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涼宮ハルヒ側のキャラクター

涼宮ハルヒ

ＳＯＳ団団長にして、神と評される力を持つ少女。その力に興味を持った、様々な宇宙人や異

次元人に狙われることとなる。いつも通りに物語の発端。問答ではメフィラス星人との遊戯に

勝利し、大決戦ではヤプールに引導を渡した。傍観者のメトロン星人や一歩踏み込めなかった

ダダを見るに、ハルヒに接する際悪意があればあるほど、手痛いしっぺ返しをくらっている。

なお、ウルトラマンのキャラクターは全員ハルヒのカテゴリーでは異世界人ということになっ

ている。結局のところ、彼らはみんな、ハルヒの遊び相手として呼び出された可能性がある。

キョン

ＳＯＳ団唯一の一般人兼主人公。彼の一人称で物語は進むため、どの事件にも深く関わってい

る。問答や三面回路では巻き込まれていた感が強かったものの、大決戦では消滅したキャラの

遺したキーワードやキーアイテムを組み立て、ヤプールに強烈な一撃を与えることに成功した

原作において読者に誤解されている面も多く、難しい漢字や表現も使うし、自分と敵対する人

物に関しては手厳しい評価も下す。憂鬱や溜息などの序盤では特に顕著で、ハルヒや古泉にさ

え手厳しい。なんでこんなに攻撃的なんだというくらいに。ハルヒという強烈なキャラを隠れ

蓑にしているが、彼もそうとうなタマである。

⻑⾨有希

ＳＯＳ団の宇宙人枠担当。未来人や超能力者より、能力的には一歩抜きん出ている。その分、

警戒もされ、問答ではガッツ星人謹製の十字架に封印され、対ヤプール戦では連戦に疲労、つ

にＶＳ異次元人でエースキラーに撃破され、大決戦ではヤプールが長門の残骸を利用し暗躍し

た。ただし、ダダと対峙した際は問答無用でボコボコにしているので、並みのあちらの宇宙人

よりはやはり強い。つかみどころのない性格を持つメトロン星人を苦手としており、メトロン

星人も「つまらない奴ら」と大元の思念体ごと長門を嫌っている。



朝⽐奈みくる

ＳＯＳ団の未来人枠よりもマスコット的価値が優先されているお人。特に特別な能力もなく、

組織のバックアップもおざなりなため、立場はキョンとあまり変わらない。むしろワリを大き

く食っている。出番も少なく、問答でのザラブの変身した偽みくるやキョンの夢の中での巨大

化みくる登場などはあるものの、主に被害者としての登場で影は薄い。しかも大決戦では自身

の能力の無さをヤプールに指摘され、大きく落ち込んだ。だが、彼女の価値を理解していた人

間の意志を聞き、己の出来ることを全うすることを決意。朝比奈ミクルとしての力で、エース

キラーを戦闘不能に追い込むという大金星をあげた。大人となった朝比奈さん（大）は問答に

登場しており、大規模な罠によって、同じ未来人であるケムール人を彼が存在する歴史ごと葬

った。大器晩成が確約されている人。

実のところ、一回も挿絵になっていないキャラ。問答の表紙での扱いも小さい。目をうるませ

てて、可愛いが。

古泉⼀樹

ＳＯＳ団の超能力者枠担当。彼の所属する機関は、地に足がついていて非常にフットワークも

軽い。長門有希とは違った意味で便利で気が回る男。ＳＯＳ団の分担はよく出来ている。

どうもその裏方的役割を反映してしまったらしく、問答ではバルタン星人との戦闘、三面回路

では謎の解明の鍵となるアイテムの収集と、本編で直接描写されない所で頑張っている。ＶＳ

異次元人ではエースと協力関係を築いた機関のメンバーとして北斗星司に協力するものの、ヤ

プールに憑依されてしまった。大決戦では策略の為の脱落を選んだ為、序盤から中盤の出番は

殆ど無い。挿絵が無い人その２、しかし問答表紙での扱いは朝比奈みくるや朝倉涼子を差し置

いて、かなり大きい。大決戦終了後、ウルトラ兄弟の機関へのスカウトを密かに狙っている。

朝倉涼⼦

問答にのみ登場した、消滅した筈の長門有希のバックアップ。問答での異常事態に際し、急遽

復活。長門に化けたザラブ星人に勝利したものの、ヒューマノイドインターフェースを完全に



解析していたメフィラス星人により、再度消滅させられた。しかしこの消滅もバックアップと

しての作業の一つであり、細分化したデーターを封印された長門に与えることにより、彼女の

復活を促した。

書けなかった設定として、対ＳＯＳ団用エースキラーは朝倉の残骸を利用して作られたという

設定がある。ヤプールは長門有希の残骸で作った体を持ち、彼のバックアップでもあったエー

スキラーは朝倉涼子の残骸をベースとしていた。時間と資金が許せば、是非掘り下げたかった 。

鶴屋さん

本来、侵略での出番が予定されていたものの、結局大決戦まで出番がなかった人。朝比奈みく

るの友人にして底知れぬ人、公式二次創作では大活躍。あとがき記載の通り、特に人間態を持

たないゾフィー隊長は彼女に憑依していた。「鶴屋、行こう。鶴屋……」と隊長が呼びかける

ものの「私が出張るのはマズいからねッ、ゴメンよ!」と拒否する鶴屋さん。最終的にスモチ

１年分で鶴屋さん承諾という、心温まる交流のエピソードが裏ではあった。

喜緑江美⾥

問答、三面回路、２作品に登場している。問答では序盤にメフィラス星人に捕まり、フリーズ

されている姿がメフィラスの円盤内で目撃されている。ザラブ星人が変身した偽者も登場。三

面回路では、再度のコンピ研部長行方不明事件を持ち込む。事件終了後、キョンが彼女に関し

てのある推論を立てているものの、真意は不明。キョンが彼女を探す際に、生徒会長も登場し

ているものの、彼は特に何もしていなかった。

森園⽣＆新川さん

古泉が所属する機関の構成員。ＶＳ異次元人に登場。二人ともＴＡＣ制服を着て登場、逃亡中

の北斗とキョンのダミーとなった。新川さんはウルトラマン世代、森さんは自称再放送世代。

二人とも年齢不詳だからフォローも否定も出来ない。なんともはや。ところで、ハルヒちゃん

仕様の森さんならば超獣の一匹や二匹どうにかなるような気がするのは俺だけか？

コンピ研⼀同

三面回路にて、「なんか部屋が隣で使いやすそうだから」というだけの理由で、ダダに部室を



占拠される。ついでに一般的地球人として標本にされる。ふんだりけったり。

部長だけは自宅にいる最中にパワードダダに捕獲され難を免れた。その後、パワードダダの素

体とされ、ダダとなって長門とキョンを襲った。全然免れていない。

⾕⼝

一般人代表その１。原作では結構いろいろなところで、効果的なヒントを口にしている。

三面回路ではパワードダダに素体とされ、部長氏のダダとタッグで長門とキョンを襲った。体

組織をいいように改造され、後一歩で二人とも人間に戻れないところだった。

大決戦では彼に化けたアンチラ星人が出現し、色々と小細工を弄した。本物の彼はきっと早い

段階で意味もなく脱落している。それが谷口クオリティ。

国⽊⽥

一般人代表その２。谷口よりも色々な面で優遇されているせいか、あまり被害を被っていない 。

大決戦では変身超獣ブロッケンが彼に変身し、アンチラ谷口とともにキョンを翻弄した。変身

超獣と名が付いているものの、ブロッケンは対象に憑依し操るタイプの超獣なので、大決戦に

出たのは本人かもしれない。

周防九曜

天蓋領域の使者、長門の対抗馬的宇宙人。この世界に流れ着いたヤプールと同盟を結んだ天蓋

領域の意志を汲み、ＥＸタイラントを使っての破壊活動もおこなっている。しかし、侵略の時

点でヤプールの裏切りに気付いており、キョンを使ったヤプールの企みを防ぐ。その後、ヤプ

ールと天蓋領域の同盟は破棄。大決戦ではあえて長門と古泉の計略に乗り、消滅の道を選んだ 。

佐々⽊

もう一人の神と称される少女。キョンの中学の同級生。

本人は殆ど出ていないものの、彼女の取り巻きである周防九曜と橘京子はヤプールと手を組ん

でいた。未来人の藤原に関しては、この件に関与している形跡はない。きっと我関せずの姿勢

だったのだろう。橘京子の計画では、長門や古泉を排除し、自分たちの息のかかった人間をハ

ルヒの周りに送り込む計画だった。ヤプールを使うにしては、微妙に小規模な計画な気がする



のは自分だけか。企画段階では、佐々木と取り巻き一堂は、大決戦の裏で別口のヤプールの侵

略班とやりあっている予定だった。別口の筆頭として考えられていたのは、キョンに化けたア

ンチラ星人。新刊驚愕がもう出ていれば、彼女たちのキャラクターがもっと掴めていた筈なの

で、出番も増えていた可能性は大きい。自分は結構佐々木さんが好みだ。



狙われない神

対話宇宙⼈メトロン星⼈ にせ朝⽐奈みくる登場

涼宮ハルヒ×ウルトラマンのコラボレーションは、０７年のコ○ックマーケットから始まっ

た。なお○はピーと読む、なので呼び方はコピーックマーケット、コピー本限定のイベントで

ある。このイベントで完売したことにより、冬も同じネタ、涼宮ハルヒの問答でいくことが決

定した。なお、最後のシーンに問答へのプレリュードがある。

メトロン星人――幻覚宇宙人ではなく対話宇宙人である。理由は、この話の下敷きがウルトラ

マンマックスの「狙われない街」だから。セブンの｢狙われた街｣ではない。マックスではメト

ロン星人の異名が対話宇宙人に代わっていた。一応携帯電話を使っての地球人の前頭葉退化の

ような作戦をおこなっていたものの、もはや自分が手を下さずとも、サル同然の地球人は退化

し続けると断言。夕焼けの中、迎えの円盤に乗って帰ってしまった。ミステリックながら親し

みある人間態を演じていたのは、Ｗの黒幕園咲琉兵衛（テラー・ドーパント）やラピュタのム

スカで有名な寺田農氏である。

狙われない神の作中内では、携帯を持ったサルをやり込める涼宮ハルヒを偶然目撃、ハルヒと

接触した後に、ちゃぶ台越しで自宅に招いたキョンと対話する。対話の結果、涼宮ハルヒは不

可侵であるべきとの結論を出し、キョンのある一面を指摘した。侵略行為はおこなわなかった

ものの、彼のハルヒへの善意が機関を悩ませることとなった。

メトロンの善意――メトロン星人に侵略の意図はなかった。彼は涼宮ハルヒやキョンに好意と

興味を持っている。ただし、長門のような面白みのない宇宙人や、組織に属している古泉やみ

くるの事は良く思っていない。シリーズ内、様々な宇宙人が出たものの、涼宮ハルヒを最大限

理解した異邦人は、ある種の快楽主義に達せたメトロン星人だけなのかもしれない。

にせ朝比奈みくる――最後の謎の手紙を持って現れた、朝比奈みくるの偽者。本物より悪い目

つきにとがった靴の先、正体は語るまでもなく彼である。彼の本領発揮は次巻「涼宮ハルヒの

問答」となる。



涼宮ハルヒの問答

悪質宇宙⼈メフィラス星⼈ 宇宙忍者バルタン星⼈ 凶悪宇宙⼈ザラ

ブ星⼈ 誘拐怪⼈ケムール⼈ ウルトラマン 登場

本編涼宮ハルヒの問答と前作「狙われない神」を収録した同人誌。ハルヒの世界観であれば、

メフィラスの意味の無い問いかけに価値を持たせられる。この発想からシリーズは始まった。

この作品にしか出ていないハルヒのキャラは、朝比奈みくる（大）と朝倉涼子とチョイ役の生

徒会長。

メフィラス星人――事件の首魁。「地球をあげます」この言葉をハルヒに言わせるためだけに、

様々な術策を施す。適材適所に部下を配置し、ハルヒとの対談時にも自分の話術をフルに使っ

た。ただ、用意周到さと知能に似合わぬ短気さのせいで、ハルヒに台詞を言わせることは出来

なかった。なにも策を施さずにシンプルに接触していた場合は、きっと彼は遊戯に勝っていた

筈である。実力、知能、共にウルトラシリーズにおける宇宙人の最高レベル。二代目のことだ

けは忘れてあげてほしい。

バルタン星人――ウルトラマン作中、最もポピュラーな宇宙人であるものの、出番は少ない。

神人による奇襲の隙を付かれ、ウルトラマンに敗北する。戦闘中、色々と宇宙忍者らしい小細

工はしていた。ちなみに彼は三代目と呼ばれるタイプで、一般的なバルタンのイメージである

初代よりも細面。

ザラブ星人――変身能力をフルに活用し、朝比奈みくる、長門有希、喜緑江美理、谷口に化け

て数々の裏工作に従事した。声が長門のアパートの管理人に似ているというのはＣＶネタ、棒

術を使っていたのは某超闘志激伝からのネタと、細かいネタを多く仕込まれていた。作中で一

番働いている。隔離空間の教室で長門に化けてキョンを殺そうとするものの、バックアップと

して復活した朝倉が乱入し、撃破された。これも憂鬱の長門ＶＳ朝倉のオマージュだったりす

る。



ケムール人――物語のプロローグを担当した未来人。メフィラスの配下というポジション以上

に、ウルトラＱの話が大量にフィールドバックされている。ハルヒの世界の未来人の頭痛の種 、

朝比奈みくる（大）も彼の存在に悩んでいた。朝比奈みくる（大）の策により、ケムール人が

存在しうる過去ごと葬られる。

ウルトラマン――宇宙警備隊の隊員ではなく、絶対正義の象徴として来訪。バルタン星人を葬

り、メフィラスを諦めさせた。一言も発してない辺り、大怪獣バトルでの大いなる存在として

の扱いに近い。

喜緑さん――メフィラスに捕獲されているシーンはあるものの、実は開放されるシーンが一切

書かれていない。ＵＦＯと一緒に爆死したと解釈されてもおかしくない。きっと、アフロにな

るくらいで助かっている筈である。



涼宮ハルヒの侵略

※三⾯回路

三⾯怪⼈ダダ 三⾯怪⼈パワードダダ登場

※涼宮ハルヒの侵略

暴君怪獣タイラント 暴帝怪獣ＥＸタイラント 異次元⼈⼥ヤプール

ウルトラマンエース登場

タイトルの涼宮ハルヒの侵略と、三面回路の二本立て。まずはじめに反省点が異常に多い所が

あげられる。大幅な予定変更に奥付未記載や肝心要の箇所の未記載と、同人誌を作るにはある

程度の余裕が必要ということを学んだ。侵略より、３巻にまたがるヤプール編が始まる。

三面回路――本来この話は短編となる予定だった。しかし書いているうちに盛り上がってしま

い、ページ数の関係でメインの侵略が大幅に縮まるハメに。話の下敷きとなっているのは、涼

宮ハルヒの憂鬱「ミステリックサイン」とウルトラマン「人間標本５・６」とウルトラマンパ

ワード「侵略回路」である。

ダダ――シマシマの体にインパクトのある顔と、ウルトラマンでも人気の高い宇宙人。透明化

に飛行能力にミクロ化に縮小光線銃に代名詞である顔の使い分けと、小技は多いものの、戦闘

能力は極めて低く、同サイズならば人間にも負ける。作中でも長門にボコボコにされた。可愛

くないが、立ち居振る舞いにどことなく愛嬌があるのは気のせいか。

パワードダダ――アメリカ産ウルトラマンこと、ウルトラマンパワードに登場したダダ。便宜

上、パワードダダと呼ぶ。宇宙人ではなく、某カマドウマと同じようなコンピューター生命体 。

顔面を変化させる能力は失われたものの、人間を素体としてパワードダダを量産できる。戦闘



能力も高く、まともにやればダダより遥かに強い。三面回路のラストは、原作である侵略回路

をリスペクトした物になっている。後味の悪さも継承。

涼宮ハルヒの侵略――ヤプール編の始まりとなる作品。時系列的にはループ二回目ぐらいで、

キョンが夢と錯覚した絶望の記憶は、ループの始まりである。ここから、ヤプールとウルトラ

マンエースを含めたループが始まり、後の大決戦まで計八度ループした。大決戦のタイトル案

にエンド・オブ・エイトという物があった点から、お察しください。

タイラント＆ＥＸタイラント――複数の怪獣の怨念が合体して生まれた怪獣タイラント。さら

に怨念を重ねて生まれたのがＥＸタイラントである。ごっちゃながらも完成されたデザインは

ハルヒの好みっぽいという点と、ハルヒの力で更に異形となる怪獣としてよさげだったので登

場した。ＥＸタイラントに追加されているのはジェロニモンの羽飾りとゴモラの両足だが、ど

う見てもあのケンタウロス状の四速歩行は最強超獣ジャンボキングの影響にしか見えない。こ

んな強引な解釈で、ヤプール配下の怪獣となった。大決戦でも登場、ヤプールが憑依し規格外

の巨体でウルトラ兄弟を蹴散らしたものの、合体光線により敗れた。なおＥＸタイラントの暴

帝怪獣は勝手につけた異名なので信じないでください。

女ヤプール――女医に化けたヤプール。原作では北斗星司の歯に幻影装置を仕込み、ベロクロ

ンⅡ世の幻影を見せた。侵略でも同様に、キョンの歯にタイラントの幻影が見える装置を仕込

んでいる。話はズレるが、ヤプールは人の信頼関係を損なわせるのが非常に上手く、信用を失

った北斗は、何度か精神鑑定を受けさせられる寸前までいっている。ウルトラマンメビウスも

大いに苦しめられたし、大決戦ではみくるも苦しめられた。同じ四天王でもあるメフィラスも

心理戦を巧みとするが、メフィラスは過程を尊重し、ヤプールは結果を求める。前者は悪趣味

で、後者は悪辣である。



涼宮ハルヒＶＳ異次元人

⼀⾓超獣バキシム ⼀⾓紅蓮超獣バキシマム 異次元⼈ヤプール

ウルトラマンエース登場

ウルトラマンエース（北斗＆南）の本格参戦に加え、ヤプールの存在やハルヒの力で超獣が強

化できること、この世界がループした世界であるということが提示された。この世界は七度目

の世界で、この直後の八度目の世界が大決戦の舞台となる。

バキシム――超獣の中では１・２を争う人気を持っており、表紙にも登場している。表紙に登

場するには、ある程度の人気や認知度を持っていないと難しい。ウルトラマンエースでその条

件を満たしているのは、表紙になっていないキャラを除けば、ベロクロンとヒッポリト星人く

らいか。デザインの完成度が高く、火炎放射にミサイルと武装も豊富。

バキシマム――大怪獣バトル初出の強化型バキシム。炎の力と意匠がプラスされており、一発

撃ち切りだった頭部のミサイルも回収可能なブーメラン型に変更と、強化だけでなく弱点も補

強されている。作中では一度敗れたバキシムがバキシマムとして復活。エースをギリギリのと

ころまで追い詰めたものの、ギロチン技の最高峰ウルトラギロチンで真っ二つにされた。大決

戦にも登場し、ゾフィーの頭を燃やしたりするものの、エースに斬首された。ＥＸタイラント

と共に、ハルヒの力の恐ろしさを象徴する超獣。

ウルトラマンエース――特撮ウルトラマンＡの主人公。両性具有の観音像がモデルとの通り

に、当初北斗星司と南夕子の二人で変身していた。後半は南夕子が月星人であることが判明し 、

彼女は仲間のいる冥王星へ帰還。北斗星司の単独変身に代わった。ハルヒの世界にはヤプール

との総力戦になるとの判断で、北斗と南の二人で来訪。北斗は機関や長門と協力し、ウルトラ

マンエースとして奔走。南は強引なループ発生で崩壊寸前だった涼宮ハルヒの意識に潜伏し、

ハルヒの生きる精神安定剤となった。ＴＡＣ制服やタックパンサーのような防衛チームＴＡＣ

の装備を使用していたが、全て機関が用意したレプリカである。



ヴァイスシュヴァルツ――株式会社ブシロードが販売しているカードゲーム。決戦製作時に涼

宮ハルヒの憂鬱参戦が発表され、現在スターターパックとブースターパックが販売されてい

る。使いやすいカードと強力なカードが多く含まれており、アイマスと並び初心者でも使いや

すい作品。元々運要素が強いゲームなので、対戦相手が確保できればベテラン対初心者でもそ

れなり以上のゲームになる。ただ、一部大会はかなりマナーの悪い参加者が見受けられるため 、

大会への参加はお勧めしない。気兼ねない身内同士でやると非常に楽しいゲーム。

俺は長々と何を書いているんだろうか。



涼宮ハルヒの大決戦

異次元超⼈エースキラー 変⾝超獣ブロッケン 変⾝怪⼈アンチラ星⼈

異次元超⼈巨⼤ヤプール ⼤超獣軍団

ゾフィー ウルトラマン ウルトラセブン ウルトラマンジャック ウルトラマンエ

ース ウルトラマンタロウ ウルトラマンレオ ウルトラマン８０登場

ヤプール完結編。今までの複線や原作設定の総力戦となり、話の大きさだけはとんでもない物

となった。これで一連のシリーズは終わったものの、ハルヒの力でギャラクシークライシスが

起こり、ハルヒの世界とウルトラマンの世界が融合してしまった。そのうち、平成ウルトラマ

ンを使ったシリーズや大怪獣バトルの設定を使っての話もあるかもしれない。

世界設定――決戦以来、何度もループしている世界。ループする度に多数の脱落者を出してお

り、大決戦の世界にまでたどり着いたメインキャラは、ハルヒ、みくる、キョン、九曜、鶴屋

さんぐらい。長門や古泉は所属勢力ごと脱落している。南によるハルヒの精神の安定も限界を

迎えており、このループが最後のループであることは北斗もヤプールも察していた。

ウルトラ兄弟――長男ゾフィーを筆頭とした、現在の登場した８人に、アストラとメビウスを

加えての１０人である。昭和に登場した兄弟のみでいこうとの判断でお休み、アストラに関し

ては完全に存在を忘れていた。ほんと、色々な意味で悪いことをした。

なお、今回登場したウルトラマンは、全員人間態での格好が若い。この影響を最も大きく受け

ているのは、エースを差し置いてセブンとレオの師弟。

ゾフィー――宇宙警備隊隊長。エースとの関係は深く、デビュー戦はアリブンタ＆ギロン人と

のタッグマッチ。頭を燃やされたり、足を折られたりと、どうも活躍の機会に恵まれない。メ

ビウス最終回での登場のタイミングは伝説クラスの都合のよさ。特に人間態が無い為、作中で



は鶴屋さんの体を借りて、朝比奈みくるを守護していた。

ウルトラマン――ウルトラ兄弟の次男。シンプル・イズ・ザ・ベストの体現者。問答で一度登

場しているが特に言及はない。モブの一人としての登場。作中、エースの代わりにゾフィーと

組み、アリブンタとギロン人を当時と同じヘッドクラッシュで葬った。

ウルトラセブン――ウルトラ兄弟の三男。平成ＯＶＡやセブンＸや息子ゼロの登場と、色々な

点で優遇されている。本作ではウルトラ戦士というより、レオの師匠としての立場のほうが強

く、まだ若いレオに睨みを利かせている。

ウルトラマンジャック――ウルトラ兄弟の四男。帰ってきた兄さん、２世兄さん、新マン兄さ

んとやけに呼び名が多い。ウルトラマンの柄違いとキョンに呼ばれる。ちなみにゾフィーはイ

ボ付と呼ばれた。管理者よりあまりにひどい表現だとクレームが入ったものの、原作のキョン

の数々の発言と比較した結果、こいつならそう表現するとの結論に至った。重ね重ね、キョン

は意外と攻撃的。そもそもクレームを入れた本人忘れているのかもしれないが、上記の表現を

提案したのは管理者である。証拠のメッセのログもあるので、逃げ場はない。というわけで、

もしこの表現に苦情がある方は管理者へどうぞ。

ウルトラマンエース――ウルトラ兄弟の五男。引き続き登場し、兄弟と共に超獣軍団を撃退。

その後、北斗と南は残り、生き残った合体ヤプールを倒す為にウルトラタッチで変身。合体ヤ

プールとの決戦に臨む。ヤプール封印後、ハルヒに挨拶をして去るものの、余計なことを言っ

てしまい大事態を引き起こす。エピローグでハヤタや郷に説教されていた。技のバリエーショ

ンは多彩なものの、半数近く切断技という切り裂きぶり。

ウルトラマンタロウ――ウルトラ兄弟の六男。実力も高い上に血統も良い。兄弟中最強説は昔

から根強い。ウルトラ兄弟をエースまでにするか、それともレオ＋８０までにするかの状況の

中で、間に位置する彼は忘れられかけていた。ヤプールとは別口で因縁のある人なのに、不憫

な扱いの人。かつてタイラントを倒したのも彼なのに。

ウルトラマンレオ――ウルトラ兄弟の七男、アストラは八男。スポーツコーチである前歴を活



かし、体育教師のおゝとりゲンとして北高に潜入していた。みくるを教師としてしごき、みく

るが成長の兆しを見せた後に矢的と共に登場。ブロッケンをレオキックで粉砕した。その後も

みくるを鍛えようとするものの、ＭＡＣ隊長モードのセブンことダン隊長に睨まれた。最新映

画では、セブンの息子ゼロのコーチもしている。

ウルトラマン８０――ウルトラ兄弟の九男。色々な意味で作品ごとワリをくっているものの、

苦戦の割合も少ない上に動きも多彩と、いぶし銀の実力者。人のマイナスの思念で怪獣が発生

するという８０作中の設定は、神人発生のメカニズムにかなり近い。これと前歴中学教師とい

う経歴を重視されての登場となった。８０が居なければ、タロウもレオも出なかったであろう 。

北高には科学教師の矢的猛として赴任。ゲンと行動を共にし、ザイゴン＆アンチラ星人をバッ

クルビームで消滅させた。久々の教員生活をなんだかんだで楽しんでいる。

大超獣軍団――超獣軍団と言われている物の、アンチラ星人のような宇宙人やＥＸタイラント

のような怪獣も混じっている。ヤプール配下の総ざらいと言うのが正しい。第一波として、旧

来の超獣軍団が襲来、ウルトラ兄弟に撃破された後、バキシマムやＥＸタイラントを含む、ハ

ルヒの力で強化された超獣が第二派として登場した。ウルトラ兄弟が不利となるものの、エー

スとレオと８０が援護に駆けつけ、大超獣軍団は壊滅した。

三作を通してかなり多彩な超獣が登場しており、カウントは書いた本人でも正直難しい。名前

だけの超獣にも、それなりの出番や役割があるようにはしている。

ブロッケン――ワニの顔に蛇の手を持った爬虫類の集大成的超獣。ジャンボキングやＥＸタイ

ラントのようなケンタウロス体型の元祖。国木田に化け（憑依？）、キョンとみくるに襲い掛

かった。

アンチラ星人――変装が得意な宇宙人。ウルトラマンジャックこと郷秀樹に化けたことがあ

る。エースでさえ初見で見破れなかったので、相当に変装は上手い。ババルウ星人と変身宇宙

人の双璧に並べてもいいかもしれない、谷口に化け、ブロッケン国木田と共に行動する。谷口

を完全にコピーしていた分、やられざまもいい加減だった。

エースキラー――ヤプールの奥の手にして、冷酷無比な殺人ロボット。メビウス用にメビウス



キラーに改造された経歴と同じく、対ＳＯＳ団用の改造を施されている。自身の巨大化縮小化

能力に、超能力や時間移動のジャミング機能、ヒューマノイドインターフェースへのハッキン

グ機能とほぼ完璧。機関を壊滅させ、玉砕覚悟の長門でさえもエースキラーに敗れた。弱点は 、

解析不明のハルヒの力に対しての防御策がとれなかったことのみであった。

ＳＯＳ団を壊滅させる者として、エスキラーの異名も持つ。今考えてみれば、エースキラーＳ

でよかったかもしれない。声が千葉繁になってしまうが。

最終的にミクルビームまでコピーしてしまうものの、半壊状態のためエースと戦うのは断念。

ヤプールのバックアップとして、巨大ヤプールの素体となった。ちなみに、ウルトラマンメビ

ウス外伝ゴーストリバースでも、ヤプールはメビウスキラーのボディに憑依し復活した。

巨大ヤプール――朝倉涼子と長門有希の関係に着目していたヤプールは、万が一己が敗れた

際、エースキラーがヤプールとして覚醒するようにプログラミングしていた。結果、ＥＸタイ

ラントに憑依したヤプールは敗れ、エースキラーはバックアップ通りに巨大ヤプールとして覚

醒した。数々の戦いで消耗していたエースを追い込むが、ハルヒの協力によるスペースＱによ

り粉砕。御馴染みである三角帽子の影法師状態で蘇るものの、遂にハルヒに引導を渡されてし

まった。遊び相手としてちょっとしつこすぎた。

Ｕキラーザウルス――史上最大最強の超獣……なのに大決戦には参加しなかった。出現場所も

神戸沖と、ハルヒの舞台からそんなに遠くないのに、出れなかった。正直なところ、ＥＸタイ

ラントとの競合に負けただけである。メビウスが出ていれば、分からなかった。



ボツ設定
完成までにはいろいろありました。ということで、怪獣墓場よりサルベージ。

ＳＯＳ団の創作怪獣――侵略において、ハルヒの考案した怪獣は全てタイラントの構成怪獣で

ある。朝比奈さんの考えたのは可愛らしいつぶれ饅頭のガヴァドン。古泉が考えたのは超能力

星人ウリンガ。長門が考えたのは食いしん坊怪獣モットクレロン。全員、それなりに由来があ

る。団員三人は、ハルヒを刺激しないように比較的平和な怪獣を例に出している。逆にキョン

が考えたバルンガは無害そうに見えて凶悪。無自覚な分タチが悪い。

本来、宇宙鶴ローランのアイディアを持って鶴屋さんが乱入する予定だった。由来は言うまで

もない。

イカルス星人――異次元宇宙人イカルス星人。ヤプールとの競合の結果、ボツとなった。もし

彼を採用していたら、ハルヒらしい話になったものの、クロスオーバーとしての派手さはなく

なっていたであろう。ウルトラセブンの世界観とハルヒの世界観の相性はかなり良い。

ジャミラ・ギエロン星獣・メイツ星人――地球人がすごく嫌いになれる、初期ウルトラマンシ

リーズ悲劇の三部作。どいつと絡めても、世界崩壊のバッドエンドしかありえない。どの話も

クオリティは高いので興味ある方は是非。人の醜さが不快ながらも、話は深い。

ウルトラマンエース――侵略のエンディングでは、ハルヒがエースの変身アイテムであるエー

スリングを付けていた。この当時の予定では、ハルヒとキョンによるエースへの変身が考えら

れていた。後にキョン娘という存在が二次創作で誕生し、キョン娘とキョンの合体による変身

も考えられた。両方自分が本物で、相手が偽者と思う状況下。性別だけ違う二人の人間は、い

がみ合いながらもエースに変身し、ヤプールに敢然と立ち向かう。ビュジュアルが伝えやすい

漫画ならば、こっちの案の方がよかったかもしれない。ただ漫画でこのシリーズを書いていた

ら、まだ多分問答ですら終わっていない。ぎっちり話を詰め込めるのが小説の利点なのだろう 。

ただ、やっぱり字がぎっちりの小説本は目に優しくないし、とっつきも悪い。こんなめんどく

さい同人誌を手にとってもらい、ありがとうございました！
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