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　その年の精霊祭は生徒たちにとって特別な意
味を持っていた。
　一年間のうちに亡くなった者の霊を慰める法事
である精霊祭は、この学校が仏教校であることを
思い出させる行事の一つだ。真鶴では、学校関
係者の亡くなった肉親の冥福を祈り、全校生徒
が講堂に集まる。
　自ら僧侶でもある校長の法話は、ほとんど例年
どおりで特に際立ったものではなかったが、宇垣
のことは避けて通るわけにも行かず、こらえきれ
ずに泣き出す者も散見された。季節が秋口になっ
てもなお、校内にはどこか空虚な感じが漂って
いた。

　一方で、ただ悼むだけが死者への弔いではな
いと信じるものもいる。
　若宮菜波は対抗戦での醜態をばねに水雷戦
隊の拡充に努めた。今度の改造ベースは大淀
級である。後部の格納庫にレギュラスⅡが納めら
れたのはご愛敬というべきか。早くも生徒会は乱
戦になると取り回しの極端に厄介な大型艦に見
切りをつけはじめていて、それに代わる打撃力を
模索していたから、打ってつけといえばそうであっ
た。手頃なサイズの船体に強力な電子戦装備と
対艦ミサイルを詰め込み、もともと装備していた
砲塔も対空能力も優れた新式の物に取り替える
など、いかにもＤＭらしい構成であった。
　この方式は戦艦群を取りそろえるよりはるかに
柔軟性に富むせいもあってすぐに男子部にも普
及した。大艦巨砲の時代は終わりを告げようとし
ていた。しかしやはり、大火力による一撃粉砕を
狙う基本方針に、変化はない。
　成果は翌年の対抗戦で顕著に現れた。

　この年も生徒会主導で行われた小田原侵攻は、
軽快な艦艇による機動力に富んだ展開で小田
水の艦隊を翻弄する事に成功し、大量の対艦ミ
サイルを集中使用することで圧倒的な破壊力を
発揮して完全に成功した。試合終了後戦闘能力
を残す艦艇が文字通りゼロだったのは、実に栗
田艦隊全盛期以来の成果である。
　この作戦を立案し、事実上指揮しきった若宮は、
この成果で後に生徒会長に就任することになる。

　以後、フランス艦を中心に小型のステルス艦を
分散し、一撃離脱を繰り返して出血多量を狙う
小田水と、中型の従来艦を集中して中央突破を
図る真鶴という図式が定着していく。情勢は五分
の時代が長く続いた。

　5年の月日が流れた。
　菅原は真鶴に物理の教師として帰ってきたが、
着任の当日、彼が開口一番に何と言ったかは定
かではない。ただ、彼は新世界としての真鶴に
落ち着くと、すぐに同窓会の企画に取りかかった。
雪風を護り戦った、かつての戦友たちと、旧交を
確かめたかったのだろうか。あるいは、雪風の命

運を決してしまった者として、責任の取り方の一
つだったのかもしれない。
　時は確実に何かを刻んでいく。彼は坂井法子
にも手紙を出していた。卒業と同時に在所は知
れなくなっていたが、実家の住所に宛てていた
から話は伝わったであろう。
　当日、ついに坂井は姿を見せなかった。無理
もないだろうな、と彼は冷静な感想を持っている。
あの３年間は、普通の高校生には重すぎる課題
を突きつけていた。そして彼女もまた、普通の高
校生だったのだ。
　今、ここにいる彼ら．．．彼らもまた、普通の高
校生だ。違うのは問題に直面したとき、どちらへ
舵を切ったかくらいのものだろう。どちらが正しい
かは、おそらく誰にも解らない。

　8月も半ばを過ぎる頃、真鶴沖を見下ろすミカ
ン畑の外れの日当たりの良い墓地で、静かに手
を合わせる夫婦連れがいた。
　盆の季節でもありこの辺りでは特に珍しい事で
もなかったが、近くで見れば、線香の代わりに焚
かれているのが両切りのピースだと気付いたろう。
この墓を訪れるのは彼らだけではなく、また煙草
が焚かれるのも今日が初めてというわけではな
いようで、長さも種類もまちまちの煙草が供えら
れている。
　確かに、まばらではあったが歳の老若を問わ
ず、この墓を訪ねようとする姿はあった。しかし静
かにかがみこんで手を合わせる老夫婦の姿に気
付くと、その荘厳さに敬意を表してか、とりあえず
は立ち去るのだった。彼らが誰か、この墓を訪れ
る者はみな承知していた。

　やがて彼らは立ち上がった。二人の頭は共に
白かったが、腰はまっすぐに伸びている。

「行こうか」
「はい．．．」

　月日は百代の過客にして、行かう年も又旅人
なり。
　真鶴沖は、いつも穏やかだ。
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校長日誌
　みなさん本当にお疲れさまでした。
　前も書きましたが当の本人がこんなに長く
続くとは思ってもいませんでした。というよ
り、形はどうあれ最終回が迎えられるとは思っ
ていなかったのです。
　何を隠そう、私は物書きに手を出してから
というもの、第四十二使徒「カンセーセン」
の度重なる襲来を受けながら今日まで過ごし
てきました。
　しかしようやく第一ラウンドは終わったよ
うです。軍配がどちらに上がったかは今回同
封する「抜かずの剣」がどうなるか、また菊
地がどこまで踏みとどまれるかにかかってい
ます。とりあえず新作の話はおいておくとし
て、GMの立場から「真鶴」を振り返ってみ
るとしましょう。
　「栗田姉妹もの」がC翼ベースの空戦もの
「机上の空論」（未公開）を拡張したもので
あることは、開始当初から栗田が事ある毎に
言い張っている通りです。中学生の頃に授業
中の暇つぶしとして書き始めたのが、「机上
の空論」でした。飛行機と模型。当時菊地は
鉄道マニアでもあったわけですが、こちらは
鉄道研究会に入ることで一応趣味の充実を見
ていました。しかし残る二つについてはどう
にも飽き足らないものを感じていたのです。
さかのぼって小学生の頃から物語を書くのが
好きだった（今にして思えばネクラですね）
私がこの分野をミックスして小説にしていく
には、何の抵抗もありませんでした。暇つぶ
しとしても、ノートを取っているように見え
るし、目立たず最適です。ただし指されると
完全に行き詰まるという危険は常につきまと
いました。その分勉強もマジになったという
のは．．．言い訳にしかなりませんが、今で
はいい思い出ではあります。
　そのうち、世界が空と学校だけというのが
物足りなくなってきました。真鶴が舞台になっ
たのが単なる偶然、あるいは菊地の不注意に
よるものというのは、今ではおそらく時効の
話でしょう。そもそも初めは今でも海上自衛
隊の基地がある港町、舞鶴が舞台だったので
す。例によって授業中をメインに二、三話ほ
ど書き進むうち、鉄研での何気ない会話から、
とんでもない勘違いに気づくことになりまし
た。ことも有ろうに舞鶴と真鶴を取り違えて
いたのです。当時は自分なりにルーズリーフ
両面２枚が１話、と決めていましたが、「真
鶴」の語はそこかしこに現れています。これ
を全て書き直すのは一仕事です。傍目にはど
うでもいいようなことですが、自分なりにそ
うした間違いは許し難く感じられたのは今で
も鮮明に覚えています。

　しかし考えてみれば真鶴は神奈川県、方や
自宅から一日行程の舞鶴よりはよほど身近で、
書きやすいはずです。こうして舞台は真鶴で
決定となりました。

　そんな真鶴学園を舞台にしたPBMができ
たそもそもの発端は、同じ「Game Graphix」
誌に基盤を置いていた（はずだと思う）「鈴
木商店」の「パノラマアワー」でした。その
中核メンバーが「A-Strike」に参加していた
のです。その誌上には今にして思えばあの
「蓬莱学園」の縮小コピーに過ぎなかったの
ですが、「菊華学園の冒険！」という学園物
PBMが有りました。この「小説型PBM」と
いうスタイルは、空戦物一本釣りだったとは
いえ、当時の自分にとって計り知れないショッ
クを与えたのです。当時すでにオフセット
100Pというのも、また各ページ余さずイラ
スト付きというのも、また(多分)DTPをふん
だんに活用していたというのも、それはそれ
で驚きではあったのですが、そんなことはど
うでもいいほどでした。
　まずい、と若いながらに危機感を覚えて早
速企画に入るまで、それほどかからなかった
はずです。目標は「菊華を追え！」でした。
今だから言えますがそれ以外何もありません。
急造でも何でも、とにかく動いてしまえばこっ
ちのもの、まずい所はその後で摺り合わせて
いけばいい．．．若気の至りとは言え、よく
もできたものです。
　若気の至りの暴挙といえばもう一つありま
す。そう、「ただのりな」さんへの原稿依頼
です。それに先だってＧＧの「 Fictional
Troopers」の公認同人誌「Born in Battle」に
ちょっとかんだ関係でただのさんの住所を知っ
た私は、文字通りこれを「悪用」して駄目で
もともととコンタクトを取ったのでした。快
くOKを下さったただのさんには感謝の言葉
もありません。
　物事というのは一度動き出すとなかなか止
まらないもので、うまい具合にというか何と
いうか、松枝蔵人の「聖エルザクルセイダー
ズ」に出くわしたのもこの頃です。半年経た
ずに「菊華学園」が自然消滅してしまって目
標を失った身にはまたとない格好な「獲物」
でした。やはり蓬莱の影響でしょう、学園物
アドベンチャーがそろそろ普及し始めてきた
頃でしたが、そこに謎を深く織り交ぜていく
という手法は、単なるお祭り騒ぎシナリオと
は確実に違う何かを感じさせてくれたのでし
た。「雪風」編の根はここにあります。せっ
かく海があるのだから、海を使いたい。菊地
のホームグラウンドは日本海軍なのだから、
日本海軍をネタにしたい。日本海軍でもっと
も歴史的なフネは間違いなく大和ですが、撃
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沈されたことが史実として確定してしまって
いますし、その上（語弊はありますが）数限
りない作家の手垢にまみれてしまっています。
　「何だ、大和ネタか」
　そんな評価だけは絶対に避けたい。そこで
一度は長門を考えましたが、やはり真鶴でど
うこうするには大きすぎて厄介です。それな
ら雪風はどうだ。海軍最高の殊勲艦で、戦後
台風で沈んだことになっていますが、この位
なら．．．。思いついた時から今に至っても
なお、書く度にこれは雪風に対する冒涜では
ないのか、そんな自責の念にかられていまし
たが、だからといって途中で投げ出すのはさ
らに失礼だと思って走り続けたのです。
　この頃すでに菊地は大学に上がっていまし
た。雪風の「謎」についてヒントを与えてく
れたのは一般教養科目の「宗教学Ⅰ」です。
既に中学から仏教系の私学に通っていた身に
は、真鶴の根底に仏教的な視点を練り込むこ
とに何のためらいもなかったのですが（キリ
スト教系だった聖エルザへの反動は否定しま
せん）、「雪風」編の企画段階では今一つ仏
教色を出せずに苦しんでいたのです。ある時
教授がアニミズムから「船魂」の話をし始め
たとき、私は天啓を受けた気になりました。
これだ、これしかない！
　実のところ船魂は仏教とは無縁なのですが、
そこはそれ、「日本教」の出番です。舞台が
日本なのですから大抵のことはOK。パクリ
ばかりだった空技廠で、パクリではない何か
が欲しい、その一念で突き進んだ雪風編では
ありました。
　同時にこの雪風編が空技廠のターニングポ
イントであったのも事実です。菊地のやりた
い事が全面に出過ぎたのでしょう、回を追う
毎に参加者は減り続けていきました。既に
Game Graphix はなく、新たな場を求めるに
もジャンルの合う雑誌は無し、インターネッ
トなどまだ夢のまた夢だった時分では手も足
も出ません。それ以前に、菊地から以前の気
力が無くなっていたのでした。隠しようもあ
りません、初期の話の方が読んでてワクワク
するのですから．．．。こうして今日この日
を迎えるわけです。
　これからはまた、新しい世界が待っていま
す。

　で、堅い話はここまで。
　引っ越しました。とうとう独立です。それ
も、初めてにしてはすごくいい部屋でして、
「田」の字型の間取りで六畳二間に風呂トイ
レ台所、おまけにベランダ付き。PC部屋と
寝室を分けるというたいそう豪勢な使い方やっ
てます。三階建ての二階ですが敷地自体は小
さいので、一フロア完全に占有してます。子

供ができても幼稚園くらいまではフォローで
きるでしょう。（笑）
　余談ですが、米は実家からどさくさ紛れに
強奪したのが底をついた後、絵馬君に免じて
「あきたこまち」を買いました。2キロです
が一人暮らしで晩にしか食べませんから、あ
と一月くらいは余裕で持つでしょう。しかし
庄内米「ササニシキ」はどこへ行ったんだ？
　そんな状態ですから、コミケなんかの時の
前進基地としていくらでも使ってもらって結
構です。実際PC部屋になってる六畳は２日
に一度くらいしか足を踏み入れてないという。
　しかし何がいいって、制空権争いからの解
放が一番でしょうね。うちは母親が教員（現
職）なもので、この年でサクラだのときメモ
だの、果てはスーチーパイだのに手を出すの
は危険きわまりないヤミ行為でしかなかった
のですが、それももう過去の話となりました。
　「こいこい大戦」もようやく腰落ち着けて
できるようになりました。でも、アイリスに
いきなり雨四光あがられるほどブルーになる
ことはないです。
　最近テレビで、しかも生で見られる時間帯
に菊地の趣味な番組がまた増えてきてちょっ
とウハウハです。といってもムフフな方じゃ
ありません。
　手始めは「所さんの20世紀解体新書」。最
近所ジョージのバラエティ主役進出が著しく
て、その影響か端々にイロモノ的な構成が目
に付くのですが、トータルで見ればこれはマ
ルです。「抜かずの剣」をやるなら必見でしょ
う。私らの年代だと目から鱗が取れたように
涙があふれ落ちるネタで満載です。ただしこ
ぶ平は要らない。（苦笑）
　続いて「開運！なんでも鑑定団」。こちら
は意外にもロングランを続けてるので一度く
らいは見てるでしょう。いかんせん古美術が
多い（好きだけど）のがナンですが、時々思
い出したように「この世界の住人」がアッと
驚くアイテムが飛び出したりするので見逃せ
ません。
　まああと「Ｘ－ＦＩＬＥ」とか「特命リサー
チ２００Ｘ」とかも有りますけど、この位に
なると説明は不要でしょう。
　最近はこんなのばっかり見てます。あとは
ようやく買ったプレーヤで、バイト時代に買っ
てたダーティペアのＬＤボックス見たりとか．
．．ほんとに生でアニメ見なくなったなあ。
波長の合わないのばっかりで。女キャラも今
一つキャッチ力の弱いのばっかりだし。たま
にいいのが有ってもストーリーの方が見るに
耐えない貧弱さだったり。
　それとも私が歳食っただけでしょうかね。
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