をぶち抜かれて
からの初雁の対応は愚かではなかった。分断
された両翼の艦隊のうち、自分がいなかった
側の方は予め決めてあった方にさっさと預
け、陣形を開いてしまった。双方逆方向へ旋
回して、改めて包囲し直そうというのだ。も
ちろん永野もそのことは先刻予想済みで、迷
わず動きの鈍い方－－－初雁のいない方－－
－へ全火力を向けた。まだ対艦ミサイルは
たっぷりと残されている。

  が、ここで永野は初雁にまともに背を向け
る、大きなミスを犯した。

  艦隊としての速度はどちらも似たようなも
のである。つまり追いかけっこになれば距離
は縮まらない。その点に限って永野の選択は
誤りではない。適当に距離を保つ限り初雁に
は捕まらないはずである。しかし初雁艦隊の
「分隊」は、相手が自分に食いつくや否や、
ただちに一斉反転した。逃げなかったのだ。
あまつさえ、前後両方に位置した初雁艦隊は
それぞれが二手に分かれ、四方から永野艦隊
を包囲する形になった。

  こうなると距離云々は問題でなくなる。戦
はただの殴り合いに転換した。

「まずい！」菅原は旗艦の方を見た。「これ
じゃこないだの二の舞だ！」

  しかしなぜか彼の脳裏には野木坂の姿が
あった。

  混戦になったら、また飛び出せばいい。彼
女は試合前にそんな事を言っていた。がしか
し、彼自身は二度とそんなまねはしないつも
りでいた。否、そうせざるをえない状況には
持ち込みたくなかった。だいたい独断専行は
指揮者としてあまり感心した行動ではない。



  どうする、永野さん．．．？

  永野の旗艦、大和級「相模」は、主砲を二
転三転させながら、周囲の敵艦につるべうち
で弾丸を送り込んでいる。特に指示はない。
仕方がないので各艦は手近な標的を勝手に撃
ち、逆に初雁艦隊も「打てば当たる」状況を
最大限に利用して弾丸の蟻地獄を形成する。

  生徒会本部から信号が入った。

「演習中止。千日手と判定する」

  前評判の割りには、あっけない幕切れで
あった。

１０.存在意義

  坂井はその晩、宇垣に指定されたとおり寮
を抜け出して、ふもとの公園にいた。ベンチ
に腰掛け、ぼうっと辺りを眺めるだけ。

  どうしてここにいるんだろう。

  初雁が宇垣先輩に何か耳打ちされて伝えて
きたことだから、宇垣先輩の用に違いはな
い。だいたい消灯時間を過ぎたこんな夜中に
呼び出すぐらいだから、普通の生徒が普通の
用でやるようなことではない。

  どうしてここにいるんだろう。

  一地方都市の夜中の公園はホームレスもい
なくて、人気はない。中央の噴水も止まっ
て、虫の音がうるさいぐらいだ。

  どうしてここにいるんだろう。

  空がすべてだった自分。こんな何もない公
園など、縁も何もあったものではない。

  どうしてここにいるんだろう。

「待たせたな」

  気がつくと宇垣が目の前に立っていた。こ
こしばらくは普通にしていても存在感が希薄
な彼女である。無理もなかったがやはりどこ
か異様さを禁じ得ない。

  まばらな水銀灯の中で、幽霊のように、宇
垣は坂井の横へ腰を下ろす。

  開口一番彼女は言った。

「お前、自分が好きか」

  坂井は答に戸惑った。それは、自分が嫌い
かと聞かれれば答えははっきりしている。味
方のSAMさえ満足に避けえなかった自分。何
とかみんなを団結させようとして、かえって
自縄自縛に陥った自分。嫌いでないはずがな
い。がしかし、正面切って好きかと問われれ
ば、どうなのか？

「自分がわからんやつが他人をどうこうしよ
うとしたって、どうにもなるもんか」

  宇垣は見透かしたようにつぶやいた。

「解ろうとするから、かえってわからなくな
る」

  宇垣はポケットからショートピースを取り
出して点けた。止めたはずではないか？

「わからないことはわからないとわかるこ
と」彼女は深々と紫煙を吐き出した。「それ
が悟りだ。釈尊の教え．．．俺がそのことに
気がつくまで、生まれてついこの間までか
かった」



「そこの池。あれが太平洋だといって、その
ことを笑えるか」

  そんなことわかるはずがない。坂井は宇垣
の顔をまじまじと覗き込んだ。

「アメはやがてウミへとたどり、ウミはやが
てアメとなる」

  早くも無くなったピースを彼女はかかとで
もみ消した。

「輪廻転生ここにありだ。今、そこに池を目
の前にして、これが太平洋だといっても解る
はずがない。それは太平洋と池とを別のもの
として位置づけているからだ。しかし水は必
ずどこかでつながり合っている。池の水もや
がて海へ届き、海の水は池に環る」

  宇垣は坂井へ目をやりにやりとなった。

「海と池とを区別せにゃならんのは、人間の
世界だけだ。視点を変えて蟻の目で見れば、
どららも入り込めば死あるのみの厄介な障壁
にすぎない。視点を変えろ。お前がやろうと
したことは、確かにお前の視点では正しいだ
ろう。しかし時は流れ、栗田がいた時代は過
去のものとなった。そこには別の価値観が
あったって別に悪いことじゃない。それに人
間いつかは自らいた社会に別れを告げるとき
がくる。その後に残されたもの、そいつらの
視点を考えてやるのが、先に立つものの責任
だ。視点を変えろ。．．．仲間を絶やすな」

「いったい何を」

  言いかけた坂井だったが、宇垣は遠い目に
笑みを浮かべるばかりだ。

「言い尽くされた言葉だがな。人という字は
互いを支えあってできている。人は人だから
こそ、支えが要るし、たすけられなきゃ何も
できない。俺もそうだった。はるなだって、
一人だけであんなに強かったわけじゃない。
平常心の扶桑、イキのいい長門、突飛な霧
島．．．そして、周りを見て半歩先を走るは

るなだ。栗田の姉妹は両方ともそうだったが
な。

  どいつもこいつも、一人だけじゃあそこま
で強くはないはずだ。誰にだって欠点はあ
る。それを見つける目が必要なんだ。補って
やる手が必要なんだ。誰かが後ろに控えてい
ればこそ、自分の力を存分に出し切れる。坂
井、貴様はそれを、全部一人でやろうとし
た。だから無理ができた。お前には初雁がい
たろうが。

  空で敵味方を見分けたお前の目は、寮では
どこを見ていたんだ？」

  坂井は身につまされる思いで宇垣に耳を傾
けていた。穴があったら入りたかった。初雁
もさる事ながら、宇垣さんは私をそこまで見
守っていてくれたのだ。

  だからこそ、次に出た言葉には仰天した。

「俺ももうそう永くない」いかにも美味そう
に煙を吐き出して、宇垣は続けた。「この夏
を越せればいい方だろう。確かに今の真鶴
は、昔に比べれば腰抜けぞろいだ。それを俺
が引っ張ってやれないこともない。しかしそ
れはあくまで俺の独り舞台であって、社会
じゃないんだ。もし俺がちょっと生き延びた
としても、どっちみちこの真鶴は卒業だ。
．．．で、そのあと連中はどうすればいいん
だ？」

  最後の問いよりも「もう永くない」という
宇垣の言葉の方が重いことに、坂井は気づい
ていた。恐らく初めて他人に見せた側面だろ
う。その意図するところははかりかねたが、
いずれにせよ坂井は宇垣の存在そのものに、
鳥肌が立つのを覚えた。

「俺は神じゃない。まして仏でもない。ただ
の人間だ。人間は俺一人じゃない。人は人で
ある以上、他の人と渡り合わなきゃならん。
でなけりゃただの猿と変わらん」

  宇垣は二本目に火を点した。



「話しすぎたかもしれないな。今はとりあえ
ずお前さんの答えは出さなくていい。どうせ
すぐに答えられる話でもない。．．．帰る
か。わざわざ遠くまで、すまない」

  この姿、他人に見られたくなかったに違い
ない。坂井は宇垣の背中に、ふと象の墓場を
見出した。

  象は己の最期を知ると、誰の目にもつかな
い奥地へ独り旅立つという。

１１.選択

  火力を集中すべきか分散すべきか検証する
はずだった実験は、結局のところ不調に終
わった。生徒会側はもちろん火力集中側が各
個撃破戦術で分散側を蹂躪するものと期待し
ていたし、逆に初雁を中心とした「分散」派
は身動きが鈍くなり易い大艦隊を、てこずり
はするだろうが最後に勝ちを収められると考
えていた。実際のところは分散側有利と見る
のが一般だったが、それを証明する前に判定
で引き分けになってしまったのでいかんとも
し難い。生徒会でも比較的激論が戦わされ
た。が、結局のところ対小田水は火力集中で
行くことになった。今さら戦術を変えると混
乱する、というのが表向きの理由だった。

「だったらあんなこと、最初からやらなきゃ
よかったんだ」

  初雁は大分後までそのことを愚痴った。し
かし決定は決定であるし、最終的には艦隊同
士の殴りあいになることはいつものお約束で
ある。そんなわけでやはり、初雁は菅原との
模擬戦に明け暮れていた。菅原は列車砲のこ

とを気にしていたようだが、初雁自身にとっ
てはもうどうでもよかった。結局試合の後で
交通研会長はきっぱりと降りたし、これから
「あれ」をどうするかは後輩たちの選択だ。

  選択。この一年は、特に選択肢が多かっ
た。彼女自身は早くもそのことに疲れを覚え
ていた。まだ二十歳にもなってないのにね。
初雁は時折そのことに気がつき、苦笑する他
なくなるのだった。それに、これからも選択
しなければならないことは山ほど残されてい
る。

  まだ疲れるのは早すぎる。

  菅原が抱えていた選択肢も初雁のそれと似
たり寄ったりだった。さしあたって二式大艇
の問題がある。初雁は反対していたが、菅原
はやはり坂井にも話すつもりでいた。宇垣か
らもゴーサインを得た。今日は早めに帰港し
て、学食で彼女を待ち構えるつもりだった。

  意外にもあまり待たずに坂井に会うことに
なった。

  学食の入り口で坂井を呼び止め、菅原は単
刀直入に話を切り出す。

「今度の日曜、横浜へ行こう」

「どうして私にそんな事言うの？」坂井はど
こかうるさげにも見えた。「浮気？」

「そんなんじゃない」菅原は己が紅潮するの
を自覚した。恥ずかしさからか、怒りから
か。「見ておいてほしいものがある。初雁さ
んも、他のみんなも来てもらう」

  坂井が反射的に話を理解したことは菅原に
もわかった。宇垣先輩はいったい坂井に何を
したんだろう？



１２.もう一つの選択

  天野麗奈はやはり「七不思議」が頭から離
れなかった。始めは心の中に警報を鳴らして
いた「警戒心」だったが、やがて心が「好奇
心」と「探求心」の床上浸水に飲み込まれて
活動を止めるまでに、そう時間はかからな
かった。

  虎穴に入らずんば虎児を得ず。

  天野は俄然行動を開始した。

  ＳＦ研の「肩書き」が役に立った。

  「七不思議」どころではない、他の生徒に
手当たり次第に聞いてみれば、真鶴に伝わる
「学校の怪談」は玉石あわせて数え切れない
バリエーションを持つことが、次第に明らか
になってきたのである。

  しかしこと「裏山」絡みになると、ぐっと
その数は減ってくる。

  古参の生徒に根強い「噂」は、

  「裏山には神様がいて、栗田艦隊はどうい
う訳かそれに守護されていた」

  というものだった。実はこの話は当の初雁
からも聞いているのだが、天野はまさか初雁
がその「後継者」などとは知る由もない。
「影の黒幕」宇垣にも直撃してみたが、こち
らはただ「そんなもの知るか」の一言で一蹴
されてしまった。天野は自分の周りに雑多な
情報が積み上げられ、整理しようにもできな
い状況が現出した。「情報の奴隷」である。
勢い空へ出て行く時間も減っていったが、そ
んなことは気にもならなかった。こっちの方
がはるかにエキサイティングだ。

  早坂は折に触れてしょっちゅう顔を出して
いた。彼女のもたらす情報自体は有益なもの
ばかりで、かつ論理的にもきちんと筋道が
立っていた。もっともそれは如月の見聞、如
月の視点、そして如月の理論だったのだが、
やはりそんな事を天野が知る由はない。何時

の間にか、天野は早坂の情報に重きを置くよ
うになっていた。

  彼女から聞いたままに裏山へ上り、「爆発
現場」からそう遠くないところで海軍のマー
クがついたマンホールの蓋を発見して以来
は、さらにその傾向が強まった。さすがに落
盤がひどくて中には入れなかったが．．．早
坂は、体育館裏からの「抜け道」を教えてく
れた。

  実際行ってみるとそこも落盤で潰れてい
て、あまり先までは行けなかったのだが、素
人目にもあまりにも不自然な「配管」では
あった。

  楽しませてもらおうじゃないの。

  既に天野は抜けられないところまではまり
込んでいた。

１３.5番目の後継者

  雪風の「もと」後継者たちが一堂に会した
のは久しぶりのことだった。

  工場の奥隅に残されている「倉庫」が重々
しく開かれ、彼らは中に進んだ。

  暗闇に目が慣れるまで時間はかかったが、
二式大艇は雪風とはまた違った意味で、見る
ものに畏怖の念を抱かせる。高い天井のおか
げであまりきかない照明が、彩りをさらに加
えた。

「Humpty Dumpty」アーティが口ずさむ。
「sat on a wall...」

「戦の亡霊」

  初雁がゆっくりと、胴体を見上げながら周
囲を回りはじめた。

「それが今、ここにあること」

  菅原は初雁の心中を察していた。彼女はこ
の二式をつぶすべきだと思っている。菅原も
同じ考えだ。確かに二式に関しては、自分た
ちは限りなく部外者に近い。他に継承者がい



て、二式を生かすも殺すも本来はそちらの手
に委ねるべきだ。

  しかし春日さんのこともある。宇垣先輩の
こともある。如月は早坂理絵に「憑依」して
相変わらず「何か」を求めている。その何か
が二式にあるのなら、いずれ同じ事は繰り返
される。．．．はずだ。

  鎖を断つべき時期には遅すぎるかもしれな
い。しかし、これ以上の犠牲は避けたい。

  確かに貴重な遺産かもしれない。しかし生
きとし生けるもの、その命より尊いものが、
この世に他にあるものか。

  彼は何かに促されるように、機内へ入り込
んだ。内部は意外に質素で、外見から想像す
るよりはるかにがらんどうに近い。

  ふと、後部に目をやると、何かの支持台の
ようなものががっちりと固定されているのが
わかった。大きさからみて、ドラム缶のよう
なもの－－－原爆の固定具だと気がついた。
周りに投下口らしいものはない。

  特攻用か。

  菅原は寒気を覚えた。確かに二式の性能で
は爆発の衝撃から逃げるのは不可能だ。

  だからといって、そこまでして使わなけれ
ばならなかったのか？戦争は、ここまで人間
を狂気へと駆り立てるのか？

  こんなものは日本人の恥にはなっても、誇
りになることは決してない。菅原は確信し
た。早く決着をつけるべきだ。

  でも、どうやって？

「火薬はない」外で誰にともなく初雁はつぶ
やくのが聞こえた。「．．．燃料に火をつけ
るしかないか．．．」

「駄目！」

  反射的に坂井が叫んでいた。彼女自身驚い
ていた。アーティもびっくりして歌うのを止
める。ぽかんとただエンジンを見上げていた
朝比奈も、坂井に目を転じた。

  菅原も気になってすぐ機外へ出たが、そこ
で目にした坂井がそれまでの鬱状態にないの
は、すぐに分かった。

「この子にはなんの罪も無い！そりゃ本来の
目的どおりに使われていれば、取り返しのつ
かない事になっていたでしょうよ。でもそう
はならずに、今まで生き残った。なのに私た
ちが簡単に裁くことができる!?」

  坂井は必死だった。全身からその「気」が
感じられた。

「視点を変えろ」初雁は反芻するように呟い
た。「．．．、か。確かにね」

「待て、でも今までに何人が傷を負って、何
人が死んだ？雪風と、この二式。春日さん、
宇垣先輩、それにもしかしたら、他にも」菅
原は言いながらも何か空しさを覚えいてい
た。本当に壊すことがベターなのか？迷いは
今も付きまとっている。「生きとし生けるも
のの命、それよりも重いものなんてこの世に
あるものか」

「悪いのは二式じゃない！」坂井が言い返
す。「悪いのは、この子を使って何かしよう
としている連中よ。何をしようとしてるのか
はわからない。だけどそれを防ぐために壊さ
せなんかしない。私一人でも護ってみせる
！」

「．．．私も、そう思います」意外なことに
朝比奈が、自分の意見を明らかにした。普段
からひっそりとしてあまり目立たなかった彼
女がである。「私たちは雪風については引き
継ぎました。でも、二式については本来何も
関係無いはずです」



「雪風のときは爆薬があった」初雁はまた誰
にともなく呟いた。「ここにはない。それが
何を意味するか」

  みな、同じ答えを予想していた。

「二式はまだその気じゃないってことか」

「そうですよ。まだ飛べる。まだスクラップ
になんかなるもんか」朝比奈は憧憬の眼差し
で二式を見上げた。「そう言ってるようには
見えませんか」

「Huh!」アーティは肩をすくめて両手をあげ
た。「コレダカラJAPノ考エルコトッテ、ワ
カンナイノヨネ。タダノ機械ヨ。ソレ以上デ
モ以下デモナイノニ」

「でも、雪風は」菅原は言いかけて、止め
た。自分にだってわからないことを、他人に
理解させることなど、できるわけが無い。
「．．．そうだね」

  驚いたことに、工場の門を出ると、そこに
ははるながいた。

「ありがとう」

  安堵したような微笑みを浮かべて、彼女は
全員を見渡しながら言った。

「．．．ありがとう。やっとこれを譲れる」

  そう言いながら彼女は坂井に重い紙袋を手
渡した。中は古ぼけた双眼鏡。

「これであなたは二式の継承者となった。そ
して同時に雪風の」

  はるなは静かに告げた。対照的な衝撃が全
員を包む。

「私が雪風の継承者だったことは、榛姉も知
らない。逆に榛姉が継承者だったなんて、初
雁さんに引き継ぎがあって初めて知った。私
がこれを引き継いだのは、全然別のルート
だったから」

  菅原たちはただ唖然となる他なかった。

「飛行艇と駆逐艦」はるなが説く。「日本が
世界を完全にリードしたこの二つを温存する
計画は、表裏一体のものとして進められた。
それがいつか別れて、こういうことに．．．

いずれにせよ、坂井、これで二式はあなたの
もの」

  それからはるなはもう一度付け加えた。

「ありがとう」

To be continued...

校長日誌
  反省。今回は坂井法子・オン・ステージに
なってしまいました。

  あまつさえエヴァから離れようとしてエ
ヴァを意識せざるをえなくなり、自縄自縛に
なってしまうという、麻美が見たら張り倒さ
れかねないような仕上がりになってしまいま
した。

  私生活は．．．発狂五分前。

  いえ、何かって言いますとね。いろいろあ
るんですけどね。

  一つ、またＨＸが壊れた。

  最終的にはＳＢ／９８がどこかでショート
して成仏したってことらしいんですが、とに
かく前号の発行直後、「海軍横浜地方隊」
（ほぼこの名称に決定）の仕込みにかかった
途端、起動すらしなくなった、と。実際には
電源投入－メモリチェック－Ｗｉｎ起動－解
像度変更－スタートアップ処理－準備完了の
シーケンス中、解像度変更の段階でフリー
ズ、を繰り返していたわけです。再インス
トールの過程でＳＢ／９８が鳴らなくなって
ることに気がついて、粛清を決意するまでに
半月程かかりましたかね。学生時代みたいに
日中も（何やってたんでしょうね、まった
く）掛かりきりになるような芸当は既に不可



になってるから仕方ないんですけど、ヤキが
回ったとはこの事で。

  非常に困ったことに、今回の作業中に「海
軍」の原稿が、バックアップのフロッピーも
ろとものべ三回全滅しました。何度目かの再
インストール後、バックアップしてあったの
をハードディスクに戻そうとした途端、シス
テムエラー－フロッピー破損－ハードディス
ク認識不能という見事なまでの連携攻撃。こ
こまで高いシンクロ率は、かつて見たことが
ありません．．．(T_T)

  施設の時の職員組合の退職金が入ったのい
いことに、現在は「９８標準」の８６音源を
処方してあります。さすがに安定していてて
いいですね。なぜか今まで頻発していたシス
テムエラー（エクスプローラの一般保護違
反）も激減しました。MIDIを鳴らすと非常に
寒いのが難点ですが、別にそこまで力入れて
音楽やるつもりもないのでよしとしましょ
う。ゲームのＢＧＭ？．．．寒い．．．
(-_-;)

  二つ、リリーフのはずのノートも壊れた。

  ボーナス入ったのいいことに（上記退職金
の前）DOS/Vカラーノートを導入しました。
ＥＰＳＯＮ（やっぱり離れられなかった）の
mobilioってサブノートなんですが、486DX2
互換 / 66MHz のスペックで10万円！95をま
ともに走らせるためにRAMを追加（8MB）して
も15万円を切ってました。時間の流れとは恐
いものです。同じ状態にするのにHXで50万近
くかかったのを考えると。．．．サブノート
だからやたらな拡張の余地はないわけで、結
果として不安定になる要素も少ないから安
心。これで職場でも原稿を打てるし、不安定
なHXがダウンしても「かわりはいくらでもい
る」とゲンドウを気取れる．．．はずだった
のですが、まず内臓のクイックポインタ（
＝マウスみたいなもの）がイカれました。も
ともとやたら小さくて固くて、短気な私が力

任せにぐりぐりやってたのがマズったようで
す。こいつは後に８６音源のおつりで外付け
のグライドポイント（なでるだけのやつ）を
処方しただけで対処できたのですが、始めは
またしてもセッティングミスかと慌てて（Ｈ
Ｘの時に経験済み）再インストールを行い、
この時に早まってデータをすべて吹き飛ばす
という（核爆）大ヘマをやらかしてしまいま
した。その時まではまだ、「海軍」の原稿は
こちらで温存されてたんですけどね．．．

  後述のNifty用ゲリラ戦端末も兼ねるの
で、致命傷でもない限り入院は極力避けたい
のでこうなるわけです。保証期間内なので、
別にけちったんじゃありません。

  しかし今までＰＣ関係に注ぎ込んだ資金考
えると、

  車買えてるよなあ

  とか、

  とっくにマンション買ってるなあ（ローン
大変だけど）

  とか、いろいろ思いがめぐり、溜め息が絶
えない今日このごろ。(:_;)

  三つ、インターネット始め（させられ）ま
した。

  職場の方でいつのまにか「やるぞー！」と
いう話になって。気がついたら98V12なんぞ
という「似非９８」が事務室に鎮座すること
になって。教務部でＰＣ使えるのは事実上私
だけなので、「専用機」と化しているのです
が、（実はこれで前述のノートの存在が浮い
てしまった）これがまた曲者。

  本来かなキーがあった場所に今流行の（
？）「Windowsキー」があって、かなキーは
少しずれて配置されておるわけです。かな入
力の私は英カナ切り替えでこのキーを頻繁に





  で、開き直りますけど、前回あんな事を書
いておいて、自分もついに、使徒にリプログ
ラムされました。

  「エヴァ」はTV編容認派。ただしキャラ名
は何とかなんなかったのか？

  でも綾波は最近のアニキャラになくイイ味
出してるなぁ．．．最終話の「問題のシー
ン」は、あれだけ別に抜き出して新しいシ
リーズに仕立てた方が良かったと思うぞ。

  今年の夏コミでは勢いに任せて、まだ車
持ってないのに「休憩中」のパウチを買う有
り様。車買ったら絶対常備！^^;

  「ときメモ」はもう「片桐がよすぎてぇ
～」（自爆）状態。

  あまり熱く語りすぎると本編より長くなる
し、下手すると刺されるかもしれないので止
めますが、別件で「伝道師」（テメェらの
ハァトにときめき・ラヴ．．．笑）の家に
行ったときに洗脳されまして。

  開始後一年半ほどゲーム時間が経ってPCエ
ンジンが止まってしまったのがさらに拍車を
かけました。恐らくクリアまで行ってたらそ
こまではまらんかったでしょう。一週間くら
いしてからサターンCDのWin用ビューワが手
に入ったのをいいことにサターン版を自分で
買ってしまう（本体無いのに）という暴挙に
出てしまいました。しかしファイル形式が
違ったので見られなかった（爆笑）．．．や
れやれ。

  副作用として、缶コーヒー（ジョージア）
の自販機を見つけると避けて通れないなんて
症状が出てます。わからない人は自分で見て
まわってください。気づいたときは自分も
はっとしました。片桐やっぱりソー・ナイス
(=^-^=;

  そんなことばっかりやってるから独立補完
計画が遅れるんですけどね。

  まじめな話に戻って。

  自宅で飼っている14歳になる猫が、肝臓炎
で倒れました。毎日通院してどうやら持ち直
しましたが、歳が歳でもあり（人間換算で75
歳前後）、予断を許さない状態です。おかげ
でまたしても、「生き死に」について深く考
え込まされました。今回、いつもに増して仏
教色が「濃い」のは、その影響でもありま
す。

  もう気付いてるはずなので予告しておきま
すが、宇垣麻美は次回で黄泉の旅路につきま
す。３日経とうが何しようが絶対に復活しま
せん。タイミングは伏せておきますが、その
ときに、何をしていたいか。

  何か行動を考えた方は、書いておいてくだ
さい。不自然でない範囲で反映します。

  とりあえず次回のゲーム時間は７月で、小
田水との対抗戦の後、期末試験があります。
事実上「真鶴」の最終回です。誰かがやりそ
うなので予め警告しておきますが、「僕はこ
こにいてもいいんだ！」ってやつは物書きの
意地にかけてやりたくないので、自動的かつ
強制的に却下です。例外・拡大解釈は認めま
せん。 ＜ 特定個人にって訳でなく

  今回どうしても書けなかった事。

  坂井がアグレッサー（仮想敵飛行隊）を復
活させてます。

  これを押し込むのはどうしても最後になら
ざるをえないし、かといってそれをやると全
体のまとまり（起承転結）がつかなくなる
し、無理にやるとそれこそ坂井のワンマン
ショーに駄目押しをかけることになるので。
大分悩んだのですがここで触れるにとどめま
す。



  もう一つ。交通研主催で、期末試験明けに
レースをやる予定を立てました。

  軽車両・普通車両・無制限の3段階。無制
限のみ陸戦兵器（軍用車）を可とします。た
だし、こちらも一回懲りているので、「実世
界で実在したことがある」ものに限ります。
従ってジェットモグラや西部警察の大門車シ
リーズは不許可です。

  でも次回はいつに出るんでしょう（おいお
い）。サターンを買ってしまったら多分一年
くらいかかるかも。(-_-;)もっともそろそろ
親のプレッシャーもきついし小物が増えると
引っ越しの際に面倒なので、まだ買わないで
しょう。同じ理由でＬＤプレーヤーもまだ
買ってないのです。早く買わないと無くなる
けど．．．

  それから、「海軍横浜地方隊」は今年の年
末ぐらいにスタートを目標として、現在鋭意
復旧中です。恐怖の大王が地上に降り立つ前
には（冗談ですよ、信じてませんから）着手
できると思います。

  締め切りは１１月１日必着とします。

閑話休題
  とうとう「逮捕しちゃうぞ」のＴＶシリー
ズが始まっちまいましたねえ．．．

  美幸やっぱりいいなあ。「H8K2」と「エミ
リーちゃん」と「飛行機の絵」で二式大艇が
ポンと出るあたりなんかもう、「このオタク
野郎が！」．．．って全然誉め言葉になって
ませんやね。

  取り合えず４話まではＬＤのぶった切り
バージョンだそうで、既にＬＤ持ってる身と
してはプレビュー程度の位置づけでしかない
のですが．．．まあ、音響さんがあのまま
きっちり仕事してくれるのなら、「その後」
も充分期待できるでしょう。

  が一方で、藤島康介が原画に手を出してい
ると「女神さまっ！」の方が目も当てられな
い出来になるであろう、という気になる話を
駒澤のアニ研の方で耳にしまして、別にそっ
ち方面は難波サーティ／トゥエニーで用が足
りているのでどうでもいいのですが、ちょっ
と心配ではあります。

  何はともあれ、久しぶりにリアルタイムで
ハマれるアニメになりそうな予感です。

  さて、次の給料でサントラ仕込みに行く
か．．．(_ _;)
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