


『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　13　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠
1984.09.27.以降）

『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　13　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1984.09.27.以降）
2006年11月25日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
　

　覚えておおき

　時の果てで

　おまえをつかまえるよ

　愛しい者よ

　永遠の恋人よ。

　覚えておおき

　時の果てで

　おまえをつかまえるよ

　どこまででも

　あたしは追って行くのだから

　覚えておおき。

　

　常にあたしとおまえは

　ひとつのものであるだろう

　覚えておおき

　

　時の果てで

　おまえをつかまえるよ

　あたしは。
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『最終戦争伝説』……！！　（２００６年）

『最終戦争伝説』……！！
2006年4月27日 連載 コメント (4)
 
 
　うぅぅ……★
　このタイトルも、あるとき気が付いたら、

　山田ミネコ御大が、お使い遊ばされてしまった……★

　　(T-T)”

　しかしこれ以外にタイトルの付けよーが無いのだ！

　とゆーか、直球すぎるぞ自分！　ということか????

　はるあき君！　（にしか判らないネタだが）

　私は全然、コレを書くのを諦めてるワケではないんだよ！

　しかし例の!!　忘れもしない、魔の「1995年」!!

　キミと久しぶりに会っての帰り道で見た例のアヤシイほどに美しすぎる満月と、「こんな不吉

な満月を見たからには、明日は絶対、首都圏に大震災が来るに違いないっ!!」とか恐怖の予感（
予知？）に騒いでいた翌朝に実際には神戸の大震災が起こったアノ時のショックとか、それさえ

忘れさせるイキオイで報道されまくった、オウムのサリン事件とか………………★

　ようやく、時間と財力のヤリクリをつけて、本格的に投稿作品を描こうかなぁ〜♪　という矢

先に、ありゃーないでしょう……？？

　(T-T)

　現に連載中だった山田ミネコ版（笑)の『最終戦争伝説』が、「オウム教団のバイブルだった
から」とかいう理由で連載中止に追い込まれるよーな時節に、これからその類似のネタで投稿

して、プロデビューが叶うわけゃー、無いじゃありませんか………………★★

　(T-T)/”

　……と、諸々の衝撃続きで一大スランプ(？)に陥って……る、間に、バブルは崩壊するし仕事は
無くなるし、実のチチはガンで死ぬし私の鬱病は再発するし……。
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　(=_=)(=_=)(=_=)(=_=)(=_=)

　と、あっという「魔」に……、
　10年（以上）も、経ってしまっていたのね……★

　　　　(-_-;)＞”

　

　ってことで。地球はこのまま放っておくと、

　一度は完膚無きまでに！

　滅びてしまうんだよんっ★

　……という話のエピソードが、
　山盛りてんこ盛りで沢山ある。

　　d(・_・)
 
 



『　（年表）　』　（＠高校〜）　　

『　（年表）　』　（＠高校〜）　　

2006年11月30日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (2)
　

（宇宙暦）　　　公　　　　　私

元年　コロニスツ連合成立。　mr.豪田、宗主となる。
1年
2年　　　　　　　　　　　　高原（楠木）律子、月へ。
　　　　　　　　　　　　　　リレキス・ジュン、シャンバラへ。

　　　　　　　　　　　　　　アルヤ・アラム生まれる。

3年
4年
5年
6年　　　　　　　　　　　　ミネルヴァ・アルバトーレ誕生。
7年
8年
9年
10年　　　　　　　　　　　　律子病没。アルヤ・アラム（8歳）、
　　　　　　　　　　　　　　宗主に引き取られる。

11年
12年
13年
14年　　　　　　　　　　　　アルテミス・セイレア誕生。
15年
16年
17年
18年
19年
20年　アルバトーレ公女デメテル没。
　　　ミネルバ公女（13歳）立つ。
　　　　　　　　　　　　　　　アルヤ・アラム（17歳）、
　　　　　　　　　　　　　　　アルバトーレへ。

21年
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22年　マリー・セイレア没。　　アルテミス8歳、アルバトーレへ。
　　　　　　　　　　　　　　　アルヤ・アラム、2等監務官となる。
23年　宗女アルテミス（9歳）、
　　　立太子。月の公宮へ。

24年　　　　　　　　　　　　　（“俺と好”第一部。）
　　　　　　　　　　　　　　　　（バカどもが過去から

　　　　　　　　　　　　　　　　　ふっとんで来る。）

　　　皇国スターエア方面軍壊滅。

25年
26年
27年
28年
29年
30年
31年
32年
33年　ミネルバ・アルバトーレ降嫁。
34年
35年
36年
37年
38年
39年
40年
41年
42年
43年
44年
45年
46年
47年
48年
49年
50年
51年
52年
53年



54年
55年
56年
.　
.
 
        
 

コメント

りす

2006年12月31日1:28
MIXIのスペイン語のコミュで教えて貰いました☆

トーレ→

・女性名詞のtorre…塔
・男性名詞のtole…大騒ぎ、悪い噂

アルバ→

・形容詞(女性形)のalba…白い
・女性名詞のalba…暁、夜明け

名詞を連続させることはないので、形容詞と名詞の組み合わせだと思います。なので、

アルバトーレは、alba torreで、白い塔じゃないかと思います。

…………!(@_@)!………………
 
 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2009年10月31日2:22
「白の一族」なんだよ☆

　でもスペイン語なんて全然知らない頃に「夢のなかで」教えてもらった単語なんだけど☆
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「　杉谷　朗　」　…I’m LAW.…　（07.11.15.）

「おれは正しいのか？」　（…違う…ｗ）
2016年10月6日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
 
（07.11.15.）

☆　杉谷　朗（ほがら　ろう）

　　I’m LAW
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「マリアよ。マリア・ブロン。」　（高校）

（異伝子）　（高校？）

2016年9月22日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 
 
　彼は長い間１人だった。追われる旅であるのか、あるいは自分は、すでにして忘れられた老人

であるのか、彼にはわからなかった。

　ある日１人の少女が彼の前に立った。

「…誰だ…　おまえは…　」

「マリアよ。マリア・ブロン。」

 

http://85358.diarynote.jp/201609222113453738/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


『　清峰　鋭 （きよみねえい／リレキセス・ジュンナール）の物語　3　』

『　清峰　鋭 （きよみねえい／リレキセス・ジュンナール）の物語　3　』　（＠1995.04.08〜）
　

2006年11月30日 連載（2周目・最終戦争伝説）
 
　

　第三次世界大戦が無し崩しに終結せざるを得なかった“大天災”後の混乱時代、なかば鎖国と化し
た日本国で、なおかつ健闘を続ける『朝日ヶ森』勢力のもとに、帰界した2人はいったん身を寄
せた。西暦2100年代終盤。清峰 鋭 にしてみれば記憶にある地球界から100年以上の後、律子にし
てみても知己の人間がすべて老齢と化した時代である。

　

　が、『朝日ヶ森』の体質がその程度で変わっている訳では全然なく、使える人材はすべて活用

されまくる宿命で、帰国後早々に2人は月面都市へと出向？させられた（この辺の動向は不明確）
。そこでしばらくの新婚生活？を営むが、律子が妊娠を告げる間もなく、地球の“水”の危機を抑え
るべく、清峰 鋭 は慌ただしく母星へ戻って行った。
　

（このへんの時間軸が計算すると少しヘンである。いま気がついたが、“息子”だと思っていたアル
ヤさんは、水の息子の娘（アトル・ウルワー・ウルワニ）の子、つまり“孫”かも知れない★）
　

　地上では生命の母である水の太霊が、ヒト族もろともに全てを滅ぼそうと最後の崩壊？の準備

にかかっていた。惑星上のすべての精霊族がまきこまれて悲鳴をあげる中、自らの出自をようや

く悟った清峰 鋭 は、母？である水霊の末娘とともに海中？に赴き、水の太母を説得し、なだめる
役割を果たす。これによって太母は長い悲嘆を清算するために帰天し、末娘が次代の水霊の束ね

となるが、荒れきった海の苦悩？をおさめる為に力を使い果たして、海底深く眠りにつくこと

になった。この後、ほとんどの精霊族は休眠？し、ヒト族の命運を遠くから監視or見放す？立場
となった。

　

　この経験の後しばらくして、長寿であり容姿がまったく変わらない清峰 鋭 は、『朝日ヶ森』の
一部にのみ事情を打ち明けて、知己のいない地中海地方に拠点を移した。

　『朝日ヶ森』の姉妹校である旧スイス領（この次代、EUなんかとっくに消滅し、延々と広がる
西欧文明の廃虚の間に、わずかに国家or行政機構と呼べるシロモノが3群ばかりほそぼそと機能し
ているだけである）にしぶとく生き残っていたアロウ・スクールを指令塔として、生き残った人

類の救援活動や、頻発していた略奪行為の鎮圧などの部隊に参加していた。

　

　欧亜混血風に見られる外見のおかげで、『朝日ヶ森』での周囲の評価は“大人になりかけの天才
少年”、だったのが、白人だらけの間では完全に“少年兵”扱いとなり、その環境に甘えが出たのか、
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本人の性格にもだいぶ変化が生じた。汚れきって死に果てた海を目にしては泣き、海が見えない

地域に行けば海が恋しいといってはまたメソメソしている奇妙な“少年”を気にかけた隊長達からた
いそう可愛がられ、生まれて初めて他人に甘えるという状況を味わった。

　（……この頃、月面では律子が一人で赤ん坊を育てつつキャリアウーマンしている……★）

　やがて、歳をとらない容貌を簡単な変装ていどでごまかし続けるのも無理が出て、名前と髪や

瞳の色を変えて「清峰 鋭 のイトコ」とか、適当にでっち上げて再び『朝日ヶ森』の管轄である太
平洋地域へ戻って行った。

　

　『朝日ヶ森』コネクションに月面から人探しの目的で派遣されてきたチーム（隊長？の名前は

杉谷好一だ★）の案内人として、ユーラシア大陸の地表横断という無謀な旅に参加する。道中、

地表の汚染度や汚染物質・汚染細菌の種類などを測定するという、監視衛星からでは収集できな

いデータを拾って来いという危険な任務つき。「不老長寿なだけで、不老不死ではないぞー」と

ボヤキつつ、けっこう気軽に指令を受けたのは、一人で長生きしなければならない事実に、早く

も少し厭き初めていたのかも知れない。

　

　ところがギッチョン、事実は小説より奇なり？で、名前しか知らなかった実の父？の、実の息

子（つまりは異母？弟）である磯原清と、双方ともに生まれた時代からは200年ばかりの時差を経
て出逢い、お友達してしまう。退屈してる暇なんかないなぁ！という現実？を実感し、その後、

また少し性格が変わってしまった★

　（つまりはノーテンキ？になった……単に清クンのが染っただけか？）

　異母弟の方はその事実を最後まで、たぶん知らなかったし、鋭の方でも最初しばらくは気づか

なかったのだが、さすがに血は水よりも濃いとゆうのか（血の中に“水”の気配が濃いもの同士だっ
たと言うべきか？）、出逢った当初より意気投合？して違和感なくつきあっていた。

　同時代の歌（20世紀末期に流行って？いた歌を、清クンは母親から、鋭は孤児院の園長先生か
ら習い覚えていて、レパートリーが一致していた……環境だのボランティアだのやっている人間
同士の音楽の趣味は、かなりの範囲で重なっている）を二人で合唱して周囲に聴かせるという共

通の趣味を開発して、ユミちゃんと3人でバンドの真似ごとなどして、荒野のキャラバン御一行サ
マの、目と耳の保養になっていた。（清やユミちゃんと仲が良くなりすぎた結果、杉谷氏の秘か

な不興を買っていた事は、言うまでもない★　……ゆかり姫やひろと変輩などとは、普通につ
きあっていた）。

　

　ユーラシア横断から北米大陸まで渡り、南米経由でスターエア島に戻って月面に帰還した、会

田正行おっかけツアー珍道中？の話は、もちろんの事、また別の長い物語である★

　磯原清が旅の途中で偶然拾い、『朝日ヶ森』に預けてすぐに出発してしまったおかげで、養父



？になるべきだった清峰 鋭 が、長らくその存在を知らずにいた赤ん坊の成長の物語が、設定上の
矛盾で今ちょっと宙に浮いている★　結論から言えば彼は大地世界の最後の皇子で、つまりマー

ライシャと雄輝の孫に当たる……？
　

　その後のダレムアスはと言えば、界境を閉じて乱れた世の復興を図ったはいいが、世界に等分

されるはずだった半神女マリステアの命数が清峰 鋭 個人に譲渡されてしまった為に生命の寿命（
世代交代期間）が大戦前の10分の1程度に縮まってしまっている事実が、女皇マーライシャの治世
の半ばに判明し、かつ、3界乱戦の際に次元階梯をさんざん乱されたせいで亜空間としての存在力
も弱り、時場も狂い初めたために地球世界との経時差も発生し……で、一足早く崩壊した洞地世
界に次いで、世界としての滅びの時を、今まさに迎えんとしていた。

（下線の用語の定義？については、そのうち『星圏史略』で書く★）

　

　生き残った大地の生命たちを救済する手段を求めて、かつて知神ヨーリャの再来と呼ばれた英

雄を探しだそうとして、マーライシャ女皇が晩年（かなりの高齢出産★）になって夫・雄輝との

間に産んだ双子の皇子・皇女が、異界への無謀な旅に出て行方不明になった。

　

　その双子が遥かな異界を点々とするうちに結ばれて生まれたのが（なんか竹宮恵子が似た話を

描いたが、アレより古くからあった設定だ★）、あの赤ん坊……だった筈……なんだが……あれ
？　れ？

　

　七福神財団（※当時の実質的な“日本国”。）　　（なんで私はこんな名前をつけたんだーっ?!
）　　に追われて逃げて、海洋汚染と気象異変が激しくてほとんど生命が残っていない南アジア

の泥海（洪水の影響で海岸線がかなり上がっている）経由、インド亜大陸を横断して西進しよう

とするが磁気嵐？か何かに阻まれてヒマラヤ山脈の西端から旧ロシア領辺境地帯へ抜け、ウラル

山脈の南端をかすめてアルプス山脈の“アロウ・エリア”へ。
　

　ここで清峰 鋭の案内人？としての任務は終了し、収集した汚染データを持って清たち一行とは
別れる。

　ちなみにアロウ校にはヤニさん（お懐かしや……）の一人息子（ダンナは戦死）も預けられて
いて、当時12歳ぐらい。
　

　その後、どこでどうしていたのか詳細は不明だが、おそらくは、またしばらく欧州でウロウロ

？した後、南米経由でスターエア島に渡り、月面世界にひょっこり顔を出し、会田先輩の奪還後

、一度21世紀に戻ってから再び未来社会に移住？して来て社会的地位？を築きつつあった清たち
と再会する。



　

　ついでにアルヤさんと初対面。（仕事がら、役職と通称ぐらいは当然知っていたが）、正式

名称“水の息子の縁者”（アトゥルヤー・アィラーヤム）で名乗られて愕然とし、自分に息子（もし
くは孫？）がいたという事実と、律子が若く（外見上は38歳ぐらい）して死んでしまっているこ
とを知って、さすがにしばらく頭が混乱していた……が、せいぜい3日でキッチリ復活し、“アルヤ
さんで遊ぶ”という新しい趣味を開発してしまった……。
　

　『朝日ヶ森』と植民者連合（コロニスツ）を結ぶ非公式の外交官（ほとんど全権大使）的役

割を、亡き律子に代わって果たす一方で、謎の情報源（大地世界で得たエルシャムリア文明につ

いての知識）を持つ天才科学者（笑）として、政治面での業務で多忙を極めていたアルヤさんの

肩代わりも兼ねて、月面遺跡（エルシャムリアそのものか、もしくは上古文明の遺構の一部）の

発掘・分析に携わる。

　

　そこへ、例の大地世界最後の皇子？が何らかの手段（どうも戦士・黒百合という、皇女マーラ

イシャに縁のあった別の不死人の助力らしい）で彼を探しあてて訪ねてき、助力を請われて一時

的（ただし月面遺跡の移動装置を使ったので、当該《単還流》（タペナ）における時間軸との相

関性はちょっと不明★）に、大地世界のその後を訪れ、月面遺跡で仕入れた超（笑）技術を駆使

して、生き残りの大地民を移住させるための“船”、『精霊族からの贈り物』（フェア・リスティラ
ーヤ）を幾つか建造して移民の出発を見送った。

　（この中の一隻で、先祖返りしてエルシャムリアの翼人の外見に近くなっていた飛仙の子孫た

ちを乗せていたやつが、航宙？中に時標を踏み誤ってしまい、数千年あるいは万年単位で時間流

を遡ってから辿り着いたのが、後に“我らが美わしの天地”（リ・イス・スタル・アールラーナ）文
明の母星（リスタルラーナ）と呼ばれることになる惑星である★）

　

　そのゴタゴタから戻って息つく暇（本人の主観時間で）もないうちに今度は、地球文明が完全

に滅びるのを見て人類が虚脱状態に陥ってしまう前に恒星間移民をしてしまおうという“白の
一族”（アルバトーレ）　　（※アルバトーレという音は設定を作る以前から勝手に頭の中にあ
って、あまり英語臭い音でイヤだったので、“ア・ルーヴァ・タゥーレ”という上古風？の音に分解
して使おうと思っていたが、語幹？の“alb”をある日なんの気なしに調べてみたら、ラテン語
！で“白”を意味する単語なのであった★）、　　の主張に巻き込まれ、本人は納得していないうち
にアルヤさんの泣き落とし？にかかって、地球人用の移民船の設計施工を監督するはめになった

。

　

　おかげで、移民反対派の筆頭である杉谷好一氏に何度も刺客はプレゼントされちゃうわ、結局

、設計者の責任をとって一隻に乗り込んで地球圏を後にするハメになるわで、うっかり父性愛？

に流されるとロクな事にはならないという教訓を体験した……。



　こちらは海路の日和？を得て、なんら事故ることなく数百年？ほどのコールドスリープをを

経て、すでに文化の発展と崩壊とそこから復活した勢いを駆っての恒星間文明の繁栄を極めた

後の、精神的な衰退期に入りつつあったリスタルラーナ文明圏の、端っこに到着した。

 



ダレムアス、もしくは地球の光世紀船内で。

1987.12.29.

他者に対する責任というものは

あまりに重くて

わたしのような人間でもそうで

わたしのような人間だから、そうで。

1987.01.01.

雪けぶり　けたてて描く　初すべり景色

◎　無限・永劫

　…高山も低山もなき地の葉ては見る目の前に天し垂れたり…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤佐千夫

ダレムアス、もしくは地球の光世紀船内で。アウラ風の少女は世界が閉じられたものとは知らず

に育ち、真実を知らされた時、少女はそれを否定するために還れぬ沙漠への旅を開始した。し

かし、少女は目の前にそびえたつ "空" を見てしまった。少女は否定を叫びながら "空" に身を投
じる。

（もしかしたら前宇宙の方かも知れない。）

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
（参照したければ資料）

　↓

http://85358.diarynote.jp/201702231812088004/
…まずは断片的な （もはや意味不明の） メモ類…。（＾＾；）
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『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　8　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1983.10.8.以降）
2006年11月20日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
 
 
 
（※第3次世界大戦と《第2の月》事変後に存在する諸国）
　

○　ブリングランド（隆起した英仏海峡の両岸にまたがる平野部）

　　イグニツヨルド（北欧〜ドイツ北部）

　　グリターリア　（スイス南部〜イタリア・ギリシア）

　　アプラキエカ　（アフリカ大陸西部〜中近東・印度西部）

○　ユーサリカ　　（北米大陸北東岸）

○　エウリジア　　（ほぼ乾上がった黒海・バルト海とその周辺）

　

※ブリングランド、グリターリアが騒ぎの中心地である。

　エウリシア王国はかなり平和。イグニツヨルドは根暗な軍事国家、アプラキエカはわけのわか

らない宗教国家である。

　グリターリアは右傾化の後、革命と称して独裁政権が立ち、カウンター・レボリューションの

気運が高まっている。

　その正統な主権を主張している奴は今ブリングランドにいて、さらに王位簒奪を目論んでいる

のが、我らがレナード・M・ブランドさんである。
　なおエウリジアの地にはスイス地域も含まれ、ヤニさんの子供がいる。

 
 

http://76519.diarynote.jp/200611290010080000/
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『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　9　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1983.10.8.以降）
2006年11月21日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
　

○　ゲフィオン

×　シフレイヤ
　　グレイプニール

　　ニドホグ

　　ミヨルニル

　　スカディ（巨人乙女）

　　ヘイドル

　

　

◎　組　織　図　（第三部以降しばらくの間における）

　

　　　　　　　　宇宙植民者連合

　　　　　　　／（コロニスツ）豪田　行

　　　　　　／　　　　　｜　　アルテミス・セイレア

　　　　　／　　　　　　｜　　会田正行

　　　　／　　　　　　　｜　　　　　　＼

　　　／　　　　　　　　｜　　　　　　　ゲフィオン

　　／　　　　　　　　　｜　　　　　　　杉谷好一・ユミコ

A.Ruva.Taule　　　　　　｜　　　　　　　｜　　＼磯原　清
ミネルバ・アルバトーレ　｜　　　　　　　｜

アルヤ・アラム　：　−−｜−−−−−−−−−−−−−−−その他
（楠木綾子）　　：　｜　｜　｜　　　｜　　　｜　　　　｜

（会田ゆかり）　：栗原伸｜竹中尋人　｜　セレクテッド　熊の一党

　　　　　　　　：　　　｜　　　　　｜　　ダンディ・ゾーン　　バル

　　　　　　　　：　　　｜　　　　スカディ

　　　　　　　　：　　　｜　　　　キャル・スカディ

　　　　　　　　：　　　｜　　　　ベルセリナ

http://76519.diarynote.jp/200611290025340000/
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　　　　　　　　：　　　｜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
｜　　地球　｜　：　　　｜　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜

金星　軌道衛星群：月面政府　火星　小惑星帯　木星　土星　｜

　　　　　　　　：　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　＼月面正規軍　　　　　　　　　　　Point.P＞★
　　　　　　　　　　担・ミステリア・テール　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　水原まりあ　　　　　　　　自由貿易人組合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J.G
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤニ・C・修善寺シカ
　

　

　　　　　環太平洋皇国

　　　　／　　　　　　＼

　　皇国軍　　　　　七福神財団（旧セブンス・ヘブン）

　　　｜　　　　　　　　　　｜

　　−−−−−−−−−　　−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　　｜　　　｜　　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　｜　　｜

　　方面軍　守備隊　近衛　大黒　恵比寿　毘沙門　弁天　福寿　｜

　権藤黄金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

　権藤　銀　　　　　　　　　　　　　　　　　−−−−−−−−−
　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　｜

　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寿老人　布袋

　　｜

　（司令部）　　　VS　　　朝日ヶ森　
　権藤　鋼　　　　　　　　総長　清瀬律子

　権藤鉄文字　　　　　　　　　　　｜

　　｜　　　　　　　　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　　｜　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜

　　｜　ストリーム・ライン　（対外活動）　シャンバラ2xxx　他
　　｜　　　　　　／　｜　　故・楠木律子　　　｜

　　｜　　　　　／　　｜　　清峰　鋭（リレキス・ジュン）　

　　｜　　　　／　　　｜

★＞スターエア島　　　｜

（解放戦線）　　　　　｜

主領　千葉老人　　　　−−−−−−−−−−−−−−−−−



副将　尾崎　済　　　　（皇国版図全般をふくむ）　　　　｜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　植留花

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高畑　篤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　華夢

　

　

　ブリングランド共和国　　グリターリア連合　　イグニツヨルド

／　シュテル・ケント　　　ドント・スワッタ

｜　レナード・M・ブランド　　　　v.s.
亡　　　　　　　　　　　　《緑の軍団》と、その他周辺の賊徒ども

命

中

｜　　　　

｜　ユーサリカ神聖王国　　　　　　アプラキエカ　　　エウリジア

｜　国王ヒーロー・ザ・ユーサリカ　教主ドレイリア　　　　｜

＼　大臣デシロー・クンパ　　　　　　　　　　　　　　　　｜

　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アロウ・スクール

　　ジョージ・物部　　　　　リト・アルダーイブ・シュゼンジシカ

　

　

　

　

※くっちゃん、ゆかり姫の、その後の所属、各々組織の変遷などに

　ついては未だ不明です。大体各個の概容も性格も、主要人物すら

　わかっていないのに、歴史が組めるもんかっ！

　しかし……どんどん本気でGUIN・SAGAに
　なっていきそうな……

※アルヤ氏は豪田行の個人的な腹心であり

　アルバトーレの2等監務官であり、
　月面正規軍アルバトーレ分団の科学士官（少佐）でもあります。
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『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　10　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1984.09.27.）　
2006年11月22日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

1984.09.27.
　

　狼（ロン）、と その男は呼ばれていた。
　アウトローにはありふれた名前だ。

　だけどその男は、その男だけは違った。

　本物の、誇り高い獣　　　

　

　馬賊とでも野党とも、好きなように呼ぶがいい。けれど奴らには、

そういった類には決っして見られないような輝きがあった。奴ら、

『青狼伝説』団には　　……
 
 

http://76519.diarynote.jp/200611290118200000/
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『月のカケラと大地の種と』　（2006年5月3日）

『月のカケラと大地の種と』　

2006年5月3日 連載
 
 
　惑星地球上の生態系が一旦完全に滅びた時に、二度と生命の棲める星にはなるまいと絶望し

た人々が、《星をわたる船団》に大勢で乗り込んで、母なる星を後にした……という、SF的には
非常によくある？話。（もちろん、ハインラインの名作にインスパイアされていることは、わざ

わざ触れるまでもない。）

　……と、思わせておいて、もちろん一筋縄ではないのさ……♪

　(^_-)

　そして実は、はるか後の世の「後世の歴史家」たちに《リステラス星圏》という名で呼ばれる

文明エリアの存在が、他の星圏の歴史群に比べても、とりわけ特異かつユニークな物語群である

として興味を持たれ、広く知られるようになった特徴……（二重螺旋のメビウス構造のうえに、f
／1ゆらぎによる多重変遷つき）……の最大原因ともなった、大いなる時空震の発生源であった
りも、したのだけれど……。

　ネタばれ防止の為に、詳述回避!! d(・_・)”

　(^◇^;)＞”

　あんど、余談ですが……。

　先述した『最終戦争伝説』の中において、突如襲い来た天災（あわや小惑星が地球激突!!）をす
んでのところで回避して、生命の絶滅を少なくとも1世紀近く遅らせ、かつ、慢性的な人災（各国
諸勢力の自滅的なテロと戦争と略奪合戦）を、超強力に「停戦監視団」して、《最終戦争》の勃

発を半世紀近く遅らせた……実に素晴らしい一大政治勢力の通称（私の高校時代の予知夢？の中
に出て来て、起きた時にうろ覚えの語感を頼りに日本語のカタカナで表音した名称）が……。

　《ア・ルーヴァ＝タゥーレの子どもたち》

　と、言うのですが……。d(・_・)

http://76519.diarynote.jp/200605032354160000/
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　さいきん、「しんぶん」で、よく見かけるんですよねぇ……。
　良く似た？「ALBA」という単語を……。？!(@_@)!？

　2006年5月1日付けの「しんぶん」より、
　記事の一部を抜粋して引用いたしますです。

　d(・_・)

　「ベネズエラ・キューバ・ボリビア　人民貿易協定を締結」

　……キューバのカストロ国家評議会議長と、ボリビアのモラレス、ベネズエラのチャベス両大
統領は……調印しました……。
　「米州ボリバル代替構想」（ALBA）……は、米主導の米州自由貿易地域(FTAA）構想に対抗し
、協力と連帯にもとづく連合モデルとしてベネズエラのチャベス大統領が4年前に提案したもの。
……社会的不平等の克服や、国家が効果的な役割を果たす社会への変革などを掲げています……
。

　これ！　これが！　あと1世紀も経ったら世界規模になるかも？？
　(@_@)(@_@)(@_@)

　……ってことで、どなたか、「タゥーレ」という音に相当しそうなスペイン語？の単
語（TAUREか、TAULEとかかな？）を御存知のかた、いらっしゃいましたら、教えて下さいまし
〜♪♪

　!(^^)!
 



『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　13　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠
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『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　13　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1984.09.27.以降）
2006年11月25日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
　

　覚えておおき

　時の果てで

　おまえをつかまえるよ

　愛しい者よ

　永遠の恋人よ。

　覚えておおき

　時の果てで

　おまえをつかまえるよ

　どこまででも

　あたしは追って行くのだから

　覚えておおき。

　

　常にあたしとおまえは

　ひとつのものであるだろう

　覚えておおき

　

　時の果てで

　おまえをつかまえるよ

　あたしは。
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『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　15　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1984.09.27.以降）
2006年11月27日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

　

　悲歌（ひいか）　　エレジー　　

　

　彼女は銃を構えて言った。

「やっぱり……こうなってしまった、のね。」
「予測はしていた　　そうだろう？」

「えぇ。あなたも、ね？」

「ふふ……。」
　赤いバラが7本、＞窓際に飾られている。ゆかりはわずかにためらい、そして静かに
背後の壁にもたれた。

「あなたがいなくなってしまったら、あたくしは誰を、敵として闘えばいいというの

かしら。」

「すぐにいくらでも敵はできるさ。きみになら、」

「そうね。　　でもあたくしの最大最高の好敵手はあなたひとり。

　さよなら。」

　

　

　

　

　さよなら

　つぶやいて、彼女はひきがねを引いた。

http://76519.diarynote.jp/200611290204070000/
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『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　16　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1984.09.27.以降）
2006年11月28日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

　

　”トライアングル・ラプソディー”
　

　うぬぼれだっていいわ

　彼に愛されてるのだと思いたいわ

　錯覚だとしたって構やしないわ

　だって　すくなくとも　あたしの方は

　まちがいなく　彼を愛している

　錯覚だとしたっていいわ。

　

　うぬぼれだっていいわ

　清、すくなくともあたしを嫌いになったりは

　できないはずよ

　あなたの手の内は　みんな知りぬいている

　錯覚だとしたって　構やしないわ

　あたしはあなたを愛してる　あなたも

　覚悟をきめることね　なんにせよ

　　　言っておきますけれど

　女って強いのよ。

　女って恐いんですからね！

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　from　ユミ♪
　

　

　

うぬぼれだっていいのよ

愛されてるって思いたい

http://76519.diarynote.jp/200611290213070000/
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錯覚だっても構いやしないわ

だって　それでも　あたしのほうは

まちがいなく　愛してる　〜

　

　うぬぼれだっていいのよ　　　1984.02.03.
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『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　17　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1984.09.27.以降）
2006年11月29日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

　

『告別式・栗原伸』

　

☆（ユミコから清へ）

　「絶対的な、愛情なんてもの、信じてみたくもなかったけれど、兄さんとあなたを

見ていると考えが違ってくるわ。心の中で声がするのよ。“もしかしたらそうじゃない
かも知れない”って。あなたを見ていると、それが判るのよ、第三者のあたしにすら。
　大丈夫、兄さんにも、いつかきっと通じる。」

　

☆「完全否定のぎりぎり一歩手前で、

　　本気で信じていらっしゃるのね、清さん」

　

☆「狼、ろう。あたしの小さな狼（ウルフ）。何処へ行ったの？」

　「　　もう、“小さな”じゃないぜ、母さん。」
　

　「本当に、あなたは伯父様によく似ているわ。

　兄さんも、よくそうやって、あたしやエミリーを守ってくれた。」

　「好が？」

　「そうよ。意外？」

　「いや　　納得する。」

　

　どうどうと音をたててきしむ世界の中で、小さなちいさなおだやかな陽だまりが揺

れている。　
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☆「ア・ルーヴァ・ターレの子供達よ」

　宇宙放送の終了。ムーンIIの・力の砦では高い露台（バルコニー）に立って公女ミネ
ルバが語りはじめていた。

　「我がアルバトーレは宗主ゴウダとコロニスツ連合にじゅんじます。荷造りをな

さい。子らを学校から呼び帰しなさい！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………………　」
　

　公女は去っていった。後を任された首席監務官アルヤ・アラムが露台の中央へと進

み出た。

「・移民船の発進は第8月8日とする。
　・抜けたい者はそのように申し出よ。同日、第2ポートから、地表への船を出す。
　・移民船への配乗は地域別とする。…………」
　

　

　遂に、音をたてて恒星移住計画（プロジェクト）は疾りはじめたのだ。

　

　

　

　

　

◎「父上の仇、覚悟っ！」

　黄金色の髪をなびかせて女戦士セレニアは最後の部屋に駆け入って来た。

　「よくぞ来た」

　杉谷はボタンにかけた指に力をこめた。

　「はうっっ!!」
　一瞬の尖光が室内を襲った。セレニア・アルテミスの体が宙に飛んだ。

　「マリアン！　オーダ！　キャスリーンっ！」

　叩きつけられた壁の上からなおも必死に振り向いて部下達の名を鋭く叫んだ。

　（自分に唯一欠けているのはこの不動性だ、　　好は思った。）

　コロニスツ軍最精鋭を誇る無敵のアマゾネス部隊である。しかしそこに通廊の形は

すでになく、放射光の乱舞だけがただ渦を巻いている。

　「　　みんな!!」
　弱々しく悲鳴をあげる娘もずるずると、叩きつけられた壁の上から無力に滑り落ち



て行くのみである。内臓損傷で、放っておかれればとうてい救かり得ぬ傷であるこ

とを、戦場に慣れた杉谷の目は素速く見抜いていた。

　「貴様　　」

　なおも誇り高き純血種の少女は立ち上がろうともがく。それへ、冷たい一瞥を向

けて、彼は床の一画の持ち手を引き上げていた。

　脱出路である。

　「3分で、楽になれるぞ」
　彼は部屋の起爆装置を冷酷にセットして、脱出路のハッチを閉じた。

　

　

（注：セレニア・アルテミスのイラストあり。

　　「しっかりしたアゴと、濃いめの金髪と、

　　　緑がかった茶色の瞳。享年二十二歳。」

　

　

　

　

　“青狼伝説”
　　

　それはごくありふれた日常（いつも）の出来事だった。盗賊部隊と人の言う“青狼
伝説”団の勢いを聞きつけて尋ねあてて来る血気にはやった若者を、首領自らが見分し
ては仲間に加えるか否かを決めるという。

　今日のは吊りあがった黒い瞳をもつ極東系の少年だった。

　「クォ・ハォといいます。こう書くんだけれど」

　「ほう。」

　少年が指で、床にまかれた砂の上に書く文字を見て首領は目を細めた。彼自身もい

くらかは極東の血をひき、その文化をもあるていど受け継いでいる人間である。そ

れが、精神の深さ高さを示す達筆であることは、見れば判った。そしてその他に　　

　「好（ハォ）と、いうのか。」

　彼が小さく呟やき、一瞬、なにごとかをなつかしむような遠い眼をした事に気づい

た者は、おそらくあるまい。けれど彼はたしかに、そうしたのだ。

　「いいだろう。まだ少し柄が小さいみたいだが、そんなのは放っておきゃいやでも

育つからな。今どきそれだけの字がちゃんと書ける奴ってのは珍しい。オレでもそう

はいかんぞ。……他には何処と何処の言葉を使える？」



　「はい。」

　少年が控え目に、だが威勢よく上げる言語数を内心舌を巻く思いでチェックしな

がら、これは案外ひろいものをしたのかもしれないぞと彼は考えていた。

　その後刻である。他にもいろいろ首領としての雑事を片づけて広天幕を出た彼のあ

とを、逆側からすべり出るようにして追ってくるものがいた。

　「狼（おおかみ）。」

　彼は歩をゆるめて振りむいた。一団の首領としての彼の通称はあくまでも狼（ウ

ルフ）である。かつてあった最はての島国のことばで彼を呼ぶ者は　　それは彼の両

親の母国でもあったのだから、昔のことは知らず　　今ではただ1人だけになっていた
。同様の血筋をもつ、団の参謀格のひとり、まりこ・アニルである。

　「好（ハォ）という言葉に、なにか思い入れでもあって？」

　首領はかすかに顔をしかめて見せた。

　「よく、見ていやがる。」

　「あたりまえ。何のためのエンパス能力だと思っているの？」

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真里呼（まりこ）

　

　

　

　

　　　あなたの道が

　　　あなた自身のもので　ありますように!!

　

　

　

　人は、生まれた時に、自分の名前をさえ名乗らない。

　もっとも愛しい相手の名をこそ、呼びつづけているのである。

　

　

　

　彼らは“過去”より女神たちの手により とばされた。
　未来の運命をかえるために。



　それはなんという皮肉であったことだろう。

　神々の予定された計画をさえ無視して 　　

　

　

　

　

　

　　　思う力の強さのゆえに　そなたの心はむくわれぬ

 
 
 
 
 



２０３６年までに起きる「第３次世界大戦」後の世界地図。　（2011年6月6日）

２０３６年までに起きる「第３次世界大戦」後の世界地図。

2011年6月6日 連載
 

 
　……いやもぉ……ｗ（＾－＾＃）ｗ
　前項の「２０２０年」とか笑けるので、思わず本業（？）に立ち戻って、創作活動（ＳＦ＋

ＦＴ）用のめもめもを……☆
（参照：http://p.booklog.jp/book/20017
　http://85358.diarynote.jp/200909022046401315/
　他色々☆）

（再掲）「２０２０年」　＜の後ろの「２０２６年」もスッゲェ笑えるｗ

　http://blog.goo.ne.jp/tarutaru22/e/09bdcec2543da6a17910fa7872a70a95

http://news.livedoor.com/article/detail/5583176/

津波が来ても大丈夫！ 「ノアの方舟」ならぬ「伊勢の方舟」ができました

2011年05月25日09時23分
提供：Pouch

今後、津波による犠牲者は激減するかもしれません。なんと、家庭用「ノアの方舟」

が発売されるそうです。

大津波から避難するための救命艇「伊勢の方舟（はこぶね）」を開発したのは、工場

内の安全・環境対策の技術提供を行う伊勢産業。

公式サイトの説明によると、「方舟は鋼鉄製であり、破壊破損することなく、強固で

余浮があり、 津波に襲われても、沈んだり物の下敷きになることはありません。（浮
試験クリア済） どんな巨大津波でも安全安心です」とのこと。
この船は過剰浮設計になっており、6人乗りならば27人乗っても沈まないのだそう。く

http://85358.diarynote.jp/201106070005534695/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=243
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20110607/85358_201106070005534695_1.jpg
file:///tmp/puboo/108818/417803/a8f7d3717ac41ff5718b/book/20017
http://85358.diarynote.jp/200909022046401315/
http://blog.goo.ne.jp/tarutaru22/e/09bdcec2543da6a17910fa7872a70a95
http://news.livedoor.com/article/detail/5583176/


れぐれも内部に荷物を持ち込む際は、重量オーバーにならないよう気を付けた方が良

さそうです。

また、肝心の内面がどうなっているのか、このサイトにある画像だけでは定かではあ

りませんが、安全ベルト、背部と頭部に吸振マット、取っ手が装着され、さらにヘ

ルメットを被るので安全に問題はないと説明。耐久性についても、衝撃・衝突テスト

を何回も繰り返し行ったところ本体は鋼鉄製で破壊破損することなく、何の問題も

なかったそうです。

船が水中に巻き込まれた場合については、2時間は大丈夫とのこと。また浮力が大きい
ので長くても20秒くらいで水面に戻り、自在空気穴から外気が入るのだそう。

実際に地震が起きた場合は、次のように行動すると良いそうです。

その１ どんなに小さな地震（震度3程度）でも伊勢の方舟に乗り込み、テレビやラジオ
で現状を確認する 。
その２ 津波警報・津波注意報が出ないときは、不幸中の幸いと喜ぶ。 
その３ 警報・津波注意報が出た場合は、どんなに小さな津波予想でも、すぐに伊勢の
方舟に乗り込む。 
その４ 到達までに時間がある場合でも迅速に伊勢の方舟に乗り込み安全ベルトや扉の
施錠の確認を行う。 
その５ 幸運を祈り津波を待つ。

発売は6月中旬を予定。価格は2人乗りで40万円前後、4人乗りで60万円前後を予定して
いるそうです。海岸部にお住まいの方は一家に一台が基本になる日も近いかも？

（文=ricaco）

参照元:伊勢の方舟（http://www011.upp.so-net.ne.jp/Isesangyou/）

●関連記事

原発から子供を守れ！文科省に抗議したら「夢みたいなことを言うな！」と怒鳴られ

る

世界初！ 簡単に度数矯正できる「災害時対応メガネ」登場！いつでも誰でも何度で
もOK
【震災】水没したり泥まみれになった思い出の写真を蘇らせる方法

http://www011.upp.so-net.ne.jp/Isesangyou/


岩手県の小さな村を大津波から救った「石碑」海外でも話題

仮面ライダーのチャリティーイラストが凄すぎて泣ける件

.

　http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110521-00000557-san-soci

長野・栄村“奇跡”のワケは　震度６台３回で死者ゼロ　
産経新聞 5月21日(土)23時7分配信

被災から２カ月以上が過ぎても、一部では崩壊した家屋が無惨な姿をさらしていた＝

１８日、長野県栄村（芹沢伸生撮影）（写真：産経新聞） 

　新潟県との県境にある長野県栄村を最大震度６強の地震が襲ってから２カ月以上が

経過した。日本有数の豪雪地帯にある村も雪が消え、被害の全容が明らかになったが

、その大きさと比較して軽微だったのが人的被害。死者はゼロだった。村固有の事情

が人的被害を抑えたとの声もある。

　■自治意識

　「地震後、消防団員が逃げ遅れている人がいないか一軒ごとに見て回った。お年寄

りはそれぞれが車に乗せて、避難先の役場に連れて行ったよ」

　家屋倒壊が多かった栄村の青倉集落の区長を務めていた島田哲（さとる）さん（

６２）は当時の様子をこう語る。

　人口約２３００人の村が地震に見舞われたのは、東北地方などを大津波が襲った翌

日の３月１２日早朝。午前３時５９分に震度６強、４時３１分と５時４２分には震度

６弱を記録した。

　村によると、ほとんどの家屋は本震に耐えたという。豪雪地帯故に、構造が丈夫だ

ったことに加え、震災当時は降雪が少なく、屋根に大量の雪が積もっていなかったこ

とも幸いした。

　しかし、続く２度の大きな余震で、多くの家屋が倒壊。最終的には全壊３３棟、半

壊１５３棟を数えた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110521-00000557-san-soci


　本震で多くの住民が屋外に飛び出し、誰が外に出ていないのかすぐに分かったと

いう。本震と余震の間にあったわずかな時間。この間に住民が協力して救助に当たっ

たことが、被害を最小限に食い止めた。

　迅速な対応ができた理由のひとつに、村独自の施策「実践的住民自治」が挙げら

れる。過疎地に合った自治を目指し、水田や道路整備などの事業に計画段階から住民

が参加するもので、およそ２０年も前から続いている。

　島田さんは「こうした取り組みで住民の自治意識が高かったことも、素早い救助に

つながったのだろう」と振り返った。

　■忘れられてた？

　震災から２５日たった４月６日。突然架かってきた電話に、役場に泊まり込みで対

策を続けていた島田茂樹村長は驚いた。

　電話の主は菅直人首相。電話の内容はというと、単なるお見舞いだった。

　「お見舞い電話なら地震の当日でもよかったのに。東北が忙しくて、村のことを忘

れていたのではないか」。島田村長は笑う。

　こんな“冗談”が出るほど、村の被災状況が語られる機会は少なかった。しかし、支援
の手はきちんと届いている。

　これまでに村に寄せられた義援金は約５億円。年間の村税収入の２・５倍に匹敵す

る額で、村はすでに委員会を立ち上げて、配分額などを検討している。

　最大で約１７００人の避難者がいたが、支援物資も震災発生当初から十分に届けら

れていたという。

　「食べ物や毛布に困ったこともないし、本当にありがたい。この前は、大分の男性

がマンゴーをたくさん持ってきてくれた。親切な人は本当に多い」

　５月中旬まで役場で避難生活を続けていた桑原ソヨさん（９０）は感謝の気持ちを

口にする。

　仮設住宅の建設も順調に進む。５２世帯の申し込みに対して５５戸を建設する予



定で、すでに５戸で入居が始まり、残りも６月中旬までに完成する予定だ。

　支援が手厚かったのは、被災地がほぼ栄村だけだったため、長野県が動きやすかっ

たからとみられる。

　■それでも遠い復興

　急場の対応は順調だったが、本格的な復興となると話は別。雪が消えるにつれ、水

田の被害が明らかになった。

　村によると、村の水田の総面積は約２３０ヘクタール。ひび割れや畦（あぜ）の崩

壊などのために約１割で田植えができない恐れがあるという。

　さらに、水田自体は無事でも、農業用水を川から引く取水口が壊れ、水がはれない

田もある。

　「１１月には雪が降る。早く刈り入れをするために、早く田植えをしたい」。水が

張れずにいる農業、島田繁雄さん（８２）は、自宅車庫で耕運機の手入れをしながら

、こうこぼした。

　田植えのリミットは６月中旬。村だけでなく、農家自身も畦などを直しているが追

いつかないという。良質のコシヒカリが収穫でき、稲作が村の経済を支えているだけ

に深刻だ。

　また、一部の橋が地震でずれたため、通行止めになっている道路もあり早急な修理

が必要。さらに、住宅も今後問題になりそう。

　村の高齢化率は４５％超。家が全半壊した独居老人も多いが、高齢者が住宅を新築

するのは難しい。集落単位の結びつきが強いため、高齢者が住む公設住宅を、それぞ

れが住んでいた集落につくる必要がある。

　だが、村の財政だけで公設住宅を整備することは不可能。国や県の支援が必須だが

、具体的な道筋はついていない。

　５月５日には仙谷由人官房副長官が村を視察に訪れたが、具体的な支援策は示さ

なかったという。



【関連記事】

運命の２時４６分発　駅で交差した「生と死」 
被災地出身記者が覆された「いにしえの教え」渾身ルポ 
直前まで対策の大槌町長　生死を分けた判断 
釜石市内の小中学生の避難率１００％近く　ほぼ全員が無事 
くぎに手のひら押しつけ…漂流６時間「生きだのがよかったか」 
原発事故で後手に回る政府の放射能対策　その科学的根拠とは…

.最終更新:5月21日(土)23時7分

　余談？ですが……
　栄村に関しては、たぶん、

　日本国政府のボケどもよりも、

　日本共産党国会議員のほうが、

　絶対、詳しいです！

　（＾ｗ＾）ｇ

 



「反水素原子」　爆弾……？？　||||ｗ（＾◇＾；）ｗ||||　（2011年6月6日）

「反水素原子」　爆弾……？？　||||ｗ（＾◇＾；）ｗ||||
2011年6月6日 連載
 

（2011.06.07.00:11〜入力）
　てことで、平常営業（？）に戻ります……☆

　反水素原子を

　長時間捕捉
　理研など国際チーム

　理化学研究所と東大などの国際研究チームは、反物質の一つ「反水素原子」を、１

０００秒以上真空中に閉じ込めて捕捉することに成功し、５日付の英科学誌『ネ

イチャー・フィジックス』電子版に発表しました。

　これまでの最長は同チームが昨年１１月に発表した０．１秒程度。捕捉時間を１万

倍以上延ばしたことで精密観測が可能になり、通常の物質との違いを調べることがで

きます。

　反物質は、現在の宇宙を構成する通常の物質とは正反対の性質を持ち、物質と出会

うと光を出して消滅してしまいます。

　宇宙誕生時には通常の物質と同様に生成されたはずで、現在の宇宙に物質しか存在

しない理由を解き明かすには、両者の違い（対称性の破れ）を調べることが手掛かり

になります。

（日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
　機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
　2011.06.06.）

http://85358.diarynote.jp/201106070029077511/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=243
http://diarynote.jp/items/dvd-jp/B004UID0NW/
http://www.jcp.or.jp/
http://www.jcp.or.jp/akahata


　……大丈夫？（安全？）なのかなぁ、ソレ……？？

　||||　ｗ（＾＾；）ｗ　||||

（てことで、

「アンタッチャブル」な「実験つながり」で、

「ＡＫＩＲＡ」の画像を貼っつけてみました……ｗ）
　http://ja.wikipedia.org/wiki/AKIRA
 
 
 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/AKIRA


いくつかの、エウレカ。　　（2014年3月7日）

いくつかの、エウレカ。2014年3月7日 リステラス星圏史略　（創作）

さてと、

現在のリアル現実と、

何十年も前に視た予知夢が、

もはやごっちゃになってしまっている毎日のなか、

発見をいくつか。

（＾＾；）

「日本語に比べれば未習熟で苦手」だったはずの英語が、

「スペ語に比べれば既修得で得意」に出世？してまして。

気が付いたら、ヒアリング能力が格段に進歩してまして。

（＾ｗ＾）ｇ

「避難に向けた不用ＣＤ処分」の一環で久しぶりに聴いた音楽が。

以前はたんに「クールな感じのイミフな歌詞」として聞き流していたのに……。

ハッキリ！　言い切ってます！

「走って逃げろ！　もしあなたが、

　生き延びたいのなら！」

（“Ｒｕｎ ａｗａｙ，If you want survive ! ”）
　http://www.youtube.com/watch?v=_dx0qWHL7dc
　http://www.amazon.co.jp/Another-Night-Real-Mccoy/dp/B000002VOY

　！（＾ｗ＾）！

　Good masege ! is God’s mesage！

http://85358.diarynote.jp/201403072304569489/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://www.youtube.com/watch?v=_dx0qWHL7dc
http://www.amazon.co.jp/Another-Night-Real-Mccoy/dp/B000002VOY


（それにしても、「クールでカッコイイ英語の歌！」としか

　聴いていなかったものが……（＾＾；）

　まさか！「労働者の歌」？だったとは……☆
　http://www.youtube.com/watch?v=Pav2f4b-1ZE&list=RD_dx0qWHL7dc

　んで。

　もうひとつ……。

「スペイン語学習」に脳が過飽和起こしたので、

　浮気と気分転換のつもりで読んでいた（＾＾；）

「ポルトガル語」でしたが……。
　http://www.yubisashi.com/books/detail.asp?id=740

　なんと！（＠＠；）！ね？

　今からすでに４０〜３５年ぐらい前、

　私がもっとも頻繁に「役に立たない予知夢」を

「視させられていた」頃……

　当時の私にとって「外国語」といえば幾らかでも知っているのは「英語だけ」という段階で、

それどころが、どこにどんな国があって？どんな文化で？どんな言語が話されているのか、とい

う知識さえロクにない状態でしたが……。

（＾＾；）

　それでもとっかえひっかえ、夜ごとの悪夢や歩きながらの白昼夢のなかで、

「彼ら」は、とにかくイロイロと、話しかけてくるわけです……

「なにか、大事な情報」を……。

　ｗ（＾■＾；）ｗ

http://www.youtube.com/watch?v=Pav2f4b-1ZE&list=RD_dx0qWHL7dc
http://www.yubisashi.com/books/detail.asp?id=740


　イミフだったし、現実社会の生活に破綻をきたしていたし、できれば

「もうこれ以上、視たくない！」という悲惨で陰惨な映像だらけでしたが……。

　かれらはパンドラよろしく「希望」の情報も付け加えてやがりまして……。

　しかし！「意味がわかんない外国語！」なんだよ。

　（ーー；）

　だって私、日本国のいなかの小学校２年生とかだったんだもん……★

　んで。中学ぐらいから、せめて

「単語だけでも、手がかりだけでも」と、

「外国語」に興味を持ち始めて……

「アルゥーバ・トォーレッ！」と、

　何度も叫んでいた「彼」の使っている言葉が……

「ぽーふぁぼーる！」と入るので、

「フランス語かな？」と、ちょっとかじってみましたが、

　いくつか聞き覚えのある単語はあったものの、語感がぜんぜん違うので、

「もしかしてランドック（南仏）方言とか？？」あたりで、

　情報解析が止まっておりましたが……。

　（＾＾；）

　あった！「ポルトガル語」だった！

　ｗ（＾◇＾；）ｗ



　ずっと気になっていた「夢のなかの解説者」のオッサン？の口癖？

「えり、えら！」は「彼・彼女」って意味だし……

「ぽーふぁぼー！」って言うし！

　（＾＾；）

「あるーばとーれ！」も、探せば、ありそうだ……。

　（＾＾；）

ってことで……。

　皆さん。

　やはり、「地球から逃げ出す」ための出口は……。

　南米です。（＾＾；）

　私はおそらく、南米ブラジル経由で、ブラジル・ベネズエラ・アルゼンチンあたり共同出資の

、船で……。

　大気圏外に行くまで、「Ｒｕｎａｗａｙ」するだろうと思います……

（火砲は寝て待て！？）

 
 
 
 



まぁもうどうでもいいわ……　（2014年5月22日）

まぁもうどうでもいいわ……
2014年5月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 
「かかっているのは、たかだか国家の存亡だ」ｗ

　たかが人類文明。

　たかが現存（わずか数万年？程度の）地球の生態系……。

　滅びる時には滅ぶのよ。（－－；）

　バイトに行って来ます……。

BOPPO@Boppo2011·5月20日 
@Tucky_M 前田さん、質問です
この図からパンゲアの直径は現在の69%、中が空洞だとして
現在の直径まで膨らむと、体積比から地下780kmの薄皮饅頭
に成りますが、どうなんでしょうか？

：cc @kurieight 
http://pic.twitter.com/SBPkio5kKn

BOPPO@Boppo2011·5月20日 
《半音の半音》これ最高です！

ラテンとインド音楽の絶妙な融合をお楽しみ下さい(^^
⇩Raag Khamajでご紹介した娘さんです
Anoushka Shankar/Traveller 2012 FULL CONCERT Live 
http://youtu.be/Lr8G7UNgy24 

BOPPO@Boppo2011·5月19日 
《半音の半音》

⇩1/4トーンのピアノ、ありましたね 
http://pic.twitter.com/a1OUqb9jfy

 

http://85358.diarynote.jp/201405220858126203/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201405220858126203/
http://pic.twitter.com/SBPkio5kKn
http://youtu.be/Lr8G7UNgy24
http://pic.twitter.com/a1OUqb9jfy


マックスウェルの悪魔。（違）　（2014年8月13日）

マックスウェルの悪魔。（違）

2014年8月13日 リステラス星圏史略　（創作）
 
もう何がどっちの現実だか妄想だかわからん★

＜（〜〜；）＞

不正選挙監視団 @rigged_election · 6 時間 
【拡散】jishinzenchou: パラレルワールド（並行世界）は実在した！！欧州原子核機
構CERNが5次元空間試験の準備開始 
http://okarutojishinyogen.blog.fc2.com/blog-entry-315.html ……

不正選挙監視団 @rigged_election · 1 時間 
「２０１３年６月１日、正午の光景」は、我々とは異なった別のタイムラインに存在

する現実だと見てよいのではないだろか？したがって、我々は安心してよい」このよ

うに述べ、遠隔透視した結果は現実にはならないとした。

http://amba.to/158a9PI

「あっち」だって「あっちの現実」なんだがね…
（－－；）

「自分だけ助かればそれで良い」あたり、リグさんは血液Ｂ型と判明…★
（－－；）

不正選挙監視団@rigged_election
マックスウェルは真空をエーテルで満ちた流体だと考え磁場の力線をエーテルの生み

出す渦糸のようなものと考えた。それでできた理論がマックスウェルの電磁理論。電

磁場や光線を使って一気に放射性物質を無害化するという装置の開発は急務である。

もしスカラー波があれば、それを使って原子核変換できる

いわゆる「コスモクリーナーＤ」理論ですが…。

「私の未来史」上では、杉谷好一のおばかさんが【凶行】予定のやつですが…。
　（－－；）

…これ、全地球レベルで【強制原子変換】かけると…

http://85358.diarynote.jp/201408130845259819/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://okarutojishinyogen.blog.fc2.com/blog-entry-315.html
http://amba.to/158a9PI


…同時に、全生命が（細菌や藻類まで全て）、死滅しちゃうんですよ…。

　||||（－－；）||||

（それが、「ハルマゲドン」ね…！）
 
 
 
 



塩素化合物でオゾン層が破壊された。　（2014年8月26日）

福島原発／放出された塩素化合物でオゾン層が破壊された。

2014年8月26日 リステラス星圏史略　（創作）
 
…ネタだ…★
…明日はもう「ええじゃないか」で検索してみよう…
　（－－；）

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間 
タイミング的に、福島原発の爆発で放出された塩素化合物で北極、南極のオゾン層が

破壊された可能性が高い（3、4年遅れる）そして、他の場所でもオゾンの破壊は起こ
っている。外出するときは帽子、長袖、サングラス、日の高い時間は外出しない。高

山と海は要注意。紫外線だけじゃないかもしれない。

t-mari @kappel0208 · 2 時間 
@cmk2wl 私もオゾン層の崩壊を恐れていました。紫外線をしばらく調べてツイートし
ていたのも、通常の紫外線の状況ではないと体が反応していたから。海外からは、「

サングラスは上下左右を覆うもの、特に後方からの光が弱点になるのでそれをカバー

する、同時に水分補給が大事」と。

cmk2wl @cmk2wl · 8月25日 
成層圏には 90%のオゾンがある。対流圏（生活圏）にもオゾンは 10%ある。
福島原発事故で放出されたハロゲン化合物と、工場や都市から排出される化学物質

で「両方のオゾン」が破壊されればどうなるか。UV-A？UV-B？本当か？それだけか？
　太陽からの γ線や X線はどうなる？

cmk2wl @cmk2wl · 8月25日 
赤外線もそう。オゾン層の破壊で「赤外線は地球温暖化には寄与しない」と言われる

程度。しかし、大気に遮るものがなくなったり、化学物質が覆ったらどうなるのか？

都市のヒートアイランドや熱中症に関わってくることはないのか？

オゾンホール＝UV-B による皮膚ガン という構図になっている。

cmk2wl@cmk2wl モントリオール議定書でフロン類の削減をしなかったら、生物は死
滅していたと…。それが UV（紫外線）だけが原因の筈がない。化学者は不正直だ。
日本上空においても、オゾンの減少傾向が確認されている。取り返しがつかないとこ

ろにきている。 
http://pic.twitter.com/Cav38gvfo3

マジで限界ｗ

寝ますｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=4vVWiBkKXVo

白鳥沙羅bot @yo_kopyua · 1 時間 
なんと政府から（H23年6月28日付けで）セメント協会に対して、放射性物質が含まれ
ている脱水汚泥等を安定的に受け入れるよう要請！

http://rb2.pw/pIF88

…ハーロックをメドレーで聴くのもいいかな…ｗｗｗ

波見蛙（脱原発に一票チーム長野1区） @pamia4 · 2 時間 
jr: もうすぐ強行されようとしている、ＪＲ東海という一私企業による、超伝導リニア
の導入を中止させるためのキャンペーンに協力して欲しい。 
http://www.change.org/p/jr-
%E3%82%82%E3%81%86%E3%81%99%E3%81%90%E5%BC%B7%E8%A1%8C%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B-
jr%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E4%B8%80%E7%A7%81%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B-
%E8%B6%85%E4%BC%9D%E5%B0%8E%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AE%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%82%92%E4%B8%AD%E6%AD%A2%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AB%E5%8D%94%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E6%AC%B2%E3%81%97%E3%81%84?
recruiter=33241797&utm_campaign=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_source=share_petition
… @change_jpさんから
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拙速というか、「アバウトだぜぇ」…ｗｗｗ　（2015年1月31日）

拙速というか、「アバウトだぜぇ」…ｗｗｗ
2015年1月31日 恋愛 コメント (2)
 

昨日の「WILDカード」、
http://85358.diarynote.jp/201501300914289674
肝心のコレ貼るの忘れたｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=LgBxze0ye94

なんかもう色々連日凡ミス続発で。

たぶんかなり被曝で脳がコワレてる？？

（－－；）

まぁいいや。

「何度聴いてもイイ曲だ！」♪

と、「うちの長女」サキ・ラン＝アークタス

（設定として、元プロダンサー志望だった人）が気に入って、

＞http://76519.diarynote.jp/200705040331120000/
「ペアスケートの振り付けとかしたい〜…！」と叫んでいるので、
https://www.youtube.com/watch?v=YpZVulDvwyY

http://85358.diarynote.jp/201501310848055860/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201501310848055860/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150131/85358_201501310848055860_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150131/85358_201501310848055860_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150131/85358_201501310848055860_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/201501300914289674
https://www.youtube.com/watch?v=LgBxze0ye94
http://76519.diarynote.jp/200705040331120000/
https://www.youtube.com/watch?v=YpZVulDvwyY


この曲は、きっと「１３００年後の未来」まで、聴き継がれているでしょう…ｗ

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0

あともう一曲、最近のお気に入り♪

https://www.youtube.com/watch?v=z2iA3eqLDs8

ＴＭＮが復活！（再結成？）とかって、なんの冗談かと思ってたけど、ホントだったのね〜…（
＾＾；）

フクイチがものすごいイキオイでケム下げられていますが…

茶番だね。（－－＃）

「他へ拡散されてる」だけ。だからね…★

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M6.0】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 15.1km 2015/01/31 02:57:57
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1yfaES8 (USGS)http://j.mp/1wJaIbb

「かまいません、殺しなさい！」

（byリリーナ＠ガンダムＷ）と…

（＾＾；）

「自称：非暴力不服従直接行動／絶対平和主義者！」のくせに…

やけをおこして今スグ【地球人類殲滅掃討作戦】を、

始めたくなっているバカりすは、私です…

https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0
https://www.youtube.com/watch?v=z2iA3eqLDs8
http://j.mp/1yfaES8
http://j.mp/1wJaIbb
https://www.youtube.com/watch?v=I8N-GjwCoIo


https://www.youtube.com/watch?v=I8N-GjwCoIo

うそだ。ぜったい１５０歳まで生きて、衛星軌道から地球を見下ろしてやるッ

てか、「懐かしい火星」まで行ってやる…ッ
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日8:52
とりあえずタイマー鳴ってるので、

バイトに逝ってきます…（－－；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日0:59
あ、トリガの貼り間違え発見…（－－；）…
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「火星人よ、故郷へ還れ」。　（2015年2月13日）

http://85358.diarynote.jp/201502131226575792/

「火星人よ、故郷へ還れ」。

2015年2月13日 ★戦争反対★ コメント (1)
（承前）。

https://www.youtube.com/watch?v=5Of2hQvJKv4
A Message To Humanity - Charlie Chaplin - [Extended Version / Re-Cut Max Bryan] 

https://www.youtube.com/watch?v=-RYlAPjyNm8
A Message To Humanity! 

https://www.youtube.com/watch?v=f_SmPqd6zgs
�� REAL LIFE HEROES | 2015 | Faith In Humanity Restored | Part 19

https://www.youtube.com/watch?v=K2sQUvqDVr0
Restoring Faith in Humanity - helping others in need 

https://www.youtube.com/watch?v=v1z0AMsqO7A
ヱヴァンゲリヲン新劇場版序~beautiful world arlie Ray
 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日16:46

新しいトップストーリー 
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Sollen(News) @sollen2525 · 2月12日 
『ロケットニュース24』 【マーズワン】「火星人を産みます！」と公言する火星移住候補者 / “低
重力・宇宙放射線” など過酷な環境で妊娠・出産・子育ては可能か？ http
://bit.ly/19aAXTX



近未来の恒星間旅行に同行してきた。　（2017年10月5日）

http://85358.diarynote.jp/201710050750248687/
 
中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日  

【7713 シグマ光機　[JQS]急上昇しているね〜】◆2017年ノーベル物理学賞関連銘柄として物色
か　重力波関連銘柄 http://kabuproman.com/?p=4774
 
シグマ光機(7713)は大型低温重力波望遠鏡KAGRA(かぐら) で高度な技術を発揮している主な企業
の一つとして挙げられています。

 
ノーベル物理学賞「重力波」初観測 米の研究者３人に | NHKニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/915161444160724994
 
 
世界危機研究所（WCL）さんがリツイート 
大地震・前兆・予言.com @yogen_com · 10月1日 

【イーロン・マスク】宇宙船で地球上のあらゆる都市間を「30分」で移動できるシステムを発表
https://twitter.com/yogen_com/status/914380127676465152
 
うわ！　（もろに！）ネタあった〜ッ！！

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=dQLJMywmd2M
もし酸素が5秒間消失したらどうなる？ 

中津川　昴 @subaru2012 · 10時間10時間前 
【海外での成功例】

日本の「蚊帳」が世界を救った。米国の横ヤリにもめげぬ日本企業

https://twitter.com/subaru2012/status/915622965479272448

OTL49さんがリツイート 
山田久美 @kumiyamada · 10月2日 

http://kabuproman.com/?p=4774
https://twitter.com/subaru2012/status/915161444160724994
https://twitter.com/yogen_com/status/914380127676465152
https://www.youtube.com/watch?v=dQLJMywmd2M
https://twitter.com/subaru2012/status/915622965479272448


スパコンの最先端の研究者がデータを東京から京都まで送るのに新幹線を使っている

という話が面白かったな。

ネットだと1日1テラか2テラしか送れないけど新幹線なら3時間で20テラでも30テラで
も送れるという。現場は結構泥臭いことをやっているというお話でした。

https://twitter.com/kumiyamada/status/914717400376979456

 
中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

今朝、近未来の恒星間旅行に同行してきた。地球外で住めそうな第二の地球探索で、世界中から

選ばれた飛行士が同行していた。太陽系内の住めそうな火星以外で発見。温暖かつ大気圧と磁

気圏、恒星からの十分な距離、寿命、衛星の存在、酸素と窒素配分、低重力、水と雲、季節の

遷移、生物の存在を見た

https://twitter.com/subaru2012/status/915098333231718400
 
恒星間航行が出来る紡錘形の母船と大気圏に突入できる探査船、居住モジュール、科学調査隊と

惑星Σ上で天空の観測班、大気と水質と微生物〜小動物の分析班、生命維持構築班、植物分析班、

有用鉱物・材料探索班・惑星Σのコアに通じる巨大通路への探査船侵入など総勢214名の大規模な
探索だった。

 
18番目に発見された地球型惑星で、2年間の軌道上からの観察を経て上陸班は６ヶ月の滞在で、調
査が行われた。それによると、見た目に比べて、過ごしやすいが、惑星公転軌道に周期的にやっ

てくる小惑星群が楕円軌道で交差している所が懸念された。66年周期なので、一生に一度の大接
近だ。

 
地球の歴史に比べて若く、大体、このΛ恒星系誕生後38億年程度、経過していると分析された。地
球上で言えば「スターチアン氷河時代」、地球では全球氷河期という時期だ。惑星Σでは平均気

温22度、湿度60%、大気圧1020hPa、重力は0.87G、大気層厚は130km、直径5400km
 
僕自身は植物検疫グループと共に探索班に同行し、珍しい生態系や気候、河川の観察を気球から

観察したり、土壌分析、植物のサンプルを採ってきて、顕微鏡観察、種を採って栽培など行って

いたら6か月はあっという間だった。もっと滞在したかったが、交代要員と入れ替わりで軌道ステ
ーションに戻った

 
軌道ステーションには母船とその中に街があり、宇宙観測班に再編成されて、天体の探索に旅立

っていた。ガス型の第3惑星、氷結した固体コアの第4惑星などを6か月に渡って調査した。上陸班

https://twitter.com/kumiyamada/status/914717400376979456
https://twitter.com/subaru2012/status/915098333231718400


にも同行した。第4惑星には異性文明の残骸を発見したが放棄されて数十万年経過していた。恐ら
く我々と同じ

 
200年後の地球軌道から計算すると、距離は光速で8.5光年、21世紀後半に考案された光速の66%
まで加速できる亜光速推進炉（公称寿命50年）を3機使って、往路のみの探査船で片道14年かかっ
ていた。到着二週間前にコールドスリープから覚醒するシステムになっており、航路に障害なし

 
探査船（母船の生命維持とセキュリティはオートメーションの上層にUAIとVAIを持つ）には居
住者、管理者、保安要員、推進機関部、探査リーダー、探査班長、行政班、人口調整班、食料自

給班、燃料・鉱物探索班、緊急事態対策班、シールド維持部、通信部、ロボット重機・建設・建

築部、医療部

 
それから余興班、Σスポーツ班、Σスポーツ医療班、文化部、クラブ・サークル班、地球の伝統文

化班、祭部、スピリチュアル班、睡眠班、収穫班、調理班、上下水道管理部、カフェ部、音楽演

奏班、劇団Σ、電気・光学・推進管理部などがあり、仕事なのか、趣味なのか分からないものもあ

った。

 
仕事のほとんどはロボットとシステムが自動でこなし、人間があえて行うのは緊急事態や恒常的

に発生する問題解決、船内放送、報道班、宅配受付のみ行っていた。人口の増減が話題になる

のは、死亡通知と誕生通知の時くらいだ。地球的な儀式は5分程度に短縮されている。別れはお
祈り、誕生は祝いだけ

 
親による子育ては1日のサイクルの1/3程度、あとは養育器やロボットが行っていた。擬似太陽・擬
似河川・擬似海洋を作り出し、日々の体験に浴することが可能だ。いわゆる宇宙船が惑星とほぼ

変わらない日常を作り出している。コールドスリープを短く設定したり、時折覚醒してまた冬眠

したりできる

 
なぜなら、人間の体は栄養だけでなく適度な運動による筋肉の生産、臓器の維持を行わないと生

命維持が難しいからだ。冬眠中も栄養の摂取は行われるし、解凍の際のストレス、日常生活に戻

るためのリハビリに最低二週間かかるためで、重力を減らしたり加えたりできる空間がある。冬

眠中は液体中に固定

 
冬眠スーツを着用し、バイタルを測定しつつ、栄養や酸素、炭酸ガス交換、消化補助、血液ろ過

など自動的に行われ、チクサントロピックな液体の中に埋没させて、体温を低下させる。この液

体はその温度でも凍結しない。宇宙船の加減速時に発生する慣性力を360度方向から軽減できる。
 
僕もこのコールドスリープ装置に浸かって体験した。僕の場合は6年スリープ、1年間を船内の



管理、1年を食料自給班、残りの6年をコールドスリープに使ったけれど、夢を見ているという
より、トイレに行きたくなったら起こされた感覚が強い。2年間の船内生活は楽しい事ばかりじゃ
ないけど、充実。

 
 



『　☆　最終戦争伝説のコンセプトについて　☆　』　（＠1991.02.11.）

『　☆　最終戦争伝説のコンセプトについて　☆　』　（＠1991.02.11.）　
2006年10月4日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

◎　統一され、宇宙時代を迎えた未来の地球から過去の歴史を探る。

◎　キャラクターはほとんど無視して世界状態を追う。

◎　超古代文明・ESP等、SF的な要素は史実として扱い、
　　精霊等FT的な要素は注釈付き、あるいは劇中劇の形で挿入する。

◎　オリ・ケアのブリーフィング・シーンを入れて重曹構造にする。

　　　　……どこまでエスパ（オリケの日常）を入れるの？
　

　

　☆　オリ・ケアの企画順序。

　

　1．「次は最終戦争ネタだね」という話が誰からともなく出て
　　　いつのまにか決定し、勝手にどんどん煮詰まる。

　2．企業からの出資申し入れが事前に来る。
　3．総団長、徹底的に凝ることを主張する。
　4．時代資料集めと平行して題材の作定と全体構成の企画会議が
　　　あわてて始まり……、実は誰も最終戦争前後の史実を正確に
　　　把握していないことに気付く。

　5．地球等第三期文明史のレクチャー（ by サキ）始まる。
（ここまで、「序」）

　6．頭を抱える連中に、サキとティリー、共謀して
　　　文献「KIの日記」をネタ本に使うよう主張する。

　7．おぜんだてが整い、スタート。さて……

http://76519.diarynote.jp/200610110058020000/
http://76519.diarynote.jp/?theme_id=4


奥付

リステラス星圏史略

古資料ファイル　５－９
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