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マジンガーＺ対暗黒大将軍

●

裕川

涼

— 科学要塞研究所︑コントロールタワー

所の所有者の情報を知る者は︑所内の人間以外には今
のところ存在していなかった︒
研究所では︑超合金ニューＺという軽量・強固な新素
材を用いて︑グレートマジンガーという人型のロボッ
トが開発され︑すでにテストに入っていた︒ブレーン
コンドルという名の小型のジェット機がロボットの頭
部に合体することで︑そのまま操縦席になるというコ
ンセプトは︑兜剣造博士の父である兜十蔵博士が開発
したマジンガーＺを踏襲するものであった︒光子力エ
ネルギーを主動力として用い︑莫大な出力と速度を誇
るロボットの操縦者になるには︑素質を持った人間が
さらに専門のトレーニングを長期間受ける必要がある︒
このため︑兜剣造は︑剣鉄也という人材を見いだし︑幼
少のころからパイロットとして養成していた︒さらに︑
そのパートナーとすべく︑炎ジュンという少女も一緒
に引き取って︑戦闘訓練を施していた︒
●

﹁所長︑やっぱり人工的に雲を発生させるのは無理で
すよ﹂
エレベータの音に︑所員Ｃが振り返った︒椅子が取
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伊豆半島の先端部︑駿河湾に面した海上に︑メガフ
ロート構造に支えられた科学要塞研究所があった︒六
角形の土台の上に四角形のビルがあり︑さらにその上
に八角形の派手なオレンジ色の屋根を持つ巨大な構造
物の機能は︑一切公にはされていない︒陸地とは一本
のつり橋でつながっていた︒
すぐ側の︑海に向かって切れ落ちた崖には︑難破し
た船が船体の半分を晒して漂着し︑脇の海岸では廃屋
となった工場が取り壊されることもないまま朽ちつつ
あった︒人の出入りは滅多にない︒最上部のレーダー
が回転を続けていることだけが︑この建物が機能して
いることを示していた︒
研究所長は兜剣造博士だが︑表向きは何年か前に事
故で亡くなったことになっていた︒従って︑この研究
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り付けられた台が床の高さで止まり︑兜博士が立ち上
がる︒
﹁そうか⁝⁝なら︑これまで通りうまく天候を利用す
るしかないな﹂
詰め襟の白衣にサイボーグの体を包んだ兜博士が︑
所員Ｃの後ろに立ってディスプレイを眺めた︒黒髪に
髭を蓄え︑額に傷跡の残った顔がディスプレイに映り
込んだ︒
﹁秘密裡に訓練するのも︑もうそろそろ限界じゃない
ですかね﹂
グレートマジンガーの開発も操縦者の訓練も︑極秘
のうちに進められていた︒飛行訓練だけであれば︑太平
洋上に設定された試験空域の使用許可とフライトプラ
ンの提出で済んでいたが︑武器のテストとなると︑お
おっぴらにはできない︒このため︑悪天候の時を選ん
では︑雲に紛れて武器の試験を行っていた︒
﹁いや︑もうしばらくは秘密を保たなければならない﹂
兜十蔵の同業者のマッドサイエンティスト︑ドクター
ヘルによる攻撃はほぼ終わりに近付きつつあった︒だ
が︑次は︑遙か昔に地底に潜ったミケーネ人による︑地
上侵攻の兆しがあった︒
﹁我々の側で完全に迎撃の準備が整うまでは︑ここを
知られるわけにはいかないのだ︒もちろん︑グレート

— 科学要塞研究所︑会議室

マジンガーの存在も﹂
﹁レーダーを見ている限り︑地上から現れる未確認飛
行物体が急増しています﹂
﹁おそらく︑ここ数日以内に大規模な攻撃が行われる
だろう﹂
兜博士は腕を組み︑海上を眺めた︒
﹁空軍では太刀打ちできん︒マジンガーＺと光子力研
究所は動くだろうが︑彼らは敵の正体も規模も十分に
は知らないはずだ﹂
﹁知らせた方がいいんじゃないですか︒弓教授や甲児
さんは驚くでしょうけど⁝⁝﹂
兜博士のサイボーグ体を見ながら︑所員Ｂが遠慮が
ちに言った︒
﹁そのつもりだ︒やり方を考えてあるので︑手の空い
ている者は三十分後に会議室に集合してくれ﹂
●
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﹁一体これは何ですか？ 所長﹂
会議資料として配られた︑分厚い書類ファイルを開
けるなり鉄也が言った︒声につられて︑他の所員達も
慌ててファイルを手に取った︒長い白髪と髭をなびか
せ︑ゆったりした衣服をまとって杖を持った老人の絵
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が目に飛び込んでくる︒
﹁予言者︑のつもりだが⁝⁝﹂
兜博士が事も無げに言った︒
﹁これ︑所長の絵ですか？ ドラフターやＣＡＤ以外で
描くこともあるんですね︒まるでアニメの設定画だ⁝⁝
あ︑シナリオとコンテまで付いてる﹂
所員Ａがページをめくって︑顔のアップや全身像を
前後左右から描いた絵を眺めた︒
﹁最近出たノストラダムス本の挿絵にそっくりですね﹂
オカルトマニアの所員Ｂがすかさず補足した︒
﹁どっちかっていうと︑両手を上げたら目の前で海が
二つに割れそうな風情ですが﹂
所員Ｃは︑子供に買ってやった絵本の一シーンを思
い出していた︒
﹁そんなところに感心している場合かしら？﹂
ジュンが︑隣の鉄也にだけ聞こえるように︑小声で
つぶやいた︒
﹁各自の役割は︑そのファイルの中に書いてある通り
だ﹂
所員達が︑それぞれの作業を指示された箇所を確認
するのを待って︑兜博士は続けた︒
﹁シナリオとコンテからわかると思うが︑私が予言者
に扮して︑光子力研究所とその関係者に︑危機が迫っ
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ていることを伝える︒正体を明かさないためにはこれ
が一番いいだろう﹂
﹁ちょっと待ってください︒正体を明かしたくないな
ら︑もっと他に方法があるんじゃないですか？﹂
鉄也が手を挙げた︒
﹁匿名で電話するとか︑警告文を送りつけるとか﹂
﹁その手のメッセージは︑既に嫌と言うほど光子力研
究所に届いている︒世の中︑暇な奴が多いらしい︒も
ちろん︑光子力研究所は相手にもしていない﹂
﹁所長の衣装は ——
私が作るの？ まあいいですけど︑
この顔に仕上げるのはちょっと大変かしら﹂
ぱたん︑と音を立ててジュンがファイルを閉じた︒
﹁稲妻とともに予言者登場︑台詞を言った後︑杖をかざす
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と雲が一気に晴れる⁝⁝ですか︒スペシャルエフェクツ

担当のスタッフなんて︑科学要塞研究所には居ません
よ︒ 第一︑ 外の天候を相手にするんじゃ︑ ＣＧで撮っ
てあとからごまかす訳にもいかないし﹂
﹁グレートマジンガーとビューナスＡを使えば可能だ﹂
兜博士が所員Ｃに向かって断言した︒鉄也とジュン
が思わず顔を見合わせる︒
﹁これまでに︑悪天候を利用してグレートマジンガー
の訓練をしてきたことを忘れたのかね︒今度はもう少
し積極的に気象に介入するんだ︒Ｄ君︑向こう数日間
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— 科学要塞研究所︑コントロールタワー

の天気予報はどうなってる？﹂
﹁はい︑気象庁の予報でも我々の観測結果でも︑真夏
日が続く見込みです︒おそらく︑向こう何日かは︑午
後四時頃に雷雲が発生するでしょう﹂
﹁早速︑今日の午後からリハーサルにかかるぞ﹂
●
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午後三時半︒気象庁の予報は見事に的中した︒日中
の強烈な日差しで上昇気流が発生し︑上空の大気は不
安定になり︑順調に雷雲が発生しつつあった︒ドップ
ラーレーダーによる観測結果から得られた雨雲の分布
が︑付近の地図に重ねて表示されていた︒
すでに︑グレートマジンガーは︑研究所脇の岬に待
機していた︒ビューナスＡの方は︑人工降雨用の薬剤
を積んだタンクを抱えて︑雷雲の上を飛んでいた︒
﹁所長︑雨が降り始めました﹂
﹁降雨量をモニターするんだ︒ジュン︑聞こえるか︑薬
剤散布開始﹂
マイクを取り上げて兜博士が指示を出した︒
水滴の核となる薬剤の霧を後ろにたなびかせながら︑
雷雲の上を︑ビューナスＡが旋回した︒散布された霧
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が︑ゆっくりと分厚い雲の中に沈み込んでゆく︒地上
では見る間に雨粒が大きくなり始めた︒降雨量を示す
モニターの数値が目に見える速度で上がっていく︒
﹁鉄也君︑サンダーブレークを上空に向かって撃て﹂
グレートマジンガーの手が天を指した︒頭部の突起
から放電が起きた︒指先から電撃が走り︑空気をイオ
ン化しながら上空に駆け上る︒次の瞬間︑その経路を
逆にたどって︑派手な落雷が起きた︒
﹁いいぞ︑鉄也君︑その調子だ︒落雷のエネルギーを︑
安全なレベルになるまで解放するんだ︒電気の通り道
を用意してやるとうまく落ちてくれるものだな﹂
﹃グレートがほとんど避雷針みたいになってますが﹄
﹁何︑心配することはない︒落雷の直撃を受けても大
丈夫なように作ってある﹂
﹃そりゃまあ︑計器にも本体にも異常はありませんが
ね﹄
鉄也の声には︑スピーカーに断続的に入るノイズが
かぶった︒
﹁本体には異常がなくても︑無線通信には影響するか﹂
﹃所長︑まだですか？﹄
﹁安全を見込んで放電しておかないとな︒本番では私

が外に出るんだ︒この身体では︑落雷の直撃には耐え
られん﹂
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﹁所長︑降雨量と放電の状況から見て︑雨雲がだいぶ
薄くなってきました︒人工降雨の実験としては成功の
部類じゃないですか﹂
レーダーに張り付いていた所員Ａが報告した︒

スクランブル

﹁そりゃそうかもしれないけど︑一体︑科学要塞研究所
はいつから気象研究所になったんだか⁝⁝﹂
所員Ｂが︑ぶつぶつ言いながら︑あらかじめ用意し
た気象シミュレータに︑今日のリハーサルで得られた
測定値を入力していた︒次からは︑これでさらに精密
な雨量と放電の制御ができるはずである︒
﹁Ｅ君︑フライトプランをオンラインで提出﹂
所員Ｅが︑キーボードを叩いて︑管制システムにグ
レートマジンガーの緊急発進を登録した︒これをやっ
ておかないと︑未確認機とみなされて︑空軍が緊急発進
してくる︒科学要塞研究所も自前の管制機能を持って
いたが︑研究所の存在自体を秘密にしていたため︑管
制業務はまだ行っていなかった︒

﹁ ——
通りました︑所長﹂
キ ヤ プ・コ ム
管制指揮官名義で戻ってきたメッセージを所員Ｅが
読み上げた︒
﹁よし︑そろそろだ︒鉄也君︑放電はもういいから上
空で待機せよ︒タイムキーパーは秒読み開始だ﹂
グレートマジンガーが︑背中の翼を展開しブースター

くろがね

の推力を最大に上げて︑急上昇していった︒
演出用の絵コンテを片手に︑所員Ｄがストップウォッ
チをにらんでいる︒兜博士も腕時計を見ながら︑シナ
リオの台詞を読み上げた︒普段の気力に満ちた声とは
打って変わって︑低く濁った声がコントロールルーム
に響いた︒
間もなく︑この世の終わりが来る︒墓場から死者
——
が蘇り︑そして︑全世界に不幸をまき散らすであろう
﹁縁起でもない台詞だなぁ⁝⁝﹂
所員Ａがそっとつぶやいた︒
﹁ミケーネはとっくに滅んで墓の下だと思われてたか
らな﹂
所員Ｂは︑雷雲の画像から目を離さない︒兜博士は
さらに続けた︒
私はこの世の終わりを告げる者︒空と海と陸から
——
暗黒大将軍は襲いかかる︒そして全世界の都市を破壊
するであろう︒この世の終わりはすぐそこまで来てい
る
聴衆の反応を確認するかのような間があいた︒

暗黒大将軍に立ち向かえるものは唯一つ︑鉄の城︑
——
マジンガーＺだ
兜博士の拳が上がった︒
﹁今です︒鉄也さん︑グレートタイフーンを！﹂
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兜博士の挙動とストップウォッチを交互に見ていた
所員Ｄが合図を送った︒みるみる上空が晴れ渡ってい
く︒真夏の日差しがコントロールタワーに差し込んだ︒
兜博士がわずかに目を細めた︒
﹁Ｂさん︑所長って︑学生時代は演劇部だっけ？﹂
﹁まさか⁝⁝芸術に傾倒するようには見えないよ︒で
も︑この声だと︑舞台でやってもホールの端まで通る
ぜ﹂
﹁ ——
こう見えても︑私の﹃ハムレット﹄は好評だっ
たのだぞ﹂
振り向きざまに兜博士に言われて︑内緒話のつもり
でいた所員Ａと所員Ｂが同時に固まった︒
﹁所長の剣劇は舞台映えしそうですよねぇ﹂
﹁Ｂさんそりゃ違う︑
﹃ハムレット﹄は活劇じゃない⁝⁝﹂
哲学的に思い悩む所長というのは想像しがたいと思
いつつも︑所員Ａは︑フォローのつもりで勘違いを口
走った所員Ｂを慌てて止めた︒
兜博士はコンソールからマイクを取った︒
﹁よし︑成功だ︒研究所に戻りたまえ︒あと二︑三回
は練習する機会もあるだろう﹂
﹃了解﹄
鉄也とジュンが同時に応答した︒

●

— 蓼科高原︑宇宙科学研究所
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底深くには︑吹き抜けの巨大なロケット組み立て工場
があった︒観測ドームの背後には︑紅白の市松模様で
塗られたタワーの上にヘリポートが設置されていた︒
このところの真夏日は︑避暑地であるはずの蓼科高
原をも直撃していた︒結果︑宇宙科学研究所も︑ほと
んど毎日︑激しい夕立の影響をもろに受けていた︒

Ｖ

航空宇宙技術工廠の機能を一通り備えていた︒宇宙の
謎を解き明かすという宇門博士の指揮のもとで︑地上
および軌道上からの観測︑および宇宙へ出るためのロ
ケットや空中発射母機の設計開発と実験が︑昼夜を分
かたず行われている最前線でもあった︒
巨大な観測ドームの上に︑直径五十メートルを超え
る電波望遠鏡のパラボラアンテナと︑通信やレーダー
用のアンテナを展開し︑深宇宙からの信号を受信して
いるのが︑普段の活動状況だった︒研究棟は︑地上部分
だけではなく︑ダムの内部にも作られていた︒ダムの

エアロスペース・イ ン ダ ス ト リ ー

長野県︑蓼科山の北側斜面︒信濃川の支流に面した
ダムに一体となって︑宇宙科学研究所がある︒宇宙人
実在説を唱える異端の天文学者︑宇門源蔵博士を所長
に戴くこの民間研究所は︑小規模ながらも︑天文台兼
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●

— 宇宙科学研究所︑観測室
6

﹁状況はどうかね﹂
明るいグレーの半袖の上着に同じ色のズボンという︑
ユニフォーム姿の宇門博士が観測室に駆け込んできた︒
機械工作を伴う作業もしばしばあるため︑安全上の理
由から︑宇宙科学研究所では白衣を使っていない︒
﹁雷雨の影響で︑電波望遠鏡の信号がノイズだらけで
す︒一発落ちるたびに︑短いのから長いのまで︑まと
めて電磁波を叩き出してくれますからねぇ﹂
山田所員が︑ため息をついてコーヒーカップに手を
伸ばした︒
﹁まったくこの時期はどうにもならんな﹂
ロマンスグレーの髪を短く刈って︑髭を蓄えた宇門
博士は︑いつも通りの表情で鳶色の瞳を窓の外に向け
た︒観測ドームから見える西の空の彼方に︑黒い雲が
広がりつつあった︒時折︑雷の光も見えるが︑音はま
だ届かない︒
﹁それだけじゃないんですよ︒この半年以上⁝⁝特に
ここ数日ですが︑気象関係のデータがおかしいんです
よ︒今︑そちらに出します﹂
レーダーを監視していた林所員が︑インカムをつけ
たまま報告した︒
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宇門博士は中央の席に座った︒観測ドームの強化ガ
ラスの前面につり下げられたディスプレイは︑軌道上
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の宇宙望遠鏡が捉えた光学画像を映し出していた︒そ
れが︑日本付近の地図に切り替わった︒
﹁おかしくなっているのは太平洋上の試験空域か﹂
﹁そうです︒それと伊豆半島付近﹂
﹁試験空域の方は︑怪しげな飛行物体がややこしいこ
とをしながら飛んでいるのが普通だぞ？ それが原因
で気象が乱れてもおかしくはないと思うが﹂
﹁じゃ︑これはどうです？﹂
佐伯所員がキーボードを叩いた︒
﹁通信研からもらった落雷予想プログラムと︑実際の
観測結果を重ねたものです︒他の地域はほぼ予想の範
囲に入ってるんですが︑伊豆のあたりだけ︑挙動が違っ
ています﹂
移動体通信の中継アンテナは格好の避雷針になる︒
落雷で壊れた地点を順に追っていけば︑落雷が起きや
すい場所がどういうパターンで移動していくのかがほ
ぼ正確にわかる︒
﹁何が起きているか︑推定することはできるか？﹂

﹁宇宙科学研究所の設備を気象観測に振り向ければ︑何
とかデータはとれますが︒マイクロ波からミリ波をカ
バーするレーダーもありますし︑気象研には及びませ
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んがドップラーレーダーもあります︒ただ︑我々の研
究テーマじゃない観測ですからねぇ﹂
短期間の天候の悪化は確かに観測に影響するが︑悪
化を確実に予測する必要はなかった︒状況が悪いとき
は作業を延期すればいいだけであって︑作業の中止と
開始を精密に決めてもあまり意味がない︒
﹁わかった︒出来る範囲でやってみてくれ︒他に問題
はあるかね？﹂
﹁コンピュータの容量の制限くらいですかね︒今のと
ころ︑莫大な観測データの処理と︑探査機や飛行物体
の流体力学および熱や構造シミュレーションで︑ほと
んど使い切ってます︒この上︑気象関係の大規模計算
をするとなると︑どれかを削るしかありません﹂
﹁化け物じみた演算能力とストレージを用意してもま
だ追いつかんか⁝⁝そういえば︑那珂の核研で︑マシ
ンタイムが余っていたな？ 申請してみるといい﹂
研究所の上空にまで︑雷雲が広がってきた︒
﹁気象は専門外だが︑起きている現象は面白いな︒報
告の価値はあるかもしれない︒だが︑今は⁝⁝﹂
宇門博士は︑コンソール上のレバーを引いた︒メイ
ンスクリーンが消え︑左右に分かれて収納される︒天
井のスクリーンの灯も同時に落ちた︒ドーム上のパラ
ボラアンテナのアームが傾き︑アンテナ全体がドーム

メンテ

の中に格納された︒
﹁最低限のデータ受信アンテナだけ残して︑夕立が去る
まで一休みするか︒それなりに防御はしているが︑ア

— 科学要塞研究所︑小会議室

ンテナに直撃を喰らったら︑後の整備に手間がかかる
からな﹂
●
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巻き尺を引っ張り出しながらジュンは言った︒
﹁ああ待て︑衣装は白衣の上から着るんだ︒このまま
寸法を決めてくれたまえ﹂
兜博士は︑ジュンに言われるままに両手をまっすぐ
伸ばした︒ジュンが︑メジャーを当てては外し︑数値
をノートに書き込んでいく︒
﹁これをほとんど骨と皮の老人に化けさせるなんて︑
どうすればいいのかしら﹂
兜博士の首をメジャーで一周巻いて︑ジュンはため
息をついた︒
﹁ねぇ所長︑いっそ︑首から下をそっくり予言者のボ
ディに交換した方が手っ取り早くありません？﹂
光子力反応炉の実験中に起きた爆発事故で︑兜博士

メジヤー

﹁採寸しますから︑白衣を脱いでいただけますか？ 所
長﹂

A
C
T
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は妻とともにその体を失った︒父の兜十蔵博士が︑か
ろうじて無事だった脳だけを︑まだ研究中だったサイ
ボーグ体に移し替えたのが今の姿である︒顔は︑人工
皮膚と人工筋肉で生身の頃とほどんど同じに作られて
いたが︑首から下は金属材料が剥き出しになっていた︒
もとの体格そのままに復元された体は︑壮年の体型の
ままである︒
﹁さすがに今のところ︑体のスペアはない︒この体自
体︑十蔵博士が研究中だった試作品だ﹂
﹁チップをソケットから引き抜いて交換するようなわ
けにはいかない︑ってことですか﹂
﹁脳からの信号で体を制御するとなると︑まだ︑いろい
ろ微妙な調整が必要になる︒それぞれの人に合わせて
作ったものでないとまともには動かない︒この体だっ
て︑動かすまでに時間も手間もかかったのだ﹂
兜博士は両手を降ろした︒関節を駆動するサーボモー
ターの音は︑よほど近くで耳を澄まさない限り聞こえ
ない︒
﹁わかりました︑メイクで何とかします︒いつから始
めましょうか﹂
﹁明日からでいい︒それから︑衣装の方を早めに欲し
いのだが﹂
﹁今晩仕上げておきます﹂

可能な限り薄い布を︑と兜博士に要求されて︑手品
師が使うハンカチと同じ素材の布を一巻き買ってきて
いた︒
﹁杖はどうするんです？﹂
﹁所員Ｄがおもしろがって作っていた︒あそこに転がっ
ているよ﹂
言われてジュンは部屋の隅を見た︒みるからに古風
な木の杖が立てかけてあった︒ジュンは手に取ってし
げしげと眺めた︒
﹁あっきれた⁝⁝プラスチック製の棒にパテ盛って色
付けただけですか︒ほんっとに舞台用小道具以外の何
物でもないわね﹂
﹁杖としての実用的な強度は必要ないし︑どうせ一︑二
回しか使わんのだ﹂
﹁遠目にそれらしく見えればいいってことですか﹂
ジュンは杖を置いた︒
﹁おおそうだ︑忘れるところだった﹂
兜博士は︑壁に取り付けてあるインターホンのスイッ
チを入れた︒
﹃はい︑こちらコントロールタワー﹄
﹁その声は︑所員Ａ君か︒私が風と共に姿を消すとい
う演出を追加したいので︑適当な風と霧を発生する装
置を手配してくれ﹂
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— 科学要塞研究所︑小会議室

﹃グレートタイフーンじゃだめなんですか？﹄
﹁光子力研究所に乗り込んでいって使うんだぞ︒大き
すぎるし目立ちすぎる︒第一︑あの風速では私が吹き
飛ばされてしまう﹂
﹃わかりました︒予算はどれくらいで⁝⁝﹄
﹁高く付いてもかまわん︒秘密厳守が最優先だ﹂
スイッチを切って︑兜博士はドアに向かって歩き出
した︒
●
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﹁ちょっと所長︑動かないでください﹂
ジュンの苛立った声が会議室に響いた︒
﹁まったく︑こんなことならハリウッドから何人かス
カウトしてきて欲しかったわ﹂
椅子に座った兜博士は︑髪の部分と髭の部分をテー
プで被われていた︒さらにその上にクリームが塗りた
くられ︑着色した樹脂が盛られていく︒
﹁ジュン君︑髭の所が⁝⁝﹂
﹁しゃべらないでください︑所長︒上手く固まらない
じゃないですか︒それに︑元の髭をちゃんと被ってお
かないと︑メイクを落としたときに一緒に抜けちゃい
ますよ﹂

A
C
T

兜博士は︑憮然として黙り込んだ︒
﹁ジュンさん︑眉毛と髭と鬘はどうします？﹂
所員Ａが訊いた︒
﹁顔が固まってからくっつけましょう﹂
﹁手の方はこんなもんでいいですかね﹂
所員Ｂは︑兜博士の金属製の手を樹脂で被って︑し
わだらけの老人の手を出現させていた︒
﹁Ｂさん上手い！ でも︑その︑魔女みたいな爪を付
けるのは︑出る直前にした方がいいと思うわ﹂
﹁わかりました︒じゃ︑手の方は固まるのを待って一
応終了ってことで﹂
よってたかっていじくり回される兜博士を︑鉄也は︑
会議室の壁にもたれて眺めていた︒
﹁まったく︑所長の物好きにも困ったもんだぜ﹂
つぶやく声は︑作業に忙殺される所員達の耳には入
らない︒
﹁鉄也︑見て︒こんなもんでどうかしら﹂
兜博士の座った椅子を回転させて鉄也の方に向ける︒
やれやれ︑という表情で︑鉄也は近付いた︒机の上に
広げられた設定画と︑前後左右を見比べる︒
﹁まあ︑上手くできているな﹂
﹁後は目の部分の処理なんだけど︑サングラスのレン
ズをカットして付けることにしたの﹂
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﹁ふうん⁝⁝﹂
鉄也はメイクボックスを見た︒爪や髭や眉毛と一緒
に︑小さなプラスチックレンズの小片があった︒
﹁あと三十分位待てば固まるわ︒みんなお疲れさん﹂
ジュンは︑所員達にカップを手渡し︑コーヒーを注
いでいった︒
﹁ ——
確かに所長にしかできない役だぜ︒この季節に
こんなメイクを付けたまま数日過ごした日にゃ︑体が
参っちまう﹂
鉄也の言葉に︑ジュンがはっとなって顔を上げた︒そ
のまま兜博士のところに歩み寄った︒
﹁所長︑ちょっと失礼﹂
白衣の上から︑兜博士の胸と背中に触れる︒
﹁良かった︒過熱はしてないみたいね︒所長の熱設計
データなんて見たことも無かったから︑あまり考えて
なかったけど︑夏場にこんなものかぶせちゃって大丈
夫なのかしら﹂
﹁ジュンさん︑多分大丈夫ですよ﹂
﹁Ｂさん︑データとか設計仕様とか︑見たことあるん
ですか？﹂
﹁ありませんけどね︑大部分が金属製でしょ︒熱伝導
はいいはずです﹂
﹁それならいいんだけど⁝⁝﹂

— 宇宙科学研究所︑地下工場

﹁兜十蔵博士の設計ですよ︒生身の我々よりも︑ずっ
と丈夫に出来てるはずです︒まあ︑心配なら︑サーモ
グラフで見ておけばいいでしょう﹂
ジュンがほっとした表情になった︒
﹁何か忘れてることは無いかしら？﹂
﹁空気の噴射装置がまだですね︒小型で︑場合によっ
ては遠隔操作が必要なので︑完成品を手に入れるのが
いいかと︒一応︑心当たりがあるので︑明日みんなで
出かけてかっぱらってきます﹂
●
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﹁反動推進システム一式︑買い取られてしまったよ﹂
﹁はぁ？ そりゃまたどうして﹂
林は︑つい数時間前まで︑航空機やロケットに組み

スラスター

がった大型のロケットブースターが︑整備塔を貫いて
二基並んでいた︒
﹁何だか浮かない顔ですね︒どうしたんです？﹂

ドーリー

﹁所長︑観測室にも所長室にもいらっしゃらないから
探しましたよ﹂
﹁ああ︑林君か⁝⁝﹂
作業用の丸椅子に腰掛けたまま︑宇門博士は一八〇
度くるっと回転して振り向いた︒背後に︑すでに組上

A
C
T
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込むために作られた圧縮空気の噴射装置が置かれてい
た作業台を見た︒タンクもノズルも︑制御用の小型コ
ンピュータもスイッチも︑見事に無くなっていた︒
﹁見学に来た白衣の三人組が︑いきなり譲ってくれと言
い出してね︒現金を押しつけて運び出して行った︒正
直︑訳が分からんよ︒まあ︑データは取り終わってい
たからかまわないのだが﹂
﹁後は解体するだけの試作品を売りつけるなんて︑一
体いつの間に︑そんなに商売が上手くなったんです？﹂
﹁特に営業した覚えはない﹂
宇門博士は簡潔に答えた︒
﹁で︑いくらで売れたんです？﹂
林の質問に︑宇門博士は︑作業台に置かれた大型の
アタッシュケースを目で示した︒林がケースの蓋を開
けた︒ぎっしり詰まった一万円の札束に一瞬ぎょっと
した表情をしたが︑すぐに取り出して数え始めた︒
所長︑これは⁝⁝﹂
﹁ ——
﹁何か問題でもあるかね？﹂
﹁いえ︑札は本物ですし︑中身が新聞紙だってことも
ありません︒でもねぇ⁝⁝﹂
数え終わった林が︑アタッシュケースの蓋を閉じた︒
ため息をついて宇門博士の方を見る︒
﹁開発費を計算に入れたとしても︑こりゃまた今回は

こ

と

ぼったくりましたねぇー︑所長﹂
﹁私が吹っ掛けたわけではない﹂
﹁一体どこのマニアです？ まだ実機に組み込んでも
いない補助推進システムを買い付けにくるなんて？﹂
﹁それだけじゃない︒渦を作るにはどうしたらいいか
などと︑ くだらないことを訊いてきた︒ 少なくとも︑
我々の同業者ではないだろうな﹂
高々度や宇宙空間など︑空気のほとんど無いところ
でパルス的に圧縮空気を打ち出して︑反動で姿勢を変
えるシステムである︒空気はノズルの方向にまっすぐ
に吹き出すのが基本であった︒
﹁世の中︑物好きが居るもんですねぇ︒新しいニーズ
が開拓できるってことはないんですか？﹂

﹁相手の調査はしない約束になっている︒金額には口
止め料も入っているというのが︑相手の言い分だった
よ﹂
﹁まずい所に売っちゃったんじゃないでしょうね？﹂
林が眉をひそめた︒
﹁武器になるような代物ではないし︑必要な特許は申
請済みだ︒あれ一つだけ持って行ったところで︑実用
にはならんだろう﹂
林は黙って︑ポーカーフェースを保っている宇門博
士を見つめ︑わずかに首をかしげた︒
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— 科学要塞研究所︑管制塔テラス

﹁ところで︑私を呼びに来た理由は何だったかな﹂
﹁そうでした︑気象観測の結果がまとまったので︑見
ていただきたくて﹂
﹁わかった︑すぐに行こう﹂
●

10

所員Ａから所員Ｅまでの五人と︑鉄也︑ジュンを前
にして︑予言者姿の兜博士が立っていた︒月明かりに
照らされて︑海面のさざ波がきらめいていた︒
﹁じゃあ︑鉄也君︑手伝ってくれ︒まずその上着を着
るんだ﹂
鉄也が︑真っ黒の上着をかぶって︑背負子に括り付
けられた反動推進システムを背負って後ろに下がった︒
耐圧ホースが引き出され︑先端部分のノズルは兜博士
の足下にある︒
﹁じゃあ︑合図とともにスイッチを入れるんだ︒みん
な︑準備はいいか？﹂
三脚にビデオカメラを取り付け︑撮影準備に入った
所員Ａが頷いた︒
﹁スタート﹂
兜博士の声を合図に︑足下の数本のノズルから空気
が吹き出した︒吹き出す直前に色つきの煙が混ざり︑小

A
C
T

さな竜巻のような形をとる︒次の瞬間︑兜博士は︑予
言者の服の袖口から︑黒い布を取り出した︒布が風に
舞うのを利用してかぶり︑そのまま身を伏せて後退し
た︒所員達の目には︑霧とともに姿がかき消えたよう
に見えた︒
﹁よし︑どうだ？﹂
兜博士が黒布を取って立ち上がった︒
﹁後から細かくビデオチェックされるとバレるでしょ
うけど︑一回だけならかき消えたように見えますね﹂
所員Ｂが︑ビデオを巻き戻して最初から確認した︒
﹁手品師は何回も同じことを繰り返さないものだ﹂
﹁何自信持ってんだか⁝⁝﹂
ジュンが思わずこめかみを手で押さえた︒
﹁まあ︑手品と違って︑舞台の上に箱を置いたり後ろに
暗幕を置いたりできないですから︑これが限界でしょ
うね︑所長﹂
所員Ｄが︑手品の種本をめくっている︒
﹁鉄也君︑圧縮空気の方はまだあるかね？﹂
﹁まだ十分ですよ︒しかしこりゃ一体何です？ 軽い
し︑小さなジョイスティック一本で簡単に制御できる
し﹂
﹁新開発の姿勢制御用の部品だそうですよ︒基礎データ
は押さえたけど︑信頼性とか耐久性の試験はまだだっ
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て言ってました﹂
所員Ａが答えた︒
﹁しかし︑強引に買い取ったときの︑あの所長の顔っ
たらなかったよなぁ﹂
所員Ｂの一言で︑残りの所員たちがげらげらと笑い
出した︒
﹁一体君たちはどこでこれを⁝⁝まさか⁝⁝﹂
予言者姿の兜博士が凍り付いた︒
﹁えーと︑蓼科高原の⁝⁝﹂
メイクの裏の兜博士の表情がわからないので︑所員
Ｃは思わず口ごもった︒
﹁宇宙科学研究所か⁝⁝﹂
兜博士が頭を抱えて呻いた︒
﹁宇門博士は怒っていなかっただろうな？﹂
﹁いえ︑特に︒こんなものが売れるのなら持って行け︑っ
て感じでした﹂
所員Ａが答えた︒
﹁それならいいんだ︒多分︑秘密は守ってくださるだ
ろう﹂
兜博士はつぶやいた︒
﹁変人だ異端だって噂をこれまでさんざんきいてたん
で︑一体どういう人かと思ってたんですが︑案外普通
の人でしたよ﹂

あ

そ

こ

— 宇宙科学研究所︑観測室

﹁宇宙科学研究所の電子戦能力は我々をはるかに上回
るが︑その力をすべて宇宙に向けている﹂
兜博士は天を仰いだ︒
﹁悪い人ではないが︑興味の持ち方が普通と違うとい
う意味で︑極めつけの変人であることは確かだ︒しか
し︑こんなことに反動推進システムが使われていると
知ったら︑一体どんな反応をなさることか⁝⁝﹂
﹁さっきからさんざんな言われようだけど︑今頃くしゃ
みでもしてるんじゃないかしら︑宇門所長は﹂
ジュンの言葉は︑兜博士に遮られた︒
﹁よし︑あと五回は練習するぞ︒みんな︑ビデオ撮影
とチェックを頼む﹂
﹁まだやるんですか﹂
所員Ｄがうんざりした表情でため息をついた︒
﹁本番で失敗するわけにはいかん︒確実にできるよう
にしておかないとな﹂
後 ろ で 鉄 也 が 顔 を し か め た が︑ 何 も 言 葉 を 発 し な
かった︒
●
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﹁今日も暑い一日になりそうですね︒昨日の発表︑ど
うでした？﹂

A
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15 アウター・ゾーン

既にコンソールの前に座っていた佐伯が︑宇門博士
を見て訊いた︒
昨日︑都内で開かれた小さな観測報告会で︑宇門博
士は落雷のパターンが伊豆半島付近で違うという現象
を報告した︒
﹁気象研の関係者も来ていたんだがね︒人為的なもの
か自然現象なのか︑その場での決着は付かなかったよ﹂
コンソールの上のダイヤルを回すと︑照準器のよう
なディスプレイ上をカーソルが移動する︒全部が中央
に揃うと︑宇宙望遠鏡の鮮明な画像がメインスクリー
ンに表示された︒
﹁私は︑おそらく自然現象だろうと言ったのだが︒一
体どこの世界に雷雲をいじくり回す馬鹿者が居るとい
うのか︑全く⁝⁝﹂
﹁所長︑そろそろ︑ミリ波とＸ線の観測衛星が視野に
入ります︒データを降ろしますんで⁝⁝﹂
メルカトル図法で描かれた世界地図を見ながら大井
が言った︒夜の部分が濃い灰色で示された世界地図の
上で︑一秒おきに︑赤い点︑青い点︑そして正弦波の
表示が切り替わる︒赤い点は天文台の︑青い点は航空
宇宙関連組織の︑そして正弦波は地上からモニターし
ている探査機の軌道と位置に対応していた︒
﹁今日は︑他に何かあったかな？﹂

う

え

﹁二十四時間以内の予定では︑ヨーロッパとアメリカ
から︑軌道ステーション用の物資を打ち上げることに
なってます﹂
﹁どこの機関だ？﹂
﹁今回はどっちも大手ですよ︒ヨーロッパの方は共同
開発機構の直轄で︑アメリカはＮＡＳＡです﹂
﹁それなら何も心配はいらんな︒定期便を届けるだけ
なら彼らの成功率は九十五パーセント以上だし︑もし︑
しくじっても単独でリカバリーできる﹂

マイナー機関や大学や民間企業が軌道上に物を上げ
る時は︑お互い出来る範囲で協力するのが慣例だった︒
﹁所長︑ちょっとこれを聞いてください﹂
大井がスイッチを入れた︒国営のラジオ放送が観測
室に流れる︒
﹃臨時ニュースを申し上げます︒突如︑空と陸と海か
ら巨大なロボット軍団が出現し︑ニューヨーク︑パリ︑
ロンドン︑モスクワなどの大都市が壊滅的な打撃を受
けました︒被害を受けたのは ——
﹄
﹁何事だ︑一体？﹂
﹁冗談でも訓練でもなさそうですね﹂
レーダーから目を離さずに林が言った︒
﹁ロボットか⁝⁝ドクターヘルにしては随分大盤振る
舞いだな﹂

16
う

え

ツ

ジ

スクランブル

ボギー

緊急発進がかかってるぞ﹂
出撃に伴う管制データの更新が集中し︑読み取るの
が難しい速さでディスプレイ上を流れている︒
﹁ほぼ全軍出動態勢だな﹂
宇門博士は首だけ回して林の前のディスプレイを見
た︒
﹁マジンガーＺが東京で迎撃中ですが︑何せ今回は数

う

え

が多い⁝⁝っと︑光子力研究所に敵機が向かっていま
す﹂
﹁気になるなら︑宇宙望遠鏡の次の周回で地上を観測
したまえ︒残ってるか消し飛んだかの確認くらい︑十
分にできる分解能があるはずだ︒今ふらふら飛び回っ
ても撃墜されてしまうだけだ﹂
宇門博士は断言した︒
﹁最悪の場合︑世界中で残った設備を全部寄せ集めて︑

そ ら

軌道上の連中を降ろすことになるかもしれない︒覚悟

— 科学要塞研究所︑コントロールタワー

しておくことだ ——
宇宙でこれ以上死人は出さんぞ︒
もう十分︑事故で仲間を失ってきたからな⁝⁝﹂
●

巨大ロボットによる世界主要都市への攻撃の情報は︑
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これまでに行われたドクターヘルからの攻撃は︑一
体ないし二体のロボットを光子力研究所の近くに展開
するだけで︑全世界の主要都市に同時攻撃をかけたこ
とはない︒それだけの戦力は無いし︑マジンガーＺに
よる撃退が成功していたので︑そろそろ死に体だとい
うのが︑軍と光子力研究所の公式発表であった︒
﹁攻撃を受けた都市を地図に出してくれ︑大井君﹂
世界地図に︑黄色で表示される点が加わった︒天文
台や打ち上げ施設は人里離れたところに作られること
が多いため︑大都市に絞った攻撃ではほとんど被害を
受けていない︒
﹁各国とも︑打ち上げ施設自体はほぼ無事か⁝⁝佐伯
君︑もし我々がバックアップに入ることになった場合
の手順を今から何通りか出しておいてくれ︒この分だ
と︑承認機関が潰されたり本社が倒壊したりして︑現
場が動けない組織が続出するはずだ︒放っておいたら

バ

軌道上が干上がる﹂
正真正銘の緊急事態の発生を認識した宇門博士が指
示を出した︒
﹁日本は今のところ大丈夫なんですか？﹂
﹁残念ながら山田さん︑たった今︑領空に向かってく
る未確認飛行物体をキャッチした︒ 自動警戒管制シス
テムがとんでもない騒ぎになってる︒主な空軍基地に
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17 アウター・ゾーン

科学要塞研究所でも同時に受信していた︒外から見る
限り︑普段通りの静かな佇まいの研究所の中では︑緊
急事態を告げるアナウンスと警報が繰り返されていた︒
﹁とうとう始まったか﹂
予言者姿の兜博士がレーダーをにらむ︒
﹁一体いつまでその鬱陶しい予言者の格好をしている
つもりなんですか？ 所長︒昨日の夕方で警告は終わっ
たはずでしょう？﹂
ジュンが顔をしかめた︒
﹁戦闘の結果次第では︑光子力研究所に行くことにな
る︒まだ外せんよ﹂
肩をすくめて首を振っているジュンを見て︑鉄也が
一歩進み出た︒
﹁所長︑出撃命令をください︒蹴散らしてやります﹂
﹁まだ早い﹂
兜博士は即答した︒
﹁敵が暗黒大将軍だという情報は流した︒立ち向かえ
るのはマジンガーＺだけだと言ってやったから︑勝つ
気で迎撃に出ておる﹂
﹁名前を言っただけじゃ︑何の情報にもなってません
よ︒それに︑マジンガーＺが勝てると思ってるんです
か？﹂
﹁五分五分⁝⁝よりは少ないか︒まあ︑攻撃の第一波

コンソール

は刺し違えてでも止めるだろうが﹂
﹁所長！﹂
﹁敵の技術力を甘く見てはいかん︒私は︑兜十蔵博士
の予想を元に︑それなりの余裕を見込んでグレートマ
ジンガーの設計をしたが︑敵の性能を測って仕様を決
めたわけではない﹂
兜博士は小道具の杖を︑びしっと鉄也の方に向けた︒
﹁マジンガーＺの性能はわかっておる︒この際︑どこ
までやれるか見極めれば︑その結果から敵の強さを見
積もれる︒我々が出撃するのはその後だ﹂
味方でも測定用のプローブとしか考えていない兜博
士の発言に︑鉄也は思わず唾を飲み込んだ︒
﹁わかったら席について︑敵の戦力の推定をやってお
け﹂

トーガ

鉄也が操作卓前の椅子を引いたのと︑所員Ａが叫ぶ
のが同時だった︒
﹁戦闘獣が光子力研究所に向かっています﹂
﹁討ち漏らしたか⁝⁝﹂
﹁マジンガーＺの迎撃︑間に合いません﹂

長衣を翻して︑兜博士はコンソールに近付いた︒ボタ
ンを何回か押して︑光子力研究所の見取り図を出す︒度
重なる機械獣の襲撃を受けていたにも関わらず︑研究
所を守る設備はバリアと電磁波攻撃システムと︑研究所
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の周囲に沿って配置された小型のロケットランチャー
だけであった︒いずれも対人兵器としてはそれなりの
威力があるが︑機械獣に対しては︑研究所の破壊を多
少遅らせる程度の役にしか立っていなかった︒
﹁もうちょっとましな破壊力のある光子力ビーム砲く
らい︑その気になれば用意出来た筈だがな︒十蔵博士
に光子力の平和利用を命じられて︑それを真面目に守
り続け︑ろくな武装もしていなかったのが裏目に出た
な︒弓教授もがんばっておられたが︑少々荷が重かっ
たか⁝⁝﹂
﹁光子力研究所の様子もモニターしますか？﹂
﹁放っておけ︒どのみち地上部分は保たんし︑大した
強度のないバリアや建造物の破壊から得られる情報な
ど何も無い︒それに︑ここで逃げ遅れるようなら︑こ
れまでだって生き残ってはこなかっただろう︒それよ
りも︑マジンガーＺと戦闘獣から目を離すな﹂
ディプレイの電源を落として︑エレベータで降りて
いく兜博士をジュンが見送った︒
﹁所長は光子力研究所を見殺しにする気なのか⁝⁝﹂
鉄也がつぶやいた︒片耳にインカムを付けたままの
所員Ｄが動かしていた両手を止めた︒
﹁そんなことはないでしょう﹂
﹁じゃあ︑どうして出撃命令を出さないんですか﹂

こ

こ

﹁慎重⁝⁝なんでしょうね︒額の傷が残ってるのはご
存知でしょう？﹂
いきなり別の話題を出されて︑鉄也は目を見開いた︒
﹁そう言われてみれば⁝⁝傷なんて︑サイボーグ化し
たときに消せるはずなのに﹂
ジュンは︑一昨日︑兜博士の顔にあれこれ塗りたくっ
た時のことを思い出した︒
﹁まだ不安定な技術に挑戦した挙げ句の死亡事故でし
たからね︒正直言って︑犠牲者が兜ご夫妻二人だけで
済んだ事の方が奇跡的だった︒研究施設全部が吹き飛
んでても不思議は無かった︒甦った剣造博士は︑もう
二度と同じ失敗はしないと︑あの傷をわざと残したそ
うです﹂

﹁それでも︑そのあと科学要塞研究所で︑光子力エン
ジンの開発途中に爆発事故が起きました︒死者も負傷
者も出てしまった︒エンジンは︑兜博士自らが図面を
引いたものだったので︑あの時だけは︑見てる我々の
方が辛かった﹂
所員Ｅが︑両手を頭の後ろに組んで︑椅子にもたれ
る格好で鉄也の方を見た︒
﹁僕たちは︑剣造博士が独立して開発を始められた時
に︑チームに入ってこちらに来たんです︒特に︑二度
目の事故以来︑不確定要素を徹底的に潰して︑安全を

19 アウター・ゾーン

— 科学要塞研究所︑管制塔テラス

確保するのが兜博士のやり方になっています︒戦闘に
おいても︑きっと同じなんでしょう﹂
所員Ｃに言われて︑再び鉄也はコンソールに向かった︒
●
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なって出てきた風が︑長衣と白髪を軽く揺さぶった︒
﹁光子力研究所が壊滅しました︒地上部分だけでしょ
うけど︒怪我人は出ていますが︑死亡者はいないよう
です︒マジンガーＺは大破しましたが︑修理が不可能
ではないだろうと﹂
ジュンがテラスを歩いてきた︒鉄也がその後に続い
た︒
﹁そうか︒設備やロボットであれば︑壊されてもまた
作ればいいだけのことだ﹂
兜博士は︑ふと右手を見た︒機械の手の上に︑老人
の節くれ立った手が見事に表現されていた︒

トーガ

西の空を夕焼けが赤く染めていた︒壊滅を免れたと
はいえ︑まだ東京は炎上を続けていたので︑そのあた
りだけ上空が妙に暗い︒晴れ渡った空に︑火災による
上昇気流で局地的な雲が発生し︑さらに陰惨な雰囲気
を醸し出していた︒
兜博士はテラスに立って︑海を眺めていた︒夕方に

A
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﹁今夜︑光子力研究所に行く︒噴射装置を持ってつい
てきてくれ ——
あれはなかなかの性能だ﹂
予言者の仮面の下で兜博士が笑ったように見えて︑鉄
也がちょっととぼけた表情をした︒
﹁宇門博士をご存知なのですか？ 一昨日は何だか頭
を抱えておられましたけど？﹂
ジュンが兜博士と並んで︑テラスの手すりにもたれ
た︒
﹁専門は全く違うが︑若い頃に何度か話をしたことが
ある︒﹃宇宙が過酷な環境だというなら︑ たとえサイ
ボーグになってでもあそこを目指す︒必ず自分が宇宙
の謎を解きあかしたい﹄と言っておられた︒サイバネ
ティック・オーガニズムというのは元々宇宙開発のた
めに提案されたものだから︑宇門博士の主張は正しい︒
一方︑その頃の私は﹃人と一体となって人の力をそのま
ま高めるためのロボットを開発する﹄という立場だっ

お互い︑研究所を作ってからは会う機会も無
た︒ ——
も の
いが︑装置を見れば相手がわかる﹂
はるか上空を︑〇・五等星程度の明るさで輝きなが
ら︑軌道ステーションが横切っていった︒
﹁結局︑宇門博士は生身のままで宇宙を目指し︑私は
この体で地球を守る戦いを始めることになった﹂
兜博士は︑鉄也の方に向き直った︒右手を鉄也の肩
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に置いた︒
﹁徹夜で修理したとしても︑マジンガーＺの出撃はあ
と一回が限度だろう︒ぎりぎりまで戦闘データを取っ
てから︑グレートマジンガーを出撃させる︒確実に勝
つためにな﹂
兜博士は歩き始めた︒
﹁我々が最後の砦なのだ﹂
鉄也とすれ違いざまに残した声が︑夕闇の中に散っ
た︒

完 ——
——

あとがき︵ネタバレ注意︶

バ

グ

月例会できいた英さんと雑兵さんのギャグに触発さ
れて︑こんなものを書いてしまいました︒マジンガー
系の創作の第一作はグレンダイザーで︑デュークが地
球に来てからテレビの第一話までにしようと決めてい
たのに︑そちらが長くなって難航しているうちに︑別
の妄想を炸裂させてしまいました︒
一応︑Ｚ︑グレート︑グレンは全部実際にあったもの
として書いていますので︑映画の対暗黒大将軍の裏話
という設定ですが︑グレンの宇宙科学研究所がちらっ
と登場したりします︒設定資料は出来る限り活かした
つもりですが︑設定資料自体に矛盾があったり︑資料
だけからは決められない部分は︑思い切って作ってし
まいました︒科学要塞研究所の所員の名前は設定され
ていないので︑設定画通りにアルファベットで呼ぶ形
で書いてみました︒映画で出てこなかった部分はこう
だった︑というコンセプトです︒

一応︑これ︑バージョン１です︒大きな間違いがあっ
たらデバッグします︵笑︶んで︑ご指摘ください︒
大まじめに︑予言者の企画をやって演出を練習して
るあたりを笑っていただければ幸いです︒あと︑所長
同士で︑異端変人物好き馬鹿者と︑お互い意識せずに
悪口の言い合いになっちゃってるところとか︒

21 あとがき

バージョン２での変更点
ＡＣＴ４の後半部分で︑兜博士が作中の台詞を読み
上げるシーンを追加︒ＡＣＴ５の宇研の描写で︑ヘリ
ポートの模様を﹁白黒﹂と書いていたのは間違いなの
で﹁紅白﹂に修正︒
バージョン３での変更点
光子力研究所の防衛システムは︑バリアとロケット
ランチャーと電磁波攻撃システムであることがわかっ
たので︑そのように書き換えた︒最初に書いた時はＺ
の最後までビデオチェックしていなかったため︑装備
を十分知らないままだったので間違ってました︵汗︶
︒
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