OTAKUサミット
コミケットスペシャルとはコミックマーケット準備会が
開催する、
5年に一度のスペシャルイベントです。
今回のスペシャルは、
「 OTA KUサミット」
をテーマに、
従来のコミックマーケットのサークルや企業、一般
参加者だけでなく海外から参加者を招き、作品クリ
エイター、コスプレイヤー、マンガ・アニメ・ゲームの
ファン、海外のイベント主催者などの仲間たちとこの
コミケットスペシャルの場で交流を目指します。

■会 期：
2015年3月28日
（土）
・29日
（日）
■会 場：
幕張メッセ国際展示場1～5ホール
■時 間：
11時～16時

■路線案内図（カッコ内はICカードの料金です。）
東京→JR京葉線→海浜幕張

550円(550円)

新宿→JR中央線→東京→JR京葉線→海浜幕張

640円(637円)

成田空港→京成本線→空港第二ビル→京成本線→京成津田沼→京
990円(984円)
成千葉→京成幕張本郷→京成バス→幕張メッセ
成田空港→高速バス→幕張メッセ

900円

羽田空港→高速バス→幕張メッセ

1,150円

■地図・広域路線図
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は踏み込まないので、
どんな同

ペシャルです」

人誌を作って来てくれても大丈

い方に転がりますよ！」

安田：
「世界中のアニメ、
マンガ関係の

夫です。でも、
たくさんのサーク

安田：
「そうだよね。そう信じて挑戦し

イベントと国内の聖地の方々に

ルさんや自治体さん、
イベントさ

お声がけして、多くの参加を頂

んが集まって、
『オレの一番好き

くことが出来そうな状況は整い

な作品自慢大会』
をしているみ

飲もうか！どうせ、某作家の原稿、

ました。決まり次第、
どんどん発

たいなスペシャルになると嬉し

今夜は上がらない気がする！」

表していく予定ですが……冬
コミも忙しくて、
まだ色々追いつ
いてないんだよね」
市川：
「C87も大切ですから、仕方ない
ですよ。
まあ、一月には相当大きく

～浅知恵・悪知恵・猿知恵の事実と虚構がごっちゃ煮対談～
第三回
――関東平野に木枯らしが吹き下ろす11月某日。冬コミに向けて多忙を極めるコミックマーケット準備会の
会議室に、目の下にクマを作った三人の中年が集まっていた。安田、筆谷、市川、我らがコミックマーケット
準備会の共同代表である。疲れた体に寝不足の頭、なのに目の輝きだけは未だに中二の香りを漂わせる
三人の座談会はこんな感じで始まったのだった……。
安田：
「なんかさー、前

市川：
「ですよねー。
しかも今回はもう一

整といった外部から発生する

回、次は居酒屋でや

つイベントも抱えてますしね！ コミ

問題じゃなくて、純粋にイベント

ろうとかいってなかっ

ケットスペシャル6の準備も佳境！

での大変さだからあんまり苦に

た？」

もちろん冬コミの準備は真っ最

ならないのかも」

筆谷：
「ええ、言いまし

中！寝てる時間もありませんね！」

た。その方が 舌 がな
めらか になるよねっ
て」
市川：
「そんなこともあ
りましたねぇ。
じゃあ、折

筆谷：
「そういいながら、
いっちゃんや
けに元気だね」
市川：
「そういうフデさんも顔がニヤニ
ヤしちゃってますよ？」
安田：
「あはは、
状況が緊迫してくると、

市川：
「それはありますね。このところ
は、それほど大きなトピックスも
ないですし」
筆谷：
「この座談会の段階では解散総
選挙が決まったところなので、
カ
タログをみんなが手に取る頃に

角だから今から行きま

逆にテンションあがっちゃうとこ

はどうなっているんでしょうかね」

す？ 僕、昨日も一昨日

ろあるよね。イベント前の興奮

市川：
「マンガやアニメに協力的な方

もその前も、
コミケ関係の打ち合わせで

がずっと続いてるっていうか」

たちが沢山当選してくれている

飲んでましたけど、今日も行きますか！」

市川：
「判ります。僕はコミケ当日前にな

筆谷：
「いやいや、やめとこうよ。俺、
まだ

ると
『仁義なき戦い』
五部作を見直

安田：
「それはそうだよねー。でも、色ん

これから原稿あげてない作家の原

して気持ちを整えるんですが、
なん

な人が動いてくれているし、
あた

といいですね！」

ていうか、
そういうヤツですよね！」

し達も考えながら行動している

筆谷：
「『仁義なき戦い』
で心を整えら

から、何とかなると信じましょう」

あたしも、
この座談会がカタロ

れるのは、いっちゃんだけだと

筆谷：
「何とかなりますよ。面白いマン

グ原稿の最後の方だから、終

思うけど、
コミケスタッフってみん

ガやアニメがある限り」

わったら急いで編集に回さな

なボランティアで、好きで参加し

市川：
「で、
今回の
『コミケットスペシャル6

いと間に合わなくなっちゃうん

てるのが大前提だから、
やるこ

～OTAKU サミット2015」
につ

とあると燃えちゃうんだよね」

ながる訳ですよ。海外の日本

稿取りに行かなきゃいけないから」
安田：
「自分で言っといてなんだけど、

だよね。飲んでる時 間なさそ
う。夏コミと冬コミのあいだって
ほんとに短くて……」

安田：
「今回の大騒動は、黒バス事件

大 好きなイベントの 人たちと

や児ポ法、成人向け基準の調

連携して、世界中に仲間を増
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訳ですし、何もかも最後にはい

やしていくことを目標にしたス

いですね」
安田：
「実際、有名なコレクターでもある
大学の先生たちをお呼びして、
お宝自慢をしてもらうステージな
んかも企画しています（笑）」

ていきましょう
！」
筆谷：
「よーし、
やっぱり、
今日はこれから

市川：
「フデさんがそういうなら仕方な
いですね！ 僕、痛風の薬は常
備してますから！」
安田：
「うーん、多数決だから、仕方な
いかなあ。仕方ないよね。
じゃ
あ、
行きますか！ あたし、
今日は

発表できるんじゃないですかね」

市川：「コミケとしては初めて、Cureさ

筆谷：
「まちおこしをテーマにした水戸

ん等の協力を得てコスプレ企

に続いて、今度は世界がテー

画もやる予定ですし、併催する

市川：
「C87の前祝いですね！ それで

ワインがいい！」

マってコミケらしく無茶だとは思

コミケ初のオンリーイベント
『くろ

は参加者の皆さんも元気で、体

うんだけど、今ひとつ大ざっぱ

ケット』
も含めて、今回は新しい

調整えて来てくださいね！ 二日

だよね
（笑）」

挑戦が目白押しですね」

酔いでコミケ禁止！12月と、
そし
て3月にお会いしましょう
！」

安田：
「もともと参加者みんなで作るの

筆谷：
「中夜祭は大きなステージを組

がコミケだから、
スペシャルでも

んで、有名な歌手や声優さんと

筆谷：
「なんというグダグダ。参加者の

別にテーマを縛ったりはしない

同人音楽の人たちが融合する

皆さん、C87とオタクサミットで僕

からね。あえて言うなら
「あなた

派手なイベントになる予定にな

と握手！じゃカヤさん、締めて

と、
あなたの考える日本を代表

ってるしね。コミケとしてはお初

する作品を世界に紹介しましょ

尽くしですよ」

う」、
みたいなことだと、
あたしは
思ってるんだけど」

安田：「多くの人に参加して頂いて、
世
界との絆を結んで欲しいですね」

締めて」
安田：
「ホントにこれでいいのかな～。
準備会一同、参加者の皆さん
と楽しめるように本気で頑張っ

筆谷：
「あ、俺もそう思ってます。最初

市川：
「外国語が出来なくても大丈夫

てます。ぜひ、C87もコミケットス

に同人誌を作った作品の同人

ですよ。僕の経験では、
ビール

ペシャルも一緒に楽しんでくだ

誌をもう一度作って貰うとか、今

三杯飲んでれば会話は成立し

さい！それでは、
冬コミで！」

までで一番好きな作品の同人

ます！ 大丈夫、
みんな見てる作

誌を持ってきて貰うとか」
市川：
「それだと、一歩間違えれば黒
歴史博覧会になりますね
（笑）
」
安田：
「黒歴史を美しく書き換える新
刊を作ればいいのよ
（笑）
」
筆谷：
「日本にはまだ世界に知られて

品は同じだから！」
筆谷：
「それは言える！ オタクの共通言
語は作品なんだよ！ みんな、
『ドリフターズ』読んでるー！
？」
安田：
「あはは、みんな寝不足でテン
ション高いねー。あたしだって、

ない面白い作品がいっぱいあ

可愛い金髪のコスプレイヤーさ

るから、
それを同人誌にして世

んを見る為にスペシャル頑張っ

界や日本国内の仲間に伝えて
いくようなスペシャルになれば
いいと思うんだよね」

てるのよ！」
市川：
「久し振りに前向きな話題でテ
ンション高くていいよねー。
まあ、

市川：
「まあ、最初にカヤさんも言って

オリンピックに向けたビックサイト

いたようにコミケは作品の中に

の問題も新しい動きが出てきた

―― かくして、共同代表は夜の町に消えた。事務所に残されたスタッフは思った。こういうお祭り大好きな
人たちだから、寝なくても辛くても、
コミケを楽しくしてくれるんだな……って、そんな甘い日程じゃないんで
すよーっ！ 三人とも、作業進めてくださーい！ オレもこの原稿書き上げたら飲みに行くぞー！ 混迷を極める
「三匹が斬る」の次回があるかどうかは、現在のところ定かでは、ない。
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