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『死神回路（仮題）』改め 

 

スーパイ・サーキット 
作 天河真嗣 

 

現代の闇から生まれた死神は、やがて新しき時代の光となる―― 

あるいは、死神と呼ばれたその少年こそが 

現代格闘技に差し向けられた光だったのではないか。 

闇より舞い降りた暴力という名の禍々しい輝きは 

さながら魔の鳥の如く獰猛に荒れ狂い、 

ＭＭＡの戦場に秘められた夢と現実、 

栄光と絶望、生存と淘汰―― 

それら全てを無慈悲にもえぐり出した。 

死神の呪いとも揶揄される光が差した先には 

ＭＭＡというカテゴリの焼け野原が横たわっていた。 

それは誰もが望んだ未来とは言い難いかも知れない。 

しかし、それでも死神と呼ばれた少年は 

焼け野原の上に立っている。 

今なお凛然と立ち続けている。 

ある人は少年のことをパンドラの箱と喩える。 

彼は禁断の箱を開いて厄災を招いたのか。 

彼自身が厄災であったればこそ、 

ＭＭＡの戦場は焼け野原と化したのか。 

しかし、忘れてはならない。 

パンドラの箱へ最後に残されたのは 

希望の光だということを。 

死神と呼ばれた少年は確かに光であった。 

その光は禁断の箱から満ち溢れ、 

新たな地平を我々に示している 

今、荒野の果てに光の道が貫かれた。 

 

（パンチアウト・マガジン 2016年 2月号より抜粋） 

 

■イントロダクション 

全ての始まりは総合格闘技ファンの知人から向けられた些細な一言でした。 

「格闘技を学ぶことに何の意味があるのか。人を傷付けるだけの技術じゃないか」 

そのような趣旨の発言にとてつもない衝撃を受けたことが想い出されます。 

ファンを称するだけあり、知人は格闘技に対してアンチの立場を取っているわけではありません。 

試合そのものは心の底から楽しんで観戦しておりますし、 

選手たちにも詳しく、何よりリスペクトを忘れません。 

それでも、格闘技そのものには危険なイメージを拭い取れないというのです。 

「自分の子どもには乱暴者になって欲しくない。だから、格闘技も学ばせない」とも 

件の知人は続けます。 

格闘技と暴力が同一視されてしまうことに哀しい思いも湧き起こりましたが、 

それと同時に「なるほど、そういう考え方ができなくもないか」と納得してしまったのも事実。 



格闘技や武道（武術）とは技だけでなく身も心も鍛えるのですが、 

弱い者いじめなど誤った力の使い方をすれば凶器以外の何物でもありませんし、 

我が子にはそんな風に育って欲しくないと願うのも当たり前の親心でしょう。 

「格闘技とは人を傷付けるだけの暴力なのか」「格闘技に取り組む意味とは何か」 

知人の言葉は、やがて僕の中で取り組むべきテーマになりました。 

格闘技を愛するひとりの人間として、知人の問いかけに明確な答えを出さなくてはいけない。 

そのように考えた瞬間から新しい物語が走り始めた次第であります。 

 

これは『現代格闘技』を題材にした物語です。 

『現代（いま）』を生きる格闘家たちの姿を切り取った物語です。 

大晦日のテレビ局がこぞって大会を開催するような爆発的ブームも今は昔、 

プロ選手であっても格闘技では生計が立てづらくなり、 

例え世界最強の座を巡る果し合いであろうともストリートファイトで片方が命を落とした場合、 

問答無用で逮捕され、法律によって裁かれてしまう『現代』を舞台にしています。 

著しく窮屈になった時代でありながら、それでも格闘家であることを選び続ける人々が 

リングの内外で繰り広げる『現代（リアル）』な群像劇を通じて、 

「格闘技を学ぶことに何の意味があるのか。人を傷付けるだけの暴力ではないのか」という 

途方もないテーマへ真っ向勝負を挑みます。 

 

 

■ストーリー 

総合格闘技（以下、ＭＭＡ）――打撃、投げ、関節技など 

危険行為以外のありとあらゆるテクニックがルール上で認められ、 

持ち得る限りの全てを出し尽さなければ決して生き残れない弱肉強食の戦場である。 

日本ではスポーツ・コンテンツのトップにまで上り詰めながら、 

裏社会とのつながりといった〝黒い噂〟によってファンの信頼を失い、 

テレビ中継が打ち切られるまでに廃れてしまったＭＭＡだが、 

東日本大震災の復興支援として開催されたチャリティー大会をきっかけに 

復活の兆しを見せ始める。 

かつて日本のリングで活躍した選手たちが再集結した新たなるＭＭＡ団体、 

『天叢雲（アメノムラクモ）』――既に一度、地に墜ちたジャンルに対して 

世間の目は冷ややかだったが、興行を重ねるにつれて人気は着実に回復していく。 

そのような折に『天叢雲』へ願ってもないチャンスが訪れる。 

アメリカを主戦場とする世界最大のＭＭＡ団体『ＮＳＢ』との合同大会が決定したのである。 

名実ともにドリームマッチという趣であり、『天叢雲』にとっては日本ＭＭＡの完全復活を 

全世界に知らしめる絶好の機会であった。 

しかし、その裏では『ＮＳＢ』に対するヨーロッパ系格闘技団体の買収工作が進行しており、 

『天叢雲』も欧米二大組織による覇権争いに巻き込まれていく。 



巨大団体の〝代理戦争〟という事態を目の当たりにし、 

日米ＭＭＡ選手たちの間に動揺が広がっていく最中、 

ひとりのルーキーが『天叢雲』のリングで衝撃的なデビューを飾る。 

ペルーのスラム街で生きてきたというその少年は、 

〝競技としての格闘技〟ではなく〝人間を殺傷する為の喧嘩殺法〟を編み出し、 

日本国内外に戦慄としか表しようのない闘いを見せつけた。 

一部のスポーツメディアは彼のことを次世代のエースのように持ち上げ、 

デビュー戦で発揮した暴虐の異能力を『スーパイ・サーキット（死神の回路）』と呼び始める。 

殺戮と破壊の力を宿した少年は、見る者、対峙する者の心を動揺させずにはいられない。 

『天叢雲』と敵対していた地下格闘技団体までもが彼の存在に惹きつけられ、 

その波紋は現代格闘技界の光と闇をも浮き彫りにしていくのだった。 

 

世界各地で道場破りを繰り返す謎の武術家、格闘技王国オランダが誇る聖家族、 

莫大な利権を得る為には手段を選ばないスポーツマフィア、 

最新鋭の医療を悪用するドーピング、紛争の悲劇から立ち上がろうとする難民アスリート、 

格闘技というジャンルそのものを標的とした正体不明のテロ行為、 

ＭＭＡを敵視して法規制を訴えるアメリカ大統領選挙の有力候補、 

そして、リングの内外で嵐を呼び続ける『スーパイ・サーキット』の少年―― 

世界に渦巻くリアルな情勢を巻き込みながら 

日米ＭＭＡはドリームマッチに向けて白熱の一途をたどる。 

それは現代の格闘家たちに「何の為に闘うのか」を、 

組織を運営する者たちには「誰の為に格闘技はあるのか」を 

問いかける〝心の旅路〟でもあった。 

 

 

■キャラクター 

＜主人公と、それを取り巻く人々＞ 

●キリサメ・アマカザリ（天飾霧雨） 

本編の主人公。日系ペルー人の少年（両親ともに日本人）。 

両親とは死別しており、ペルーのスラム街で生き抜く為に喧嘩殺法を編み出した。 

日本で暮らすようになってから総合格闘技の世界に触れるが、 

暴力によって生き延びてきた彼にとって、 

安全性を考慮したルールに基づいて行われる試合は理解に苦しむものである。 

人間の限界を超越し、死神へと変貌する異能『スーパイ・サーキット』を宿しており、 

その恐るべき威力によって格闘技界を激震させる。 

リングの上では死神として恐怖を振りまくが、普段は物静かで、感情を表に出すことが少ない。 

のちにインターネットを中心として『四天王』と呼ばれることになるひとり。 

  



●八雲岳（やくも・がく） 

日本総合格闘技の先駆けと呼ばれる世代のひとり。 

『天叢雲』では選手として出場するだけでなく統括本部長という役職も担っている。 

古くからの友人の忘れ形見であるキリサメをペルーから日本に引き取ることになる。 

若き日に忍術修行に励んだベテランのプロレスラーであり、 

『超次元プロレス』という独創的なファイトスタイルで人々を魅了し続ける。 

子どもがそのまま大人になったような性格で、細かいことを気にしない大らかな好漢。 

大恩人でもある伝説的な覆面レスラー、『ヴァルチャーマスク』を心から慕っている。 

 

●八雲未稲（やくも・みしね） 

本編のヒロイン。岳の娘。両親が小さな頃に離婚した為、 

通信制の高校で勉強しながら格闘家としての父を支えている（ブログによる広報活動も担当）。 

アニメやネットゲームにのめり込む一方、世間慣れしていない為に他人との距離感に鈍く、 

そのことで大騒動を引き起こす。 

一つ屋根の下で暮らすことになった同い年のキリサメに戸惑い、 

日本人離れした行動に振り回されるが、彼がＭＭＡデビューを果たすきっかけを作るなど 

未稲自身の存在感も次第に大きくなっていく。 

裸眼では視界が危うくなるほどであり、メガネがないと日常生活もままならない。 

 

●麦泉文多（むぎいずみ・もんた） 

『天叢雲』を運営する企業『サムライ・アスレチックス』の社員。 

岳の後輩レスラーだったが、体を壊して早々に引退。以降は彼のマネージャーを務める。 

現在も岳を全面的にサポートしており、キリサメの試合ではセコンドを担当するものの、 

就学・就職を勧めるなど若い少年がＭＭＡ選手を続けることには否定的。 

 

●表木嶺子（おもてぎ・みねこ） 

岳の別れた妻で、未稲にとっては実母である。 

『天叢雲』の興行を盛り上げるプロモーションビデオを手掛ける敏腕の映像作家。 

世界的なクリエイターとして注目されているのだが、生活よりも仕事を優先させるタイプであり、 

同じ傾向である岳とは夫婦生活が上手く行くはずもなかった。 

思い込んだら一直線という岳を止められる唯一の人物で、離婚後も親友として交流し続けている。 

 

●表木大陸（おもてぎ・ひろたか） 

未稲の弟（ただし、顔立ちは岳とは少しも似ていない）。離婚した嶺子の側に引き取られた。 

母親が『天叢雲』のスタッフでもある為、生まれたときから格闘技が身近にあり、 

これにちなんだ知識を自然と得ていった。 

その一方で母親が離婚する原因となったＭＭＡ自体には複雑な感情を抱いている。 

喧嘩殺法と『スーパイ・サーキット』を操るキリサメのことを「最高の素材」と捉えており、 



卓越した潜在能力を引き出すべく『軍師』としてセコンド陣に加わる。 

破天荒な母親を持ったことから小学生とは思えないくらい精神的に自立している。 

 

＜日本の総合格闘技団体・天叢雲の関連人物＞ 

●希更・バロッサ（きさら） 

『天叢雲』に所属する女性ＭＭＡ選手。アイドル声優と格闘家の二足の草鞋を履いている。 

安易なタレント起用と非難の的になることも多いが、 

熊本の実家がミャンマーの古い武術『ムエ・カッチューア』の道場を営んでおり、 

彼女自身、外野の声を捻じ伏せられるほどの猛者である。 

国籍は日本ながら両親ともにアメリカ人で、本名は『キサラ』となる（希更は芸名としての表記）。 

その場にいるだけでも空気が明るくなるようなムードメーカー的存在で、 

キリサメのことを気に入って猛烈なアプローチを仕掛けている。 

代表作は『異界神座イシュタロア』という美少女アニメで、主人公の朝来乃つむぎを演じる。 

 

●マルガ・チャンドラ・チャトゥルベディ 

インド出身。『天叢雲』に所属する女性ＭＭＡ選手で、希更とは親友同士。 

ヨガと格闘技をミックスさせた健康体操の教室でインストラクターを務めるなど 

友人と同じ兼業の格闘家でもある。 

故郷のインドで盛んな柔道（国際ルールに準拠したスタイル）とボクシングテクニック、 

ヨガによって得た驚異的な柔軟性を駆使した変則的な闘い方を得意としている。 

ＭＭＡのリングに上がっているとは思えないほどおっとりとした性格。 

 

●城渡マッチ（じょうわた） 

『天叢雲』に所属するＭＭＡ選手で、現役の暴走族総長（リーダー）でもある。 

日本ＭＭＡの最盛期である二〇〇〇年代からリングに上がる大ベテランで、 

比類なき腕っぷしと荒々しい喧嘩技を誇っていたが、 

四〇代を超えて以降は肉体の衰えが著しく、本人も限界を感じている。 

ベテラン選手としてのプライドが高い為に決して口には出さないものの、 

現役引退も意識していなくはない。 

彼の率いる暴走族チームが『天叢雲』と敵対関係にある地下格闘技団体と抗争を起こし、 

やがてはキリサメをも巻き込む大事件にまで発展していく。 

 

●レオニダス・ドス・サントス・タファレル 

ブラジルのスラム街（ファヴェーラ）で生まれ育った『天叢雲』のトップスター選手。 

祖国の二大格闘技、カポエイラとブラジリアン柔術を極めており、 

狙った獲物を絶対に逃がさない格闘スタイルから『蜘蛛（スパイダー）』と名付けられる。 

日本ではタレント活動も行っており、持って生まれたスター性もあって 

格闘技ファン以外からも広く支持されている。 



自分と同じようにスラム街で育ち、暴力を頼りにして生き延びてきたキリサメには 

並々ならないシンパシーを抱き、『ブラザー』と馴れ馴れしく呼んでいる。 

傍目には陽気な男と映るものの、心の奥底には誰にも理解し難い闇を抱えている。 

 

●樋口郁郎（ひぐち・いくお） 

『天叢雲』の団体代表にして、運営企業『サムライ・アスレチックス』の社長。 

イベントの計画・実行だけでなくステージ演出まで引き受けるバイタリティーに満ちた人物で、 

格闘家としての実績を何ひとつ持たないキリサメのデビューを自分の一存で認め、 

試合中にトラブルが起こったときにはリングに上がって解決を図るなど豪傑肌。 

とっくの昔に全盛期を過ぎているベテランが引退しないまま留まり続け、 

選手の高齢化が進む『天叢雲』を苦々しく思い、 

積極的な若手の登用による世代交代を推し進めるなど組織運営の為には冷徹な一面も見せる。 

清濁併せ呑む度量の持ち主であり、この男がいなければ『天叢雲』は成り立たない。 

日米ドリームマッチの準備の為に新しく雇った美人の私設秘書に夢中。 

 

●鬼貫道明（おにつら・みちあき） 

『昭和の伝説』とも呼ばれるプロレスラーで、現代のＭＭＡに繋がる異種格闘技戦を 

提唱し始めた最初の世代。いわば、日本ＭＭＡの祖先である。 

現役を引退して久しいものの、自分がオーナーを務める食堂『ダイニング士魂』へ 

若き格闘家たちを招いて相談に乗ることも多い。 

岳にはプロレス時代から目を掛けており、彼の養子であるキリサメのことも 

孫のように温かく見守り続ける。 

格闘技界の生き字引のような存在でもあり、『天叢雲』では技術解説を担当する。 

 

＜アメリカの総合格闘技団体・ＮＳＢの関連人物＞ 

●シロッコ・Ｔ・ンセンギマナ 

ルワンダ出身。アメリカを主戦場とするＭＭＡ団体『ＮＳＢ』の所属選手で、 

日本を訪れていたときにキリサメと運命的な出会いを果たし、最大最強のライバルとなっていく。 

長らく続いた内戦によって左足を失っており、義足の格闘家として注目を集める。 

国家的悲劇を乗り越えた経験から強靭かつ博愛に富んだ心を持ち、 

ンセンギマナの人柄にはキリサメも心を打たれ、魅了されていく。 

キリサメにとっては切磋琢磨し合える親友であり、ＭＭＡ選手としての一番の目標。 

ジェームズ・ミトセという日系アメリカ人を祖とする現代総合格闘技術、 

『アメリカン拳法』の使い手で、義足というハンデを物ともしない。 

アニメやゲームといった日本のサブカルチャーを愛好しており、 

とりわけ『異界神座イシュタロア』は登場人物たちの台詞を真似るほど熱中している。 

希更の大ファンで、彼女のことは『女神（イシュタル）』と崇め奉る。 

のちにインターネットを中心として『四天王』と呼ばれることになるひとり。 



●シード・リング 

『ヌーベ・プエブロ』というネイティブ・アメリカンの部族の末裔。 

北米大陸のどこかに存在しているという『ヌーベ・プエブロ』の聖地を探し求めているときに 

武者修行中のンセンギマナと知り合い、意気投合。相棒として共に旅するようになった。 

人当たりの良さや頭の回転の速さもあってコミュニケーション能力に長けており、 

独特な感性の持ち主であるンセンギマナは相棒のシード・リングがいないと 

試合の交渉すら満足に取りまとめられない。 

カナリア諸島に起源を持つとされる伝統的な棒術の使い手でもあり、 

本気で闘おうものならンセンギマナをも圧倒するほど。 

ニックネームは『カリエンテ』。 

 

●進士藤太（しんじ・とうた） 

岳の愛弟子。現在は日本を離れて『ＮＳＢ』を主戦場にしている。 

そのストイックなファイトスタイルから『フルメタルサムライ』とも呼ばれている。 

師匠曰く、世界で最も完成された総合格闘家。 

過去の過ちが原因で訣別してしまったものの、今なお師匠のことを気に掛け続ける孝行者。 

冷静沈着のように見えて胸の奥には熱いものを秘めており、 

直情的で無鉄砲な行動に出ることもしばしば。 

『スーパイ・サーキット』がキリサメ自身を破滅させるのではないかと危惧している。 

一方のキリサメは未稲から慕われている藤太に対抗心を抱く。 

 

●ジュリアナ・オーケアノス・ヴィヴィアン 

『ＮＳＢ』が誇る絶対王女。男女混合トーナメントを制覇し、名実ともに王者として君臨する。 

同団体で禁止薬物が横行していた時期、彼女もドーピングに手を染めてしまったが、 

最愛の夫に支えられて不死鳥の如く蘇った。 

ＭＭＡ選手としてのキャリアも、人格の面に於いても最高レベルに達しており、 

日米ドリームマッチでは『ＮＳＢ』側の選手団長のようなポジションを担う。 

代表候補選手への交渉などもイズリアルから一任されているのだが、 

そのアシスタントとしてンセンギマナを抜擢。大会実現に向けて共に奔走する。 

かつては実父がマネジメントを担当していたが、ドーピングを強要する上、 

ジュリアナが手にした賞金を使い込む寄生虫のような男であり、現在は絶縁状態。 

 

●イズリアル・モニワ 

『ＮＳＢ』代表。ハワイ出身（日系三世）。 

女だてらに荒くれ者揃いのＭＭＡ選手と対等に渡り合い、絶大な信頼を得ている。 

ヨーロッパ系格闘技団体と、そのバックにいるスポーツマフィアから買収工作を仕掛けられ、 

さらにはＭＭＡの活動全般に反対するアメリカ本国の議員の圧力にもさらされて 

存亡の危機に立たされる。生き残りをかけて巨大プロジェクト・日米ドリームマッチを画策。 



『ＮＳＢ』を守る為には何としても勝利せねばならず、 

ありとあらゆる策謀を張り巡らせて『天叢雲』を追い詰める。 

彼女の企みは日米欧格闘技団体による三つ巴の決戦へと突き進んでいくのだが……。 

 

●孔普麗（こう・ふれい） 

『ＮＳＢ』にて特別顧問を務める古老。大陸の伝説的な思想家・孔子の子孫を称している。 

仙人のような風貌ながらカクシャクとしており、 

前途有望な格闘家を支援するべく世界中を飛び回っている。 

歴史のうねりの中で滅んでいった伝統武術の救済にも力を注いでおり、 

彼の尽力によって現代に復活した格闘技も少なくない。 

台湾武術界の重鎮として名高く、アジア圏に人脈を持っていることから 

日米ドリームマッチを成功させるキーパーソンと期待されて『ＮＳＢ』に招かれた。 

とりわけアジア圏や『ＮＳＢ』の格闘家たちからは『孔大人（こうたいじん）』と敬われている。 

 

●スカヴェンジャー 

かつての名前は『ヴァルチャーマスク』。岳が最も尊敬する伝説の覆面レスラーである。 

二〇〇〇年代に日本のＭＭＡが衰退する原因となった事件の責任を取る形で渡海し、 

現在はイズリアルの傍らでアドバイザーを務めている。 

ヴァルチャーマスクからスカヴェンジャーへと名前を変えた今も 

『ＮＳＢ』の興行に選手として出場し、アクロバットなプロレス『ルチャ・リブレ』を 

駆使して常勝を誇る。過去に敗れた相手はジュリアナただひとり。 

岳よりも年上ながら全盛期と変わらぬ肉体を維持し続けており、人間離れした伝説も数多く残す。 

孤児院へ金銭的な援助を行うなどボランティア活動にも熱心なのだが、 

その一方で裏社会との癒着を疑われるなど謎が多い。 

 

＜地下格闘技団体の関連人物＞ 

●空閑電知（くが・でんち） 

『天叢雲』とは敵対関係にある地下格闘技団体、『イラプション・ゲーム』の選手。 

キリサメとは成り行きからストリートファイトで対決することになり、 

実力を認め合って以来、無二の親友となる。 

明治時代の伝説の柔道家、コンデ・コマ（前田光世）の系譜を継ぐ者と自負しており、 

文献などからコマの戦法を研究している。コマが活動していた時代の柔道着まで再現し、 

四六時中、着用し続けるなどこだわり方も生半可ではない。 

小柄ながら技の切れ味は稲妻のように鋭く、大変な努力家ということもあって 

成長の早さも随一。キリサメを始め、多くの格闘家たちが一目置いている。 

ただひたすらに強くなることを追い求める単純明快な少年で、 

団体間の対立関係を超えてキリサメのトレーニングに協力するなど非常に仲間思い。 

のちにインターネットを中心として『四天王』と呼ばれることになるひとり。 



●哀川神通（あいかわ・じんつう） 

電知と同じ地下格闘技団体、『イラプション・ゲーム』に所属する女性選手。 

武器と体術を併用する古武術『聖王流（しょうおうりゅう）』の若き宗家（家元）であり、 

先祖伝来の奥義を絶やさず、磨き続けるべく危険な地下格闘技の世界へ身を投じる。 

戦国武将が愛用したような軍配団扇を手斧のように使う。 

古い武術の正統後継者である神通と、現代のスラム街で喧嘩殺法を編み出したキリサメは、 

殺人術の使い手という点では似た者同士でもあり、その魂は共鳴し合う。 

キリサメにとってはマドンナ的な存在。 

一方の神通は『ジェームズ・ミトセ』を名乗る拳法家との野試合で死亡した実父の面影を 

キリサメに重ねている。 

普段は大学に通いつつ、鬼貫道明がオーナーを務める『ダイニング士魂』で働いている。 

もうひとりの主人公とも呼べる存在であり、血によって縛られる古武術の闇と向き合っていく。 

 

●ヴィクター黒河内（くろこうち） 

地下格闘技団体、『イラプション・ゲーム』の団体代表。 

かつてはプロボクシングのフライ級世界王者だったが、 

対戦相手に片目を失明させられ、現在は眼帯を付けている。 

極めて悪質な反則行為であったにも関わらず、 

当時、メディアによって国民的スターに仕立てられていた対戦相手が罰せられることはなかった。 

そのことに絶望して現役を引退。メディアやテレビ局の影響を一切受けず、 

本当の意味で格闘技を愛する者たちが純粋に腕を競える場として地下格闘技団体を設立。 

将来有望なキリサメがメディアの餌食にされることを懸念しており、 

危険な技の多い喧嘩殺法は地下格闘技の世界でこそ真価を発揮すると誘い掛ける。 

 

＜その他の登場人物たち＞ 

●ストラール・ファン・デル・オムロープバーン 

オランダ出身。格闘技界では『聖家族』として名高い名門、オムロープバーン家の御曹司。 

華麗にして強力無比なオランダ式キックボクシングを極めた上、 

『スーパイ・サーキット』をも発動させて全世界を驚愕させる。 

キリサメも自分と同じように『スーパイ・サーキット』を宿したストラールのことを意識し、 

やがて両者は正面から対峙することに。 

どのような相手に対しても敬語で接し、常に紳士的な態度を崩さないのだが、 

少年時代には用心棒をしていた為、荒っぽい喧嘩にも慣れている。 

広告利権などを食い散らかすことからマフィアと畏怖されるスポーツメーカーの経営者一族や、 

『ＮＳＢ』に買収を仕掛けるヨーロッパ最大の格闘技団体『ランズエンド・サーガ』とも 

つながりが深く、日米合同のドリームマッチ、ひいては『天叢雲』にも意外な形で関わっていく。 

のちにインターネットを中心として『四天王』と呼ばれることになるひとり。 

  



●マフダレーナ・エッシャー 

中世ヨーロッパに伝わる魔術師の一族の末裔。あるいは異端審問から逃れた魔女の生き残りとも。 

ストラールにとっては最愛の婚約者であり、彼の生き様の全てを見届ける覚悟で付き添い続ける。 

恋人の身に宿っている『スーパイ・サーキット』にも魔術的側面から関与するが、 

死神の如き領域に踏み込んでいく異能を使って欲しくないと密かに願っている。 

ストラールとは異なる経緯から『スーパイ・サーキット』を手に入れたキリサメに対しては 

複雑な感情を抱いている。 

 

●小出切音流（おでぎり・ねる） 

熊本・八代市に所在する剣術道場の娘で、自身も肥後に伝承される幻の秘剣の使い手。 

同郷の希更や、彼女を通じて知り合ったマルガとは親友同士。 

ンセンギマナが体得したアメリカン拳法の祖、ジェームズ・ミトセと 

彼女の流派は因縁が深く、『当代』のミトセと呼ばれる人物の行方を追っている。 

道場の娘でありながら、古い時代の剣術を教えているだけでは将来性がないと冷ややかで、 

一日でも早く実家から離れたいと願っている。 

ひょんなことからンセンギマナと知り合い、望んでもいないのに彼と共に 

欧米を旅して回ることになってしまう。 

 

●火守鹿（かもしか） 

警視庁捜査一課・組織暴力予備軍対策係の刑事（警部補）。 

過去に巻き込まれた悲劇から格闘技を暴力として憎悪しており、 

キリサメの『天叢雲』や電知たちが所属する地下格闘技団体をまとめて葬り去ろうと企む。 

頭脳戦を得意とする策士であり、キリサメの前に大いなる宿敵として立ちはだかり続ける。 

 

●館山（たてやま） 

国内で執り行われる総合格闘技大会が適切なルールに基づいているかを監視する組織、 

ＭＭＡ日本協会の役員。本職は女流弁護士で、都内に事務所を構えている。 

テレビのスポーツ番組などにゲストコメンテーターとして出演し、 

『天叢雲』の運営について意見を述べる機会も多い。 

岳や樋口といった『天叢雲』の関係者からは煙たがられているが、 

安全性に考慮したルールは現代格闘技に於いて必要不可欠であり、 

いわば、日本ＭＭＡの守り神とも呼ぶべき存在。 

 

●隅四井阿乱（アラン・スミシー） 

日本国内外の格闘技大会に欠員が生じた場合に助っ人として参戦している胡散臭い男。 

自らを『格闘技界の傭兵』などと称しているが、その経歴にはあまりにも謎が多く、 

最近は民間軍事企業を立ち上げたばかりだと語っている。 

キリサメがペルーで暮らしていた頃に遭遇しており、 



『スーパイ・サーキット』の本当の恐ろしさを目の当たりにしたという。 

外人部隊（エトランジェ）に所属していた経緯からフランス国籍も取得しているが、 

日本出身であることは間違いないものと思われる。 

トレードマークはニット帽。どこで学んだのかは定かではないが、 

イランの拳法こと『クン・ケフォ・タヴァン』を体得している。 

裏社会の情報にも通じており、キリサメにとっては敵にも味方にもなり得る要注意人物。 

 

●姫若子正忠（ひめわこ・まさただ） 

大手殺陣道場『華斗改メ（かとうあらため）』に所属する殺陣師。 

ワークショップに参加したキリサメと知り合い、技術的なアドバイスなど交流を深めていく。 

いわゆる、脱サラを経て殺陣師の世界に入ったというが、 

会社を辞めた直接的な理由は別にあるらしく、 

彼にとって殺陣自体は生計を立てる為の手段であって目的ではない。 

偉大なる武術家、ブルース・リーが創始したジークンドーの達人でもある彼の正体とは……。 

 

●瀬古谷寅之助（せこや・とらのすけ） 

電知の幼馴染み。電知がコンデ・コマ（前田光世）を研究しているように、 

寅之助もまた伝説の剣道家、タイガー・モリ（森寅雄）の系譜を継ぎたいと稽古に励んでいる。 

実戦向きの剣術の要素を残した古い時代の剣道を教える道場の跡取り息子であり、 

タイガー・モリのような剣士になるべしと父や祖父から強いられてきた。 

幼い頃からの修行が実って理想通りの成長を遂げるが、 

現代の剣道とは掛け離れた技しか持ち得ない為、公式の大会に出場することは不可能。 

寅之助に剣の腕を証明する場は与えられなかった。 

今は親友の電知に本気で闘ってもらうことが目標で、 

その為には人間界の常識をはみ出すような行動も平気という危険人物。 

 

●赤備人間カリガネイダー（あかぞなえにんげん） 

信州の社会人プロレス団体「まつしろピラミッドプロレス」のレスラー。 

岳はこの団体の技術指導を担当しており、キリサメも強化合宿に参加することがある。 

試合の度にプロレス団体総出で応援に駆け付けるなど 

八雲家の人々にとっては何よりも頼もしいサポーター。 

普段は市役所に勤める公務員。 

 

●銭坪満吉（ぜにつぼ・まんきち） 

毒舌なスポーツ・スポライター。歯に衣着せぬ物言いが人気となり、 

ワイドショーなどへゲストコメンテーターとして出演することが多い。 

大した取材を行わずに自分の感情だけで他人を誹謗中傷する下劣な男だが、 

その毒舌によって印象や世論を操作され、引退に追い込まれたアスリートは多く、 



影響力は決して侮れない。自分の意見こそが正解と信じて疑わず、 

異論を唱えようものなら相手が黙るまで口汚く罵り続ける。 

本職はルポライターなのだが、スポーツ自体には少しも興味がなく、 

インターネットなどを検索して得た情報を膨らませてゴシップ紛いの記事を書いている。 

 

●爆煌丸（ばくおうまる） 

ヨーロッパを中心に道場破りを繰り返す正体不明の武術家。 

特定の団体に所属していないこと、異常に発達した筋肉の持ち主ということ、 

おそらくは日系フランス人と予想されること、 

そして、ヨーロピアン柔術と呼ばれる格闘技を使うこと以外は殆ど分かっていない。 

『天叢雲』や『ＮＳＢ』と契約する選手のジムなども被害に遭っており、 

日米ドリームマッチの計画にも深刻な影響を与える。 

破壊神の如き影は、ヨーロッパ大陸からキリサメの間近まで徐々に忍び寄っていく。 

 

●アップルシード・ミトセ 

アメリカン拳法の祖、ジェームズ・ミトセの系譜を継ぐ者。 

ンセンギマナの恩人であり、熊本に伝わる幻の秘剣の道場や哀川神通とも因縁が深い。 

『アップルシード』とはニックネームであって本名ではない。 

謎のヴェールに包まれた人物だが、物語のキーパーソンであることは間違いない。 

 

※この物語はフィクションであり、実在の人物・団体・出来事とは一切関係ありません。 
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