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︽ １︾

その屍 体はカ ミハラ 区の森 林で見 つかっ た︒

デ

カ

通報者 で発見 者はサ バイバ ルゲー ムのサ ークル 員だ︒
か

わ

き

現場 に駆け つけた のは 帝都警 察の捜 査一課 の刑 事︱︱ 河喜多

た

ケイ ︒新米 の女 刑事だ が︑そ の優 秀さを 買われ ︑女性 が少 なか
った この部 署に配 属され た︒
彼 女の配 属され てい る部署 から考 えるに ︑こ の事件 は殺人 で
あ り︑被 害者 は猟奇 的な殺 され 方をし た可能 性があ ると いうこ
と だ︒ そう︑ 彼の部 署は 猟奇殺 人や能 力者な どの 特殊な 犯人を
捜査す る部署 だった ︒
しかし ︑こ の屍体 には主 立った 外傷 がなく ︑まだ 完全 に殺人
と決 まった わけで はな い︒そ れでも ケイが 呼ば れたの は︑こ の
屍体 が異様 であっ たから だ︒
黒土 の投 げ捨て られた ように 横た わって いる屍 体︒ ケイは そ
の 亡骸に 視線を 向け ながら ︑近く にいた 検死 官に尋 ねるこ とに
し た︒
﹁ 死因は ？﹂
﹁詳し い検査 をし てみな いとは っきり とし たこと は言え んが︑
おそら く直接 的な死 因が餓 死だろ う﹂
﹁見た ままね ﹂
屍体 は異様 なまで に痩 せてい た︒ま さに 骨と皮 ︒全裸 の屍体
は女 であ ったが ︑胸も なく顔 も痩 せこけ ︑男性 器が ないこ とを
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見 なけれ ば︑瞬 時に性 別が判 断でき ないほ ど痩せ ていた ︒
浮 き立つ 骨︒
ま るで ボディ ペイン トで シャド ウを入 れたよ うに ︑骨骨 骨︑
あばら 骨など ︑全身 の骨が 強調さ れてい る︒
﹁おー い！﹂
少し離 れた場 所で 捜査員 の声が した︒
すぐ に現場 に駆け つける ケイ︒
土か ら人 間の腐 った手 らし きもの が出て いた︒ 掘り 返して み
る と︑や はりそ こにあ ったの は腐乱 屍体︱ ︱痩せ ていた ︒
腐 敗が進 んで いるが ︑そこ の屍体 は明 らかに 異常な 痩せ 方を
い たの だ︒け れど︑ 前の 屍体と の因果 関係は わか らない ︒腐敗
と時間 の経過 で目 立った 外傷が なけれ ば︑ 死因の 特定も 難し い
かもし れない ︒
﹁同一 犯？﹂
とケ イが周 りの者 に尋ね た︒
﹁似 てはい るが︑ 捨て方 が違う ﹂
捜査 員のひ とり が答え た︒
﹁ おい︑ まだほ かにも 埋まっ てるぞ ！﹂
そ の言葉 にケイ は息の 飲んで ゾッと 背筋を させた ︒
屍体は その後 ︑また 一体 見つか り︑こ の森 で合計 四体の 屍体
が発見 された のだっ た︒

窓は 段ボー ルで覆 われ︑ その部 屋には 昼も夜 もなか った︒
部屋 のド アは開 かれ光 りが差 し込 むと︑ ベッド で微か に何 か
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が 動いた ︒
大 きな足 音を立 てて何 者かが 部屋に 入って くる︒
ベ ッドに 横たわ る小さ な影 は震え た︒
﹁家に ⁝⁝か え⁝⁝ して⁝ ⁝﹂
女はか 細い声 で訴え た︒
しか し︑こ こに来 て何 度その 言葉で 訴えた のか ︑叶う ことの
ない 願いで あった ︒
大き な手の ひらが 伸びて くる︒
女 は震え る︒全 裸の 身体で うずく まりな がら ︑心の 底から 震
え た︒こ れか らなに をされ るの か︑考 えたく なくて も︑ 身体に
刻 まれて いる︒
この枯 れ枝の よう に痩せ た身体 を︱︱ 嗚呼 ︑また 陵辱さ れる
のだ︒
芋虫の ような 指が女 の脇腹 に触 れた︒
豚の ような 荒い 息づか いが聞 こえ︑ それ がだん だんと 耳元に
近づ いて くる︒ 生温か い風 が耳を ざわめ かせ︑ それ は身体 の芯
を凍 えさせ る︒
全 裸だか ら寒 いので はない ︒脂肪 や筋 肉がな いから 寒いの で
は ない︒ 心が凍 てつく ︒
﹁ハァ ハァ⁝ ⁝﹂
男は荒 く息 をしな がら︑ ズボン の中 に手を 突っ込 み自ら のモ
ノをま さぐっ ていた ︒
ぽつ り︒
女の 渇いた 肌に汗 が落ち る︒
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脂 ぎった 豚の汗 ︒
そ れは浮 き出た あばら の上に 落ちた ︒
脇 腹を 触れて いた男 の指 先が︑ その大 きさか らは 想像で きな
いほど 繊細に ︑枯れ た肌の 滑る︒
こつ︑ こつ︑ こつ⁝ ⁝︒
浮き 出たあ ばら骨 を一 本一本 楽しむ ように ︑指 先が段 差を超
えて いく︒
そし て︑自 ら落と した汗 を拭っ た︒
や がて指 はなだ らか な胸に 辿り着 く︒そ の膨 らみは 異様に 思
え る︒身 体は 痩せ細 ってい るの に︑胸 はボコ リと突 き出 るよう
に 膨ら んでい るのだ ︒そ れはあ まりに 急激な 痩せ 方をし たから
だ︒
残され た胸 の膨ら みは見 た目か らも 硬そう に見え ︑薄 桃色の
突起も 硬く尖 ってい る︒
男の 指が動 き出す ︒
下へ ︑下へ ︑こつ ︑こつ ︑こつ ⁝⁝︒
再び 来た道 を引 き返し てあば らの段 差を超 える︒
そ して︑ くび れた腹 まで来 ると︑ また のぼり ︑また くだ る︒
ま るで あばら をハー プの弦 に見 立てた ように ︑そ こにあ る幻
想を奏 でてい るのだ ︒
じゅる りと舌 と唾液 の音が した︒
ぼと︑ ぼと︑ ぼと⁝ ⁝︒
今度 は汗で はない ︒涎れ の塊が 女の乾 いた肌 を穢す ︒
そし て︑男 は食肉 するよ うにあ ばらに しゃぶ りつい た︒
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じ ゅぶぶ ︑じゅ ぶぶぶ ぶぶっ ！
た っぷり の涎 れを口 から垂 らし ながら ︑舌と 唇で女 の浮 き出
た あばら を愛撫 するの だ︒
牛タン のよう な弾 力︑そ してナ メクジ のよ うな粘 り気で ︑舌
が暴れ 狂いな がらあ ばら一 本一本 を堪能 してい る︒
女は小 刻みに 震え ていた ︒
得体 の知れ ない 怪物に 襲われ てい るよう な感覚 が恐ろ しい ︒
今す ぐここ から逃 げ出し たい︒
こ こに連 れて来 られ た当初 は︑手 錠でベ ット に繋が れ逃げ 出
す ことは 叶わ なかっ た︒や がて 手錠が 外され ︑今も その 状態が
続 いて いる︒ だから とい え身体 の自由 が得ら れて いるわ けでは
ない︒
逃げる 体力が 失われ ている のだ︒
ここに 来て何 日が経 ったの か？
はじ めは日 にち の感覚 を忘れ ないよ うに してい たが︑ この真
っ暗 で日 の差し 込むこ との ない部 屋には 昼も夜 もな い︒寝 たの
が いつの か︑起 きた のがい つか︑ 食事も ろく に与え られな いた
め ︑生活 の時 間全て が不規 則だ︒ 男が 犯しに くるの だっ て︑ヤ
ツ の欲望 の赴く 時間の ままだ ︒
肉体が 弱りは じめる と︑次 は精神 が蝕ま れてい く︒
抵抗す る気力 もない ︒
抵抗し たとこ ろで力 でねじ 伏せら れてし まう ︒
舌は あばら を舐め 続けて いる︒ 片手で はもう 一方の あばら を︑
残る 手はへ こんだ 腹を愛 撫して いた︒
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し かし︑ 女は無 反応だ ︒
死 人のよ うな 反応し かしな い︒ 男はこ の痩せ 細った 躰を 愛で
て いるが ︑決し て動か ぬ屍 体を愛 好して いるわ けでは ない︒
下腹部 を愛撫 して いた手 は︑突 き出た 腰骨 を摩り ︑腿と 股の
付け根 へと滑 り落ち ていく ︒
肌は乾 燥して いた が︑そ こは濡 れてい た︒
乾い た大地 に沸き 出すオ アシス ︒
生い 茂る 隙間を 指で掻 き分 けなが ら︑指 が割れ 目の 中に捻 じ
込 まれて いる︒
﹁ んっ﹂
躰 を強ば らせて 女は小 さく呻 いた︒
神聖な オアシ スが犯 される ︒
﹁んあ っ！﹂
大きな 声が出 た︒
陵辱 に遭い なが ら︑必 死に耐 えよと して いるの に︑ど うして
も声 が出て しまう のだ︒
﹁あ ああっ ！﹂
太 い指が 溢れて 止まら ない蜜 壺の栓 をした ︒
太 い︑太 くてま るでア レを挿 入られ ている ような 感覚 ︒
くちゅ ⁝⁝く ちゅ⁝ ⁝⁝
肉が肉 をこ ねくり 回す︒ 決して 硬く はない が︑太 くブヨ ブヨ
とす る指は ︑生き 物が蜜 壺の 中で躍 ってい るよ うに︑ 不規則 に
内壁 を刺激 してく る︒
躰は 衰弱 し︑さ れたく もない 陵辱 を受け ている のに︑ どう し
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て 感じて しまう のか？
女 は勘づ いて いた︒ 食事を はじ めて出 された とき︑ 異質 な味
を 感じ て吐き 出した ︒そ れから も出さ れる食 事に は手を つけま
いと考 えたが ︑や はり空 腹には 耐え られず 出され る食事 や水 を
摂取し た︒食 わなく ては餓 死して しまう ︒
食事 を摂る たびに 躰が 可笑し くなっ ていく のを 感じて いた︒
この 太った 手に 触れら れるだ けで スイッ チが入 り︑や がて は脂
ぎっ た汗 の臭い を嗅ぐ だけ で︑全 身が火 照り下 腹部 が疼い てし
ま う︒
﹁ ああー ーーっ ！﹂
躰 の中を 刺激さ れて押 し出さ れるよ うに 腹の底 から声 が出た ︒
衰弱し た躰を 震わせ ︑命を 削る魂 の叫び ︒
生きた 肉壺 は蠢き ︑蜜を 溢れさ せな がら︑ 中に入 って いる指
を絞 るよう に絡み つく ︒指は ザラザ ラ︑つ ぶつ ぶとす る膣壁 を
指の 腹で愉 しみ ながら ︑グッ と腹を 突き 上げる ように 内側 から
押し た︒
﹁ン ⁝⁝ぐ っ！ ﹂
女 は溜め た息を 快感と ともに 吐き出 した︒
下 腹部か らジン ジンと 躰を走 る快感 に女は 口を半 開き にして ︑
背中を 軽く仰 け反 らせて 息を熱 らせて いる ︒その 瞳はう つろに
鈍く澱 み︑ それで いて妖 しく輝 く様 は︑ま だまだ 欲し ている こ
とを訴 えてい た︒
柔ら かい指 だけで は満 足でき ない︒ もっ と硬く 長い肉 で突い
て欲 しい︒ この高 ぶりを 抑える ことが できな い！
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女 の思っ たとお り媚 薬の効 果なの か︑抗 えな い心と 躰の疼 き
に 苦しみ 悶える 様を︑ 男は口 角をあ げて微 笑み確 認した ︒
そ して ︑その 望みを 叶え るため に︑ズ ボンを 脱ぎ はじめ て下
半身を 露出し た︒
女は男 の下 半身か ら顔を 背け た︒恥 ずかし さや嫌 悪感 などか
らで はなか った︒ すで に男の モノは 硬く尖 って いたの だが︑ 求
めて いたモ ノとは 違うの だ︒
男は 短小だ った︒
こ れでは 親指と 変わら ない︒
女 は四つ ん這 いにさ せられ た︒細 い腕 と脚で 自らを 支え る姿
は ︑まる で生ま れたて の子鹿 のよう に弱 々しい ︒
その背 後に男 は膝を 立てて バック から挿 入しよ うとし ている ︒
男のモ ノは じゃば らのよ うな皮 を被 ってお り︑亀 頭か ら剥い
てや ると乳 製品が 発酵 したよ うな臭 いがツ ンと 女の鼻 まで届 い
た︒
ツル リと 向けた 亀頭は 蜜が溢 れ出 す肉の 割れ目 にこ すり合 わ
され る︒
ぬ るり︑ ぬる り︑ぬ ちゃぬ ちゃ⁝ ⁝卑 猥な音 が響き ︑床は 背
中 の肉を 波打つ ように 震わせ て感じ ている ︒
豚が息 をする ような 喘ぎ 声︒そ の声は 耳障 りで不 快なモ ノで
あった が︑ 女はそ の息づ かいを 聞く たびに ︑肉壺 を収 縮させ な
がら蜜 を噴き 出して しまう ︒
︱︱ もっと 欲しい ︒
女は 激し く求め る感情 を押し 殺す ように ︑シー ツを強 く握 り

あば らの 君
10

締 めた︒
︱ ︱こん な豚に 犯され るなん て︒
は じめ て犯さ れたと きは ︑そう 思って 激しく 抵抗 した︒ あの
ときは まだ体 力もあ り︑気 力もあ った︒
しかし ︑今は もうだ めだ︒
心の 片隅に は抵抗 や憎 しみな どの感 情が溜 まっ ている が︑そ
れ以 上に快 感が噴 き出し てしま うのだ ︒
皮の 上か ら肉芽 を亀頭 で叩 くよう に刺激 された だけ で︑全 身
に 激しい 電流が 駆け抜 けた︒
﹁ あああ ああっ ！﹂
声 を張 り上げ るだけ で息 が切れ る︒頭 が真っ 白に なって ︑記
憶が途 切れて しまう ︒
シーツ に雫が 落ちた ︒
それは 女の涙 だった ︒
もう 枯れて しまっ たと思 ってい た涙︒
︱︱ 悔しい ︑けど ⁝⁝︒
﹁い れて⁝ ⁝く ださい ⁝⁝﹂
陵 辱を受 け︑屈 辱の先 に吐き 出され た言葉 ︒
パ シン！
女のケ ツが平 手で叩 かれ ︑大き なカエ デ模 様がつ いた︒ 尻の
肉はま った く震え ない︒ という より ︑肉は なく骨 に当 たり︑ 内
臓に響 いてく る振動 は子宮 まで犯 した︒
振動 だけで はなく 直接欲 しい︒ 奥の奥 まで貫 いて欲 しい︒
ぬ︑ ぬぷっ ︒
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﹁ あぅっ ﹂
先 っぽが 滑るよ うに挿 入られ ︑女は 甘い吐 息を漏 らした ︒
男 はさら に腰を 沈める ︒
ナカ

ぬぷ︑ ぬぷ︑ ぬぷ⁝ ⁝︒
少しず つゆっ くりと 膣を犯 されて いく︒
そして ︑道半 ばで 止まっ た︒
女は 身悶え た︒
これ では生 殺しだ ！
深 いとこ ろまで 届か ない︒ あと少 し︑こ のも どかし さが︑ 堪
ら なく感 情を 高ぶら せ︑気 狂い を起こ しそう になる ︒も っと奥
ま で︑ もっと 激しく ︑な のにこ れ以上 ︑男の モノ は伸び てはく
れない ︒
男はゆ っく りと腰 を動か しはじ めた ︒ゆる り︑ゆ るり と︑巨
体を揺 らし︑ 小さな ストロ ーク で出し 入れを するの だ︒
さら なるも どかし さ︒
この 男には この動 きが限 界なの だ︒巨 大な肉 の塊で ある男 に︑
激 しい動 きは望 めな かった ︒しか し︑女 がこ れで満 足でき るは
ず がなか った︒
溢 れ出 す肉欲 が密と なって ︑さ らに噴 き出し てく る︒も う溶
けきっ てしま ったあ そこは ︑男の モノを 咥える ことも できな い︒
短小の モノ は形の ないぬ るま湯 を︑ ゆるゆ ると泳 いで いるよ う
になっ てしま ってい る︒
男の ほうは それで もよ かった ︒一生 懸命 に腰を 動かし ︑息を
切ら せ脂汗 をたら し︑女 を満足 させよ うとが んばっ ている ︒
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﹁ 気持ち いいだ ろ？

なあ︑ よくな ってき ただろ ？﹂

野 太い 声で男 が口を 聞いた ︒自 らの行 為を相 手に確 かめ る︒
そ の声は 少し自 身が無 さげ にも聞 こえる ︒
女は答 えない ︒
﹁ン⁝ ⁝ン︑ ン⁝⁝ ンン⁝ ⁝﹂
声を殺 して︑ 吐息 を鼻先 から漏 らして いる
男は 口元を 微笑 ませた ︒それ が女 の答え だと解 釈した のだ ︒
しか し︑ 女は男 の見え ない ところ で︑シ ーツに 顔を 埋めて 苦
し げで切 なげな 表情 をして いた︒ それは 感じ ている 表情で はな
く ︑生殺 しの物 足りな さで身 悶える 顔だっ た︒
ズ ぅぅぅ ン︑ズ ぅぅぅ ン⁝⁝ ︒
長くゆ っくり した ストロ ークで 男は動 き続 けてい た︑そ の躰
が静か に止ま った︒
豚のよ うな荒 い息づ かいが 聞こ える︒ 男の体 力が尽 きたの だ︒
短小 なばか りだけ ではな く体力 もない ︒
それ ばかり か︑こ の男に はテク ニック もなか った︒
彼 が愛し ている のは ︑この 痩せ細 った躰 だ︒ 女に気 を遣い ︑
そ れなり に女 を満足 させよ うと努 めは するが ︑彼の 性癖 は特殊
な ところ にある のだ︒
男は再 び動き 出す︒ 腰を ゆっく りと動 かし ながら ︑手を 女の
突き出 た腰骨 から︑ あばら へと這 わせて いく︒
男の背 中や腹 の肉が 歓喜す るよう に震え た︒
部屋 中に脂 臭い汗 が霧 となっ て拡散 する ︒高ぶ る男は 急激に
体温 を上 昇させ ︑両手 でじ ゃばら のよう なあば らを 愛撫す る︒

あば らの 君
13

そ れと同 時に女 は腰 をくね らせ︑ 尻を 振るよ うに動 かした ︒
肌 に張り 付く 男の手 ︒体温 が痩 せた肉 体の奥 まで伝 わっ てく
る ︒短 小とは いえ︑ ナカ で動か される たびに 刺激 が走り ︑あば
らを触 られて いる ざわつ く肌が 連動 して︑ さらな る快感 の波 が
広がる ︒
しかし ︑求め るも のは違 うのだ ︒
乳房 そのも のを 突き上 げるよ うに︑ ツン と尖っ た薄紅 色の 乳
首︒ 今︑ その先 端に触 れら れたら ︑媚薬 の効果 も相 まって 軽く
達 してし まうか もし てない ︒けれ ど︑ 男が愛 でるの はあば ら︒
せ めて︑ せめて ︑乳房 に触れ て欲し い︒
﹁ ああっ ⁝⁝も っと⁝ ⁝﹂
もっと どうし て欲し いのか ︑その 先まで は口に できな かった ︒
﹁ああ っ︑あ ああっ ⁝⁝﹂
切なげ な声で 悶え続 ける︒
発散 できな い欲 望が︑ 胸の奥 でつっ かえ 苦しい ︒今に も爆発
しそ うで︑ あと少 しで淫 靡な火 に引火 すると ころま できて いる︒
﹁も っと激 しく ⁝⁝し て⁝⁝ くださ い﹂
涙 声での 懇願︒
男 はその 願いを 叶える べく︑ 腰を激 しく動 かしは じめ た︒
ドスン ︑ドス ン︑ド スン！
砲撃を 思わせ る振動 ︒
骨と 皮の躰 が揺さ ぶられ ︑今 にも折 れるの では ないか と心配
にな る︒
﹁は ぁぁン ︑もっ と⁝⁝ もっと ⁝⁝﹂
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四 つん這 いの女 の手 足が関 節から 小刻み に震 える︒ 躰を支 え
て いら れない ︒けれ ど︑尻 を近 く突き 上げな ければ ︑男 のモノ
は ごくご く浅い 部分に しか 届いて くれな い︒
﹁ンっ ⁝⁝く アぁン ！﹂
女は溜 めた 息を一 気に吐 き出 しなが らひじ から崩 れた ︒全身
を支 えきれ ず︑両 肘を ベッド につけ てかろ うじ て崩れ 落ちる の
を押 さえた ︒
男の 挿入が 浅くな った︒
も っと深 く︑も っと 激しく 欲しい のに︑ 男の モノは 入り口 あ
た りでく すぶっ ている ︒
︱ ︱我慢 できな い︒
疼く下 半身︒ 出し 入れさ れる短 小のす ぐ近 くで︑ 包皮に 包ま
れなが ら充 血して 硬く尖 って いる肉 芽︒キ ュンキ ュン と肉芽 が
欲しが ってい る︒
指先 で少し 触ら れるだ けでい い︒皮 を剥 いて︑ 撫でる ように
擦ら れた︑ 脳天ま で快感 が突き 抜け脳 を溶か してし まうだ ろう︒
女は 想像す るだ けで身 震いし た︒
女 のひじ には 大きな 負荷か がかか って おり︑ 片腕を 下腹部 に
伸 そうも のなら ︑完全 に崩れ 落ちて しまう だろう ︒そ うなれ ば︑
男の短 小など 簡単に 抜けて しまう ︒
男はあ ばら を愛で ること に陶酔 して いる︒ 撫でる だけで はな
く︑ 一本一 本を軽 く摘む よう に︑味 わい愉 しん でいる ︒その 邪
魔を するこ とはで きなか った︒
ひじ の角 度をゆ っくり と動か しな がら︑ 女は震 える腕 を下 腹
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部 に向け ようと した ︒届か ない︑ 折り 曲げた ままで はソコ まで
届 かない ︒
も どかし い︑も どかし い︑ 胸が張 り裂け そうな 激情︒
女の前 身の骨 が悲 鳴をあ げる︒ 自らの 躰を 支える 力も尽 きそ
うだ︒
どうし ても触 りた い︒
震え る指先 を女は 懸命に 伸す︒
その ときだ った︒
ぴ ゅっ︒
膣 内にな にかが 噴かれ た︒
と ぴゅぴ ゅぴゅ ⁝⁝︒
控えめ な射精 ︒
恍惚の 表情で 男は全 身の肉 を身震 いさせ た︒
ほんの 数秒の 放心︒ 男の熱 は急 激に冷 めてし まった ︒
そし て︑抜 かれた ︒
モノ が縮 まった せいか ︑大泣 きす るよう に蜜が 溢れ ている せ
いか ︑抜か れた 感触す らなか った︒
女 は絶望 しなが ら身悶 えた︒
男 が巨体 を揺ら して去 って行 く︒
ドアが 開けら れ︑ま ばゆ い光り が差し 込む 部屋︒ 背中を 汗で
光らせ る男の シルエ ット︒ そして ︑部屋 は再び 闇に閉 ざされ た︒
女は激 しく息 を切ら せ︑ぐ ったり とベッ ドに 横たわ ってい る︒
骨が 軋み全 身が 痺れた ように 痛い︒ とく に腕の 過労は 激し く︑
持ち 上げる ことも できな い︒

あば らの 君
16

し かし︑ 下腹部 は物 欲しそ うにキ ュンキ ュン と苦し い︒蜜 も
ま だ漏れ 続けて いる︒
女 は蕩 けた瞳 で口を 半開 きにし ながら ︑懸命 に下 腹部に 手を
伸そう として いる︒
急に部 屋に光 りが差 し込ん だ︒
女は 瞳だけ を動か しド アの先 に立つ 影を見 た︒ そして ︑総毛
立つ ほど躰 を震わ せたの だった ︒

︽ ２︾

カミハ ラ女学 園の昼 休み風 景︒
教室で は女子 たちが グルー プつく って昼 食をと ってい た︒
華艶 は碧流 とふた りだ︒ 華艶 は留年 に加え て︑ 噂では ﹃マジ
ちょ ーヤバ イ仕 事して るらし いよ﹄ って ことに なって いる ︒碧
流は 無実は 証明さ れたが 四月の 始業式 の事件 が尾を 引いて いた︒
コ ンビニ の総菜 パンを 頬張 る華艶 の目の 前で ︑碧流 が涎れ を
垂 らしな がら ︑じー っと見 つめて いる ︒華艶 が一口 食べ るたび
に ︑碧流 がゴク ンとの どを鳴 らす︒
﹁⁝⁝ ⁝⁝﹂
﹁⁝⁝ ⁝⁝﹂
お互い 見つめ 合って 無言︒
碧流 の視線 が熱く 眼光 鋭い︒ この視 線に 耐えき れず華 艶が尋
ねる ︒

あば らの 君
17

﹁ おべん とは？ ﹂
﹁ ない﹂
﹁ 半分あ げよう か？﹂
こう言 ってく れるの を待っ ている ような 目だ︒
しかし ︑意外 な言葉 が返っ てくる ︒
﹁いら ない﹂
少し 華艶は ショ ックだ ったの かもし れな い︒す ねるよ うに 唇
を尖 らせた ︒
﹁ だった らそん な目で 見ない でよ﹂
﹁ だって おなか 空いて るんだ もん﹂
﹁ だから あげよ うか？ ﹂
﹁いら ない⁝ ⁝﹂
少しそ の声音 は弱々 しかっ た︒
すぐに 呆れた ような 声を華 艶は 出す︒
﹁は ぁ？﹂
ハッ キリ して欲 しいと いう感 じだ ︒口で はいら ない と言っ て
るが ︑物欲 しそ うに目 が訴え ている ︒
ど うして なのか ？
﹁ ダイエ ット中 ﹂
と碧流 がつぶ やき︑ 華艶は 納得し て頷い た︒
﹁あぁ ーなる ぅ︒で もべつ に太っ てなく ない？ ﹂
﹁そん なこと ないよ ぉ︒こ んなん じゃ水 着き れない ！﹂
昼食 抜きの 理由は ダイエ ット︒ ダイエ ットの 理由は 水着︒
﹁来 月から もうプ ールの 授業は じまる んだよ ！﹂
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声 高らか に碧流 が叫ん だ︒
ク スクス と周 りから 笑い声 がし た︒だ が中に はハッ とし た者
や 重い表 情をす る者も いた ︒
学園内 には屋 内プ ールが あり︑ 大きな 大会 も開か れるた めの
設備も 完備 してい る︒水 泳部 はもち ろんそ れに見 合う 好成績 を
都大会 で修め てい る︒
施設 もしっ かり として いるた め︑一 般生 徒の授 業の講 師も 一
流で ある が︑生 徒たち にと っては 授業内 容うん ぬん よりも ︑年
頃 の女子 たちが 人前 で水着 姿を披 露しな けれ ばなら ないイ ベン
ト だった りする ︒
碧 流は華 艶の躰 を一瞥 して愚 痴を吐 く︒
﹁いい よねぇ ︑華艶 は﹂
﹁だか らパン あげる って﹂
﹁違 うよぉ ︒華艶 はさ ぁ︑な んでそ んなに スタ イルバ ツグン な
の？ ﹂
﹁べ つにな にもし てない けど﹂
﹁ うわぁ ︑すっ ごい イヤミ ぃ〜︒ だって スゴ イよく 食べて るじ
ゃ ん？﹂
﹁ そお？ ﹂
﹁授業 中いっ つも オカシ 食べて るし︑ 放課 後だっ てよく 食べて
るし︑ その体 型はあ りえな いよぉ ﹂
机に 置かれ ている 華艶の ラン チメニ ュー︒ 今は 総菜パ ンを食
べて いる最 中だ が︑空 のコン ビニ弁 当の 容器が 三つ︑ サンド ウ
ィッ チの 包装が 二つ︑ おにぎ りの 包装が 三つ︑ まだ 手を付 けて
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い ないシ ューク リーム がとミ ルフィ ーユが デザー トとし てある ︒
そ れか ら食事 に用意 された 飲み 物は︑ 二リッ トルの お茶 のペッ
ト ボトル だ︒
すべて を平ら げ︑ まだ五 〇〇ミ リリッ トル ほど残 ってい たお
茶を一 気に 飲み干 すと︑ 華艶 は制服 の裾を まくり 上げ てお腹 を
見せた ︒
﹁ほ ら︑ち ゃんと 太って る﹂
﹁食 べたば っかり なんだ から当 たり前 じゃん ﹂
あ れだけ 食べれ ば︑ おなか が出る のは当 たり 前︒け れど︑ 華
艶 の全身 の体 型を見 るに︑ 脂肪 にはな らずに すぐに 燃焼 されて
し まうら しい︒
碧流は 雑誌を 机の上 に広げ た︒
﹁もう 水着 特集や ってん の︒ 今年は ボーダ ーが流 行る って︒ い

てか フォト ショッ プ？﹂

いなぁ ︑あた しもこ のモデ ルの 体型み たいに なりた ぁい！ ﹂
﹁ち ょっと 痩せす ぎじゃ ない？

フォ トショ ップと はデジ タル写 真加工 ソフト の代名 詞であ る︒
華 艶は揶 揄する 言い 草で加 工され すぎて いる 写真だ と言い たか
っ たのだ ︒
水 着モデ ルを見 る華艶 の目が 細めら れる︒
﹁ん？ ﹂
﹁どー したの ？﹂
﹁ん〜 ⁝⁝ど っかで 見たこ とある 顔だな って ﹂
雑誌 を手に 取り︑ 水着モ デルを 目と鼻 の先で ガン見 した︒
碧流 は頬杖 を付い た︒
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﹁ 最近グ ラビア とか でよく 見るじ ゃん ︒もし かして 芸能と かう
と い？﹂
﹁ あー︑ 思い出 した今 朝の ニュー スで見 たんだ ﹂
﹁写真 集発売 する んでし ょ︒き のう からバ ラエテ ィ番組 とか 出
まくっ てるよ ﹂
﹁違 くて︑ じつは 一週 間前か ら行方 不明な んだ って︒ 写真集 発
売直 前だか ら︑事 件のこ と事務 所が伏 せてた みたい ﹂
報道 によ ると︑ 事件に 巻き 込まれ た可能 性につ いて は︑ま だ
わ からな いとの こと だ︒な ぜなら 失踪以 前か ら︑仕 事の悩 みや
愚 痴 を マ ネ ー ジ ャ ー や 友 人 た ち に 漏 ら し て お り ︑﹃ ど こ か 遠 く
へ 行き たい﹄ と口癖 のよ うに言 ってい たそう だ︒ 失踪前 の最後
に目撃 された のは ︑マネ ージャ ーが自 宅マ ンショ ンに送 り届 け
た深夜 ︒翌 日は何 ヶ月か ぶり のオフ だった らしく ︑マ ネージ ャ
ーや 事務所 が彼女 の失 踪に気 づいた のは︑ さら に翌日 のこと だ
った ︒
同じ マン ション の住人 が失踪 直前 と思わ れる彼 女を 見たと 証
言 してい る︒そ のと きの格 好とい うのが ︑ま るで長 期の旅 行に
出 掛ける よう な大き なキャ リーケ ース を運ん でいた らし い︒警
察 もそ の証言 から︑ 自ら の意思 で失踪 したと して ︑捜索 は行わ
れてい なかっ た︒
だが︑ 長く 隠し通 せるも のでは ない ︒売れ っ子の グラビ アア
イド ルとな れば︑ 取材記 者か ら嗅ぎ つけら れる のも時 間の問 題
だっ ただろ う︒今 朝のニ ュース を皮切 りに︑ 大々的 に報道 され︑
ネッ トなど でも騒 ぎにな ってい る︒
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碧 流はさ っそく ネット 掲示板 で情報 を仕入 れた︒
﹁ えっ︑ マジ⁝ ⁝屍体 で発見 された って﹂
﹁ なにそ れ知ら ない﹂
﹁⁝⁝ あ︑釣 りだ ったゴ メン︒ でも さぁ︑ こない だもア イド ル
が屍体 で発見 された ってニ ュース なかっ たっけ ？﹂
釣りと はデマ とい うこと である ︒
﹁激 ヤセ変 死体事 件ね︒ まだ未 解決だ ったハ ズ﹂
その 事件 のニュ ースを 華艶 は見た 記憶が あった ︒屍 体はた し
か この学 園もあ るカミ ハラ区 の森林 で見つ かった ︒
地 元の事 件とい うこと もあっ て︑学 園でも ウワサ が飛び 交い︑
い ろいろ な憶測 を呼ん でいた ︒
﹁死ん でもい いから ︑あた しも痩 せたい なぁ﹂
と漏ら す碧流 にすか さず華 艶が口 を挟む ︒
﹁死ん だらダ メでし ょ﹂
﹁そ のくら い痩 せるの が大変 って意 味だ よ︒楽 して痩 せる 方法
ない かなぁ ︑薬と か﹂
﹁ 痩せる サプリ とっ てヤク と売り さばい てる ヤツい るから ︑気
を つけて ね︒す っごい 引っか かりそ うな性 格して るし﹂
﹁ そんな の引っ かかる わけな いじゃ ん﹂
と︑碧 流は笑 って答 えた︒

カミハ ラ区に 隣接す るホウ ジュ区 は︑遊 び場 として は最適 で︑
近隣 校の学 生た ちが放 課後に なると やっ てくる ︒放課 後でな く
とも サボリ の学生 も多く 見かけ る︒
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と くに用 事もな かっ たが︑ 碧流は 乗換 駅とい うこと もあり ︑
途 中で駅 の改札 を出て ︑日暮 れの街 に繰り 出した ︒
目 に飛び 込んで くる飲 食店 の看板 ︒
碧流の 腹が鳴 る︒
ぶらっ と繁 華街の 道を歩 いて いると ︑ワル ドナル ドの 横を通
ると あの特 有の匂 いが 漂って きた︒ ポテト を揚 げる匂 いが換 気
扇か ら外に 排出さ れてい る︒
その 場は足 早に通 り過ぎ る︒
逃 げるよ うに歩 いて いると ︑細い 道に入 って きてし まい︑ 辺
り を見回 してい ると︑ 裏路地 にいた イケメ ンと目 があっ た︒
﹁ ちょっ とキミ ︑キミ ﹂
小声で 話しか けてき た︒
﹁ん︑ あたし ？﹂
良識 ある女 子学生 なら︑ ここ はシカ トした とこ ろだろ う︒男
は背 が高く ︑ほ どよく 筋肉質 で︑白 い歯 を見せ ながら 愛想 よく
笑っ てい る︒こ れで何 割か はとり あえず 足くら いは 止めて いい

か みじ よ

かも しれな いと 思うか も知れ ない︒
﹁ キミっ て神女 の学生 さんだ ろ？﹂
碧 流は躰 ごと顔 を向け た︒も う相手 の話を 聞く体 勢だ ︒
﹁そう だけど ？﹂
﹁だと 思った ︑キミ かわい いから ﹂
﹁えへ へ︑お 世辞う まいな お兄さ ん﹂
満更 でもな い︒
神原 女学 園は︑ 女子校 という こと もあり ︑幻想 を抱か れて い
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る ことも 多い︒ カワイ イ子や 美人が 多いと もっぱ らのウ ワサだ ︒
ま あ︑ 男が碧 流を神 女の学 生だ と一目 でわか ったの は︑ その制
服 からだ ろう︒
﹁彼氏 とかい るの？ ﹂
﹁なに それナ ンパ？ ﹂
﹁そっ か︑い ない んだ﹂
にこ やかに 男は笑 った︒
﹁い ないで すけど ー︑夏 くらい までに はつく るつも り﹂

な にそれ 教えて ﹂

﹁ ならさ ︑キミ が可 愛くな るため に良い アイ テムが あるん だけ
ど ？﹂
﹁ マジで ？

好奇心 が旺盛 なの か︑警 戒心が ないの か︑ 碧流が どんど ん相
手に詰 め寄っ ている ︒
﹁美 容とダ イエッ トの クスリ なんだ けどさ ︒今 ならキ ミだけ に
特別 に譲っ てあげ ようと 思って ︒本当 はタダ じゃな いんだ けど︑

ラッ キー︑ タダで くれる の？﹂

キミ かわい いから 特別に 少しわ けてあ げるよ ﹂
﹁ダ イエッ ト？

ダ イエッ トと聞 いて碧 流の関 心はさ らに強 まった ︒
男 はラベ ルのな いサプ リメン トの小 さな容 器を碧 流に 手渡す ︒
﹁あん まり飲 みす ぎない ように ね︒ま た欲 しくな ったら ここに
テルし て︒ 次から はタダ ってわ けに はいか ないけ ど︑ 安く譲 っ
てあけ るから ﹂
名刺 には電 話番号 だけ が記さ れてい た︒ 少し怪 しいが 碧流は
疑い もせず 受け取 った︒
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﹁ それじ ゃあ︑ またね ﹂
男 は路地 裏に消 えてい った︒

ち ょっ と顔色 もよく ないし ︑ヤ バいん じゃ

さ っそ く碧流 はふた を開 けて中 を確認 すると ︑錠 剤が数 粒ほ
ど入っ ていた ︒

︱︱数 日後︒
昼休 みの教 室︒
﹁ま たお 昼抜き ？
な の？﹂
と ︑一つ の机 で向い 合わせ に座る 碧流 の顔を 華艶は まじ まじ
と 見つめ た︒
﹁だい じょぶ ︑だい じょぶ ︑なん か調子 イイん だよ﹂
﹁⁝⁝ う〜ん ﹂
相手の 言葉を 信用で きない ︒
碧流 は目の 下にク マをつ くり︑ 頬は痩 せこけ てしま ってい る︒
どこ か目 もうつ ろだ︒ 授業 中も間 違え連 発︑体 育の 授業中 には
つい に倒れ た︒
﹁ ヤバイ 薬なん てやっ ていよ ね？﹂
ま さか 本当に やって いると は思 ってい ない︒ 先日 だって 冗談
で言っ たつも りなの だ︒
﹁えっ ︑そ︑ そんな ︑やっ てるわ けない じゃ〜 ん！﹂
大き く両手 を顔の 前で振 って 碧流は 否定し た︒ だが︑ その慌
てぶ りが疑 惑を強 めてし まった ︒
無言 で華艶 は碧流 を見つ める︒
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﹁ ⁝⁝⁝ ⁝﹂
じ ーっと 微動だ にせず ︒
し ばら く見つ められ てい た碧流 は︑我 慢でき ずに 視線を 逸ら

碧流ち ょー 心外︒ やって ないっ たら ︑やっ て

せなが ら︑慌 てたよ うに口 を開く ︒
﹁疑っ てん の？
ない ってば ︒そん なの に手出 すわけ ないよ ︒薬 物よく ない︑ う
ん！ ﹂
と︑ 言い 切った 碧流の 視線 が一瞬 ︑自分 の通学 バッ グに向 け
ら れた︒ それを 華艶は 見逃さ ない︒
﹁ そこか ！﹂
と 声を あげて 華艶は 碧流 のバッ グを取 り上げ た︒ 慌てて 碧流
はバッ グを奪 い返 そうと するが ︑華艶 は押 して引 いての 攻防 を
繰り返 しな がら︑ バッグ の中 身を隅 々まで 探して ︑怪 しげな ラ
ベルの ない容 器を見 つけ出 した ︒
﹁こ れでし ょ︑白 状しろ ！﹂
﹁違 うよ︑ ただの サプリ ︒ビタ ミンと かのだ よ！﹂
﹁没 収しま す﹂
それ な し じゃ 生 き て いけ な

せ っかく ここま で痩せ られた のに！ ﹂

﹁ や だ よ ︑高 か っ た んだ か ら ！
い！

思わず 碧流は 口を滑 らせた ︒
思い溜 息を吐 きなが ら華艶 は気む ずかし い顔を する︒
﹁やっ ぱりヤ バイ薬 じゃん よ︒売 人のア ドレ スあた しに教 えて︑
それ からす ぐ削除 ︑今後 一切連 絡接触 なし﹂
﹁え ーっ！ ﹂
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﹁ ケータ イ割ら れたい の？﹂
﹁ ⁝⁝⁝ ⁝﹂
無 言で不 満そう な顔だ ︒
﹁あと 放課後 ︑病院 行くか ら﹂
﹁⁝⁝ は〜い ﹂
気のな い返事 をし て碧流 は項垂 れた︒
これ で安心 とい うわけ にはい かない だろ う︒碧 流の態 度を 見
てい れば わかる ︒どん な薬 物かわ からな いが︑ 依存 性が高 けれ
ば そこか ら抜け 出す のは容 易では ないだ ろう ︒麻薬 は再犯 率が
格 段に高 い︒

︽３︾

︱︱ 放課後 ︒

碧流 ！﹂

華艶 は焦っ た表情 で辺り を見渡 した︒
﹁碧 流？
い ないの だ︒
﹁ やばい ︑逃げ られた ﹂
いつか らいな い？
昼休み が終わ り︑午 後の授 業がは じまる までは いた︒ 授業中 ︑
碧流 とケー タイで メール のや りとり をした が︑ 教室に 本人が い
たと は限ら ない︒
不覚 だ︒
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﹁ ねぇ︑ 木之下 見なか った？ ﹂
華 艶は周 りの生 徒に尋 ねる︒ 木之下 とは碧 流の名 字だ︒
﹁ 今︑ダ ッシュ で教室 出て ったけ ど？﹂
よかっ た︑ま だ追い つける かもし れない ︒
急いで 教室を 駆け出 し︑下 駄箱に 向かっ た︒
各下 駄箱に は番号 のみ 記され ている ︒華艶 は記 憶を辿 って適
当に 下駄箱 を開け た︒上 履きが 入って いて︑ 外履き の靴が ない︒
しか も︑律 儀に上 履きに は名前 が記入 されて いた︒
﹁ もう外 か！﹂
声 を荒げ なが ら急い で靴を 履き替 え︑ 校門ま で全速 力で 駆け
た︒
︱︱い ない︒
すぐに 碧流の ケータ イに通 話をか ける︒
２コ ールで 切れた ︒相 手が意 図的に 切った とし か思え ない︒
すぐ にかけ 直した が︑お 決まり の文句 が聞こ えてく る︒
︽お かけに なった 電話番 号は︱ ︱︾
碧流 の行き 先は どこだ ？
目 的は？
ま ず︑ 華艶か ら逃げ るため だろ う︒そ の逃げ ると いう理 由の
根本に あるの は︑ まだ薬 を断ち 切れて いな いとい うこと だ︒と
なると ︑再び 薬を入 手しよ うとす るだろ う︒
碧流 が所持 してい た薬は 華艶 が没収 して︑ 売人 のアド レスも
目の 前で消 させ た︒た だし︑ 隠し持 って いた可 能性や 偽のア ド
レス を消し て見せ た可能 性があ る︒
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碧 流はい つかは 売人 と接触 するは ずだ︒ そう なると ︑そこ で
待 ち伏せ するし かない かもし れない ︒
華 艶は まず控 えてい た売 人のア ドレス を調べ るこ とにし た︒
ケータ イで通 話する ︒いき なり売 人に掛 けたり はしな い︒
﹁もし もし京 吾？﹂
︽はー い︑こ ちら 喫茶モ モンガ でござ いまー す︾
華艶 は一瞬 ︑言 葉を失 った︒ 想定し てい た相手 ではな かっ た
から だ︒電 話に出 たのは 京吾の 妹だっ た︒
﹁ あ︑華 艶です けど︒ お兄さ んは？ ﹂
︽ こんに ちは 華艶さ ん︒お 兄ち ゃんは 今ちょ っと外 出中 です︾
﹁ どのく らいで 帰りそ う？﹂
︽う〜 ん︑夜 の開店 までに は︾
喫茶モ モンガ は夜一 〇時か らバー に早変 わりす る︒
そんな に待っ ていら れなか った ︒
﹁ お 兄 さ ん に 伝 言 ︒﹃ ケ ー タ イ 持 て よ ﹄ っ て 伝 え と い て ﹂
︽は 〜い︑ ほかに なにか ありま すか？ ︾
﹁う うん︑ また ね︒今 度お店 行くね ﹂
︽ はい︑ それじ ゃあま た︾
﹁ バイバ ーイ﹂
と︑ケ ータイ を切っ たあと ︑華艶 はボソ ッとご ちた︒
﹁てか ︑職業 柄ケー タイく らい持 て﹂
表の 顔は喫 茶とバ ーのマ スタ ー︒裏 の顔は ＴＳ の仕事 斡旋と
情報 屋をや って いる︒ そんな 人間が ケー タイを 持って いない な
んて ︑本当 にあり えない 話だ︒
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ケ ータイ を握り 締めな がらし ばし考 える︒
﹁ 電話 番号か ら売人 の情報 をで きるだ け引き だそう と思 ったの
に﹂
おそら く契約 者か らは売 人は辿 れない だろ う︒名 義貸し など
いくら でも 本当の 使用者 を隠 す手立 てはあ る︒Ｇ ＰＳ が機能 し
ていれ ば︑現 在位 置が特 定でき た可能 性もあ る︒
﹁め んどく さい︑ イチか バチか ﹂
華艶 は売人 のケー タイに 直接掛 けるこ とにし た︒
１ コール ︑２コ ール ︑３コ ール︑ ４コー ル︑ ５コー ル目で 相
手 は出た ︒
通 話は 繋がっ たが相 手は しゃべ らない ︒周囲 の音 が微か に聞
こえる ︒雑踏 の音 に混ざ って聞 こえる のは ︑家電 量販店 のテ ー
マソン グだろ うか︒
﹁も しもし ︑友達 から この番 号教え てもら った んだけ ど︑あ っ
てま すか？ ﹂
︽友 達？︾
若い 男の声 だ︒
﹁ 友達の 木之 下碧流 って子 から紹 介し てもら ったん です ︒いい
サ プリみ たいな のがあ るって ﹂
︽ああ ︑碧流 ちゃん の友達 ね︒君 も神女 の子？ ︾
﹁はい ︑そう ですぅ ﹂
ちょっ といつ もより 高めの 声で可 愛い子 ぶっ てみた ︒
︽碧 流ちゃ んは お得意 様で︑ 友達も 何人 か紹介 しても らって こ
っち も助か ってる よ︾
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﹁ ⁝⁝あ いつ︑ 別の子 まで﹂
思 わずボ ロッと 出てし まった ︒
︽ ん︑な んか言 った？ ︾
﹁い︑ いえ︑ なん でもな いです ぅ︒ あのど こに行 ったら サプ リ
を分け てもら えるん ですか ？﹂
︽あぁ ⁝⁝ン ぐ！ ︾
男の 声じゃ ない ︒女の 押し殺 すよう な喘 ぎ声が 突然聞 こえ て
きて 華艶は 眉をひ そめた ︒
よ くよく 耳を澄 ませ ると︑ 家電量 販店の テー マソン グも微 か
に 聞こえ るの だが︑ 水を流 す音 も聞こ える︒ その中 に混 ざって
手 を叩く ような パンパ ンとい う肉が ぶつ かるよ うな音 ︒
︽はぁ ぁぁン ！！︾
甲高い 女の喘 ぎ声だ ︒
華艶は 確信し た︒
︱︱ この男 ︑女と ヤッて やがる ︒
と︑ 思いな がらも 気づか ないフ リ︒
﹁あ のぉ︑ どこ に行っ たらぁ 〜﹂

は うっ！ ！︾

︽ ああ︑ ごめん ごめん ︾
︽ ンぐっ ！

必死に 声を殺 そうと してい るのは 伺える が︑も う丸聞 こえだ ︒
それに 比べて 男の声 はまっ たく動 じてい ない︒

君の 特徴教 えてく れる？ ︾

︽ ホウ ジ ュ 駅 の東 口 を 出 た とこ ろ の 広 場︑ 一 時 間 後で い い か
な？

﹁神 女の制 服で︑ 髪は結 わいて てちょ っと赤 毛入っ てる感 じで︑
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ペ ットボ トルの コーラ 持っと きます ﹂
︽ オー ケーオ ーケー ︑じゃ あ一 時間後 ︒初回 は代金 入ら ないか
ら︾
碧流の 目的地 が売人 である なら︑ もっと 早く会 いたい ︒
﹁あの ぉ︑も っと早 く会え ません か？﹂
︽いい よ︑先 約も ないか ら︒い つがい いの？ ︾
﹁じ ゃあ︑ 三〇分 後で﹂
︽オ ーケー 三〇分 後︾
先 約がい ないと いうこ とは︑ 碧流よ りも先 に辿り 着けそ うだ︒
﹁ はい︑ すぐに 行きま ぁす︒ それじ ゃあ﹂
︽ 待って るから ︑じゃ あね︾
︽あぁ ぁぁぁ ン！！ ︾
通話を 終えた ︒
怪しま れただ ろうか ？
イチ かバチ かで 電話を かけて ︑約束 まで は取り 付けた が︑こ
れか らど うなる かわか らな い︒幸 いだっ たのは ︑碧 流が別 の子
を 紹介し ていた らし く︑多 少は相 手の警 戒心 を弛め られた こと
か もしれ ない ︒が︑ 学園に クス リを広 めたの はいた だけ ない︒
華 艶は駅 に向か って駆 け出し た︒
駅前の 改札口 を駆け 抜け ︑電車 に乗り 込む ︒ホウ ジュ駅 まで
は数駅 だ︒
電車 に揺ら れなが ら華艶 は再 度︑碧 流のケ ータ イに通 話をか
けた ︒けれ ど︑ やはり 電源が 入って いな いらし い︒仕 方なく メ
ール を送る ことに した︒
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︱ ︱連絡 しろ︑ バカ！
と メール を送信 して︑ すぐに メール をもう 一通送 った︒
︱ ︱怒っ てない から︑ とり あえず 連絡く ださい ︒
電車は 目的駅 に着 き︑華 艶は足 早に改 札を 抜け︑ 地下通 路を
通り外 に出 た︒駅 からす ぐの 広場は ︑よく 待ち合 わせ 場所に 使
われ ︑今日 も多く のひ とが集 まって いる︒ 煙草 を吸い ながら 辺
りを 見回し てい るのは 彼女待 ちだ ろうか ︒そこ に集ま って いる
私服 の若者 集団は ︑学生 らしい のでサ ークル かなに かだ ろうか ︒
華 艶も辺 りを見 回した ︒
待 ち合わ せ時刻 までは まだ少 しある ︒
そ う言 えば華 艶は売 人の 容姿を 知らな い︒相 手は こちら の容
姿を聞 いただ けだ ︒つま り︑そ れは相 手か らこち らに声 をか け
るられ ること になる ︒
華艶 は視線 だけを 動かし て辺 りの人 々を観 察し た︒あ の声の
感じ に該当 しそ うな男 はいな い︒ぶ らっ とヒマ を潰す よう に歩
き︑ 近く のカフ ェ店内 のよ うすを 大きな ガラス 窓ご しに観 察し
たが ︑とく にそ れらし き男は いなか った︒
時 間は過 ぎ︑ 待ち合 わせの 時刻を 一五 分ほど 過ぎた ︒ま あ︑
こ の程 度なら 遅れる こと もあう だろう ︒まだ ヤッ てるの かもし
れない ︒
だが︑ それ からさ らに時 間が過 ぎ去 り︑予 定の時 間より 三〇
分過ぎ た︒
﹁⁝ ⁝来な い﹂
ただ 遅れ ている だけか ︑まだ ヤッ てるの か︑そ れとも 警戒 さ
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れ たか？
売 人のケ ータイ にかけ ること にした ︒
そ して︑ 聞こえ てくる お決 まりの フレー ズ︒
︽お掛 けにな った電 話番号 は︱︱ ︾
電波が 届かな い︒電 源が入 ってい ない︒ どちら なのか ？
﹁ヤバ イなぁ ︑や っぱ警 戒され ちゃっ たかも ﹂
意図 的に電 源が切 られて いるな らその 可能性 はある ︒
さら に時間 が過ぎ て一時 間の超 過︒
そ の間︑ 何人か に声 をかけ られた が︑キ ャッ チセー ルスと ナ
ン パだっ た︒
﹁ もう知 らん﹂
華艶は 待つこ とをあ きらめ ︑場所 を移動 するこ とにし た︒

︱︱一 時間ほ ど前に 遡る︒
家電 量販店 のテ ーマソ ングが 微かに 聞こ えてく る車椅 子のま
ま入 れる店 内のト イレ︒
一 〇代の 若い少 女が男 に胸 をすり 寄せる 距離 で︑上 目遣い の
潤 んだ瞳 を向け て訴え ていた ︒
﹁ お願い ﹂
蕩ける ような 声音︒ その 声を発 した唇 も︑ しゃぶ りつい たら
ソフト クリー ムのよ うに溶 けてし まいそ うだ︒
男は ニヤつ きなが ら︑ビ ルの 屋上を 見るよ うに 視線を 宙に向
けて 首を横 に振っ た︒
﹁ダ メだ︑ 金がな いなら 渡せな いな﹂
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そ の声は たしか ︑そう 華艶と 話をし たヤク の売人 だ︒
少 女はイ ヤイヤ と首を 横に振 った︒
﹁ お願い ︑お金 はない けど ︑なん でもす るから ⁝⁝﹂
﹁こっ ちも商 売で やって るんだ ︒金 になら なきゃ ︑俺が 食い っ
ぱぐれ ちまう ﹂
﹁だっ たら︑ わた しを食 べて⁝ ⁝その 代わり に﹂
少女 は自ら シャ ツをめ くり上 げ︑薄 いイ エロー のブラ を見 せ
つけ た︒ そのカ ップに 包ま れた胸 は揉み くちゃ にし たいほ ど豊
満 だ︒お そらく Ｇカッ プくら いだろ うか︒
﹁ 男は仕 方ない な︑今 回だけ だぞ﹂
と ︑売 人は口 では言 いな がらも 満更で もない ︒舌 で唇を 拭う
動作を してい る︒
少女も 唇を 濡らし た︒そ の蕩け そう な唇に 売人は しゃ ぶりつ
いた︒
煙草 の臭い が男の 口から した︒
柔ら かく 弾力性 のある 唇︒唾 液で 妖しく 光り︑ ぬる ぬると 唇
と唇 が擦れ 合わ される ︒少女 は自然 と売人 の背中 に両手 を回し ︑
そ の指先 を唇 と唇が 触れる たびに ︑電 撃が走 ったよ うに 小刻み
に 痙攣さ せてい る︒
大きく 口を開 けた売 人は ︑舌を 少女の 閉じ られた 唇に割 って
差し込 んだ︒
ぬちゃ ぬちゃ ⁝⁝︒
唇よ りも弾 力性の 飛ん だ舌と 舌が︑ 蛇が うねる ように 絡みつ
く︒
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半 開きに なった 少女 の唇か ら涎れ が垂れ る︒ 大好物 を前に し
た 犬のよ うに︱ ︱
混 じり合 う涎れ はどち らの ものか ？
糸を引 きなが ら妖 しく輝 く涎れ の雫が ︑少 女の顎 を伝っ てぽ
とりと 落ち た︒そ の先は ブラ ジャー で寄せ てあげ られ た胸の 谷
間︒涎 れは深 い谷 間に呑 み込ま れるよ うにし て消え てしま った︒
売人 が口を 離し た︒互 いの唇 に涎れ の架 け橋が かけら れ︑ 売

そ れとも こっち か？﹂

人の 視線の 先で少 女は物 乞いの 瞳をし ていた ︒
﹁ クスリ が欲し いのか ？
売 人はそ う言 いなが ら︑少 女の髪 をつ むじの あたり から 鷲掴
み にする と︑そ のまま 頭を押 し込む よう にして 少女を 跪かせ た︒
﹁舐め ろ︒そ うだ な︑俺 をイカ せるこ とが できれ ばクス リを や
ろう﹂
少女 は取り 乱した ように 売人 のベル トに手 をか け外す と︑破
かん ばかり の勢い で下着 ごとズ ボンを 降ろし た︒
脱が され たと同 時にズ ル剥 けの亀 頭がバ ネのよ うに 跳ねた ︒
艶 光りす る亀頭 はまる で剥 き立て のタマ ゴの ようで ︑大き さ
は タマゴ より も大き く握り 拳くら いあ る巨根 だ︒少 女が 竿を握
る と人 差し指 と親指 の先 がまっ たく付 かない ︒口 を半開 きにし
た少女 が︑ツ ンと 臭う先 端に近 づくが ︑そ の口で 咥えき れるだ
ろうか ？
骨付き に肉に 野人が 喰い付 くよう な光景 だっ た︒
涎れ を迸ら せなが ら︑少 女が肉 棒にが っつく ︒
じゅ ぼ︑じ ゅるる る︑じ ゅぼぼ ぼ⁝⁝ ︒
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下 品な涎 れの音 がト イレの 個室を 超えて 響き 渡る︒ すぐド ア
を 隔てた 先には 買い物 客の男 がいて ︑ぎょ っとし た眼を したが ︑
す ぐに慌 てたよ うすで トイ レを出 て行っ た︒
少女は ここが 公衆 のトイ レ︑し かも男 子ト イレで あるい つバ
レてる かと いう恐 怖と恥 ずか しさに 駆られ ながら も︑ 欲望を 抑
えられ なかっ た︒
亀頭 の先っ ぽを 口を窄 めなが ら吸い つく ︒頬が くぼむ ほど の
吸引 と︑ 涎れの 潤滑剤 ︑舌 による 激しい 舐めで 亀頭 を責め 立て
る︒
売 人は少 女の髪 を引っ 張り頭 を強引 に動か した︒
﹁ 舐める だけじ ゃなく て咥え ろよ﹂
﹁ンぐ ぅっ！ ﹂
無理矢 理口 をこじ 開けら れ︑握 り拳 ほどの 亀頭を 押し 込まれ
る︒
﹁ン ンぐッ ！﹂
少女 の小 さな口 には挿 入らな い︒ このま まだと 歯を 立てら れ
そう だ︒
仕 方がな く男 は断念 して︑ ニヤつ きな がら少 女の頭 を押す よ
う に離し た︒
呼吸を 取り戻 す少女 ︒
﹁ハァ ハァ⁝ ⁝﹂
激しい 息と共 に涎れ が垂れ る︒
糸を 引きな がら垂 れた 涎れは 胸を濡 らし ︑ベト ベトに なって
いく ︒男は それを 見て思 い付い た︒
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﹁ 口がダ メなら パイズ リだ︒ ほら︑ 早くブ ラ取れ ﹂
﹁ は⁝⁝ はい⁝ ⁝﹂
息 を切ら せなが ら少女 はブ ラを外 した︒
水が詰 まった 袋の ように 揺れる 胸︒肌 が紅 潮して 色づい てい
る︒乳 首はツ ンと尖 り︑乳 輪は薄 く少し 多きめ だ︒
口腔 に涎れ を溜め た少 女は︑ それを たらり と亀 頭に垂 らし︑
胸の 潤滑剤 と練 り合わ せるよ うに 両手で 自らの 胸をつ かん で肉
棒を 挟み込 んだ︒
足 踏みを するよ うに︑ 左右の 胸が順 番に上 下する ︒
少 女の柔 らか い肉が 詰まっ た肌が 亀頭 を擦り ︑さら に小 さく
出 した舌 先でチ ロチロ とフェ ラチオ をさ せる︒
売人は 少し躰 を震わ せた︒
﹁その 調子だ ︑俺が イッた ら約束 通りク スリを やるぞ ﹂
ぴちゃ ︑ぴち ゃ⁝⁝ くちゅ ︑く ちゅ⁝ ⁝︒
舌と 胸が奏 でる卑 猥な淫 音が響 く︒
売人 の胸ポ ケット が震え た︒ケ ータイ の着信 だ︒
﹁い いとこ なの にめん どくさ い﹂
ぼ やきな がら 売人は 胸ポケ ットか らケ ータイ をクレ ーンゲ ー
ム で摘む ように 出した ︒
知らな い番号 からだ ︒
ケータ イの ディプ レイを 見なが ら︑ 売人は 考え事 をする 手持
ちぶ さたで 少女の 髪を撫 でた ︒髪が ざわめ き頭 皮を刺 激され る
だけ で少女 は身悶 えた︒
﹁ン ンっ﹂
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舐 め続け ている 肉棒 は硬い ままだ が︑ 売人は 上の空 である ︒
そ して︑ ５コ ール目 でケー タイ に出た ︒けれ ど︑声 は発 さず
相 手の出 方を見 た︒
︽もし もし︑ 友達 からこ の番号 教え てもら ったん だけど ︑あ っ
てます か？︾
いつ も相手 にして いる ような 若い少 女の声 だ︒ 声色は いつも
より も猫を かぶっ ている が華艶 である ︒
﹁友 達？﹂
︽ 友達の 木之下 碧流 って子 から紹 介して もら ったん です︒ いい
サ プリみ たいな のがあ るって ︾
﹁ ああ︑ 碧流ち ゃんの 友達ね ︒君も 神女 の子？ ﹂
新しい カモだ ︒
︽はい ︑そう ですぅ ︾
﹁碧 流ちゃ んはお 得意 様で︑ 友達も 何人か 紹介 しても らって こ
っち も助か ってる よ﹂
︽⁝ ⁝あい つ︑別 の子ま で︾
﹁ん ︑なん か言 った？ ﹂
男 は何食 わぬ 顔で応 対しな がら︑ 少女 のケツ をこっ ちに向 か
せ ︑ス カート に手を 突っ 込んで ブラと 同じ色 のシ ョーツ を剥ぎ
取った ︒
︽い︑ いえ ︑なん でもな いです ぅ︒ あのど こに行 った らサプ リ
を分け てもら えるん ですか ？︾
そし て︑華 艶の質 問を 適当に 聞き流 しな がら︑ 肉棒を 一気に
蜜が 溢れ出 す穴に ぶち込 んだ！
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︽ あぁ⁝ ⁝ンぐ ！︾
少 女は慌 てて 口に手 を当て て声 を押し 込めよ うとし たが ︑外
で 用を 足して いた男 はし ょんべ んを床 にぶ ちまけ てしま った︒
売人は 少女を さら に辱め るため に︑腰 を激 しく動 かして 奥を
抉るよ うに突 く︒
パンパ ンパン ！
売人 の鍛え られ た下腹 部と少 女の柔 らか い尻が ぶつか り音 を
立て る︒
︽ はぁぁ ぁン！ ！︾
甲 高く少 女は喘 いだ︒
子 宮を押 し上げ られ躰 が上下 し︑豊 満な 胸が激 しく揺 れ動く ︒
︽ あ の ぉ ︑ ど こ に 行 っ た ら ぁ 〜 ﹂︾
﹁ああ ︑ごめ んごめ ん﹂

はう っ！！ ﹂

その 言葉は 半ば目 の前の ケツ に向け られた よう な嘲笑 の言葉
だ︒
﹁ン ぐっ！

壁 に両手 をつい てい た少女 の口腔 に売人 の指 が突っ 込まれ ︑
そ のまま 顎か ら状態 が持ち 上げら れた ︒ケツ を引い たく の字の
体 勢に させら れた少 女は ︑内蔵 からヘ ソを突 き破 るよう に激し
く突か れ︑売 人の もう片 手はこ ねるよ うに 胸を潰 し︑と きおり
乳首を 摘んで 捻られ る︒
そん な行為 をしな がら︑ 売人 は息も 切らせ ず何 事もな いよう
にし ている ︒
﹁ ホ ウジ ュ 駅 の 東 口を 出 た と ころ の 広 場 ︑一 時 間 後 でい い か

あば らの 君
40

な？

君 の特徴 教えて くれる ？﹂

︽ 神女の 制服で ︑髪は 結わい ててち ょっと 赤毛入 ってる 感じで ︑
ペ ットボ トルの コーラ 持っ と
きます ︾
﹁オー ケー オーケ ー︑じ ゃあ 一時間 後︒初 回は代 金入 らない か
ら﹂
︽あ のぉ︑ もっと 早く会 えませ んか？ ︾
﹁い いよ︑ 先約も ないか ら︒い つがい いの？ ﹂
目 の前の 少女は 客では なく︑ もはや 玩具だ ︒
︽ じゃあ ︑三〇 分後で ︾
﹁ オーケ ー三〇 分後﹂
︽はい ︑すぐ に行き まぁす ︒それ じゃあ ︾
﹁待っ てるか ら︑じ ゃあね ﹂
別れ の言葉 と同時 に膣道 を抉 りなが ら︑の どか ら出る 勢いで
灼熱 の剛直 を突き 刺した ︒
﹁あ ぁぁぁ ぁン！ ！﹂
電話 が切れ ると 同時に 少女の 強ばり ながら 痙攣し た︒
ビ シャア アアア アアア ッ！
膣 の収 縮で圧 迫され た膀 胱から ︑勢い よく潮 を噴 き出し た︒
売人の 顔は涼 しげだ ︒
﹁タイ ムリ ミット を決め てなか った な︒そ うだな ︑あ と一五 分
にする か﹂
イッ た直後 でぐっ たり する少 女のナ カを 滅茶苦 茶に突 きまく
る︒
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﹁ ああっ ︑ああ あっ︑ あひひ ひぃぃ ぃっ！ ﹂
ク スリに よっ て狂わ された 少女 は肉棒 によっ ても狂 うの だっ
た︒
﹁ああ あああ あうっ ン！﹂
男子ト イレに いつま でも少 女の甲 高い悲 鳴が木 霊した ︒

︽４ ︾

河 喜多ケ イは 家電量 販店で 男を 尾行し ていた ︒その 男と は︑
あ の売人 だ︒
店を出 て売人 の周 りから 人影が なくな り︑ ある程 度のス ペー
スがで きた 瞬間︑ ケイは 一気 に地面 を蹴り 上げ飛 びか かった ︒
﹁うっ ﹂
腕を 背中に 回され 押さえ つけら れた売 人は呻 いた︒
﹁な んだよ ︑いて ぇな！ ﹂
相手 は女だ ︑臆 するこ とはな いと声 を荒げ て威嚇 したが ︑
﹁ 警察よ ﹂
と 名乗ら れ貝に なった ように 口を閉 ざした ︒
﹁大人 しくし なさい ︑バッ グの中 を調べ させて もらう わね﹂
この警 官は 明らか に目星 をつけ て自 分を拘 束した のだと 売人
と悟っ た︒鞄 の中に は非合 法な薬 物が入 って いる︒
ケイ は片腕 で売人 の腕 をひね りつつ ︑も う片手 で男か らバッ
グを 取り 上げよ うとし た瞬間 ︑急 に売人 が暴れ 出し て腕を 振り
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払 ったの だ︒
鞄 はケ イの手 に残る ︒が︑ 売人 はすで に一・ 五メー トル 先︑
手 を伸 したが 届かな かっ た︒す かさず 駆け出 した が男の 足は早
かった ︒人混 みを 縫うよ うに走 り抜 け︑ケ イとの 距離を 離し て
いく︒
ケイは 銃を抜 いた ︒
﹁止 まりな さい︑ 撃つわ よ！﹂
お隣 の日 本では 警官が 銃を 抜くこ となど 滅多に ない が︑こ の
街 では日 常茶飯 事︒ はっき り言っ てアメ リカ よりも 銃をよ く目
に する︒
抜 いた からと 言って ︑こ の人混 みでは 撃つこ とが できな い︒
売人は 脅しだ とわか ってい るので ︑振り 返りも せず逃 げてい く︒
舌打ち をする ケイ︒
﹁ちっ ︑逃げ られる と思う な﹂
追跡 をやめ ない︒
男は エレ ベータ ーに乗 る人々 を押 し飛ば し落と しな がら︑ 乱
暴に 駆け上 がっ ていく ︒
追 おうと する ケイは 落ちて くる人 で愛 止めを 喰らっ て前に 進
め ない ︒すぐ にエレ ベー ターの 手すり を飛び 越え て隣の 階段に
移る︒ 上を見 上げる と売人 の姿は 見えな い︒
このま までは 見失っ てしま う！
階段を 昇りき ると︑ 遠くに 売人の 姿を見 えた ︒
駅の 改札口 を無賃 で通 り抜け ようと して いる最 中だ︒ 焦った
売人 は警 告音を 鳴らし て閉ま った 改札に 腹を打 ちつ け︑一 瞬だ
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け 立ち止 まった ︒す ぐに持 ち直し て閉 まった 改札を 飛び越 えよ
う とした が︑片 足をひ っかけ て転倒 した︒
立 ち上 がろう と腕立 て伏 せの体 勢にな ってい たと ころへ ︑ケ
イがの しかか る︒

ト

リ

ガ

ー

ぎょっ とす る売人 の後頭 部に は銃口 が押し つけら れて いた︒
﹁今度 ︑変な 真似 したら 撃つ！ ﹂
オー トマの 安全 装置は 外され ている ︒あ とは引 き金を 引く だ
けだ ︒もち ろんト リガー には指 がかか ってい る︒
売 人は唇 をわな わなと 震わせ た︒
﹁ べ︑弁 護士を 呼べ︑ その権 利があ るだろ ！﹂
﹁ 公務 執行妨 害で現 行犯 よ︒弁 護士は 呼んで あげ るけど ︑拘束
は解か ないか ら覚悟 しなさ い﹂
周りは 何事 かと人 だかり だ︒騒 ぎを 聞きつ け駅員 もや ってき
た︒
ケイ は事情 を説 明しつ つ︑署 に連絡 を入 れたの ち︑駅 員室に
売人 を連行 した︒
押 収した バッグ からは 謎の 錠剤が 発見さ れた が︑今 のとこ ろ
そ れがな んの薬 物であ るかは わから ない︒
錠 剤の 入った 容器は いくつ もあ った︒ そのひ とつ を摘む よう
に取り 上げて ︑ケイ は売人 の鼻先 に突き 付けた ︒
﹁これ は？﹂
﹁知ら ねぇよ ﹂
﹁あ んたの 持ち物 よね？ ﹂
﹁違 う︑俺 のじゃ ない︒ 変な男 に押し つけら れたん だ﹂
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﹁ ふ〜ん ﹂
こ こまで 来てま だシラ を切る つもり か︒
ケ イは続 ける︒
﹁だっ たらな ぜ逃げ たの？ ﹂
﹁そっ ちがい きなり 襲い掛 かって きたん だろ﹂
﹁警察 だって 名乗 ったで しょう ﹂
﹁そ んなの 信用 できる か︒警 察手 帳だっ て見せ てない だろ ！﹂
ケイ は警察 手帳を 見せて 顔写真 と名前 を提示 した︒
﹁ 河喜多 ケイ︑ 帝都警 察捜査 一課の 刑事﹂
﹁ 今ごろ 見せた って遅 いだろ ︒不当 逮捕だ ︑今す ぐ自由 にしろ ︒
で ないと 訴える ぞ！﹂
﹁やれ るもん なら やって みなさ い︒そ っち のほう が不利 に決 ま
ってる じゃな い﹂
﹁ぐぬ ⁝⁝﹂
売人 は呻い て押し 黙った ︒
この 不利な 状況に 陥って いる売 人にケ イは囁 きかけ る︒
﹁じ つは目 的の ホシは あなた じゃな いのよ ﹂
売 人はそ っぽを 向いて 口を結 んだ︒
そ の行動 をケイ は察し たよう だ︒
﹁ヤク のルー トを 究明し ようっ ていう ので はない の︒さ っきも
名乗っ たけど ︑私は 捜査一 課︑麻 薬など は二課 の仕事 ﹂
クス リを売 買して いる身 とし て︑売 人は自 分を 取り締 まるの
が二 課であ ると 知って おり︑ それと は別 の一課 がなに を扱っ て
いる かも把 握して いた︒
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﹁ 俺から なにが 聞きた いんだ ？﹂
﹁ 連 続 屍 体遺 棄 事 件 の 被害 者 の 共 通点 が あ な たの 顧 客 だ った
の﹂
﹁俺の 商売相 手は生 きてる 人間だ よ﹂
と言い 切って ︑ハッ とした ように 売人は 口を抑 えた︒
ケイ は被害 者の写 真を 一枚一 枚︑発 見され た順 に机へ 並べて
いく ︒生前 の元 気だっ たころ の写 真だ︒ そして ︑一枚 だけ ︑最
後に 並べた 写真の み異質 で不気 味だっ た︒
思 わず売 人は嗚 咽を漏 らす︒
﹁ うぇっ ﹂
﹁ ボクち ゃんに は刺激 が強す ぎたか な？ ﹂
その写 真のみ が前場 写真だ った︒
身体は 黒土 で汚れ ︑全裸 の肌は 青黒 く変色 してい る︒ 皮が捲
れ肉 を抉ら れた痕 跡は ︑ひと による 損壊で はな く自然 の摂理 に
よる もの︒ 腐っ ていた ︒まだ 白骨に は遠 く︑痩 せ細っ た肉 体に
は蛆 が群 がり︑ 今が崩 れ落 ちそう な死骸 からは ︑写 真だと いう
のに 臭って きそ うだ︒
﹁ ひとり だけ身 元不明 ︒心当 たりは ？﹂
﹁ ないね ︒会っ たこと もない ﹂
﹁ほか の被害 者はも ちろん 知って いるで しょ？ ﹂
﹁さぁ ︒なぁ ︑煙草 吸って いいか な？﹂
﹁今の うちに 吸って おきな さい︒ 塀の中 に入 る前に ね﹂
﹁へ っ︑ム ショ なら前 にも入 ってる から 大した ことな い︒居 心
地よ かった ぜ﹂
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﹁ 残念だ けど︑ 次は すぐに は出て 来ら れない ︒四件 の殺人 に関
わ ってる のだか ら﹂
﹁ 俺は殺 しちゃ いねぇ ッ！ ﹂
﹁直接 はね︒ この 被害者 の直接 的な 死因は 餓死だ けど︑ 薬物 の
反応が あった ︒痩せ るクス リを売 ってる んだっ け？﹂
﹁死ん だのは 俺の せいじ ゃねぇ だろ﹂
﹁顧 客リス トを 渡した ら︑無 罪に してあ げる︒ ただし ︑監 視は
つく けど﹂
﹁ おいお い︑ル ート 究明し ないっ て言っ ただ ろ︒そ んなこ とし
た ら︑俺 が殺さ れちま う﹂
﹁ だから 監視を 付けて 証人保 護して あげ るって 言って るの﹂
﹁そん なんだ ったら ︑ムシ ョでお つとめ したほ うがマ シだ﹂
﹁まあ ︑あ なたか ら聞け なく てもケ ータイ を調べ させ てもら う
けど﹂
﹁⁝ ⁝ちょ っと 待て︑ リスト も渡す し︑ 捜査に も協力 して やる
よ︒ ちゃん と保護 してく れるん だろう な？﹂
﹁え え︑約 束す る﹂
﹁ ほら︑ 俺の ケータ イ貸せ よ︒ロ ック 解除し てリス トを 見せて
や るから ﹂
手錠の かかっ ていな い片 手を差 し出し た売 人に︑ ケイが ケー
タイを 渡し た瞬間 ︱︱迂 闊だっ た︒ 片手で 受け取 った 折りた た
み式ケ ータイ を開き ︑机に 叩きつ けて割 った のだ︒
ざま ぁ見ろ ︑とい う表情 で売人 はケイ を見下 してい る︒
ケイ は動じ なかっ た︒
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﹁ 少し壊 したく らいな ら簡単 復元で きる︑ 残念で した﹂
﹁ けっ﹂
水 没さ せたな ら︑デ ータ の復旧 は難し くなる だろ うが︑ この
程度な ら簡単 にデ ータ抽 出がで きる ︒売人 だって そのく らの こ
とはわ かって いた︒
﹁俺は 誰も売 らね ぇよ﹂
あく まで捜 査協 力する つもり はな い︒そ のアピ ールだ った ︒

︱ ︱時間 はさら に遡る ︒
校 門を飛 び出し た碧流 は駅に 向かっ て急い でいた ︒
ケ ータ イが鳴 る︒着 メロ は今週 のオリ コン一 位の 女性ア ーテ
ィスト の曲︒ 発信者 が華艶 と知っ てすぐ に切っ た︒
﹁ヤバ イ︑捕 まる﹂
相手 は探偵 で人捜 しを生 業に はして いない が︑ ＴＳと いうな
んで もやる プロだ ︒まあ 華艶は モグリ ではあ るが︒
とり あえ ずケー タイの 電源を 切っ た︒電 波を垂 れ流 すケー タ
イ は手頃 な発信 器だ ︒電波 を辿ら れたら すぐ に居場 所が特 定さ
れ てしま う︒
不 便では あるが 今は華 艶から 逃げる のが最 優先だ ︒
目的地 はホウ ジュ駅 ︒移 動には 電車を 使う しかな いので ︑電
車待ち をして いる間 に追い つかれ たらア ウトで ある︒
小走り で駆け るが︑ すぐに 疲れて 歩き出 す︒
﹁こ のまま だと絶 対追い つかれ る﹂
華艶 の運 動神経 の良さ は体育 の授 業で目 の当た りにす るこ と
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が できる ︒後ろ から 走って 追いか けら れたら ︑追い つかれ る気
満 々だっ た︒
﹁ だれ か車と か乗せ てく れない かな︒ ヒッチ ハイ クでホ ウジュ
駅まで 行けた ら華艶 のこと 巻ける のに﹂
なんて つぶ やきな がら歩 いて いると ︑急に 十字路 から 車が飛
び出し てきた ︒
急ブ レーキ をか けて止 まった 車は碧 流の 目と鼻 の先︒ 間一 髪
だっ た︒
車 が止ま ってか ら︑ 凍って いた碧 流が今 さら 倒れ込 むよう に
尻 餅をつ いて車 を躱し た︒
﹁ 死ぬか と思っ た﹂
肺の奥 から溜 息が漏 れた︒
車はミ ニバン で窓に はカー フィル ムが貼 られて いる︒
運転席 から太 った男 が血相 を変 えて降 りてき た︒
﹁ご ︑ごめ んなさ い︑怪 我はあ りませ んで︑ でした か？﹂
慌て ている のかど もって いる︒
﹁へ ーきで ーっ す﹂
に へらと 笑いな がら答 え︑ふ と思っ た︒
︱ ︱この 車に乗 せても らえな いかな ？
相手は 碧流を 轢きそ うに なった 負い目 があ るから ︑オッ ケー
してく れるか もしれ ない︒
などと 考えて いたと きだっ た︒
その 体格か らは想 像も できな かった 俊敏 な動き で︒太 った男
が襲 い掛か ってき たのだ ︒
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な にが起 こって いるの か理解 できな い︒
碧 流は目 を丸 くした まま動 けな い︒ま ず腕を 掴まれ ︑そ のま
ま 胴体 を引き 寄せら れ強 く抱き 締めら れたら れ︑ 口にハ ンカチ
を押し つけら れた︒
エーテ ル臭 がして ︑ふっ と意 識が遠 のき︑ 太った 男に 支えら
れた︒
もう 碧流の 意識 はない ︒ハン カチに はク ロロフ ォルム が染 み
こま せてあ ったの だ︒
通 りの向 こうに 自転車 の影が 見える ︒
太 った男 は碧 流の両 脇に腕 を差し 入れ て︑急 いでミ ニバ ンの
後 部座席 に押し 込めよ うとし た︒
ローフ ァーが 地面に 転がる ︒
車に押 し込 めよう とした 際︑碧 流を 持ち上 げきれ ずに ︑かか
とを引 きずっ たため に靴の 片一 方が脱 げてし まった のだ︒
だが ︑太っ た男 は気づ かない ︒こち らに 向かっ てくる 自転車
に気 を取ら れてい たから だ︒
雨の ような 汗を 振らせ ながら 太った 男は必 死だ︒
碧 流を押 し込 めたあ とも︑ 次の行 動に なかな か移れ ずにキ ョ
ロ キョロ とあた りを見 回す︒
自転車 はすぐ そこだ ︒若い 男が乗 ってい る︒
顔を伏 せな がら太 った男 は運転 席に 残り込 んだ︒ そして ︑や
っとア クセル を踏ん で車を 走らせ た︒
住宅 街にも 関わら ず︑ 猛スピ ードで ミニ バンは 駆け抜 けてい
った ︒
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自 転車の 若者は ちら りと地 面を見 る︒軽 くハ ンドル 切って 地
面 に落ち ていた 靴を避 けた︒ ただ︑ それだ けだっ た︒
地 面に 落ちて いた靴 を見 たにも かかわ らず︑ 若者 は何事 もな
くその 場を過 ぎ去 ってい く︒イ ヤホ ンで音 楽を聴 きなが ら︑ 流
行りの Ｊポッ プを口 ずさみ ながら ︱︱︒

︽５ ︾

モ グリの ＴＳ は正規 とは違 ったル ート を持っ ている こと が多
い ︒帝 都にお けるＴ Ｓ制 度には 資格免 許があ り︑ いくつ かの免
責をさ れる特 権が ある︒ その分 ︑ルー ルに 則った 活動を しな く
てはな らず︑ 規定や 守るべ き法に 背けば 免許の 剥奪も ありえ る︒
そし て︑モ グリの ＴＳに はそ の縛り がない ︒も ちろん ︑モグ
リに はモグ リな りのル ールも あるが ︑彼 らは非 合法な こと だっ
てや る︒ ただし ︑バレ ない ように ︒その ことか らも ︑正規 のＴ
Ｓよ りも裏 社会 に顔の 利く者 も多い ︒
華 艶にと って この辺 りは庭 だ︒ホ ウジ ュ区に いくつ かのル ー
ト を持 ってい る︒と は言 っても ︑まだ まだ若 い女 子校生 ＴＳの
彼女に は︑裏 といえ るルー トはそ れほど ない︒
自分が 直接 的なル ートを 持って いな い場合 は︑情 報屋を 介す
るこ とにな る︒情 報屋 はプロ から個 人商店 のお ばちゃ んまで ︒
華艶 の場合 は主 に京吾 を介す ること が多 いのだ が︑彼 とは現 在
連絡 が取れ ない︒
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﹁ もしも し︑華 艶です けどー ﹂
︽ あ︑お 兄ちゃ んなら まだで すけど ？︾
念 のため 掛けて みたが ︑ま た電話 に出た のは妹 だ︒
﹁京吾 に役立 たずっ て伝え といて ﹂

華 艶です けどー ﹂

ブチッ と通話 を切る ︒すぐ 次の相 手にか ける︒
﹁もし もし︑ マン ちゃん ？
︽お う︑こ ない だはお ごって もら って悪 かった な︒財 布は 前に

い と う ま ん さ く

寄っ た店 に置き 忘れて たみ たいで ︑ちゃ 〜んと 見つ かった ぞ︒
今 度埋め 合わせ に一杯 おごる から飲 みに行 こう︾
相 手は三 流雑 誌の編 集長で 華艶の 飲み 友達で ある伊 頭満 作だ
っ た︒
﹁その 借りを 今返し て欲し いんだ けど﹂
︽ん︑ なんだ ？︾
﹁ ホウ ジ ュ 区 で ヤク を 売 り さば い て る ヤツ を 探 し てる ん だ け
ど﹂
︽ 大 雑把 す ぎ る な ︑星 の 数 ほ ど いる ぞ ︒ 詳し い 情 報 はな い の
か？ ︾
﹁ ケータ イのア ドレス ならあ るけど ︒あと 相手は たぶん 若い男 ︑
声 の感 じから 二〇代 くら いかな ︑ちょ っとチ ャラ い感じ ︒美容
とかダ イエッ トと かって 言って ︑ヤク のサ ンプル をタダ で配っ
てるか も﹂
︽調べ てとく ︑アド レス教 えてく れ︾
華艶 が電話 番号を 伝え ると︑ 伊頭は 無言 になっ た︒空 気音の
ノイ ズが聞 こえる ので通 話は切 れてい ない︒
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﹁ どした の？﹂
︽ おう ︑すま んすま ん︒こ の番 号見覚 えがあ るぞ︒ つい 最近の
取 材で⁝ ⁝謎の 不審死 を遂 げたグ ラビア アイド ルの⁝ ⁝これ だ︒
う〜ん ︑これ はリー クでき ないな ぁ︑次 号のネ タだ︾
﹁そこ ぉな んとか ︑売人 さえ 見つか ればい いから ︒む しろ取 材
協力っ てこと で︑ この件 で情報 仕入れ たらあ げるか ら﹂
ここ で華艶 は自 分の目 的が仕 事では なく 私用で ︑友人 の行 方
を探 して るだけ だと︑ 掻い 摘んで 説明し た︒す ると 伊頭は これ
か ら華艶 が手に 入れ る情報 を買う という こと にした ︒買値 は今

に の み や け ん じ

持 ってい る情報 を話す という ことだ ︒
﹁ 売人 の名前 は二宮 健児 ︑警察 が張っ てるっ てた しかな 情報が

捕まっ たの ？

ど ーりで いきな りケ ータイ 通じな く

あって ︑こっ ちも 張って たんだ が︑一 時間 か前に 捕まっ たら し
い﹂
﹁は ぁ

タダ働 きしろ ってこ と？﹂

も ともと そっち の借 りを擦 ってこ と

たい な話に なって るわけ ？﹂

で情 報くれ って 話だっ たじゃ ん︒な んで こっち が借り を返す み

﹁こ のタヌ キオヤ ジッ！

﹁タダ じゃな いだろ ︑今報 酬払っ てるじ ゃない か﹂

﹁なー っ！

事 件をち ゃ〜ん と調べ てもら わない と困る ﹂

﹁ なにい って んだ華 艶ちゃ ん︒契 約は 契約︑ 華艶ち ゃん はこの

そっ ちの欲 しい 情報と かあげ れない よ？﹂

たな ぁ︒ん ︑捕ま ったっ てこと は︑も うそい つに用 ないじ ゃん︑

なっ た⁝⁝ やば ︑あた しの着 信あっ たら 調べら れる⁝ ⁝マ ズっ

!?
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﹁ まぁま ぁ︑そ んなこ という なよ﹂
﹁ 知るか ︑やっ ぱマン ちゃん とは取 り引き しない ！﹂
ブ チッと 通話を 切った ︒
収穫は 売人の 名前 とその 所在︒ 欲し かった 情報で はある が︑
その所 在が 警察と なれば 話は 別だ︒ 無用の 情報と なっ てしま っ
た︒
振り 出しに 戻る︒
碧流 の居場 所はど こか？
﹁ こうな ったら 家か︑ 碧流の 自宅で 張り込 むしか ないか ﹂
華 艶を避 けてい ても︑ 自宅に はいつ か戻る だろう ︒
﹁ 碧流の 家⁝⁝ 知らな いや﹂
まずは 碧流の 自宅 住所を 調べな くては ︒学 生の名 簿デー タを
調べれ ばすぐ にわか りそう だ︒
個人 情報の 取り扱 いの観 点か ら︑学 生の名 簿は しっか り管理
され ている ︒と は言っ ても︑ 学英 名簿く らいす ぐに手 に入 る︒
とく に神 原女学 園の名 簿は 女子校 という ことも あり ︑男ど もに
人気 もある ため ︑ネッ トで調 べれば すぐに 出てく る︒
ケ ータイ でイ ンター ネット をして ︑検 索サイ トで簡 単なキ ー
ワ ードを 入力す るだけ で︑い きなり トップ で見つ かっ た︒
﹁情報 管理甘 過ぎ﹂
全学生 の住 所録の リスト を見る こと ができ た︒二 年生の 中か
ら︑ クラス を見て 木之下 碧流 の名前 を探す ︒す ぐにケ ータイ に
メモ った︒
ちな みに華 艶の住 所も書 かれて いたが ︑じつ はダミ ーであ る︒
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駅 はすぐ 目の前 だった ので︑ 移動は スムー ズだっ た︒
ホ ウジュ 駅から 電車で 三〇分 ほど︒
車 内のド ア前に 立ちな がら 外の景 色を眺 め︑華 艶はつ ぶやく ︒
﹁遠い なぁ﹂
神原女 学園 には学 生寮も あり ︑通学 に時間 をかけ て来 る者は
少ない ︒
たし か碧流 は蘭香 の中学 時代の 後輩だ ったは ず︒
﹁ん ︑蘭香 のウチ ってこ のあた りじゃ ないの に？﹂
ふ とちょ っとし た疑 問を覚 えてい ると︑ 真後 ろのド アが開 い
た ︒下車 駅だ︒
駅 から 出ると ケータ イで 地図を 見た︒ 目的地 の住 所を入 力す
ると︑ そこま でのル ートが 表示さ れた︒
﹁えっ ︑バス にも乗 るの？ ﹂
駅前 のバス ターミ ナルで 時刻 表を調 べてい ると ︑ちょ うどそ
こに バスが やって きた︒
ちょ うど会 社帰り のサラ リーマ ンたち が多く いる︒
バ スに揺 られ停 留所を いく つか過 ぎ︑下 車し てから 再び地 図
を 確認す る︒大 通りか ら住宅 街
に 入り︑ 少し入 り組ん だ道を 進む︒
﹁一軒 家か﹂
つぶや きな がら見 上げた 家は二 階建 て︑庭 付きで 敷地面 積は
斜め向 いにあ るアパ ートと 同じく らいだ ︒
道路 に面し た門の 脇に あった インタ ーフ ォンを 押す︒ マイク
がな い︒
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し ばらく すると ︑白 髪の婦 人が顔 を見せ た︒ 腰が曲 がって お
ら ず︑清 閑だが 眼光が 鋭い︒
︱ ︱この バアさ んタダ 者じ ゃない ︒
と︑華 艶は密 かに思 った︒
﹁どな たかね ？﹂
鋼のよ うな声 音だ った︒
﹁碧 流のク ラスメ ートで す︒碧 流いま すか？ ﹂
﹁ま だ帰っ ておら んよ﹂
﹁ そうで すか﹂

﹂

﹁ あの子 ︑なに かしで かした かい？ ﹂
﹁

﹁お 待ち！ ﹂

く声 がした ︒

背を 向けて 逃げる ように 走り 出そう とする と︑ その背 を射貫

さい︒ 失礼し ました ！﹂

﹁あ︑ 碧流さ んが 帰って きたら ︑華艶 が探 してる とお伝 えくだ

る と︑な んだか 心に焦 りが湧 いてく る︒

鋭 い眼光 は威 圧感こ そ放っ ていな いが ︑その 瞳で見 つめら れ

正直 に言え るよ うな内 容では ない︒

﹁え ︑えー と⁝⁝ ﹂

い？ ﹂

﹁ この 子 は い つ も悪 さ ば か りし て ︑ 今 度は な に を やっ た ん だ

は確信 したよ うだ︒

なんで わかっ たの か華艶 は驚い た︒そ の表 情を見 て︑老 婦人

!?
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心 臓を矢 で貫か れた気 分だっ た︒
﹁ は︑は い！﹂
慌 てて振 り返る と︑老 婦人 はある 物を差 し出し た︒
﹁碧流 の居場 所だっ たらわ かるよ ﹂
﹁は︑ は？﹂
﹁発信 器をこ っそ り持た せてて ね﹂
老婦 人は自 分のケ ータイ のアプ リを起 動させ た︒
すっ と華艶 はその 操作の ようす を覗き 込む︒
今 やケー タイは 小さ なパソ コンで ある︒ 一昔 前のノ ートパ ソ
コ ンくら いの機 能は備 えてい る︒
こ のア プリは どうや らグ ーグル 社のグ ーグル マッ プを地 図デ
ータと して使 ってい るらし い︒
﹁あの ぉ︑あ いつケ ータイ の電源 切って るんで すけど ？﹂
と華艶 は口を 挟む︒
ケー タイの ＧＰ Ｓ機能 は電源 を切ら れた 状態で は使え ない︒
それ で探せ ないこ とは︑ すでに 試して いる︒
﹁発 信器は 別の ところ にある から心 配ない よ﹂
﹁ ホント だ︑ ちゃん と表示 された ︒居 場所さ えわか れば ︑あと
は 自分で 探しま すんで ︑あり がとう ござい ました ﹂
﹁私も いっし ょに行 くよ﹂
立ち去 ろう として 背を向 けた華 艶だ ったが ︑その 言葉に ぎょ
っとし て振り 返った ︒
﹁い や︑そ れは⁝ ⁝﹂
﹁居 場所が 移動し たらど うする んだい ？﹂
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さ きほど 覗き込 んだ とき︑ どうや ら建 物内で 動かず にいた ︒
が ︑そこ から移 動する 可能性 は十分 ある︒
﹁ その アプリ ってこ っち のケー タイで 落とせ ない んです か？﹂
﹁でき るけど ︑他人 に使わ せるの はねぇ ﹂
と︑渋 る︒
連れて 行きた くな いとい う答え が前提 にある ︒

ああ ︑ こ の 赤い 点 を 追 わな い

同じ く華艶 が渋 ってい ると︑ 老婦人 は目 を丸く して慌 ただ し
くな った︒

ちょ ︑見せ て！﹂

﹁ ほ ら ︑居 場 所 が 動 いて る ！
と ！﹂
﹁ マジ？

覗き込 もうと した華 艶の顔 からケ ータイ の画面 を背け てから ︑
抱え込 むよう にして 自分だ けが見 えるよ うに老 婦人は した︒
﹁まあ 大変！ ﹂
﹁え っ︑な になに ？﹂
右か ら左 から︑ 華艶は 画面を 覗き 込もう とする が︑ 老婦人 は
決 して見 せない ︒だ んだん とおち ょくら れて る気が してき た︒
﹁ ⁝⁝わ かっ たから ︑わか ったか らお 婆さん ︑連れ てけ ばいい
ん でしょ う？﹂
﹁そう と決ま れば善 は急げ ︑さっ きの場 所に向 かうよ ﹂
﹁えっ ⁝⁝居 場所動 いたん じゃ？ ﹂
その問 いに老 婦人は 答えな かった ︒
﹁ち ょいと 身支度 を済ま せてく るから 待って なさい ﹂
ピン とした 背筋で 家の中 に戻っ ていく 老婦人 ︒
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﹁ 待って たほう がいい わけ？ ﹂
溜 息を吐 いた 華艶は 疲れた よう すで背 中を丸 め︑一 気に 歳を
取 ったよ うに老 け込ん でし まって いた︒
先が思 いやら れる︒

碧流 は顔を 手で覆 いた くても ︑その 手はベ ッド のパイ プに繋
がれ ︑両脚 も手錠 で拘束 されて いた︒
﹁い やぁぁ ぁっ︑ あああ ぁぁぁ っ！﹂
す ぐ近く で聞こ える女 の悲鳴 ︒
い ったい ここ がどこ なのか ︑考え る前 に目の 前で女 がデ ブに
犯 された ︒
普段は 明るく ︑物 事にあ まり動 じない 碧流 だが︑ その女 の痛
々しい 姿に は目を 背けた かっ た︒た だ犯さ れてい る光 景を見 せ
つけ られる だけで も︑ 胸の痛 みを覚 えるが ︑犯 されて いる女 性
が今 にも折 れそ うな痩 せ細っ た躰で ︑悲 鳴のよ うな喘 ぎ声 をあ
げて いる光 景は悲 痛さが ある︒
目 の前の 女性は 自分 なのだ と碧流 は思っ た︒ このま までは ︑
自 分が目 の前の 立場に なる︒ 考えた だけで ゾッと した︒
碧 流を さらっ た男は ︑その 興奮 が治ら ないの か︑ スプリ ンク
ラーで 放水す るよ うな汗 を散ら し︑全 身の 肉を波 打たせ 腰を動
かして いた︒
バッ クから 犯され ている 女は ︑自ら を支え る力 もなく ︑上半
身を シーツ にべ ったり とつけ ︑かろ うじ てケツ を少し 上げて い
るよ う状態 だ︒
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﹁ あああ っ︑ゆ るして ぇぇぇ ⁝⁝し ぬぅぅ ぅぅ⁝ ⁝﹂
声 をあげ るだ けで息 が切れ て死 にそう になる ︒そん な必 死の
懇 願も男 には届 かず︑ 肉を 揺らし 続けて いる︒
だが︑ 男には 体力が ない︒
﹁んご ぉ︑ん ごぉ﹂
鼻が 詰まっ たよう な息 をしな がら︑ 男は短 小を 抜いて ︑女を
投げ るよう に仰向 けにし た︒
巨体 が骨と 皮の躰 にのし かかる ︒
﹁ ンンン ンッグ ！﹂
女 はその 体重 に耐え かね歯 を食い しば った︒ こんな 巨体 に乗
り 続けら れたら 圧死す る︒
男はが むしゃ らに舐 めた︱ ︱あば らを︒
興味は あばら にしか ない︒
浮き出 て波打 つあば ら骨︒ 舐め ればそ の段差 が舌を 刺激す る︒
多量 に出た 涎れ が︑あ ばらの 段差に 溜ま る︒そ して︑ 指先 で涎
れを 伸して あばら に練り 込む︒
女 は弱っ た身体 で悶え る︒ 強力な 媚薬に よっ て︑脊 髄反射 的
に 悶えて しま う︒電 流を流 され︑ 躰が 痺れた ように 痙攣 してし
ま う︒
肺が圧 迫され ︑息が 絶えて いく︒
﹁クソ ブタ野 郎ッ！ ﹂
怒号が 部屋に 響き渡 った︒
男が 動きを 止め振 り向 く︒そ の目つ きは 狂った ように ギラつ
いて いる︒ 見つめ られた 碧流は まった く動じ ていな かった ︒
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﹁ ブタな のに言 葉通 じるん だ︒な らそ のひと からさ っさと 離れ
ろ ブタ﹂
﹁ ぶふぉ ぉぉぉ っ！﹂
激しい 鼻息を 吐きな がら男 が襲い かかっ てきた ︒
波打つ 津波 のよう な男を 目の 前にし て︑罵 声を吐 いて 自分か
ら煽 ってお きなが ら︑ 碧流は 為す術 もなく 眼を 見開い て動け な
かっ た︒
家全 体を揺 らすよ うな激 しい振 動︒
巨 体によ って碧 流は押 し倒さ れ潰さ れた︒
全 身の骨 が折 れ︑内 蔵が口 から飛 び出 すかと 思った ︒肺 が圧
迫 され息 もまま ならな い︒
﹁降り ⁝⁝ろ ﹂
息絶え 絶えで やっと 吐き出 した言 葉︒
狂気に 駆られ た男は 碧流の 制服 に手を かけた ︒
ビリ ビリビ リッ！
毟り 取る ように 白いブ ラウス が破 かれ︑ 次々と ボタ ンが弾 け
飛ぶ ︒
﹁ やめて っ！﹂
叫 び声は 暗い部 屋の闇 に呑ま れてし まう︒
碧流は 脊髄反 射的に ブラ ジャー と胸を 押さ えたが ︑腕は 乱暴
に退か され 手の甲 をカー ペッ トに激 しく打 ちつけ てし まった ︒
胸の谷 間に巨 大な手 が入り ︑ブラ ジャー が激 しく引 っ張ら れ︑
背中 にある ホック が壊さ れた︒
跳ね るよ うに揺 れて露 わにな った 乳房︒ 形のよ いお 椀型で ︑
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プ リンの ように 震えて いる︒
薄 いピン クの小 さな乳 頭に涎 れが落 とされ た︒
今 にも かぶり つきた くな る肉欲 の塊︒ 少女の 胸は ほどよ い弾
力性も あり︑ 揉みご たえも ︑食べ ごたえ もあり そうだ ︒
しかし ︑こ の大食 漢そう なデ ブは︑ 肉より も骨に 食指 が働く
らしい ︒
グロ ーブの よう な手が 碧流の 脇腹に 乗せ られ︑ 肉を押 し上 げ
寄せ ながら あばら に向か ってい く︒
本 来スベ スベで 柔ら かい少 女の肌 は︑汗 でべ たつき 手に張 り
付 き吸引 して くる︒ それに よっ て︑よ り肉が あばら へと 寄せて
あ げら れる︒ だが︑ 男の 目的は あばら に肉を 集め ること ではな
い︒そ こから さら に肉を 遠くに 葬り去 ろう と胸が 寄せて あげ ら
れる︒
﹁イタ イっ﹂
奥歯 を噛む よう にして 碧流は 苦痛を 訴え た︒揉 まれる という
より 潰され ている ︒気持 ちよさ なんて 欠片も ない︒
胸 を押し 上げら れなが ら︑ 乳首も いっし ょに 引っ張 られ︑ 感
じ てもな いのに 硬くな ってし まう︒
何 度も何 度も脇 腹から 肉を持 ち上げ るよう に寄せ てあ げられ ︑
胸を揉 みくち ゃにさ れなが ら乳首 が転が される ︒
男の手 のひ らは大 量の汗 をかい てお り︑そ れが潤 滑剤と なっ
て︑乳 首が舐 めるよ うに刺 激され る︒
﹁ン ⁝⁝っ ﹂
生温 かい息 が鼻か ら漏れ てしま い︑碧 流は慌 てて息 を止め た︒
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こ んなデ ブにヤ ラれ て感じ てしま うなん てプ ライド が許さ な
い︒
し かし ︑イヤ だと思 って も︑そ れが逆 に意識 を強 めてし まっ
て乳首 に意識 が集中 してし まう︒
神経の 集中 する乳 首は血 液が 溜まる ことに よって 勃起 し︑快
感を より強 いもの にし て張り 巡らさ れた乳 腺か ら全身 へ電流 を
流す ︒
﹁ン っ⁝⁝ ン﹂
堪 えた︒
躰 を強ば らせ て我慢 をする ことで ︑下 半身に も力が 入っ てし
ま う︒ 圧迫さ れた下 腹部 は子宮 をジン ジンと させ ︑太も もを擦
り合わ せるよ うに内 股にな り︑全 身から 汗が滲 み出す ︒
男の手 は胸か ら這う ように して脇 へ︒
ゾクゾ クッ︒
寒気 か痺れ かわ からな い曖昧 な快感 で︑ 碧流の 腕に鳥 肌が立
った ︒
さ らに男 の手は そこか ら肩 を撫で るよう にし て︑二 の腕の 肉
を 削ぎ落 とすよ うに撫 でる︒
二 の腕 の鳥肌 を撫で られ ると︑ 背中の ほうが ゾク ゾクし て︑
電流が 背筋を 降りて 股間を 突き刺 す︒
﹁ンあ っ﹂
仰け反 って半 開きに した口 から吐 息を漏 らし た︒
苦し い︒
巨大 なブ ヨブヨ した熱 い肉塊 に押 しつぶ され︑ 息もま まな ら
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ず 頭が真 っ白に なっ ている とこと へ︑ 快感が さらに 頭をマ ヒさ
せ る︒
意 識が浮 遊して 開いて いる はずの 視界が 真っ黒 になる ︒
ねっと りと熱 いもの が胸に 乳首を 舐めら れてい る︒
胸を揉 みくち ゃにさ れなが ら︑あ ばらを 愛でら れてい る︒
柔ら かい肉 の上を 男の 手が這 う︒年 頃の女 の子 のおな かを摩
りな がら︑ 下腹部 へと降 りてい く︒
秘所 に侵入 しよう として いる太 い指︒
お なかや ヒップ を締 めつけ るピチ ピチの ショ ーツに ︑無理 矢
理 太い指 が捻じ 込まれ ていく ︒
碧 流は視 界を覆 う肉塊 をぼう っと見 てい た︒
思考が 働かな い︒
男の指 はすで に肉の 割れ目 まで到 達して いた︒
太い 指はき つく閉 じた割 れ目 に入ろ うと︑ ネジ を回す ように
捻じ 込んで くる︒
﹁ン っ︑あ ぅ⁝⁝ ﹂
捻 じ込ま れる指 が包皮 を剥 いて︑ 小さく 顔を 出した 肉芽を 刺
激 した︒
﹁ ン⁝⁝ ﹂
口を噤 むと吐 息が無 理にで も鼻か ら向け ようと する︒
男の指 はさ らに奥 へと捻 じ込ま れ︑ 割れ目 が完全 に開か れた
瞬間︑ そこに 溜まっ ていた 粘液が じゅわ りと 溢れ出 した︒
粘液 が男の 指につ いた ことに より︑ ぬる りと呑 み込ま れるよ
うに 埋もれ ていく ︒
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﹁ あふぅ っン！ ﹂
太 い︑指 にして は太い ︒
ヒ ダの道 が吸い つくよ うに 蠢き指 を呑み 込む︒
指先が 収まり のよ いくぼ みには まり︑ 内臓 から膀 胱を押 し上
げてく る︒
﹁ひゃ っ﹂
今ま でとは 違う声 を碧流 はあげ た︒
碧流 の膀胱 はパン パンだ った︒
ダ イエッ トの空 腹を 誤魔化 すため に︑ミ ネラ ルウォ ーター で
腹 を膨ら ませ ていた のだ︒ トイ レに行 きたく てたま らな い︒ナ
カ から膀 胱を刺 激され たら⁝ ⁝︒
﹁ンッ ！﹂
唇を結 んで尿 道を押 さえる ︒
だが ︑男の 指に肉 芽を刺 激す ると同 時に︑ 尿道 口まで 刺激さ
れ︑ 尿意を 促すよ うに摩 られて しまっ ている ︒
ふっ と力 を抜け ば漏れ 出して しま う︒か といっ て下 腹部に 力
を 入れす ぎれば ︑ダ ムが決 壊した ように 津波 のよう に噴き 出し
て しまい そうだ ︒
﹁ ンッ⁝ ⁝ング ッ⁝⁝ ﹂
じょぼ ︒
堪えら れない ︒
女性 の尿道 は男の ように 長く なく︑ ナカか ら押 された ら堪れ
らる わけが ない︒
﹁漏 れ⁝⁝ ﹂
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言 いかけ て言葉 を切 った︒ 訴えた らトイ レに 行かせ てくれ る
だ ろうか ？
い や︑ 男は口 元を不 気味 に微笑 ませ︑ 指をよ り強 く突き 上げ
て膀胱 を押し 上げて きた︒
﹁ふあ っ⁝ ⁝やめ ⁝⁝や めな いと⁝ ⁝殺し て⁝⁝ や︑ ンッ！ ﹂
ぐちゅ ぐちゅ ぐち ゅ⁝⁝ ぐちゅ ⁝⁝
愛液 が掻き 混ざら れ︑口 を窄め る膣口 で淫音 を立て る︒
快感 を与え られ膣 道がう ねるよ うに身 悶える ︒
﹁ 出ちゃ ⁝⁝ン ！﹂
堪 えた︒
こ こで屈 しては いけな い︒
︱︱こ んなデ ブ男に 屈する なんて ︒
しかし ︑膀 胱より もさき に肉芽 がパ ンパン に充血 して ︑今に
も昇天 しそう だった ︒
きゅ ぅっと 下腹部 に淡い 痺れが 走る︒
﹁だ めぇぇ ぇぇっ ！﹂
きゅ ぅぅぅ っ！
叫 びとと もに 子宮が 力が自 然と入 り︑ 快感の 波が脳 天を抜 け
た︒
﹁ああ っ︑ン あっ⁝ ⁝あっ ⁝⁝あ ああっ ！﹂
強い快 感の 波には 堪えた が︑男 の指 はナカ で動き 続け︑ さら
なる波 が押し 寄せて くる︒
﹁だ め︑だ め︑だ めっン ！﹂
波は 押し 寄せる たびに 大きく なり ︑全身 がガク ガクと 震え て
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ま ぶたが 痙攣す る︒
碧 流は上 向いた 顔で口 を半開 きにさ せた︒
そ の瞬間 ︒
じょぼ ぼぼぼ ぼぼぼ っ！
男の指 が抜 かれ︑ 薄い黄 色の 液体が 粒を連 ならせ るよ うな放
物線を 描いた ︒
じょ ぼ︑じ ょぼぼ ぼ︑じ ょぼ⁝ ⁝
とま らな い︑と まらな い︑ もう流 れ出し てしま った ら止め る
こ とはで きなか った︒
カ ーペッ トに 染みて いく︒ 床など なら 拭けば いいが ︑恥 ずか
し い排 泄物が ︑たっ ぷり とカー ペット にこび りつ くのだ ︒ぐし
ょりと 不快な 肌触り がする 尿を吸 った布 地を碧 流は尻 で感じ た︒
しかし ︑こ のとき すでに 碧流は 口か ら涎れ を垂ら して 気を失
ってい た︒

︽６ ︾

取 引に も応じ なかっ た売人 を二 課に引 き渡し ︑ケ イは新 たな
ルート から捜 査を続 けてい た︒
被害者 はそ れぞれ ︑推定 死亡日 の古 いほう から順 に︑バ レリ
ーナ ︑女子 校生︑ ファッ ショ ンモデ ル︑グ ラビ アアイ ドル︒ こ
の中 で目を 引く のは女 子校生 だ︒彼 女だ けが一 般人で あり︑ ネ
ット の痕跡 を辿っ ても︑ ネット アイド ル的な ことも してお らず︑
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ブ ログに は平凡 な日常 の愚痴 が綴ら れてい た︒
こ の四人 の被害 者の共 通点は なにか ？
同 じ売 人から ︑同じ クス リを買 ってい た︒そ れ以 外にこ れと
言って 共通点 は浮 かび上 がって こな かった ︒だが ︑被害 者に は
犯人の ターゲ ットと なりう る共通 点があ るはず なのだ ︒
クスリ は直接 的な 要因で はない のか？
薬物 反応は あっ たが︑ 直接の 死因 は餓死 ︒外傷 はなか った ︒
発見 され た死体 は土や 落ち 葉で汚 れ︑時 間の経 過で 腐乱し て
い たが︑ 生前は 丁寧 に扱わ れてい たこと がわ かって いる︒ 捜査
の 結果か ら︑ 被害者 の髪は 同じ シャン プーで 洗われ ︑コ ンディ
シ ョナ ーもボ ディソ ープ も同じ 商品で あり︑ それ はおそ らく犯
人が用 意した のだ ろうと 推測さ れてい る︒ その商 品は販 売数 も
多いた め︑購 入記録 を辿る のは無 理だっ た︒
外傷 がない という のは ︑暴行 もなか ったと いう ことで あり︑
食事 が与え られ なかっ たとい うこと 以外 は︑虐 待とい える 証拠
が挙 がらな かった ︒
犯人 の目的 は？
餓 死させ るこ とが目 的であ った場 合︑ 性的サ ディス トと言 え
る ︒が ︑被害 者を丁 重に 扱って いたよ うすか ら︑ それは 矛盾す
る︒
無秩序 型の 犯人は 生活圏 内で犯 行を するが ︑秩序 型の犯 人は
生活 圏外で の犯行 をする ︒慎 重な下 調べと 計画 を練ら れたで あ
ろう この犯 人は︑ 秩序的 な犯人 といえ る︒
被害 者は ホウジ ュ区の 売人か らク スリを 購入し ていた ︒け れ
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ど ︑彼女 たちの 住ん でいる 場所︑ 連れ 去られ たであ ろうお およ
そ の場所 は︑そ れぞれ 異なっ た場所 だ︒
最 初の 被害者 とされ てい るのは バレリ ーナで あり ︑死亡 推定
日時は 四ヶ月 ほど 前とさ れてい る︒ ひとり 暮らし で︑レ ッス ン
の帰り から 翌日の 舞台稽 古に 来なか った間 に連れ 去れ たと思 わ
れる︒ 連れ去 りの 現場の 目撃者 は見つ かって いない ︒
二人 目は女 子校 生で︑ 家出の 常習犯 であ ったこ とから ︑家 族
など から も失踪 人届け が出 されず ︑長ら く事件 化さ れてい なか
っ たが︑ 屍体の 発見 により 連れ浚 われて いた ことが 発覚︒ 点々
と 放浪し てい たため ︑連れ 去ら れた場 所の特 定はま だで きてい
な い︒
三人目 はファ ッシ ョンモ デルで あった が︑ 痩せす ぎが原 因で
解雇さ れ仕 事を失 ってい た︒ 焼けに なって 遊び歩 いて いたら し
い︒ ひとり 暮らし で︑ いなく なって 数日ほ ど気 づかれ なかっ た
が︑ 友人が 連絡 を取れ ないこ とを 心配し て警察 に相談 ︒だ が︑
現金 やケ ータイ ︑服や キャ リーバ ッグが なくな って いたの で︑
本人 の意思 によ る失踪 だと思 われて いた︒
四 人目は 人気 絶頂の グラビ アアイ ドル ︒オフ の日に 忽然と 姿
を 消す︒ やはり ︑自宅 からは 荷造り をした 痕跡が あっ た︒
自らの 意思で 失踪し たと 思わせ る工作 をす るなど ︑この 犯人
は少し ずつ学 習して 犯行を 熟れ巧 妙にな ってい る︒
大抵 の犯人 は犯行 の間隔 が縮 まる︒ が︑こ の犯 人にい たって
はそ れがな い︒ 被害者 が連れ 去られ た日 時と死 亡推定 日には 間
隔が あり ︑すぐ には殺 されて いな い︒あ くまで 死因 は餓死 だか
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ら だ︒こ の犯人 は被害 者が餓 死する までは ︑次の 犯行を しない ︒
﹁ ひった くり！ ﹂
老 女の金 切り声 でケイ は考 え事を 遮られ 現実に 引き戻 された ︒
ハンド バッグ をか っぱら い︑バ イクで 逃走 するフ ルフェ イス
の男︒
ケイは 激走し てく るバイ クに向 かって 腕を伸 ばした ︒
ガグ ッ！
腕が 男の 首には まりラ リア ットが 決まっ た︒男 はそ こから 折
れ るよう に後方 に倒れ ︑バイ クから 転げ落 ちた︒
﹁ いった 〜﹂
腕 を摩 りなが らケイ は痛 そうに してい るが︑ もっ と痛そ うな
のは男 のほう だ︒ 首を両 手で押 さえな がら ︑アス ファル トを 転
げ回っ ている ︒
﹁窃盗 の現行 犯で逮 捕﹂
地面 を転げ 回る 男を踏 みつけ て静止 させ ながら ︑ケイ は片手
でハ ンド バッグ を拾い 上げ た︒中 から飛 び出し てし まって いた
ケー タイも 同時 に拾っ た︒
自 然と目 に飛び 込んで くる︒
ケ ータ イの画 面には この周 辺地 図と目 的地の 印︒ 疑問に は思
ったが ︑些細 な疑問 だ︒
近づい てきた 老婆に ケータ イをバ ッグに 入れて 返す︒
﹁はい ︑おば あさん ︒盗ら れた物 はそれ だけ ？﹂
﹁あ りがと う︑婦 警さん ﹂
バッ グを 受け取 った老 婦人は ︑中 に入っ ていた ケータ イの 安
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否 を確か めた︒
そ の背後 から華 艶が小 走りで 追いつ いてき た︒
﹁ 目の前 で信号 変わっ ちゃ って︑ 危うく 見失う とこだ った﹂
華艶と ケイの 目が合 う︒一 瞬だけ だ︒面 識はな い︒
まだ呻 いて いる男 を無理 矢理 立たせ て︑ケ イは片 手で ケータ
イを出 した︒
﹁別 の刑事 に引 き渡す から︑ おと なしく してな さい︒ おば あさ
んに は簡単 な聴取 があり ますの で﹂
︱ ︱こい つ警官 か︒と 華艶は 思って イヤそ うな顔 をした ︒
職 業柄︑ 普段 から関 わり合 いたく ない 相手だ が︑今 はと くに
そ うだ︒
華艶は 老婦人 の腕に 自分の 腕を絡 ませた ︒
﹁おば あちゃん ︑早く 行こう︒ 急がない と時間 に遅れち ゃ
う！﹂
声の トーン をいつ もより 上げて ︑カワ イイ孫 を演出 してみ た︒
﹁あ のひと は時間 に厳し いひと だから ね﹂
と老 婦人も 合わ せた︒
い そいそ と行こ うとす る二人 をケイ が引き 止める ︒
﹁ あの︑ お名前 と電話 番号を ﹂
にっこ りと微 笑んだ 老婦人 はケー タイで アドレ ス交換 をして ︑
軽く会 釈をし てこの 馬を華 艶と去 る︒
その後 ろ姿を 見なが ら︑ケ イは首 を傾げ た︒
なに か引っ かかる 二人だ ︒
ケイ は歩き 出す︒
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目 的地は 第一の 被害 者とさ れるバ レリー ナが ひとり 暮らし を
し てい たマン ション だ︒第 一の 被害者 には多 くの情 報が あるハ
ズ だっ た︒犯 人が事 件を 起こす 切っ掛 けがそ こに あった かもし
れない ︒

住宅街 を歩き 回り ︑目的 地に辿 り着い た︒
華艶 はその 一軒 家を眺 める︒ 周りの 家と 変わら ない︒ この 風
景に 溶け込 んだ家 だ︒
駐 車場が あり︑ ミニ バンが 停まっ ていた ︒窓 にはカ ーフィ ル
ム が貼ら れて いる︒ ヘッド ライ ト近く に擦っ た損傷 があ った︒
そ うい えば︑ さきほ どこ こへ来 る途中 ︑華艶 はな にかと ぶつか
って擦 れた電 柱を目 にして いた︒
華艶は 横を見 る︒
﹁ここ で間違 いない の？﹂

かえ

﹁ほ ら︑こ の中で 間違い ない﹂
木之 下柏 はケー タイの 画面を 見せ た︒名 前はこ こに 来る途 中
の 雑談で 聞いた ︒木 之下の 性とい うこと は︑ 碧流と 同じな ので
父 方であ る可能 性も高 いだろ う︒
点 滅する 目的地 を示す マーク は︑こ の家の 敷地内 にあ る︒
﹁てか ︑なん でここ にいる の？﹂
華艶た ちは 碧流が 事件に 巻き込 まれ ている ことを まだ知 らな
い︒
だか ら︑と りあえ ずイン ターフ ォンを 押した ︒
住宅 街が閑 散とし ている ︒
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い つまで 経って も返事 がない ︒
も う一度 イン ターフ ォンを 押し た︒壊 れてい るわけ では ない
だ ろう ︒少な くとも こち ら側は ちゃん と鳴っ てい る︒が ︑返事

でも発 信器は この 中でし ょ︒発 信器っ てど こにつ け

はいっ こうに なかっ た︒
﹁留守 ？
てある わけ？ ﹂
﹁そ れは企 業秘密 さ﹂
﹁う 〜ん ︑でも 発信器 だけ ここに あって ︑本人 はい ないっ て可

碧 流の知 り合い ？﹂

能 性もあ るわけ だよ ね︒て か︑な んでこ の中 から反 応があ るわ
け？
本 人が いなく ても︑ 発信 器がこ こにあ るとい うこ とは︑ 行方
を探る 手がか りが家 の中に あるか もしれ ない︒
しかし ︑問題 はアレ だ︒
家の 外観を 華艶は 隅々ま で調 べる︒ 目に止 まっ たのは ＳＥＣ
ＯＭ のマー ク︒ セコム ホーム セキュ リテ ィであ る︒つ まり ︑こ
の家 は防 犯対策 が成さ れて おり︑ 無断侵 入を困 難に してい た︒
﹁あ ー︑ま ずい なぁ︒ 踏み込 んだら すぐバ レる﹂
バ レなき ゃ踏 み込む 気であ るとこ ろが ︑犯罪 意識の 低さを 伺
わ せる︒
事件沙 汰だと わかっ てい れば踏 み込ん だだ ろう︒ けれど ︑逃
げた碧 流を 捜して いるに すぎな い︒ 華艶と 柏はそ のつ もりな の
だ︒
まさ か誘拐 されて いるな ど思っ てもみ ない︒
困っ たよ うに二 人が顔 を見合 わせ ている と︑そ のとき 突然 ！

あば らの 君
73

﹁ 助けて ーっ！ ﹂
屋 内から 女の悲 鳴が聞 こえた ︒
首 を傾げ る華艶 ︒
﹁孫娘 だよ！ ﹂
と︑柏 はすで に家の 裏手に 走って いた︒
叫び 声はい つもの 声と トーン が違う ため︑ 華艶 はとっ さに気

﹂

づか なかっ たよう だ︒
﹁え っ︑マ ジ

﹁た 〜す〜 け〜て ぇぇぇ ﹂

ブタ ではな く全裸 の巨漢 だ︒

階段の 下で全 裸の碧 流がブ タに押 しつぶ され ていた ︒もと い︑

その現 場にす ぐ辿り 着いた ︒

落石が あった ような 音がし た︒

家 中に 響き渡 る物音 ︒足音 では ない︒ もっと 大き な︑ま るで

ド ドドド ドドッ ！

でい った︒

て窓 を開 けると ︑柏は 振り 返りも せず土 足で室 内に 上がり 込ん

傷つ かない よう に袖口 に手を 引っ込 め挿 し入れ ︑内鍵 を解 錠し

老人 なのに アクテ ィブ過 ぎる ︒割っ て開け た穴 に︑腕 などが

感嘆が 漏れた ︒

﹁おー ︑マジ ？﹂

唖 然とす る華艶 ︒

音 がした ︒

柏 に釣ら れて走 り出 し︑追 いつい たとき には ガラス の割れ る

!?
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消 え入り そうな 声で碧 流が呻 いた︒
ブ タ男は 気を 失って いる︒ おそ らく落 石音は こいつ が階 段を
落 ちた音 だろう ︒
碧流は パッと 目を丸 くした ︒
﹁げ⁝ ⁝ばあ ちゃん ﹂
こんな 情けな い格 好で祖 母とご 対面な んて合 わせる 顔がな い︒
全裸 の男 女︒年 頃の娘 なので ︑色 事の一 つや二 つある だろ う︒
だが ︑相手 がこん なブタ なんて ︒

﹁ なにし てんの ？
誘拐 だよ︑ 誘拐︒ このデ ブに 誘拐さ れたん

新 しい彼 氏？﹂

華 艶も呆 れてい る︒

﹁ ち︑ 違うし ッ！
だって ︑マジ 事件だ し！﹂
碧流は 苦しそ うな顔 をして 言葉を 続ける ︒
﹁あば ら折れ そう︒ このブ タ早 く退か して︑ マジヤ バイ﹂

ブタ 男は想 像ど おりの 重量で ︑華艶 ひと りの力 では退 かせな
かっ た︒ そこで 老婦人 も手 を貸し たが︑ 二人で も本 当にや っと
で︑ どうに か転 がして 退かす ことが できた ︒
落 石事故 から 生還し た碧流 は思い 出し たよう に︑ハ ッとし て
口 を開く ︒
﹁上に ︑上の 部屋に もうひ とり！ ﹂
﹁ん？ ﹂
と︑華 艶は首 を傾げ ︑慌て て碧流 は言葉 を付 け加え る︒
﹁も うひと り拉致 られて るの！ ﹂
今ま では ﹃どー しょー もない 碧流 ﹄とい う気持 ちだ ったが ︑
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華 艶はこ こでや っと 事件性 に気づ いた ︒事は 思って いたよ り重
大 だった らしい ︒
ブ タ男を 飛び越 して華 艶は 階段を 駆け上 る︒
上と言 われた が︑ど このだ

ち！﹂

住所？

ちょい待

監 禁され てた 女性を 助けた んだ け

通話 を保留 にして ︑ケー タイの

通話 を切 りなが ら華艶 は階段 を駆 け下り ると︑ 柏が壁 に寄 り

﹁と にかく 救急車 至急寄 越して ！﹂

女性を この場 に残し ておけ ないが ︑今は 下が 気にな る︒

この声 は碧流 だ︒

﹁逃げ られた ！﹂

一 階から 叫び声 だ！

通 話の最 中だっ た︒

ズ！ ﹂

﹁カ ミハ ラ区× ××× 丁目 ××− ××︑ 表札は 内山 田だっ たハ

GPで
S 自分 の位置 を確か める ︒

ど衰 弱 が 酷 く て死 に そ う なん だ っ て ば ！

﹁消防 いらな い救 急早く ！

す ぐさま ケータ イで救 急車を 呼ぶ︒

た ︒だが ︑弱々 しく今 にも事 切れて しまい そうだ ︒

そ の姿は ︑まる でミ イラの ようだ ︒たし かめ ると息 も脈も あっ

ベッ ドで 死んだ ように 女が 横たわ ってい る︒痩 せ細 ってい る

思わ ず華艶 は息を 呑んだ ︒

真っ暗 な部屋 に微 かな気 配がす る︒

目に飛 び込ん できた 最初の 扉を開 けた︒

!?
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か かって 座り込 んでい た︒
﹁ 男が急 に暴れ 出して ﹂
柏 はゆっ くりと 腕を上 げて 玄関を 指差す ︒
その方 向へ華 艶は 走った ︒する と玄関 で立 ち往生 してい る碧
流を発 見した ︒
﹁あの ブタ野 郎ば あちゃ んを突 き飛ば して！ ﹂
苛立 つ碧流 だが ︑開い た玄関 から身 を隠 すよう にドア の裏 に
隠れ ︑顔 を出し て外を 見て いた︒ 全裸だ ったの で追 いかけ られ
な かった のだ︒
﹁ どっち いった ？﹂
華 艶が尋 ねると ︑碧流 は右を 指差し た︒
﹁あっ ち﹂

救急 車来る 前に服 ︑

﹁オッ ケー ︑お婆 ちゃん と女 にひと よろし く︑救 急車 は呼ん だ
から！ ﹂
言い 終わる 前に走 り出し ていた ︒
残さ れた碧 流が叫 ぶ︒
﹁よ ろしく って ︑あた し全裸 なんだ けど！
服 ーッ！ ！﹂
叫 び声を 背中で 聞きな がら華 艶は通 りに出 た︒
相手は ブタ男 だ︒そ う遠く ヘは行 けまい ︒
右手を 見る と︑脂 肪の塊 を波打 たせ ながら ︑ブタ 男がケ ツを
振っ て走っ ていた ︒走る と言 うより ︑見た 目は 歩いて いるよ う
にし か見え ない ︒スラ イムが 移動し てい るよう だ︒本 物のブ タ
のほ うが断 然マシ な走り 方をす る︒
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こ のペー スなら 華艶は すぐに 追いつ ける︒
﹁ このデ ブ野郎 ！﹂
華 艶が叫 ぶと︑ ブタ男 はギ ョッと して振 り返っ た︒
なぜか 華艶も 眼を剥 いた︒
視界に 飛び込 んでき た光景 ︒
急ブレ ーキの 悲鳴 があが った︒
焼け るタイ ヤ︒
閑散 とし ていた 住宅街 が︑ その一 瞬︑よ りいっ そう 音を消 し
て しまっ たよう に︑凍 りつい た︒
重 い音が 響き渡 り︑ブ タ男が 乗用車 に跳ね られた ︒
車 のヘ ッドラ イトの 一方 が破損 して︑ フロン トガ ラスに は蜘
蛛の巣 が走っ てい た︒ブ タ男は ヘッド ライ トに当 たり︑ その ま
ま勢い よくフ ロント に乗り 上げフ ロント ガラス に激突 したの だ︒
そして ︑アス ファル トの上 で気 絶して いた︒
運転 手の女 は顔 面蒼白 で身動 き一つ でき ずに固 まって いる︒
華艶 も唖 然と固 まって いたが ︑職 業柄再 始動は 早く ︑ブタ 男
に駆 け寄っ た︒
﹁ あー︑ やば ⁝⁝事 故だよ ね︒あ たし 悪くな いし︑ 過失 ゼロだ
し﹂
足下に 血溜ま りが広 がっ てくる ︒血の 流れ 出す位 置から ︑お
そらく 頭部の どこか を強打 してい たらし い︒
﹁とり あえず ︑救急 車をも う一台 呼んで おく か﹂
しば らくし てサイ レンの 音が聞 こえた ︒
先に 運ば れたの はブタ 男だっ た︒ 車に撥 ねられ 頭から 血を 流
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し 意識不 明︒犯 人から 事情聴 取する ことは 不可能 だった ︒
だ が︑こ の男 があの 事件に 関わ ってい たこと は︑す ぐに 明ら
か にな り︑二 人の誘 拐及 び拉致 監禁の 被告人 ︑四 人の屍 体遺棄
の被疑 者とし て扱わ れた︒ これか ら罪状 はもっ と増え るだろ う︒
被害者 の碧流 ともう ひとり 監禁さ れてい た女性 か聴取 したが ︑
碧流 は浚わ れて間 もな く自分 を浚っ た犯人 がブ タ男だ という こ
と以 外︑め ぼし い情報 は得ら れな かった ︒もう ひとり の被 害者
は入 院を 余儀な くされ ︑ま だショ ックか ら立ち 直っ ておら ず事
情 聴取は 先送り された ︒
犯 人が意 識不 明であ り︑事 件の全 容は まだ解 決され たと は言
い 難い が︑拉 致され てい た二人 の被害 者は助 かり ︑事件 は一応
の解決 を見せ たかに 思われ たが⁝ ⁝︒

︽７ ︾

夜に 星が輝 いて いる︒
警 察署か ら出て きた華 艶にち ょうど 通話が かかっ てきた ︒
﹁ もっし ー﹂
︽あの 事件を 解決し たそう じゃな いか︾
相手は 伊頭だ った︒
﹁らし いね︒ 今警察 で聴取 受けて 事件の こと 聞いた とこ﹂
屍体 遺棄及 び餓死 によ る不審 死︒犯 人は ブタ男 である ことが
明ら かにな り︑人 気絶頂 のグラ ビアモ デルが 絡んだ 事件と して︑
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今 後紙面 を飾る ことに なるだ ろう︒
︽ 華艶 ちゃん にぜひ とも取 材の 申し込 みをし たいん だ︒ 犯人を
追 い詰め て美少 女女子 校生 って触 れ込み で︾
﹁女 子 校 生 って ワ ー ド で 釣ろ う と す るあ た り が 三流 雑 誌 だ よ
ね﹂
︽人 気グラ ビアア イド ル︑奇 怪な殺 人事件 ︑犯 人を追 い詰め た
女子 校生︒ これ で売れ ないわ けな い︒華 艶ちゃ んの取 材は ウチ
の独 占っ てこと にして くれ よ︒事 件が事 件だか ら︑ 大手も 大々
的 に報じ るから ︑なか なか厳 しいん だ︾
電 話越し に華艶 は嫌そ うな顔 をする ︒
﹁ そーゆ ーの無 理︒匿 名で受 けても すぐ 身バレ するし ﹂
一般人 ですら ︑な にか事 件を起 こせば すぐ にネッ トで身 元が
バレる ︒
︽だ ったら 美少女 女子 校生Ｔ Ｓで実 名取材 報道 させて くれ︒ そ
うす りゃ華 艶ちゃ んの仕 事も増 えるだ ろ︾
﹁べ つにガ ツガツ 仕事ヤ ル気な いしー ︒本業 学生で すから ﹂
い つもＴ Ｓ業を 優先し てる せいで ︑留年 まで してる のはど こ
の だれだ ろうか ︒こう いうと きだけ 学生を 盾にす る︒
華 艶は ＴＳと いうこ とを秘 密に してい るわけ では ないが ︑だ
からと 言って おお っぴら にして いるわ けで もない ︒けれ ど︑そ
ういう 特殊 なこと をして いると ︑自 然と周 りに知 られ ること に
なる ︒とく に学園 内では 大き なウワ サにな り︑ さらに はマン シ
ョン の部屋 も借り にくく なる︒
︽ち ょっと 待って くれ︾
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と ︑突然 伊頭が 言っ て︑向 こうか ら聞こ えて くる背 景音が 遠
く なった 気がす る︒マ イクに 手を添 えたの かもし れない ︒

︾

微 かに聞 こえる ︒
︽なん だと

怯えた ようす で︑病 院から 出たが ってた ようだ ︾
﹁そ れって やっぱ 自発 的に逃 走した んじゃ ない の？

たく ないと いう気 持ちも 強くな るのだ が︒

の周 りは事 件を 引き込 む︒だ からこ そ︑ 事件に は首を 突っ込 み

と普 段から 思って はいる のだ が︑ど ういう わけ 華艶は 事件や そ

ろんＴ Ｓの ほうだ が︱︱ 依頼 以外の 事件は 極力避 けた かった ︒

疑問は 残るが ︑必要 以上 に首は 突っ込 まな い︒職 業柄︑ もち

だ から︑ いっか ﹂

﹁ でもべ つに 最初か ら事件 とは無 関係 だし︒ 友達探 して ただけ

ど だった ︒あの 状態 で自発 的に病 院から 逃走 できる だろう か︒

しか し︑ 華艶が 被害者 を見た とき ︑虫の 息と言 って もいい ほ

され てた後 遺症で ︑病院 に入れ られる のイヤ だった とか﹂

ほら監 禁

そうだ ︒だが ︑関 係者の 話によ ると︑ 保護 された あとも ひど く

︽ その 可能性 もある ︒忽 然と消 えちま って︑ なん にもわ からん

﹁ 自発的 にじゃ なくて ？﹂

︽ 救われ た被害 者が病 院から 消えた らしい ︾

﹁な んの？ ﹂

︽事 件はま だ終わ ってな いかも しれな いぞ︾

再び声 が大き くな った︒

すごく 驚いた 伊頭の 声だっ た︒

!?
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︽ 今週の 紙面に 間に 合わせ たいか ら︑ 明日に でも取 材受け てく
れ よ︾
﹁ えー︑ だから ヤダっ て﹂
︽頼む ︑一生 の頼み だ︾
﹁一生 の頼 みって 絶対一 生じ ゃない し︒て かさ︑ マン ちゃん に
借りつ くって もち ゃんと 返して くれな いし﹂
︽雑 誌はい つもよ り売れ たら金 一封も 出す！ ︾
歩き なが ら通話 をして いる と︑後 ろから 女性が 颯爽 と華艶 を
抜 き去っ ていっ た︒
す れ違っ たと きにチ ラッと 見た顔 に見 覚えが あった ︒あ の女
デ カだ ︒とて も険し い表 情で足 早に歩 いて行 った ようす から︑
なにか 事件で も起 きたの だろう か︒タ イミ ングか ら考え るに 被
害者失 踪事件 がらみ かもし れない ︒
その 後ろ姿 を見て いると ︑ケ イがケ ータイ を出 してし ゃべり
はじ めた︒
﹁新 たに発 見され た屍体 が？﹂
少 し語尾 は驚い たよう すの ニュア ンスだ った ︒言葉 の順序 が
気 になる ︒新 たな屍 体の発 見に驚 いて いるの ではな く︑ 屍体に
な にか気 になる ことが あった のかも しれな い︒
こっそ りなに げなく 華艶 は何食 わぬ顔 で後 ろを付 けて歩 いて
いた︒ 首を 突っ込 まない と決め てい ても︑ 実際に 取る 行動が そ
うとは 限らな い︒

ケイ は華 艶の尾 行には 気づい てい なかっ た︒一 課の刑 事に し
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て は迂闊 である が︑ 彼女は 今︑唇 を噛 みしめ ながら ︑先ほ どま
で 見てい た録画 映像を 思い出 してい た︒
犯 人の 家から 応酬し た証 拠品の 中に︑ 画質の 悪い 録画映 像が
あった ︒最近 はケ ータイ の動画 撮影 機能で も︑高 画質な 映像 を
撮るこ とがで きる︒ ただし ︑適切 な明る さの場 所なら ば︒
その 映像は 全体的 に暗 かった ︒暗い 部屋だ った ︒そう ︑犯人
の部 屋だ︒

も

う

そ

う

記録 が残 されて 映像は ︑陵 辱と日 々痩せ 細って いく 女の記 録
だ った︒
レ イプ監 禁犯 の傾向 として ︑ファ ンタ ジーに 何度も 耽る ため
に ︑記録 を残し ておく ことが 多い︒ この 犯人も そうだ った︒
山のよ うな肉 塊がゴ ゾゴゾ と暗闇 で動い ている ︒
ベッド には 極限ま で痩せ 細った 女が 横たわ ってお り︑ 生きて
いるの か死ん でいる のかわ から ない︒
男は 女の足 先を眼 前まで 持ち上 げた︒
鶏ガ ラの ように なって しまっ た足 ︒指の 付け根 から ︑骨が 足
首 まで連 なって いる のがよ く確認 でき︑ 筋や 血管が 浮いて いる
の もよく 見える ︒血管 は蒼白 い肌よ りも蒼 かった ︒
男 は骨を 愛した ︒肉で はなく ︑皮に 覆われ た骨︒ 骨︑ 骨︑骨 ︒
骨とは 本来は 肉に覆 われ ︑躰の 中に隠 され ている ︒その 隠さ
れたモ ノが ︑こう して目 に見え るま で隆起 するこ とが 男の悦 び
であっ た︒
足の 中でと くに男 が好 きなの が︑人 差し 指︑中 指︑薬 指︑こ
の三 本か ら手首 へ伸び ている ︑鳥 の足の ような 骨が 浮き出 たラ
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イ ンだ︒
好 物を前 にし て男の 口から 自然 とヨダ レが垂 れた︒ その たら
こ のよう な唇か ら︑ね っと りとし たを出 し︑足 を舐め はじめ る︒
まずは 親指だ ︒舌 先を親 指の先 に乗せ ︑上 唇と下 唇で挟 むよ
うに吸 引し て丸っ と親指 の付 け根ま で呑み 込む︒ チュ ッパチ ュ
ッパ と︑棒 付きキ ャン ディー をしゃ ぶるよ うに ︑頭を 上下さ せ
なが らしゃ ぶり回 す︒
死ん でい たかに 見えた 女が 身悶え はじめ た︒弱 々し く衰弱 し
た 躰で︑ 穴の開 いた袋 から空 気が漏 れ出す ように 声を出 す︒
﹁ ン⁝⁝ は⁝⁝ はぁ⁝ ⁝﹂
こ の被 害者女 性は何 日監 禁され ている のだろ うか ︒もと の姿
が想像 できな いほ どやせ てしま ってい る︒ まるで 即身仏 とし て
ミイラ 化して しまっ たよう に見え る︒
しかし ︑彼女 は生き ている ︒そ して︑ こんな 躰にも なって も︑
身悶 えずに いられ ないの だ︒
﹁あ ぁ⁝⁝ あ⁝⁝ ﹂
舐 められ ている つま 先に力 が入り ︑ふる ふる と震え ている ︒
男 は指と 指の 間を舐 める︒ 牛タン のよ うな舌 を伸し ︑指と 指
の 間に 捻じ込 ませ︑ 干か らびた 肌を濡 らし︑ 痩せ てでき たシワ
を伸し ていく ︒
足の裏 を垂れ るヨダ レ︒そ れを追 うよう に男の 唇が肌 を這う ︒
ぞくぞ くっ⁝ ⁝︒
足の 裏から 背筋に 駆け 抜けて くる痺 れに 女は軽 く背中 を仰け
反ら せる ︒さら に浮き 出る あばら ︒男は それを ちら りと見 て︑
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か か と

口 元を嬉 しそう に歪め た︒
牛 タ ンは かさ つい た 踵 か ら︑ 撫で るよ う にし て上 に 向か っ
て 足の裏 を舐め る︒
﹁ああ ぁ⁝⁝ ⁝﹂
すると ︑再 び女は 背中を 反ら せ︑あ ばらが 隆々と 浮き 出た︒
嬉し そうに 口元を 歪め た男は 顔をこ ちら︱ ︱カ メラの レンズ
に向 けた︒
﹁う まく撮 れたか な？﹂
こ どもが はしゃ ぐよう な弾ん だ声だ った︒
再 び足の 裏を 舐め回 すと︑ あば らが浮 き出る ︒遊ぶ よう に︑
そ れは何 度も繰 り返さ れた︒
やがて 疲れ果 てた 女の感 度が悪 くなり ︑男 の舌は 足から ふく
らはぎ へと移 動して いく︒
ふく らはぎ には︑ ふっく らと した丸 みはな く︑ 骨と筋 ︒脚を
持ち 上げる と︑ 肉が下 に垂れ のでは なく ︒肉を 失い伸 びて しま
った ように なって いる皮 が垂れ た︒
脛の 骨の脇 にで きたく ぼみに 舌が這 う︒同 時にふ くらは ぎを︑
何 本かの 指先で くすぐ られ︑ 女は新 鮮な反 応で悶 えた︒
﹁ ン⁝⁝ あぁ⁝ ⁝﹂
細くな った太 もも には︑ 太い血 管が噴 き出 てしま ってい る︒
そこか ら付 け根へ 向かっ ていく と︑ 股間と 股を繋 ぐ内 股にあ る
太い 筋が︑ くぼみ になっ て浮 き出て おり︑ 舌を 這わせ てやる と
ヨダ レがた っぷり と乗っ かった ︒
男の 舌が 這う︒ 男の髪 が肌に 触れ る︒付 け根に 徐々に 近づ く
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に つれ︑ こそば ゆい 感覚が ゾクゾ クに なり︑ 手や足 の先か ら痺
れ が抜け ていく ︒
そ して︑ 脳まで 痺れて しま う︒
﹁ン⁝ ⁝あぁ はぁぁ ン⁝⁝ ﹂
短調で 静か な喘ぎ ︒ふっ と吹 いたら 消えて しまい そう な蝋燭
の火の ような 声︒ 命の灯 火︒
芋虫 のよう な動き で男に 顔を埋 めた︒
こん なにも 干から びた躰 でも蜜 が溢れ ていた ︒
美 味しそ うな蜜 を男は 指で割 れ目に 沿って すくっ た︒
痩 せてい ても まだ柔 らかな 陰唇︒ じゅ るりと 蜜がた っぷ りと
指 先にこ びりつ き︑弾 くよう にして 肉芽 を刺激 した︒
﹁ンは ぁ﹂
躰を強 ばら せて女 の全身 の皮膚 が引 っ張ら れ︑筋 肉と 骨が盛
り上が る︒微 かに膨 らむ乳 房の 頂点で 乳首が 勃つ︒
指に つけら れた 蜜は太 ももに 塗りた くら れる︒ 浮き出 た太い
腿の 筋を 軽く掴 むよう にし て︑股 間から ひざ裏 へ︑ ひざ裏 から
股間 へと︑ 太い 筋を撫 で回し ながら 蜜を塗 る︒
そ して︑ 男は太 ももに 頬ずり をした ︒
女 特有 の柔ら かさな んて微 塵も なかっ た︒ま るで 岩に頬 ずり
をして いる感 覚︒
少し離 れた カメラ のマイ クまで ︑男 の荒々 しい鼻 息が聞 こえ
てきた ︒
堪ら なく興 奮した 男は 自ら股 間に手 を伸 し︑短 小を握 ってし
こり はじめ た︒
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肉 が揺れ る︒巨 体を 揺らし ながら 男は自 慰を する︒ それを 見
た 女は身 悶えた ︒
﹁ 挿入て ⁝⁝く ださ⁝ ⁝い ﹂
自慰な どせず に挿入 て欲し い︒
男は両 膝をつ きなが ら︑股 間を前 へ突き 出した ︒
腹の肉 に埋も れ︑ 皮にま で埋も れてい る短小 ︒
弱っ た躰を 起こし て女は 短小を 握った ︒
﹁舐 めて⁝ ⁝気持ち よくした ら⁝⁝ 挿入れて ⁝⁝くれ ます
か ？﹂
男 は頷い て答え た︒
大 きく 口を開 ける女 ︒痩 せて角 張った 顔︒鼻 の横 から頬 に沿
う筋が 浮き上 がる︒
短小は 簡単に 呑み込 まれた ︒
ゆっ くりと 頭を動 かして 短小 をしゃ ぶる︒ 女の 口の中 は唾液
が少 なく︑ ねっ とりと 舌が蛇 腹のよ うな 皮に張 り付く ︒さ らに
舌は 皮の中 に這入 ってい き亀頭 に触れ た︒
波打 つ男の 躰︒
尿 道口に 捻じ込 まれる 舌先︒
チ ロチロ と尿道 口の割 れ目を 何度も 突くよ うに舐 める ︒
ブタが 鼻水を 噴き出 すよ うな音 がした ︒そ れが男 の呻き だっ
た︒
とぴゅ ︒
ちっ ちゃな 水鉄砲 のよ うに噴 き出し ︑女 の咽頭 に当た った白
濁液 ︒
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短 小から 顔を離 した 女の開 けられ たまま の口 の中で ︑舌の 上
に 乗っ て蠢い ている ように 見え る白濁 液︒女 は舌を 巻き ながら
白 濁液を 呑み込 んだ︒
ごくり と音を 鳴ら しなが ら︑痩 せた首 での ど仏が 動くの がよ
く見え た︒
自ら はただ 舐めら れて いただ けなの に︑男 は全 身に汗 をぐっ
しょ りとか き︑ 息を切 らせて なが らその まま倒 れるよ うに ベッ
ドに 仰向け になっ た︒
全 身の肉 が重量 で流 れるよ うにベ ッドの 上に 広がり ︑腹の 肉
で 隠れて いた短 小が微 かだが 顔を見 せた︒
女 は躰を 引きず るよう にして 男の短 小を 跨いだ ︒
骨と皮 だけの 手に よって 短小の 皮が剥 かれ る︒薄 桃色を した
亀頭が 顔を出 し︑尿 道に残 ってい た白濁 液を滲 ませた ︒
女の手 によっ て亀頭 が膣口 に導 かれる ︒
﹁ン はぁぁ ぁぁ﹂
息を 呑みな がら女 は上向 いて喘 いだ︒
這入 ってく る︒
小 さくと も男の モノが 体内に 這入っ てくる ︒
す ぐに短 小は埋 もれて しまっ た︒
太った 男にも ︑痩せ た女 にも︑ どちら にも 動く体 力がな かっ
た︒
女は 男の腹 に両手 をつい て︑ 自らの 躰を支 える のに精 一杯だ
った ︒それ でも 微かに ナカで 短小が 動い ている ︒男の 肉は水 袋
のよ うで ︑乗っ ている だけで 躰が 揺れ︑ ナカに 振動 が伝わ って
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く る︒小 さな快 感がジ ワジワ と下腹 部から 広がっ ていく ︒
そ れだけ に︑も っと欲 しくて 堪らな かった ︒
女 のケ ツには 肉がな い︒ 尾てい 骨が浮 きだし ︑本 来は尻 の肉
を支え るハズ の腸 骨が羽 のよう に突 き出し ている ︒恥骨 のあ た
りにも ほと んど肉 がなく ︑騎 乗位に なって いるこ の体 勢で︑ よ
り深く 肉棒を くわ え込む ことが できる ︒
それ でも長 さが足 りない ︒
女は 命を削 りなが ら動き はじめ た︒
﹁ あひぃ ぃぃあ ぁぁぁ ふぅぅ ぅ﹂
腹 肉の上 でバ ウンド するよ うに︑ 腰を 上下に 揺らし て奥 に届
か せよう とする ︒
﹁はぁ ぁぁぁ うぅぅ ぅ﹂
激しく 揺れる ︒
死に物 狂いで 女は男 の腹の 上で 躍った ︒
白眼 を剥き なが ら︑舌 を唇か ら垂ら して ︑うつ ろな表 情で女
は快 感を貪 る︒
男 もそれ に応え ようと ︑女 の細い 腰を両 手で 掴み︑ 懸命に 女
の 躰を持 って上 下させ た︒
激 しく 交じり 合うふ たりに 合わ せ︑部 屋がま るで 揺れて いる
ようだ った︒
揺れて いた︒ 震える ように カメラ まで揺 れてい た︒
充満す る汗の 臭い︒
苦し そうな 顔をし て汗で 目を開 けられ ない男 ︒
歯ぎ しりの 音︒
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男 は両手 でベッ ドを叩 いた︒
ど びゅっ ！
短 小から 放たれ た汁︒
女は全 身を痙 攣させ た︒

ビグ ゥン！

﹁ひゃ あああ ああぁ ぁぁぁ っ！﹂
ビグゥ ン！
下腹 部が強 ばり︑ 膣道が 短小を 握り締 める︒
﹁ひ ぃぃぃ ぃぃぃ ぃっ！ ﹂
絶 叫しな がら女 は目を 白黒さ せた︒
ビ シャァ ァァァ ァァァ ッ！
躰 に残っ ていた 水分を すべて 噴き出 す︒
そして ︑女は 頭の 重みで 後頭部 から倒 れ︑ ぬぷり と膣か ら抜
けた短 小︒
男は息 を切ら せて動 けない ︒
女も 息もせ ず動か ない︒
だが ︑この 中でカ メラが 動いて いた︒
映 像が上 下に激 しく 揺れな がら︑ ベッド へと 近づい ていく ︒
そ して︑ 真っ暗 になっ た︒
︱ ︱映像 が途絶 えたの だ︒

︽８︾

もう 夜も更 けてい るが︑ ケイは 病院に 来てい た︒

あば らの 君
90

被 害者の 女性が 失踪し た病院 ではな い︒
個 室のベ ッドで 眠って いたの はブタ 男だっ た︒
﹁ 起きな さい﹂
声をか けた︒ 手は触 れてい ない︒
被疑者 とは いえ病 人︒ケ イの 行動は 非常識 である ︒が ︑今は
一刻を 争う状 況だ ったの だ︒
﹁起 きなさ い﹂
襟首 に手 がかか った︒ もう 始末書 では済 まず︑ 懲戒 処分だ け
で なく︑ 訴えら れる可 能性も ある︒
﹁ 血は多 く流 れたけ れど︑ 軽傷 だった と聞い た︒も しか して︑
寝 たふり じゃな いでし ょうね ？﹂
ブタ男 のまぶ たが痙 攣し︑ 額から 珠の汗 が流れ た︒
ケイは 掴んで いた胸 ぐらを 乱暴に グイッ と持ち 上げた ︒
﹁起き なさい ！﹂
﹁ひ ぃぃっ ！﹂
声帯 を震 わせな がらブ タ男は 眼を ギョッ とさせ た︒ 起きて い
たの だ︒
冷 たい視 線に射 貫かれ たブタ 男は怯 えきっ ている ︒
﹁ な︑な んなん だよぉ おまえ ぇぇ﹂
﹁帝都 警察捜 査一課 河喜多 ケイ﹂
警察手 帳を見 せつけ る︒
﹁警官 がこん なマネ してい いのか ！﹂
唾の 雨を降 らせな がら 訴える ︒たし かに 状況は ケイの ほうが
不利 であ る︒が ︑処分 覚悟で あれ ば︑臆 するこ とな どなに もな
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か った︒
﹁ 変態殺 人者に 人権な んてな い﹂
﹁ ぼかぁ 人殺し なんて して ない！ ﹂
﹁ふ〜 ん︑じ ゃあな にをし たの？ ﹂
﹁理想 のあば らを求 めてた だけだ ︑なに が悪い んだぁ ！﹂
犯人 のフェ ティズ ムが あばら にある ことは ︑あ のビデ オを見
れば 明白だ った ︒けれ ど︑犯 人の 口から 直接聞 くと︑ その ため
に何 人も の女性 が犠牲 にな った︱ ︱四人 は死に 至っ ている と思
う とやり 切れな い︒
﹁ あなた がどん な変態 嗜好を 持って いよう と構わ ない︒ しかし ︑
そ れに よって ひとを 傷つ け︑死 に至ら しめた こと は許さ ない﹂
﹁だれ も傷つ けて ない︑ 大事に してた のに ︑勝手 に動か なく な
ったん だ﹂
胸ぐら を掴ん でいた ケイの 手に 力が入 る︒
﹁ あ なた の 言 い 分は ど う で も いい ︒ 量 刑 は裁 判 が 決 めて く れ
る﹂
帝 都エデ ンは日 本国同 様に ︑法治 国家で ある ︒犯罪 者は法 が
裁 く︒
日 本で は二〇 〇四年 に裁判 員制 度の法 律が制 定さ れ︑二 〇〇
九年か ら施行 され た︒だ が︑帝 都では それ より早 い二〇 〇二年
の時点 で施行 されて いた︒
帝都 におけ る法律 や条令 は帝 都があ るもと もと の領を 保有し
てい た日本 に倣 ってい るが︑ いくつ かの 箇所で 違いが 見られ た
り︑ ほかの 国々に すら存 在して いない 法があ る︒
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公 職選挙 法や普 通選 挙制度 なども あり︑ 議員 が存在 し︑大 臣
が おり ︑内閣 もある ︒ただ ︑総 理大臣 の仕組 みと︑ 帝都 の首都
で ある ミヤ区 の区長 の選 ばれ方 がほか の区と 違う ︒ミヤ 区の区
長は総 理大臣 を兼任 してい るため だ︒
帝都の 総理は 都民に よる投 票で決 まる︒ そこが 日本と は違う ︒
アメリ カの大 統領 選挙に 近いと いえば 想像し やすい だろう ︒
そし て︑日 本は 天皇と いう存 在が例 外的 でほか の国と 異な る
が︑ 総理 を置い ている 国は 総理の 上に最 高権力 者が 存在す る︒
王 国に総 理職が あれ ば︑総 理の上 にいる のは 国王︒ イギリ スで
あ ればエ リザ ベス女 王︒帝 都の 場合に は︑総 理の上 に九 人のワ
ル キュ ーレが おり︑ これ が帝都 の最高 機関で もあ る︒そ して︑
頂点に いるの が女帝 だ︒
日本の 警察 は内閣 府︑つ まり内 閣総 理大臣 の所轄 下に 置かれ
る国 家公安 委員会 が管 理する 警察庁 だが︑ 帝都 におけ る帝都 警
察が 属する 警察庁 は内閣 ではな くワル キュー レの所 轄下に あり︑
ワル キュ ーレの ひとり であ るアイ ンが長 官だ︒ 帝都 の防衛 省も
同 じくワ ルキュ ーレ の所轄 下でア インが 長官 である ︒民主 主義
国 家はシ ビリ アン・ コント ロール の下 にある べきだ が︑ このよ
う な点 から上 辺だけ の民 主主義 だとい う批判 が国 外から 特にあ
る︒
しかし ︑帝 都エデ ンはこ の地球 のど の国と も違う 異質な 都市
なのだ ︒
軍の あり方 も︑警 察の あり方 も︑こ の街 に合わ せなく てはな
らな い︒
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ケ イは投 げ捨て るよう に胸ぐ らを突 き放し た︒
﹁ 内山 田丸夫 二三歳 ︒一六 歳の ときに 父親の 転勤に 合わ せこの
街 に移 住︒一 八歳の とき ︑父親 は脳卒 中で死 亡︑ 母親は 一〇ヶ
月前に 死亡﹂
﹁うわ ぁぁぁ ぁぁ！ ﹂
突然 叫んで 暴れよ うと した内 山田に 銃口が 突き 付けら れた︒
﹁話 はまだ 終わ ってな い︒あ なた が関わ ってい ると思 われ る新
たな 被害 者が発 見され た︒ これま での被 害者が 遺棄 されて いた
の とは違 う場所 ︒ま だ身元 は特定 できて いな いけれ ど︑私 はこ
の ひとが 最初 の被害 者だと 思っ てる︒ 死亡し たのは 七ヶ 月ほど
前 ︑餓 死させ られる まで の期間 がある から︑ 誘拐 された のはも
っと前 のはず ︒お そらく 母親の 死をき っか けに︑ それが スト レ
ス要因 とな り︑一 連の事 件を 起こす 切っ掛 けにな った と思わ れ
る﹂
﹁う るさぁ ぁぁい ︑だま れええ えっ！ ﹂
﹁母 親は 熱中症 で死ん だそ うね︒ 生前の 写真を 確認 したら ︑両
親 共にあ なたと 同じ 体型︒ どうし て被害 者を 餓死さ せたの ？﹂
﹁ 痩せて ない とダメ なんだ ︑痩せ てな いと︑ 痩せて ない と死ん
じ ゃうん だぁぁ あ！﹂
結果と して餓 死させ てい たとし ても︑ 彼に は被害 者を殺 す意
図はな かっ たのだ ︒理解 しがた いが ︑むし ろ救っ てい るつも り
でいた ︒
内山 田丸夫 は幼い ころ から太 ってい た︒ それは 両親が 二人と
も太 って いるゆ えの︑ 遺伝と 生活 環境の せいで ある ︒彼は それ
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が コンプ レック スだっ た︒
し かし︑ 彼は痩 せられ なかっ た︒
だ から 好きに なる女 性は みんな 痩せて いた︒ 自分 にない もの
を求め たのだ ︒
直接的 では ないも のの両 親二 人は肥 満が原 因で死 んだ ︒その
母親が 死んだ とき ︑もと より痩 せてい る女性 が好み であっ たが︑
より いっそ う女 性は痩 せてい なく てはな らない という 強迫 観念
に駆 られる ように なった ︒そし て︑事 件は起 こった ︒
一 人目の 被害者 は近所 に住む 女性だ った︒
ず っと気 にな ってい た女性 であっ た︒ けれど ︑声を 掛け るこ
と もなく ︑ただ 遠くか ら眺め ていた だけ ︒彼女 は痩せ ていた が︑
より痩 せたが ってい た︒と ︑内山 田は思 ってい る︒
なぜな ら︑ 彼女の 捨てた ゴミを 漁っ たとき に︑ダ イエ ット食
品を見 つけた からだ ︒
はじ めの犯 行は 計画的 とは言 えなか った が︑彼 女を愛 でる妄
想は 四六 時中し ていた ︒そ して︑ ついに 彼女を 衝動 に駆ら れ拉
致し たのだ ︒
一 連の犯 行の 中で︑ 彼女だ けがク スリ をやっ ていな かっ た︒
被 害者 たちの 共通点 があ の売人 だった のは︑ 次の ターゲ ットを
見つけ るのに 適して いたか らだ︒
内山田 は思っ ている ︒
︱︱彼 女たち は痩せ たがっ ていた ︒
そし て︑痩 せさせ なくて はない ないと いう強 迫観念 ︒
この 二つが 合致し たとき ︑事件 は起き たのだ ︒
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一 人目の 犯行の 屍体 遺棄場 所は内 山田の 家の 近くだ った︒ ほ
か の被 害者と は違う 場所で ︑計 画性が なくず さんだ ︒ほ かにも
違 う点 があり ︑残る 被害 者は衣 服や所 持品が まっ たくな かった
が︑こ の被害 者は 持ち物 や衣服 ︑ス タンガ ンがい っしょ に埋 め
られて いた ︒ただ し︑免 許証 などの 身元を 証明す る物 はなか っ
たゆえ に︑被 害者 の特定 ができ なかっ たのだ ︒
しか し︑二 件目 以降は 急に慎 重にな り︑ 手口も 鮮やか にな っ
てい く︒
そ の理由 は犯行 になれ たから なのか ？
い や︑違 う︒
﹁ 病院に 入院して いた被 害者が連 れ去られ た︒あ なたの指
示？﹂
ケイは 核心を 突いた ︒
犯人 は一人 ではな い︒内 山田 には協 力者が いた とケイ は疑っ
てい た︒
﹁ぼ かぁ 指示な んかし てな い︒ぼ かぁな にもし てな い︒ぼ かぁ
あば らを愛 して ただけ なんだ ぁぁぁ ぁっ！ ﹂
取 り乱し てい るが︑ 嘘をつ いてい ると は思え なかっ た︒け れ

被 害者を どこ に連れ 去った の？﹂

ど ︑嘘で はない として も︑妄 想に駆 られて いない とは 限らな い︒
﹁協力 者はい った いだれ ？

﹁知ら ない知 らない 知らな いぃぃ ぃ！﹂
白眼を 向いた 内山田 はドッ と汗を 掻いて 気絶 した︒
ケイ は冷静 に脈を 測る ︒そし て︑ナ ース コール を押し て病室
をあ とにし た︒

あば らの 君
96

外 で見張 りをし てい た男性 警官は ︑ケイ が出 てくる とそっ ぽ
を 向い て︑あ からさ まに見 ない 振りを してい た︒が ︑ケ イが背
中 を見せ ると︑ その尻 を見 ながら 鼻の下 を伸す のだっ た︒

内山田 が逮捕 された 明後日 ︱︱︒
早朝に 変死体 が発 見され た︒
死因 は餓死 ︒
まだ 内山 田は入 院中で あり ︑屍体 はひと 目のつ かな い場所 で
は なく︑ 病院の 前に 捨てら れてい た︒そ う︑ 内山田 の入院 して
い る病院 だ︒
犯 行は これま でと異 なる 点が多 い︒だ が︑餓 死の 屍体が わざ
わざ内 山田の 入院 する病 院の前 に捨て られ ていた ことか ら︑ 事
件を関 連づ けない ほうが 不自 然であ る︒そ して︑ その 疑惑を 決
定的 にして いるの は︑ この被 害者が 内山田 に拉 致され ていた 女
性で ︑のち に病院 から失 踪した ︑あの 被害者 だった からだ ︒
被害 者の 身元は 公表さ れてお らず ︑入院 してい た病 院も伏 せ
ら れてい た︒内 山田 の事件 とは無 関係を 装っ ていた のにも かか
わ らず事 件は起 きた︒
酒 と煙 草の香 る店内 ︒バー モモ ンガで ニュー スを 見てい た華
艶のも とへ電 話が かかっ てきた ︒カウ ンタ ーにひ じをつ きなが
ら︑め んどく さそう にケー タイの 表示を 見ると 伊頭だ った︒
﹁取材 なら受 けない から﹂
出る なりそ う言い 切った ︒
︽新 たな被 害者が 出たっ てニュ ース知 ってる か？︾
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﹁ もち︒ 犯人捕 まった のにね ﹂
︽ なにか 情報つ かんで ないか ？︾
﹁ 共犯 者がい るっぽ いよ ︒河喜 多って 女デカ が捜 査して る︒い
や︑過 去形か ︒強引 な捜査 してた から︑ ハズさ れたっ ぽい﹂
じつは 内山田 の病院 まで後 を付け た︒
︽詳し いな︒ この 借りは そのう ち返す ︾
﹁代 金は取 材拒否 で﹂
と︑ 華艶は 一方的 に通話 を切っ た︒
す ぐにま たケー タイが 鳴った ︒
ま たか︱ ︱と 思いな がらケ ータイ を確 認する と︑見 知ら ぬ番
号 からの 着信だ った︒
この手 の電話 は不 用意に 出ない ほうが よい ︒この 街では 命取
りにな る︒出 た瞬間 ︑いき なり呪 詛をか けられ る可能 性もあ る︒
とくに ＴＳな んて商 売をや って いると そうだ ︒
だが ︑ＴＳ をや ってい ると︑ 重要な 電話 も多々 あるた め︑出
ない わけ にもい かなか った ︒そこ で︑ケ ータイ には あらゆ る呪
術 や魔法 に対す るコ ーティ ングが 施され てい る︒と ︑言っ ても
す べてを 防げる わけで はない が︒
﹁ ⁝⁝⁝ ⁝﹂
通話に 出た華 艶は一 言も しゃべ らない ︒し ゃべっ た瞬間 に発
動する 呪術 やキー ワード によ って発 動する ものも ある からだ ︒
︽華艶 ちゃん かね？ ︾
老い ている がしっ かりし た女性 の声だ ︒聞き 覚えが ある︒
﹁あ ー︑碧 流のお 婆ちゃ ん﹂
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電 話番号 を教え てな いのに ︑碧流 にで も聞い たのだ ろうか ︒

放課後ま ではい た

け れど︑ わざわ ざ掛け てくる 用はな んだろ うか？
︽ 孫娘を 知らん か？︾
﹁昨日の 今日で またいな くなっ たの？
よ？﹂
︽ 発信 器 が 途 絶 えて ︑ あ の 子に な に か あっ た ん じ ゃな い か っ
て︾
﹁ト ラブ ルメー カーだ から ︑なに もない って言 い切 れない ︒ま
あ ︑でも へーき へーき ﹂
華 艶は溜 息を吐 いた︒
︽ それ が⁝⁝ 街の防 犯カ メラを 調べた ら︑あ の子 らしき 女子校
生が何 者かに 浚われ る映像 が残っ ていて ︾
﹁ちょ い待ち ︑防犯 カメラ 調べた って﹂
︽も う警察 には匿 名で ファイ ルを送 りつけ て︑ 警察庁 のホー ム
ペー ジのト ップに は動画 をあげ て置い たから ︾
﹁ち ょっ︑ 待っ！ ﹂
大 きな疑 問があ り話を 遮ろ うとす るが︑ 柏は 構わず 話し続 け
て いる︒
老 人は こうい うとこ ろがあ って 嫌いだ ︱︱と ︑華 艶は密 かに
思いな がら相 手の話 が一段 落する のを待 つこと にした ︒
︽警察 は動 いてく れてる ようだ けど ︑こっ ちには 警察 からも 犯
人か らも連 絡がな くて︑ 碧流 が浚わ れたと いう 確証が 得られ な
くて ねえ︒ もし も本当 に浚わ れてい たと しても ︑犯人 から身 代
金の 要求 もない ︒その 手の誘 拐事 件は被 害者に 大き な危害 が及
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ぶ 可能性 が大き いんじ ゃない かって 私は思 うんだ よ︾
内 山田の 事件 も身代 金目当 てで はなか った︒ そして ︑結 果的
に 被害者 は死に 至って いる ︒
誘拐の 被害者 は三 六時間 以内に 殺さ れると いう統 計があ る︒
子供だ と統 計が変 わり︑ 九九 パーセ ントが 二四時 間以 内︑七
五パ ーセン トが三 時間 以内︑ 四四パ ーセン トが 一時間 以内に 殺
され る︒
﹁二 日連続 で誘拐 される なんて ふつー ないし ⁝⁝﹂
普 通はな い︒が ︑似 た事件 は最近 起きて いる ︒内山 田の事 件
の 被害者 が病 院から 失踪し ︑今 朝変死 体とな って発 見さ れた事
件 ︒さ きほど のニュ ース だ︒保 護から 朝まで の短 い時間 に殺さ
れてい る︒
だんだ んと華 艶は不 安にな ってき た︒
﹁碧流 っぽい 子が浚 われた 現場 は？﹂
︽カ ミハラ 駅に 向かう 途中の 大通り だよ ︒ミニ バンが やっ てき
て︑ 車の 中に引 きずり 込ま れたよ うだね ︒街の 防犯 カメラ が設
置 してあ った反 対車 線だっ たもの だから ︑犯 行の瞬 間は映 って
な かった んだ が︑車 が再び 走り出 した ら女子 校生が 消え ていて
ね︾
ミニバ ン？

警官 が封 鎖とか 押収し て

その車 はもし かして 見てい るかも しれな い︒
﹁そ れって 犯人の 家にあ った やつ？
んじ ゃない の？﹂
︽そ れがど うやら 持ち去 られた ようだ ね︾
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﹁ わかっ たとり あえ ずこれ からカ ミハ ラ駅向 かうか ら︑現 場教
え て﹂

はい︒ カミハ ラ駅で しょう か？﹂

︽ 私はも う駅ビ ルのカ フェ で待っ てるか ら早く 来なさ い︾
﹁⁝⁝ は？
なぜか 敬語に なって しまっ た︒
︽そこ からな らそ んなに 時間も かから ないだ ろう？ ︾
﹁あ のぉ︑あ たしが どこにい るのか知 ってい るのでし ょう
か？ ﹂
ふ ふふ︑ と笑い 声がし て︑
︽ 早く来 なさい ︾
通 話が向 こうか ら切ら れた︒
︱︱あ の婆さ ん何者 なんだ ？
と︑華 艶は疑 問を抱 かずに いられ なかっ た︒

︽９ ︾

あ っとい う間 に後部 座席に 押し込 まれ ︑大き な人影 に馬乗 り
に され たかと 思うと ︑手 首を縛 られ︑ 目隠し をさ れ︑両 脚も縛
られた ︒
﹁縄食 い込ん で痛い ！﹂
叫んだ 口に布 を噛ま される ︒
﹁ふ ぐんぐ んぐふ ー！﹂
なに を叫 んでい るかわ からな いが ︑かな り怒っ ている こと は
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伺 える︒
身 体の自 由と 視界を 奪われ ︑自 分の置 かれて いる状 況が わか
ら ず︑碧 流は耳 を覚ま せて みた︒
荒っぽ い息づ かい が聞こ える︒ 碧流の 拉致 で息を 切らせ たの
だろう か︒
身体が ガタッ と揺 れた︒ 車が走 り出し たのだ ︒
﹁ふ ぐふふ ふふふ ふぐー ！﹂
また 叫ぶが 相手は なんの 反応も 示さな い︒
い ったい どこに 連れて 行かれ るのか ？
な ぜ浚わ れたの かも碧 流には わから ない︒
き のう だって そうだ ︒わ けもわ からな いうち にデ ブ夫に 浚わ
れた︒
︱︱や っぱあ たしが 美少女 だから ？
と︑ 考えて ︑ちょ っとニ ヤッ とした が︑冷 静に なって 鼻から
溜息 をもら した︒
内山 田が 入院し ていた 病院の 前に 屍体が 捨てら れて いた事 件
は ︑朝の ニュー スで は情報 が間に 合わず 少し 取り上 げられ ︑そ
の 後の時 間か らは大 きく取 り上げ られ たため ︑学校 にい る碧流
は 事件 のこと など知 る由 もなか った︒ 朝から 大々 的に取 り上げ
られて いたと して も︑碧 流はニ ュース なん か興味 ないの で知ら
なかっ ただろ うが︒
デブ 夫は捕 まった ので︑ この 犯人は 別人の ハズ ︒けれ ど︑碧
流は もしか してと 思った ︒まさ か逃亡 したの ではな いかと ︒
自分 を車 に押し 込んで 浚った 相手 の顔は 見てい ない︒ いき な
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り 背後か ら襲わ れ︑ 焼ける ような 痛み が腰の あたり を襲っ て怯
ん でう ずくま った︒ そうし てい るうち に︑車 に押し 込ま れ身体
を 高速さ れて目 隠しを され た︒
﹁うう っ﹂
まだ腰 のあ たりが 焼ける よう に痛い ︒やれ れた瞬 間に ︑電気
がバ チバチ と鳴る よう な音が したの で︑お そら くスタ ンガン だ
ろう ︒スタ ンガ ンでは 気絶に 至る ことま ではま ずない が︑ 相手
の動 きは一 瞬以上 止めら れる︒
車 は走り 続け︑ 信号 で何度 か停止 してい るよ うだが ︑目的 地
に はまだ 着かな いらし い︒
縄 で縛 られな がら︑ 碧流 は下半 身をモ ゾモゾ と動 かしは じめ
た︒ど うにか して 逃げよ うとし ている 行動 にも見 えるが ︑そ う
ではな かった ︒
モゾモ ゾと動 きなが らも︑ 股は かなり キュッ と閉ま ってい る︒
漏れ そうな のだ︒
変な 汗が体 中から 滲んで きた︒
口 に噛ま された 布には 唾液 が染み こまれ ︑口 の中の 水分が 奪
わ れてい くが︑ 股間は そうい うわけ にはい かなか った︒
揺 れる車 内︒そ のたび にジュ ワッと しそう になる ︒
ガタッ ！
車が持 ち上 げられ て落と された よう な悪い 道を通 った 瞬間︑
車内で は躰ま で持ち 上がっ た︒
座席 に腹か ら叩き つけら れた碧 流は血 の気が 引いた ︒
ちょ っとチ ビった ︒
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腹 ばいの 姿勢か らど うにか グルッ と回転 して ︑仰向 けにな っ
て 必死に 叫ぶ︒
﹁ ふぐぐ ーッ！ ﹂
通訳す ると﹃ 漏れ るーッ ！﹄で ある︒ とい うか︑ すでに 漏ら
した︒

ふぬ っ！

んぐふ ぐっ！ ﹂

ふ ぐーっ ！

ふ ぐーっ ！﹂

しかし ︑まだ まだ 膀胱は パンパ ンで決 壊した ら大洪 水にな る︒
﹁ふ ぐっ！

ふ ぐーっ ！

通訳 はしな いが︑ 暴言を 吐いて いる︒
﹁ ふぐぐ ぐぐっ ！
車 内にく ぐもっ た叫び が響き 渡る︒
ガ タッ！
急ブレ ーキが 踏まれ たよう だ︒
またち ょっと チビっ てしま った︒
ドア の開く 音がし て︑す ぐに 閉まっ た音が した ︒さら にまた
開く 音がし たか と思う と︑後 部座席 に何 者かが 乗り込 んで きた

﹂

気配 がした ︒
﹁ん ぐっ

制服 が捲 られて 腹が出 された ︒そ こへス タンガ ンが押 しつ け

痛い だけで はない ︒今そ れを喰 らった ら︱︱ ︒

バチバ チバチ バチッ ！

と身体 を震わ せた︒

このス パーク 音は聞 き覚 えがあ る︒碧 流は 寒気が してブ ルッ

バ チバチ バチバ チッ！

驚 いた碧 流︒両 頬を潰 すよう に鷲掴 みにさ れたの だ︒

!?
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ら れた︒
バ チバチ バチバ チッ！
﹁ んぐぅ ぅぅぅ ぅっ！ ﹂
ジョボ ボボボ ボボボ ボボボ ボ⁝⁝ ︒
叫びな がら失 禁して しまっ た︒
止まら ない︒
純白 のショ ーツ が黄ば み︑布 をコポ コポ と内側 から膨 らま せ
なが ら︑小 水を漏 らし続 ける︒
失 禁の最 中はス タン ガンの 痛みで 頭は真 っ白 だった が︑電 流
が 止めら れると 恥ずか しさが 込み上 げてき た︒
股 間に濡 れた布 が張り 付き温 もりが 残っ ている ︒
先日の 記憶が 蘇って きた︱ ︱また 漏らし てしま うなん て︒
やはり 目隠し の先に いるの はデブ 夫では ないの か？
しかし ︑デブ 夫はこ んなこ とは しない ︒
﹁ぐ っ﹂
髪の 毛が引 っ張ら れ碧流 はくぐ もった 声を漏 らした ︒
﹁ん んんん ぐっ ！﹂
乱 暴に髪 を鷲掴 みにさ れたま ま頭が 引きず られる ︒
﹁ んぐっ ﹂
そして ︑顔面 を濡れ たシー トに押 しつけ られた ︒
頬が冷 たい ︒体温 と同じ くらい の温 かかっ たもの が︑今 はシ
ートに 染み込 み冷え てしま ってい る︒
嗚呼 ︑自分 で漏ら した 小水を 顔にな すり つけら れるな んて⁝
⁝︒
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ま るで雑 巾のよ うに ︑何度 も何度 もシー トに 顔面を 擦りつ け
ら れる︒ 碧流を 人間と は思っ ていな い扱い だ︒
髪 を引 っ張ら れる痛 み︑ 腹の火 傷も強 烈に痛 み︑ 漏らし てし
まった 恥ずか しさ ︑それ を顔に 擦り つけら れる不 快感︑ そし て
顔の見 えない 相手へ の恐怖 ︒
感情は 渦巻き 混乱 をもた らす︒
自分 の中で 処理 しきれ なくな った感 情は 自然と 溢れ︑ 涙が 零
れた ︒
バ リバリ バリバ リッ！
ま たあの 音だ︒
﹁ ふぐん んんん んんっ ！﹂
すべて の感情 が恐怖 に変わ った︒
また腹 にス タンガ ンが押 しつけ られ る︒だ が︑ま だス イッチ
は入っ ていな かった ︒
ゆっ くりと スタ ンガン は肌に 押しつ けら れなが ら︑下 腹部か
ら股 間へと 下がっ ていく ︒
恐ろ しいこ とが 起きよ うとし ている ︒
﹁ んぐぐ ぐうう ううう っ！﹂
碧 流は泣 き叫ん だ︒
しかし ︑この 犯人は 容赦な かった ︒
黄ばん で透 けた割 れ目に スタン ガン が捻じ 込まれ ︑布越 しに
肉芽を 刺激さ れる︒
気持 ちよく なんか ない ︒それ でも肉 芽は 少し硬 くなっ てしま
った ︒
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そ こへ︱ ︱︒
バ リバリ バリバ リッ！
﹁ ふぎぃ ぃぃぃ ぃぃぃ ぃぃ っ！！ ﹂
股間を 起点に して 碧流は 何度も 激しく 背中 を反ら せて全 身で
跳ねた ︒
あまり の痛さ に気 が狂う ︒
そし て︑ま だ残 ってい た尿を 膀胱 から吐 き出し てしま った ︒
シャ ァァァ ァァァ ァッ！
放 心しな がら碧 流は 電流が 止まっ ても躰 をガ クガク と揺ら し
て いた︒ 口に 布を噛 まされ てい なかっ たら︑ 舌を噛 んで いたか
も しれな い︒
目隠し に滲む 涙︒
バシッ ！
いきな り碧流 は頬を 叩かれ 意識 が現実 に戻さ れた︒
恐ろ しい︑ ただ恐 ろしい ︒
なぜ こんな 仕打ち を自分 が受け なくて はなら ないの か？
バリ バリバ リバ リッ！
ま たあの 音だ︒
そ して︑ 碧流は 考える ことを やめた ︒
今はた だ堪え るしか なかっ た︒

たば こ臭い 駅ビル のカフ ェに 着き︑ 奥の席 まで 首を伸 して見
回す と︑木 之下柏 老婦人 が優雅 にコー ヒーを 嗜んで いた︒
﹁ダ ッシュ で来ま した﹂
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﹁ 早かっ たねえ ︒それ では行 こうか ね﹂
﹁ ちょっ と休ま せて⁝ ⁝いえ ︑いい です︒ 行きま しょう ﹂
肩 で息を 切りな がら︑ 華艶 は柏と 店を出 た︒
柏はケ ータイ の地 図を頼 りに駅 前の大 通り を進ん でいく ︒華
艶はケ ータイ を覗き 込んで 尋ねる ︒
﹁あの ぉ︑ど うしてあ たしの 居場所が わかった のでし ょう
か？ ﹂
﹁ケ ータイ の位置 を調べ ただけ さ﹂
﹁ いちよ うデー タと か電波 とかス クラン ブル かけて あるん です

だ れが？ ﹂

け ど︑あ たし のケー タイ︒ 解析 してハ ックし たって こと ですよ
ね？
﹁私が ﹂
﹁⁝⁝ あー︑ そうで すか﹂
なん だか溜 息が出 た︒こ の婆 さんハ ッカー だ︒ しかも 腕がい
い︒
持っ てい るケー タイは 見た目 こそ ︑市販 モデル と同 じただ の
スマ ートフ ォン だが︑ おそら く中身 は改造 されて いる︒
柏 が立ち 止まっ た︒
ま だ現 場から は距離 がある とい うこと と︑そ の先 が現場 であ
ること はおの ずと わかっ た︒な ぜなら ︑白 バイと パトカ ーが見
え︑警 察が現 場の取 り調べ をして いたか らだ︒
﹁あれ じゃ近 づけな い﹂
華艶 はつぶ やいて 横の柏 に顔を 向けた ︒
﹁あ なた がＳ級 以上の ＴＳな らね え︒モ グリは 嫌な 顔され るだ
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け だね﹂
﹁ トリ プルＳ だろう と警察 はＴ Ｓ嫌っ てます から嫌 な顔 されま
す﹂
ちょっ と華艶 はツン とした ︒
実際に はト リプル Ｓなん て階 級など 存在し ていな い︒ モグリ
では なく正 規のＴ Ｓだ ったと して︑ おそら く華 艶はＦ まであ る
ラン クの中 でＣと いった ところ だろう ︒階級 の壁は 厚い︒
現場 を調 べるこ とがで きな いとな ると︱ ︱︒華 艶は 自分で 考
え ずに柏 に丸投 げする ことに した︒
﹁ で︑ど うすん のお婆 ちゃん ？﹂
﹁ 今︑照 合中だ からち ょっと お待ち ﹂
ケータ イを見 ながら 答えた ︒
数秒後 ︑老婦 人の瞳 が輝い た︒
﹁オー ビスで 引っか かった よ﹂
自動 速度違 反取 締り機 ︒自動 的に制 限速 度以上 で走行 する自
動車 のナ ンバー などを 撮影 する︒ 写され た車は 内山 田のミ ニバ
ンだ ︒
近 年︑撮 影の 精度は どんど ん高く なり ︑稀に いる時 速三〇 〇
キ ロの 改造車 だろう と︑ 運転手 の顔も しっか りと 撮影で きる︒
はずな のだが ︱︱︒

こ ういう 嘘心霊 写真あ るある ぅー﹂

﹁こ す っ た み たい に ぼ や けて ︑ う 〜 ん︑ 性 別 も わか ら な い ね
ぇ﹂
﹁ど れどれ ？

覗き 込ん だ華艶 は何度 も頷い た︒ 大柄な 影が運 転席に いる の
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は わかる が︑黒 く影 になっ たよう にぼ やけて 人物の 特定は 視認
で は難し そうだ ︒
犯 人の顔 はわか らない が︑ 通った 場所は 特定で きた︒
さらに 柏はそ こか ら街の 防犯カ メラな どの データ サーバ ーに
ハッキ ング して︑ 車の通 った 道を辿 った︒ なかな か骨 の折れ る
作業だ ︒
﹁こ っちに は来 てない ⁝⁝少 し戻 ってこ っちの 交差点 の録 画デ
ータ を⁝⁝ ﹂
タ ッチパ ネルの 液晶 を撫で るよう に動か して いく︒ 走行距 離
が 長いと ︑さら に痕跡 を辿る のは困 難だ︒
ミ ニバ ンが停 車して いる 録画映 像︒早 送りに して みたが ︑い
っこう に動か ない ︒もう 少し戻 してみ ると ︑この 場所に 車が や
って来 て停 車する と︑反 対側 のドア から人 が降り るよ うな影 が
見えた ︒
﹁ラ ブホか ﹂
と︑ 華艶は つぶや いた︒
ビ ルにそ れっぽ い装飾 の看 板が掲 げられ てい た︒街 の中心 街
か ら外れ た国道 沿いに あるラ ブホテ ルだ︒
華 艶は 手を上 げてタ クシー を止 めよう とした が︑ 反対車 線だ
ったの で停ま ってく れなか った︒
﹁融通 が利 かない なぁ︒ とりあ ず駅 まで戻 ってタ クシ ー拾お っ
か﹂
誘拐 現場の 検証は 警察 に任せ ︑華艶 たち は犯人 の追跡 をする
こと にした ︒
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︽ １０︾

謹慎処 分を 喰らっ て銃と 警察 手帳を 取り上 げられ ても なお︑
ケイは この事 件を 単独で 捜査し ていた ︒
警察 機関で 働く知 り合い のＩＴ 技術分 析官か ら情報 をもら い︑
華艶 たちと 同様に オービ スから 犯人の 追跡を してい た︒
こ の犯人 は内山 田の 事件を 関係が ある︒ ケイ は前日 と今日 の
誘 拐事件 以前 から︑ 犯人は 複数 である と考え ていた ︒誘 拐した
女 性た ちに淫 らな行 為を 迫って いたの は︑内 山田 である と録画
映像が 証明し ている ︒加え て一度 目に碧 流を浚 ったの は内山 田︒
しかし ︑ほか の件は だれが やった のか？
一人 目の被 害者と 二人目 の被 害者は ︑犯行 の仕 方が変 わって
いた ︒一件 目は 無秩序 的であ り︑二 件目 は秩序 的であ る︒ 二件
目以 降︑ 犯人が 学習し たと も考え られる が︑犯 人が 二人い たの
なら ︑違う 者が 実行犯 であっ た可能 性が出 てくる ︒
二 人目が いた と確信 したの は︑あ のホ ームビ デオの 映像 だ︒
あ の映 像は第 三者に よる 撮影だ った︒ 録画が 停止 される 寸前︑
カメラ 自身が 動いた のがそ の証拠 だ︒
ケイは こう考 えてい た︒一 件目は 内山田 による 発作的 な犯行 ︒
二件 目以降 の誘拐 犯は協 力者 による 犯行︒ そし て︑内 山田が 捕
まっ て以降 の犯行 も協力 者によ る犯行 だ︒
しか し︑こ こで一 つ問題 がある ︒
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二 件目か ら四件 目ま での犯 行は︑ 目撃者 もお らず︑ 失踪の 工
作 など ︑犯行 を隠匿 するよ うで あった にもか かわら ず︑ 内山田
が 捕ま って以 降の二 件は 明るみ になる ことを 辞さ ない覚 悟が見
える︒ 犯行の 質が 変わっ たのは ︑内 山田が 捕まっ たこと に発 起
すると 考え るのが 自然で あり ︑それ はこの 犯人に とっ て大き な
出来事 であっ たの だろう ︒
内山 田が捕 まっ たこと は第二 の犯人 にと って大 きなス トレ ス
要因 だ︒ 追い詰 められ た犯 人は自 暴自棄 になり ︑な にをす るか
予 測もつ かなく なる という ことは ある︒ この 犯人も そうで あれ
ば 危険だ ︒
現 に昨 日病院 から消 えた 女性は ︑次の 日には 屍体 となり 病院
の前に 捨てら れてい た︒い や︑内 山田に 捧げら れてい た︒
内山田 の目 的はあ くまで 餓死さ せる ことで はなく ︑痩 せさせ
てあ ばらを 愛でる こと にあっ た︒死 んでし まっ たのは 彼にし て
みれ ば事故 だ︒
しか し︑こ ちらの 犯人も 同じ性 癖を共 有して いると は限ら ず︑
死ん でいて も構 わない と考え ている かもし れない ︒
最 近︑碧 流が 痩せて しまっ たとは いえ ︑餓死 するに はまだ 余
裕 があ る︒単 に餓死 させ ればい いとい うので はな く︑あ くまで
骨と皮 になる よう に痩せ させな くてな らな い︒餓 死であ れば三
日もあ れば 可能だ が︑痩 せさせ るの であれ ば猶予 があ るかも し
れない ︒が︑ 帝都に 置いて 絶対が ないの はこ の街の 必定︒
そし て︑犯 人はま だ特定 できて いない ︒
オー ビス の写真 は華艶 たちが 見た とおり だった が︑ケ イは ほ
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か の映像 なども 分析 官に解 析して もら ったが ︑映り が悪く 犯人
は 特定で きなか った︒
内 山田 の自宅 は家宅 捜索 され︑ 死んだ 両親た ちの 痕跡し か見
つから ず︑も うひ とりの 犯人は 浮か び上が ってい ない︒ 犯行 に
使われ たと思 われる 車両は 押収前 に持ち 去られ てしま った︒
運転 してい た車を 止め ︑ケイ はラブ ホテル の前 で降り た︒こ
のホ テルに は駐 車場が ある︒ が︑ 犯人の 車は道 路に止 めら れて
いた ︒
ケ イは犯 人のミ ニバ ンを確 認した ︒その 運転 席のド アの手 前
に なにか 起きて いる︒ 車のキ ーだ︒
鍵 を拾 い上げ てから ︑ド アに手 をかけ てみる と︑ ロック され
ていな かった ︒
﹁乗り 捨てた ？﹂
外装 も古そ うだっ たが︑ 内部 もかな り古く 壁が 傷んで 剥がれ
てい るとこ ろがあ る︒部 屋に直 接車で 乗り付 けるこ ともで きず︑
料金 も自 動精算 ではな いよ うだ︒ フロン トには オバ チャン がい
た︒
ケ イは警 察手帳 を提示 する︒
﹁ 話を聞 かせて ﹂
﹁ウチ の店は 違法な ことは してま せんよ ﹂
﹁その 捜査じ ゃない から安 心して ︒誘拐 犯を追 ってい るの﹂
ケータ イの画 面に碧 流の写 メを表 示して 見せ つけた ︒
﹁こ の子︑ 見たこ とない ？﹂
﹁あ あ︑ この子 なら女 の人と ⁝⁝ う〜ん ︑そん なよ うな気 もす
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る んだけ どねぇ ﹂
﹁ どこの 部屋か 教えて ！﹂
オ バチ ャンに 聞いて から ︑すぐ さま走 ってそ の部 屋に向 かっ
た︒
相手が 情事の 最中だ ろうか 構わな い︒
勢いよ くドア を開 けた！
静ま り返る 室内︒
薄暗 い照 明の中 にひと の気 配はな かった ︒バス ルー ムやベ ッ
ド の下な ども捜 索し たが︑ なにも 出て来 なか った︒ それど ころ
か シーツ にはシ ワひと つなく ︑使わ れた痕 跡もな い︒
急 いで来 た道を 引き返 してオ バチャ ンに 詰め寄 る︒
﹁もう いなか った！ ﹂
﹁そん なハ ズない けど︒ う〜 ん︑裏 口は鍵 がかか って るから 出
られな いハズ だけど ﹂
﹁も うひと りの女 の特徴 は？﹂
﹁う 〜ん ︑なん か影の 薄い ⁝⁝声 も小さ い感じ で⁝ ⁝いや ︑よ
く考 えると なに も覚え てない ねえ﹂
オ バチャ ンの声 が少し ずつ小 さくな ってい った︒
ケ イは 見逃さ なかっ た︒オ バチ ャンの のど元 が大 きく動 いて
ツバを 呑み込 んだ のを︱ ︱︒な にかを 隠し ている ︒注意 深く見
ると視 線も泳 いでい る︒
ケイ の位置 からは 仕切り で阻 まれ︑ 受け付 けの 中まで 様子が
伺え ない︒ まして や中に 乗り込 むこと も難し い︒
﹁あ りがと う︑捜 査協力 に感謝 します ﹂
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軽 く頭を 下げて ︑そ の場を 後にし てオバ チャ ンの視 線から 外
れ た︒
足 音を立 てて遠 ざかる ︒そ して︑ 足を止 め︑息 を潜め 歩いた ︒
受け付 けの部 屋があ るドア の前に 立った ︒
聞き耳 を立て て中の 様子を 探る︒
﹁も ︑もう あの刑 事さ んは行 ったん だから ︑あ んたも 消えて く
れ﹂
オバ チャン の震え る声が 聞こえ た︒
ケ イはド アノブ を回し た︒カ ギがか かって いる︒
隠 し持っ てい た私用 の銃を 抜い て構え た︒一 発撃っ た瞬 間︑
中 の相手 には気 づかれ る︒迅 速な行 動が 求めら れる︒
息を深 く吐い て整え るとト リガー を引い た︒
パン！
パン！
ドア ノブを 乱暴に 回す︒ まだ壊 れてな い︒
パン パンパ ン！
連 続で銃 を撃ち ︑ド アノブ を掻き 回すよ う引 っ張り ながら ︑
ド アに躰 ごとタ ックル した︒
ド アが 開いて 勢いよ くケ イは部 屋に飛 び込ん だ︒ その一 瞬︑
バラン スを崩 して足 がもつ れてし まった ︒
体勢を 整えて 顔を上 げた瞬 間！
悪鬼の 形相が 眼前に あった ︒
牙を 剥いた 太った 女が ガラス 製の灰 皿で 殴りか かって きたの
だ︒

115 あば らの 君

躱 し切れ ない！
ド ゴッ！
側 頭部を 殴打さ れてケ イが よろめ く︒
すぐに 髪の間 から血 が滲む ︒
思考が 眩む︒
銃を 構えよ うと上 げた 腕がグ ローブ のよう な手 で掴ま れた︒
抵抗 したが デブ女 は怪力 の持ち 主だっ た︒
掴ま れた 腕の骨 が折れ そう になり ︑思わ ず銃を 持つ 手から 力
が 抜けて しまっ た︒
な んてこ とだ︑ 銃が奪 われた ︒
デ ブ女 は芋虫 のよう な指 を無理 矢理引 き金に 掛け ︑銃口 をケ
イの側 頭部の 傷に押 しつけ た︒
グリグ リ⁝⁝ ︒
﹁イッ ⁝⁝ク ううッ ！﹂
歯を 噛みし めケイ は堪え た︒
デブ 女の低 い笑い 声が響 き渡る ︒
﹁ヒ ヒヒヒ ヒッ ︑この クソ警 官がッ ！﹂
ケ イを羽 交い 締めに するよ うな体 勢の まま︑ 銃口は オバチ ャ
ン に向け られた ︒
﹁ババ アは死 ね！﹂
パン！
乾いた 銃声︒
後頭 部から 脳漿を 吹いて オバチ ャンは 倒れた ︒
完全 に暴 走して いる︒ 内山田 が捕 まった ことに より︑ この 犯
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人 は見境 なく犯 行は 大胆に 乱暴に なっ ている ︒一度 暴走し てし
ま った ら︑速 度を上 げなが らど こまで 走り続 ける︒ この 犯人は
そ こまで キテい るよう に思 える︒
ケイは 当たり を見回 した︒
床で碧 流が 横たわ ってい る︒ 目隠し をされ ︑口に 布を 噛まさ
れ︑ 両手首 は後ろ でに ︑足は 足首か ら膝ま で何 重にも 縄で結 ば
れて いた︒ 尺取り 虫のよ うに藻 掻いて いる︒
ケイ は無 理矢理 に逃げ るこ ともで きなか った︒ 今の 犯人は 刺
激 すると ︑なに をさ れるか わから ない︒ 被害 が自分 だけな らい
い が︑最 悪の場 合︑碧 流まで 殺され てしま う︒
ま だだ︑ 今はチ ャンス を伺い ながら 耐え るしか ない︒
これか らデブ 子はど うする つもり なのか ？
﹁お前 も丸ち ゃんの 捧げ物 にして やる︑ ありが たく思 え﹂
ケイ の鍛え られた 肉体は スレ ンダー である が︑ 病的に 痩せて
いる にはほ ど遠 い︒餓 死する には猶 予が ありそ うだ︒ すぐ に殺
され ないの なら︑ やはり 耐えて チャン スを伺 うしか ない︒
そ れにま だこの 犯人が 本当 の犯人 であり ︑内 山田と はどの よ
う な関係 なの か︑そ してほ かに犯 人は いない のか︒ ほか にも犯
人 がい るとし たら︑ 碧流 は視線 の中に 捕らえ て今 のとこ ろ無事
だとし ても︑ ここで 時間を 食って いる場 合では ない︒
﹁丸ち ゃんっ てだれ のこと ？﹂
物静か な口調 で相手 を刺激 しない ように 尋ね た︒
﹁丸 ちゃん は丸ち ゃんに 決まっ てんだ ろ︑こ のアホ 警官！ ﹂
罵ら れなが らも︑ ケイは 冷静に 対処す る︒
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﹁ 内山田 丸夫の こと？ ﹂
﹁ ほか にだれ がいる んだよ ︒丸 ちゃん のため ならな んで もして
あ げるん だ﹂
﹁恋人 なの？ ﹂
﹁キィ エエエ エエエ エッ！ ﹂
突然︑ 猛鳥の よう に叫ん だ︒
どう やら地 雷を踏 んでし まった らしい ︒
﹁キ ィィィ キィィ ィィィ ッ！﹂
叫 びなが ら銃口 をケイ の頭部 の傷に 捻り込 む︒
苦 虫を噛 み潰 したよ うな表 情で︑ ケイ は痛み を殺し なが ら耐
え た︒
内山田 とデブ 子は恋 人同士 ではな いのか ？
付き合 う相 手がタ イプと は限ら ない が︑た しかに デブ 子では
真逆で ある︒
いき なり襲 われ たため に︑デ ブ子を 大柄 な女性 としか 認識で
きな かっ たが︑ よくよ く観 察する と︑も しかし たら だいぶ 若い
かも れない ︒
太 ってい ると 貫禄が あり老 けて見 え︑ 声も野 太くな り若々 し
く なく なる︒ それを 差し 引いて 見ると 内山田 より も若い ︒若い
とわか るくら い歳 が離れ ている ような 気が するの だ︒内 山田の
年齢は 二×歳 ︑この 女性は 中学生 くらい な気も してく る︒
ケイ は捜査 資料を 懸命に 思い 出すが ︑この 娘が なにも のなの
かわ からな い︒
恋人 でな いとし たら︑ 体型だ けで 判断す るなら 妹など の親 族
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か と思う が︑家 族親戚 に当て はまる 者はい ない︒
﹁ でも内 山田の ことが 好きな んでし ょう？ ﹂
﹁ そう だよ悪 いかよ ︑ず っとず っと好 きなん だよ ︒でも でも⁝
⁝﹂
﹁彼は 振り 向いて くれな い︒ だから 彼の犯 行を手 助け して気 を
惹こう とした ﹂
﹁丸 ちゃん が好 きなひ とはみ んな わかる ︒とく に一人 目は 特別
だっ た︒ なんど もなん ども 痩せよ うとし たのに ︑あ あああ ああ
あ ぁぁぁ ﹂
取 り乱す デブ 子の銃 口はあ さって の方 向を向 いたが ︑こ こで
仕 掛け るのは まだリ スク が高す ぎた︒ 会話を 続け ながら ︑状況
が好転 するこ とに務 めるこ とにし た︒
﹁二人 目以降 はあな たの犯 行とい うこと ？﹂
﹁丸 ちゃん は危な っか しいか ら目が 離せな い︒ ウチが ついて な

も しかし てあな たが ⁝⁝﹂

いと 心配で 心配 で︑で もでも あいつ らば っかり 愛され て︑ うう
うう っ﹂
もし やとケ イは 思った ︒
﹁ 彼女た ちの 死は事 故だっ たの？

内 山田 が意図 的に彼 女たち を殺 すこと はない だろ う︒彼 にと
っては 痩せさ せす ぎた結 果とし て︑相 手が 死んで しまっ た事故
だ︒
しかし ︑デブ 子にと っては どうな のだろ うか ？
共犯 者であ ったこ とは 間違い なさそ うだ が︑想 いや性 癖を共
有し ていた とは限 らない ︒
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﹁ そうだ よ︑う ちが 殺した んだ！

一 人目は スタン ガンを 押し

つ けて たら死 んだ︒ 殺すつ もり はなか った︑ 痛い目 に遭 わせて
や ろう と思っ ただけ ︒ほ かのや つらも はじめ は殺 すつも りなん
てなか った︑ 丸ちゃ んがま た悲し むから ⁝⁝で も許せ なかっ た︑
だから 食事 の量を 減らし たり して死 ぬのを 早めた ︒で もあい つ
らが 死ぬた びに丸 ちゃ んは悲 しんで ︑どん どん 求める ように な
って ︑ひと りだ けじゃ 満足で きな くなっ て︑う ちがい ない 間に
⁝⁝ その せいで ︑その せい で︑う ちがつ いてな かっ たら︑ 丸ち
ゃ んは捕 まって ⁝⁝う あああ あああ あああ あっ！ ﹂
碧 流を浚 った 犯行だ ︒それ が歯車 を狂 わせた ︒おそ らく この
デ ブ子に 黙って の犯行 だった のだろ う︒
﹁ごめ んね︑ ごめん ね︑丸 ちゃん ！﹂
叫びな がら 謝るデ ブ子は なにを 思っ たのか ︑ケイ の口 腔に太
い指を 突っ込 んでき た︒
﹁う っ﹂
のど の奥を 触られ ︑思わ ず吐き そうに なる︒
芋虫 のよう な指 が舌の 付け根 やのど ちんこ を撫で 回す︒
﹁ ううっ ﹂
胃 の内容 物が上 がって きた︒
デブ子 はやめ ない︒ 指を突 っ込み 続ける ︒
限界点 を超え た︒
﹁うう うっ⁝ ⁝ぷ⁝ ⁝うぐ っ！﹂
どろ どろど ろ⁝⁝
吐き ながら まだ指 が突っ 込まれ 続ける ︒
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﹁ うぶっ ⁝⁝う ううっ ﹂
止 まらな い︒
苦 しく て苦し くて堪 らな い︒息 もでき ず︑鼻 水と 涙が漏 れて
くる︒
デブ子 は胃が 空にな るまで 吐かせ る気だ ︒
﹁丸ち ゃん︑ 丸ち ゃん︑ 丸ちゃ ーん！ ﹂
まる で絶頂 を迎え るかの ような デブ子 の叫び ︒
サデ ィス ティッ クな行 為を してい るが︑ それで 快感 を得て い
る のでは なく︑ 内山田 への陶 酔が快 感にな ってい る︒
吐 かされ たケ イはぐ ったり とした ︒だ が︑集 中は切 らせ るわ
け にはい かない ︒隙さ えあれ ば事態 を好 転させ なくて は︒
デブ子 は再び ケイの 頭の傷 へ銃口 を突き 付けた ︒
﹁変な マネ したら 撃つか らな ︒あい つを運 べ︑ほ かの 警官が 来
る前に ︒おま え車で 来たの か？ ﹂
﹁タ クシー で﹂
﹁ク ソッ﹂
嘘を ついた ︒デ ブ子は その嘘 をすん なり信 じたよ うだ︒
銃 を背中 に向 けられ ながら ︑ケイ は命 じられ たとお りに碧 流
を 運ぶこ とにし た︒
碧流は 手足を 縛られ てい るため ︑背中 に背 負うこ とはで きな
かった ︒仕 方が無 くケイ は碧流 の両 脇に腕 を入れ て︑ 引きず っ
て運ぶ ことに した︒
﹁早 くしろ ！﹂
苛立 つデブ 子が叫 んだ︒
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ケ イはそ っと碧 流の耳 元で囁 く︒
﹁ 絶対に 助ける ﹂
今 は我慢 しても らうし かな い︒
銃を向 けられ たまま ケイは 碧流を 引きず って部 屋を出 た︒
廊下に 出る と︑カ ップル と出 くわし てしま った︒ 銃を 持った
デブ子 を見た 瞬間 に女の ほうが 叫ぶ︒
﹁キ ャーッ ！﹂
デブ 子は振 り返っ て︑女 の隣に いた男 に銃口 を向け た︒
﹁ お前の 車まで 案内し ろ！﹂
車 を乗り 換えて 逃走す るつも りだ︒
こ の瞬間 ︑デブ 子はケ イから 目を離 して いた︒
デブ子 はカッ プル に気を 取られ て銃口 を向 けたま ま︒カ ップ
ルとの 距離 はおよ そ六メ ート ル︒拳 銃の殺 傷距離 は理 論上お よ
そ五〇 メート ル︒
片手 で銃を 構え るデブ 子の姿 はまっ たく 様にな ってい ない︒
素人 なら この距 離は当 たら ないと ケイは 賭けた ︒人 質が増 えた
り ︑これ から多 くの ひとと 接触し て︑被 害者 を増や すリス クを
避 けたか った︒
﹁ このデ ブ！﹂
ケイは わざわ ざ叫ん だ︒
急に振 り返 ったデ ブ子の 銃は狙 いが 定まら ない︒ さらに ケイ
は碧流 から離 れてお り︑外 れた弾 が当た らな い配慮 をした ︒
そし て︑全 身でデ ブ子の 巨体に 飛びか かった のだ︒
パン ！
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銃 が火を 噴いた ︒
明 後日の 方向に 弾は飛 んでい った︒

パン ！

さ らに続 けて撃 つ︒
パン！
一発目 を撃 った反 動で構 えが 不安定 になり ︑二発 目は さらに
狙い が定ま らない ︒だ が︑オ ートマ は連続 で撃 つこと ができ る
ため に︑何 度も撃 ちなが ら狙い を定め ること ができ る︒
パン ！
四 発目は ケイの 腕を掠 めた︒
そ して︑ 二人の 距離は ゼロに なった ︒
抱 きつ くよう にして デブ 子から 銃を取 り上げ よう と揉み 合い
になる ︒
どうに か銃 を持つ デブ子 の手首 を両 手で掴 んだが ︑ま ったく
歯が 立たな い︒そ の身 体は脂 肪だけ ではな く︑ 怪力を 秘めて い

﹂

るの だ︒手 首を掴 んだま まのケ イの足 が浮い た︒
﹁う そ

肋骨 に酷 い痛み が走り ︑その 痛み で手首 から手 を離 してし まっ

まっ たく受 け身 が取れ ず︑変 な体勢 で壁 に当た ってし まい︑

﹁くう っ！﹂

鈍い音 を立て ながら ケイは 固い壁 に激突 させら れた︒

ドゴッ ！

壁 が迫る ！

た︒

驚 きなが らケイ は遊園 地の 回転ブ ランコ のよ うに振 り回さ れ

!?
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て 床に落 ち︑そ の際に も足首 をひね って着 地して しまっ た︒
床 に這う ように 倒れな がらケ イは顔 を上げ た︒
カ ップ ルたち が逃げ てい く︒デ ブ子は それを 見よ うとも して
ない︒ ケイを 睨んで 今にも 殺しそ うな形 相をし ていた ︒
﹁クソ 警官！ ﹂
叫びな がらケ イの 髪を鷲 掴みに して引 っ張る ︒
頭皮 を剥が れそう なほど 痛かっ た︒
ケイ は髪 を引っ 張られ るデ ブ子の 手を外 そうと ︑両 手で掴 ん
で どうに かしよ うと したが ︑ブヨ ブヨし た肉 塊のク セにビ クと
も しない のだ︒
グ ロー ブのよ うな手 を掴 んでい ると︑ そのま ま廊 下を引 きず
られた ︒
負傷し てな い片足 をバタ つかせ 抵抗 するが ︑まっ たく 意味が
ない︒
ケイ を引き ずり ながら デブ子 は呪詛 のよ うにな にかを ブツブ
ツと 呟いて いる︒
﹁ 待って て丸ち ゃん ︑こい つをガ リガリ にさ せてプ レゼン トす
る から﹂
デ ブ子は 部屋の ドアを 勢いよ く開け た︒
真っ最 中だっ た女の 喘ぎ声 が悲鳴 に変わ った︒
﹁キャ ーッ！ ﹂
全裸 のまま 男女が 逃げて いく ︒デブ 子はそ いつ らが眼 中にな
い︒ もはや ほかの 警察が 来る前 に逃げ ようと いう気 もなか った︒
計算 もな く︑冷 静さも ない︱ ︱完 全にプ ッツン して暴 走し て
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い るのだ ︒
軽 々とケ イはベ ッドの 上に投 げ捨て られた ︒
よ く弾む スプリ ングで ケイ は何度 かバウ ンドし た︒
部屋で 二人っ きり だ︒民 間人に 被害は 及ば ないと 考えて ︑ケ
イは仕 掛けよ うと顔 を上げ た︒
肉に埋 もれた 顔が 醜悪な 笑みを 浮かべ た︒
いい 知れな い恐 怖でケ イは全 身が凍 りつ いたよ うな動 かな く
なっ てしま った︒

︽ １１︾

腕を掴 まれ たケイ が砲丸 のよう に投 げられ ︑肩が 脱臼 しそう
なりな がらベ ッドに 落ちた ︒
つい 今し方 まで 男女が 激しく 絡み合 って いた温 もりが シーツ
に残 って いた︒ ちょう どケ イが手 をつい た場所 は︑ ぬるり とす
る 粘液が 付着し てい て︑嫌 悪感を 顔で表 しな がらな にもつ いて
い ない部 分のシ ーツで 手を拭 った︒
顔 を上 げると デブ子 が地鳴 りを 起こし ながら こっ ちにや って
来るの が見え ︑ケイ は片肩 を庇い ながら 身構え た︒
山が飛 んだ︒
デブ子 が両手 両脚を 広げ︑ ケイに 向かっ て飛 んでき た︒
避け る？
その 巨大な 肉塊を どう避 ける？
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逃 げ場な どなか った︒
激 しい振 動を 起こし ながら ケイ がデブ 子とベ ッドの 狭間 で押
し つぶさ れた︒
鍛えて いるケ イでも このデ ブは支 えきれ ない︒
ベッド のス プリン グでデ ブ子 が弾み ︑ケイ は何度 も押 しつぶ
された ︒
骨が 軋む︒ 圧死さ せられ そうだ った︒
さら に偶然 にデブ 子のひ じがケ イの腹 にめり 込んだ ︒
﹁ う⁝⁝ ぷっ﹂
ケ イの目 頭に涙 が滲む ︒
げ ろ⁝⁝
寸前で ケイは 呑み 込んだ ︒口腔 に広が る酸 味︒鼻 からは 発酵
したよ うな 臭いが 抜ける ︒口 の端に 少し吐 瀉物が つい ていた ︒
デブ子 が邪悪 な笑み を浮か べる ︒
﹁呑 み込ん でじゃ ねーよ ！﹂

﹂

低く 叫び ながら デブ子 はケ イの両 足首を 掴んで 持ち 上げた ︒
﹁な にをっ

胃の 中が 空にな っても 振られ 続け て︑込 み上げ てくる 吐き 気

振ら れなが ら吐瀉 物を撒 き散ら す︒

どろど ろどろ ⁝⁝

もう限 界だっ た︒

﹁うぷ っ⁝⁝ うっ﹂

右 へ左へ ︑頭に 血が昇 り︑景 色も目 まぐる しく回 る︒

目 を丸く して宙 吊りに された ケイが 振り子 のよう に振ら れる︒

!?
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を 治らず に嗚咽 を漏ら し︑頭 は苦し いほど に混濁 した︒
そ して︑ 宙に投 げ出さ れ床に 激突し て意識 がはっ きり戻 った︒
ケ イは 立ち上 がろう とし た︒だ が︑床 が回っ て坂 道のよ うに
見える ︒どう にか 両手を ついて が︑ そこか ら躰が 動いて くれ な
い︒
床に ついた 両手か ら振 動が伝 わる︒ デブ子 が地 響きを 轟かせ
なが ら近づ いてく る︒
やっ と思 いでケ イは立 ち上 がった が︑足 下が憶 突か ずにふ ら
ふ らと足 踏みを してし まう︒
ケ イの視 界を覆 い尽く す巨大 な肉塊 ︒
グ ローブ のよう な張り 手が飛 んでき た︒
バシィ ィィッ ン！
雷が耳 に直撃 したの かと思 った︒
激痛が 走りケ イが顔 面から 吹っ 飛ばさ れた︒

丸 ちゃん ！

丸 ちゃー ん！﹂

再び 床に倒 れたケ イの上 に巨体 が馬乗 りにな った︒
﹁丸 ちゃん ！

愛 する者 の名を 叫びな がら デブ子 はケイ の服 を剥ぐ ように 脱
が せる︒
必 死に ケイは 素肌を 守ろう とす るが︑ ボタン は弾 け飛び ︑布
は音を 立てな がら破 かれた ︒
白いブ ラジ ャーが 見えた ︒ケイ は両 手で胸 元を隠 す︒ だが︑
その 手は怪 力で簡 単に撥 ね除 けられ ︑引っ 張ら れたブ ラジャ ー
のホ ックが 壊され 剥ぎ取 られて しまっ た︒
﹁く っ！﹂
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噛 み殺す ような 声を 漏らし たケイ ︒露わ にな った乳 房が弾 む
よ うに揺 れた︒
服 の上 からは 隠され てい たが︑ ブラジ ャーを 外さ れると その
大きさ がわか る︒ 活動的 な仕事 には 不向き な大き さ︒デ ブ子 の
グロー ブのよ うな手 でも持 て余し てしま うほど だ︒
デブ 子は目 を血走 らせ ながら 目の前 にある 豊満 な胸を 鷲掴み
にし た︒
柔ら かい︒ 手の中 で溶け てしま いそう なほど 柔から かか った︒
揉 んでや ると指 先が 柔肉に 吸いこ まれ︑ まる で布肌 の心地 良
い ビーズ クッシ ョンを 触って いるよ うだ︒
﹁ や︑や めろ！ ﹂
ケイは 叫びな がら 胸を守 ろうと デブ子 の手 を振り 払おう とす
る︒そ のた びに胸 が激し くタ テにヨ コに揺 れ︑乳 房の 上で鴇 色
の乳首 が躍っ た︒
グロ ーブの よう な手が 振り上 げられ るの が︑見 開かれ たケイ
の瞳 に映っ た︒
パシ ンッ！
乳 房に激 しい平 手打ち が喰ら わされ た︒
﹁ くあっ ！﹂
苦悶を 吐いた ケイの 胸に はモミ ジのよ うな 痕がく っきり と残
され︑ その痕 は次第 に紅葉 してい った︒
相手を 殺すよ うな眼 で睨む ケイ︒ 無言だ った ︒言葉 を発さ ず︑
視線 を逸ら さず真 正面か ら睨む ︒
デブ 子にと ってそ れは堪 らなく 頭にキ タよう だ︒
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﹁ なんだ よその 眼︑ム カツク んだよ ーッ！ ﹂
再 びグロ ーブが 振り上 げられ た︒
﹁ このッ ︑この ッ！﹂

バ シッ！

怒鳴り ながら デブ子 は何度 もケイ の胸を 叩く︒
バシッ ！
その たびに 胸が激 しく 揺れ︑ 肌全体 が燃え るよ うに染 まり広
がっ ていく ︒
ケイ は暴 力を受 け︑痛 みが 躰を走 ってい たが︑ それ でも声 殺
し 相手を 睨み続 けて いる︒ これは 戦いだ ︒ケ イは決 して屈 しな
い と心に 決めて いた︒
デ ブ子 の濁っ た瞳︒ その 奥はギ ラギラ と鈍く 輝き 狂気を 湛え
ている ︒ケイ はこ の眼を 何度か 目にし てき た︒傲 慢な支 配欲 の
強いヤ ツの眼 だ︒
相手 を甚振 り恐怖 を与え るこ とで支 配しよ うと してい る︒だ
から ケイは 屈しな いと決 めた︒
こめ かみに 血管を 浮かせ ︑汗を 飛び散 らせる デブ子 ︒
﹁な んなん だよ その眼 はッ！ ﹂
バ シッバ シッバ シッ！
胸 がはた かれ続 ける︒
支配す ること が目的 なの で︑殺 すこと が目 的では ない︒ 精神
的に殺 すと いうこ とはあ りえる が︒ だが︑ 相手が 屈し なけれ ば
屈しな いほど ︑その 暴力は 激しさ を増す だろ う︒
巨大 芋虫の ような 指先が 乳頭に 迫る︒
ギュ ゥイイ イイッ ！
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乳 首がひ ねるよ うに 握りつ ぶされ ︑ケイ の顔 が苦痛 を浮か べ
た︒
神 経の 多く集 まる敏 感な 乳首は 痛みも 激しく ︑躰 をよじ らせ
悶えた かっ たが︑ ケイは 額に汗 を滲 ませな がら必 死に堪 えた ︒
乳首は 潰さ れるこ とに反 発す るよう に硬く なり︑ 最初 はただ
つね られて いただ けだ ったが ︑指と 指の間 で転 がされ るよう に
なり 擦られ る感触 も加わ った︒
汗ば む指 の皮膚 は乳首 に擦 り合わ される と︑微 妙に 引っか か
り を覚え ︑その 細か な引っ かかり が微振 動と なって 乳首に 刺激
を 与える ︒痛 みだっ たもの が︑ ほかの モノへ と変わ りつ つある
の だ︒
ケイは 唇を噛 んだ︒
こんな 状況に ありな がら思 考が外 れてし まう︒
︱︱他 人に触 られた のはい つぶ りだっ ただろ う？
胸を ︑乳首 を触ら れるの は久し い︒
この 仕事 に就い てから ︑言い 寄っ てくる 男はい たが ︑真剣 に
交 際を申 し込ん でく る男は おらず ︑付き 合っ た数は ゼロ︒ 男性
と の交わ りもそ れと同 じ数だ った︒
彼 氏が出 来ない ︑作ら ないか らとい っても ︑寂し い夜 はある ︒
発散が できて いな いせい か︑こ のごろ は月 を追う ごとに ︑心と
躰に溜 まって いくモ ノがあ った︒
ケイは 自分の 行為を ふと思 い浮か べてし まっ た︒
﹁ン っ﹂
そし て︑声 が漏れ てしま ったの だ︒
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ケ イは眉 をひそ めて ︑過ち を犯し たとい う深 刻そう な目で デ
ブ 子の顔 を覗き 込んだ ︒
笑 ってい た︒

こうや られて 感じてん の

恐ろし く下卑 た笑み をデブ 子は浮 かべて いた︒
﹁感じ てんじゃ ないだ ろうな？
か？﹂
笑い ながら 操る 手つき は急に 一変 した︒ 抓る力 がなく なり ︑
さわ わさ わわ⁝ ⁝と柔 らか に乳頭 を擦っ てくる のだ ︒それ は性
的 な触り 方だっ た︒
微 動が乳 首に 伝わり ︑胸は 水のよ うに なだら かに流 れ動 き揺
れ ︑ケイ の心も 揺らし つつあ った︒
はじめ はただ の暴 力だっ たが︑ 今は性 を意 識して 触って きて
いる︒ ケイも より意 識せず にはい られな かった ︒
他人 から受 ける性 的快感 ︒自 分でし ていた のと は違う ︒過去
の彼 との行 為もフ ラッシ ュバッ クして しまう ︒
だめ だ︑ だめだ ︑だめ だ︱︱ ケイ は頭を 左右に 振っ て邪な 心
を拭 い去ろ うと した︒
し かし︑ 現実 で他人 から性 的刺激 を受 けてい る事実 は消え て
く れない ︒
変に意 識して しまっ たせ いで︑ 刺激を より 感じて しまい ︑股
の間が 落ち 着かな いケイ は太も もを 無意識 に擦り 合わ せてし ま
った︒
その 合わさ れた股 の間を 割って 入って くる不 気味な 肉感︒
太い 芋虫の ような 指が肌 を張っ て股の 間に這 入って くる︒
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ケ イはつ いに我 慢競べ に負け て叫ぶ ︒
﹁ やめて ！﹂
無 言で 相手を 睨み続 けて いたの に︑相 手にや めて くれと 頼む
のは︑ 相手に 少な からず 屈して しま ったと いうこ と︒強 固な 壁
ほど︑ 一度崩 れてし まえば ︑その 先の防 御など 脆いも のだ︒
レー ツ付き のシン プル な純白 のショ ーツだ った ︒秘所 を守る
薄い 一枚の 布︒ デブ子 は掴ん でヘ ソのほ うへグ ググィ ッと 引っ
張っ た︒
﹁ あっ﹂
ケ イの口 から熱 い声が 漏れた ︒
シ ョー ツがヒ モのよ うに なって ︑肉の 割れ目 に食 い込ん でく
る︒
グッ︑ グッ⁝ ⁝
リズ ムをつ けて引 っ張ら れる と︑割 れ目の 境い あたり にある
突出 した部 分が擦 られる ︒
グッ ︑グッ ⁝⁝
さ らに引 っ張ら れる と︑布 地が尻 の割れ 目の ほうか 擦られ ︑
ひ とに触 られ たこと のない 後ろの 穴ま でムズ りとす る感 触に襲
わ れた︒
カーッ と熱い モノが 顔ま で上が ってき て︑ ケイは 恥ずか しさ
で唇を 噛みし め上半 身を身 悶えさ せた︒
溜まら なく恥 かしい ︒
今ま でだれ にも触 られ たこと がなく ︑触 らせた いとも 絶対に
思え ない 穴を︑ 今こう して 性的に 刺激を 与えら れて いるの だ︒

132 あば らの 君

グ ィィッ ︑グィ ィッ⁝ ⁝
シ ョーツ を引 っ張る 力が強 くな り︑よ り押し つけら れな がら
割 れ目が 擦られ る︒
﹁ンっ ﹂
後ろの 穴を 襲う気 持ち悪 くも 不思議 な快感 ︒皮を 被っ た肉芽
を刺 激され る快感 ︒そ して︑ 薄い唇 の先に ある 肉道か ら︑じ ゅ
わり となに かが溢 れてし まって いた︒
強く 押し 当てら れた布 地に 染みて しまう ︒痴態 を視 姦され て
し まう︒ 感じて いるな んて思 われて しまう ︒
﹁ ああ⁝ ⁝ぅ﹂
ケ イは顔 ごとデ ブ子か ら視線 を反ら せた ︒
リスク を顧み ない 行動派 のケイ はこれ まで 危険な 目に何 度も
遭って きた ︒それ に屈さ ず︑ 数多く の暴力 とも戦 って きた︒ だ
が︑こ のよう な陵辱 に遭う のは 初めて だった ︒
太い 指がシ ョー ツごと 割れ目 に押し 込ま れ︑グ リグリ と蜜の
溢れ る入り 口を押 してき た︒
﹁や ︑やめ ろ⁝ ⁝﹂
身 をくね らせ るケイ にデブ 子は執 拗に 指を押 し込ん でく る︒
﹁ 濡らし てなに 感じて んだよ ︑この 変態！ ﹂
︱︱変 態？
その言 葉がケ イの胸 を深く 抉った ︒
変態 だなん てこと がある はず がない ︒自分 で思 ったこ ともな
けれ ば︑ひ とか ら言わ れたこ とすら ない ︒その 言葉を 今ここ で
浴び せされ た︒
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意 にも介 さない 言葉 であれ ば︑こ れほど 胸を 抉るこ ともな い
だ ろう︒ では︑ 胸を抉 られた のはな ぜか？
ケ イは 下腹部 がむせ び泣 くよう な感覚 に襲わ れた ︒蜜口 から
じゅわ りと漏 れて くる感 覚︒無 理矢 理︑好 きでも ない相 手︑ ま
してや 同性 である デブ子 に陵 辱され ︑感じ てしま って いると で
もいう のか？
ケイ は心の うちで 否定す る︒
しか し︑デ ブ子の 罵声が 脳裏に リフレ インし てくる のだ ︒
︱ ︱この 変態！
﹁ ちがう ！﹂
必 死に 叫びな がらケ イは デブ子 の脇腹 にフッ クパ ンチを 喰ら
わせた ︒だが ︑ま るでゴ ムのよ うなそ の躰 はびく ともせ ず︑ デ
ブ子の 顔にも まった く苦痛 が浮か んでい ない︒
グィィ ッ︑グ ググィ ィィン ！
ショ ーツを 引っ 張られ ︑肉芽 を覆い 守る 包皮が 捲られ る︒敏
感な 神経 の集合 体であ る肉 芽の先 っぽが ︑絹に 擦ら れ電流 が子
宮ま で突き 抜け る︒
﹁ はうァ ッン﹂
声 を殺そ うとし ても抗 えない ︒
﹁うっ ⁝⁝ン ぐ﹂
ケイは 自らの 腕を甘 噛みし て声を 抑えよ うとし た︒
﹁ン⁝ ⁝ンッ ⁝⁝﹂

おまえ も丸 ちゃん のこ

それ でも鼻 先か抜 ける熱 い吐息 は抑え ようが なかっ た︒
﹁ぐ っし ょり濡 らして この変 態女 が！
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と 誘惑す るつも りなん だろ︑ ヤリマ ン女ァ ァァッ ！﹂
グ ィィィ ィィッ ！
絶 叫し ながら デブ子 は怪 力でシ ョーツ を引っ 張り ︑投げ 飛ば
されそ うにな るほど ケイの 腰が浮 いたか と思う と︑
﹁アア アアッ ー！﹂
ケイ の叫び と同時 にビ リビリ ビリッ と音を 立て ながら ショー
ツが 破かれ た︒
その まま 投げ捨 てられ たシ ョーツ が︑壁 にぶつ かり べちゃ り
と 音を立 てて床 に落 ちた︒ 壁にで きた小 さな 染み︒ ショー ツは
愛 液によ ってた っぷり と濡れ ていた ︒
ケ イは 眉尻を 下げて 恥ず かしげ な表情 で股間 を手 で覆い 隠そ
うとし たが︑ 腕ご と跳ね 飛ばさ れるよ うに デブ子 の怪力 で退 か
されて しまっ た︒
露わ にされ た秘所 ︒刈り 揃え られた 芝生の よう な恥毛 は薄め
で︑ こんも りと 盛り上 がった 恥丘と 肉の 割れ目 が見え てし まっ
てい る︒ 肉厚で ぴっち りと 閉じら れた割 れ目か らは ︑とぷ とぷ
と愛 液が溢 れて しまっ ていた ︒
上 半身の 服は ビリビ リに破 られ︑ 下半 身は丸 出しに され︑ 淫
ら な格 好で痴 態を晒 して しまっ ている ︒恥ず かし さが胸 の奥か
らのど 元まで 込み 上げ︑ 熱せら れた躰 から 汗が噴 き出し ︑頬は
紅潮し てしま ってい る︒
ケイは 心で強 く思っ た︒
︱︱ 自分は 刑事！
帝都 警察 の凶悪 な事件 とも立 ち向 かう一 課の刑 事︒世 界に 類
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を 見ない この危 険な 街で︑ 刑事と して 生き抜 いてき た︒こ んな
と ころで 負けら れない ︒
﹁ ああっ ン！﹂
しかし ︑刑事 である 前に女 だった ︒
デブ子 の指 で割れ 目を下 から 上へと 舐める ように 撫で られ︑
すで に皮が 剥けて しま ってい る肉芽 を弾か れた だけで ︑女と し
て喘 ぎ声を あげて しまっ た︒
ぬち ゃ⁝⁝ ぬちゃ ⁝⁝
卑 猥な音 が微か に聞こ えてく る︒
ケ イはそ れを目 の前で 見た︒
デ ブ子 の人差 し指と 親指 が叩き 相合わ され︑ その 間で糸 を引
きなが ら淫音 を立て ている 粘液︒
﹁やっ ⁝⁝﹂
小さ く悲鳴 をあげ ︑息を 呑ん だケイ は瞳を 固く 閉じて ︑首を
イヤ イヤと 横に振 った︒
瞳を 閉じて も聞こ えてく る淫音 ︒
ぬち ゃ⁝⁝ ぬち ゃ⁝⁝
そ れが自 分が 漏らし た愛液 が立て る音 である ことは 間違い な

この 見て

い ︒そ うと知 ってケ イは 居た堪 れず身 をくね らせ た︒堪 えられ
ない︑ 自分の 痴態で 耳を犯 されて いるの だ︒
﹁ひど いっ﹂
こんな 仕打ち を受け るなん て︒

う ちのど こがひ どい ってい うんだ よ？

しか し︑ま だまだ お遊び に過ぎ ない︒
﹁ひ どい ？
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く れがひ どいの か？
て んじゃ ねーよ ！﹂

この クソ女 ︑痩 せてる からっ て調子 ノッ

怒 りで 会話に なって いな い罵声 を浴び せ︑デ ブ子 は中指 を立
ててフ ァック ポー ズを決 めたか と思 うと︑ その指 をケイ の股 に
突き刺 そうと した︒
﹁やめ てーっ ！﹂
叫ん だケイ は次 の瞬間 ︑時間 が止ま った ように 眼を剥 いて 凍
りつ いてし まった ︒
ズ ブブブ ブブッ ！！
窄 まり閉 じら れてい たピン ク色の 肉穴 をこじ 開けな がら ぶっ
刺 したデ ブ子の 中指！
愛液と 肉襞が 中指 に絡み つき︑ さらに 奥へ と貫く 勢いで ファ
ックさ れた︒
﹁アア アアア アッ！ ﹂
背中 を仰け 反ら せ︑腹 を突き 上げた ケイ のその 下腹部 から︑
ぼこ りとフ ァック ポーズ を決め た指の シルエ ットが 浮かび 出た︒
下卑 た笑み を浮 かべる デブ子 ︒
﹁ こっか らが本 番だ︑ 覚悟し ろよク ソ女！ ﹂
デ ブ子の 肉が躍 るよう に動き 出す︒
その躰 が二倍 三倍へ と膨 れ上が ったか と思 うと︑ 骨を失 った
ように 崩れと け︑ま るでス ライム のよう な姿へ と変貌 した︒
溶けた 肉塊に 眼と口 を備え たモン スター ︒
もは やデブ 子は人 間では なかっ た︒
スラ イム となっ たデブ 子の躰 から 数珠の ような 肉触手 が何 本
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も 飛び出 し︑ケ イの肉 体に襲 いかか る！
自 らを躰 を両手 で抱き 締め眼 を見開 いたケ イ︒
﹁ きゃぁ ぁぁぁ ぁっ！ ﹂
その叫 び声は 部屋そ の外ま で響き 割るほ どだっ た︒
しかし ︑彼女 を助け る者は だれも いない ︒

︽１ ２︾

肉 団子が 数珠 のよう に連な った肉 触手 は︑イ カの足 が蠢 くが
ご とく不 気味に ケイに 襲いか かった ︒
多量の 脂汗を 噴き出 す肉触 手がケ イの手 首足首 に絡み ついた ︒
べとべ とと 肌に張 り付く 不快 な脂汗 ︒ぬめ りなが ら︑ とぐろ を
巻いて ケイの 脹ら脛 から太 腿へ 這って くる︒
﹁や め︑こ のっ⁝ ⁝やめ なさい ！﹂
気丈 な声 を張り 上げて ケイは 藻掻 こうと 暴れる が︑ ゴムが 腕
に 巻き付 いてし まっ ている ように ︑引い ても 引いて も肉触 手に
引 っ張り 戻され てしま う︒
巨 大な 舌で内 腿を舐 められ てい るよう な感触 ︒じ わじわ と這
い上が ってく る︒ 溢れ出 る蜜の 臭いを 嗅ぎ つけて ︑太腿 に巻き

﹂

付いた 二本の 肉触手 が秘所 を目指 してい る︒
﹁こん なこと してっ ⁝⁝ン ぐっ

息が 苦し い︒じ ゅぼじ ゅぼと 音を 立てて 口腔を 肉触手 が出 し

言い かけた ケイの 口に肉 触手が 突っ込 まれた ︒

!?
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入 れされ て犯さ れる ︒脂汗 と涎れ が混 ざった ものが ︑口の 端か
ら 漏れ出 す︒
﹁ ンンー ッ！﹂
ぐぐも った声 を鼻先 から出 して叫 んだ︒
太腿を 這っ ていた 肉触手 がつ いに秘 所に辿 り着き ︑大 陰唇を
食い付 くよう に吸 引して ︑肉の 割れ目 を左右 に広げ た︒
肉厚 な大陰 唇の 奥には 薄い唇 があり ︑そ の先で は肉の すぼ み
がぐ ちゅぐ ちゅに 涙を流 しなが ら淫ら に蠢い ていた ︒
漏 れ続け る愛液 ︒
肉 穴はな にか を求め るよう に蠢き 続け ︑包皮 から顔 を出 した
肉 芽は激 しく勃 起して 硬くな ってい る︒
この穴 はすで にデ ブ子の 侵入を 一度許 して しまっ ている ︒も
う二度 と犯 された くない ︒ケ イは上 半身を 左右に 悶え させな が
ら︑股 間に力 を入れ て肉穴 を締 めよう とした ︒
そん なケイ を目 の前に 猛々し くそそ り立 ったモ ノ︒ま るで鍾
乳洞 の石 灰岩が 小山を 形成 する様 を早送 りで見 てい るよう に︑
ど ろどろ の肉塊 がぐ ずぐず とそそ り立ち ︑や がてそ れはグ ロテ
ス クな肉 棒と なった ︒瘤の ような 亀頭 ︑カリ の傘は 大き く︑棒
に はパー ルを埋 め込ん だよう な膨ら みがい くつも ある ︒
尿道こ そない もの︑ それ は男根 に酷似 して おり︑ なにに 使う
モノな のか目 にした 瞬間に わかっ てしま った︒
ゲルの ように 溶けた デブ子 の顔が 下卑た 笑み を浮か べた︒
﹁挿 入れて 欲しい んだろ ？﹂
﹁バ カ言わ ないで ！﹂
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﹁ ウソつ くんじ ゃね ーよ︑ おまん まん にぶっ 刺して 欲しい んだ
ろ ？﹂
決 してウ ソでは ない︒
しかし ︑秘裂 は肉 触手に よって 左右 に引っ 張り広 げられ て︑
晒され た肉穴 は蜜を 漏らし
続け︑ 入り口 をパ クパク と蠢か せてし まって いる︒
﹁死 んでも イヤ！ ﹂
﹁じ ゃあシ ネ﹂
氷 のよう に冷た いデ ブ子の 声が不 気味に 響き ︑槍の ような 肉
棒 が股間 に迫っ てくる のをケ イは見 た︒
﹁ いっア アアア アアア ッ！﹂
ぐじゅ じゅず ずずず っ⁝⁝ ッ！
力を入 れて 締めて いた肉 穴をこ じ開 けられ ︑愛液 が卑 猥な音
を立 てなが ら︑肉 棒が 膣道を 抉るよ うに犯 し突 き進ん でいく ︒
この 二区棒 は硬 いだけ ではな い︒膣 内で 形を変 えなが ら蠢き
犯す のだ︒
ケイ は自分 のナ カで膨 らむモ ノを感 じた︒
﹁ ああっ ︑だめ ぇっ⁝ ⁝そこ っ⁝⁝ ン﹂
ナ カで 膨れ上 がった モノか らい くつも の突起 が生 え︑柔 肉を
内蔵か ら刺激 される ︒
﹁いっ ︑やぁ ぁぁっ ン！﹂
膣内 の指を 埋め︑ ちょう ど折 り曲げ たとこ ろあ たりに あるく
ぼみ が︑肉 棒か ら生え た突起 によっ て強 く押さ れ刺激 され た︒
﹁あ うっ﹂
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下 腹部に ジンジ ンと 軽い痺 れのよ うなも のが 快感の 波にな っ
て ケイを 襲う︒
﹁ そこ︑ だめ⁝ ⁝いや ︑あ っ︑あ っン⁝ ⁝﹂
自分で そこが なに かわか ってい る︒寂 しい 夜に自 分をを 慰め
るとき に︑指 を入れ てそこ を刺激 してし まう︒
﹁あっ ︑あっ ⁝⁝ ああン ！﹂
声が 抑えら れずに 漏れて しまう ︒
肉棒 はさら に激し くその スポッ トを責 め立て る︒
﹁ よがっ てんじ ゃね ーよ︒ オナニ ーばっ かや ってん だろ︑ 開発
さ れてん じゃね ーか！ ﹂
﹁ 違うっ ⁝⁝﹂
否定す るも罪 悪感 が残る ︒ウソ をつい たつ もりは ないが ︑否
定も仕 切れ ない心 のしこ りが ある︒ 夜な夜 な自分 のし ていた 行
為が恥 ずかし く︑今 になっ て罪 悪感に 苛まれ る︒
﹁違 う⁝⁝ 違う⁝ ⁝﹂
言葉 にし て懸命 に否定 しよう とす るが︑ 躰は事 実を 知って い
る︒
﹁ 違うの ⁝⁝あ あっ！ ﹂
﹁ なに が違う んだよ ブタ めっ︑ このメ スブタ めっ ︑おま えは淫
乱なメ スブタ なんだ よっ！ ﹂
ブタの よう なぶよ ぶよの 肉塊の デブ 子から ︑ブタ 扱いさ れる
ケイ︒ なんて 惨めな んだろ うと思 いはじ めて しまっ た︒
陵辱 を受け ている こと がイヤ なので はな く︑否 定して も感じ
てし まっ ている 自分が イヤな のだ ︒そし て︑否 定す ればす るほ
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ど ︑惨め になっ てい く︒そ れでも 否定 しなけ れば︑ 認めて さら

ナカの 締め付 けが強 くな っ

に 落ちて しまう のでは ないか という 恐怖感 に苛ま れる︒

もっ として だって ？

﹁ もうや めてっ ！﹂
﹁なん だ？
たぞ﹂
からか いなが らデ ブ子は ゲラゲ ラと笑 った︒
逃げ なくて は︑逃 げなく ては⁝ ⁝︒
ケイ は這 うよう にして 逃げ ようと したが ︑脹ら 脛か ら太腿 に
か けて巻 き付い てい る肉触 手に引 っ張ら れ︑ さらに 両腕も 背中
の ほうへ 強く 引っ張 られる こと によっ て︑う つ伏せ の状 態から
上 体を反 らすキ ツイ体 勢を取 らされ てし まった ︒
グイグ イと腕 を後 ろに引 っ張ら れ︑胸 が突 き出さ れて強 調さ
れてし まう ︒豊満 な胸は 横か ら見る と︑美 しい曲 線を 描く釣 り
鐘型 で︑腕 を引っ 張ら れ躰が 揺らさ れるた びに ︑胸も 柔らか に
弾む ︒
弾む 胸の上 では乳 頭が躍 る︒
腕 は規則 的に後 ろへ引 っ張 られて いるが ︑胸 の弾み は上下 だ
け ではな く︑ 振り子 のよう にも半 円を 絵が飽 き︑乳 頭は さらに
大 きく揺 れ動く ︒
二本の 肉触手 が左右 の乳 頭に迫 りつつ あっ た︒触 手は肉 を蠢
かせ︑ ブク ブクと 泡立つ ように 細胞 分裂を 繰り返 しな がら変 形
してい く︒ま るでそ の先端 は亀頭 ︒尿道 口ま で備え ている ︒
ぐば ぁっ︒
尿道 口が 開いた ︒まる で口を 開け たよう に穴が 広がり ︑乳 頭
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に しゃぶ りつい てきた のだ︒
﹁ ひゃあ っン！ ﹂
声 をあげ たケイ ︒
生ぬる くヌル ヌルし た感触 が乳首 を丸呑 みした ︒
肉触手 は乳 首を咥 えたま まポ ンプで 水を汲 み上げ るホ ースの
ように ︑波打 ちな がら蠢 いてい る︒
﹁あ あつ︑ 吸わ ないで ⁝⁝ひ ゃあ ああっ ︑乳首 吸われ てる ⁝⁝
取れ ちゃう ︑そん なに引 っ張ら ないで ぇ！﹂
両 乳首を バキュ ーム され︑ 釣り鐘 型の胸 が持 ち上げ られ︑ 引
っ 張られ た柔肉 が蕩け るよう に伸び る︒
肉 触手 に吸わ れ続け てい る乳頭 は︑さ らに硬 く尖 り︑感 度が
高くな ってし まう ︒単純 に吸わ れてい るだ けでは なく︑ 肉の 蠢
きが舐 め回す ような 感触を 伝えて くるの だ︒
﹁乳首 だめ⁝ ⁝感じ やすい の⁝ ⁝あっ ︑あう ﹂
﹁彼 氏に開 発され たのか ︑それ とも自 分で触 りまく ってん のか︑
ここ といっ しょに ！﹂
ナ カで膨 れ上が ってい た肉 触手が ︑ズン ズン と餅を つくよ う
に 動きは じめた ︒

もっ と激し くし て欲し いんだ ろメ スブタ め

﹁ ひ ゃ あ っ︑ ン っ ︑ ン ぐ⁝ ⁝ 激 し いっ ⁝ ⁝ も っと や さ し く⁝
⁝﹂
﹁やさ しく だぁ？
が！﹂
﹁あ あああ あっ！ ﹂
激し い段 差を備 えたカ リが膣 肉を 抉り︑ ピスト ン運動 を繰 り
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返 しなが ら︑肉 口を出 し入れ される ︒
じ ゅぼ︑ じゅぼ ⁝⁝
カ リと 膣肉に 絡めら れた 愛液が 淫らで 下品な 音を 立て︑ 泡立
ちなが ら掻き 出さ れ肉口 から溢 れ出 してく る︒垂 れた愛 液は 肉
の割れ 目か ら糸を 引きな がら シーツ に落ち ︑大き な染 みつく っ
ていた ︒
ケイ は眉尻 を下げ ︑唇を 噛みし めた︒
﹁ン ンっ！ ﹂
下 腹部が ビクリ と痙攣 する︒
こ のまま では イカさ れてし まう︒ 必死 に堪え て額か ら大 量の
汗 を滴ら せた︒
乳首と ナカを 責め 立てら れ︑限 界近く まで 堪えて 堪えて いる
という のに︑ 魔の手 は新た な秘所 に触手 を伸し ていた ︒
肉触 手の先 端から さらに 細い 触手が 何本も 生え た︒ま るでそ
れは イソギ ンチ ャクの ようだ ︒うね うね と何本 もの触 手を 踊ら
せ︑ 包皮か ら顔を 出した ピンク パール の性感 帯の集 合体へ ︒
﹁ひ ゃぁぁ ン︑ だめっ ⁝⁝あ っ︑あ あああ ああっ ！！﹂
イ ソギン チャ ク状の 肉触手 にソコ を触 れられ た瞬間 ︑電流 が
全 身を 駆け巡 った︒ 叫び ながら ケイは 下半身 と唇 をわな わなと
震わせ ︑じゅ るりと した涎 れを垂 らした ︒
綿棒で 突か れるよ うでい て︑筆 で撫 でられ るよう な刺激 の連
打で︑ 躰の中 でも有 数の神 経の
密集 体を嬲 られる ︒
﹁ク リ苛め ないで っ︑強 い︑刺 激が強 すぎる ぅっ！ ﹂
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自 分です るとき はも っと加 減をす る︒そ れは 自分で すると き
は ︑も っと快 感を得 ること がで きると しても ︑その 強い 刺激を
前 にし てリミ ッター がか かって しまう からだ ︒だ が︑ケ イを責
め立て ている 相手に はリミ ットは ない︒
ケイが いくら 快感で 狂い藻 掻こう と執拗 に責め る︒
苦し むケイ の姿こ そが ︑デブ 子にと って達 成感 を得る 悦びな
のだ ︒
﹁イ キた いんだ ろ︑こ んな でっか いクリ しやが って ︑ほら イケ
よ ︑さっ さとイ ケっつ んだよ ッ！！ ﹂
肉 触手が 踊り︑ 狂気の 形相で デブ子 が嗤う ︒
︱ ︱限界 だった ︒
ケイの 意識が 一瞬途 切れ︑ 頭が白 いモヤ で覆わ れた︒
ビクゥ ンッ！
下半 身が震 え上が り︑充 血し て勃起 してい た肉 芽が︑ キュゥ
ゥゥ ゥッと さらに 硬直し た︒
﹁あ あああ あぁぁ ぁっ！ ﹂
ケイ は顎を 突き 出しな がら乳 を震わ せ絶頂 を迎え た︒
内 に広が る快 感の波 紋︒小 刻みに 連続 した快 感に全 身を侵 さ
れ ︑電 流が流 れるロ ープ で躰を 縛られ たよう に身 動きを 封じら
れつつ ︑自分 の意に 反して 痺れで 躍らさ れてし まう︒
﹁ああ っ︑こ んなの ⁝⁝﹂
自分 ですら ︑男に ですら ︑こ んなに 激しく イカ された ことは
なか った︒ 躰は ぐった りと動 かず︑ 自慰 であれ ばここ でおし ま
いだ ︒
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し かし︑ 相手に 容赦と いう言 葉はな かった ︒
イ ッたば かり の充血 してほ のか に赤く 染まっ た肉芽 を執 拗に
嬲 ってく る︒
﹁やめ てっ︑ もう 無理⁝ ⁝イッ たば かりで 苦しい の︑も うイ ケ
ない！ ﹂
﹁イ クかイ カない か︑ おまえ の決め ること じゃ ねーん だよ︒ お
まえ は家畜 なんだ よ！﹂
イソ ギン チャク の肉触 手で 肉芽を 舐めら れ︑太 い触 手はピ ス
ト ン運動 を繰り 返し ながら ナカを 蹂躙す る︒ イッた ばかり で感
度 がよく なっ たナカ は︑Ｇ スポ ットや 奥をひ と突き され るだけ
で ︑悶え る快感 が下腹 部を突 き抜け る︒
﹁ああ っ︑イ カさ れちゃ う︑だ め⁝⁝ こん なの⁝ ⁝違う のイ キ
たくな んか﹂
﹁イケ ェェェ ェェェ ッ！﹂
絶叫 しなが らデ ブ子は 全身の 肉触手 を滾 らせ︑ ケイの 秘奥を
力強 く突き 上げた ︒
下っ 腹に鈍 痛が 響き︑ 嗚咽と 喘ぎを ケイは 同時に 漏らす ︒
﹁ うっ⁝ ⁝イ グぅ⁝ ⁝やめ て︑イ キた く⁝⁝ あああ ン︑ 我慢で
き ないィ ィィッ ！﹂
目を白 黒させ たケイ は歯 を食い しばり ︑口 の端か ら小さ な泡
を吐い た︒
びぐぅ んっ︑ びく︑ びくぅ ぅぅン ！
昇天 は一度 では治 らな い︒何 度も下 半身 を跳ね 上がら せなが
らイ カされ てしま う︒

146 あば らの 君

﹁ オラオ ラ︑イ ケイケ イケイ ケーッ ︑グハ ハハハ ッ！﹂
魔 獣のよ うな 下卑た 笑いを 響か せなが ら︑デ ブ子は ケイ を責
め 続けた ︒
ケイの 意識が 飛ぶ ︑そし て︑戻 る︒さ らに イカさ れ意識 が飛
ぶ︒そ の繰り 返しで 天国と 地獄を イキき する︒
﹁ン あああ っ︑は ぁっ ︑はぁ っ︑う っ︑ン ンン ンッ︑ あああ あ
ああ っ！﹂
自分 の意思 とは関 係なく イカさ れ喘ぎ 声で息 が詰ま る︒
連 続で責 め続け ていた デブ子 は疲労 感を表 情に浮 かべて いる︒
ス ライム 状の その躰 から︑ 肉が 溶けた ような 汗を垂 れ流 し︑激
し く息 を切ら すと︑ やっ とその 熾烈な 責めを やめ ︑伸し ていた
触手を ズルズ ルと肉 体に収 納させ た︒
その瞬 間︑ 自分の 体重を 支えら れず にケイ は上半 身か らベッ
ドに ドスッ と崩れ 落ち ︑豊満 な胸を 押しつ ぶし て変形 させな が
ら︑ うつ伏 せにな り喘ぎ か呼吸 かわか らぬ声 を漏ら した︒
﹁ひ っ⁝⁝ ふぅ⁝ ⁝はぁ はぁ⁝ ⁝ひっ ︑うぅ ぅぅっ ﹂
瞼が 重く開 かず ︑頭が 真っ白 だ︒
イ カされ すぎて 躰が重 い︒
鈍 痛がま だ下腹 部のナ カで響 いてい る︒
そして ︑火照 る躰︑ 子宮は まだ疼 き続け ていた ︒
︱︱躰 は求め 続けて いる︒
イッ たこと で発散 される どこ ろか︑ 快感が 蓄積 されて 躰の中
で燃 えたぎ ってい る︒
︱︱ 欲しい ︒
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と ︑思っ てしま った︒
し かし︑ それを 激しく 否定す る︒
ケ イは理 性と欲 望の間 で揺 れてい た︒
まだ警 官とし ての プライ ド︑女 として のプ ライド が残っ てい
る︒だ が︑ それに 勝って 女の 悦びに 躰が味 を占 めてし まった ︒
今ま で感じ たこと のな かった ほどの 強烈な 快感 ︒気が 狂うほ
どの 快感に 身を 任せて しまい そう になる ︒こん なに気 持ち よく
なれ るな んて︑ 今まで 知ら なかっ たし︑ だれも 教え てくれ なか
っ た︒
こ の躰の 震え は歓喜 に打ち 震えて いる のでは ないか と思 える
ほ ど⁝⁝ ︒
うっす らと瞳 を開 けると ︑脱ぎ 捨てら れた 男女の 下着が 放置
されて いた︒ この部 屋でヤ ッてい た男女 が残し て行っ たもの だ︒
そして ︑ケイ はハッ として ここ がどこ なのか 思い出 す︒
︱︱ ラブホ だ︒
男女 が情事 に溺れ る場所 ︒
今こ の場所 で溺 れてし まって いるの は自分 だ︒
考 えただ けで 顔がカ ーッと 熱くな り︑ 火を吹 いてし まいそ う
に なる︒
こんな 場所で ︑警官 の自 分が犯 人に拘 束さ れ︑陵 辱の挙 句に
感じて いる なんて ︑あっ てはな らな いこと だ︒同 僚に も知り 合
いにも 知られ てはい けない ︒
すべ てを闇 に葬っ てしま いたい ︒
現状 を打 破しな ければ ︑この まま 玩具と してイ クとこ ろま で
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イ カされ てしま う︒
嗚 呼︑し かし極 度の快 感は躰 に倦怠 感とし て重く のし掛 かり︑
抵 抗する ことを 困難に して いた︒
それで もケイ は少 しずつ 冷静さ を取り 戻し ︑逃げ なくて はと
決意し たのだ った︒

︽１ ３︾

ケ イは両 肘をベ ッドに 立て起 き上が ろうと した︒
そ の瞬 間︑肉 触手が 躰に 巻き付 け︑投 げ飛ば すよ うにし て︑
仰向け にひっ くり返 されて しまっ た︒
﹁きゃ っ﹂
豊満な 胸が潰 れて伸 びて揺 れて 弾む︒
肉触 手が太 腿と足 首に巻 き付き ︑脚が 左右に 広げら れてい く︒
ケイ は必 死に股 を閉じ よう とした が︑筋 肉が震 え力 負けし てし
ま う︒そ して︑ まる で分娩 台に座 らされ た妊 婦のよ うに︑ 股を
大 開きに されて 秘所を 丸見え にされ てしま った︒
自 分の 視界の 先で繰 り広 げれる 光景︒ この体 勢を させら れ︑
その光 景がよ く見 えてし まう︒ 顔を背 けた い︒だ が︑そ の反面
で目を 離せず にもい た︒
薄毛 を掻き 分け︑ さらに 肉厚 な大陰 唇を広 げら れ︑太 く長い
肉触 手は挿 入ら れたま まだ︒ 目の先 でそ れが股 の間で 出し入 れ
され てい る︒く ちゅく ちゅと いう 淫音を 立てな がら ︑肉体 と視
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界 と耳を 犯され ている ︒
︱ ︱あん なおぞ ましい モノが 自分の 躰のナ カに︒
恐 怖と 嫌悪を 感じつ つも ︑肉体 は悦楽 の味を 覚え てしま って
いる︒
﹁あう っ⁝⁝ ン﹂
さら に数を 増やし た肉 触手が ︑脚と 脚の間 から 蠢き迫 ってく
る︒
股間 を襲う 気か？
違 う！
肉 触手は 脂汗 を垂ら しなが らケイ の腹 を這い 上がり ︑螺 旋を
描 くよ うに胸 に巻き 付き 締め上 げ︑尿 道口に 似た 穴を開 いて再

ド クン！

び乳頭 に喰ら いつい た︒
ドクン ！

﹂

まる で血管 が脈打 つよう に︑ 乳頭と 繋がれ た肉 触手が 脈打ち
はじ めた︒
なに が起こ ろうと してい るのか ？
﹁な にっ︑ いや っ︑や めて⁝ ⁝こん なこと
眼 を見開 き叫ぶ ケイ︒

いっ たい 胸にな にを注 入され てい るのか ︑考え るだけ でも お

でケ イの胴 体を 隠すほ どにな り︑ま だま だ膨ら み続け てい る︒

った のは手 始めに 過ぎず ︑風 船によ うに膨 らみ ながら 片胸だ け

もとも と豊 満であ ったが ︑さら に肥 大して 顔より も大き くな

えてい く異変 ︒

そ の瞳 に映し 出され た光景 は︑ 自分の 胸が見 る見 るうち に肥

!?
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ぞ ましい ︒
目 の前の デブ子 がひと 回り︑ ふた回 りと縮 んでい くのだ ︒
超 乳化 させら れた胸 は張 りを失 い︑ゲ ルを垂 らし たよう に柔
肉が皮 を引っ 張り ながら ︑重力 に負 けてベ ッドに 広がっ てし ま
ってい る︒
一本の 肉触手 が鞭 のよう に振る われる ︒
ビシ ィィィ ッ！
肉触 手は 激しく ケイの 胸を 打ち︑ 紅黒い 線状の 痕を 白い肌 に
残 した︒

ビシ ッ！

バシィ ィィッ ！

一 度目は 声も 漏らさ ず歯を 櫛張っ て堪 えたが ︑肉触 手の 鞭は

バ シッ！

連 続して 打たれ た︒
ビシッ ！
﹁あっ ︒ああ っ︑や っ︒や あああ あァッ ！﹂
調乳 を波打 たせな がら悲 鳴を あげ︑ ケイは 全身 を震わ せ身悶
えた ︒
さら に鞭で 打たれ 続け︑ 白い肌 は何本 もの赤 黒い線 で染ま り︑

甚振ら れて感 じて るんだ ろ？

正直 になれ

二度 三度と 重ね て打た れた箇 所から は︑鮮 血が滲 み出し てきた ︒
﹁ 気持ち いい か？
よ メス豚 ッ！﹂
﹁気持 ちわけ なんか ⁝⁝あ あっ︑ あああ っ！﹂
デブ子 はな にを言 ってい るのだ ろう か︑気 持ちい いなん てこ
とがあ るわけ が︱︱ ︒
じゅ ぷ︑じ ゅぶぶ ぶっ⁝ ⁝
ケイ の股か ら響い てくる 下品で 卑猥な 音︒
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ぶ っとい 肉触手 が激 しいピ ストン 運動を 繰り 返して いる︒ 大
き く開 かれた 脚の間 からよ く見 えてし まう︒ ケイは 両手 で顔を
覆 った︒
ダメだ ︑もう 見てい ること ができ ない︒
しかし ︑音が 聞こえ てくる ︒
自分 が股間 から垂 れ流 した卑 猥な涎 れのせ いで 音が鳴 り響い
てい るのだ ︒
﹁あ あっ！ ﹂
ケ イは目 を固く 閉じ︑ 両耳を 手で覆 った︒
し かし︑ 躰が感 じてし まう︒
秘 所だ けでな く︑脂 汗に まみれ た肉触 手は全 身を 舐め︑ ゾク
ゾクと した微 電流の ような 快感が 全身に 広がる のだ︒

﹂

ベッド のシ ーツを 這う肉 触手︒ 尻の 割れ目 へと侵 入し ようと
してい た︒
﹁ひ ゃっ！ ﹂
可愛 らしく 悲鳴を あげた ケイ︒
肛門 に感じ た不 快感︒
肉 触手に 肛門を 舐め回 されて いる︒
﹁ そんな ところ ︑汚い から⁝ ⁝ひゃ っ︑這 入って くる の

異物 を出 したい ︒けれ ど︑出 した くても 出せな い︒ そして ︑

しか し︑出 口は肉 触手に よって ギチギ チにフ タをさ れてい る︒

﹁漏れ ちゃう ぅ！﹂

る排泄 欲︒鈍 い鈍痛 が下腹 部に響 く︒

肛門を 押し広 げられ て︑ 直腸を 逆流し てく る︒押 し寄せ てく

!?
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こ んな場 所でひ とに 見られ ながら 排泄 行為な ど︑恥 ずかし く屈
辱 的なこ と︑で きるわ けがな い︒
ケ イにと ってさ らに悲 惨な ことが 起きた ︒
肉触手 のほう が排泄 をはじ めたの だ︒
得体の 知れ ないナ ニかが 直腸 からＳ 字結腸 に流さ れ︑ さらに
腸を昇 って内 臓を 込み上 げてく る︒
ただ 腸が満 たさ れてい くだけ ではな い︒ 超乳化 が起き たと き
と同 じよ うに肉 がぶぐ ぶぐ と膨れ はじめ た︒腸 に流 されて いる
ナ ニカは ︑すぐ に吸 収︱︱ いや︑ 肉体を 侵蝕 してケ イの躰 を超
え させて いくの だ︒
ケ イは片 手で顔 を覆い ︑指の 間から 薄め を開け てそれ を見た ︒
なんと 腹が妊 婦の ように 膨らみ ︑胎内 に五 人くら い胎児 がい
るにで はない かと思 えるほ ど︒
換わり にデブ 子は痩 せ細り ︑ス ライム 状の肉 体に浮 かぶ顔 は︑
げっ そりと 頬がく ぼんだ ように なって いた︒
堪え かねて ケイは 涙ぐん だ︒

こ の︑ ブタブ タブタ ブタ ︑ブタ

﹁こ んな姿 ⁝⁝ もうい や⁝⁝ 許して くださ い⁝⁝ ううう っ﹂
﹁ メス豚 がな に言っ てんだ ！

の クセし て︑ブ タのク セして ⁝⁝ど うして ⁝⁝﹂
狂気の 形相を 浮かべ たデ ブ子は ︑何故 か涙 を流し ながら ケイ
を責め 立てた ︒
撓り 狂う肉 触手の 鞭で肥 大化 したケ イの超 乳を 打ち︑ 太くて
硬い 肉触手 で二つ の肉穴 をピス トン責 めする ︒
前の 穴を 出入り する感 覚とは 違う 異質な 快感を ケイは 直腸 に
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感 じて悶 えた︒
痛 みとい うほ どでは ない角 の丸 い鈍痛 とでも いうの か︑ 直腸
か ら膀 胱まで 痺れ渡 る快 感のさ ざ波︒ 薄い直 腸と 膣道の 肉壁を
隔てて 二本の 肉触手 が擦り 合わさ れる︒
﹁ひぃ ぃぃ ︑お尻 なんか で⁝ ⁝やだ ⁝⁝こ んなの ⁝⁝ 私感じ て
る﹂
﹁ケ ツ穴で 感じる なんて メス豚 だなッ ！﹂
罵声 を吐か れケイ は背筋 をびく ぅんと させた ︒
︱ ︱気持 ちいい ︒
自 分でも 信じ られな いこと だった が︑ 嬲られ ながら 罵声 を浴
び せら れて感 じてし まっ ている ︒胸の 高鳴り が抑 えられ ない︒
﹁この メス豚 ッ！﹂
﹁ああ あっン ！﹂
豚と 罵られ るたび に胸が 張り 裂けそ うにな る︒ それが なぜな
のか わから ない ︒感情 が混沌 として ︑苦 しいは ずのこ とが 快感

も うるり ゅじで ⁝⁝﹂

に換 わって しまっ ている ︒
﹁気 が狂い そう ！

ろ れつも 回ら ず︑緩 んだ口 から涎 れが 垂れる ︒緩ん だのは 口
だ けでな く︑涙 も溢れ ︑鼻水 も垂れ てくる ため必 死に 啜る︒
﹁ひっ ︑うっ ⁝⁝ あ
/ あ あン︑ ンぐ︑ ンずず っ﹂
喘ぎは 鼻や 口から 抜けよ うとし て︑ 涎れや 鼻水は 必死に 食い
止め ようと する︒ けれど ︑全 身の性 感帯を 責め られ︑ 喘ぎが 抑
えら れない ︒
﹁あ あン ︑めち ゃくち ゃにな っち ゅああ あぅぅ ︑も う戻れ ない
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⁝ ⁝いや ぁぁン ︑私は 帝都警 察の⁝ ⁝刑事 なのに ぃぃぃ ﹂
肩 書きな ど汚れ 切って しまっ た︒
世 界で も群を 抜いて 凶悪 犯罪の 多いこ の街で ︑帝 都警察 の中
でも有 数の危 険度 を誇る ︱︱そ う︑ それを 誇りと して日 夜戦 う
一課の 刑事 ︑それ も彼女 は女 だ︒男 女平等 など言 葉の 上︑彼 女
は男の 社会の 中で ︑女と して戦 ってき た︒
プラ イドと それ を裏付 ける自 身と実 績︒ それら が見事 に打 ち
砕か れたの だ︒
メ ス豚と してよ がり 狂い快 楽を求 めてし まう ︒女と しての 躰
が 与えら れる快 感に抗 えない ︒
い くら 抑えて も抑え 切れ ぬ渇き ︒躰は 満たさ れる どころ か︑
まだま だ求め てし まって いる︒ 帝都の 女刑 事は深 い泥沼 に沈 み
行く運 命にあ るのだ ︒
﹁も う堪え られな い︑ もっと おぉぉ ぉっ︑ お願 い気持 ちよく し
てぇ ぇぇぇ ン！﹂
意識 が飛 んでし まうほ ど狂っ てし まいた い︒こ の快 楽を味 わ
い たい反 面︑思 考も 働かぬ ところ まで飛 び抜 けて︑ 渦巻く 負の
感 情もす べて忘 却して しまい たい︒
ケ イは快 感の海 に身を 任せ抗 うこと をやめ た︒
﹁後ろ だけじ ゃなく て前も ︑クリ も苛め てぇっ ！﹂
﹁つい に本 性を現 したな メス豚 ︒お まえは やっぱ りメ ス豚な ん
だ よ︑ 今 の お まえ が 本 当 の おま え な ん だ︑ こ の 醜 いメ ス 豚 め
ッ！ ﹂
これ が本性 ？
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﹁ こんな のが私 の本性 だなん て⁝⁝ ああっ ︑でも もっと 欲しい ︑
お っぱい も︑も っと全 身を舐 め回し てくだ さィィ ィ！﹂
﹁ まだ家 畜の心 得がわ かっ てねー な︒家 畜は奴 隷以下 なんだ よ︑
お願い する立 場な んかじ ゃねー んだ よ︒お まえは ウチに 好き 勝
手にヤ ラれて ればい んだよ ︑わか ったか ッ！﹂
﹁ひギ ィィィ ィィ ッ！﹂
白眼 を剥い て歯を 食いし ばった ケイ︒
充血 しき った肉 芽を指 で強 く弾く ように ︑肉触 手の 先端で 叩
か れたの だ︒
脳 天まで 電流 が突き 抜け︑ 蕩けき った 脳はそ れが痛 みな のか
快 感な のかわ からな い︒ 躰がガ クガク と震え ︑上 からも 下の口
からも ヨダレ れが垂 れてし まう︒
超乳は さら に肥大 を続け ており ︑も うそれ が胸な のか なんな
のかわ からな い︒元 の体重 の三 倍以上 にはな ってい るだろ うか︑
腹も 大きく 膨ら んでお り︑横 たわっ た状 態から ひとり で起 き上
がる ことも ままな らない ︒
全 身を這 う肉触 手はと くに 性感帯 や皮膚 の薄 い部分 を責め て
く る︒股 間の 肉厚な 割れ目 から尾 てい 骨まで 舐め︑ 背筋 や脇腹
か ら腋の 下を睨 め回す ︒
感覚の マヒし たケイ はく すぐっ たさが すべ て快感 になっ てし
まい︑ 脇を 舐めら れると 昇天し そう になる ︒そこ に加 えて臍 の
穴や うなじ から耳 の後ろ に至 るまで ︑脂ぎ った 肉触手 に舐め て
舐め て舐め られる のだ︒
﹁ひ ゃあ あああ ン︑全 身が⁝ ⁝私 の躰お かしく なっ てる⁝ ⁝こ
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れ がセッ クスな の

﹂

すごす ぎるぅ ぅぅ！ ﹂

で 恐い ⁝ ⁝ あ ああ っ ︑ 私 っ てこ ん な に 変態 だ っ た のぉ ぉ ぉ っ

﹁おし りっ てこん なに気 持ちよ かっ たなん て︑ク セに なりそ う

腸ごと 持ち上 がるよ うに菊 門を引 っ張り あげる ︒

肉 触手 にへば りつき ︑ピ ストン 運動の 中で︑ 出さ れると きに直

そ れでも 太い 肉触手 のせい で︑入 り口 は輪ゴ ムを巻 いた ように

た菊 門も︑ 今で はシワ ひとつ なく伸 びきっ てしま い締り がない ︒

性感 帯と なって いる︒ はじ めは肉 触手に 無理矢 理こ じ開け られ

そし て︑は じめ て入れ られた 後ろの 穴も ︑いま ではす っかり

ごすぎ て⁝⁝ 死んじ ゃうぅ ぅぅ っ！﹂

元彼の とも 違う⁝ ⁝ああ っ︑ わから ない︑ 押し寄 せて くるの す

﹁すご い︑私 の中 にたく さんい るの⁝ ⁝自 分の指 とは違 う⁝ ⁝

り ︑その ひとつ ひとつ が中を 押すよ うに して刺 激して くる︒

肉 穴を出 し入 れされ る肉触 手には ︑突 起がい くつも つい てお

い つもと 違うの ︑乳首 でこん なに感 じたの はじめ て！﹂

﹁ひ ゃあ ああぁ っ︑自 分で 触って もあん まりな のに ⁝⁝乳 首が

網を 快感が 駆け巡 る︒

神経 を集中 した乳 首か ら︑乳 房全体 に張り 巡ら された 神経の

窄めな がら乳 首を吸 い続け る︒

口を開 けた肉 触手 がまる で赤子 が母乳 を飲 むよう に︑先 端を

ち ゅぱち ゅぱっ ン！

外 から の刺激 は肌を 駆け巡 ると ともに 内へと 蓄積し てい く︒

!?

人間 には もとも と排泄 行為を 促す ために ︑それ を快感 とし て

!?
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認 識する 機能が ある ︒今は それが ほか の快感 との相 乗効果 で完
全 に可笑 しくな ってい る︒こ の快感 は排泄 時に起 こるも のだが ︑
排 泄前 に排泄 を促す 鈍痛 もこの ピスト ン運動 では 同時に 襲い来
る︒
しかし ︑普 段は不 快感を 伴う 鈍痛が ︑今は 下腹部 から ジンジ
ンと 子宮ま で刺激 して ︑感覚 の誤作 動によ って 快感に なって し
まっ ている ︒
ケイ の躰を 包み込 むぬる ま湯の ような 快感は 徐々に 蓄積 され︑
直 接的に 肉芽な どを 刺激さ れる快 感は与 えら 都度に 軽い昇 天を
繰 り返し てし まう︒ 体力は 削ら れてい く一方 で︑こ こま でに何
度 か軽 く記憶 が飛ん でし まった ︒この 責め苦 はデ ブ子が 飽きる
か︑そ れとも 完全に 気を失 うまで 続くか もしれ ない︒
肉触手 に注 がれる ナニか はケイ の肉 体を肥 えさせ るだ けでは
なく ︑媚薬 のよう に感 度を高 め精神 までイ カれ させる 効能が あ
るよ うだ︒ そう でなけ ればケ イがこ こま で︑快 感に狂 い酔 いし
れる ことも なかっ ただろ う︒
焦 点の定 まらな い眼を 白黒 させ︑ 飢えた 犬の ように 舌をだ ら
り と伸す 唇は 涎れで ぐしゃ ぐしゃ にヌ メリ光 り︑堕 落し た女刑
事 は恥ず かしげ もなく アヘ顔 を晒し ていた ︒
﹁きも ひぃぃ ぃの ののぉ ぉぉン ⁝⁝ひ ぃぃ ぃぃっ ︑ちく びとく
りを⁝ ⁝もっ とコリ コリし てくだ しゃあ ああひ ！﹂
﹁家畜 のメス 豚がお 願いな んてす んじゃ ねー よ！﹂
そう 叫びな がらも ︑デ ブ子は 下卑た 笑み を浮か べなが ら︑お
望み 通り 充血し たみっ つの突 起を ︑連打 するよ うに コリコ リと
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し た︒
ケ イの尻 が深く ベッド に沈み 込んだ ︒
﹁ ひぐ っ⁝⁝ ちくび で⁝ ⁝イッ ⁝⁝ひ っ︑ひ っ︒ ひぐぅ ぅぅぅ
ッ！﹂
スポン とコ ルクを 抜くよ うな 音を立 てなが ら︒乳 頭を 呑み込
んでい た肉触 手が 抜かれ た︒
その 瞬間！
﹁ひ ぃぃぃ ぃぃぃ っ︑す ごひぃ ぃぃぃ ぃぃっ ！﹂
乳 腺を駆 け抜け たナニ か一気 に噴火 した︒
ビ ッ⁝⁝ シャァ ァァァ ァァァ ァァァ ァァァ ァァァ ッ！！
乳 濁色 の液体 が垂れ た超 乳の先 端から 噴水の よう に飛び 出し
続ける ︒乳頭 の先 っぽは 乳が垂 れてお り︑ 噴出の 勢いが 強い た
めに乳 濁色の 液体は スプリ ンクラ ーのよ うに飛 び散っ た︒
ビシャ シャシ ャシャ シャシ ャシ ャシャ シャ！
﹁ と まら な ひ ぃ ぃぃ ︑ い や ぁ ぁぁ ぁ ン ︑ とめ て ぇ ぇ ぇぇ ぇ ぇ
っ！ ﹂
噴 き出し 続けて いる間 ︑快 感がふ たつの 乳首 を責め 立て︑ あ
ま りの刺 激は 乳首を もぎた くなる っほ どで︑ ケイは 両方 の乳首
を 摘んだ ︒
﹁ひぐ っ︑ひ ぐぅぅ ぅ！﹂
摘んだ 刺激で 昇天し た︒
指が とまら ない︒ この刺 激を 抑えた かった ハズ が︑さ らなる
刺激 を発刊 して しまっ たがた めに︑ 自分 で乳首 をコリ コリす る
行為 が止め られな かった ︒
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﹁ まだ出 てる！

と まらな ひよぉ ぉぉ ぉ︑お っぱい からミ ルク

で るの⁝ ⁝とま らなひ のぉぉ ぉぉン ！﹂
床 や壁 や天井 まで︑ 部屋 中に乳 濁色の 雨がこ びり つき︑ ケイ
の顔も ぐしゃ ぐしゃ に汚さ れた︒
超乳を 揺らし ながら 悶え苦 しく︒
﹁ち くびが ビンビ ンし て⁝⁝ ととと ︑まだ とま らない ⁝⁝ミ ル
クい っぱい ︒ち くび感 じちゃ う︑ イッち ゃうイ ッちゃ うち くび
でイ クぅぅ ぅっ︑ ちくび でイク のぉぉ ぉぉぉ ！﹂
ビ シャヤ ヤヤヤ シャア アアア アアッ ！
レ ーザー ビー ムのよ うに高 圧力で 一気 に乳腺 から乳 濁色 の液
体 が噴き 出した ︒
自分の 出した おっ ぱいミ ルクで 自らの 躰を 穢し︑ 心まで 穢れ
ていく ︒
知らな かった 世界に 足を踏 み入 れたケ イ︒
快感 を貪り 食う家 畜のメ ス豚︒
﹁ひ ぃぃぃ ぃっ︑ おっぱ いすご ひぃぃ ぃぃっ ！﹂
貪欲 にまだ まだ 快感を 貪り食 う︒

︽１４ ︾

乳濁 色の液 体を噴 き出し 続け る超乳 は︑徐 々に その大 きさを
元に 戻しつ つあっ た︒
縮ん だ胸 は大き さこそ もとほ どだ が︑皮 膚が伸 びて しまい ︑
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左 右のあ ばら骨 の上を 流れる ように 肉が垂 れ下が ってし まった ︒
胸 が小さ くな ったこ とによ って ︑五つ 子を身 籠もっ てい るよ
う な腹の 大きさ が目立 って くる︒
皮膚が パンパ ンに張 って膨 らんだ ボテ腹 ︒
デブ子 の躰 からニ ュルニ ュル と無数 に生え る触手 ︒そ の姿は
まる でミミ ズの集 合体 ︒クト ゥルフ 神話に でも 出てき そうな 不
気味 な姿だ ︒
その 数え きれぬ 肉触手 は︑ 放たれ た矢の ように ただ 一箇所 を
目 指した ！
﹁ うぐっ ！﹂
ケ イは泡 といっ しょに 涎れの 塊を吐 いた ︒
肉触手 の矢は 涎れ をたっ ぷり垂 らす肉 穴に 次々と 這入っ てい
く︒上 ではな く下の 口だ︒
﹁這 入らな ひぃぃ ぃぃ っ︑も うやめ て⁝⁝ でも でも⁝ ⁝やだ ︑
気持 よくて ⁝⁝ あああ っ︑あ あああ あっ ︑何度 もイカ され ちゃ
⁝⁝ うぅぅ ぅぅっ ！﹂
ガ バガバ に緩み きった 肉穴 は何本 もの肉 触手 を咥え 込み︑ さ
ら にその 穴を どんど ん拡張 されて しま う︒腕 なんて 簡単 に這入
っ てし まいそ うだ︒ さら に脚も いけそ うだ︒ その うちス イカで
も這入 るので はない だろう かと思 えるほ どだ︒
超乳と ボテ腹 ︑肉穴 の拡張 と︑苛 烈な肉 体改造 は続く ︒
摘ん でいた 乳首は 長年こ ねく り回し 使い込 んで いたよ うに︑
奇形 といえ るほ ど長く 伸びて しまい ︑ま るで幼 児のペ ニスの よ
うに なり ︑そこ に肉触 手が螺 旋を 描きな がら巻 き付 き締め つけ
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て きた︒
ビ ンビン に尖 ってし まった 乳首 ︒乳房 も螺旋 状に締 めつ けら
れ ︑ロケ ットの ように 乳房 が飛び 出す︒
ぎゅぅ ぅぅっ ︑ぎゅ ぅぅぅ ぅ！
肉触手 によっ て胸が 締めつ けられ る︒
﹁ひ ゃああ ああっ ︑お っぱい 締めつ けない で⁝ ⁝あひ っ︑引 っ
張っ ちゃだ めぇン ！﹂
﹁オ ラオラ ︑まだま だ出るだ ろ︑お っぱい全 部出しや がれ
よ ！﹂
﹁ 乳首が ジン ジンし て︑痛 がゆ いの⁝ ⁝もう とめて くだ さいィ
ィ ィッ！ ﹂
﹁だっ たら全 部さっ さと出 せよ！ ﹂
ビシャ ァァァ ァァァ ！
まだ こんな にも残 ってい るの かと思 うほど 乳頭 から汁 が噴き
出し た︒
乳房 はさ らに縮 まった が︑ボ テ腹 はまだ まだ大 きく ︑べつ の
場 所もパ ンパン にな ってい ること にケイ は気 づいて 顔面が 蒼く
な った︒
下 腹部を きゅぅ ぅぅっ とさせ ︑内股 を擦り 合わせ 悶え るケイ ︒
快感と 昇天に よっ て全身 に凄ま じい力 が入 ったか と思う と︑
弛緩し て一 切の力 が入ら ない放 心状 態にな る︒そ の瞬 間がと て
もア ブナイ ︑膀胱 に溜ま って いたモ ノを一 気に 放水し てしま い
そう だった のだ︒
︱︱ 漏らし てしま う！
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膀 胱から の圧迫 感︒
肉 触手が ナカ を突い てくる ︒そ のたび に少し ずつ漏 れて いる
よ うな気 がする ︒痴態 を晒 しに晒 し︑こ こで排 泄まで ︱︱い や︑
まだケ イに残 る羞恥 心が踏 ん張っ て堪え ていた ︒
しかし ︑この 責め苦 でいつ まで堪 えられ るだろ うか︒
細長 い肉触 手がシ ュル ルルと 伸びて きて︑ ペロ リと舌 で舐め
るよ うに︑ あろう ことか 尿道口 が撫で られた ︒
じゅ ぶっ⁝ ⁝
尿 道口が 漏らし た音︒
薄 黄色の 液体が 一瞬噴 き出た ︒
﹁ ああ っ︑お しっこ 漏れ ちゃう からだ め⁝⁝ もう おしま いに⁝
⁝漏ら すなん て絶対 ⁝⁝大 人なの にィィ ィッ！ ﹂
ケイは 白眼を 剥いて 歯を食 いしば った︒
今言 葉に出 すこと がなに を意 味して いるの か︑ 考える 力が残
って いれば わかっ たこと だろう ︒
﹁家 畜な んだか ら好き なと こでし ょんべ んすれ ばい いだろ ︑何
度言 ったら わか るんだ よ︑お まえは メス豚 なんだ よ！﹂
太 い肉触 手が ナカで 鉤爪の ように カー ブして ︑Ｇス ポット と
膀 胱を 膣道か ら激し く押 し上げ 突いて きた︒ 体内 から膀 胱を押
されて は︑そ の圧迫 感は強 すぎる ︒
﹁ひぃ ぃっ ぃぃぃ っ︑漏 れちゃ う⁝ ⁝イッ ⁝⁝イ イイ ッ⁝⁝ ヒ
ギィィ ィィィ ィッ！ ﹂
ダム が決壊 した︒
ビャ ァァァ ァァァ ァァァ ァァッ ！
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鯨 が潮を 噴いた よう に天高 く放水 された 液体 ︒それ はほと ん
ど 無色で 黄金水 という よりは ︑女の 潮吹き かもし れない ︒だが ︑
そ んな境 などど うでも いい 話だ︒
ケイは 自分が 漏ら してし まった という 痴態 に苛ま れ苦し み悶
えるの だ︒
﹁いや ぁぁぁ ン︑ とまら ないよ ぉぉぉ ぉぉっ ！﹂
止め たくて も止ま らない ︒
﹁と めて ︑おね がい︑ フタ してぇ ぇぇぇ ぇ︑恥 ずか しくて 死ん
じ ゃうぅ ぅぅっ ！﹂
﹁ フタな らして やって んだろ ﹂
前 から後 ろから ︑肉穴 を抉る ように 掘り 続ける 肉触手 ︒
直腸と 膣道か らの ジンジ ンと響 く振動 で︑ さらに 膀胱が 刺激
されて おかし くなり そうだ ︒
いった ん放水 がとま った︒
﹁ン グッ⁝ ⁝また 漏れち ゃうぅ ぅぅ！ ﹂
ビシ ャァァ ァァ︑ ビシャ ァァァ ︑ビシ ャヤヤ ヤヤヤ ァッ！
透明 な液体 が何 度も何 度も尿 道から 発射さ れた︒
﹁ ングッ ︑ング ッ⁝⁝ ひっぐ っン﹂
頭 を仰 け反ら せなが らケイ はガ クッガ クッと 震え ている ︒殴
るよう な快感 で頭が 眩み意 識が朦 朧とす る︒
それな のに終 わらな い︒
ゆる ゆるに なった ケツ穴 を掘 られ続 け︑前 の肉 穴は何 本もの
触手 を咥え て無残 に拡張 されて しまっ ている ︒
膣道 のナ カで何 本もの 肉触手 が一 斉に暴 れ出す ︒一本 一本 が
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生 き物の ように ︑ミ ミズが のたう ち回 るよう に︑脂 汗と愛 液が
ぐ ちゃぐ ちゃに 溶け合 いなが ら︑ケ イをた だひた すらに 犯した ︒
﹁ おいメ ス豚っ ︑おま え人 間だっ たころ は女デ カだっ たんだ ろ︒
こんな 変態が 街の 治安を 守って たな んて笑 えるな ︒汚ね え汁 垂
れ流す ガバ ガバマ ○コの 女デ カか︒ 銃は撃 つより ぶっ 込まれ る

ぶっと いマグ ナム で犯

ほうが 好きな んだ ろ︑こ の汚ね ぇ穴に よぉッ ！﹂
﹁ひ ひひひ ひぃ ぃぃぃ っ︑そ うで す！
して 欲しい の！﹂
﹁ 職場の 男ども のチン ポばっ かり見 てたん だろ﹂
﹁ そうで す︑ 同僚の チンポ ばっ かり見 てまし た︒あ ああ っ︑だ

この 肉触 手が一 番だろ ︑変 態

っ てだっ て欲し くて欲 しくて ぇぇぇ ぇン ！﹂
﹁今ま で何本 咥え てきた んだ？
メス豚 はただ のチン ポじゃ 満足で きない もんな ！﹂
﹁は い︑肉 触手サ イコ ーです ︑もっ ともっ と私 のオマ ○コめ ち
ゃく ちゃに 犯して ぇぇぇ ぇっ︑ ひぐぅ ぅぅぅ ぅぅッ ン！﹂

肉 触手 なしじ

陸に 上げ られた 鮮魚の ように 背中 を仰け 反らせ 何度 も跳ね 上
がる ︒
﹁ イキす ぐて もうわ かんな いよぉ ぉぉ ぉぉっ ！
ゃ もう生 きられ ないィ ィィツ ！﹂
大小合 わせる ともう 何度 絶頂を 迎えた かわ からな い︒時 間も
場所も 感覚 があや ふやに なり︑ 肉体 を嬲ら れ貪ら れ︑ ヒトで は
なく 玩具と して扱 われ︑ もう すでに 多くの モノ を失っ てしま っ
た︒
絶望 的な 状況だ からこ そ︒そ れを 忘却す るため に︑な おさ ら
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快 楽に身 を委ね 精神を 蝕ませ るのだ ︒
﹁ もっ と︑も っと︑ もっと ⁝⁝ メス豚 の私を 苛めて くだ さいィ
ィ ィッ！ ﹂
﹁ブタ が人間 サマの 言葉を しゃべ ってん じゃね えよ！ ﹂
﹁ぶひ ぃぃぃ ︑ひぃ ぃぃっ ！﹂
豚の 声まで をして まで 自分を 貶める ケイ︒ 底な しの汚 泥に身
を沈 め堕ち てい く︒息 もでき ない ほど苦 しく死 んでし まい そう
だ︒
﹁ あああ あっ︑ この まま殺 してく ださぁ ぁぁ い︑気 持ちよ くて
気 持ちよ くて絶 頂を迎 えたま ま死ん でしま いたい ッ！﹂
喘 ぎ︑叫 び続け た声は 嗄れて いる︒
デブ子 が冷た い眼で 嗤った ︒
﹁そう だな︑ そろそ ろ飽き たしお まえも コロシ テヤル ﹂
森で 見つか ったこ れまで の被 害者︒ 直接的 な死 因は餓 死だっ
た︒ だが︑ 彼女た ちを殺 した本 当のモ ノはな んだっ たのか ？
憎悪 と嫉妬 ︒
止 めと言 わんば かりの 大量 の肉触 手がデ ブ子 の躰か ら蠢き 伸

ンも ぉっ︑ だめぇ

び る︒む ちむ ちした ケイの 太腿 に絡み つき︑ 乳房を 逼め 上げ︑
股 間の割 れ目を 這う︒
﹁ンあ あぁっ ︑全 身が性 感帯に なって る！
ぇぇっ ン！﹂
ドピュ ︑ドピ ュッ！
乳腺 に残っ ていた 残り汁 が噴か れた︒
いろ んな 液体が 混ざり 合った もの で全身 をグチ ョグチ ョに さ
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れ ︑妖し く光る 肌が一 気に総 毛立っ た︒
﹁ あああ あっ︑ また︑ イクイ クイク ーーー ッ一﹂
ビ シャァ ァァァ ァアア ッ
股間か ら噴き 上がっ た潮︒
肉触手 の束 の一本 一本が うめ り狂い ながら ピスト ン運 動を責
め立て る︒
止め どなく 流し た愛液 は枯れ ること を知 らず︑ シーツ にで き
た大 きな染 みがケ イの尻 や背中 を冷や す︒
触 手はそ の長さ や太さ を変え ︑さら なる穴 を求め た︒
﹁ ンぐッ ﹂
半 開きに なって いたケ イの口 にふっ とい 肉触手 が突っ 込まれ ︑
のどの 奥でピ ストン 運動を はじめ た︒
﹁ウェ ェェェ ェッ！ ﹂
嗚咽 が漏れ 胃が込 み上げ ︑の どの奥 からは 粘っ こい唾 液があ
ふれ ︑肉触 手と唇 の隙間 からど ぶどぶ とこぼ れた︒
さら に触 手は穴 を求め ︑すで に多 くの肉 触手が 集結 する股 間
に迫 った︒
肉 触手の 束か ら頭一 つ飛び 出た細 い触 手︒爪 楊枝く らいの 太
さ のそ れは︑ 女の股 間に 開いて いる最 後の穴 に突 き刺さ った︒
﹁ヒィ ィィィ ッ一﹂
涙を目 頭に滲 ませケ イは顎 を突き 上げ悲 鳴をあ げた︒
肉触手 が侵入 したの は尿道 だ︒
性行 為の中 でもか なり難 易度が 高い︒ 病院の カテー テルで も︑
下手 な医 師や看 護師に 管を挿 入さ れると ︑血な どが 出るこ とも
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あ る︒
し かし︑ この 肉触手 は十分 な潤 滑剤と なるヌ メリ気 と︑ 肉で
あ ると いう柔 らかさ を備 え︒す るする と麺を すす るよう に尿道
の奥に 吸いこ まれて いく︒
﹁ンヒ ヒヒヒ ィィィ ︑ンぐ ︑ング グググ グ！﹂
口を塞 がれて いる ケイが なにか を必死 に訴え ている ︒
排泄 のため にあ る器官 は︑本 来であ れば それ以 上でも それ 以
下で もな い︒排 泄器か 生殖 器かと いう問 いはペ ニス だけに 与え
ら れたテ ーマだ ︒ア ナルに はケツ マ○コ とい う言葉 があり ︑古
代 から性 交に 用いら れてき た歴 史こそ あり︒ 人間以 外の 動物も
雄 同士 でアナ ルセッ クス をする という ことが 自然 界にも 存在す
るが︑ 尿道は 尿を排 泄する 器官で しかな い︒
﹁ング グググ グ︑ふ んぐー っ︑ン グンゥ ゥゥゥ ゥ！﹂
顔をイ ヤイヤ とヨコ に不利 なが らケイ は泣き 叫んだ ︒
漏れ 出す声 ︑瞳か ら流れ る涙︑ 尻の下 がった 眉︒
しか し︑ケ イは至 福の笑 み浮か べてい た︒
陶酔 ︒
嫌 がって いる のに無 理やり 責めら れて いると いうシ チュエ ー
シ ョン ︒悲劇 のヒロ イン に身を 落とし た自分 に堪 まらな く興奮
するの だ︒
﹁ンぐ ぐぐぐ ンンぅ ン！﹂
心の 底から 嫌がり 許しを 請う ように 叫ぶ︒ それ は嘘偽 りのな
いこ とだが ︑両 立して この状 況に陶 酔す るもう ひとり の自分 が
いる ︒決 して演 技で喘 ぎ叫ん でい るので はなく ︑い わば演 出な
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の だ︒
尿 道をナ ニかが 逆流し てくる 感覚︒ 差し込 まれた 肉触手 から︑
ま た体内 に不気 味なナ ニカ が流し 込まれ ている のだ︒
膀胱が ジンジ ンとし てきた ︒
張り詰 めた 膀胱を 肉壁越 しに ナカか ら刺激 してく る︒ 膣道で
暴れ 回る肉 触手の 突き や振動 が︑パ ンパン の膀 胱を殴 るよう に
攻撃 してく るのだ ︒
膀胱 から 鈍痛が する︒ 痛み と痺れ の混ざ ったよ うな 刺激が 波
紋 のよう に躰の 内に広 がる︒
ぬ ぷっ︑ ぬぷっ ︒
ミ ミズ のよう な肉触 手が 尿道口 を這入 ったり 出た りして 躍っ
ている ︒肉触 手と 尿道口 の隙間 からじ ゅぷ っじゅ ぷっと 黄ば ん
だ液体 が漏 れ出す ︒もう とっ くに限 界だっ た︒膀 胱は 爆発し そ
うで︑ 肉触手 のフタ がなけ れば 噴火し ている ︒
﹁ン ンンっ ︑ヌグ ググ︑ ヌググ グング ングー ッ！﹂
ケイ は脂 汗を垂 らしな がら ︑両手 でシー ツを鷲 掴み にした ︒
膀胱 の鈍痛 は差 すよう な痛み に変わ ってい た︒
今 は苦し く痛い ︒
が ︑ケイ の心は その先 に思い を馳せ てしま う︒
︱︱嗚 呼︑こ こで出 したら どんな に気持 ちいい だろう か︒
もうす でに 放尿は させら れてい る︒ だが︑ それは もとも と溜
まっ ていた ものを 膣圧で 勢い よく噴 き出し たに すぎな い︒今 は
強制 的に肉 触手 カテー テルで ︑膀胱 が爆 発しそ うなほ どの得 体
の知 れない ナニか を注入 されて いる︒
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デ ブ子の 躰は今 やケイ よりも 小さく なって いた︒
﹁ グゲゲ ゲゲッ ︑コロ ス︑コ ロス︑ コロス ！﹂
肉 触手 がさら にケイ の躰 に這入 ってく る︒口 だけ でなく 鼻の
中も犯 され︑ もう本 当に息 もでき ない︒
酸欠で 頭が真 っ白に なって きた︒
霞む 視界の 中でケ イは さらに 自分の 腹が膨 れて いるの が見え
た︒
手足 の先が 痺れて 動かな い︒
そ れなの に下半 身は電 流を流 された ように 跳ねて しまう ︒
デ ブ子の 躰は 一本の 肉触手 となり ︑ほ かの触 手を掻 き分 け膣
口 にぶち 込まれ ︑デブ 子がす べてが ケイ の体内 に這入 った︒
﹁ンぐ ぐぐぐ ンンぅ ン！﹂
ケイの 意識が 一瞬鮮 明にな った︒
腕ほど もある 肉触手 が膣道 を通 り奥に 突き進 んでく る︒
﹁ン ッ！﹂
子宮 が激し く持ち 上げら れ︑下 腹部が ぼこり と膨ら んだ︒
その 瞬間︑ 膀胱 がつい に噴火 した︒
ビ ッ︑ジ ャァ ァァァ ァァァ ︑ビシ ャシ ャ︑ビ シャシ ャ︑ビ ジ
ャ ジャジ ャジャ ジャァ ァァァ ！
仰け反 ったケ イ︒
﹁ング ーーー ーーー ーッ！ ﹂
激しく 昇天し ながら ︑口と 鼻から 薄ピン クの ゲルを 吐く︒
﹁グ ェェェ ェッ！ ﹂
口を 解放さ れたケ イは必 死に息 をしよ うとす る︒
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﹁ ヒィイ イィ︑ ふひぃ っ︑ひ ふーっ ！﹂
だ が︑快 感で声 と息が 吐き出 されて しまい 息がま まなら ない︒
﹁ ヒィィ ィィィ イッ︑ キモ チヒヒ ヒヒヒ ィィィ ！﹂
白眼を 剥きな がらケ イは笑 ってい た︒
ドブド ブドブ ⁝⁝
全身 を震わ せるケ イの 股から 汚泥の ように 漏れ てくる ゲル︒
ケツ 穴に溜 まって いた肉 触手の 溶けた モノが 吐き出 されて いた︒
さら に乳首 からも ビュッ ビュッ と噴き 出てい る︒
穴 という 穴から 肉汁を 噴き出 し快感 に狂い アヘ顔 を晒す ケイ︒
﹁ ひぐぅ ⁝⁝イ イイイ イッ︑ グーー ーーッ ！﹂
ケ イの 首がが くんと 後ろ に折れ ︑舌が 犬のよ うに だらん と垂
れた︒
そして ︑最後 の穴か ら噴き 出す︒
﹁し︑ きゅう ううう ううが ぁぁ ぁぁぁ ぁ！﹂
意識 を失っ ていた ケイが 再び覚 醒して 叫んだ ︒
拡張 され 見るも 無惨だ った膣 口か らバケ ツをひ っく り返し た
よう に肉汁 がぶ ちまけ れる︒
ド ジ ャ ブ ブブ ブ ブ ブ ブ︑ ジ ャ ジ ャ ジャ ジ ャ ッァ ァ ァ ァ ァァ
ツ ！！
快感の 荒波の 中でケ イは意 識を失 う瞬間 に目の 当たり にした ︒
股間か ら噴き 出す肉 汁と共 に生ま れてく るナニ かを⁝ ⁝︒
﹁ヒィ ィィィ ィィィ ィィッ ィッ！ ﹂
快感 と恐怖 でケイ の意識 は完全 に途切 れた︒
それ でも なお躰 は快感 で震え ︑ガ グガグ と全身 を跳ね 上が ら
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せ る︒
そ して︑ 生まれ 出でよ うとし ていた ︒
ケ イの股 間から 腕が飛 び出 した︒
肉汁を たっぷ りと 肌にこ びりつ かせた 腕が ︑這う ように シー
ツを鷲 掴みに して︑ さらに もう片 方の腕 も膣口 から飛 び出し た︒
ゴボッ ！
さら に頭が 生えた ！
顔だ ︒デ ブ子の 顔が嗤 って いる︒ ケイの 胎内か らデ ブ子が 出
産 されて いるの だ︒
ケ イの躰 から 排出さ れたデ ブ子は まだ スライ ムのよ うな 形状
だ った が︑ベ ッドが 沈む につれ てその 形を元 の太 った女 の姿に
変えて いった ︒
ガンッ ！
ドアか ら物音 が聞こ えデブ 子は 振り返 った︒

︽１ ５︾

タ クシ ーを飛 ばして ラブホ テル に辿り 着くと ︑見 覚えの ある
ミニバ ンがま だ停ま ってい た︒
カーフ ィル ムが窓 には貼 られて いる ので︑ 華艶は フロン トガ
ラスか ら車内 を覗き 込んだ ︒
﹁や っぱい ないみ たい﹂
と︑ 柏に 顔を向 けた︒ すると すで に柏は ホテル 内に入 ろう と
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し てる最 中だっ た︒
﹁ ちょっ ︑危な いから ひとり で行か ないで ！﹂
慌 てて華 艶はあ とを追 った ︒
辺りを キョロ キョ ロと物 珍しそ うに華 艶は 首を動 かしな がら
見た︒ 個々の 部屋の 写真が 一覧に なって 壁に飾 られて いる︒
﹁ラブ ホとか はじ めて入 った﹂
﹁常 連そう なのに ねえ﹂
﹁ひ とを 見た目 で判断 しな いでく ださい ︒じつ はガ ード固 いで
す から﹂
﹁ 彼氏が できな いだけ じゃな いかい ？﹂
﹁ うっ⁝ ⁝﹂
碧流が 浚われ たか もしれ ないと いうの に︑ 二人は 緊迫感 のな

ひとと 会いた くない じゃん ﹂

い会話 をしな がら廊 下を進 み︑フ ロント までや ってき た︒
﹁自動 精算と かじゃ ないの ？
﹁古 そうな ホテル だから ねえ﹂
受付 けに はひと がいな かった ︒呼 び鈴を 鳴らし ても 出てく る
よ うすは ない︒ 二人 はこの 壁を隔 てた向 こう の部屋 でなに が起
き ている のか知 らない ︒
廊 下を 歩きフ ロント の裏の 部屋 に続く ドアを 見つ けた︒ ドア
は開い たまま だった ︒
華艶は こちら に来よ うとし た柏を 手を出 して静 止させ た︒
﹁オバ チャン が死ん でるっ ぽいか ら来な い方 がいい ﹂
部屋 の中に 入って 簡単に 辺りを 見回す ︒
碧流 はい ない︒ 脳漿を 噴いて 血を 流して 死んで いるオ バチ ャ
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ン ︒その 位置関 係から は不自 然な血 痕があ った︒
﹁ 碧流が いたよ ！﹂
廊 下から 声がし た︒
走って 駆けつ ける と︑地 下駐車 場へ続 く階 段の下 に柏に 抱き
かかえ られる 碧流の 姿があ った︒
﹁浚 われる し︑電 気シ ョック で死に そうに なる し︑縛 られた ま
ま階 段から 落ちる し︑お しっこ 漏らす しサイ テー！ ﹂
叫ん だ碧流 を華艶 は白い 眼で見 た︒
﹁ おしっ こ漏ら したの ？﹂
カ ァッと 碧流は 顔を赤 くして 頬を膨 らませ た︒
﹁ そこ 気ぃ使 うとこ じゃ ん︑漏 らした くて漏 らし たわけ じゃな
いし︑ 恥ずか しく 死にそ うだし ︑パン ツぐ しょぐ しょで キモ チ
悪いし ︑もっ と優し く接し てよ！ ﹂
﹁ はい は い ︑ そ れだ け 元 気 なら だ い じ ょぶ で し ょ ︒で ︑ 犯 人
は？ ﹂
﹁目 隠し されて てよく わか んない けど︑ 犯人は デブ 女で︑ 女デ
カ が連れ 去られ たっ ぽい︒ 犯人女 デカか ら銃 奪った から気 をつ
け て﹂
﹁ どこ行 ったか わかる ？﹂
﹁とり あえず ここに は来て ないよ ﹂
﹁お婆 ちゃん ︑碧流 は任せ たから ！﹂
華艶は 階段を 駆け上 って来 た道を 引き返 す︒
地下 駐車場 に来て ない とした ら︑別 の道 から外 に向か ったの
が普 通だろ う︒
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し かし︑ 華艶は すでに 気にな るもの を見つ けてい た︒
フ ロント のドア の前に 血痕が あった ︒そこ から辿 ってい くと︑
廊 下に も点々 と血痕 が残 ってい た︒そ の続く 道は 入り口 ではな
くホテ ルの奥 だ︒
血痕を 辿って ドアに 前まで 来た︒
呼吸 を整え て︑心 で一 ︑二︑ 三︑数 えて部 屋に 乗り込 んだ︒
﹁あ あああ ああぁ ぁぁン ！﹂
甲高 い女の 絶叫︒
︱ ︱部屋 を間違 えた︒
オ ッサン と学 生服の 女がヤ ッてい る最 中だっ た︒と りあ えず
コ スプレ だとい うこと 祈ろう ︒
夢中に なって いる 二人は 華艶に は気づ いて いない ︒そっ とド
アを閉 めて︑ 何事も なかっ たこと にした ︒
気を 取り直 して向 いの部 屋の ドアの 前に立 つ︒ よくよ く床を
見る と︑小 さな血 痕がこ ちら側 にあっ た︒
﹁今 度は正 解であ ります よーに ﹂
さき ほどの 反省 から控 えめに ドアを 開けた ︒
中 のよう すを覗 き見て 確信を 得た︒
﹁ おまえ かデブ 女って ！﹂
叫びな がら華 艶は部 屋に乗 り込む ︒
このデ ブで 間違い ないだ ろう︒ ベッ ドには このデ ブ子と ︑ぐ
った りとす るケイ の姿︒ それ を確認 して︑ 華艶 はデブ 子に飛 び
かか った︒
が︑ 目の前 に立ち はだか るグロ ーブの ような 手︒
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﹁ うっ！ ﹂
な んと 片手で 軽々と 首を鷲 掴み にされ てしま った︒ しか も︑
飛 びか かった 勢いの まま 首を掴 まれた ため︑ 張り 手をの どに喰
らった ような 衝撃で ︑息が 止まっ て死に かけた ︒
太い指 が華 艶の細 い首に めり 込む︒ 首を絞 められ ると いうよ
り︑の どを潰 され そうだ ︒
﹁ん ⁝⁝う うっ⁝ ⁝﹂
息が できな い︒
華 艶は片 足を振 り上げ た︒
回 し蹴り だ！
思 いっ きりデ ブ子の 首に 入った ︒が︑ 手応え がな い︒肉 の装
甲は鋼 より厄 介かも しれな い︒
ただの 人間相 手には 使いた くない が仕方 あるま い︒
華艶 は首を 絞める デブ子 の手 を両手 で包み 込み 炎を生 み出し
た︒
﹁ぎ ゃああ あああ あっ！ ﹂
叫び 声をあ げな がらデ ブ子は 手を離 した︒
肉 の焼け る香ば しい匂 い︒
焼 けただ れた手 を見つ めなが らデブ 子は絶 叫する ︒
﹁殺す ううう ううう ううっ ！！﹂
デブ子 の肉 が波打 った︒ 揺れた なん て生や さしい 動き方 では
ない︒ 肉が生 きてい るよう だ︒
華艶 は目を 丸くし た︒
﹁も しかし て⁝⁝ ﹂
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嫌 な予感 がする ︒
デ ブ子 の姿が 醜く変 形して いく ︒ブク ブクと 膨れ上 がっ て︑
服 が弾 け飛ぶ ように 破れ ︑まさ に肉塊 と化し た︒ 人間と は言え
ない姿 ︒
﹁コロ スゥゥ ゥゥ！ ﹂
地獄の 底か響 いて くるよ うな声 ︒
華艶 はふっ と笑っ た︒
そ れ と も は じめ か ら 人間 じ ゃ な かっ た と

ま あどっ ちでも いいけ ど︒こ のほう がヤリ やすい し﹂

﹁ 憑 か れて ん の ？
か？
も はや手 加減の 必要な し︒
炎 を宿す 華艶の 力︒
﹁喰ら え︑炎 翔破！ ﹂
燃えさ かる業 火の玉 が巨大 な肉塊 に直撃 した︒
﹁ギゲ ェェェ ェェェ ェ！﹂
不気 味な叫 び声︒
炎を 受け た肉は 水風船 のよう に膨 れ上が って︑ 一気 に割れ て
弾け 飛んだ ︒
脂 肪が部 屋中に 散乱す る︒
﹁ グロイ ﹂
呟いた 華艶は 選択を 迫られ ていた ︒
﹁やっ ぱり逃 げちゃ おうか なぁ﹂
チラッ とケイ を見る ︒
そし て︑肉 モンス ターを 見る︒
一発 目の 炎翔破 はノリ で撃っ てし まった が︑よ くよく 考え る
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と ここは 室内な のだ ︒よく 燃えそ うな フカフ カのマ ットや シー
ツ がある ︒
﹁ 目的の 碧流は 助けた わけ だし⁝ ⁝﹂
が︑肉 モンス ターは 華艶を 逃がす 気など ない︒

えん し よう は

変形す る肉塊 から触 手のよ うな肉 の鞭が 伸びて きた︒
﹁炎翔 破！﹂
炎を 打ち込 みな がら華 艶は床 に飛び 込む ように して肉 の鞭 を
躱し た︒
つ もりだ ったの だが ︑着地 した床 のよう すが 可笑し い︒ブ ヨ
ブ ヨとし ている のだ︒
﹁ ヤバッ ！﹂
肉の絨 毯︒
部屋中 に広 がり続 けてい た肉塊 は︑ 壁や床 や天井 に成 り代わ
ってい たのだ ︒
気が つけば ここは 肉の部 屋︒
蠢く 肉色 の部屋 に華艶 とケイ は取 り込ま れてい た︒ 出口は す
でに 肉で塞 がれ ている ︒
華 艶の足 下か らエノ キのよ うな肉 触手 が次々 と生え てき た︒
﹁ キモイ ！﹂
足をば たつか せて避 けよ うとす るが︑ 避け る場所 なんて ここ
にはな い︒ 足場は すべて 肉モン スタ ーの身 体の上 だ︒ いや︑ 中
だ︒
華艶 の両脚 は肉に 包ま れ︑さ らに全 身を 包み込 もうと 這い上
がっ てくる ︒
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ち ゅるち ゅると いや らしく 伸びて くる肉 触手 が︑華 艶の太 も
も を這い ながら 股間に まで魔 の手を 伸す︒
シ ョーツ の上か ら割れ 目が なぞら れた︒
舐める ように 肉が 華艶の 身体を 包んで いく ︒服の 中に侵 入し
て︑ブ ラジ ャーの 中やシ ョー ツの中 にまで 侵入し て来 ようと す
る︒ま るで濡 れた 舌で肌 を舐め られて いるよ うな感 触︒
しか し︑華 艶はま ったく 動じて いなか った︒
﹁な んか触 手陵辱パ ターンに なりそ うだけど ⁝⁝残念 でし
た ！﹂
炎 が渦巻 く︒
全 身を燃 え上が らせる 華艶︒
香ばし い匂い ︒

喰らえ 爆烈火 ！﹂

肉が華 艶から 這うよ うに逃 げてい く︒
﹁今夜 は焼き 肉パー ティに 決め た！
全身 から炎 の塊を いくつ も放出 させる ︒

炎翔 破！﹂

焼け ただ れる肉 床や肉 天井や 肉壁 ︒部屋 を覆っ てい た肉が 這

炎 翔破！

いな がら逃 げて いく︒
﹁ 炎翔破 ！

右 へ左へ 天井へ ︑華艶 は炎を 撃ちま くった ︒
けたた ましい 警報と 共に 天井の スプリ ンク ラーが 水を噴 きだ
した︒
それで も構わ ず華艶 は炎を 撃ちま くる︒
﹁炎 翔破！ ﹂
いつ の間 にか部 屋を覆 ってい た肉 が一ヶ 所に集 まっ ていた ︒

179 あば らの 君

部 屋の隅 で震え ている ︒
﹁ そこが 核かっ ！﹂

ぐ れ んし よ う

華 艶は床 を蹴っ て駆け ︑肉 塊に殴 りかか った︒
﹁紅蓮 掌！﹂
肉の中 に華艶 の手が 腕ごと めり込 んだ︒
そして ︑地獄 の業 火が肉 を内部 から焼 き尽く す︒
﹁キ ェェェ ェェェ ッ！！ ﹂
スプ リンク ラーの 雨が降 る︒
全 裸の肉 体を濡 らしな がら華 艶がつ ぶやく ︒
﹁ ⁝⁝服 ﹂
う っかり 燃やし てしま った︒

退屈な 授業 が終わ り︑帰 ろうと 碧流 と校門 を出る と︑ 見覚え
のある 女が待 ってい た︒
華艶 はとり あえ ず見て ないフ リをし て︑ 通り過 ぎよう したの
だが ︑近づ いてき ながら 声をか けてき た︒
﹁待 って話 があ るから ﹂
華 艶はシ カトし た︒
﹁ ねぇ碧 流ぅ︑ 今日は どこ遊 びにい こうか ！﹂
声のト ーンが いつも と違う ︒ギャ ルっぽ い︒
﹁待ち なさい って﹂
呼び 止めら れなが ら服を 掴ま れてし まった ︒も う立ち 止まる
しか ない︒
﹁刑 事さん がただ の女子 高生に なんの ようで すかぁ ？﹂
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﹁ ただの ねぇ〜 ﹂
訝 しげ な顔を したケ イ︒も うい ろいろ と調べ はつい てい る︒
﹁ とある 薬の売 人のケ ータ イから ︑あな た︑そ れから あなた も︑
あなた たち二 人の ケータ イアド レス および 着信記 録が出 てき た
のだけ れど？ ﹂
華艶と 碧流を 順番 に見つ めた︒
ドキ ッとし た顔 でたじ ろぐ碧 流とは 対照 的に︑ 華艶は 素知 ら
ぬ顔 をして いる︒
﹁ なんの ことは よく わかり ませ〜 ん︒て ゆか ︑刑事 さん一 課の
デ カです よね ぇ︑麻 薬の調 査な んて二 課の仕 事じゃ ない んです
か ぁ〜？ ﹂
よくわ かって いる発 言だ︒

それと もう ひとつ ︑ラブ ホテル の火 災の容 疑者が 捕

﹁犯罪 には 変わり ないの だか ら︑刑 事が取 り締ま るの は当然 で
しょ う？

まっ ていな くて ︑損害 賠償も 発生し てい てホテ ルのオ ーナ ーは

あん なの あたし のせい じゃな いじ ゃん︒ てゆか さ︑

民事 で訴え る気満 々みた いだけ れど﹂
﹁ はぁ？

刑 事さん 気絶 してた みたい だけど ︑助 けたの あたし なん だから
ね ！﹂
﹁やは りそう なのね ﹂
﹁⁝⁝ あ﹂
認めて しまっ た︒
口を あんぐ り開け たま ま固ま る華艶 を見 てケイ は無邪 気に笑
った ︒
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﹁ ウソウ ソ︑立 件す る気な んてな いか ら︒ラ ブホも こっち で賠
償 するか ら大丈 夫﹂
﹁ ⁝⁝泥 棒のは じまり ﹂
︱︱嘘 つきは ︒
完全に 信用 できな い奴っ て目 つきで 華艶は ケイを 細い 眼で見
た︒
﹁で ︑だっ たらな んのよ ーです か？﹂
﹁助 けて くれた お礼を 言っ ておこ うと思 って︒ あり がとう ︑モ
グ リのト ラブル シュー ターさ ん﹂
﹁ イヤミ な言い 方に聞 こえる んです ケド﹂
﹁ だっ てＴＳ 嫌いだ から ︒いつ もあい つら現 場を 荒らし て︑捜
査も混 乱させ られる し﹂
笑いな がら言 った︒
そのま まケイ は言葉 を続け る︒
﹁で も︑あ なた のこと は好き かな︒ だか らお礼 ついで に捜 査状
況を 教えて あげよ うと思 って﹂
ケイ はケー タイ で写真 を見せ た︒
小 学生高 学年 くらい の少女 が写っ てい た︒夏 に撮っ た写真 だ
ろ うか ︑川辺 でＴシ ャツ にホッ トパン ツ姿︒ そこ から覗 く腕や
足は折 れてし まいそ うなほ どか細 かった ︒
﹁だれ これ？ ﹂
首を傾 げなが ら華艶 は尋ね た︒
﹁名 前は明 かせ ないけ れど︑ 内山田 が子 供だっ たころ の知り 合
い﹂
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次 の写真 を見せ た︒
今 度はセ ーラ ー服を 着た少 女だ ︒控え めに見 ても︑ 病的 なほ
ど 太って いる︒ そして ︑こ の顔は まさに 彼女だ った︒
﹁あの デブ女 じゃん ﹂
﹁同一 人物﹂
﹁えっ ？﹂
﹁過 食症で 太って しまっ たので すって ﹂
﹁マ ジで︑ さっき のと？ ﹂
こ こ数秒 ︑華艶 は考え 込んだ ︒
な にかが 可笑し い︒
﹁ 年齢合 わなく ない？ ﹂
内山田 が子供 のころ の知り 合いな ら︑も っと年 が上の ハズだ ︒
セーラ ー服 の姿と ︑実際 に見 たデブ 子は年 齢が変 わっ ていな い
ように 見える ︒
﹁十 年以上 前に 事故死 した⁝ ⁝事故 死と いうこ とにな って いる
けれ ど⁝⁝ ﹂
﹁ あぁ︑ 事故死 で処 理され ちゃう パター ンね ︒自殺 だった んで
し ょ？﹂
﹁ ええ︑ おそら くは﹂
﹁原因 は？﹂
﹁そこ まで はまだ わかっ ていな いけ れど︑ 事故で 片付 いた事 件
だから 再調査 はされ ないと 思う﹂
﹁亡 霊か怪 物か ︑なん になっ たのか わか らない けど︑ 死んで も
デブ 夫が 好きだ ったわ けね︒ でも さ︑な んか聞 いた 話だと デブ
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夫 はデブ 子のこ と好き じゃな かった んでし ょう？ ﹂
ケ イは写 真を一 枚目に 戻し︑
﹁ ここ﹂
と︑背 景を指 差す︒
小さい が丸 々と写 ってい る︒ 少女を 遠くか ら見つ める デブの
少年の 姿︒
﹁ふ 〜ん﹂
簡単 に呟い てから 華艶は 背を向 けた︒
何 事もな かった ように 碧流と 歩き出 す︒
﹁ 改装中 だった カフェ が今日 新装開 店だっ て︑行 く？﹂
﹁ あそこ のケー キマジ うまい よね！ ﹂
﹁ケー タイク ーポン で一〇 パーセ ント引 きだっ て﹂
﹁行く 行く早 くレッ ツゴー ！﹂

ほ む ら

二人の 女子高 生の背 中を見 つめ ながら ケイは つぶや く︒

完

﹁火 斑華艶 か⁝⁝ ﹂
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