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■ＥＰ１ 真相解明読本(インタビュー抜粋) 

『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』ってってってって一見攻撃的一見攻撃的一見攻撃的一見攻撃的でででで挑戦的挑戦的挑戦的挑戦的なななな作品作品作品作品だけどだけどだけどだけど、、、、システムシステムシステムシステムをををを冷静冷静冷静冷静にににに考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると随分親切随分親切随分親切随分親切なななな作品作品作品作品なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。凄凄凄凄いいいい丁寧丁寧丁寧丁寧にににに「「「「ここをここをここをここを遊遊遊遊ぶぶぶぶ作品作品作品作品」「」「」「」「ここをここをここをここを疑疑疑疑うううう作品作品作品作品ですですですです」」」」っっっっ

てててて教教教教えてくれているんですえてくれているんですえてくれているんですえてくれているんです。。。。    

    

２２２２作目作目作目作目をををを作作作作るときはるときはるときはるときは、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが皆皆皆皆ジレンマジレンマジレンマジレンマにににに陥陥陥陥るとるとるとると思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。前作前作前作前作をををを模倣模倣模倣模倣してよくしてよくしてよくしてよく似似似似たたたた作品作品作品作品をををを作作作作るかるかるかるか、、、、前作前作前作前作とまったくとまったくとまったくとまったく比比比比べようのないべようのないべようのないべようのない道道道道へへへへ進進進進むかむかむかむか。。。。私私私私がががが考考考考えたのはえたのはえたのはえたのは、『、『、『、『ひひひひ

ぐらしぐらしぐらしぐらし』』』』とととと同同同同じようなじようなじようなじようなプレイスタイルプレイスタイルプレイスタイルプレイスタイルでででで、『、『、『、『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』とととと違違違違うううう世界観世界観世界観世界観でしたでしたでしたでした。「『。「『。「『。「『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』でできないことやろうでできないことやろうでできないことやろうでできないことやろう」」」」とととと考考考考えたえたえたえた時点時点時点時点でででで、『、『、『、『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』とととと違違違違うううう舞台舞台舞台舞台にすることはにすることはにすることはにすることは、、、、

はっきりとはっきりとはっきりとはっきりと決決決決めたんですよめたんですよめたんですよめたんですよ。。。。そのそのそのその時点時点時点時点でででで世界観世界観世界観世界観のののの設定設定設定設定をををを考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、安易安易安易安易ですけどですけどですけどですけど「『「『「『「『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』はははは和風和風和風和風だからだからだからだから、、、、今度今度今度今度はははは洋風洋風洋風洋風にしようにしようにしようにしよう」「」「」「」「((((舞台舞台舞台舞台はははは))))今今今今までまでまでまで山山山山だったんだからだったんだからだったんだからだったんだから、、、、

今度今度今度今度はははは島島島島にしようにしようにしようにしよう」」」」っていうっていうっていうっていう方向性方向性方向性方向性がががが決決決決まってきましたまってきましたまってきましたまってきました。「『。「『。「『。「『脱脱脱脱ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』をしたかったというわけではなくてをしたかったというわけではなくてをしたかったというわけではなくてをしたかったというわけではなくて、『、『、『、『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』とはとはとはとは別別別別なななな物語物語物語物語をををを描描描描きたかったのできたかったのできたかったのできたかったので、、、、必然的必然的必然的必然的にににに『『『『ひひひひ

ぐらしぐらしぐらしぐらし』』』』とはとはとはとは違違違違うものになっていったうものになっていったうものになっていったうものになっていった……………………というというというという感感感感じですじですじですじです。」。」。」。」    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』にはにはにはには、『、『、『、『地球防衛軍地球防衛軍地球防衛軍地球防衛軍』』』』ののののセリフセリフセリフセリフがががが入入入入っていますよねっていますよねっていますよねっていますよね((((笑笑笑笑))))。。。。    

それはそれはそれはそれは私私私私のののの悪悪悪悪いいいい癖癖癖癖でででで、、、、作品作品作品作品をををを執筆執筆執筆執筆してしてしてしているそのいるそのいるそのいるその瞬間瞬間瞬間瞬間ののののマイブームマイブームマイブームマイブームをこっそりをこっそりをこっそりをこっそりオマージュオマージュオマージュオマージュとしてとしてとしてとして文章文章文章文章にににに混混混混ぜてしまうんですよぜてしまうんですよぜてしまうんですよぜてしまうんですよ。。。。    

    

((((ＢＴＢＴＢＴＢＴ))))霧江霧江霧江霧江とととと明日夢明日夢明日夢明日夢がががが『『『『ラグナロクオンラインラグナロクオンラインラグナロクオンラインラグナロクオンライン』』』』ののののスキルスキルスキルスキルからからからから名名名名づけたっていうのはづけたっていうのはづけたっていうのはづけたっていうのは気気気気づきましたづきましたづきましたづきました？？？？    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))……………………ああああ、、、、そういうことだったのかそういうことだったのかそういうことだったのかそういうことだったのか！！！！((((納得納得納得納得))))    

そうそうそうそうそうそうそうそう。。。。だからだからだからだから霧江霧江霧江霧江がいるとがいるとがいるとがいると、、、、明日夢明日夢明日夢明日夢がががが消消消消えちゃうっていうえちゃうっていうえちゃうっていうえちゃうっていう((((笑笑笑笑))))。。。。    

※「キリエエレイソン」と「アスムプティオ」というスキルがあり、重ねがけをすると効果が上書きされてしまうそうです。 

    

今度今度今度今度のののの世界観世界観世界観世界観はははは江戸川乱歩江戸川乱歩江戸川乱歩江戸川乱歩にににに近近近近いですねいですねいですねいですね。。。。あとはあとはあとはあとは、、、、横溝正史横溝正史横溝正史横溝正史のののの『『『『犬神家犬神家犬神家犬神家のののの一族一族一族一族』』』』とかとかとかとか。『。『。『。『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』はははは、、、、ミステリミステリミステリミステリーーーーがががが好好好好きなきなきなきな人人人人ほどほどほどほど「「「「ああああ、、、、あれはあれはあれはあれは○○○○○○○○ののののオマージュオマージュオマージュオマージュだなだなだなだな」」」」っっっっ

ててててニヤニヤニヤニヤニヤニヤニヤニヤしてもらえるしてもらえるしてもらえるしてもらえる要素要素要素要素がががが散散散散りばめてあるんですよりばめてあるんですよりばめてあるんですよりばめてあるんですよ。。。。    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))トリックトリックトリックトリックにににに関関関関してもそうですかしてもそうですかしてもそうですかしてもそうですか？？？？    

そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。アガサアガサアガサアガサ・・・・クリスティクリスティクリスティクリスティのののの『『『『そしてそしてそしてそして誰誰誰誰もいなくなったもいなくなったもいなくなったもいなくなった』』』』などをなどをなどをなどを雰囲気的雰囲気的雰囲気的雰囲気的なななな参考参考参考参考にしていますにしていますにしていますにしています。。。。    

    

実実実実はははは最初最初最初最初、、、、夏妃夏妃夏妃夏妃ははははベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェのつもりでのつもりでのつもりでのつもりで描描描描いていたんですいていたんですいていたんですいていたんです。。。。でもでもでもでも描描描描いてみたらいてみたらいてみたらいてみたら、、、、どうもどうもどうもどうもベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェのののの顔顔顔顔じゃないじゃないじゃないじゃない。。。。血血血血のののの通通通通ったったったった人間人間人間人間のののの顔顔顔顔をしているのでをしているのでをしているのでをしているので、、、、じゃあじゃあじゃあじゃあ朱志朱志朱志朱志

香香香香のののの母親母親母親母親かなかなかなかな、、、、とととと。。。。それからもうそれからもうそれからもうそれからもう一度一度一度一度ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェをををを描描描描きききき直直直直したらしたらしたらしたら意地悪意地悪意地悪意地悪そうなそうなそうなそうな顔顔顔顔ができあがったのでができあがったのでができあがったのでができあがったので、「、「、「、「ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェははははこっちだなこっちだなこっちだなこっちだな」」」」とととと確信確信確信確信しましたしましたしましたしました((((笑笑笑笑))))。。。。    

    

私私私私はははは「「「「木木木木をををを隠隠隠隠すにはすにはすにはすには森森森森のののの中中中中」」」」というのがというのがというのがというのが大得意大得意大得意大得意なのでなのでなのでなので、、、、一番隠一番隠一番隠一番隠したいしたいしたいしたい情報情報情報情報があるときにはがあるときにはがあるときにはがあるときには、、、、他他他他にににに疑疑疑疑わしきものをもっとわしきものをもっとわしきものをもっとわしきものをもっと用意用意用意用意しますがしますがしますがしますが。。。。    

 

■ＥＰ２ 真相解明読本(インタビュー抜粋) 

『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』ははははユーザーユーザーユーザーユーザーのののの心心心心のののの拠拠拠拠りりりり所所所所をををを冷静冷静冷静冷静ににににサーチサーチサーチサーチしてしてしてして、、、、そこをそこをそこをそこを切切切切りりりり崩崩崩崩すようなすようなすようなすような作品作品作品作品なんですなんですなんですなんです。『。『。『。『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』はははは虚飾虚飾虚飾虚飾にににに彩彩彩彩られたられたられたられた世界世界世界世界なのでなのでなのでなので、、、、ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーのののの一面一面一面一面もあればもあればもあればもあれば

アンチファンタジーアンチファンタジーアンチファンタジーアンチファンタジーのののの一面一面一面一面もあるもあるもあるもある。。。。ミステリーミステリーミステリーミステリーもあればもあればもあればもあれば、、、、アンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーのののの一面一面一面一面もあるもあるもあるもある。。。。赤文字赤文字赤文字赤文字システムシステムシステムシステムははははアンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーなんですなんですなんですなんです。。。。    

    

『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ２２２２』』』』のののの段階段階段階段階でででで結論結論結論結論をををを求求求求められたりめられたりめられたりめられたり、、、、評価評価評価評価をををを決定決定決定決定されるのはされるのはされるのはされるのは少少少少しししし困困困困りますねりますねりますねりますね。『。『。『。『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』でででで言言言言えばえばえばえば、『、『、『、『綿流綿流綿流綿流しししし編編編編』』』』のののの時点時点時点時点でででで全全全全てをてをてをてを語語語語られるようなものじゃないですかられるようなものじゃないですかられるようなものじゃないですかられるようなものじゃないですか。。。。

『『『『綿流綿流綿流綿流しししし編編編編』』』』のののの真骨頂真骨頂真骨頂真骨頂はははは、『、『、『、『目明目明目明目明しししし編編編編』』』』をををを読読読読んでんでんでんで決決決決まるんですよまるんですよまるんですよまるんですよ。。。。だったらだったらだったらだったら１１１１話話話話ずつじゃなくてまとめてずつじゃなくてまとめてずつじゃなくてまとめてずつじゃなくてまとめて出出出出せばせばせばせば良良良良いかとなるといかとなるといかとなるといかとなると、、、、４４４４年年年年にににに１１１１本本本本ののののリリースペースリリースペースリリースペースリリースペースになってしまになってしまになってしまになってしま

うわけでうわけでうわけでうわけで。。。。どれだけのどれだけのどれだけのどれだけの大作大作大作大作なんだとなんだとなんだとなんだと((((笑笑笑笑))))。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))反応反応反応反応とととと言言言言えばえばえばえば、、、、つるぺったんがつるぺったんがつるぺったんがつるぺったんが出出出出てきますねてきますねてきますねてきますね((((笑笑笑笑))))。。。。竜騎士竜騎士竜騎士竜騎士０７０７０７０７さんからさんからさんからさんからSilver ForestSilver ForestSilver ForestSilver Forestさんにさんにさんにさんにオファーオファーオファーオファーをしたんですかをしたんですかをしたんですかをしたんですか？？？？    

そうですそうですそうですそうです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、当時内輪当時内輪当時内輪当時内輪ででででニコニコニコニコニコニコニコニコ動画動画動画動画ががががブームブームブームブームになっていたのでになっていたのでになっていたのでになっていたので、、、、弾幕弾幕弾幕弾幕もももも作作作作ろうとろうとろうとろうと((((笑笑笑笑))))。。。。    

※同人ゲーム『東方』シリーズのアレンジ曲です。ちなみに学園祭で朱志香がしていたコスプレは『東方』シリーズの登場キャラクター“霧雨魔理沙”です。 

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))『『『『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』でおなじみのでおなじみのでおなじみのでおなじみの魔女魔女魔女魔女たちがたちがたちがたちが登場登場登場登場しますがしますがしますがしますが、『、『、『、『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』とととと『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』はははは密接密接密接密接にににに関関関関わっているんでしょうかわっているんでしょうかわっているんでしょうかわっているんでしょうか？？？？    

『『『『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』をををを知知知知っているっているっているっている人人人人にはにはにはには、、、、楽楽楽楽しんでもらえるしんでもらえるしんでもらえるしんでもらえるボーナスキャラクターボーナスキャラクターボーナスキャラクターボーナスキャラクター程度程度程度程度ののののニュアンスニュアンスニュアンスニュアンスですねですねですねですね。。。。特特特特につながりをにつながりをにつながりをにつながりを意識意識意識意識しなくてもいいしなくてもいいしなくてもいいしなくてもいい問題問題問題問題ですですですです。。。。    

    

ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ側側側側からするとからするとからするとからすると人前人前人前人前でででで魔法魔法魔法魔法をををを使使使使ええええ、、、、というのはというのはというのはというのは暴言暴言暴言暴言なんですなんですなんですなんですよねよねよねよね。。。。    

    

『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ１１１１』』』』ではではではではミステリーミステリーミステリーミステリー、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ２２２２』』』』ではではではでは完全完全完全完全ににににファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー寄寄寄寄りだったけどりだったけどりだったけどりだったけど、、、、次次次次はははは三角形三角形三角形三角形のてっぺんのてっぺんのてっぺんのてっぺん。。。。第第第第１１１１話話話話はははは点点点点だっただっただっただった。。。。第第第第２２２２話話話話でそのでそのでそのでその２２２２つのおつのおつのおつのお話話話話をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ線線線線になったになったになったになった。。。。

第第第第３３３３話話話話でさらにでさらにでさらにでさらに点点点点がががが増増増増えてえてえてえて、、、、線線線線がががが図形図形図形図形になったになったになったになった。。。。第第第第３３３３話話話話ははははファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーととととミステリーミステリーミステリーミステリーのののの中央中央中央中央にににに来来来来るるるる作品作品作品作品になるといいかなになるといいかなになるといいかなになるといいかな、、、、とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。((((中略中略中略中略))))ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェにもにもにもにも難易難易難易難易

度度度度がががが高高高高いですいですいですいです。。。。戦人戦人戦人戦人もももも知恵知恵知恵知恵をつけてをつけてをつけてをつけて状況状況状況状況がががが分分分分かってきているからかってきているからかってきているからかってきているから、、、、同同同同じじじじトリックトリックトリックトリックをををを繰繰繰繰りりりり返返返返したらいいしたらいいしたらいいしたらいい加減気加減気加減気加減気づきますしねづきますしねづきますしねづきますしね。。。。でもでもでもでも、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェもまだもまだもまだもまだ切切切切りりりり札札札札をををを残残残残しているしているしているしている

んですんですんですんです。。。。    

    

このこのこのこの世界世界世界世界ももももゲームゲームゲームゲーム盤的世界盤的世界盤的世界盤的世界でででで、、、、そこにはいくつかのそこにはいくつかのそこにはいくつかのそこにはいくつかの駒駒駒駒のののの動動動動きのきのきのきのルールルールルールルールとととと、、、、ゲームゲームゲームゲーム盤全体盤全体盤全体盤全体をををを総括総括総括総括するするするするルールルールルールルールみたいなものがあるみたいなものがあるみたいなものがあるみたいなものがある。。。。    

    

■ＥＰ３ 真相解明読本(インタビュー抜粋) 

ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェもももも戦人戦人戦人戦人もももも、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ２２２２』』』』ででででユーザーユーザーユーザーユーザーからからからから出出出出たたたた意見意見意見意見ををををゲームゲームゲームゲーム中中中中でででで多多多多くくくく語語語語っているっているっているっている。。。。現在現在現在現在『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ３３３３』』』』にににに対対対対するするするする推理推理推理推理やややや、、、、色色色色々々々々ななななツッコミツッコミツッコミツッコミがががが出出出出てきているのでてきているのでてきているのでてきているので、、、、それらそれらそれらそれら

をいくつかをいくつかをいくつかをいくつかピックアップピックアップピックアップピックアップしてしてしてして、、、、次回次回次回次回『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ４４４４』』』』のののの戦人戦人戦人戦人がががが主張主張主張主張していくものとしていくものとしていくものとしていくものと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。ゲームゲームゲームゲーム的的的的にににに解解解解けるようにけるようにけるようにけるように作作作作ってあるってあるってあるってある反面反面反面反面、、、、連載連載連載連載ものなのでものなのでものなのでものなので、、、、バレバレバレバレてほしくないといてほしくないといてほしくないといてほしくないとい

うううう本音本音本音本音もありますもありますもありますもあります((((笑笑笑笑))))。。。。このさじこのさじこのさじこのさじ加減加減加減加減がががが難難難難しいんですよねしいんですよねしいんですよねしいんですよね。。。。だってだってだってだって約約約約８８８８話作話作話作話作るとしたらるとしたらるとしたらるとしたら、、、、４４４４年間年間年間年間はははは連載連載連載連載するわけじゃないですかするわけじゃないですかするわけじゃないですかするわけじゃないですか。。。。それがそれがそれがそれが、、、、最初最初最初最初のののの１１１１年年年年でもうほとんどでもうほとんどでもうほとんどでもうほとんど看破看破看破看破ささささ

れてしまったられてしまったられてしまったられてしまったら、、、、連載連載連載連載にならないにならないにならないにならない。。。。だからだからだからだから、、、、バレバレバレバレないようなないようなないようなないような話話話話ををををデザインデザインデザインデザインするするするする点点点点でででで相当苦労相当苦労相当苦労相当苦労していますねしていますねしていますねしていますね。『。『。『。『シュレディンガーシュレディンガーシュレディンガーシュレディンガーのののの猫箱猫箱猫箱猫箱』』』』のののの話話話話はははは、、、、本当本当本当本当はまだはまだはまだはまだ出出出出したくなかっしたくなかっしたくなかっしたくなかっ

たんですたんですたんですたんです。。。。世界世界世界世界がががが複数複数複数複数あるあるあるある可能性可能性可能性可能性にににに気気気気づいてづいてづいてづいて欲欲欲欲しかったんですよねしかったんですよねしかったんですよねしかったんですよね。。。。観測者観測者観測者観測者がいないがいないがいないがいない世界世界世界世界ではではではでは、、、、異異異異なるなるなるなる解答解答解答解答がががが同時期同時期同時期同時期にににに存在存在存在存在しししし得得得得るというるというるというるという……………………。。。。それでもそれでもそれでもそれでも『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ３３３３』』』』ではではではでは最後最後最後最後

にににに凶悪凶悪凶悪凶悪なななな謎謎謎謎をををを残残残残しましたがしましたがしましたがしましたが。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))今回今回今回今回、、、、新新新新キャラクターキャラクターキャラクターキャラクターがかなりがかなりがかなりがかなり出出出出てきますがてきますがてきますがてきますが、、、、そのそのそのその意図意図意図意図するところはするところはするところはするところは？？？？    

トータルトータルトータルトータル的的的的なななな意図意図意図意図からいうとからいうとからいうとからいうと、、、、クローズドサークルクローズドサークルクローズドサークルクローズドサークルへのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦ですですですです。。。。クローズドサークルクローズドサークルクローズドサークルクローズドサークルってってってって、、、、登場人物登場人物登場人物登場人物がががが固定固定固定固定されたらされたらされたらされたら絶対増絶対増絶対増絶対増えないじゃないですかえないじゃないですかえないじゃないですかえないじゃないですか。。。。それがそれがそれがそれが『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』でででで

はははは、、、、毎回新毎回新毎回新毎回新キャラキャラキャラキャラがががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。アンチアンチアンチアンチ・・・・ミステリーミステリーミステリーミステリーのののの一環一環一環一環ですねですねですねですね。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))ワルギリアワルギリアワルギリアワルギリアからからからから始始始始まったまったまったまったベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェというというというという名前名前名前名前をををを受受受受けけけけ継継継継いでいくいでいくいでいくいでいく制度制度制度制度はははは新鮮新鮮新鮮新鮮でしたでしたでしたでした。。。。    

““““ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェはははは継承継承継承継承されるされるされるされる””””というというというという考考考考えですねえですねえですねえですね。。。。不思議不思議不思議不思議ですねですねですねですね。。。。どういうどういうどういうどういう意味意味意味意味なんでしょうなんでしょうなんでしょうなんでしょう。。。。それはあとそれはあとそれはあとそれはあと１１１１年年年年かかかか２２２２年年年年したらということでしたらということでしたらということでしたらということで((((笑笑笑笑))))。。。。    
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魔法魔法魔法魔法バトルバトルバトルバトルのののの流流流流れはれはれはれは、、、、チェスチェスチェスチェスとととと同同同同じになっているんですよじになっているんですよじになっているんですよじになっているんですよ。。。。チェスチェスチェスチェスにににに出出出出てくるてくるてくるてくるチチチチェックメイトェックメイトェックメイトェックメイトのののの再現再現再現再現ばかりなのでばかりなのでばかりなのでばかりなので、「、「、「、「こいつらこいつらこいつらこいつらチェスチェスチェスチェスでででで戦戦戦戦ってるんだってるんだってるんだってるんだ」」」」とととと解釈解釈解釈解釈してもらうのしてもらうのしてもらうのしてもらうの

もももも１１１１つのつのつのつの楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、最初最初最初最初ににににベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェがががが塔塔塔塔をををを両肩両肩両肩両肩にににに呼呼呼呼びびびび出出出出したのはしたのはしたのはしたのは、、、、““““キングキングキングキングのののの両両両両サイドサイドサイドサイドににににルークルークルークルークがいたらがいたらがいたらがいたら？？？？””””というというというという状況状況状況状況のののの再現再現再現再現ですですですです。。。。非常非常非常非常にににに強力強力強力強力なななな

攻撃攻撃攻撃攻撃がががが出来出来出来出来るけどるけどるけどるけど、、、、キングキングキングキングはははは正面正面正面正面ががらががらががらががら空空空空きじゃないですかきじゃないですかきじゃないですかきじゃないですか。。。。だからだからだからだから正面正面正面正面ににににルークルークルークルークかかかかクイーンクイーンクイーンクイーンをををを置置置置かれたらかれたらかれたらかれたら、、、、それだけでそれだけでそれだけでそれだけでチェックメイトチェックメイトチェックメイトチェックメイトがががが成立成立成立成立するわけですするわけですするわけですするわけです。。。。つまりつまりつまりつまり““““両肩両肩両肩両肩

にににに塔塔塔塔をををを置置置置いたらいたらいたらいたら逃逃逃逃げげげげ場場場場がないがないがないがない””””ということということということということ。。。。他他他他にもにもにもにも、、、、巨人兵巨人兵巨人兵巨人兵とととと「「「「戦戦戦戦とととと死死死死のののの神神神神」」」」ののののシーンシーンシーンシーンはははは、、、、ポーンポーンポーンポーンがががが一列一列一列一列にににに並並並並んでるときにんでるときにんでるときにんでるときに、、、、後後後後ろのろのろのろの列列列列ををををルークルークルークルークととととナイトナイトナイトナイトでででで抑抑抑抑えられたらえられたらえられたらえられたらチェチェチェチェ

ックメイトックメイトックメイトックメイトになることをになることをになることをになることを表表表表していますしていますしていますしています。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))ワルギリアワルギリアワルギリアワルギリアはははは最後裏切最後裏切最後裏切最後裏切りますがりますがりますがりますが、、、、今今今今までずっとまでずっとまでずっとまでずっと味方味方味方味方してくれていただけにしてくれていただけにしてくれていただけにしてくれていただけに、、、、信信信信じたくないじたくないじたくないじたくない気持気持気持気持ちになりましたちになりましたちになりましたちになりました。。。。    

((((略略略略))))最後最後最後最後だけはだけはだけはだけは幻想幻想幻想幻想とかとかとかとか。。。。劇中劇中劇中劇中のののの描写描写描写描写がががが正正正正しいとはしいとはしいとはしいとは限限限限らないのでらないのでらないのでらないので、、、、そこはみなさんにそこはみなさんにそこはみなさんにそこはみなさんに考考考考えてもらいたいですえてもらいたいですえてもらいたいですえてもらいたいです。。。。    

    

『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』のののの物語物語物語物語をををを知知知知ることはることはることはることは、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェがががが何者何者何者何者なのかをなのかをなのかをなのかを知知知知るるるる旅旅旅旅になるでしょうになるでしょうになるでしょうになるでしょう。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))絵羽絵羽絵羽絵羽とととと桜座桜座桜座桜座についてについてについてについて。。。。彼女彼女彼女彼女らはらはらはらは碑文碑文碑文碑文のののの謎謎謎謎をををを解解解解いてしまうわけですがいてしまうわけですがいてしまうわけですがいてしまうわけですが、、、、なぜなぜなぜなぜ２２２２人人人人にににに設定設定設定設定したのでしょうかしたのでしょうかしたのでしょうかしたのでしょうか？？？？    

これはこれはこれはこれは苦苦苦苦しいなしいなしいなしいな。。。。ちょっとちょっとちょっとちょっと説明説明説明説明しづしづしづしづらいですねらいですねらいですねらいですね。。。。    

※物語的に絵羽にはベアトの犯行を引き継がせる必要がありました。その動機のために楼座にも碑文を解かせたと考えられます。    

    

『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ１１１１』』』』はははは舞台紹介舞台紹介舞台紹介舞台紹介などなどなどなど((((『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』のののの))))オープニングオープニングオープニングオープニングみたいなものでみたいなものでみたいなものでみたいなもので、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ２２２２』』』』ではではではでは見立見立見立見立てててて殺人殺人殺人殺人ととととファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーががががテーマテーマテーマテーマだっただっただっただった。。。。だからだからだからだから『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ３３３３』』』』ではではではでは碑文碑文碑文碑文のののの話話話話、、、、つつつつ

まりまりまりまり、、、、リアルリアルリアルリアルにににに存在存在存在存在するするするする黄金黄金黄金黄金のののの話話話話。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ３３３３』』』』はははは、、、、現実現実現実現実のののの世界世界世界世界にににに即即即即したことがしたことがしたことがしたことが多多多多めになっていますめになっていますめになっていますめになっています。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))魔女魔女魔女魔女はははは１９１９１９１９人目人目人目人目にににに入入入入らないのでしょうからないのでしょうからないのでしょうからないのでしょうか？？？？    

魔女魔女魔女魔女はははは人間人間人間人間ではないのでではないのでではないのでではないので……………………。「。「。「。「魔女魔女魔女魔女はははは人数人数人数人数にににに入入入入るんですかるんですかるんですかるんですか？」？」？」？」といといといというううう質問自体質問自体質問自体質問自体がががが、「、「、「、「あなたはあなたはあなたはあなたは魔女魔女魔女魔女をををを人数人数人数人数にににに入入入入れたいですかれたいですかれたいですかれたいですか？」？」？」？」というというというという質問質問質問質問にそのままにそのままにそのままにそのまま入入入入れれれれ替替替替わるわるわるわる。。。。魔女魔女魔女魔女がいがいがいがい

るとるとるとると思思思思うううう人人人人はははは人数人数人数人数にににに入入入入れるれるれるれる、、、、魔女魔女魔女魔女がいないとがいないとがいないとがいないと思思思思うううう人人人人はははは入入入入れなければいいでしょうれなければいいでしょうれなければいいでしょうれなければいいでしょう。。。。    

    

メタメタメタメタ世界世界世界世界のののの戦人戦人戦人戦人ががががファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーをををを目撃目撃目撃目撃するようになったというのはするようになったというのはするようになったというのはするようになったというのは、『、『、『、『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』世界世界世界世界ののののアンチファンタジーアンチファンタジーアンチファンタジーアンチファンタジーＶＳＶＳＶＳＶＳアンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーというというというという構造構造構造構造をををを説明説明説明説明するするするする上上上上でででで、、、、戦人戦人戦人戦人ががががファファファファ

ンタジーンタジーンタジーンタジーをををを否定否定否定否定しししし、、、、議論議論議論議論するためにするためにするためにするために必要必要必要必要だったからですだったからですだったからですだったからです。『Ｅｐ。『Ｅｐ。『Ｅｐ。『Ｅｐ２２２２』』』』ではではではではファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー寄寄寄寄りだったりだったりだったりだった秤秤秤秤をををを、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ３３３３』』』』ではではではでは人間人間人間人間のののの側側側側にににに戻戻戻戻しましたしましたしましたしました。。。。今今今今はちょうどはちょうどはちょうどはちょうど中間中間中間中間のののの状態状態状態状態ですですですです

ねねねね。。。。続続続続くくくく『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ４４４４』』』』ではこのではこのではこのではこの秤秤秤秤ををををもっともっともっともっと鎮鎮鎮鎮めてめてめてめて静止静止静止静止させさせさせさせ、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはには「「「「はいはいはいはい、、、、釣釣釣釣りりりり合合合合いましたいましたいましたいました」」」」というというというという風風風風にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))戦人戦人戦人戦人のののの殺人犯殺人犯殺人犯殺人犯をををを絵羽絵羽絵羽絵羽とととと明言明言明言明言したしたしたした理由理由理由理由はははは？？？？    

なぜでしょうなぜでしょうなぜでしょうなぜでしょう((((笑笑笑笑))))。。。。戦人戦人戦人戦人がががが死死死死ぬぬぬぬ直前直前直前直前にににに見見見見たものなのでたものなのでたものなのでたものなので、、、、現実現実現実現実とととと信信信信じてもよさそうなじてもよさそうなじてもよさそうなじてもよさそうな気気気気はしますけどねはしますけどねはしますけどねはしますけどね。。。。銃銃銃銃をををを手手手手でででで撃撃撃撃つというつというつというつという、、、、ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーとはとはとはとは無関係無関係無関係無関係なななな描写描写描写描写でででで殺殺殺殺されているされているされているされている

のでのでのでので、、、、情報情報情報情報のののの信憑性信憑性信憑性信憑性はかなりはかなりはかなりはかなり高高高高いといといといと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))南條殺南條殺南條殺南條殺しのしのしのしの犯人犯人犯人犯人をををを最後最後最後最後のののの謎謎謎謎にしたのはなぜでしょうかにしたのはなぜでしょうかにしたのはなぜでしょうかにしたのはなぜでしょうか？？？？    

あれはおあれはおあれはおあれはお土産土産土産土産ですですですです。。。。これがこれがこれがこれが解解解解けないならけないならけないならけないなら、、、、魔女魔女魔女魔女をををを認認認認めざるをめざるをめざるをめざるを得得得得ないんじゃないかなないんじゃないかなないんじゃないかなないんじゃないかな。。。。でもでもでもでも、、、、今回今回今回今回はははは誘導灯誘導灯誘導灯誘導灯をかなりをかなりをかなりをかなり丁寧丁寧丁寧丁寧につけたのでにつけたのでにつけたのでにつけたので屈屈屈屈しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。((((中略中略中略中略))))それでもそれでもそれでもそれでも赤赤赤赤

字字字字にににに隙隙隙隙があるみたいでがあるみたいでがあるみたいでがあるみたいで、、、、色色色色々々々々なななな方方方方々々々々がそれぞれのがそれぞれのがそれぞれのがそれぞれの方法方法方法方法でででで抜抜抜抜けてきますけてきますけてきますけてきます。。。。次回次回次回次回はそれもはそれもはそれもはそれもバサバサバサバサバサバサバサバサ刈刈刈刈りりりり取取取取りますよりますよりますよりますよ((((笑笑笑笑))))。。。。    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))南條殺南條殺南條殺南條殺しのしのしのしの謎謎謎謎をををを完全完全完全完全にににに解明解明解明解明していたしていたしていたしていた人人人人はいましたかはいましたかはいましたかはいましたか？？？？    

私私私私のののの想定想定想定想定していたしていたしていたしていた方法方法方法方法でででで推理推理推理推理してきたしてきたしてきたしてきた人人人人はははは、、、、何人何人何人何人かいますかいますかいますかいます。。。。((((中略中略中略中略))))正解正解正解正解にたどりにたどりにたどりにたどり着着着着くためのくためのくためのくためのルートルートルートルートはははは、、、、ベアトベアトベアトベアトがががが配置配置配置配置したしたしたした赤文字赤文字赤文字赤文字のののの障害物障害物障害物障害物をををを回避回避回避回避できるならなんでもいいはずできるならなんでもいいはずできるならなんでもいいはずできるならなんでもいいはず

なんですなんですなんですなんです。。。。つまりつまりつまりつまり解法解法解法解法はははは複数複数複数複数あるべきであるべきであるべきであるべきで、、、、そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味だとだとだとだと正解者正解者正解者正解者はいますよはいますよはいますよはいますよ。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手)()()()(『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ４４４４』』』』についてについてについてについて))))シリーズシリーズシリーズシリーズ内内内内ではではではでは、、、、どういうどういうどういうどういう位置位置位置位置づづづづけになりそうでしょうかけになりそうでしょうかけになりそうでしょうかけになりそうでしょうか？？？？    

出題出題出題出題からからからから解答編解答編解答編解答編にににに行行行行くくくく、、、、中継中継中継中継ぎぎぎぎ編編編編ですねですねですねですね。。。。物語物語物語物語りもりもりもりも折折折折りりりり返返返返しになってしになってしになってしになって変変変変わってくるとわってくるとわってくるとわってくると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、積積積積みみみみ残残残残しのしのしのしのヒントヒントヒントヒントやややや情報情報情報情報がないようにがないようにがないようにがないように、、、、荷物荷物荷物荷物をををを積積積積んでいかなきゃならないのんでいかなきゃならないのんでいかなきゃならないのんでいかなきゃならないの

でででで、、、、少少少少しししし多多多多めにめにめにめにＴｉｐｓＴｉｐｓＴｉｐｓＴｉｐｓがありますがありますがありますがあります。。。。    

    

■ＥＰ４ 真相解明読本(インタビュー抜粋) 

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))今回登場人物今回登場人物今回登場人物今回登場人物がががが死亡死亡死亡死亡したしたしたした直後直後直後直後にににに、Ｔｉｐｓ、Ｔｉｐｓ、Ｔｉｐｓ、Ｔｉｐｓでででで死体死体死体死体のののの状況状況状況状況がががが確認確認確認確認できないのはなぜでしょうかできないのはなぜでしょうかできないのはなぜでしょうかできないのはなぜでしょうか？？？？    

これはこれはこれはこれは、「、「、「、「戦人戦人戦人戦人ががががゲストハウスゲストハウスゲストハウスゲストハウスにににに閉閉閉閉じじじじ込込込込められているめられているめられているめられている間間間間にににに、、、、殺人殺人殺人殺人はははは全全全全てててて終終終終わっていたわっていたわっていたわっていた」」」」というというというという演出演出演出演出とととと関係関係関係関係していますしていますしていますしています。。。。普通普通普通普通ならならならなら、、、、最初最初最初最初のののの殺人殺人殺人殺人がががが起起起起こるとこるとこるとこると、、、、皆徐皆徐皆徐皆徐々々々々にににに死死死死んでいんでいんでいんでい

くじゃないですかくじゃないですかくじゃないですかくじゃないですか。。。。でもでもでもでも今回今回今回今回はははは逆逆逆逆でででで、、、、戦人戦人戦人戦人がががが状況状況状況状況をををを認識認識認識認識したときにはしたときにはしたときにはしたときには惨劇惨劇惨劇惨劇がががが終終終終わっているんですわっているんですわっているんですわっているんです。。。。((((中略中略中略中略))))これはこれはこれはこれは、、、、出題編出題編出題編出題編ののののラストラストラストラストをををを飾飾飾飾るにふさわしいるにふさわしいるにふさわしいるにふさわしいギミックギミックギミックギミックですのでですのでですのでですので、、、、噛噛噛噛

みみみみ締締締締めてめてめてめて頂頂頂頂きたいですきたいですきたいですきたいです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))大月教授大月教授大月教授大月教授やややや南條雅行南條雅行南條雅行南條雅行、、、、熊沢鯖吉熊沢鯖吉熊沢鯖吉熊沢鯖吉、、、、川畑船長川畑船長川畑船長川畑船長についてはについてはについてはについては？？？？    

これらのこれらのこれらのこれらの男軍団男軍団男軍団男軍団はははは、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれのキャラクターキャラクターキャラクターキャラクターにににに意味意味意味意味があるというよりもがあるというよりもがあるというよりもがあるというよりも、、、、縁寿縁寿縁寿縁寿がががが彼彼彼彼らららら色色色色々々々々なななな人人人人のののの話話話話をををを聞聞聞聞いたということにいたということにいたということにいたということに意味意味意味意味があるんですがあるんですがあるんですがあるんです。。。。    

    

真里亞真里亞真里亞真里亞はははは、『、『、『、『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』におけるにおけるにおけるにおける大大大大きなきなきなきな構成要素構成要素構成要素構成要素のののの一一一一つですつですつですつです。『Ｅｐ。『Ｅｐ。『Ｅｐ。『Ｅｐ１１１１』～『Ｅｐ』～『Ｅｐ』～『Ｅｐ』～『Ｅｐ３３３３』』』』においてはそれほどにおいてはそれほどにおいてはそれほどにおいてはそれほど出番出番出番出番がありませんでしたががありませんでしたががありませんでしたががありませんでしたが、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ４４４４』』』』のののの舞台舞台舞台舞台世界世界世界世界においてにおいてにおいてにおいて、、、、ベアベアベアベア

トリーチェトリーチェトリーチェトリーチェとととと双璧双璧双璧双璧をなすをなすをなすをなす、、、、何何何何かしらかしらかしらかしら大大大大きなきなきなきな要素要素要素要素をををを持持持持っているんですっているんですっているんですっているんです。。。。それがそれがそれがそれが、、、、今回今回今回今回のののの物語物語物語物語のののの伏線伏線伏線伏線になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手)()()()(煉獄煉獄煉獄煉獄のののの七姉妹七姉妹七姉妹七姉妹についてについてについてについて))))彼女彼女彼女彼女たちのたちのたちのたちの召喚召喚召喚召喚はははは、、、、杭杭杭杭がなくともがなくともがなくともがなくとも可能可能可能可能なんでしょうかなんでしょうかなんでしょうかなんでしょうか？？？？    

杭杭杭杭があればがあればがあればがあれば人間人間人間人間のののの姿姿姿姿にににに具現具現具現具現しやすくなりますがしやすくなりますがしやすくなりますがしやすくなりますが、、、、無無無無くてもくてもくてもくても召喚召喚召喚召喚はははは可能可能可能可能ですですですです。。。。今回今回今回今回のののの『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ４４４４』』』』ではではではでは、『、『、『、『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』世界世界世界世界におけるにおけるにおけるにおける魔法魔法魔法魔法のののの定義定義定義定義などについてなどについてなどについてなどについて、、、、かなりかなりかなりかなり詳細詳細詳細詳細にににに書書書書いいいい

ているんですよているんですよているんですよているんですよ。。。。これはこれはこれはこれは『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』のののの世界構築世界構築世界構築世界構築にににに魔法魔法魔法魔法というものがというものがというものがというものが大大大大きくきくきくきく関関関関わっているからなんですわっているからなんですわっているからなんですわっているからなんです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ３３３３』』』』ののののラストラストラストラストとととと『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ４４４４』』』』はははは、、、、繋繋繋繋がっがっがっがっているとているとているとていると考考考考えてえてえてえて良良良良いのでしょうかいのでしょうかいのでしょうかいのでしょうか？？？？    

そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。雰囲気的雰囲気的雰囲気的雰囲気的にはにはにはには飛飛飛飛びびびび降降降降りたけれどりたけれどりたけれどりたけれど、、、、死死死死ねなくてねなくてねなくてねなくて……………………というというというという状況状況状況状況ですですですです。。。。一応一応一応一応、、、、繋繋繋繋がっているというがっているというがっているというがっているという空気感空気感空気感空気感でおでおでおでお考考考考ええええ下下下下さいさいさいさい。。。。別世界別世界別世界別世界とととと考考考考えていただいてもえていただいてもえていただいてもえていただいても結構結構結構結構ですよですよですよですよ

((((笑笑笑笑))))。。。。ひょっとしたらひょっとしたらひょっとしたらひょっとしたら、、、、着地着地着地着地しないでそのまましないでそのまましないでそのまましないでそのまま死死死死んでしまったんでしまったんでしまったんでしまった世界世界世界世界もあるかもしれないしもあるかもしれないしもあるかもしれないしもあるかもしれないし。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))縁寿縁寿縁寿縁寿がががが寝具店寝具店寝具店寝具店でででで見見見見つけたものとはつけたものとはつけたものとはつけたものとは？？？？    

それはそれはそれはそれは、「、「、「、「謎謎謎謎をををを楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで下下下下さいさいさいさい」」」」としかとしかとしかとしか言言言言えませんえませんえませんえません((((笑笑笑笑))))。。。。何何何何をををを見見見見つけたのかぜひともつけたのかぜひともつけたのかぜひともつけたのかぜひとも悩悩悩悩んでんでんでんで欲欲欲欲しいですしいですしいですしいです。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも「「「「それをそれをそれをそれを見見見見たことによってたことによってたことによってたことによって、、、、縁寿縁寿縁寿縁寿がががが魔法魔法魔法魔法をををを理解理解理解理解したしたしたした」」」」とととと

いうのはいうのはいうのはいうのは確確確確かですかですかですかです。。。。縁寿縁寿縁寿縁寿にとってにとってにとってにとって、、、、心理心理心理心理的的的的にににに大大大大きなきなきなきなインパクトインパクトインパクトインパクトをををを受受受受けるけるけるける『『『『何何何何かかかか』』』』があったんでしょうねがあったんでしょうねがあったんでしょうねがあったんでしょうね。。。。    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))キーアイテムキーアイテムキーアイテムキーアイテムのようなものでしょうかのようなものでしょうかのようなものでしょうかのようなものでしょうか？？？？    

「「「「物物物物をををを見見見見たたたた」」」」とはとはとはとは限限限限らないですねらないですねらないですねらないですね。「。「。「。「何何何何かをかをかをかを知知知知ったったったった」」」」のですのですのですのです。。。。ああああーーーー、、、、これこれこれこれ以上以上以上以上はいえないはいえないはいえないはいえない((((笑笑笑笑))))。。。。    

※縁寿は“さくたろうのぬいぐるみ”を見つけたのです。知ったのは“さくたろうが楼座の手作りのぬいぐるみではなく、市販されていたものであったこと”です。 
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((((聞聞聞聞きききき手手手手))))真里亞真里亞真里亞真里亞とととと金蔵金蔵金蔵金蔵によるによるによるによる、、、、((((礼拝堂礼拝堂礼拝堂礼拝堂でのでのでのでの))))テストシーンテストシーンテストシーンテストシーンがががが描描描描かれていないかれていないかれていないかれていない理由理由理由理由はあるのでしょうかはあるのでしょうかはあるのでしょうかはあるのでしょうか？？？？    

これはこれはこれはこれは物語物語物語物語のののの流流流流れをれをれをれを考考考考えてえてえてえて不要不要不要不要だとだとだとだと考考考考えたからですねえたからですねえたからですねえたからですね。。。。またまたまたまた、、、、何何何何がががが起起起起ここここったのかったのかったのかったのか考考考考えてえてえてえて欲欲欲欲しいというしいというしいというしいという意図意図意図意図もももも込込込込められていますめられていますめられていますめられています。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))六軒島六軒島六軒島六軒島でででで霞霞霞霞がががが死亡死亡死亡死亡したのはしたのはしたのはしたのは、、、、事実事実事実事実とととと考考考考えてえてえてえて良良良良いのでしょうかいのでしょうかいのでしょうかいのでしょうか？？？？    

構構構構いませんいませんいませんいません((((キッパリキッパリキッパリキッパリとととと))))。。。。““““１９９８１９９８１９９８１９９８年年年年のののの六軒島六軒島六軒島六軒島でででで殺人殺人殺人殺人がががが起起起起きたきたきたきた””””というのはというのはというのはというのは、、、、紛紛紛紛れもれもれもれも無無無無いいいい事実事実事実事実ですですですです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手)()()()(『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ５５５５』』』』についてについてについてについて))))『『『『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』のののの時時時時のようにのようにのようにのように、、、、明確明確明確明確なななな解答編解答編解答編解答編になるとになるとになるとになると考考考考えてえてえてえて良良良良いのでしょうかいのでしょうかいのでしょうかいのでしょうか？？？？    

『『『『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』のときほどのときほどのときほどのときほど明白明白明白明白なものではないとなものではないとなものではないとなものではないと思思思思いますいますいますいます。『。『。『。『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』のときはのときはのときはのときは明明明明らかにらかにらかにらかに解答解答解答解答でしたからでしたからでしたからでしたから、、、、タイトルタイトルタイトルタイトルもももも「「「「解解解解」」」」とつけましたとつけましたとつけましたとつけました。『。『。『。『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』はははは『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ５５５５』』』』からからからから答答答答

ええええ合合合合わせがわせがわせがわせが始始始始まるわけではなくまるわけではなくまるわけではなくまるわけではなく、、、、どどどどちらかといえばちらかといえばちらかといえばちらかといえば後編後編後編後編ぐらいのぐらいのぐらいのぐらいのニュアンスニュアンスニュアンスニュアンスなんですなんですなんですなんです。。。。物語物語物語物語のののの深奥深奥深奥深奥にににに入入入入っていくっていくっていくっていく意味合意味合意味合意味合いがいがいがいが強強強強いですねいですねいですねいですね。。。。    

    

■ＥＰ５ 真相解明読本(インタビュー抜粋) 

『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』ははははミステリーミステリーミステリーミステリーととととストーリーストーリーストーリーストーリーのののの２２２２つのつのつのつの側面側面側面側面があってがあってがあってがあって、、、、今回今回今回今回ははははミステリーミステリーミステリーミステリーのののの方方方方からからからから『『『『詰詰詰詰めめめめ』』』』にににに行行行行きましたきましたきましたきました。。。。流流流流れかられかられかられから言言言言えばえばえばえば、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ６６６６』』』』ははははストーリーストーリーストーリーストーリーにににに重点重点重点重点をををを置置置置いいいい

てみようかともてみようかともてみようかともてみようかとも考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

ノックスノックスノックスノックスというのはひとつのというのはひとつのというのはひとつのというのはひとつの考考考考ええええ方方方方、、、、方法論方法論方法論方法論をををを提示提示提示提示しているだけですからしているだけですからしているだけですからしているだけですから、、、、ノックスノックスノックスノックスにににに沿沿沿沿っていけばっていけばっていけばっていけば謎謎謎謎をををを解解解解けるというわけでもないんですよけるというわけでもないんですよけるというわけでもないんですよけるというわけでもないんですよ。。。。劇中劇中劇中劇中のののの言葉言葉言葉言葉をををを借借借借りるとりるとりるとりると「「「「考考考考ええええ

るためのるためのるためのるための杖杖杖杖」」」」なんですなんですなんですなんです。『Ｅｐ。『Ｅｐ。『Ｅｐ。『Ｅｐ５５５５』』』』自自自自体体体体もももも、『、『、『、『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』ををををストーリーストーリーストーリーストーリーでででで読読読読んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人にはにはにはにはピンピンピンピンとととと来来来来ないかもしれませんがないかもしれませんがないかもしれませんがないかもしれませんが、、、、謎解謎解謎解謎解きのきのきのきの側面側面側面側面からからからから読読読読んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人たちからたちからたちからたちから見見見見ればればればれば「「「「ここここ

こまでのこまでのこまでのこまでの情報量情報量情報量情報量でででで情報情報情報情報がががが足足足足りているというりているというりているというりているという宣言宣言宣言宣言」」」」になるになるになるになる得得得得るんでするんでするんでするんです。。。。    

    

『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』ををををミステリーミステリーミステリーミステリーとしてとしてとしてとして考考考考えているえているえているえている方方方方にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、今回相当面白今回相当面白今回相当面白今回相当面白かったんではないでしょうかかったんではないでしょうかかったんではないでしょうかかったんではないでしょうか。。。。幻想法廷幻想法廷幻想法廷幻想法廷でのやりとりはでのやりとりはでのやりとりはでのやりとりは穴穴穴穴がありながらもがありながらもがありながらもがありながらも、、、、あのあのあのあの議題議題議題議題((((犯人犯人犯人犯人のののの正体正体正体正体))))

がががが解解解解ければこれまでのければこれまでのければこれまでのければこれまでの謎謎謎謎もかなりもかなりもかなりもかなり解解解解けるとけるとけるとけると思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。逆逆逆逆にこれまでのにこれまでのにこれまでのにこれまでの謎謎謎謎がががが解解解解けているけているけているけている人人人人ならならならなら、、、、幻想法廷幻想法廷幻想法廷幻想法廷のののの議題議題議題議題になったになったになったになった「「「「ノックノックノックノックのののの謎謎謎謎」」」」やややや、「、「、「、「夏妃以外夏妃以外夏妃以外夏妃以外のののの人物人物人物人物がいかにしてがいかにしてがいかにしてがいかにして

いとこいとこいとこいとこ部屋部屋部屋部屋のののの殺人殺人殺人殺人をををを犯犯犯犯したかしたかしたかしたか」」」」というというというという謎謎謎謎にににに至至至至れてもおかしくないんですれてもおかしくないんですれてもおかしくないんですれてもおかしくないんです。。。。    

    

上位世界上位世界上位世界上位世界とととと下位世界下位世界下位世界下位世界があるとすればがあるとすればがあるとすればがあるとすれば、、、、下位世界下位世界下位世界下位世界のののの人人人人たちはたちはたちはたちは殺人事件殺人事件殺人事件殺人事件がががが起起起起きてきてきてきて、、、、ホラーホラーホラーホラーだのだのだのだのサスペンスサスペンスサスペンスサスペンスだのだのだのだのミステリーミステリーミステリーミステリーだのとだのとだのとだのと忙忙忙忙しいことになっていますしいことになっていますしいことになっていますしいことになっています。。。。しかししかししかししかし本来本来本来本来、、、、彼彼彼彼らにらにらにらに

とってとってとってとって犯人探犯人探犯人探犯人探しはしはしはしは目的目的目的目的のののの一一一一つであってつであってつであってつであって、、、、至上目的至上目的至上目的至上目的ではないんですよではないんですよではないんですよではないんですよ。。。。((((中中中中略略略略))))「「「「犯人犯人犯人犯人をををを特定特定特定特定してしてしてして捕捕捕捕まえておけばまえておけばまえておけばまえておけば、、、、これこれこれこれ以上犠牲者以上犠牲者以上犠牲者以上犠牲者がががが出出出出ないんじゃないかないんじゃないかないんじゃないかないんじゃないか？」？」？」？」というというというという思惑思惑思惑思惑があるがあるがあるがある

からからからから、、、、犯人探犯人探犯人探犯人探しにしにしにしに着手着手着手着手しているだけなんですよねしているだけなんですよねしているだけなんですよねしているだけなんですよね。。。。ただただただただ上位世界上位世界上位世界上位世界におけるにおけるにおけるにおける至上目的至上目的至上目的至上目的はははは、、、、犯人犯人犯人犯人がががが誰誰誰誰かかかか特定特定特定特定することですることですることですることで、、、、魔女魔女魔女魔女をををを否定否定否定否定することすることすることすること。。。。だからだからだからだから下位世界下位世界下位世界下位世界においにおいにおいにおいてあまりてあまりてあまりてあまり重重重重

要要要要なななな目的目的目的目的ではないではないではないではない犯人探犯人探犯人探犯人探しをしをしをしをゲームゲームゲームゲームとしてとしてとしてとして見立見立見立見立てるにはてるにはてるにはてるには、、、、上位世界上位世界上位世界上位世界のののの目線目線目線目線がががが必要必要必要必要なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。    

    

ベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステルたちがたちがたちがたちがゲームゲームゲームゲーム盤盤盤盤をををを支配支配支配支配したことにはしたことにはしたことにはしたことには、『、『、『、『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』のののの世界世界世界世界をををを完全完全完全完全ににににゲームゲームゲームゲームとしてとしてとしてとして捉捉捉捉えなさいというえなさいというえなさいというえなさいというテーマテーマテーマテーマ性性性性がががが示示示示されているんですされているんですされているんですされているんです。『Ｅｐ。『Ｅｐ。『Ｅｐ。『Ｅｐ５５５５』』』』はははは見見見見てもらえばてもらえばてもらえばてもらえば

分分分分かりますがかりますがかりますがかりますが、、、、死者死者死者死者がががが出出出出たたたた後後後後にににに生存者生存者生存者生存者がががが涙涙涙涙するするするするシーンシーンシーンシーンはははは、、、、それほどそれほどそれほどそれほど長長長長くくくく描描描描かれていないんですかれていないんですかれていないんですかれていないんです。『Ｅｐ。『Ｅｐ。『Ｅｐ。『Ｅｐ５５５５』』』』ではではではでは上位世界上位世界上位世界上位世界のののの目線目線目線目線ででででゲームゲームゲームゲームがががが進進進進んでいるのでんでいるのでんでいるのでんでいるので、、、、チェスチェスチェスチェスのののの駒駒駒駒をををを取取取取

られるたびにられるたびにられるたびにられるたびに泣泣泣泣くのはくのはくのはくのは面倒面倒面倒面倒くさいんですくさいんですくさいんですくさいんです。。。。今回今回今回今回のののの『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ５５５５』』』』ををををゲームゲームゲームゲームとしてとしてとしてとして楽楽楽楽しむためにはしむためにはしむためにはしむためには、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても下位世界下位世界下位世界下位世界のののの目線目線目線目線ではではではではダメダメダメダメなんですなんですなんですなんです。。。。親類親類親類親類たちがたちがたちがたちが次次次次々々々々 とととと殺殺殺殺されているされているされているされている

のにのにのにのに、、、、悲悲悲悲しみにしみにしみにしみに暮暮暮暮れないでれないでれないでれないで犯人犯人犯人犯人をををを捜捜捜捜すのはすのはすのはすのはズレズレズレズレたたたた話話話話なんですよねなんですよねなんですよねなんですよね。。。。それがそれがそれがそれが不自然不自然不自然不自然にならないようににならないようににならないようににならないように、、、、上層上層上層上層のののの目目目目がががが必要必要必要必要だっただっただっただった。。。。だからだからだからだからプレイヤープレイヤープレイヤープレイヤーがががが交代交代交代交代したわけですしたわけですしたわけですしたわけです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))ヱリカヱリカヱリカヱリカのののの存在意義存在意義存在意義存在意義はははは？？？？    

ベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステルはははは上位世界上位世界上位世界上位世界のののの戦人戦人戦人戦人とととと話話話話していますがしていますがしていますがしていますが、、、、下位世界下位世界下位世界下位世界のののの人間人間人間人間とととと会話会話会話会話するためにはするためにはするためにはするためには新新新新しいしいしいしい存在存在存在存在がががが必要必要必要必要だっただっただっただった。。。。そこでそこでそこでそこでベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステルのののの代理人代理人代理人代理人としてとしてとしてとして、、、、ヱリカヱリカヱリカヱリカというというというという存存存存

在在在在がががが現現現現れたわけですれたわけですれたわけですれたわけです。。。。ただただただただベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステルというというというという人物人物人物人物がそのままがそのままがそのままがそのまま漂着漂着漂着漂着してもしてもしてもしても、、、、それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで面白面白面白面白かったんですけどねかったんですけどねかったんですけどねかったんですけどね。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))なぜなぜなぜなぜ戦人戦人戦人戦人はははは今回今回今回今回、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェにににに加担加担加担加担するようなそぶりをするようなそぶりをするようなそぶりをするようなそぶりを見見見見せていたのでしょうせていたのでしょうせていたのでしょうせていたのでしょう？？？？    

このこのこのこのゲームゲームゲームゲームのののの目的目的目的目的はははは「「「「魔女幻想魔女幻想魔女幻想魔女幻想をををを暴暴暴暴いていていていて答答答答えをえをえをえを知知知知ってってってって、、、、ゲームゲームゲームゲームをををを終終終終わらせるわらせるわらせるわらせる」」」」ことなんですことなんですことなんですことなんです。。。。そしてそしてそしてそしてベアトベアトベアトベアトはははは自分自分自分自分がががが勝勝勝勝つことをつことをつことをつことを、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ４４４４』』』』ののののラストラストラストラストでででで放棄放棄放棄放棄してしまったしてしまったしてしまったしてしまった。。。。

ただただただただラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタたちのたちのたちのたちの介入介入介入介入でででで、、、、このこのこのこのゲームゲームゲームゲームはははは引引引引きききき分分分分けではけではけではけでは終終終終わらずわらずわらずわらず、、、、どちらかがどちらかがどちらかがどちらかが勝勝勝勝たなくてはいけないたなくてはいけないたなくてはいけないたなくてはいけない。。。。だからだからだからだからベアトベアトベアトベアトはははは「「「「自分自分自分自分はははは勝勝勝勝ちをちをちをちを放棄放棄放棄放棄したからしたからしたからしたから、、、、戦人戦人戦人戦人にににに早早早早くくくく勝勝勝勝ってってってって

欲欲欲欲しいしいしいしい」」」」とととと願願願願っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。戦人戦人戦人戦人はははは戦戦戦戦いがいがいがいが延延延延々々々々 とととと繰繰繰繰りりりり返返返返されることがされることがされることがされることがベアトベアトベアトベアトのののの負担負担負担負担になっていることをになっていることをになっていることをになっていることを理解理解理解理解しているのでしているのでしているのでしているので、、、、早早早早くくくく勝勝勝勝ってってってって殺殺殺殺してしてしてしてあげなければならないとあげなければならないとあげなければならないとあげなければならないと考考考考

えているえているえているえている。。。。つまりつまりつまりつまり変変変変なななな話話話話ですがですがですがですが、、、、戦人戦人戦人戦人ははははベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェにににに苦苦苦苦しみをしみをしみをしみを与与与与えることがえることがえることがえることが目的目的目的目的ではなくではなくではなくではなく、、、、苦苦苦苦しみをしみをしみをしみを終終終終わらせるためにわらせるためにわらせるためにわらせるために事件事件事件事件のののの謎謎謎謎をををを早早早早くくくく解解解解かなければならないんですかなければならないんですかなければならないんですかなければならないんです。。。。((((中中中中

略略略略))))つまりつまりつまりつまり戦人戦人戦人戦人にとってにとってにとってにとってベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェはははは憎憎憎憎むべきむべきむべきむべき対象対象対象対象ではなくではなくではなくではなく、、、、早早早早くくくく解放解放解放解放してあげるべきしてあげるべきしてあげるべきしてあげるべき対象対象対象対象なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))今回今回今回今回ベアトベアトベアトベアトがががが消消消消えてしまいましたがえてしまいましたがえてしまいましたがえてしまいましたが、、、、それでもそれでもそれでもそれでもゲームゲームゲームゲームはははは終終終終わらないんですねわらないんですねわらないんですねわらないんですね。。。。    

あのあのあのあの世界世界世界世界にいたにいたにいたにいたベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェというというというという立立立立ちちちち絵絵絵絵のあるのあるのあるのある人格人格人格人格はははは、、、、クイーンクイーンクイーンクイーンというというというという駒駒駒駒にににに過過過過ぎないぎないぎないぎない。。。。クイーンクイーンクイーンクイーンがががが取取取取られてもられてもられてもられてもゲームゲームゲームゲームはははは終終終終わりませんよねわりませんよねわりませんよねわりませんよね？？？？    クイーンクイーンクイーンクイーンはははは消消消消えてもえてもえてもえても、、、、ベアベアベアベア

トトトトがががが心臓心臓心臓心臓とととと称称称称するするするするキングキングキングキングがががが現場現場現場現場にににに残残残残っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。そのそのそのそのキングキングキングキングをををを探探探探りりりり出出出出してしてしてして詰詰詰詰めないことにはめないことにはめないことにはめないことには、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェのののの謎謎謎謎をををを解解解解いたことにはならないいたことにはならないいたことにはならないいたことにはならない。。。。裏裏裏裏をををを返返返返せばせばせばせば「「「「ベアトリベアトリベアトリベアトリ

ーチェーチェーチェーチェがががが消消消消えたえたえたえた」」」」ということはということはということはということは、「、「、「、「ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェがががが伝伝伝伝えることはえることはえることはえることは全全全全てててて伝伝伝伝ええええ終終終終わったわったわったわった。。。。これこれこれこれ以上発言以上発言以上発言以上発言することはなくなったすることはなくなったすることはなくなったすることはなくなった」」」」というというというという見方見方見方見方ができるかもしれませんができるかもしれませんができるかもしれませんができるかもしれません。。。。((((中略中略中略中略))))『Ｅ『Ｅ『Ｅ『Ｅ

ｐｐｐｐ４４４４』』』』ののののラストラストラストラストででででベアトベアトベアトベアトがががが全全全全てをてをてをてを伝伝伝伝えきったのはえきったのはえきったのはえきったのは間違間違間違間違いないんですねいないんですねいないんですねいないんですね。。。。    

    

戦人戦人戦人戦人にとってにとってにとってにとって本来本来本来本来ヱリカヱリカヱリカヱリカはどうでもいいはどうでもいいはどうでもいいはどうでもいい相手相手相手相手なんですなんですなんですなんです。。。。ただただただただ、、、、ヱリカヱリカヱリカヱリカとととと戦戦戦戦うことによってうことによってうことによってうことによってベアトベアトベアトベアトのののの真相真相真相真相にににに近近近近づけるならづけるならづけるならづけるなら敵敵敵敵にするにするにするにする意味意味意味意味はあるはあるはあるはある。。。。歪歪歪歪んだんだんだんだ目的目的目的目的ではありますがではありますがではありますがではありますが、、、、ヱヱヱヱ

リカリカリカリカももももベアトベアトベアトベアトのののの謎謎謎謎をををを解解解解こうとしているのでこうとしているのでこうとしているのでこうとしているので。。。。ヱリカヱリカヱリカヱリカとととと戦人戦人戦人戦人ととととベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ、、、、そのそのそのその不思議不思議不思議不思議なななな三角関係三角関係三角関係三角関係をををを、、、、三国志三国志三国志三国志にににに例例例例えたわけですがえたわけですがえたわけですがえたわけですが。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))ベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステルのののの目的目的目的目的はははは？？？？    

退屈退屈退屈退屈しのぎでしのぎでしのぎでしのぎでベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェをやっつけることですねをやっつけることですねをやっつけることですねをやっつけることですね。。。。１１１１つつつつ言言言言えることはえることはえることはえることは、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェのののの魔女幻想魔女幻想魔女幻想魔女幻想をををを暴暴暴暴くことくことくことくこと。。。。だからそのだからそのだからそのだからその点点点点ではではではでは戦人戦人戦人戦人とととと全全全全くくくく同同同同じなんですがじなんですがじなんですがじなんですが、、、、理由理由理由理由がががが異異異異

なるなるなるなる。。。。ベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステルはははは現在現在現在現在、、、、悪意悪意悪意悪意のあるのあるのあるのある目的目的目的目的でででで魔女幻想魔女幻想魔女幻想魔女幻想をををを暴暴暴暴こうとしているこうとしているこうとしているこうとしている。。。。戦人戦人戦人戦人もももも最初最初最初最初ははははベアトベアトベアトベアトをををを憎憎憎憎んでいたけれどんでいたけれどんでいたけれどんでいたけれど、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ４４４４』』』』ののののラストラストラストラストからからからから『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ５５５５』』』』ののののラストラストラストラストでででで何何何何

かのかのかのかの真相真相真相真相にににに触触触触れてれてれてれて、、、、別別別別のののの答答答答えにえにえにえに至至至至ったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。そこでそこでそこでそこでベアトベアトベアトベアトにににに対対対対するするするする悪意悪意悪意悪意やややや敵意敵意敵意敵意はははは失失失失われわれわれわれ、、、、彼女彼女彼女彼女のためにものためにものためにものためにも自分自分自分自分のためにものためにものためにものためにも早早早早くくくくゲームゲームゲームゲームをををを終終終終わらせなければならないわらせなければならないわらせなければならないわらせなければならない。。。。    

    

最上層最上層最上層最上層のののの戦人戦人戦人戦人はははは、、、、魔女魔女魔女魔女のののの代役代役代役代役としてとしてとしてとして連続殺人事件連続殺人事件連続殺人事件連続殺人事件をををを実行実行実行実行してみせなければいけないんですしてみせなければいけないんですしてみせなければいけないんですしてみせなければいけないんです。。。。なのでなのでなのでなので１３１３１３１３人殺人殺人殺人殺しをしをしをしを、、、、ゲームゲームゲームゲーム上上上上のののの駒駒駒駒としてとしてとしてとして冷酷冷酷冷酷冷酷にににに実行実行実行実行するでしょうするでしょうするでしょうするでしょう。。。。１３１３１３１３人人人人のののの生生生生

贄贄贄贄のののの中中中中にはにはにはには両親両親両親両親やややや下位世界下位世界下位世界下位世界のののの自分自分自分自分さえもさえもさえもさえも含含含含まれているかもしれませんまれているかもしれませんまれているかもしれませんまれているかもしれません。。。。ただそのただそのただそのただその殺人事件殺人事件殺人事件殺人事件のののの作作作作りりりり方方方方がががが、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェののののゲームゲームゲームゲーム盤盤盤盤ののののルールルールルールルールにににに従従従従っていることをっていることをっていることをっていることをラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタ

ととととベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステルがががが見届見届見届見届ければければければければ「「「「世界世界世界世界をををを理解理解理解理解していましたねしていましたねしていましたねしていましたね、、、、おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう」」」」となるわけですとなるわけですとなるわけですとなるわけです。。。。だからだからだからだから戦人戦人戦人戦人がががが次回次回次回次回のののの事件事件事件事件をうまくをうまくをうまくをうまく構築構築構築構築できればできればできればできれば、、、、ゲームゲームゲームゲーム盤盤盤盤はおはおはおはお開開開開きになるんできになるんできになるんできになるんで

すよすよすよすよ。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))事件事件事件事件のののの謎謎謎謎そのものはそのものはそのものはそのものは、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ４４４４』』』』までのまでのまでのまでの情報情報情報情報をををを総合総合総合総合するとするとするとすると解解解解くことがくことがくことがくことが可能可能可能可能なんですねなんですねなんですねなんですね。。。。    

可能可能可能可能であるとであるとであるとであると断言断言断言断言しますしますしますします。。。。ただしそれはただしそれはただしそれはただしそれは物語中物語中物語中物語中でもでもでもでも言言言言っているようにっているようにっているようにっているように、、、、私私私私がががが可能可能可能可能だとだとだとだと思思思思っていてもっていてもっていてもっていても、、、、受受受受けけけけ手手手手のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが可能可能可能可能かどうかはかどうかはかどうかはかどうかは別別別別のののの話話話話なんですなんですなんですなんです。。。。例例例例えばえばえばえば作品作品作品作品のののの中中中中にはにはにはには

「「「「誰誰誰誰がががが犯人犯人犯人犯人でででで」「」「」「」「何何何何がががが理由理由理由理由でででで」「」「」「」「どうやってどうやってどうやってどうやって」」」」というのをというのをというのをというのを隠隠隠隠したつもりでいるしたつもりでいるしたつもりでいるしたつもりでいる。。。。ただただただただ、「、「、「、「何何何何がががが理由理由理由理由でででで」」」」というというというという動機動機動機動機はははは人人人人のののの心心心心のののの問題問題問題問題じゃないですかじゃないですかじゃないですかじゃないですか。。。。((((中略中略中略中略))))中中中中にはにはにはには理解理解理解理解できないできないできないできない

人人人人もいるだろもいるだろもいるだろもいるだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。    



 5 

『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ４４４４』』』』まででまででまででまでで解解解解けたけたけたけた人人人人にはにはにはには『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ５５５５』』』』はははは答答答答えでえでえでえで、、、、ギリギリギリギリギリギリギリギリ解解解解けないけないけないけない人人人人にはにはにはにはヒントヒントヒントヒントなんですなんですなんですなんです。。。。これからもこれからもこれからもこれからも新情報新情報新情報新情報はははは出出出出るかもしれないるかもしれないるかもしれないるかもしれない。。。。でもでもでもでも、、、、それはあくまでそれはあくまでそれはあくまでそれはあくまで追加追加追加追加ののののヒントヒントヒントヒント

程度程度程度程度にににに考考考考えてもらえばいいですえてもらえばいいですえてもらえばいいですえてもらえばいいです。。。。裏裏裏裏をををを返返返返せばせばせばせば、、、、それがそれがそれがそれが無無無無くてもくてもくてもくても謎謎謎謎はははは解解解解けるけるけるける。。。。既既既既にににに解解解解けているけているけているけている人人人人にはにはにはには、、、、新事実新事実新事実新事実はははは確証確証確証確証となるでしょうとなるでしょうとなるでしょうとなるでしょう。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))ヱリカヱリカヱリカヱリカのののの探偵権限探偵権限探偵権限探偵権限はははは魔法的魔法的魔法的魔法的なななな力力力力としてとしてとしてとして描描描描かれていますねかれていますねかれていますねかれていますね。。。。    

これはこれはこれはこれはミステリーミステリーミステリーミステリーにににに対対対対するするするする、、、、ちょっとしたちょっとしたちょっとしたちょっとした遊遊遊遊びびびび心心心心ですねですねですねですね((((笑笑笑笑))))。。。。ミステリーミステリーミステリーミステリー界界界界のおのおのおのお約束約束約束約束にににに対対対対するするするする、、、、小小小小さなさなさなさな皮肉皮肉皮肉皮肉ををををゲームゲームゲームゲーム世界風世界風世界風世界風にににに扱扱扱扱っていますっていますっていますっています。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))新新新新しくしくしくしく金文字金文字金文字金文字がががが登場登場登場登場しましたねしましたねしましたねしましたね。。。。    

なぜでしょうねなぜでしょうねなぜでしょうねなぜでしょうね。。。。ぜひぜひぜひぜひ考考考考えてもらいたいですえてもらいたいですえてもらいたいですえてもらいたいです。「。「。「。「金文字金文字金文字金文字とはとはとはとは何何何何かかかか」「」「」「」「どういうどういうどういうどういう条件条件条件条件でででで使使使使えるのかえるのかえるのかえるのか」「」「」「」「赤文字赤文字赤文字赤文字よりもよりもよりもよりも強強強強いのかいのかいのかいのか」」」」……………………これらもこれらもこれらもこれらも、「、「、「、「答答答答ええええ」」」」をををを理解理解理解理解しているしているしているしている人人人人がががが見見見見ればればればれば

分分分分かりますかりますかりますかります。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))金文字金文字金文字金文字はははは、、、、ゲームマスターゲームマスターゲームマスターゲームマスターのみのみのみのみ使使使使えるようですがえるようですがえるようですがえるようですが…………    

厳密厳密厳密厳密にににに言言言言うとうとうとうとゲームゲームゲームゲームのののの答答答答えをえをえをえを知知知知ったものにしかったものにしかったものにしかったものにしか使使使使えませんえませんえませんえません。。。。答答答答えをえをえをえを知知知知っていればっていればっていればっていれば、、、、ゲームマスターゲームマスターゲームマスターゲームマスターでなくてもでなくてもでなくてもでなくても使使使使えますえますえますえます。。。。    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))エリカエリカエリカエリカがががが使使使使えないのはえないのはえないのはえないのは？？？？    

真相真相真相真相をををを知知知知らないからですらないからですらないからですらないからです。。。。ラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタははははゲームマスターゲームマスターゲームマスターゲームマスターをををを退退退退いていますがいていますがいていますがいていますが真相真相真相真相をををを知知知知っているのでっているのでっているのでっているので、、、、金文字宣言金文字宣言金文字宣言金文字宣言ができるのでしょができるのでしょができるのでしょができるのでしょうううう。。。。ベアトベアトベアトベアトがががが金文字宣言金文字宣言金文字宣言金文字宣言をしなかったのはをしなかったのはをしなかったのはをしなかったのは、、、、

空気空気空気空気をををを読読読読めるいいめるいいめるいいめるいい子子子子だったからでだったからでだったからでだったからで((((笑笑笑笑))))。。。。戦人戦人戦人戦人もももも最後最後最後最後のののの最後最後最後最後ででででドラノールドラノールドラノールドラノールにににに「「「「赤赤赤赤でででで否定否定否定否定をををを禁禁禁禁じますじますじますじます」」」」とととと言言言言われたのでわれたのでわれたのでわれたので、、、、金文字金文字金文字金文字をををを使使使使っただけですっただけですっただけですっただけです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))ベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステルはははは全全全全てをてをてをてを知知知知っているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうか？？？？    

どうでしょうどうでしょうどうでしょうどうでしょう。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ５５５５』』』』でのでのでのでの様子様子様子様子をををを見見見見るるるる限限限限りりりり、、、、ゲームマスターゲームマスターゲームマスターゲームマスターではなくではなくではなくではなく挑挑挑挑むむむむ側側側側のののの立場立場立場立場なのでなのでなのでなので、、、、持持持持っているっているっているっている情報量情報量情報量情報量はははは戦人戦人戦人戦人とほぼとほぼとほぼとほぼ互角互角互角互角だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))今回今回今回今回、、、、第二第二第二第二のののの晩晩晩晩のののの犠牲者犠牲者犠牲者犠牲者がががが秀吉一人秀吉一人秀吉一人秀吉一人だったりだったりだったりだったり、、、、生存者生存者生存者生存者のそののそののそののその後後後後がががが曖昧曖昧曖昧曖昧にににに描写描写描写描写されたされたされたされた理由理由理由理由はははは？？？？    

第二第二第二第二のののの晩晩晩晩についてはについてはについてはについては、、、、秀吉秀吉秀吉秀吉がががが殺殺殺殺されたされたされたされた段階段階段階段階ででででヱリカヱリカヱリカヱリカがががが全員全員全員全員をををを招集招集招集招集してしてしてして謎解謎解謎解謎解きをきをきをきを始始始始めたのでめたのでめたのでめたので、、、、事件事件事件事件がががが止止止止まってしまっているだけなんですよまってしまっているだけなんですよまってしまっているだけなんですよまってしまっているだけなんですよ。。。。だからだからだからだから実際実際実際実際にはにはにはには碑文碑文碑文碑文のののの通通通通りりりり、、、、((((秀秀秀秀

吉吉吉吉とととと寄寄寄寄りりりり添添添添っていたっていたっていたっていた))))絵羽絵羽絵羽絵羽がががが殺殺殺殺されたのかもしれませんされたのかもしれませんされたのかもしれませんされたのかもしれません。。。。ただただただただ「「「「答答答答ええええ」」」」をををを知知知知っているっているっているっている人人人人にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、第二第二第二第二のののの晩以降晩以降晩以降晩以降のののの展開展開展開展開はははは推測可能推測可能推測可能推測可能なはずですなはずですなはずですなはずです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))今回今回今回今回、『、『、『、『Land of the golden witchLand of the golden witchLand of the golden witchLand of the golden witch』』』』ののののネタネタネタネタがががが入入入入っているということですがっているということですがっているということですがっているということですが。。。。    

それはそれはそれはそれは絶対言絶対言絶対言絶対言えませんえませんえませんえません!(!(!(!(笑笑笑笑))))    確確確確かにかにかにかに『『『『Land of the golden witchLand of the golden witchLand of the golden witchLand of the golden witch』』』』のののの一番肝一番肝一番肝一番肝になるになるになるになる部分部分部分部分がががが入入入入っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、それはそれはそれはそれは恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしいネタネタネタネタでででで……………………。。。。そしてそそしてそそしてそそしてそれはれはれはれは、、、、戦人戦人戦人戦人にもにもにもにもヱリカヱリカヱリカヱリカにににに

ももももベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステルにもにもにもにも議題議題議題議題にににに挙挙挙挙げられていないんですよげられていないんですよげられていないんですよげられていないんですよ。。。。謎謎謎謎であったことさえもであったことさえもであったことさえもであったことさえも気付気付気付気付かないんじゃないかなかないんじゃないかなかないんじゃないかなかないんじゃないかな。。。。    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))ユーザーユーザーユーザーユーザーのののの中中中中ににににネタネタネタネタがががが何何何何であるかであるかであるかであるか、、、、気気気気づかれたづかれたづかれたづかれた方方方方はいらっしゃいますかはいらっしゃいますかはいらっしゃいますかはいらっしゃいますか？？？？    

ゼロゼロゼロゼロですですですです。。。。    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))そのそのそのそのネタネタネタネタはははは、、、、事件事件事件事件のののの謎解謎解謎解謎解きにきにきにきに深深深深くくくく関関関関わっているのですかわっているのですかわっているのですかわっているのですか？？？？    

「「「「答答答答ええええ」」」」にににに至至至至っているっているっているっている人人人人ならならならなら大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫だとだとだとだと思思思思いますけどねいますけどねいますけどねいますけどね。。。。トリックトリックトリックトリックにににに気気気気づいてくれたかなづいてくれたかなづいてくれたかなづいてくれたかな……………………。。。。かなりかなりかなりかなり汚汚汚汚いいいいネタネタネタネタなのでねなのでねなのでねなのでね。。。。    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))聞聞聞聞きききき方方方方をををを変変変変えるとえるとえるとえると、、、、ネタネタネタネタにににに気気気気づいていないづいていないづいていないづいていない人人人人はははは事件事件事件事件のののの真相真相真相真相にににに至至至至れないのですかれないのですかれないのですかれないのですか？？？？    

苦苦苦苦しいですねしいですねしいですねしいですね。『。『。『。『Land of the Land of the Land of the Land of the golden witchgolden witchgolden witchgolden witch』』』』ののののネタネタネタネタをををを打打打打ちちちち破破破破らないとらないとらないとらないと、、、、いくつかのいくつかのいくつかのいくつかの重要重要重要重要なななな答答答答えにはえにはえにはえには行行行行きききき着着着着けないのはけないのはけないのはけないのは確確確確かですがかですがかですがかですが。。。。ただただただただ、、、、そのそのそのそのネタネタネタネタもももも本来本来本来本来はははは使使使使うううう必要必要必要必要がなかがなかがなかがなか

ったからったからったからったから、、、、あろうとなかろうとあろうとなかろうとあろうとなかろうとあろうとなかろうと事件事件事件事件のののの真相真相真相真相にはにはにはには辿辿辿辿りりりり着着着着けるんですよけるんですよけるんですよけるんですよ。。。。ただただただただ、、、、あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも毒毒毒毒がががが強強強強いのでかくいのでかくいのでかくいのでかく乱乱乱乱したしたしたした可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては、、、、あるあるあるある種種種種のののの誤解誤解誤解誤解をををを生生生生じかじかじかじか

ねないですねねないですねねないですねねないですね。。。。    

※本来は同席できない紗音と嘉音が同席していることだと考えられます。実際にそこにいたのは嘉音で、ヱリカは紗音を認識していなかったのでしょう。ちなみに『Episode1 

Legend of the golden witch』『Episode2 Turn of the golden witch』『Episode3 Banquet of the golden witch』『Episode4 Alliance of the golden witch』『Episode5 End 

of the golden witch』『Episode6 Dawn of the golden witch』『Episode7 Requiem of the golden witch』『Episode8 Twilight of the golden witch』各ＥＰの共通部分“of 

the golden witch”を除いた単語の最初の一文字を抜き出すと“ＬＴＢＡＥＤＲＴ”となります。これを並び替えると“ＤＢＡＴＴＬＥＲ”となります。“Ｄ”はＤｅａｒ(親

愛なる)“ＢＡＴＴＬＥＲ”は“戦う者”戦人。つまり“Ｄｅａｒ ＢＡＴＴＬＥＲ(親愛なる戦人へ)”というアナグラムになっています。ところが『Land of the golden witch』

の“Ｌ”をここにいれると“Ｌｏｖｅ ＢＡＴＴＬＥＲ！(戦人を愛せ！)”か“ＢＡＴＴＬＥＲ Ｌｏｖｅ(戦人萌え)”になります。イマイチ締まりません。よって『Land of 

the golden witch』はガセネタであると考えられます。この考え方だと“ウェルギリアス”のラフ画もそのためのギミックです。 

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手)()()()(『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ６６６６』』』』はははは))))戦人戦人戦人戦人ががががゲームマスターゲームマスターゲームマスターゲームマスターということでということでということでということで、、、、希望希望希望希望のあるのあるのあるのある話話話話になるんでしょうかになるんでしょうかになるんでしょうかになるんでしょうか？？？？    

戦人戦人戦人戦人がががが物語物語物語物語のののの世界世界世界世界をををを完全完全完全完全にににに理解理解理解理解していてしていてしていてしていて愛愛愛愛があるならばがあるならばがあるならばがあるならば、、、、愛愛愛愛のあるのあるのあるのある話話話話になりますになりますになりますになります。。。。ただただただただ、、、、愛愛愛愛があることとがあることとがあることとがあることと希望希望希望希望があることはがあることはがあることはがあることは別別別別のののの話話話話。。。。連続殺人連続殺人連続殺人連続殺人がががが起起起起こるということはこるということはこるということはこるということは、、、、避避避避けよけよけよけよ

うのないうのないうのないうのない事実事実事実事実ですからねですからねですからねですからね。。。。愛愛愛愛があってもがあってもがあってもがあっても殺人殺人殺人殺人はははは殺人殺人殺人殺人。。。。戦人戦人戦人戦人というというというという初初初初めてめてめてめてののののゲームマスターゲームマスターゲームマスターゲームマスターがががが担当担当担当担当するのでするのでするのでするので、、、、これまでとはこれまでとはこれまでとはこれまでとは違違違違うううう物語物語物語物語になることはになることはになることはになることは間違間違間違間違いないでしょういないでしょういないでしょういないでしょう。。。。    

    

■ＥＰ６ 真相解明読本(インタビュー抜粋) 

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))「「「「愛愛愛愛のののの試練試練試練試練」」」」をををを話話話話のののの中心中心中心中心にににに据据据据えられたのはえられたのはえられたのはえられたのは、、、、どのようなどのようなどのようなどのような理由理由理由理由からでしょうかからでしょうかからでしょうかからでしょうか？？？？    

それをそれをそれをそれを私私私私のののの口口口口からからからから言言言言うのはうのはうのはうのは非常非常非常非常につまらないことだとにつまらないことだとにつまらないことだとにつまらないことだと思思思思いますいますいますいます((((笑笑笑笑))))。「。「。「。「どうしてこういうどうしてこういうどうしてこういうどうしてこういう物語物語物語物語になったんだろうになったんだろうになったんだろうになったんだろう？」？」？」？」とととと考考考考えてえてえてえて欲欲欲欲しいですねしいですねしいですねしいですね。。。。    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』のののの物語物語物語物語のののの中中中中でででで、、、、重要重要重要重要なななな要素要素要素要素をををを占占占占めているめているめているめている感感感感をををを受受受受けましたがけましたがけましたがけましたが……………………。。。。    

少少少少なくともなくともなくともなくとも、『、『、『、『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』ののののエピソードエピソードエピソードエピソードがががが進進進進むにむにむにむに従従従従ってってってって重要重要重要重要なななな要素要素要素要素がよりがよりがよりがより明明明明らかになっているのらかになっているのらかになっているのらかになっているのだとすればだとすればだとすればだとすれば、、、、恋人恋人恋人恋人たちたちたちたち３３３３組組組組のののの戦戦戦戦いもいもいもいも重要重要重要重要なななな何何何何かをかをかをかを提示提示提示提示、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは暗示暗示暗示暗示していしていしていしてい

るとるとるとると言言言言えるでしょうえるでしょうえるでしょうえるでしょう。。。。    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))そのそのそのその戦戦戦戦いをいをいをいを司司司司るるるる、、、、ゼパルゼパルゼパルゼパルととととフルフルフルフルフルフルフルフルについてですがについてですがについてですがについてですが……………………。。。。    

このこのこのこの二人二人二人二人はははは恋愛恋愛恋愛恋愛をををを司司司司るるるる悪魔悪魔悪魔悪魔ですしですしですしですし、「、「、「、「物語物語物語物語ののののテーマテーマテーマテーマのののの１１１１つはつはつはつは恋愛恋愛恋愛恋愛にあるにあるにあるにある」」」」ということはもうおということはもうおということはもうおということはもうお分分分分かりかりかりかり頂頂頂頂けているとけているとけているとけていると思思思思いますいますいますいます。。。。だとするとだとするとだとするとだとすると、、、、ゼパルゼパルゼパルゼパルととととフルフルフルフルフルフルフルフルはははは本編本編本編本編のののの真相真相真相真相をををを

司司司司るるるる悪魔悪魔悪魔悪魔とととと言言言言ってもいいですねってもいいですねってもいいですねってもいいですね。。。。あのあのあのあの２２２２人人人人のやりとりはのやりとりはのやりとりはのやりとりは、、、、強烈強烈強烈強烈ななななヒントヒントヒントヒントやややや暗示暗示暗示暗示をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん含含含含んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手)()()()(ヱリカヱリカヱリカヱリカのののの))))恋愛観恋愛観恋愛観恋愛観などがなどがなどがなどが描描描描かれたのはかれたのはかれたのはかれたのは、、、、、、、、先先先先ほどおっしゃったほどおっしゃったほどおっしゃったほどおっしゃった「「「「悪役悪役悪役悪役のののの魅力魅力魅力魅力」」」」につなげるためでしょうかにつなげるためでしょうかにつなげるためでしょうかにつなげるためでしょうか？？？？    

ヱリカヱリカヱリカヱリカというというというというキャラクターキャラクターキャラクターキャラクターはははは魔女寄魔女寄魔女寄魔女寄りのりのりのりの立場立場立場立場なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、本来本来本来本来ニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンなのでなのでなのでなのでニンゲンニンゲンニンゲンニンゲン的的的的なななな一面一面一面一面をををを出出出出したかったというのはありますしたかったというのはありますしたかったというのはありますしたかったというのはあります。。。。あとあとあとあと、『、『、『、『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』ののののテーマテーマテーマテーマのののの１１１１つつつつ

であるであるであるである恋愛恋愛恋愛恋愛についてについてについてについて、、、、ヱリカヱリカヱリカヱリカがどうがどうがどうがどう考考考考えているかをえているかをえているかをえているかを説明説明説明説明するするするする意味意味意味意味もありますもありますもありますもあります。「。「。「。「愛愛愛愛なんかあるからなんかあるからなんかあるからなんかあるから、、、、ありもしないものがありもしないものがありもしないものがありもしないものが、、、、視視視視えてしまうえてしまうえてしまうえてしまう」」」」というというというという、、、、愛愛愛愛についてのについてのについてのについての彼女彼女彼女彼女ののののスタスタスタスタ

ンスンスンスンスをををを示示示示したかったんですしたかったんですしたかったんですしたかったんです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))今回今回今回今回、、、、戦人戦人戦人戦人はははは自信自信自信自信たっぷりにたっぷりにたっぷりにたっぷりにヱリカヱリカヱリカヱリカとのとのとのとのゲームゲームゲームゲームをををを始始始始めましためましためましためました。。。。しかししかししかししかし「「「「皆皆皆皆がががが死死死死んだんだんだんだフリフリフリフリをしていたをしていたをしていたをしていた」」」」というというというというトリックトリックトリックトリックだとだとだとだと、、、、すぐさますぐさますぐさますぐさまヱリカヱリカヱリカヱリカにににに追追追追いいいい詰詰詰詰められるとめられるとめられるとめられると予想予想予想予想

しなかったのでしなかったのでしなかったのでしなかったのでしょうかしょうかしょうかしょうか？？？？    

そこはそこはそこはそこは「「「「なぜなぜなぜなぜ戦人戦人戦人戦人はあのようなはあのようなはあのようなはあのようなゲームゲームゲームゲームをををを作作作作ったとったとったとったと思思思思いますかいますかいますかいますか？」？」？」？」とととと私私私私がががが皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに問問問問いかけたいいかけたいいかけたいいかけたい所所所所ですですですです。。。。あとあとあとあと殺人殺人殺人殺人トリックトリックトリックトリックについてのについてのについてのについての論戦論戦論戦論戦はははは『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ４４４４』』』』とととと『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ５５５５』』』』でででで書書書書いていていていて

しまっていますからしまっていますからしまっていますからしまっていますから。。。。今回今回今回今回はははは「「「「犯人犯人犯人犯人がががが誰誰誰誰かかかか？」？」？」？」ではなくではなくではなくではなく、「、「、「、「話話話話のののの筋筋筋筋がががが通通通通るかるかるかるか？」？」？」？」というというというという新新新新しいしいしいしい展開展開展開展開にしたかったためにしたかったためにしたかったためにしたかったため、、、、ロジックエラーロジックエラーロジックエラーロジックエラーをををを巡巡巡巡るるるる戦戦戦戦いにしたんですいにしたんですいにしたんですいにしたんです。。。。    

※“ゲーム盤”の事件の犯人は紗音です。人を殺せるのは紗音のみですので、戦人は紗音に殺人をさせたくなかったと考えられます。 
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((((聞聞聞聞きききき手手手手))))今回今回今回今回ロジックエラーロジックエラーロジックエラーロジックエラーをををを起起起起こしたこしたこしたこした戦人戦人戦人戦人をををを救出救出救出救出するするするする方法方法方法方法がががが、「、「、「、「ベアトベアトベアトベアトのののの心臓心臓心臓心臓のののの一端一端一端一端がががが晒晒晒晒されるされるされるされる」」」」ことにつながるということにつながるということにつながるということにつながるという部分部分部分部分にににに引引引引っかかったのですがっかかったのですがっかかったのですがっかかったのですが……………………。。。。    

そのそのそのその辺辺辺辺りがりがりがりが、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェのののの真相真相真相真相にににに関関関関わるわるわるわる大大大大ヒントヒントヒントヒントになっているのではないでしょうかになっているのではないでしょうかになっているのではないでしょうかになっているのではないでしょうか。。。。歯歯歯歯がゆいですねがゆいですねがゆいですねがゆいですね。。。。オフレコオフレコオフレコオフレコならいくらでもならいくらでもならいくらでもならいくらでも言言言言えるんですがえるんですがえるんですがえるんですが((((笑笑笑笑))))。。。。((((中略中略中略中略)()()()(戦人戦人戦人戦人のののの))))

救出方法救出方法救出方法救出方法がががが分分分分かればかればかればかれば、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ１１１１』』』』からからからから『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ４４４４』』』』のののの謎謎謎謎はははは全全全全てててて解解解解けてもおかしくないんですけてもおかしくないんですけてもおかしくないんですけてもおかしくないんです。。。。特特特特にににに今回今回今回今回はははは、、、、ヒントヒントヒントヒントというというというという名名名名のののの答答答答えをどんどんえをどんどんえをどんどんえをどんどん出出出出していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、今今今今までのまでのまでのまでの密室密室密室密室

のののの謎謎謎謎はははは全全全全てててて説明説明説明説明できるはずなんですできるはずなんですできるはずなんですできるはずなんです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))今回今回今回今回、「、「、「、「六軒島爆発事件六軒島爆発事件六軒島爆発事件六軒島爆発事件」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉がががが初初初初めてめてめてめて登場登場登場登場しましたねしましたねしましたねしましたね。。。。    

確確確確かにかにかにかに言葉言葉言葉言葉としてはとしてはとしてはとしては初初初初めてですがめてですがめてですがめてですが、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ１１１１』』』』ののののエピローグエピローグエピローグエピローグでででで““““真里亞真里亞真里亞真里亞のののの死体死体死体死体はははは顎顎顎顎しかしかしかしか見見見見つからなかったつからなかったつからなかったつからなかった””””というというというという表記表記表記表記がありましたがありましたがありましたがありました。。。。またまたまたまた『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ４４４４』』』』でででで、、、、縁寿縁寿縁寿縁寿たちのたちのたちのたちの船船船船がががが屋屋屋屋

敷側敷側敷側敷側のののの船着場船着場船着場船着場にににに停泊停泊停泊停泊できなかったりできなかったりできなかったりできなかったり、、、、屋敷屋敷屋敷屋敷がががが跡形跡形跡形跡形もなくなっていたりしたというもなくなっていたりしたというもなくなっていたりしたというもなくなっていたりしたという描写描写描写描写からからからから、「、「、「、「地形地形地形地形がががが変変変変わるくらいのわるくらいのわるくらいのわるくらいの何何何何かかかか」」」」があったことはがあったことはがあったことはがあったことは想起想起想起想起できたとできたとできたとできたと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))今回今回今回今回「「「「黄金黄金黄金黄金のののの真実真実真実真実」」」」をををを戦人戦人戦人戦人がががが使使使使わずわずわずわず、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ((((姉姉姉姉))))がががが使使使使ったったったった理由理由理由理由はははは？？？？    

私私私私としてはとしてはとしてはとしては「「「「誰誰誰誰がががが使使使使ったったったった」」」」ではなくではなくではなくではなく、「、「、「、「どういうどういうどういうどういう条件下条件下条件下条件下でででで、、、、何何何何をををを意味意味意味意味してしてしてして使使使使ったのかったのかったのかったのか」」」」ということをということをということをということを探探探探ってほしいですねってほしいですねってほしいですねってほしいですね。「。「。「。「黄金黄金黄金黄金のののの真実真実真実真実」」」」とととと「「「「赤赤赤赤きききき真実真実真実真実」」」」のののの成立条成立条成立条成立条件件件件のののの違違違違いをいをいをいを

考考考考えてえてえてえて欲欲欲欲しいですしいですしいですしいです。。。。((((中中中中略略略略))))ルールルールルールルールをををを理解理解理解理解していればしていればしていればしていれば「「「「黄金黄金黄金黄金のののの真実真実真実真実」」」」はははは誰誰誰誰にでもにでもにでもにでも使使使使えるものでえるものでえるものでえるもので、、、、究極的究極的究極的究極的にはにはにはにはゲームゲームゲームゲームのののの「「「「駒駒駒駒」」」」でもでもでもでも使使使使えるものなのですえるものなのですえるものなのですえるものなのです。。。。だからだからだからだからベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ((((姉姉姉姉))))

もももも使使使使えたのでしょうえたのでしょうえたのでしょうえたのでしょう。。。。    

    

「「「「推理推理推理推理してしてしてして自分自分自分自分のののの答答答答えをえをえをえを出出出出したしたしたした！」！」！」！」というというというという方方方方にににに「「「「これがこれがこれがこれが真相真相真相真相ですですですです」」」」とととと具体的具体的具体的具体的にににに犯人犯人犯人犯人ややややトリックトリックトリックトリックをををを全部見全部見全部見全部見せたらせたらせたらせたら「「「「俺俺俺俺がががが推理推理推理推理したしたしたした努力努力努力努力はははは何何何何だったんだだったんだだったんだだったんだ！」！」！」！」ということになるのでということになるのでということになるのでということになるので、、、、

自分自分自分自分でででで答答答答えにえにえにえに辿辿辿辿りりりり着着着着いたいたいたいた人人人人とととと、、、、辿辿辿辿りりりり着着着着いていないいていないいていないいていない人人人人にににに、、、、ギリギリギリギリギリギリギリギリのののの差異差異差異差異をををを与与与与えたいんですえたいんですえたいんですえたいんです。。。。    

    

■ＥＰ７ 真相解明読本(インタビュー抜粋)    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))真相真相真相真相がががが描写描写描写描写されていてもされていてもされていてもされていても、、、、今今今今まではまではまではまでは幻想描写幻想描写幻想描写幻想描写もあったのでもあったのでもあったのでもあったので、、、、ファンファンファンファン的的的的にはにはにはには、「、「、「、「これはこれはこれはこれは本当本当本当本当のことかのことかのことかのことか？」？」？」？」とととと疑疑疑疑ってしまうってしまうってしまうってしまう部分部分部分部分があるのではないでしょうかがあるのではないでしょうかがあるのではないでしょうかがあるのではないでしょうか。。。。    

そこでそこでそこでそこで、、、、なぜなぜなぜなぜ戦人戦人戦人戦人ではなくではなくではなくではなくウィルウィルウィルウィルにににに探偵役探偵役探偵役探偵役をををを与与与与えたのかってことにえたのかってことにえたのかってことにえたのかってことに繋繋繋繋がるんですよがるんですよがるんですよがるんですよ。。。。((((中略中略中略中略))))『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』ストーリーストーリーストーリーストーリーのののの答答答答えあわせにはえあわせにはえあわせにはえあわせには、、、、事件事件事件事件にまったくにまったくにまったくにまったく関関関関わっていないわっていないわっていないわっていない人物人物人物人物

がががが必要必要必要必要だってことでだってことでだってことでだってことで、、、、急遽急遽急遽急遽、、、、ウィルウィルウィルウィルってってってって登場人物登場人物登場人物登場人物がががが必要必要必要必要になったんですになったんですになったんですになったんです。。。。((((中略中略中略中略))))『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』にはにはにはには『『『『赤赤赤赤きききき真実真実真実真実』』』』がありますからがありますからがありますからがありますから、、、、探偵役探偵役探偵役探偵役がががが赤文字赤文字赤文字赤文字でででで喋喋喋喋りまくればりまくればりまくればりまくれば良良良良いじゃないじゃないじゃないじゃな

いかともいかともいかともいかとも思思思思われるかもしれませんがわれるかもしれませんがわれるかもしれませんがわれるかもしれませんが、、、、先程申先程申先程申先程申しししし上上上上げましたげましたげましたげました通通通通りりりり、、、、赤赤赤赤でででで、、、、すべてをすべてをすべてをすべてを言言言言ってしまってしまってしまってしまったらったらったらったら、、、、考考考考えていないえていないえていないえていない人人人人にもにもにもにも解答解答解答解答がががが分分分分かってしまうかってしまうかってしまうかってしまう。。。。だからだからだからだから、、、、赤赤赤赤きききき真実真実真実真実はははは使使使使わずわずわずわず

にににに、、、、それでいてそれでいてそれでいてそれでいて戦人戦人戦人戦人よりよりよりより信用信用信用信用できるできるできるできる人物人物人物人物にににに語語語語らせたいということでらせたいということでらせたいということでらせたいということで、、、、ウィルウィルウィルウィルというというというという登場人物登場人物登場人物登場人物がががが出出出出てきたんですてきたんですてきたんですてきたんです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))ウィルウィルウィルウィルのののの名前名前名前名前のののの由来由来由来由来はははは、、、、小説家小説家小説家小説家であるであるであるであるヴァンヴァンヴァンヴァン・・・・ダインダインダインダインのののの本名本名本名本名、、、、ウィラードウィラードウィラードウィラード・・・・ハンティットンハンティットンハンティットンハンティットン・・・・ライトライトライトライトからからからから来来来来ているんでしょうかているんでしょうかているんでしょうかているんでしょうか？？？？    

はいはいはいはい、、、、そうですそうですそうですそうです。。。。オマージュオマージュオマージュオマージュでおでおでおでお名前名前名前名前をおをおをおをお借借借借りしましたりしましたりしましたりしました。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))ウィルウィルウィルウィルとととと理御理御理御理御がががが物語物語物語物語をををを解明解明解明解明するするするする役役役役ということはということはということはということは、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが言言言言っていることはっていることはっていることはっていることは真相真相真相真相とととと思思思思っていいんでしょうかっていいんでしょうかっていいんでしょうかっていいんでしょうか。。。。    

ウィルウィルウィルウィルとととと理御理御理御理御のようなのようなのようなのような信頼性信頼性信頼性信頼性のののの高高高高いいいい登場人物登場人物登場人物登場人物がががが口口口口にすることがにすることがにすることがにすることが信用信用信用信用できないならできないならできないならできないなら、、、、もうもうもうもう誰誰誰誰のののの言言言言うこともうこともうこともうことも信用信用信用信用できないんじゃないですかねぇできないんじゃないですかねぇできないんじゃないですかねぇできないんじゃないですかねぇ((((笑笑笑笑))))。。。。    

    

理御理御理御理御はははは性別不詳性別不詳性別不詳性別不詳ですねですねですねですね。。。。    

    

クレルクレルクレルクレルってってってってミステリーミステリーミステリーミステリー漫画漫画漫画漫画におけるにおけるにおけるにおける、「、「、「、「全身黒全身黒全身黒全身黒タイツタイツタイツタイツのののの男男男男」」」」なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。犯人犯人犯人犯人がわかっていないがわかっていないがわかっていないがわかっていない時時時時、、、、犯人犯人犯人犯人のののの再現再現再現再現シーンシーンシーンシーンでいつもでいつもでいつもでいつも全身黒全身黒全身黒全身黒タイツタイツタイツタイツのののの男男男男がががが出出出出てくるじゃないですかてくるじゃないですかてくるじゃないですかてくるじゃないですか。。。。

あのあのあのあの黒黒黒黒タイツタイツタイツタイツのののの男男男男ががががクレルクレルクレルクレルなんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。だからだからだからだからクレルクレルクレルクレルはははは「「「「人人人人」」」」じゃなくてじゃなくてじゃなくてじゃなくて「「「「unknownunknownunknownunknown」、」、」、」、ゲームゲームゲームゲーム風風風風にににに言言言言うとうとうとうと「「「「あやしいあやしいあやしいあやしい影影影影」」」」なんですなんですなんですなんです。。。。    

※あれは“黒タイツ”ではなく“黒塗り”なのだと思うのですが…。 

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))今回今回今回今回、、、、クレルクレルクレルクレルがががが語語語語るるるる場所場所場所場所はははは劇場劇場劇場劇場だっただっただっただったわけですがわけですがわけですがわけですが、、、、劇場劇場劇場劇場というというというという場所場所場所場所にににに意図意図意図意図はあったのでしょうかはあったのでしょうかはあったのでしょうかはあったのでしょうか。。。。    

これまでのこれまでのこれまでのこれまでのエピソードエピソードエピソードエピソードにはにはにはには、、、、観測者観測者観測者観測者、、、、観劇者観劇者観劇者観劇者というというというという言葉言葉言葉言葉がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。彼彼彼彼らららら……………………ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェのようなのようなのようなのようなゲームゲームゲームゲームのののの駒駒駒駒としてのとしてのとしてのとしての魔女魔女魔女魔女ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、フェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌのようのようのようのよう

なななな本当本当本当本当のののの意味意味意味意味でのでのでのでの魔女魔女魔女魔女たちからたちからたちからたちから見見見見るとるとるとると、、、、このこのこのこの世界世界世界世界はおはおはおはお芝居芝居芝居芝居をををを見見見見ているようにているようにているようにているように見見見見えるわけですえるわけですえるわけですえるわけです。。。。それならばそれならばそれならばそれならば、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは劇場劇場劇場劇場でででで見見見見ているのがふさわしいだろうとているのがふさわしいだろうとているのがふさわしいだろうとているのがふさわしいだろうと、、、、劇場舞台劇場舞台劇場舞台劇場舞台のののの絵絵絵絵がががが

出出出出てきましたてきましたてきましたてきました。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))ベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステルががががクレルクレルクレルクレルののののハラワタハラワタハラワタハラワタをををを切切切切りりりり裂裂裂裂いたいたいたいたシーンシーンシーンシーンではではではでは、、、、実実実実はははは金蔵金蔵金蔵金蔵のほうがのほうがのほうがのほうが黄金黄金黄金黄金をををを奪奪奪奪おうとしていましたがおうとしていましたがおうとしていましたがおうとしていましたが……………………。。。。    

ねえねえねえねえ、、、、なんでなんでなんでなんでしょうねしょうねしょうねしょうね、、、、あのあのあのあのシーンシーンシーンシーンはははは((((笑笑笑笑))))。。。。私私私私なりのちょっとしたなりのちょっとしたなりのちょっとしたなりのちょっとした最後最後最後最後のののの一捻一捻一捻一捻りのつもりですりのつもりですりのつもりですりのつもりです。。。。これまでこれまでこれまでこれまで見見見見せてきたものがせてきたものがせてきたものがせてきたものが真実真実真実真実とはとはとはとは限限限限らないよらないよらないよらないよ、、、、みたいなみたいなみたいなみたいな。。。。何何何何しろしろしろしろ、、、、金蔵金蔵金蔵金蔵とととと

初代初代初代初代ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェのののの過去過去過去過去ののののシーンシーンシーンシーンはははは、、、、金蔵金蔵金蔵金蔵のののの口口口口からからからから語語語語ったったったった金蔵金蔵金蔵金蔵ロマンスロマンスロマンスロマンス、、、、要要要要するにするにするにするに金蔵目線金蔵目線金蔵目線金蔵目線のののの物語物語物語物語なんでなんでなんでなんで、、、、金蔵金蔵金蔵金蔵のののの都合都合都合都合のいいことしかのいいことしかのいいことしかのいいことしか言言言言っていないっていないっていないっていない可能性可能性可能性可能性があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです。。。。

『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ７７７７』』』』っていうのはっていうのはっていうのはっていうのは、、、、限限限限りなくりなくりなくりなく答答答答えにえにえにえに近近近近いことをいことをいことをいことを書書書書いておきながらいておきながらいておきながらいておきながら、、、、最後最後最後最後のののの一点一点一点一点でそのでそのでそのでその答答答答えをえをえをえを拒否拒否拒否拒否できるようにもしてあるんですできるようにもしてあるんですできるようにもしてあるんですできるようにもしてあるんです。。。。    

    

ベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステルはははは「「「「これはすべてこれはすべてこれはすべてこれはすべて真実真実真実真実」」」」とととと言言言言いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、セリフセリフセリフセリフのののの途中途中途中途中でででで縁寿縁寿縁寿縁寿のののの悲鳴悲鳴悲鳴悲鳴によってかによってかによってかによってかきききき消消消消されていますされていますされていますされています。。。。ひょっとするとひょっとするとひょっとするとひょっとするとベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステルはははは「「「「これはすべてこれはすべてこれはすべてこれはすべて真実真実真実真実…………

…………だったらいいなぁだったらいいなぁだったらいいなぁだったらいいなぁ」」」」とかとかとかとか言言言言おうとしていたのかもしれませんおうとしていたのかもしれませんおうとしていたのかもしれませんおうとしていたのかもしれません((((笑笑笑笑))))。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))おおおお茶会茶会茶会茶会とととと裏裏裏裏おおおお茶会茶会茶会茶会でのでのでのでの描写描写描写描写はははは、、、、本編本編本編本編ではないからではないからではないからではないから怪怪怪怪しいとしいとしいとしいと見見見見るるるる向向向向きもありますがきもありますがきもありますがきもありますが。。。。    

あまりあまりあまりあまり本編本編本編本編だからおだからおだからおだからお茶会茶会茶会茶会だからっていうだからっていうだからっていうだからっていう区別区別区別区別はしていないですねはしていないですねはしていないですねはしていないですね。。。。本編本編本編本編とおとおとおとお茶会茶会茶会茶会とととと裏裏裏裏おおおお茶会茶会茶会茶会とととと、、、、ストーリーストーリーストーリーストーリーがががが三区分三区分三区分三区分になっているだけでおになっているだけでおになっているだけでおになっているだけでお茶会茶会茶会茶会であるからであるからであるからであるから何何何何かっていうことかっていうことかっていうことかっていうこと

はないですねはないですねはないですねはないですね。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))裏裏裏裏おおおお茶会茶会茶会茶会ででででフェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌがががが眠眠眠眠りにつきますがりにつきますがりにつきますがりにつきますが、、、、このこのこのこのシーンシーンシーンシーンはどういったはどういったはどういったはどういった意図意図意図意図でででで描描描描かれたのでしょうかかれたのでしょうかかれたのでしょうかかれたのでしょうか。。。。    

このこのこのこの物語物語物語物語でででで、、、、私私私私なりになりになりになりに辿辿辿辿りりりり着着着着いてもらいたいいてもらいたいいてもらいたいいてもらいたい真実真実真実真実とそのとそのとそのとその情報情報情報情報のののの開示開示開示開示がががが終終終終わったということがわったということがわったということがわったということが暗暗暗暗にににに描描描描かれていますかれていますかれていますかれています。。。。((((中略中略中略中略))))このこのこのこの物語物語物語物語ののののテーマテーマテーマテーマはははは既既既既にににに語語語語りりりり終終終終えたというえたというえたというえたという、、、、１１１１つのつのつのつの

表現表現表現表現ですねですねですねですね。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))ヤスヤスヤスヤスのののの動機動機動機動機はははは『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ８８８８』』』』でででで明言明言明言明言されるのでしょうかされるのでしょうかされるのでしょうかされるのでしょうか。。。。    

『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ７７７７』』』』まででまででまででまでで充分充分充分充分だとだとだとだと思思思思いますしいますしいますしいますし、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ７７７７』』』』でででで分分分分からないからないからないからない方方方方にはにはにはには、、、、クレルクレルクレルクレルのののの言葉言葉言葉言葉にもあったようににもあったようににもあったようににもあったように「「「「それそれそれそれ以上説明以上説明以上説明以上説明をををを重重重重ねたところでねたところでねたところでねたところで分分分分からないだろうからないだろうからないだろうからないだろう」」」」とととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手)()()()(ヤスヤスヤスヤスはははは))))「「「「戦人戦人戦人戦人にににに自分自分自分自分ののののホワイダニットホワイダニットホワイダニットホワイダニットをををを推理推理推理推理してもらいたくてしてもらいたくてしてもらいたくてしてもらいたくて犯行犯行犯行犯行をををを起起起起こしているこしているこしているこしている」」」」というというというという説説説説もあるようですがもあるようですがもあるようですがもあるようですが……………………。。。。    

いいいいいいいい解釈解釈解釈解釈だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。以前以前以前以前、、、、少年少年少年少年がががが非行非行非行非行にににに走走走走るるるる理由理由理由理由のほとんどはのほとんどはのほとんどはのほとんどは、、、、自分自分自分自分にににに関心関心関心関心をををを持持持持ってもらいたいってもらいたいってもらいたいってもらいたい、、、、自分自分自分自分のことをのことをのことをのことを理解理解理解理解してもらいたいというあるしてもらいたいというあるしてもらいたいというあるしてもらいたいというある種種種種ののののサインサインサインサインからからからから、、、、非行非行非行非行がががが

始始始始まるというまるというまるというまるという説説説説をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、なるほどとなるほどとなるほどとなるほどと思思思思ったことがありますったことがありますったことがありますったことがあります。。。。何何何何かでかでかでかで読読読読んだんだんだんだ話話話話ですけどですけどですけどですけど、、、、犬犬犬犬がががが吠吠吠吠えたりえたりえたりえたり噛噛噛噛んだりするのはんだりするのはんだりするのはんだりするのは、、、、犬犬犬犬がががが自分自分自分自分にににに関心関心関心関心をををを持持持持ってってってって欲欲欲欲しいからしいからしいからしいから飼飼飼飼いいいい主主主主にににに対対対対しししし

てててて反抗反抗反抗反抗するんですよねするんですよねするんですよねするんですよね。。。。((((中中中中略略略略))))ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェがががが予告状予告状予告状予告状をををを出出出出したりしたりしたりしたり、、、、色色色色んなんなんなんな事件事件事件事件をををを起起起起こすのもこすのもこすのもこすのも、、、、誰誰誰誰かにかにかにかに自分自分自分自分のののの事件事件事件事件をををを解解解解いていていていて欲欲欲欲しいからっていうしいからっていうしいからっていうしいからっていう可能性可能性可能性可能性はありますねはありますねはありますねはありますね。。。。きっときっときっときっと、、、、

戦人戦人戦人戦人がががが戻戻戻戻ってきたらってきたらってきたらってきたら出題出題出題出題したいとしたいとしたいとしたいと思思思思ってってってって、、、、彼女彼女彼女彼女はははは６６６６年間年間年間年間ずっとずっとずっとずっと、、、、密密密密室室室室トリックトリックトリックトリックとかをとかをとかをとかを考考考考えていたんじゃないですかねえていたんじゃないですかねえていたんじゃないですかねえていたんじゃないですかね((((笑笑笑笑))))。。。。    
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((((聞聞聞聞きききき手手手手))))ヤスヤスヤスヤスのののの同僚同僚同僚同僚、、、、先輩先輩先輩先輩たちがたちがたちがたちが、、、、煉獄煉獄煉獄煉獄のののの七姉妹七姉妹七姉妹七姉妹とととと同同同同じじじじ容姿容姿容姿容姿だったことにだったことにだったことにだったことに意図意図意図意図はあるのでしょうかはあるのでしょうかはあるのでしょうかはあるのでしょうか。。。。    

意図意図意図意図をををを感感感感じじじじ取取取取ってもらえるとってもらえるとってもらえるとってもらえると嬉嬉嬉嬉しいですねしいですねしいですねしいですね。。。。ロノウェロノウェロノウェロノウェとかとかとかとかワルギリアワルギリアワルギリアワルギリアみたいなみたいなみたいなみたいな幻想幻想幻想幻想のののの住人住人住人住人がががが、、、、実際実際実際実際にににに出出出出てくるてくるてくるてくる使用人使用人使用人使用人たちとたちとたちとたちとキャラクターキャラクターキャラクターキャラクターににににリンクリンクリンクリンク性性性性があるのとがあるのとがあるのとがあるのと同同同同じようにじようにじようにじように、、、、

煉獄煉獄煉獄煉獄のののの七姉妹七姉妹七姉妹七姉妹にもにもにもにもリンクリンクリンクリンクがあったんじゃないかとがあったんじゃないかとがあったんじゃないかとがあったんじゃないかと考考考考えてもらうのはえてもらうのはえてもらうのはえてもらうのは、、、、いいといいといいといいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

ワルギリアワルギリアワルギリアワルギリアとととと熊沢熊沢熊沢熊沢ががががリンクリンクリンクリンクしているのもしているのもしているのもしているのも、、、、ヤスヤスヤスヤスにとってにとってにとってにとって熊沢熊沢熊沢熊沢がががが母母母母のようなのようなのようなのような先生先生先生先生のようなのようなのようなのような存在存在存在存在だったからだったからだったからだったから、、、、あのようにあのようにあのようにあのように想像想像想像想像したってことですねしたってことですねしたってことですねしたってことですね。。。。ヤスヤスヤスヤスはははは凄凄凄凄いいいい想像力想像力想像力想像力のたくましのたくましのたくましのたくまし

いいいい子子子子ですよねですよねですよねですよね。。。。    

    

■ＥＰ８ 真相解明読本(インタビュー抜粋) 

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))最後最後最後最後にににに縁寿縁寿縁寿縁寿のののの目線目線目線目線でででで物語物語物語物語をををを作作作作られたのはなぜですかられたのはなぜですかられたのはなぜですかられたのはなぜですか？？？？    

「「「「このこのこのこの物語物語物語物語のののの結末結末結末結末はははは、、、、読者読者読者読者のあなたがのあなたがのあなたがのあなたが決決決決めるめるめるめる」」」」というというというという形形形形にするにするにするにする場合場合場合場合、、、、謎謎謎謎のののの渦中渦中渦中渦中にいるにいるにいるにいる人人人人よりもよりもよりもよりも、、、、謎謎謎謎をををを傍観傍観傍観傍観しているというかしているというかしているというかしているというか、、、、俯瞰視点俯瞰視点俯瞰視点俯瞰視点からからからから描描描描くのがふさわしいとくのがふさわしいとくのがふさわしいとくのがふさわしいと思思思思ったんでったんでったんでったんで

すよすよすよすよ。。。。そういったそういったそういったそういった条件条件条件条件をををを満満満満たしているのがたしているのがたしているのがたしているのが、、、、未来未来未来未来からからからから過去過去過去過去をををを振振振振りりりり返返返返っているっているっているっている縁寿縁寿縁寿縁寿なんですなんですなんですなんです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))戦人戦人戦人戦人にとってにとってにとってにとって、、、、物語物語物語物語はどういうものになったのでしょうかはどういうものになったのでしょうかはどういうものになったのでしょうかはどういうものになったのでしょうか？？？？    

戦人自身戦人自身戦人自身戦人自身はははは、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ４４４４』～『Ｅｐ』～『Ｅｐ』～『Ｅｐ』～『Ｅｐ６６６６』』』』あたりであたりであたりであたりで真相真相真相真相にににに至至至至っていっていっていっているんですよるんですよるんですよるんですよ。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその答答答答えをえをえをえを誰誰誰誰にもにもにもにも言言言言わないわないわないわない。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ８８８８』』』』ではではではではファンタジックファンタジックファンタジックファンタジックなななな描写描写描写描写がががが沢山出沢山出沢山出沢山出てきましたがてきましたがてきましたがてきましたが、、、、今回登場今回登場今回登場今回登場したしたしたした幻想世界幻想世界幻想世界幻想世界のののの描写描写描写描写についておについておについておについてお聞聞聞聞かせかせかせかせ願願願願えますかえますかえますかえますか？？？？    

広大広大広大広大なななな虚無虚無虚無虚無のののの海海海海のののの中中中中にににに、、、、可能性可能性可能性可能性やややや幻想幻想幻想幻想、、、、妄想妄想妄想妄想のののの数数数数だけかけらがだけかけらがだけかけらがだけかけらが浮浮浮浮いていていていていていていていて、、、、そのかけらがそのかけらがそのかけらがそのかけらが島島島島やややや領地領地領地領地とととと呼呼呼呼ばれているばれているばれているばれている。『ＯＮＥ。『ＯＮＥ。『ＯＮＥ。『ＯＮＥ    ＰＥＡＣＥ』ＰＥＡＣＥ』ＰＥＡＣＥ』ＰＥＡＣＥ』でででで言言言言うところのうところのうところのうところのグランドライングランドライングランドライングランドライン

みたいなみたいなみたいなみたいな感感感感じですかじですかじですかじですか((((笑笑笑笑))))。。。。なんともいえないなんともいえないなんともいえないなんともいえない不思議不思議不思議不思議なななな空気感空気感空気感空気感がありますねがありますねがありますねがありますね。。。。そこにそこにそこにそこに世界政府世界政府世界政府世界政府ならぬならぬならぬならぬ元老院元老院元老院元老院とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる組織組織組織組織がががが存在存在存在存在するするするする。。。。組織組織組織組織にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、謎謎謎謎めいためいためいためいた雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを楽楽楽楽

しんでもらえるだけでいいかなとしんでもらえるだけでいいかなとしんでもらえるだけでいいかなとしんでもらえるだけでいいかなと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))図書図書図書図書のののの都都都都でででで、、、、縁寿縁寿縁寿縁寿がががが去去去去ったったったった扉扉扉扉をををを閉閉閉閉じたあとじたあとじたあとじたあと、、、、絵羽絵羽絵羽絵羽はどうなったんでしょうかはどうなったんでしょうかはどうなったんでしょうかはどうなったんでしょうか？？？？    

絵羽絵羽絵羽絵羽とととと戦人戦人戦人戦人はははは黄金郷黄金郷黄金郷黄金郷にににに入入入入るわけにはいかないんですよるわけにはいかないんですよるわけにはいかないんですよるわけにはいかないんですよ。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら２２２２人人人人はははは六軒島六軒島六軒島六軒島からからからから生還生還生還生還しますからしますからしますからしますから、、、、２２２２人人人人にしかにしかにしかにしか猫箱猫箱猫箱猫箱のののの扉扉扉扉はははは閉閉閉閉じられないじられないじられないじられない。。。。扉扉扉扉をををを戦人戦人戦人戦人とととと絵羽絵羽絵羽絵羽がががが閉閉閉閉じたのはじたのはじたのはじたのは、、、、２２２２

人人人人がががが生還生還生還生還したことのしたことのしたことのしたことの暗喩暗喩暗喩暗喩……………………とととと私私私私がががが言言言言ったらったらったらったら暗喩暗喩暗喩暗喩にならないなにならないなにならないなにならないな((((笑笑笑笑))))。。。。    

    

何何何何かからかからかからかから縁寿縁寿縁寿縁寿をかばっているをかばっているをかばっているをかばっている味方味方味方味方ともともともとも思思思思えるようにもしたくてえるようにもしたくてえるようにもしたくてえるようにもしたくて『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ８８８８』』』』のののの魔女魔女魔女魔女エヴァエヴァエヴァエヴァをををを描描描描きましたきましたきましたきました。。。。((((中略中略中略中略))))絵羽絵羽絵羽絵羽はははは真相真相真相真相をををを知知知知っていたのかっていたのかっていたのかっていたのか、、、、知知知知っていたならなぜっていたならなぜっていたならなぜっていたならなぜ縁寿縁寿縁寿縁寿にそれにそれにそれにそれ

をををを伝伝伝伝えずえずえずえず黙黙黙黙っていたのかというっていたのかというっていたのかというっていたのかという所所所所からからからから見見見見えてくるものがあるんじゃないでしょうかえてくるものがあるんじゃないでしょうかえてくるものがあるんじゃないでしょうかえてくるものがあるんじゃないでしょうか。。。。    

    

本当本当本当本当はははは、、、、理御理御理御理御ととととベアトベアトベアトベアトはははは一緒一緒一緒一緒にににに存在存在存在存在してはいけないんですけれどしてはいけないんですけれどしてはいけないんですけれどしてはいけないんですけれど、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ８８８８』』』』はははは大団円大団円大団円大団円のののの話話話話なのでなのでなのでなので、、、、ごごごご都合的都合的都合的都合的でもいいからこれまでにでもいいからこれまでにでもいいからこれまでにでもいいからこれまでに登場登場登場登場したしたしたした駒駒駒駒をををを集合集合集合集合させたいっていうのさせたいっていうのさせたいっていうのさせたいっていうの

もありましたもありましたもありましたもありました。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))読者読者読者読者がががが考考考考えてえてえてえて参加参加参加参加するするするするシステムシステムシステムシステムなどをなどをなどをなどを組組組組みみみみ込込込込んだんだんだんだ理由理由理由理由はなんでしょうかはなんでしょうかはなんでしょうかはなんでしょうか？？？？    

最後最後最後最後くらいくらいくらいくらいユーザーユーザーユーザーユーザー自身自身自身自身がががが直接関直接関直接関直接関わってもいいんじゃないかとわってもいいんじゃないかとわってもいいんじゃないかとわってもいいんじゃないかと。。。。今回今回今回今回はははは最後最後最後最後のののの運命運命運命運命のののの選択選択選択選択をををを、、、、ユーザーユーザーユーザーユーザーにににに委委委委ねたかったんですねたかったんですねたかったんですねたかったんです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))留弗夫留弗夫留弗夫留弗夫がががが臭臭臭臭わせていたわせていたわせていたわせていた戦人戦人戦人戦人についてのについてのについてのについての謎謎謎謎がががが遂遂遂遂にににに明明明明かされたことでかされたことでかされたことでかされたことで、、、、ひとつすっきりしたひとつすっきりしたひとつすっきりしたひとつすっきりした感感感感じがしましじがしましじがしましじがしましたたたた。。。。    

あのあのあのあの留弗夫留弗夫留弗夫留弗夫ののののセリフセリフセリフセリフはははは直接本編直接本編直接本編直接本編にににに関関関関わるわるわるわる要素要素要素要素ではなくではなくではなくではなく、、、、推理推理推理推理ををををミスリードミスリードミスリードミスリードさせるためのさせるためのさせるためのさせるための１１１１つのつのつのつの罠罠罠罠ですねですねですねですね。『Ｅｐ。『Ｅｐ。『Ｅｐ。『Ｅｐ５５５５』』』』にににに出出出出てきたてきたてきたてきた１９１９１９１９年前年前年前年前のののの男男男男のののの正体正体正体正体はははは自分自分自分自分だというだというだというだという戦人戦人戦人戦人のののの推推推推

理理理理はははは、、、、そのそのそのそのミスリードミスリードミスリードミスリードにににに基基基基づくづくづくづく仮説仮説仮説仮説のひとつですからのひとつですからのひとつですからのひとつですから。。。。議論議論議論議論がががが広広広広がるようにするためにがるようにするためにがるようにするためにがるようにするために配置配置配置配置したんですしたんですしたんですしたんです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))留弗夫留弗夫留弗夫留弗夫がががが語語語語ったったったった戦人戦人戦人戦人のののの出生出生出生出生はははは、、、、そのままそのままそのままそのまま真相真相真相真相であるとであるとであるとであると受受受受けけけけ取取取取っていいんですかっていいんですかっていいんですかっていいんですか？？？？    

まあまあまあまあ、、、、留弗夫留弗夫留弗夫留弗夫がああがああがああがああ言言言言ってるんだからってるんだからってるんだからってるんだから、、、、信信信信じてあげていいんじゃないですかじてあげていいんじゃないですかじてあげていいんじゃないですかじてあげていいんじゃないですか。。。。留弗夫留弗夫留弗夫留弗夫がががが最後最後最後最後のののの最後最後最後最後までまでまでまで嘘嘘嘘嘘をついているとをついているとをついているとをついていると考考考考えるならえるならえるならえるなら、、、、疑疑疑疑ってもいいんですけどってもいいんですけどってもいいんですけどってもいいんですけど((((笑笑笑笑))))。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))元元元元々々々々選選選選択肢択肢択肢択肢をををを登場登場登場登場させたのはさせたのはさせたのはさせたのは、、、、最後最後最後最後のののの「「「「手品手品手品手品」」」」かかかか「「「「魔法魔法魔法魔法」」」」かのかのかのかの選択肢選択肢選択肢選択肢をををを出出出出したかったということですがしたかったということですがしたかったということですがしたかったということですが。。。。    

最後最後最後最後ににににユーザーユーザーユーザーユーザーのののの心心心心のののの持持持持ちようをちようをちようをちようを聞聞聞聞いていていていて、、、、ユーザーユーザーユーザーユーザーにににに合合合合わせたわせたわせたわせたエンディングエンディングエンディングエンディングをををを見見見見せたかったんですせたかったんですせたかったんですせたかったんです。。。。またまたまたまた最後最後最後最後のののの最後最後最後最後にににに今一度考今一度考今一度考今一度考えてえてえてえて、、、、悩悩悩悩むことをむことをむことをむことを楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで欲欲欲欲しかったんですしかったんですしかったんですしかったんです

よねよねよねよね。。。。どちらがどちらがどちらがどちらがトゥルーエンドトゥルーエンドトゥルーエンドトゥルーエンドかはかはかはかは、、、、私私私私からはからはからはからは明言明言明言明言しませんしませんしませんしません。。。。まあまあまあまあエンディングエンディングエンディングエンディングのののの長長長長さもさもさもさも違違違違いますしいますしいますしいますし、、、、スタッフロールスタッフロールスタッフロールスタッフロールがががが出出出出るかるかるかるか出出出出ないかのないかのないかのないかの違違違違いですぐいですぐいですぐいですぐ分分分分かるんですけどねかるんですけどねかるんですけどねかるんですけどね((((笑笑笑笑))))。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))手品手品手品手品エンドエンドエンドエンドはははは、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ、『Ｅｐ６６６６』』』』のあとののあとののあとののあとの話話話話ということになるんでしょうかということになるんでしょうかということになるんでしょうかということになるんでしょうか？？？？    

正確正確正確正確にはにはにはには『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ６６６６』』』』をををを途中途中途中途中までまでまでまでなぞったなぞったなぞったなぞった分岐世界分岐世界分岐世界分岐世界ですねですねですねですね。。。。あそこであそこであそこであそこで縁寿縁寿縁寿縁寿がががが六軒島六軒島六軒島六軒島にににに行行行行ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと霞霞霞霞がががが待待待待っていてっていてっていてっていて『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ６６６６』』』』のののの話話話話になるんですになるんですになるんですになるんです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))一方一方一方一方のののの魔法魔法魔法魔法エンドエンドエンドエンドですがですがですがですが、、、、物語物語物語物語のののの中中中中でででで縁寿縁寿縁寿縁寿をををを、、、、元元元元のままののままののままののままの戦人戦人戦人戦人とととと再会再会再会再会させたいとはさせたいとはさせたいとはさせたいとは思思思思われませんでしたかわれませんでしたかわれませんでしたかわれませんでしたか？？？？    

いやいやいやいや、、、、可哀相可哀相可哀相可哀相なことになことになことになことに「「「「絶対絶対絶対絶対にににに戦人戦人戦人戦人はははは帰帰帰帰ってこないってこないってこないってこない」」」」とととと、、、、随分前随分前随分前随分前からからからから赤字赤字赤字赤字でででで宣告宣告宣告宣告してしてしてして決定決定決定決定していますからしていますからしていますからしていますから。。。。会会会会わせてあげたかったわせてあげたかったわせてあげたかったわせてあげたかった気持気持気持気持ちはありますがちはありますがちはありますがちはありますが、、、、あのあのあのあの赤字赤字赤字赤字のせいでどのせいでどのせいでどのせいでど

うにもなりませんでしたうにもなりませんでしたうにもなりませんでしたうにもなりませんでした((((苦笑苦笑苦笑苦笑))))。『Ｅｐ。『Ｅｐ。『Ｅｐ。『Ｅｐ８８８８』』』』でのでのでのでの２２２２人人人人のののの再会再会再会再会はははは、、、、あのあのあのあの赤字赤字赤字赤字ににににギリギリギリギリギリギリギリギリ抵触抵触抵触抵触しないしないしないしない範囲範囲範囲範囲でででで書書書書いたといういたといういたといういたという所所所所ですねですねですねですね。。。。戦人戦人戦人戦人のののの体体体体はははは帰帰帰帰ってきたかもしれってきたかもしれってきたかもしれってきたかもしれないけどないけどないけどないけど、、、、戦戦戦戦

人人人人というというというという個人個人個人個人はははは否定否定否定否定されているされているされているされている状態状態状態状態なんですねなんですねなんですねなんですね。。。。なのでなのでなのでなので、、、、彼彼彼彼はははは戦人戦人戦人戦人としてはとしてはとしてはとしては振舞振舞振舞振舞っていないしっていないしっていないしっていないし、、、、自分自分自分自分でもでもでもでも戦人戦人戦人戦人であることをであることをであることをであることを否定否定否定否定していますからしていますからしていますからしていますから。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))戦人戦人戦人戦人とととと幾子幾子幾子幾子についてについてについてについて「「「「結婚結婚結婚結婚はしていないはしていないはしていないはしていない」」」」というというというというセリフセリフセリフセリフがありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、２２２２人人人人はどのようなはどのようなはどのようなはどのような関係関係関係関係だとだとだとだとイメージイメージイメージイメージされていますかされていますかされていますかされていますか？？？？    

かなりかなりかなりかなり初期初期初期初期ののののプロットプロットプロットプロットではではではでは、、、、あのあのあのあの２２２２人人人人はははは入籍入籍入籍入籍したことになっていたんですしたことになっていたんですしたことになっていたんですしたことになっていたんです。「。「。「。「忙忙忙忙しくてなかなかしくてなかなかしくてなかなかしくてなかなか式式式式はできないんですがはできないんですがはできないんですがはできないんですが、、、、籍籍籍籍はははは一昨年一昨年一昨年一昨年にににに入入入入れてれてれてれて」」」」というようにというようにというようにというように書書書書いていたいていたいていたいていたプロプロプロプロ

ットットットットををををスタッフスタッフスタッフスタッフにににに見見見見せたところせたところせたところせたところ、、、、一部一部一部一部のののの女性女性女性女性スタッフスタッフスタッフスタッフたちからたちからたちからたちから「「「「ショックショックショックショック！」「！」「！」「！」「戦人戦人戦人戦人はははは清清清清いままいままいままいままでいてくれなければでいてくれなければでいてくれなければでいてくれなければ駄目駄目駄目駄目だだだだ、、、、戦人戦人戦人戦人をををを守守守守らないとらないとらないとらないと駄目駄目駄目駄目だだだだ！」！」！」！」とととと叫叫叫叫びびびび出出出出しましてしましてしましてしまして((((笑笑笑笑))))。。。。

そのそのそのその反応反応反応反応をををを見見見見てててて２２２２人人人人のののの関係関係関係関係についてについてについてについて触触触触れるのはやめましたれるのはやめましたれるのはやめましたれるのはやめました。。。。    

※『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』でも、当初の設定では主人公のアムロは結婚していたそうですが、女性スタッフから「結婚しているアムロなんて見たくない」という

声が挙がり、設定変更されたそうです。いつの時代も女性の言うことは同じです。 

    

１５１５１５１５等分等分等分等分されたされたされたされたケーキケーキケーキケーキからからからから２２２２つのつのつのつのアーモンドアーモンドアーモンドアーモンドがががが出出出出てきたということはてきたということはてきたということはてきたということは、、、、もしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたら「「「「全部全部全部全部ににににアーモンドアーモンドアーモンドアーモンドがががが入入入入っていたっていたっていたっていた」」」」ともともともとも考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。そうそうそうそう仮定仮定仮定仮定したしたしたした場合場合場合場合、、、、今度今度今度今度はははは「「「「アーアーアーアー

モンドモンドモンドモンドをををを当当当当てたのにてたのにてたのにてたのに申告申告申告申告しないしないしないしない理由理由理由理由はははは？」？」？」？」などとなどとなどとなどと考考考考えたりえたりえたりえたり。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))入館証入館証入館証入館証についてはについてはについてはについては？？？？    

縁寿縁寿縁寿縁寿がががが持持持持っていたっていたっていたっていた1111個個個個はともかくとしてはともかくとしてはともかくとしてはともかくとして、、、、もうもうもうもう１１１１個個個個はいつのはいつのはいつのはいつの間間間間にににに紛紛紛紛れれれれ込込込込んでいたのかはんでいたのかはんでいたのかはんでいたのかは謎謎謎謎ですねですねですねですね。。。。答答答答えをえをえをえを言言言言っちゃうとっちゃうとっちゃうとっちゃうと簡単簡単簡単簡単なんだけどなんだけどなんだけどなんだけど。。。。((((中略中略中略中略))))大大大大してしてしてして面白面白面白面白くないくないくないくない答答答答えなのでえなのでえなのでえなので

伏伏伏伏せておきますせておきますせておきますせておきます。。。。単純単純単純単純なのでなのでなのでなので考考考考えてみてくださいえてみてくださいえてみてくださいえてみてください((((笑笑笑笑))))。。。。    
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((((聞聞聞聞きききき手手手手))))『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ８８８８』』』』のののの物語全体物語全体物語全体物語全体ががががフェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌによってによってによってによって書書書書かれたかれたかれたかれた物物物物であるというであるというであるというであるという解釈解釈解釈解釈はははは可能可能可能可能ですかですかですかですか？？？？    

そういうそういうそういうそういう考考考考ええええ方方方方もできますねもできますねもできますねもできますね。。。。フェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌはあのはあのはあのはあの世界世界世界世界におけるにおけるにおけるにおける神神神神、、、、世界世界世界世界のののの執筆者執筆者執筆者執筆者にににに限限限限りなくりなくりなくりなく近近近近いんですいんですいんですいんです。。。。だからだからだからだからフェザリフェザリフェザリフェザリーヌーヌーヌーヌがががが登場人物登場人物登場人物登場人物のののの中中中中でででで最強最強最強最強にににに近近近近いのはいのはいのはいのは間違間違間違間違いないいないいないいない

ですねですねですねですね。。。。それとそれとそれとそれと同時同時同時同時にににに結構恥結構恥結構恥結構恥ずかしいずかしいずかしいずかしいヤツヤツヤツヤツなんですよねなんですよねなんですよねなんですよね。。。。自分自分自分自分のののの作品作品作品作品にににに自分自分自分自分をををを登場登場登場登場させてさせてさせてさせて「「「「俺俺俺俺、、、、超強超強超強超強ぇぇぇぇ～！」～！」～！」～！」とととと書書書書いているわけですからいているわけですからいているわけですからいているわけですから((((笑笑笑笑))))。。。。    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))そういうそういうそういうそういう目線目線目線目線でででで見見見見るとるとるとると、、、、フェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌととととラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタのののの戦戦戦戦いはいはいはいは面白面白面白面白いですねいですねいですねいですね((((笑笑笑笑))))。。。。    

自分自分自分自分ががががラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタをやっつけるをやっつけるをやっつけるをやっつける展開展開展開展開にするにするにするにする、、、、でもどうやってでもどうやってでもどうやってでもどうやってラムダラムダラムダラムダをやっつけるかをやっつけるかをやっつけるかをやっつけるか分分分分からないからからないからからないからからないから、、、、とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず「「「「倒倒倒倒したしたしたした」」」」だけだけだけだけ書書書書くくくく。。。。このこのこのこのシーンシーンシーンシーンはははは不思議不思議不思議不思議とととと『『『『ジョジョジョジョジョジョジョジョ』』』』

っぽくなってしまいましたっぽくなってしまいましたっぽくなってしまいましたっぽくなってしまいました((((笑笑笑笑))))。。。。実際実際実際実際にはにはにはには「「「「誰誰誰誰があのがあのがあのがあの世界世界世界世界ををををライティングライティングライティングライティングしているのかしているのかしているのかしているのか？」？」？」？」というというというという主観主観主観主観のののの問題問題問題問題になるんですよねになるんですよねになるんですよねになるんですよね。。。。そこまでそこまでそこまでそこまで考考考考えながらえながらえながらえながら読読読読んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人はははは、、、、少少少少なななな

いといといといと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))そもそもそもそもそもそもそもそもフェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌとはとはとはとは、、、、どういうどういうどういうどういう存在存在存在存在なのでしょうなのでしょうなのでしょうなのでしょう？？？？    

『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ６６６６』』』』ののののＴｉｐｓＴｉｐｓＴｉｐｓＴｉｐｓでででで、、、、フェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌがががが「「「「生生生生きききき死死死死にをにをにをにを繰繰繰繰りりりり返返返返しているしているしているしている」」」」とあったのはとあったのはとあったのはとあったのは、、、、フェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌがががが駒駒駒駒だっただっただっただった頃頃頃頃、、、、自分自分自分自分たちもたちもたちもたちも誰誰誰誰かにかにかにかにライティングライティングライティングライティングされているされているされているされている登場人物登場人物登場人物登場人物でででで

あるというあるというあるというあるという事実事実事実事実をををを知知知知りりりり、、、、自由意志自由意志自由意志自由意志としてとしてとしてとして信信信信じてじてじてじて疑疑疑疑わなかったことがわなかったことがわなかったことがわなかったことが、、、、誰誰誰誰かにかにかにかにライティングライティングライティングライティングされているされているされているされている物物物物だとだとだとだと気気気気づいたためにづいたためにづいたためにづいたために死死死死んじゃったんですよねんじゃったんですよねんじゃったんですよねんじゃったんですよね。。。。でもでもでもでも彼女彼女彼女彼女はははは、、、、自自自自らもらもらもらもララララ

イターイターイターイターとなってとなってとなってとなって帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきた。。。。そしてそしてそしてそして恥恥恥恥もももも外聞外聞外聞外聞もなくもなくもなくもなく、、、、自分自分自分自分のののの作作作作品品品品のののの中中中中にににに自分自分自分自分をををを描描描描くことでくことでくことでくことで真真真真のののの自由意志自由意志自由意志自由意志をををを得得得得たたたた。。。。彼女彼女彼女彼女はははは今今今今、、、、リレーマンガリレーマンガリレーマンガリレーマンガのようなのようなのようなのような世界世界世界世界にいるのかもしれないにいるのかもしれないにいるのかもしれないにいるのかもしれない

ですねですねですねですね。。。。自分自分自分自分ののののキャラキャラキャラキャラはははは自分自分自分自分でででで書書書書くけどくけどくけどくけど、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外はははは複数複数複数複数ののののライターライターライターライターがががが書書書書いているようないているようないているようないているような世界世界世界世界にににに存在存在存在存在しているのかもしれませんしているのかもしれませんしているのかもしれませんしているのかもしれません。。。。    

    

自分自分自分自分((((作者作者作者作者))))のののの望望望望まないようなまないようなまないようなまないような展開展開展開展開ややややキャラクターキャラクターキャラクターキャラクターはははは生生生生まれてこないまれてこないまれてこないまれてこない、、、、造物主造物主造物主造物主というのはというのはというのはというのは何何何何でもでもでもでも生生生生みみみみ出出出出せるがせるがせるがせるが故故故故につまらないにつまらないにつまらないにつまらない生生生生きききき物物物物ですよですよですよですよ。。。。人間人間人間人間はははは、、、、自分自分自分自分がががが誰誰誰誰かのかのかのかの作品作品作品作品のののの登場登場登場登場

人物人物人物人物であることすらであることすらであることすらであることすら自覚自覚自覚自覚しておらずしておらずしておらずしておらず、、、、自由意志自由意志自由意志自由意志によってによってによってによって行動行動行動行動しているとしているとしているとしていると信信信信じているのでじているのでじているのでじているので、、、、一番気楽一番気楽一番気楽一番気楽なななな存在存在存在存在ですですですです。。。。魔女魔女魔女魔女というのはというのはというのはというのは、「、「、「、「自分自分自分自分たちはたちはたちはたちは、、、、誰誰誰誰かのかのかのかの創創創創作物作物作物作物じゃないかじゃないかじゃないかじゃないか」」」」

ということにということにということにということに気気気気づきづきづきづき始始始始めていてめていてめていてめていて、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつ異異異異なるなるなるなる創作物創作物創作物創作物をををを閲覧閲覧閲覧閲覧できるできるできるできる立場立場立場立場にいるにいるにいるにいる者者者者でででで、、、、上上上上にににに行行行行けばけばけばけば行行行行くほどくほどくほどくほど執筆者執筆者執筆者執筆者のののの立場立場立場立場にににに近近近近づいていきづいていきづいていきづいていき、、、、本当本当本当本当にににに執筆者執筆者執筆者執筆者のののの域域域域までまでまでまで到達到達到達到達するとするとするとすると

終終終終わってしまうわってしまうわってしまうわってしまう。。。。真里亞真里亞真里亞真里亞がががが「「「「原初原初原初原初のののの魔女魔女魔女魔女」」」」とととと呼呼呼呼ばれたばれたばれたばれた理由理由理由理由はははは、、、、飽飽飽飽きることなくきることなくきることなくきることなく、、、、ゼロゼロゼロゼロからからからからドンドンドンドンドンドンドンドンととととアイデアアイデアアイデアアイデアやややや世界世界世界世界をををを膨膨膨膨らませていけるからなんですらませていけるからなんですらませていけるからなんですらませていけるからなんです。。。。    

    

ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェがががが「「「「宇宙宇宙宇宙宇宙はははは２２２２人人人人いないといないといないといないと生生生生みみみみ出出出出せないせないせないせない」」」」とととと言言言言ったったったった理由理由理由理由はははは、、、、相手相手相手相手がががが書書書書いたものにいたものにいたものにいたものにインスピレーションインスピレーションインスピレーションインスピレーションをををを受受受受けてけてけてけて、、、、自分自分自分自分もももも世界世界世界世界をををを膨膨膨膨らませるらませるらませるらませる。。。。それをそれをそれをそれを見見見見たたたた相手相手相手相手がまがまがまがま

たたたた感銘感銘感銘感銘をををを受受受受けてけてけてけて膨膨膨膨らませらませらませらませ、、、、相互相互相互相互にににに共鳴共鳴共鳴共鳴させるというこさせるというこさせるというこさせるということですとですとですとです。。。。もちろんこのもちろんこのもちろんこのもちろんこの関係関係関係関係はははは、、、、もっともっともっともっと大勢大勢大勢大勢のののの人人人人がいたがいたがいたがいた方方方方がががが、、、、よりよりよりより豊豊豊豊かにかにかにかに膨膨膨膨らみますけどねらみますけどねらみますけどねらみますけどね。。。。これがこれがこれがこれが魔女魔女魔女魔女のののの世界独特世界独特世界独特世界独特のののの世世世世

界観界観界観界観でででで、、、、このこのこのこの世界世界世界世界ののののファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー面面面面をををを支支支支えるえるえるえる設定設定設定設定になりますになりますになりますになります。。。。    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ『Ｅｐ６６６６』』』』でででで戦人戦人戦人戦人がががが自分好自分好自分好自分好みのみのみのみのベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェをををを書書書書いていましたがいていましたがいていましたがいていましたが、、、、自分自分自分自分にににに都合都合都合都合のいいのいいのいいのいい発言発言発言発言ばかりになってばかりになってばかりになってばかりになって幻滅幻滅幻滅幻滅するというのもするというのもするというのもするというのも、、、、それにそれにそれにそれに当当当当てはまるのでしょうかてはまるのでしょうかてはまるのでしょうかてはまるのでしょうか。。。。    

そのそのそのその通通通通りですりですりですりです。。。。ゲームマスターゲームマスターゲームマスターゲームマスターになればになればになればになれば思思思思いいいい通通通通りのりのりのりのベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェをををを作作作作れるけれどもれるけれどもれるけれどもれるけれども意外性意外性意外性意外性がないがないがないがない。。。。ゲームマスターゲームマスターゲームマスターゲームマスターだからこそのだからこそのだからこそのだからこそのジレンマジレンマジレンマジレンマですねですねですねですね。。。。戦人戦人戦人戦人ははははベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェのののの

ことをことをことをことを人間人間人間人間としてとしてとしてとして見見見見ていてていてていてていて、、、、駒駒駒駒とはとはとはとは見見見見てててていなかったんですいなかったんですいなかったんですいなかったんです。。。。    

    

あのあのあのあの世界世界世界世界ではではではでは「「「「受受受受けけけけ取取取取るるるる人人人人のののの数数数数だけだけだけだけ真実真実真実真実があるがあるがあるがある」」」」とさんざんとさんざんとさんざんとさんざん言言言言ってしまっているのでってしまっているのでってしまっているのでってしまっているので、、、、正解正解正解正解、、、、本当本当本当本当のののの真実真実真実真実というというというという意味意味意味意味のののの『『『『一一一一なるなるなるなる真実真実真実真実』』』』というというというという造語造語造語造語がががが必要必要必要必要になってしまったんになってしまったんになってしまったんになってしまったん

ですですですです。。。。本来本来本来本来はははは「「「「真実真実真実真実」」」」というというというという時点時点時点時点でででで本当本当本当本当のはずなんですけどのはずなんですけどのはずなんですけどのはずなんですけど((((笑笑笑笑))))。。。。そしてそしてそしてそして『『『『一一一一なるなるなるなる真実真実真実真実』』』』というというというという単語単語単語単語をををを理解理解理解理解しやすくするためにしやすくするためにしやすくするためにしやすくするために「「「「真実真実真実真実をををを知知知知っているっているっているっている絵羽絵羽絵羽絵羽がががが記記記記したしたしたした日記日記日記日記」」」」といといといとい

ううううビジュアルビジュアルビジュアルビジュアルでででで象徴化象徴化象徴化象徴化したんですねしたんですねしたんですねしたんですね。。。。    

    

フェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌフェザリーヌがががが赤文字赤文字赤文字赤文字でででで「「「「一一一一なるなるなるなる真実真実真実真実がががが書書書書かれているかれているかれているかれている」」」」とととと保証保証保証保証しているのでしているのでしているのでしているので、、、、このこのこのこの赤赤赤赤きききき真実真実真実真実をををを信信信信じないとなるとじないとなるとじないとなるとじないとなると、、、、僕僕僕僕にはにはにはには何何何何もももも出出出出せないんですけどせないんですけどせないんですけどせないんですけど((((笑笑笑笑))))。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))どうしてどうしてどうしてどうして明確明確明確明確なななな謎解謎解謎解謎解きをきをきをきを出出出出さなかったのかをおさなかったのかをおさなかったのかをおさなかったのかをお聞聞聞聞かせかせかせかせ願願願願えますでしょうかえますでしょうかえますでしょうかえますでしょうか。。。。    

それはそれはそれはそれは、、、、このこのこのこの作品作品作品作品がががが議論議論議論議論してしてしてして楽楽楽楽しむしむしむしむゲームゲームゲームゲームだからですだからですだからですだからです。。。。ゲームゲームゲームゲームであるであるであるである以上以上以上以上、、、、挑戦挑戦挑戦挑戦したしたしたした人人人人だけだけだけだけ、、、、議論議論議論議論をしてをしてをしてをして色色色色々々々々なななな情報情報情報情報をををを集集集集めためためためた人人人人だけがだけがだけがだけがゴールゴールゴールゴールにににに辿辿辿辿りりりり着着着着けるようにしたかったけるようにしたかったけるようにしたかったけるようにしたかった

んですよんですよんですよんですよ。。。。これこそがこれこそがこれこそがこれこそが『『『『うみねこのなくうみねこのなくうみねこのなくうみねこのなく頃頃頃頃にににに』』』』ががががゲームゲームゲームゲームであるであるであるである理由理由理由理由ですですですです。。。。((((中略中略中略中略))))今後今後今後今後もももも「「「「真相真相真相真相はどこかにはどこかにはどこかにはどこかに書書書書かないんですかかないんですかかないんですかかないんですか？」？」？」？」といったといったといったといった内容内容内容内容のののの質問質問質問質問をををを受受受受けるとけるとけるとけると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、

一切触一切触一切触一切触れないことがれないことがれないことがれないことが真剣真剣真剣真剣ににににプレイプレイプレイプレイしてくれたしてくれたしてくれたしてくれた人人人人にににに対対対対するするするする一番一番一番一番のののの恩返恩返恩返恩返しになるとしになるとしになるとしになると思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))『『『『一一一一なるなるなるなる真実真実真実真実』』』』はそもそもはそもそもはそもそもはそもそも存在存在存在存在しないというしないというしないというしないという見方見方見方見方もあるようですがもあるようですがもあるようですがもあるようですが？？？？    

僕僕僕僕としてはとしてはとしてはとしては一応用意一応用意一応用意一応用意はしてありますはしてありますはしてありますはしてあります。。。。ここはここはここはここは赤字赤字赤字赤字にしてもらってもにしてもらってもにしてもらってもにしてもらっても大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ですですですです((((笑笑笑笑))))。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』のののの物語物語物語物語をををを作作作作るにあたりるにあたりるにあたりるにあたり、、、、意識意識意識意識したしたしたしたミステリーミステリーミステリーミステリー作品作品作品作品はありますかはありますかはありますかはありますか？？？？    

「「「「孤島孤島孤島孤島にににに閉閉閉閉じじじじ込込込込められるめられるめられるめられる」」」」というというというというクローズドサークルクローズドサークルクローズドサークルクローズドサークルがががが題材題材題材題材なのでなのでなのでなので、、、、やはりやはりやはりやはり『『『『そしてそしてそしてそして誰誰誰誰もいなくなったもいなくなったもいなくなったもいなくなった』』』』などなどなどなどアガサアガサアガサアガサ・・・・クリスティクリスティクリスティクリスティのののの作品作品作品作品やややや、、、、ダンテダンテダンテダンテのののの『『『『神曲神曲神曲神曲』』』』などをなどをなどをなどをイメーイメーイメーイメー

ジジジジしていますしていますしていますしています。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))「「「「謎解謎解謎解謎解きをしないきをしないきをしないきをしないミステリーミステリーミステリーミステリー」」」」としてとしてとしてとして意識意識意識意識したしたしたした作品作品作品作品はははは？？？？    

そのそのそのその点点点点ではではではでは、、、、上手上手上手上手にににに模倣模倣模倣模倣はできなかったんですがはできなかったんですがはできなかったんですがはできなかったんですが『『『『ブレアブレアブレアブレア・・・・ウィッチウィッチウィッチウィッチ・・・・プロジェクプロジェクプロジェクプロジェクトトトト』』』』ががががイメージイメージイメージイメージにありましたにありましたにありましたにありました。。。。あとあとあとあと意識意識意識意識したものとしてはしたものとしてはしたものとしてはしたものとしては『『『『瓶詰地獄瓶詰地獄瓶詰地獄瓶詰地獄』』』』がありますねがありますねがありますねがありますね。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))『『『『虚無虚無虚無虚無へのへのへのへの供物供物供物供物』』』』はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか？？？？    

名前名前名前名前はははは知知知知っていましたけどっていましたけどっていましたけどっていましたけど、、、、参考参考参考参考にはしませんでしたにはしませんでしたにはしませんでしたにはしませんでした。。。。あのあのあのあの作品作品作品作品とととと『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』ではではではでは、、、、アンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーというというというという言葉言葉言葉言葉のののの捉捉捉捉ええええ方方方方がががが大大大大きくきくきくきく異異異異なりますのでなりますのでなりますのでなりますので。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))竜騎士竜騎士竜騎士竜騎士０７０７０７０７さんにとってのさんにとってのさんにとってのさんにとってのアンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーとはとはとはとは、、、、どういうものでしょうどういうものでしょうどういうものでしょうどういうものでしょう？？？？    

抽象的抽象的抽象的抽象的ですがですがですがですが、、、、まずまずまずまず「「「「考考考考えるとえるとえるとえると解解解解くことがくことがくことがくことが可能可能可能可能であるものであるものであるものであるもの」」」」ががががミステリーミステリーミステリーミステリーなんですなんですなんですなんです。。。。これのこれのこれのこれの対義語対義語対義語対義語でででで「「「「挑挑挑挑んでもんでもんでもんでも解解解解けないけないけないけない、、、、だからだからだからだから挑挑挑挑まないまないまないまない」」」」というのがというのがというのがというのが私私私私のののの定義定義定義定義するするするするアンチアンチアンチアンチ

ミステリーミステリーミステリーミステリーですですですですねねねね。。。。((((中略中略中略中略))))書書書書きききき手手手手がががが「「「「ここまででここまででここまででここまでで答答答答えがえがえがえが出出出出ているからているからているからているから、、、、答答答答えがえがえがえが分分分分かりますかりますかりますかります」」」」といってもといってもといってもといっても、、、、読読読読みみみみ手手手手がががが「「「「情報情報情報情報がががが足足足足りないからりないからりないからりないから、、、、解解解解けるわけがないけるわけがないけるわけがないけるわけがない」」」」とととと感感感感じてしまじてしまじてしまじてしま

ったらったらったらったら、、、、それはそれはそれはそれはアンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーなんですなんですなんですなんです。。。。    
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■【うみねこ対談】 考察本制作発表記念(抜粋)     

六軒島六軒島六軒島六軒島にににに真実真実真実真実はははは1111つしかありませんつしかありませんつしかありませんつしかありません。。。。ところがところがところがところが、、、、物語物語物語物語のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな部分部分部分部分がががが空白空白空白空白になりになりになりになり、、、、見見見見えなくなっていますえなくなっていますえなくなっていますえなくなっています。。。。例例例例えるならえるならえるならえるなら、、、、昼昼昼昼ののののワイドショーワイドショーワイドショーワイドショーややややクイズクイズクイズクイズ番組番組番組番組などでよくなどでよくなどでよくなどでよく見見見見かかかか

けるけるけるける「「「「正正正正しいしいしいしい文章文章文章文章のいたるところがのいたるところがのいたるところがのいたるところが「？」「？」「？」「？」ののののテープテープテープテープでででで隠隠隠隠されたされたされたされたボードボードボードボード」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな感感感感じですよじですよじですよじですよ。。。。正正正正しいしいしいしい真実真実真実真実はははは1111つしかありませんがつしかありませんがつしかありませんがつしかありませんが、、、、いろいろいろいろいろないろないろないろな箇所箇所箇所箇所ににににテープテープテープテープがががが貼貼貼貼られてられてられてられて読読読読めめめめ

なくなっていますなくなっていますなくなっていますなくなっています。。。。読読読読めないめないめないめない箇所箇所箇所箇所にににに「？」「？」「？」「？」とととと書書書書いてあるならばまだよいのですがいてあるならばまだよいのですがいてあるならばまだよいのですがいてあるならばまだよいのですが、、、、卑劣卑劣卑劣卑劣にもにもにもにもテープテープテープテープのののの上上上上にににに他他他他のことがのことがのことがのことが書書書書いてあるいてあるいてあるいてある。。。。しかもしかもしかもしかも酷酷酷酷いいいい箇所箇所箇所箇所になるとになるとになるとになると、、、、テープテープテープテープがががが貼貼貼貼ってってってって

あることあることあることあること自体自体自体自体もわからないというもわからないというもわからないというもわからないという。。。。    

    

『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』はははは相反相反相反相反するするするする2222つのつのつのつの世界世界世界世界をををを相互相互相互相互にににに理解理解理解理解しないとしないとしないとしないと、、、、物語物語物語物語のののの半分半分半分半分しかしかしかしか読読読読めないということになるのですめないということになるのですめないということになるのですめないということになるのです。「。「。「。「ミステリーミステリーミステリーミステリーととととファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーはははは同時同時同時同時にににに存在存在存在存在しうるしうるしうるしうる要素要素要素要素」」」」といといといとい

うことをうことをうことをうことを理解理解理解理解しないとしないとしないとしないと、、、、受受受受けけけけ取取取取れるれるれるれる情報量情報量情報量情報量はははは半減半減半減半減してしまいますしてしまいますしてしまいますしてしまいます。。。。    

    

『『『『EP2EP2EP2EP2』』』』序盤序盤序盤序盤にはにはにはには、、、、““““ベアトベアトベアトベアト””””がががが““““真里亞真里亞真里亞真里亞””””ののののマシュマロマシュマロマシュマロマシュマロをををを、、、、““““楼座楼座楼座楼座””””のののの目目目目のののの前前前前でででで直直直直すすすすシーンシーンシーンシーンがありますがありますがありますがあります。。。。目目目目をつぶっていたをつぶっていたをつぶっていたをつぶっていた““““真里亞真里亞真里亞真里亞””””のののの視点視点視点視点からはからはからはからは、、、、魔法魔法魔法魔法でででで直直直直したのかしたのかしたのかしたのか、、、、もももも

うううう1111本本本本ををををポケットポケットポケットポケットからからからから出出出出したのかわかりませんしたのかわかりませんしたのかわかりませんしたのかわかりません。。。。一部始終一部始終一部始終一部始終をををを見見見見ていたていたていたていた““““楼座楼座楼座楼座””””がががが空気空気空気空気をををを読読読読んでんでんでんで「「「「魔法魔法魔法魔法でででで直直直直したしたしたした」」」」とととと言言言言っただけなのかもしれないっただけなのかもしれないっただけなのかもしれないっただけなのかもしれない。。。。どちらにしろどちらにしろどちらにしろどちらにしろ““““真里亞真里亞真里亞真里亞””””にににに

してみればしてみればしてみればしてみれば「「「「直直直直ったったったったマシュマロマシュマロマシュマロマシュマロをををを手手手手にににに入入入入れたれたれたれた」」」」というというというという「「「「結果結果結果結果」」」」にはにはにはには変変変変わりがないのですわりがないのですわりがないのですわりがないのです。。。。つまりつまりつまりつまり重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは「「「「過程過程過程過程がどちらでもがどちらでもがどちらでもがどちらでも結果結果結果結果はははは共通共通共通共通しているしているしているしている」」」」というというというという点点点点。。。。他他他他ののののシーンシーンシーンシーン

でもでもでもでも同同同同じですじですじですじです。。。。部屋内部屋内部屋内部屋内でででで““““朱志香朱志香朱志香朱志香””””とととと““““嘉音嘉音嘉音嘉音””””がががが魔女魔女魔女魔女たちにたちにたちにたちに襲襲襲襲われてわれてわれてわれて殺殺殺殺されされされされ、、、、““““嘉音嘉音嘉音嘉音””””のののの死体死体死体死体がががが消消消消されたというされたというされたというされたという「「「「ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー描写描写描写描写」」」」とととと、、、、部屋内部屋内部屋内部屋内にににに““““朱志香朱志香朱志香朱志香””””のののの死体死体死体死体だけがだけがだけがだけが

残残残残されているされているされているされている「「「「結果結果結果結果」」」」はははは一致一致一致一致していますしていますしていますしています。。。。ミステリーミステリーミステリーミステリーでもでもでもでもファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーでもでもでもでも同同同同じじじじ結果結果結果結果になるというのはになるというのはになるというのはになるというのは大大大大きなきなきなきなポイントポイントポイントポイントですねですねですねですね。。。。これがこれがこれがこれが『『『『EP2EP2EP2EP2』』』』でしたでしたでしたでした。。。。ところがところがところがところが『『『『EP3EP3EP3EP3』』』』はもはもはもはも

っとっとっとっと極悪極悪極悪極悪になっていてになっていてになっていてになっていて、、、、ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー描写描写描写描写とととと「「「「結果結果結果結果」」」」がががが一致一致一致一致していないしていないしていないしていない出来事出来事出来事出来事がががが発生発生発生発生しししし始始始始めましためましためましためました。。。。第第第第1111のののの晩晩晩晩でででで死亡死亡死亡死亡したしたしたした6666人人人人はははは、、、、ファンタジーパートファンタジーパートファンタジーパートファンタジーパートでででで殺殺殺殺されたされたされたされた場所場所場所場所とはとはとはとは別別別別

のののの場所場所場所場所でででで発見発見発見発見されていますされていますされていますされています。。。。““““熊沢熊沢熊沢熊沢””””なんてなんてなんてなんて雨雨雨雨のののの中中中中、、、、戦戦戦戦ったのですからったのですからったのですからったのですから、、、、死体死体死体死体はははは濡濡濡濡れていてれていてれていてれていて泥泥泥泥まみれのまみれのまみれのまみれのハズハズハズハズ。。。。でもでもでもでも現実現実現実現実パートパートパートパートではそのようなではそのようなではそのようなではそのような報告報告報告報告はははは一切一切一切一切ありませんでしたありませんでしたありませんでしたありませんでした。。。。

これはこれはこれはこれは『『『『EP2EP2EP2EP2』』』』よりもよりもよりもよりも、、、、現実現実現実現実がががが魔法魔法魔法魔法でででで塗塗塗塗りつぶされてわからなくなっているということなのですりつぶされてわからなくなっているということなのですりつぶされてわからなくなっているということなのですりつぶされてわからなくなっているということなのです。。。。    

    

当初当初当初当初からからからから「「「「解解解解くべきくべきくべきくべき問題問題問題問題はははは犯人犯人犯人犯人ややややトリックトリックトリックトリックだけとはだけとはだけとはだけとは限限限限らないらないらないらない。。。。あらゆることがあらゆることがあらゆることがあらゆることが考察考察考察考察のののの対象対象対象対象になりうるになりうるになりうるになりうる」」」」ということはということはということはということは宣言宣言宣言宣言させてもらっているのでさせてもらっているのでさせてもらっているのでさせてもらっているので、、、、いろいろといろいろといろいろといろいろと考考考考えてえてえてえて真相真相真相真相をををを

探探探探ってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに私私私私はははは二重二重二重二重にににに隠隠隠隠すことがすことがすことがすことが大好大好大好大好きですきですきですきです。。。。人間人間人間人間はははは1111つのつのつのつの真相真相真相真相にたどりつくとにたどりつくとにたどりつくとにたどりつくと、、、、それでそれでそれでそれで満足満足満足満足してしてしてして考考考考えなくなるえなくなるえなくなるえなくなる癖癖癖癖がありますよねがありますよねがありますよねがありますよね。。。。まさかそのまさかそのまさかそのまさかその真相真相真相真相

のさらにのさらにのさらにのさらに先先先先にににに、、、、本当本当本当本当のののの真相真相真相真相があるなんてがあるなんてがあるなんてがあるなんて思思思思わないでしょうしわないでしょうしわないでしょうしわないでしょうし。。。。    

    

本当本当本当本当にににに赤字赤字赤字赤字というのはというのはというのはというのは不思議不思議不思議不思議ですですですです。。。。あれだけあれだけあれだけあれだけ““““ベアトベアトベアトベアト””””がががが「「「「信信信信じじじじろろろろ」」」」とととと言言言言っているっているっているっている要素要素要素要素ですがですがですがですが、、、、それさえそれさえそれさえそれさえ疑疑疑疑うことすらもうことすらもうことすらもうことすらもユーザーユーザーユーザーユーザーのののの目線目線目線目線としてはおもしろいととしてはおもしろいととしてはおもしろいととしてはおもしろいと思思思思いますいますいますいます。。。。しししし

かしかしかしかし赤字赤字赤字赤字さえさえさえさえ信信信信じないじないじないじないスタンススタンススタンススタンスというのはというのはというのはというのは、、、、かなりかなりかなりかなりツライツライツライツライでしょうねでしょうねでしょうねでしょうね。。。。やはりやはりやはりやはり赤字赤字赤字赤字はははは強力強力強力強力ななななヒントヒントヒントヒントですからですからですからですから。。。。赤字赤字赤字赤字さえさえさえさえ信信信信じないじないじないじない人人人人はははは、、、、物語物語物語物語のののの構築構築構築構築がががが非常非常非常非常にににに困難困難困難困難になることはになることはになることはになることは

間違間違間違間違いありませんいありませんいありませんいありません。。。。    

    

結局結局結局結局のところこののところこののところこののところこの世界世界世界世界ののののゲームマスターゲームマスターゲームマスターゲームマスターがががが““““ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ””””であることはほぼであることはほぼであることはほぼであることはほぼ間違間違間違間違いないといないといないといないと思思思思われるのでわれるのでわれるのでわれるので、、、、彼女彼女彼女彼女のののの思考思考思考思考やややや目的目的目的目的をををを探探探探ることはることはることはることは『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』世界世界世界世界のののの行行行行くくくく末末末末をををを探探探探

るるるる上上上上でおもしろいでおもしろいでおもしろいでおもしろいアプローチアプローチアプローチアプローチだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。そうそうそうそう考考考考えるとえるとえるとえると、、、、物語中物語中物語中物語中のののの不可解不可解不可解不可解なななな要素要素要素要素のいくつかがのいくつかがのいくつかがのいくつかが説明説明説明説明できるかもしれませんできるかもしれませんできるかもしれませんできるかもしれません。。。。それこそがそれこそがそれこそがそれこそが““““ラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタ””””がよくがよくがよくがよく口口口口にするにするにするにする「「「「隙隙隙隙」」」」

なのかもなのかもなのかもなのかも。。。。““““ラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタ””””はそのはそのはそのはその「「「「隙隙隙隙」」」」にごにごにごにご立腹立腹立腹立腹ですがですがですがですが。。。。    

    

““““ベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステル””””とととと““““古手梨花古手梨花古手梨花古手梨花””””のののの容姿容姿容姿容姿はははは似似似似ているのでているのでているのでているので同同同同じじじじキャラキャラキャラキャラとととと考考考考えることもできるかもしれませんがえることもできるかもしれませんがえることもできるかもしれませんがえることもできるかもしれませんが、、、、““““ラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタ””””とととと““““鷹野三四鷹野三四鷹野三四鷹野三四””””なんてなんてなんてなんて容姿容姿容姿容姿がががが全然違全然違全然違全然違いますいますいますいます。。。。

同同同同じなのはじなのはじなのはじなのは髪髪髪髪のののの色色色色とととと前髪前髪前髪前髪のののの形形形形、、、、瞳瞳瞳瞳のののの色色色色くらいですくらいですくらいですくらいです。。。。    

    

2222人人人人のののの魔女魔女魔女魔女がどのようながどのようながどのようながどのような位置位置位置位置づけでづけでづけでづけで参加参加参加参加しているのかについてしているのかについてしているのかについてしているのかについて、、、、考考考考えてみてもよいとえてみてもよいとえてみてもよいとえてみてもよいと思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ1111ついえることはついえることはついえることはついえることは、、、、彼女彼女彼女彼女らはらはらはらはゲームゲームゲームゲームののののプレイヤープレイヤープレイヤープレイヤーではないではないではないではない。。。。プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー

はははは““““ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ””””とととと““““戦人戦人戦人戦人””””であってであってであってであって、、、、2222人人人人はどちらかというとはどちらかというとはどちらかというとはどちらかというと見見見見ているだけのているだけのているだけのているだけの閲覧者閲覧者閲覧者閲覧者。。。。閲覧者閲覧者閲覧者閲覧者ががががサッカーサッカーサッカーサッカーののののサポーターサポーターサポーターサポーターのようなのようなのようなのような立場立場立場立場でででで、、、、好好好好きなきなきなきなチームチームチームチームをををを応援応援応援応援しているしているしているしている

だけですだけですだけですだけです。。。。    

    

著者不明著者不明著者不明著者不明ですがですがですがですが『『『『EP3EP3EP3EP3』』』』のののの死者死者死者死者ののののTIPSTIPSTIPSTIPSはははは、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ殺人殺人殺人殺人ののののルールルールルールルールがががが面倒面倒面倒面倒だとだとだとだとボヤボヤボヤボヤいていますよねいていますよねいていますよねいていますよね。「。「。「。「そもそもそもそもそもそもそもそも、、、、何何何何でででで碑文碑文碑文碑文にそわなきゃならないのにそわなきゃならないのにそわなきゃならないのにそわなきゃならないの？」？」？」？」とととと著者自身著者自身著者自身著者自身もももも思思思思っていっていっていってい

るようでするようでするようでするようです。。。。碑文碑文碑文碑文のののの謎謎謎謎がががが解解解解けたらけたらけたらけたら殺人殺人殺人殺人をやめるようなこともをやめるようなこともをやめるようなこともをやめるようなことも、、、、魔女魔女魔女魔女のののの手紙手紙手紙手紙にはにはにはには書書書書いてありましたいてありましたいてありましたいてありました。。。。殺殺殺殺したいからしたいからしたいからしたいから殺殺殺殺しているはずなのにしているはずなのにしているはずなのにしているはずなのに、、、、なぜなぜなぜなぜ中断中断中断中断するするするする可能性可能性可能性可能性をををを残残残残しているのしているのしているのしているの

かかかか……………………。。。。    

    

犯人犯人犯人犯人というのはというのはというのはというのは『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』のののの場合場合場合場合、「、「、「、「個人個人個人個人」」」」ではなくではなくではなくではなく「「「「現象現象現象現象」」」」ととらえてもよいでしょうととらえてもよいでしょうととらえてもよいでしょうととらえてもよいでしょう。。。。““““ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ””””がががが一個人一個人一個人一個人だとはだとはだとはだとは、、、、ひとひとひとひと言言言言もももも書書書書かれていませんからねかれていませんからねかれていませんからねかれていませんからね。『。『。『。『EP1EP1EP1EP1』』』』

のののの裏裏裏裏おおおお茶会茶会茶会茶会でででで語語語語られたとおりられたとおりられたとおりられたとおり、、、、““““ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ””””はははは擬人化擬人化擬人化擬人化されたされたされたされたルールルールルールルールのののの可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いわけなのでいわけなのでいわけなのでいわけなので。。。。くれぐれもくれぐれもくれぐれもくれぐれも「「「「““““ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ””””＝＝＝＝誰誰誰誰かかかか」」」」とはとはとはとは限限限限らないのでらないのでらないのでらないので注意注意注意注意してくしてくしてくしてく

ださいださいださいださい。。。。彼女彼女彼女彼女はははは「「「「現象現象現象現象」」」」かもしれないしかもしれないしかもしれないしかもしれないし、「、「、「、「複数人複数人複数人複数人のののの意思意思意思意思」」」」かもしれないかもしれないかもしれないかもしれない。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「偶然偶然偶然偶然」」」」かもかもかもかも。。。。““““ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ””””をををを構成構成構成構成するするするするルールルールルールルールがわかればがわかればがわかればがわかれば、、、、もうこのもうこのもうこのもうこの世界世界世界世界はかなりはかなりはかなりはかなり

紐紐紐紐（（（（ひもひもひもひも））））解解解解けますけますけますけます。。。。    

    

『『『『EP4EP4EP4EP4』』』』ののののラストバトルラストバトルラストバトルラストバトルははははシンプルシンプルシンプルシンプルかつかつかつかつ致命的致命的致命的致命的。。。。本当本当本当本当にににに強力強力強力強力なななな攻撃攻撃攻撃攻撃はははは一撃一撃一撃一撃でででで効効効効きますきますきますきます。。。。““““戦人戦人戦人戦人””””もももも““““縁寿縁寿縁寿縁寿””””もまとめてもまとめてもまとめてもまとめて「「「「はぁはぁはぁはぁ？」？」？」？」とととと言言言言わせますよわせますよわせますよわせますよ。。。。    

    

■【うみねこEP4対談】 電撃オンライン(抜粋) 

碑文碑文碑文碑文はひょっとするとはひょっとするとはひょっとするとはひょっとすると、、、、金蔵金蔵金蔵金蔵がよくがよくがよくがよく言言言言っているところのっているところのっているところのっているところの天文学的確率天文学的確率天文学的確率天文学的確率。「。「。「。「こんなふざけたこんなふざけたこんなふざけたこんなふざけた暗号暗号暗号暗号がががが解解解解けるわけがないけるわけがないけるわけがないけるわけがない。。。。それでもそれでもそれでもそれでも解解解解けるけるけるけるヤツヤツヤツヤツがががが現現現現れたられたられたられたら、、、、それはそれはそれはそれは奇跡奇跡奇跡奇跡だだだだ」」」」というというというという

意味意味意味意味があるんじゃないでしょうかがあるんじゃないでしょうかがあるんじゃないでしょうかがあるんじゃないでしょうか。。。。もしももしももしももしも金蔵金蔵金蔵金蔵がががが誰誰誰誰にもにもにもにも黄金黄金黄金黄金をををを渡渡渡渡したくないのだったらしたくないのだったらしたくないのだったらしたくないのだったら、、、、隠隠隠隠しししし場所場所場所場所なんかなんかなんかなんか内緒内緒内緒内緒にしておけばいいだけのにしておけばいいだけのにしておけばいいだけのにしておけばいいだけの話話話話なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。それをわざわざそれをわざわざそれをわざわざそれをわざわざ碑文碑文碑文碑文にににに

してしてしてして誰誰誰誰にでもにでもにでもにでも見見見見られるようにしているということはられるようにしているということはられるようにしているということはられるようにしているということは、「、「、「、「自分自分自分自分のののの黄金黄金黄金黄金とととと財産財産財産財産はははは誰誰誰誰ににににもももも引引引引きききき継継継継がないつもりだががないつもりだががないつもりだががないつもりだが、、、、もしももしももしももしも誰誰誰誰かがかがかがかが謎謎謎謎をををを解解解解くようなくようなくようなくような奇跡奇跡奇跡奇跡がががが起起起起こったらこったらこったらこったら、、、、譲譲譲譲ってやろうってやろうってやろうってやろう」」」」

というというというというメッセージメッセージメッセージメッセージにににに見見見見えなくもないですねえなくもないですねえなくもないですねえなくもないですね。。。。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))縁寿縁寿縁寿縁寿がががが『『『『EP3EP3EP3EP3』』』』ではではではでは戦人戦人戦人戦人をををを「「「「兄兄兄兄さんさんさんさん」」」」とととと呼呼呼呼んでいますがんでいますがんでいますがんでいますが、『、『、『、『EP4EP4EP4EP4』』』』ではではではでは「「「「おおおお兄兄兄兄ちゃんちゃんちゃんちゃん」」」」になっていますになっていますになっていますになっています。。。。これをこれをこれをこれを不思議不思議不思議不思議がるがるがるがる人人人人はははは多多多多いといといといと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような

意味意味意味意味があるのでしょうかがあるのでしょうかがあるのでしょうかがあるのでしょうか？？？？    

『『『『EP3EP3EP3EP3』』』』におけるにおけるにおけるにおける縁寿縁寿縁寿縁寿はははは、、、、戦人戦人戦人戦人がいないがいないがいないがいない世界世界世界世界でででで12121212年間生年間生年間生年間生きてきたきてきたきてきたきてきた縁寿縁寿縁寿縁寿ですですですです。。。。だからだからだからだから頭頭頭頭のののの中中中中がががが成長成長成長成長しきってしきってしきってしきって18181818歳歳歳歳になっているわけですになっているわけですになっているわけですになっているわけです。。。。だからだからだからだから「「「「おおおお兄兄兄兄ちゃんちゃんちゃんちゃん」」」」ではなくではなくではなくではなく、、、、他他他他

人行儀人行儀人行儀人行儀にににに「「「「兄兄兄兄さんさんさんさん」」」」とととと呼呼呼呼ぶようにぶようにぶようにぶように切切切切りりりり替替替替わわわわっていたのですっていたのですっていたのですっていたのです。。。。ただただただただ、、、、いざいざいざいざ目目目目のののの前前前前にににに12121212年前年前年前年前のののの姿姿姿姿のののの戦人戦人戦人戦人がいるがいるがいるがいる以上以上以上以上、、、、縁寿縁寿縁寿縁寿はははは12121212年前年前年前年前のののの縁寿縁寿縁寿縁寿であるべきなんですよであるべきなんですよであるべきなんですよであるべきなんですよ。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、

兄兄兄兄にににに対対対対するするするする2222人称人称人称人称はははは12121212年前年前年前年前のものにのものにのものにのものに戻戻戻戻ってしかるべきなんですってしかるべきなんですってしかるべきなんですってしかるべきなんです。。。。もしももしももしももしも戦人戦人戦人戦人がががが12121212年後年後年後年後のののの姿姿姿姿、、、、つまりつまりつまりつまり30303030歳歳歳歳のののの戦人戦人戦人戦人だったらだったらだったらだったら縁寿縁寿縁寿縁寿のののの2222人称人称人称人称はははは「「「「兄兄兄兄さんさんさんさん」」」」のままだったでしょうのままだったでしょうのままだったでしょうのままだったでしょう

ねねねね。。。。    
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((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))真里亞真里亞真里亞真里亞のののの魔法魔法魔法魔法にににに邪悪邪悪邪悪邪悪なななな面面面面があったというがあったというがあったというがあったという部分部分部分部分ですねですねですねですね。。。。これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに意外意外意外意外なななな要素要素要素要素でででで、、、、これからのこれからのこれからのこれからの話話話話をををを考考考考えていくえていくえていくえていく上上上上でもものすごくでもものすごくでもものすごくでもものすごく大事大事大事大事なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。

これはこれはこれはこれは最初最初最初最初からからからから『『『『EP4EP4EP4EP4』』』』でででで明明明明かすかすかすかす予定予定予定予定だったのでしょうかだったのでしょうかだったのでしょうかだったのでしょうか？？？？    

『『『『EP4EP4EP4EP4』』』』までのまでのまでのまでの出題編出題編出題編出題編のののの中中中中でででで、、、、描描描描いておきたかったいておきたかったいておきたかったいておきたかったテーマテーマテーマテーマのののの1111つですねつですねつですねつですね。。。。物語物語物語物語のののの世界観世界観世界観世界観をををを示示示示すうえでもすうえでもすうえでもすうえでも大大大大きなきなきなきなヒントヒントヒントヒントじゃないかとじゃないかとじゃないかとじゃないかと思思思思いますいますいますいます。。。。……………………ううううーーーーんんんん、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと言言言言いにくいにくいにくいにく

いですねいですねいですねいですね。。。。    

物語物語物語物語のののの世界観世界観世界観世界観をををを素直素直素直素直にににに受受受受けけけけ取取取取るならばるならばるならばるならば、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ足足足足りえるりえるりえるりえる要素要素要素要素としてとしてとしてとして、、、、真里亞真里亞真里亞真里亞とのとのとのとの出会出会出会出会いなくしていなくしていなくしていなくして今日今日今日今日ののののベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェはありえないということははありえないということははありえないということははありえないということは間違間違間違間違いないわけないないわけないないわけないないわけな

のでのでのでので。。。。ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェにとってにとってにとってにとって真里亞真里亞真里亞真里亞はははは無視無視無視無視できないできないできないできない存在存在存在存在でありでありでありであり、、、、そしてそしてそしてそして今日今日今日今日ののののベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェをををを構築構築構築構築するうえでするうえでするうえでするうえで欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない要素要素要素要素であったこともであったこともであったこともであったことも間違間違間違間違いないわけですねいないわけですねいないわけですねいないわけですね。。。。だだだだ

からからからから物語物語物語物語ののののテーマテーマテーマテーマをををを見見見見るるるる限限限限りりりり、、、、真里亞真里亞真里亞真里亞ととととベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェのののの出会出会出会出会いにはいにはいにはいには、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも86868686年世界年世界年世界年世界においてにおいてにおいてにおいて何何何何らかのらかのらかのらかの化学変化化学変化化学変化化学変化をををを起起起起こしたことはこしたことはこしたことはこしたことは間違間違間違間違いなさそうないなさそうないなさそうないなさそうな気気気気がするようながするようながするようながするような

今日今日今日今日このごろですこのごろですこのごろですこのごろです（（（（笑笑笑笑）。）。）。）。    

    

『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』というのはというのはというのはというのは、、、、““““アンチアンチアンチアンチ””””ミステリーミステリーミステリーミステリーというというというという側面側面側面側面があってがあってがあってがあって、、、、ミステリーミステリーミステリーミステリーではではではでは本来本来本来本来やってはいけないやってはいけないやってはいけないやってはいけない作法作法作法作法をいくつもやりながらもをいくつもやりながらもをいくつもやりながらもをいくつもやりながらも、、、、でもでもでもでも同時同時同時同時にににに““““アンチアンチアンチアンチ””””アンチミアンチミアンチミアンチミ

ステリーステリーステリーステリーというというというという側面側面側面側面もありますもありますもありますもあります。。。。ミステリーミステリーミステリーミステリーとしてのとしてのとしてのとしての作法作法作法作法をををを無視無視無視無視したしたしたした世界世界世界世界ををををミステリーミステリーミステリーミステリー足足足足らしめるというらしめるというらしめるというらしめるという、、、、不思議不思議不思議不思議なななな世界観世界観世界観世界観。。。。それらのそれらのそれらのそれらの融合融合融合融合がががが化学反応化学反応化学反応化学反応をををを起起起起こしたらおもしろこしたらおもしろこしたらおもしろこしたらおもしろ

いなといなといなといなと。。。。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))『『『『EP3EP3EP3EP3』』』』といえばといえばといえばといえば、、、、ゲストハウスゲストハウスゲストハウスゲストハウスからからからから自然自然自然自然にににに人人人人がががが消消消消えていきますよねえていきますよねえていきますよねえていきますよね。。。。あのあのあのあのストーリーストーリーストーリーストーリーはおもしろかったですはおもしろかったですはおもしろかったですはおもしろかったです。『。『。『。『EP4EP4EP4EP4』』』』のののの““““譲治譲治譲治譲治はははは階段階段階段階段をををを下下下下りていないりていないりていないりていない””””というというというという

赤字赤字赤字赤字でででで、、、、これまでにこれまでにこれまでにこれまでに執筆執筆執筆執筆してきたしてきたしてきたしてきた推理推理推理推理をををを斬斬斬斬りりりり捨捨捨捨てられてしまっててられてしまっててられてしまっててられてしまってショックショックショックショックでしたでしたでしたでした。。。。もうもうもうもう一度考一度考一度考一度考ええええ直直直直しですしですしですしです。。。。    

((((竜騎士竜騎士竜騎士竜騎士07)07)07)07)階段階段階段階段をををを下下下下りていないということはりていないということはりていないということはりていないということは、、、、窓窓窓窓からからからから出出出出たとしかたとしかたとしかたとしか考考考考えられないえられないえられないえられない。。。。ではではではでは譲治譲治譲治譲治がががが外外外外にににに出出出出たあとたあとたあとたあと誰誰誰誰がががが窓窓窓窓のののの鍵鍵鍵鍵をかけたのかをかけたのかをかけたのかをかけたのか？？？？    2222階階階階のののの窓窓窓窓にににに鍵鍵鍵鍵をかけられるをかけられるをかけられるをかけられる人間人間人間人間はははは、、、、戦戦戦戦

人人人人かかかか南條南條南條南條かかかか。。。。考考考考えたくはないけれどえたくはないけれどえたくはないけれどえたくはないけれど朱志香朱志香朱志香朱志香やややや真里亞真里亞真里亞真里亞もももも考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず窓窓窓窓からからからから飛飛飛飛びびびび下下下下りたことがりたことがりたことがりたことが確定確定確定確定だとするとだとするとだとするとだとすると、、、、絵羽絵羽絵羽絵羽はははは本当本当本当本当にににに譲治譲治譲治譲治とととと会会会会っていないっていないっていないっていない可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある、、、、みみみみ

たたたたいないないないな。。。。いやいやいやいやーーーー、、、、あのあたりのあのあたりのあのあたりのあのあたりのロジックロジックロジックロジックはおもしろいですねはおもしろいですねはおもしろいですねはおもしろいですね（（（（笑笑笑笑）。）。）。）。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ)()()()(『『『『Land of the golden witchLand of the golden witchLand of the golden witchLand of the golden witch』』』』についてについてについてについて))))今発表今発表今発表今発表したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでのシナリオシナリオシナリオシナリオのなかでのなかでのなかでのなかで最高最高最高最高のののの難易度難易度難易度難易度になるのでしょうかになるのでしょうかになるのでしょうかになるのでしょうか？？？？    

ううううーーーーんんんん。。。。今今今今のののの段階段階段階段階だとだとだとだと、、、、ヘタヘタヘタヘタするとするとするとすると思考停止思考停止思考停止思考停止どころかどころかどころかどころか、、、、真相真相真相真相だとだとだとだと思思思思われかねませんわれかねませんわれかねませんわれかねません。『。『。『。『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』でででで例例例例えればえればえればえれば、『、『、『、『目明目明目明目明しししし編編編編』』』』のないのないのないのない『『『『綿流綿流綿流綿流しししし編編編編』』』』みたいなみたいなみたいなみたいな。「。「。「。「魅音魅音魅音魅音がががが犯人犯人犯人犯人なんなんなんなん

だだだだ」」」」でででで終終終終わってしまうくらいわってしまうくらいわってしまうくらいわってしまうくらい致命的致命的致命的致命的ですですですです。。。。    

    

私私私私のやっているのやっているのやっているのやっている密室密室密室密室はかなりはかなりはかなりはかなりシンプルシンプルシンプルシンプルなななな部類部類部類部類ですですですです。。。。おおむねおおむねおおむねおおむね1111種類種類種類種類ののののキーワードキーワードキーワードキーワードでででで、、、、統一性統一性統一性統一性があってがあってがあってがあって解解解解けるようにはけるようにはけるようにはけるようには作作作作ったつもりなのでったつもりなのでったつもりなのでったつもりなので。。。。    

    

どうしてどうしてどうしてどうしてベアトベアトベアトベアトはははは甘甘甘甘いのかいのかいのかいのか、、、、何何何何をしたいのかををしたいのかををしたいのかををしたいのかを探探探探るにはるにはるにはるには、、、、チェスチェスチェスチェス盤盤盤盤をひっくりをひっくりをひっくりをひっくり返返返返してしてしてして考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要があるでしょうがあるでしょうがあるでしょうがあるでしょう。『。『。『。『EP1EP1EP1EP1』』』』のののの時点時点時点時点ではではではでは““““犯人犯人犯人犯人はははは連続殺人連続殺人連続殺人連続殺人かかかか見立見立見立見立てててて殺人殺人殺人殺人がしたいがしたいがしたいがしたい

らしいらしいらしいらしい””””としかとしかとしかとしか思思思思えないからえないからえないからえないから、、、、チェスチェスチェスチェス盤盤盤盤をひっくりをひっくりをひっくりをひっくり返返返返してもしてもしてもしてもピンピンピンピンとこないけれどとこないけれどとこないけれどとこないけれど、『、『、『、『EP4EP4EP4EP4』』』』までのまでのまでのまでの世界観世界観世界観世界観をすべてをすべてをすべてをすべて足足足足したうえでしたうえでしたうえでしたうえでチェスチェスチェスチェス盤盤盤盤をひっくりをひっくりをひっくりをひっくり返返返返してみるとしてみるとしてみるとしてみると、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろ何何何何

かがかがかがかが薄薄薄薄っすらっすらっすらっすらボンヤリボンヤリボンヤリボンヤリとととと見見見見えてくるのではないかなあえてくるのではないかなあえてくるのではないかなあえてくるのではないかなあ。。。。    

    

物語物語物語物語のののの世界観世界観世界観世界観をををを薄薄薄薄っすらとっすらとっすらとっすらと見見見見ていくとていくとていくとていくと、、、、なんとなくなんとなくなんとなくなんとなく何何何何かのかのかのかの輪郭輪郭輪郭輪郭がががが見見見見えてくるようにはえてくるようにはえてくるようにはえてくるようには作作作作っていますっていますっていますっています。。。。例例例例えばえばえばえば““““実実実実はははは譲治譲治譲治譲治とととと紗音紗音紗音紗音のののの婚約婚約婚約婚約はははは右代宮家右代宮家右代宮家右代宮家のののの財産財産財産財産をををを乗乗乗乗っっっっ取取取取るためのるためのるためのるための偽装偽装偽装偽装

でででで、、、、2222人人人人ともともともとも全然恋愛感情全然恋愛感情全然恋愛感情全然恋愛感情がないがないがないがない冷酷冷酷冷酷冷酷なななな仕事人仕事人仕事人仕事人だっただっただっただった””””みたいなみたいなみたいなみたいな設定設定設定設定はははは隠隠隠隠していないですしていないですしていないですしていないです。。。。今見今見今見今見てわかるようなてわかるようなてわかるようなてわかるような世界観世界観世界観世界観でででで、、、、作作作作っているようなっているようなっているようなっているような作作作作っていないようなっていないようなっていないようなっていないようなウッヒッヒウッヒッヒウッヒッヒウッヒッヒ

ッヒッヒッヒッヒ（（（（笑笑笑笑）。）。）。）。みんなをみんなをみんなをみんなを騙騙騙騙（（（（だまだまだまだま））））せたらせたらせたらせたら幸幸幸幸せですせですせですせです。。。。    

    

私私私私がががが『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』でででで目指目指目指目指しているところはしているところはしているところはしているところは、、、、とんでもないとんでもないとんでもないとんでもない荒唐無稽荒唐無稽荒唐無稽荒唐無稽（（（（こうとうむけいこうとうむけいこうとうむけいこうとうむけい））））なななな異常殺人異常殺人異常殺人異常殺人をををを、、、、できればできればできればできれば最終的最終的最終的最終的にはにはにはには人間人間人間人間のののの心心心心とととと気持気持気持気持ちとちゃんとしたちとちゃんとしたちとちゃんとしたちとちゃんとしたトリックトリックトリックトリックでででで、、、、すすすす

べてべてべてべて筋筋筋筋がががが通通通通るようにるようにるようにるように説明説明説明説明したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

    

■最終考察 うみねこのなく頃に(対談抜粋) 

ＥＰＥＰＥＰＥＰ５５５５ははははエグエグエグエグいいいい仕掛仕掛仕掛仕掛けがあってけがあってけがあってけがあって、、、、あるあるあるある種種種種のののの核心核心核心核心までまでまでまで至至至至っているっているっているっている人人人人ならばならばならばならば引引引引っかからないとっかからないとっかからないとっかからないと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、核心核心核心核心にににに至至至至っていないっていないっていないっていない人人人人がががが見見見見るとるとるとると「「「「アレアレアレアレ？」？」？」？」とととと思思思思われてしまうでしょわれてしまうでしょわれてしまうでしょわれてしまうでしょ

うねうねうねうね。。。。    

    

ＥＰＥＰＥＰＥＰ５５５５からからからから、、、、これまでとはこれまでとはこれまでとはこれまでとは角度角度角度角度のののの違違違違ううううヒントヒントヒントヒントがががが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでのベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェというのはというのはというのはというのは「「「「ヒントレベルヒントレベルヒントレベルヒントレベル１１１１、、、、レベルレベルレベルレベル２２２２、、、、レベルレベルレベルレベル３３３３」」」」のようにのようにのようにのように、、、、徐徐徐徐々々々々ににににヒントヒントヒントヒントはははは増増増増ええええ

ていてもすべてていてもすべてていてもすべてていてもすべて同同同同じじじじ角度角度角度角度からのからのからのからのヒントヒントヒントヒントでしたでしたでしたでした。。。。    

    

コミックコミックコミックコミックややややアニメアニメアニメアニメのののの『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』をををを監修監修監修監修しているとしているとしているとしていると、、、、私私私私たちでさえたちでさえたちでさえたちでさえ「ＥＰ「ＥＰ「ＥＰ「ＥＰ１１１１でいきなりこんなでいきなりこんなでいきなりこんなでいきなりこんな重大重大重大重大なことをなことをなことをなことを書書書書いてたのかいてたのかいてたのかいてたのか！」！」！」！」とととと、、、、伏線伏線伏線伏線のあまりののあまりののあまりののあまりのヤバヤバヤバヤバさにさにさにさにビビビビビビビビることがありることがありることがありることがあり

ますますますます((((笑笑笑笑))))。。。。だからだからだからだからＥＰＥＰＥＰＥＰ３３３３やややや４４４４ををををプレイプレイプレイプレイしたしたしたした後後後後ににににＥＰＥＰＥＰＥＰ１１１１やややや２２２２をををを読読読読みみみみ返返返返すとすとすとすと、、、、見見見見えてくるもののえてくるもののえてくるもののえてくるものの印象印象印象印象がかなりがかなりがかなりがかなり変変変変わるとわるとわるとわると思思思思いますよいますよいますよいますよ。。。。    

    

読読読読みみみみ手手手手のののの受受受受けけけけ取取取取りりりり方次第方次第方次第方次第でででで、、、、ミステリーミステリーミステリーミステリーにもにもにもにもファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーにもにもにもにも読読読読めるめるめるめる物語物語物語物語をををを目指目指目指目指していますしていますしていますしています。「。「。「。「ミステリーミステリーミステリーミステリー＆＆＆＆ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー」」」」とでもいいましょうかとでもいいましょうかとでもいいましょうかとでもいいましょうか。。。。ただただただただ、、、、根本根本根本根本にあるのはにあるのはにあるのはにあるのは

『『『『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』とととと同同同同じでじでじでじで、「、「、「、「エンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメント性性性性」」」」ですねですねですねですね。。。。    

    

ＥＰＥＰＥＰＥＰ４４４４でででで確固確固確固確固たるたるたるたる答答答答えにまでえにまでえにまでえにまで至至至至ったったったった方方方方ならばならばならばならば、ＥＰ、ＥＰ、ＥＰ、ＥＰ５５５５はははは相当相当相当相当エグエグエグエグいですがたぶんあっさりいですがたぶんあっさりいですがたぶんあっさりいですがたぶんあっさり分解分解分解分解できますできますできますできます。。。。でもでもでもでも迷迷迷迷っているっているっているっている人人人人はははは、、、、とあるとあるとあるとある罠罠罠罠ににににコロッコロッコロッコロッとととと引引引引っかかってしまうっかかってしまうっかかってしまうっかかってしまう可能可能可能可能

性性性性がががが高高高高いいいい。。。。((((中略中略中略中略))))それらもそれらもそれらもそれらも、、、、あまあまあまあまりりりり伏線伏線伏線伏線としてとしてとしてとしてハッキリハッキリハッキリハッキリはははは書書書書いていないですけどねいていないですけどねいていないですけどねいていないですけどね。。。。そこをそこをそこをそこを留意留意留意留意してきたしてきたしてきたしてきた方方方方はははは引引引引っっっっ掛掛掛掛かりかりかりかり、、、、逆逆逆逆ににににスルースルースルースルーしていたしていたしていたしていた方方方方はははは引引引引っっっっ掛掛掛掛からずにからずにからずにからずに素通素通素通素通りすりすりすりす

るでしょうるでしょうるでしょうるでしょう。『。『。『。『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』世界世界世界世界にはにはにはには大大大大きなきなきなきなルールルールルールルールがいくつかあってがいくつかあってがいくつかあってがいくつかあって、、、、そのそのそのそのルールルールルールルールのうちののうちののうちののうちの複数個複数個複数個複数個がががが分分分分かっていないとかっていないとかっていないとかっていないとＥＰＥＰＥＰＥＰ５５５５にはにはにはには切切切切りりりり込込込込めないめないめないめない。。。。    

    

ＥＰＥＰＥＰＥＰ５５５５はははは「「「「ミステリーミステリーミステリーミステリーＶＳＶＳＶＳＶＳアンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーアンチミステリー」」」」というというというという要素要素要素要素もももも強強強強くくくく出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。((((中略中略中略中略))))実実実実はははは「「「「アンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーアンチミステリー」」」」要素要素要素要素はまだはまだはまだはまだ登場登場登場登場させていませんでしたさせていませんでしたさせていませんでしたさせていませんでした。。。。((((中略中略中略中略))))今度今度今度今度はははは明明明明らからからからか

にににに「「「「ミステリーミステリーミステリーミステリー」」」」というというというという刃刃刃刃がありがありがありがあり、、、、そしてそれにそしてそれにそしてそれにそしてそれに対対対対するするするする明白明白明白明白なななな「「「「アンチミステリーアンチミステリーアンチミステリーアンチミステリー」」」」というというというという刃刃刃刃がががが登場登場登場登場しますしますしますします。。。。    

    

ＥＰＥＰＥＰＥＰ５５５５はおはおはおはお蔵入蔵入蔵入蔵入りさせたりさせたりさせたりさせた『『『『Land of the golden witchLand of the golden witchLand of the golden witchLand of the golden witch』』』』ののののギミックギミックギミックギミックをいくつかをいくつかをいくつかをいくつか取取取取りりりり入入入入れれれれ、、、、２７０２７０２７０２７０度度度度ののののカーブカーブカーブカーブがあるようながあるようながあるようながあるような凶悪凶悪凶悪凶悪なななな難易度難易度難易度難易度になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))物語物語物語物語のののの見見見見せせせせ方方方方でででで、、、、当初当初当初当初のののの予定予定予定予定とととと大大大大きくきくきくきく変変変変わったものはありますかわったものはありますかわったものはありますかわったものはありますか？？？？    以前以前以前以前「「「「金蔵金蔵金蔵金蔵のののの生死生死生死生死ははははＥＰＥＰＥＰＥＰ５５５５以降以降以降以降でででで明明明明かすかすかすかす予定予定予定予定でしたでしたでしたでした」」」」とととと仰仰仰仰っていましたよねっていましたよねっていましたよねっていましたよね。。。。    

はいはいはいはい。。。。そのそのそのその予定予定予定予定でしたでしたでしたでした。ＥＰ。ＥＰ。ＥＰ。ＥＰ３３３３でででで親切親切親切親切ににににナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーションしたしたしたした結果結果結果結果、ＥＰ、ＥＰ、ＥＰ、ＥＰ４４４４発表前発表前発表前発表前のののの段階段階段階段階でででで、、、、金蔵金蔵金蔵金蔵のののの生死生死生死生死についてについてについてについて確定的見解確定的見解確定的見解確定的見解にまでにまでにまでにまで辿辿辿辿りりりり着着着着かれてしまいましたかれてしまいましたかれてしまいましたかれてしまいました。。。。((((中略中略中略中略))))それでそれでそれでそれで

「「「「もうもうもうもうＥＰＥＰＥＰＥＰ５５５５まではまではまではまでは引引引引っっっっ張張張張れないれないれないれない。ＥＰ。ＥＰ。ＥＰ。ＥＰ４４４４でででで公開公開公開公開しようしようしようしよう」」」」とととと判断判断判断判断しましたしましたしましたしました。。。。    

    

「「「「赤字赤字赤字赤字がないからがないからがないからがないからＥＰＥＰＥＰＥＰ１１１１はははは一切信用一切信用一切信用一切信用できないできないできないできない」」」」とととと思思思思うううう人人人人もいますからねもいますからねもいますからねもいますからね。ＥＰ。ＥＰ。ＥＰ。ＥＰ１１１１ははははファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー描写描写描写描写がががが最最最最もももも少少少少ないのでないのでないのでないので、、、、((((ＥＰＥＰＥＰＥＰ１１１１～～～～４４４４のののの中中中中でででで))))一番信用一番信用一番信用一番信用できそうなできそうなできそうなできそうなシナリオシナリオシナリオシナリオなななな

のですがのですがのですがのですが……………………。。。。    

    

私私私私ははははミステリーミステリーミステリーミステリーのののの楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方というのはというのはというのはというのは、「、「、「、「読者読者読者読者とととと筆者筆者筆者筆者ののののガチンコガチンコガチンコガチンコ対決対決対決対決」」」」でありでありでありであり、、、、同時同時同時同時にににに「「「「思考思考思考思考ゲームゲームゲームゲーム」」」」というというというという側面側面側面側面もありもありもありもあり、、、、さらにさらにさらにさらに「「「「エンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメント」」」」でもあるとでもあるとでもあるとでもあると思思思思っっっっ

ていますていますていますています。。。。    
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((((ＥＰＥＰＥＰＥＰ１１１１についてについてについてについて))))孤島孤島孤島孤島のののの館館館館でででで人人人人がががが次次次次々々々々とととと見立見立見立見立てててて殺人殺人殺人殺人でででで殺殺殺殺されていきされていきされていきされていき、、、、落落落落ちがちがちがちがボトルメールボトルメールボトルメールボトルメールでででで届届届届くのですからくのですからくのですからくのですから、『、『、『、『そしてそしてそしてそして誰誰誰誰もいなくなったもいなくなったもいなくなったもいなくなった』』』』ののののオマージュオマージュオマージュオマージュにににに決決決決まっていますよまっていますよまっていますよまっていますよ

ねねねね。。。。    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))最後最後最後最後にににに夏妃夏妃夏妃夏妃がががが銃銃銃銃でででで死死死死ぬところもぬところもぬところもぬところも重重重重なっているようになっているようになっているようになっているように感感感感じましたじましたじましたじました。。。。    

『『『『そしてそしてそしてそして誰誰誰誰もいなくなったもいなくなったもいなくなったもいなくなった』』』』をををを知知知知っていればっていればっていればっていれば１１１１発発発発でででで分分分分かりますねかりますねかりますねかりますね。。。。    

    

((((ＥＰＥＰＥＰＥＰ１１１１のののの園芸倉庫園芸倉庫園芸倉庫園芸倉庫のののの６６６６人殺人殺人殺人殺しについてしについてしについてしについて))))引田天功引田天功引田天功引田天功などのなどのなどのなどの大掛大掛大掛大掛かりなかりなかりなかりな水中爆破脱出水中爆破脱出水中爆破脱出水中爆破脱出マジックマジックマジックマジックなどではなどではなどではなどでは、、、、やたらやたらやたらやたら厳重厳重厳重厳重にににに鎖鎖鎖鎖でででで縛縛縛縛ってってってって何重何重何重何重にもにもにもにも鍵鍵鍵鍵をかけているをかけているをかけているをかけている最中最中最中最中にはにはにはには、、、、本人本人本人本人はすではすではすではすで

にににに安全安全安全安全なななな場所場所場所場所にいることがにいることがにいることがにいることが多多多多いといといといと聞聞聞聞きますよきますよきますよきますよ((((笑笑笑笑))))。。。。だからあのだからあのだからあのだからあのシーンシーンシーンシーンではではではでは２２２２個個個個ではなくではなくではなくではなく１００１００１００１００個個個個のののの鍵鍵鍵鍵がががが付付付付けられたとしてもあまりけられたとしてもあまりけられたとしてもあまりけられたとしてもあまり違違違違いはないのかもしれませんいはないのかもしれませんいはないのかもしれませんいはないのかもしれません。。。。    

    

「「「「主観主観主観主観がががが信用信用信用信用できるかどうかさえできるかどうかさえできるかどうかさえできるかどうかさえ分分分分からないからないからないからない」」」」とととといういういういう世界観世界観世界観世界観だからこそだからこそだからこそだからこそ赤字赤字赤字赤字がががが必要必要必要必要なのですなのですなのですなのです。。。。裏裏裏裏をををを返返返返せばせばせばせば赤字赤字赤字赤字があるからこそがあるからこそがあるからこそがあるからこそ「「「「主観異常主観異常主観異常主観異常」」」」がががが許許許許されるわけですねされるわけですねされるわけですねされるわけですね。。。。    

    

基本的基本的基本的基本的にににに外外外外からからからから施錠施錠施錠施錠するするするする仕掛仕掛仕掛仕掛けがけがけがけが用意用意用意用意されていないされていないされていないされていない限限限限りりりり、、、、鍵鍵鍵鍵なしではなしではなしではなしでは外側外側外側外側からはからはからはからは施錠施錠施錠施錠できないですできないですできないですできないです。。。。またまたまたまた屋敷屋敷屋敷屋敷にはにはにはには外外外外からからからから施錠施錠施錠施錠できるできるできるできる窓窓窓窓もももも基本的基本的基本的基本的にににに存在存在存在存在しませんしませんしませんしません。。。。    

    

作者作者作者作者のののの立場立場立場立場になってになってになってになって赤字赤字赤字赤字システムシステムシステムシステムをををを理解理解理解理解すればすればすればすれば、、、、赤字赤字赤字赤字はどのようにはどのようにはどのようにはどのように使使使使うべきなのかがうべきなのかがうべきなのかがうべきなのかが良良良良くくくく分分分分かりますよかりますよかりますよかりますよ。。。。当当当当たりたりたりたり障障障障りのないようにりのないようにりのないようにりのないように使使使使いいいい、「、「、「、「確確確確かにかにかにかに真実真実真実真実であるにもかかわらずであるにもかかわらずであるにもかかわらずであるにもかかわらず、、、、

いかにいかにいかにいかに曲解曲解曲解曲解させるかさせるかさせるかさせるか？」？」？」？」というのがというのがというのがというのがポイントポイントポイントポイントですですですです。。。。まるでまるでまるでまるで詐欺師詐欺師詐欺師詐欺師のようなのようなのようなのような感感感感じですねじですねじですねじですね((((笑笑笑笑))))。。。。    

    

「「「「確確確確かにかにかにかに赤字赤字赤字赤字ででででいえるいえるいえるいえる真実真実真実真実だけどだけどだけどだけど、、、、巧巧巧巧みにみにみにみに逃逃逃逃げているげているげているげている」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな部分部分部分部分がたくさんありますがたくさんありますがたくさんありますがたくさんあります。。。。真相真相真相真相がががが分分分分かってからかってからかってからかってから改改改改めてめてめてめて赤字赤字赤字赤字をををを読読読読みみみみ返返返返すとすとすとすと、、、、私私私私がががが赤字赤字赤字赤字をまるでをまるでをまるでをまるで契約書契約書契約書契約書のようにのようにのようにのように

気気気気をををを遣遣遣遣ってってってって書書書書いていたことがいていたことがいていたことがいていたことが分分分分かるとかるとかるとかると思思思思いますよいますよいますよいますよ。。。。    

    

赤字赤字赤字赤字にはにはにはには明明明明らかにらかにらかにらかに推理推理推理推理のののの誤誘導誤誘導誤誘導誤誘導をををを狙狙狙狙ったったったった「「「「赤字赤字赤字赤字ではではではでは言言言言えるけれどえるけれどえるけれどえるけれど、、、、争点争点争点争点でもでもでもでも何何何何でもないでもないでもないでもない」」」」みたいなこともみたいなこともみたいなこともみたいなことも含含含含まれていますしまれていますしまれていますしまれていますし、「、「、「、「上手上手上手上手いいいい言言言言いいいい方方方方」」」」というのもありますというのもありますというのもありますというのもあります。。。。さらにさらにさらにさらに

物語自体物語自体物語自体物語自体がががが、、、、論点論点論点論点をそらすためにをそらすためにをそらすためにをそらすために誤誘導誤誘導誤誘導誤誘導されているされているされているされているケースケースケースケースもありますからもありますからもありますからもありますから、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ存分存分存分存分にににに推理推理推理推理をををを楽楽楽楽しんでくださいしんでくださいしんでくださいしんでください。。。。    

    

((((ＥＰＥＰＥＰＥＰ３３３３のののの絵羽絵羽絵羽絵羽についてについてについてについて))))最後最後最後最後にににに戦人戦人戦人戦人をををを撃撃撃撃ったことはほぼったことはほぼったことはほぼったことはほぼ確定的確定的確定的確定的事実事実事実事実なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外についてはまだについてはまだについてはまだについてはまだ分分分分からないですよねからないですよねからないですよねからないですよね。。。。確確確確かにかにかにかに劇中劇中劇中劇中のののの戦人戦人戦人戦人のののの推理推理推理推理でででで、、、、いくつかのいくつかのいくつかのいくつかの事件事件事件事件

についてはについてはについてはについては絵羽絵羽絵羽絵羽をををを犯人犯人犯人犯人にすることでにすることでにすることでにすることで説明説明説明説明できるとできるとできるとできると言言言言いいいい切切切切られていますがられていますがられていますがられていますが、、、、それですべてのそれですべてのそれですべてのそれですべての事件事件事件事件のののの筋筋筋筋がががが通通通通ったわけでもないですからったわけでもないですからったわけでもないですからったわけでもないですから。。。。またまたまたまたファンタジーサイドファンタジーサイドファンタジーサイドファンタジーサイドののののストーリーストーリーストーリーストーリーでででで

はははは、、、、途中途中途中途中ででででエヴァエヴァエヴァエヴァががががベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェからからからから犯人犯人犯人犯人をををを引引引引きききき継継継継いだかのようないだかのようないだかのようないだかのような描写描写描写描写があるわけでがあるわけでがあるわけでがあるわけで。。。。そこからそこからそこからそこからミステリーサイドミステリーサイドミステリーサイドミステリーサイドののののストーリーストーリーストーリーストーリーをををを想起想起想起想起するとするとするとすると、、、、まるでまるでまるでまるで途中途中途中途中からからからから犯人犯人犯人犯人がががが交代交代交代交代

したかのようなしたかのようなしたかのようなしたかのような印象印象印象印象もももも受受受受けますからねけますからねけますからねけますからね。。。。    

    

ＥＰＥＰＥＰＥＰ３３３３やややや４４４４をををを見見見見るるるる限限限限りりりり、、、、明明明明らかにらかにらかにらかにベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェはははは戦人戦人戦人戦人にににに解解解解いてほしいといてほしいといてほしいといてほしいと願願願願っているっているっているっている。。。。((((中略中略中略中略))))ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェはははは少少少少なくともこのなくともこのなくともこのなくともこの謎謎謎謎にににに挑挑挑挑んでんでんでんでほほほほしいとしいとしいとしいと願願願願ってってってって出題出題出題出題しているのはしているのはしているのはしているのは

間違間違間違間違いないのでいないのでいないのでいないので、、、、どういうどういうどういうどういう気持気持気持気持ちがあちがあちがあちがあるのかをるのかをるのかをるのかを考考考考えてもらいたいですえてもらいたいですえてもらいたいですえてもらいたいです。。。。何何何何しろしろしろしろ究極究極究極究極のののの完全犯罪完全犯罪完全犯罪完全犯罪はははは、、、、誰誰誰誰にもにもにもにもバレバレバレバレないようにないようにないようにないように森森森森のののの中中中中などでひっそりなどでひっそりなどでひっそりなどでひっそり行行行行うことですからうことですからうことですからうことですから。。。。ベアトリベアトリベアトリベアトリ

ーチェーチェーチェーチェはこのはこのはこのはこの事件事件事件事件にににに何何何何をををを求求求求めてめてめてめて、、、、何何何何のためにやっているのかのためにやっているのかのためにやっているのかのためにやっているのか……………………。。。。    

    

現時点現時点現時点現時点((((ＥＰＥＰＥＰＥＰ４４４４までまでまでまで発表済発表済発表済発表済みみみみ))))でもでもでもでも、ＥＰ、ＥＰ、ＥＰ、ＥＰ１１１１にににに遡遡遡遡るとるとるとると意味意味意味意味がががが分分分分かることがかることがかることがかることが多多多多いですからねいですからねいですからねいですからね。。。。でもまだでもまだでもまだでもまだＥＰＥＰＥＰＥＰ１１１１にはにはにはには、、、、開開開開けられないけられないけられないけられない宝箱宝箱宝箱宝箱がいくつかがいくつかがいくつかがいくつか用意用意用意用意してありますよしてありますよしてありますよしてありますよ。ＥＰ。ＥＰ。ＥＰ。ＥＰ５５５５、、、、

６６６６、、、、７７７７辺辺辺辺りをりをりをりをプレイプレイプレイプレイしてからしてからしてからしてからＥＰＥＰＥＰＥＰ１１１１にににに戻戻戻戻るとるとるとると「「「「これこれこれこれ核核核核心心心心じゃんじゃんじゃんじゃん！」「！」「！」「！」「紙一重紙一重紙一重紙一重じゃないのじゃないのじゃないのじゃないの！」！」！」！」みたいなことをみたいなことをみたいなことをみたいなことを思思思思ってもらえるのではないかなとってもらえるのではないかなとってもらえるのではないかなとってもらえるのではないかなと。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))アニメアニメアニメアニメ版版版版やややや、、、、コミックコミックコミックコミック版版版版のののの『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』でもでもでもでも「「「「推理推理推理推理するするするする楽楽楽楽しさしさしさしさ」」」」というのはというのはというのはというのは味味味味わえるのでしょうかわえるのでしょうかわえるのでしょうかわえるのでしょうか？？？？    

もちろんですもちろんですもちろんですもちろんです。。。。そのそのそのその辺辺辺辺りはとてもりはとてもりはとてもりはとても厳厳厳厳しくしくしくしく監修監修監修監修していますしていますしていますしています。『。『。『。『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』ではではではでは表現的表現的表現的表現的なななな問題問題問題問題もありもありもありもあり、「、「、「、「どうぞごどうぞごどうぞごどうぞご自由自由自由自由にににに」」」」というというというという部分部分部分部分もありましたもありましたもありましたもありました。。。。しかししかししかししかし今回今回今回今回はははは「「「「誤解誤解誤解誤解のないのないのないのない表表表表

現現現現」」」」にににに関関関関してはしてはしてはしては相当厳相当厳相当厳相当厳しくしくしくしくチェックチェックチェックチェックしているのでしているのでしているのでしているので、、、、推理推理推理推理ももかなりももかなりももかなりももかなり楽楽楽楽しめるとしめるとしめるとしめると思思思思いますいますいますいます。。。。    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、例例例例えばえばえばえばアニメアニメアニメアニメしかしかしかしか見見見見ていないていないていないていない人人人人でもでもでもでも推理推理推理推理はははは可能可能可能可能ということでしょうかということでしょうかということでしょうかということでしょうか？？？？    

アニメアニメアニメアニメとととと原作原作原作原作ではやはりではやはりではやはりではやはり情報量情報量情報量情報量にににに圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的なななな差差差差があるのでがあるのでがあるのでがあるので、「、「、「、「ヒントヒントヒントヒントのののの量量量量」」」」だけからだけからだけからだけから言言言言ったらったらったらったら原作原作原作原作をををを遊遊遊遊ぶのがぶのがぶのがぶのが一番一番一番一番でしょうねでしょうねでしょうねでしょうね。。。。ただただただただ先先先先ほどもほどもほどもほども言言言言ったようにったようにったようにったように映像映像映像映像とととと文字文字文字文字ののののミステミステミステミステ

リーリーリーリーではではではでは伏線伏線伏線伏線のののの注目度注目度注目度注目度がががが違違違違うのでうのでうのでうので、、、、原作原作原作原作ではではではでは気気気気にならなかったのににならなかったのににならなかったのににならなかったのにアニメアニメアニメアニメではではではでは非常非常非常非常にににに違和感違和感違和感違和感をををを感感感感じるじるじるじる箇所箇所箇所箇所なんてのもあるかもしれませんなんてのもあるかもしれませんなんてのもあるかもしれませんなんてのもあるかもしれません。。。。それでそれでそれでそれで原作原作原作原作にににに戻戻戻戻ってってってって同同同同じじじじシーンシーンシーンシーンをををを

読読読読みみみみ返返返返すとすとすとすと急急急急にににに不信感不信感不信感不信感がががが沸沸沸沸いてくるいてくるいてくるいてくるケースケースケースケースなんてのもなんてのもなんてのもなんてのも……………………。。。。逆逆逆逆もももも然然然然りでりでりでりで、、、、映像映像映像映像ではではではでは何何何何もももも感感感感じなくてもじなくてもじなくてもじなくても文字文字文字文字でででで読読読読んだらんだらんだらんだら「「「「なぜここはなぜここはなぜここはなぜここは表現表現表現表現がががが厚厚厚厚いのかいのかいのかいのか？」？」？」？」とととと感感感感じるじるじるじる人人人人もいるかももいるかももいるかももいるかも

しれないしれないしれないしれない。。。。だからだからだからだから複合的複合的複合的複合的にににに見見見見たほうがたほうがたほうがたほうが、、、、何何何何かのかのかのかの役役役役にににに立立立立つかもしれませんねつかもしれませんねつかもしれませんねつかもしれませんね。。。。        

    

『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』ののののエグエグエグエグいところはいところはいところはいところは、、、、各各各各ＥＰＥＰＥＰＥＰがががが同同同同じじじじ鍵鍵鍵鍵でででで解解解解けるとはけるとはけるとはけるとは限限限限らないところですらないところですらないところですらないところです。。。。だからだからだからだから例例例例えばえばえばえばＥＰＥＰＥＰＥＰ１１１１でででで至至至至ったったったった推理推理推理推理ががががＥＰＥＰＥＰＥＰ２２２２ではではではでは成成成成りりりり立立立立たないということがたないということがたないということがたないということがザラザラザラザラにありまにありまにありまにありま

すすすす。。。。それでもそれでもそれでもそれでも全部全部全部全部のののの答答答答えがえがえがえが分分分分かってしまえばかってしまえばかってしまえばかってしまえば、、、、串串串串はははは通通通通りますりますりますります。。。。    

    

どれかどれかどれかどれか１１１１つのつのつのつのＥＰＥＰＥＰＥＰををををプレイプレイプレイプレイしただけではしただけではしただけではしただけでは真相真相真相真相がががが解解解解けないけないけないけない物語物語物語物語であることもであることもであることもであることも大事大事大事大事なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。全全全全てのてのてのての物語情報物語情報物語情報物語情報をををを集集集集めなければめなければめなければめなければ、、、、本当本当本当本当のののの答答答答えにはえにはえにはえには行行行行きききき着着着着けないわけなのでけないわけなのでけないわけなのでけないわけなので。。。。だかだかだかだか

らららら「ＥＰ「ＥＰ「ＥＰ「ＥＰ４４４４だけだけだけだけプレイプレイプレイプレイしてしてしてして真相真相真相真相がががが分分分分かるかるかるかる？」？」？」？」とととと問問問問われればわれればわれればわれれば答答答答えはえはえはえは「ＮＯ」。ＥＰ「ＮＯ」。ＥＰ「ＮＯ」。ＥＰ「ＮＯ」。ＥＰ１１１１～～～～４４４４までのまでのまでのまでの全情報全情報全情報全情報をををを持持持持つべきですつべきですつべきですつべきです。。。。    

    

ＥＰＥＰＥＰＥＰ２２２２でででで楼座楼座楼座楼座がががが言言言言っていましたっていましたっていましたっていました。「。「。「。「死体死体死体死体がががが出出出出ないないないない限限限限りりりり誰誰誰誰もももも信用信用信用信用できないできないできないできない。。。。信用信用信用信用できるのはできるのはできるのはできるのは自分自分自分自分とととと死体死体死体死体だけだけだけだけ」」」」とととと。。。。これはこれはこれはこれは事実事実事実事実ですですですです。。。。生死不明生死不明生死不明生死不明であるであるであるである限限限限りりりり、、、、そのそのそのその人物人物人物人物はははは常常常常にににに犯人犯人犯人犯人

のののの可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。((((中中中中略略略略))))行方不明者行方不明者行方不明者行方不明者というのはというのはというのはというのは無実無実無実無実をををを証明証明証明証明できないできないできないできない。。。。アリバイアリバイアリバイアリバイはないしはないしはないしはないし、、、、いないのだからいないのだからいないのだからいないのだから犯人犯人犯人犯人のののの可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある。。。。    

    

赤字赤字赤字赤字でででで死亡宣言死亡宣言死亡宣言死亡宣言はははは行行行行われるのにわれるのにわれるのにわれるのに、、、、死体死体死体死体もなくもなくもなくもなく次次次次々々々々とととと消消消消えていくえていくえていくえていく人人人人々 。。々々。。々上層界上層界上層界上層界のののの私私私私たちはたちはたちはたちは彼彼彼彼らがらがらがらが犠牲者犠牲者犠牲者犠牲者であることをであることをであることをであることを把握把握把握把握できますができますができますができますが、、、、果果果果たしてたしてたしてたしてゲームゲームゲームゲーム盤盤盤盤にいるにいるにいるにいる残残残残されたされたされたされた者者者者たちたちたちたち

はどうはどうはどうはどう思思思思うでしょうねうでしょうねうでしょうねうでしょうね？？？？    「「「「失踪失踪失踪失踪」」」」とととと「「「「死体死体死体死体のののの有無有無有無有無」」」」についてについてについてについてＥＰＥＰＥＰＥＰ５５５５でもでもでもでも触触触触れていますのでれていますのでれていますのでれていますので、、、、おおおお楽楽楽楽しみくださいしみくださいしみくださいしみください。。。。騒騒騒騒ぐほどのぐほどのぐほどのぐほどのトリックトリックトリックトリックではないのですがではないのですがではないのですがではないのですが。。。。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))以前以前以前以前からからからから「「「「読者読者読者読者のののの反応反応反応反応をををを見見見見てててて執筆内容執筆内容執筆内容執筆内容をををを臨機応変臨機応変臨機応変臨機応変にににに変化変化変化変化させるさせるさせるさせる」」」」とととと仰仰仰仰っていますよねっていますよねっていますよねっていますよね。。。。    

はいはいはいはい。。。。最近最近最近最近はははは人気投票結果人気投票結果人気投票結果人気投票結果をををを受受受受けてけてけてけて、、、、作品作品作品作品にににに結構反映結構反映結構反映結構反映させてますよさせてますよさせてますよさせてますよ。「。「。「。「みんなこいつをみんなこいつをみんなこいつをみんなこいつを疑疑疑疑っているならっているならっているならっているなら、、、、疑疑疑疑えなくしてやろうえなくしてやろうえなくしてやろうえなくしてやろう」」」」とかとかとかとか。。。。ネットネットネットネット上上上上でででで面白面白面白面白いいいい革新的革新的革新的革新的なななな説説説説がががが出出出出てきてきてきてき

たらたらたらたら、、、、それをぶったそれをぶったそれをぶったそれをぶった切切切切るようなるようなるようなるような展開展開展開展開をををを見見見見せたりせたりせたりせたり。。。。ただそれはただそれはただそれはただそれは決決決決してしてしてして、、、、設定設定設定設定やややや真相真相真相真相をををを変変変変えているというえているというえているというえているという意味意味意味意味ではないですではないですではないですではないです。。。。    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))もともとのもともとのもともとのもともとの枠内枠内枠内枠内でででで調整調整調整調整しているということですよねしているということですよねしているということですよねしているということですよね。。。。    

そういうことですそういうことですそういうことですそういうことです。。。。演出方法演出方法演出方法演出方法をををを変変変変えてえてえてえているだけですねいるだけですねいるだけですねいるだけですね。。。。    

    

ベルンベルンベルンベルンととととラムダラムダラムダラムダはははは「「「「相手相手相手相手とととと一緒一緒一緒一緒にににに楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう」」」」ということはということはということはということは一切関係一切関係一切関係一切関係なくなくなくなく、「、「、「、「自分自分自分自分がががが楽楽楽楽しいかしいかしいかしいか」」」」というというというという観点観点観点観点しかないのですしかないのですしかないのですしかないのです。。。。２２２２人人人人ははははベアトベアトベアトベアトののののゲームゲームゲームゲームがががが面白面白面白面白そうだからちょっかそうだからちょっかそうだからちょっかそうだからちょっか

いをいをいをいを出出出出しにしにしにしに来来来来ただけですからねただけですからねただけですからねただけですからね、、、、どうどうどうどう見見見見てもてもてもても。。。。    
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■最終考察 うみねこのなく頃に散(対談抜粋) 

真相真相真相真相にににに至至至至ったったったった皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから見見見見ればればればれば、、、、答答答答えはえはえはえは明明明明々々々々白白白白々々々々 だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。早早早早いいいいＥＰＥＰＥＰＥＰでででで真相真相真相真相にににに気気気気づかれたづかれたづかれたづかれた方方方方にしてみればにしてみればにしてみればにしてみれば「「「「同同同同じことをじことをじことをじことを何度何度何度何度もももも何度何度何度何度もももも、、、、新新新新たなたなたなたなＥＰＥＰＥＰＥＰのたびにのたびにのたびにのたびに語語語語っているっているっているっている」」」」

とととと思思思思われたんじゃないでしょうかわれたんじゃないでしょうかわれたんじゃないでしょうかわれたんじゃないでしょうか。。。。正直正直正直正直、、、、クドイクドイクドイクドイくらいくらいくらいくらい同同同同じようなことをじようなことをじようなことをじようなことを何度何度何度何度もももも書書書書きましたきましたきましたきました。。。。    

    

現実現実現実現実世界世界世界世界でででで起起起起こったこったこったこった結果結果結果結果がすべてがすべてがすべてがすべて提示提示提示提示されるんだけどされるんだけどされるんだけどされるんだけど、、、、それらのそれらのそれらのそれらの解釈解釈解釈解釈やややや過程過程過程過程がががが全部全部全部全部ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーになっているというになっているというになっているというになっているという考考考考ええええ方方方方ですねですねですねですね。。。。((((中略中略中略中略))))まずまずまずまず本当本当本当本当のののの物語物語物語物語をををを作作作作りりりり、、、、そのそのそのその上上上上かかかか

ららららイベントイベントイベントイベントだけだけだけだけ繋繋繋繋がっているがっているがっているがっている全然別全然別全然別全然別のののの物語物語物語物語をををを作作作作らなければならないらなければならないらなければならないらなければならない。。。。だからいつものだからいつものだからいつものだからいつもの二倍疲二倍疲二倍疲二倍疲れましたねれましたねれましたねれましたね。。。。    

    

元元元元々々々々ワルギリアワルギリアワルギリアワルギリアにあたるにあたるにあたるにあたる存在存在存在存在はははは登場登場登場登場することになっていたんですけどすることになっていたんですけどすることになっていたんですけどすることになっていたんですけど、、、、当初当初当初当初はもっとはもっとはもっとはもっと好戦的好戦的好戦的好戦的なななな、、、、ヱリカヱリカヱリカヱリカにににに準拠準拠準拠準拠するするするするキャラキャラキャラキャラがががが出出出出てくるはずだったんですよてくるはずだったんですよてくるはずだったんですよてくるはずだったんですよ。。。。    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))あのあのあのあの段階段階段階段階ででででヱリカヱリカヱリカヱリカ的的的的ななななキャラキャラキャラキャラですかですかですかですか？？？？    

主人公主人公主人公主人公とととと推理推理推理推理をををを議論議論議論議論してしてしてして、、、、戦人戦人戦人戦人とととと逆逆逆逆のののの立場立場立場立場からからからから拮抗拮抗拮抗拮抗するようなするようなするようなするような。。。。あんなあんなあんなあんなキャラキャラキャラキャラががががＥＰＥＰＥＰＥＰ３３３３のののの段階段階段階段階でででで本当本当本当本当はははは登場登場登場登場するはずだったんですよするはずだったんですよするはずだったんですよするはずだったんですよ。。。。そのそのそのその頃頃頃頃のののの名前名前名前名前ははははウェルギリアスウェルギリアスウェルギリアスウェルギリアスでででで、、、、男男男男

でしたでしたでしたでした。。。。    

    

レクチャーレクチャーレクチャーレクチャーがががが必要必要必要必要になったのでになったのでになったのでになったので、、、、ウェルギリアスウェルギリアスウェルギリアスウェルギリアスががががワルギリアワルギリアワルギリアワルギリアというというというという名前名前名前名前のののの女性女性女性女性になってになってになってになって登場登場登場登場したわけなんですねしたわけなんですねしたわけなんですねしたわけなんですね。。。。そしてそしてそしてそしてワルギリアワルギリアワルギリアワルギリアになってからになってからになってからになってから、、、、熊沢熊沢熊沢熊沢とのとのとのとのリンクリンクリンクリンクができができができができ

ましたましたましたました。。。。    

    

((((『『『『Land of the golden witchLand of the golden witchLand of the golden witchLand of the golden witch』』』』はははは))))とにかくとにかくとにかくとにかく大変大変大変大変なななな難易度難易度難易度難易度になるになるになるになる予定予定予定予定でしたでしたでしたでした。。。。ワルギリアワルギリアワルギリアワルギリアややややロノウェロノウェロノウェロノウェののののフォローフォローフォローフォローががががゼロゼロゼロゼロでででで、ＥＰ、ＥＰ、ＥＰ、ＥＰ４４４４～～～～６６６６のののの謎謎謎謎がががが一気一気一気一気ににににワンセットワンセットワンセットワンセットでででで襲襲襲襲ってくるってくるってくるってくる

ようなようなようなようなレベルレベルレベルレベルだったとだったとだったとだったと考考考考えていただければえていただければえていただければえていただければ。。。。    

    

『『『『Land of the gLand of the gLand of the gLand of the golden witcholden witcholden witcholden witch』』』』ののののトリックトリックトリックトリックのいくつかはのいくつかはのいくつかはのいくつかは、、、、分解分解分解分解してしてしてしてＥＰＥＰＥＰＥＰ４４４４～～～～６６６６辺辺辺辺りにりにりにりに混混混混ぜてしまったんですぜてしまったんですぜてしまったんですぜてしまったんです。。。。    

    

私私私私のののの中中中中ででででＥＰＥＰＥＰＥＰ１１１１というのはというのはというのはというのはオープニングオープニングオープニングオープニングみたいなものみたいなものみたいなものみたいなもの。。。。キャラキャラキャラキャラとととと館館館館のののの構造構造構造構造をををを覚覚覚覚えてもらうだけみたいなつもりでしたえてもらうだけみたいなつもりでしたえてもらうだけみたいなつもりでしたえてもらうだけみたいなつもりでした。ＥＰ。ＥＰ。ＥＰ。ＥＰ２２２２がががが戦戦戦戦いのいのいのいの始始始始まりまりまりまり。。。。そしてそしてそしてそしてＥＰＥＰＥＰＥＰ３３３３からからからから本格的本格的本格的本格的にににに難難難難

解解解解なななな事件事件事件事件ののののスタートスタートスタートスタート。。。。いよいよいよいよいよいよいよいよ『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』でででで、、、、とことんとことんとことんとことん難難難難しいしいしいしい謎謎謎謎をををを出出出出しまくってやるしまくってやるしまくってやるしまくってやる、、、、とととと思思思思っていたのですがっていたのですがっていたのですがっていたのですが……………………。。。。    

    

『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』世界世界世界世界ででででミステリーミステリーミステリーミステリーにあってはならないにあってはならないにあってはならないにあってはならない、、、、究極的究極的究極的究極的ににににファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー的的的的なななな部分部分部分部分がががが１１１１つあるとしたらつあるとしたらつあるとしたらつあるとしたら、、、、雨雨雨雨にににに対対対対してしてしてして濡濡濡濡れるというれるというれるというれるという考考考考ええええ方方方方がないことがないことがないことがないこと。。。。それがあのそれがあのそれがあのそれがあの世界世界世界世界ではではではでは

キレイキレイキレイキレイにににに切切切切りりりり落落落落とされているとされているとされているとされている部分部分部分部分ですですですです。。。。((((中略中略中略中略))))個室個室個室個室にににに戻戻戻戻ることができたならることができたならることができたならることができたなら、、、、濡濡濡濡れていることなんていくらでもれていることなんていくらでもれていることなんていくらでもれていることなんていくらでも対処対処対処対処できますできますできますできます。『。『。『。『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』のののの世界世界世界世界はははは本格推理本格推理本格推理本格推理パズルパズルパズルパズルというというというという

よりはよりはよりはよりは論理論理論理論理パズルパズルパズルパズルのののの世界観世界観世界観世界観をををを採用採用採用採用しているのでしているのでしているのでしているので、、、、雨雨雨雨がががが論点論点論点論点にならないにならないにならないにならない限限限限りはりはりはりは雨雨雨雨のののの話話話話がががが出出出出なくてもなくてもなくてもなくてもセーフセーフセーフセーフかなとかなとかなとかなと。。。。論理論理論理論理パズルパズルパズルパズルのののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、ヒントヒントヒントヒント以外以外以外以外のののの情報情報情報情報はははは切切切切りりりり捨捨捨捨てていいてていいてていいてていい

ことになっていますからことになっていますからことになっていますからことになっていますから((((笑笑笑笑))))。。。。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))ＥＰＥＰＥＰＥＰ７７７７のののの手紙手紙手紙手紙ののののシーンシーンシーンシーンもももも「「「「うわうわうわうわ、、、、戦人戦人戦人戦人ヒドイヒドイヒドイヒドイ！」！」！」！」ってってってって思思思思いましたいましたいましたいました。。。。    

あのあのあのあのシーンシーンシーンシーンはいくつかはいくつかはいくつかはいくつか考考考考ええええ方方方方があってがあってがあってがあって、、、、悪意悪意悪意悪意なくうっかりなくうっかりなくうっかりなくうっかり忘忘忘忘れていたのかもしれないしれていたのかもしれないしれていたのかもしれないしれていたのかもしれないし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは譲治譲治譲治譲治がががが握握握握りつぶしていたのかもしれないしりつぶしていたのかもしれないしりつぶしていたのかもしれないしりつぶしていたのかもしれないし。。。。私私私私からからからから真相真相真相真相はははは言言言言えませんがえませんがえませんがえませんが、、、、

皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに色色色色々々々々考考考考えてもらいたいですねえてもらいたいですねえてもらいたいですねえてもらいたいですね。。。。    

    

ＥＰＥＰＥＰＥＰ８８８８でででで描描描描きたかったことはきたかったことはきたかったことはきたかったことは二二二二つあってつあってつあってつあって、、、、一一一一つはつはつはつはゴールゴールゴールゴールにににに辿辿辿辿りりりり着着着着いたいたいたいた人人人人へへへへ届届届届くくくくメッセージメッセージメッセージメッセージ。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは真相真相真相真相にににに至至至至れなかったれなかったれなかったれなかった方方方方々々々々へへへへ「「「「よくよくよくよく分分分分からなかったけどからなかったけどからなかったけどからなかったけどドタバタドタバタドタバタドタバタしてしてしてして楽楽楽楽

しかったしかったしかったしかった」」」」というおというおというおというお祭祭祭祭りりりり感感感感。。。。恐恐恐恐らくらくらくらくＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡさんならさんならさんならさんなら、ＥＰ、ＥＰ、ＥＰ、ＥＰ８８８８がただのおがただのおがただのおがただのお祭祭祭祭りりりり騒騒騒騒ぎではなかったとぎではなかったとぎではなかったとぎではなかったと、、、、色色色色々々々々なななな部分部分部分部分でででで感感感感じてもらえたとじてもらえたとじてもらえたとじてもらえたと思思思思いますいますいますいます。。。。    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))なぜなぜなぜなぜ二二二二つのつのつのつの軍軍軍軍がががが戦戦戦戦わなければいけなかったのかわなければいけなかったのかわなければいけなかったのかわなければいけなかったのか、、、、エピローグエピローグエピローグエピローグのののの幾子幾子幾子幾子とととと十八十八十八十八、、、、縁寿縁寿縁寿縁寿とのとのとのとの再会再会再会再会。。。。それをそれをそれをそれを見見見見たたたた時時時時にににに全部全部全部全部がひっがひっがひっがひっくりくりくりくり返返返返るるるる印象印象印象印象をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。ああああああああ、、、、こうこうこうこう

いうことだったのかということだったのかということだったのかということだったのかと。。。。    

あのあのあのあの辺辺辺辺りのりのりのりの考察考察考察考察はははは色色色色々々々々なななな解釈解釈解釈解釈があってがあってがあってがあって面白面白面白面白いですねいですねいですねいですね。。。。真相真相真相真相にににに至至至至ったったったった方方方方とととと至至至至っていないっていないっていないっていない方方方方でででで考察考察考察考察がががが完全完全完全完全にににに二分二分二分二分してしまうんですしてしまうんですしてしまうんですしてしまうんです。。。。だからそこのだからそこのだからそこのだからそこの考察考察考察考察をををを見見見見るだけでるだけでるだけでるだけで「「「「ああああ、、、、このこのこのこの人人人人

はははは至至至至ったったったった人人人人だなだなだなだな」」」」ととととハッキリハッキリハッキリハッキリ分分分分かっちゃうんですかっちゃうんですかっちゃうんですかっちゃうんです。。。。    

    

（ＫＥＩＹＡ）「（ＫＥＩＹＡ）「（ＫＥＩＹＡ）「（ＫＥＩＹＡ）「メタメタメタメタ世界世界世界世界ととととゲームゲームゲームゲーム盤世界盤世界盤世界盤世界のののの出来事出来事出来事出来事はははは別別別別とととと考考考考えるべきなのかえるべきなのかえるべきなのかえるべきなのか」」」」といったといったといったといった部分部分部分部分はずいぶんはずいぶんはずいぶんはずいぶん悩悩悩悩みましたみましたみましたみました。。。。    

かなりかなりかなりかなり難難難難しいところですねしいところですねしいところですねしいところですね。。。。メタメタメタメタ世界世界世界世界とととと現実世界現実世界現実世界現実世界はははは、、、、あるところではあるところではあるところではあるところではリンクリンクリンクリンクしてますししてますししてますししてますし、、、、あるところではあるところではあるところではあるところでは区別区別区別区別がついてますしがついてますしがついてますしがついてますし。。。。そこをそこをそこをそこを見極見極見極見極めるのはとてもめるのはとてもめるのはとてもめるのはとても難難難難ししししいいいい。。。。私私私私からからからから具具具具

体的体的体的体的にににに説明説明説明説明することはしたくないですしすることはしたくないですしすることはしたくないですしすることはしたくないですし。。。。名考察名考察名考察名考察リンクリンクリンクリンク集集集集みたいなものをみたいなものをみたいなものをみたいなものをネットネットネットネット上上上上でででで見見見見つけてつけてつけてつけて、、、、色色色色々々々々なななな方方方方のののの意見意見意見意見をををを呼呼呼呼んでんでんでんで、、、、読読読読みみみみ取取取取りりりり方方方方をををを解釈解釈解釈解釈してしてしてして欲欲欲欲しいですねしいですねしいですねしいですね。。。。    

    

((((ＥＰＥＰＥＰＥＰ３３３３六連鎖密室六連鎖密室六連鎖密室六連鎖密室についてについてについてについて))))キーワードキーワードキーワードキーワードはははは「「「「六六六六つのつのつのつの密室密室密室密室のうちのうちのうちのうち、、、、屋敷屋敷屋敷屋敷のののの一階一階一階一階にあったにあったにあったにあった部屋部屋部屋部屋はははは１１１１つしかないつしかないつしかないつしかない」」」」ということですねということですねということですねということですね。。。。常識的常識的常識的常識的にににに考考考考えてえてえてえて、、、、あのあのあのあの時点時点時点時点でででで礼拝堂礼拝堂礼拝堂礼拝堂のののの密室密室密室密室はははは

想定想定想定想定にないにないにないにない。。。。礼拝堂礼拝堂礼拝堂礼拝堂はははは誰誰誰誰もももも近近近近づかないですしづかないですしづかないですしづかないですし、、、、閉閉閉閉まっているとまっているとまっているとまっていると思思思思われているでわれているでわれているでわれているで。。。。((((中略中略中略中略))))となるととなるととなるととなると、、、、一見一見一見一見バラバラバラバラバラバラバラバラにににに散散散散っているようにっているようにっているようにっているように見見見見えてえてえてえて、、、、どこのどこのどこのどこの密室密室密室密室からでもからでもからでもからでも破破破破れるようれるようれるようれるよう

なななな雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気があったがあったがあったがあった六連鎖密室六連鎖密室六連鎖密室六連鎖密室はははは、、、、最初最初最初最初にににに入入入入るるるる部屋部屋部屋部屋がががが指定指定指定指定されていたされていたされていたされていた、、、、とととと考考考考えられるかとえられるかとえられるかとえられるかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))ウィルウィルウィルウィルががががＥＰＥＰＥＰＥＰ３３３３後半後半後半後半のののの謎謎謎謎にににに言及言及言及言及しなかったのにはしなかったのにはしなかったのにはしなかったのには何何何何かかかか意味意味意味意味があったんですかがあったんですかがあったんですかがあったんですか？？？？    

これはこれはこれはこれは出題者側出題者側出題者側出題者側のののの理論理論理論理論でででで暴力的暴力的暴力的暴力的なのですがなのですがなのですがなのですが、「、「、「、「ここまでここまでここまでここまでヒントヒントヒントヒントをををを出出出出してきたしてきたしてきたしてきた流流流流れかられかられかられから、、、、後後後後はははは推測推測推測推測できるだろうできるだろうできるだろうできるだろう」」」」とととと判断判断判断判断しましたしましたしましたしました。。。。    

※言及するとベアトの心臓を暴くことになってしまうという問題もあります。 

    

『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』はははは二二二二つのつのつのつの可能性可能性可能性可能性がががが並並並並びびびび立立立立つつつつ場合場合場合場合もありもありもありもあり得得得得るるるる。。。。後後後後ののののＥＰＥＰＥＰＥＰでででで一方一方一方一方のののの可能性可能性可能性可能性がががが否定否定否定否定されることもありましたがされることもありましたがされることもありましたがされることもありましたが。『。『。『。『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』にににに出出出出てくるてくるてくるてくる密室密室密室密室トリックトリックトリックトリックなんてなんてなんてなんて、、、、もうもうもうもう古古古古

典典典典もももも古典古典古典古典。。。。斬新斬新斬新斬新ななななトリックトリックトリックトリックなんなんなんなんかかかか一一一一つもないですよつもないですよつもないですよつもないですよ。『。『。『。『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』ではではではでは「「「「偽装密室偽装密室偽装密室偽装密室」」」」をほとんどをほとんどをほとんどをほとんど使使使使っていませんっていませんっていませんっていません。「。「。「。「完全密室完全密室完全密室完全密室」」」」のののの方方方方がががが多多多多いですいですいですいです。。。。    

    

((((ＥＰＥＰＥＰＥＰ１１１１ののののチェーンチェーンチェーンチェーン密室密室密室密室についてについてについてについて))))あのあのあのあの辺辺辺辺りはりはりはりは観測者観測者観測者観測者のののの話話話話になりますねになりますねになりますねになりますね。。。。そもそもそもそもそもそもそもそも「「「「チェーンチェーンチェーンチェーン密室内密室内密室内密室内でででで二人二人二人二人がががが死死死死んでいたんでいたんでいたんでいた」」」」ということをということをということをということを観測観測観測観測したのはしたのはしたのはしたのは誰誰誰誰だだだだ。。。。ってってってって話話話話がががが始始始始まるとまるとまるとまると、、、、

疑疑疑疑うべきうべきうべきうべき人物人物人物人物がががが見見見見えてきますえてきますえてきますえてきます。（。（。（。（中略中略中略中略））））これはこれはこれはこれは完全密室完全密室完全密室完全密室ではなくではなくではなくではなく錯覚密室錯覚密室錯覚密室錯覚密室ですねですねですねですね。。。。観測者観測者観測者観測者がががが何何何何かをかをかをかを錯覚錯覚錯覚錯覚したことでしたことでしたことでしたことで生生生生まれるまれるまれるまれる密室密室密室密室ですからですからですからですから。。。。    

    

「「「「共犯者共犯者共犯者共犯者ががががＥＰＥＰＥＰＥＰごとにごとにごとにごとに違違違違うううう」」」」というというというという仕掛仕掛仕掛仕掛けはけはけはけは、『、『、『、『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』をををを作作作作るうえでるうえでるうえでるうえで考考考考えたえたえたえたアイデアアイデアアイデアアイデアのののの一一一一つですつですつですつです。「。「。「。「前前前前ののののＥＰＥＰＥＰＥＰでででで共犯者共犯者共犯者共犯者だとだとだとだと思思思思ったったったった人人人人がががが、、、、次次次次ののののＥＰＥＰＥＰＥＰではではではでは殺殺殺殺されるされるされるされる」」」」というとというとというとというと

ころもころもころもころも引引引引っっっっ掛掛掛掛けのけのけのけの一一一一つだったのでつだったのでつだったのでつだったので。。。。    

    

「「「「愛愛愛愛がなければがなければがなければがなければ視視視視えないえないえないえない」」」」というのはというのはというのはというのは詰詰詰詰まるところまるところまるところまるところ、「、「、「、「解解解解けるようにできているとけるようにできているとけるようにできているとけるようにできていると信信信信じなければじなければじなければじなければ解解解解けないけないけないけない」」」」というというというという意味意味意味意味。。。。それをそれをそれをそれを皮肉皮肉皮肉皮肉っているのがっているのがっているのがっているのがＥＰＥＰＥＰＥＰ８８８８ののののウィルウィルウィルウィルのののの台詞台詞台詞台詞ですですですです

ねねねね。。。。    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))山羊山羊山羊山羊とととと戦戦戦戦っているっているっているっている最中最中最中最中にににに出出出出たたたた言葉言葉言葉言葉ですねですねですねですね。。。。    

そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。あのあのあのあの辺辺辺辺りにりにりにりに登場登場登場登場したしたしたした山羊山羊山羊山羊たちはたちはたちはたちはガッツガッツガッツガッツがありますよねがありますよねがありますよねがありますよね。。。。実際実際実際実際ににににウィルウィルウィルウィルととととドラノールドラノールドラノールドラノールがががが言言言言ってますけどってますけどってますけどってますけど、、、、たとえたとえたとえたとえ赤字赤字赤字赤字にににに抵触抵触抵触抵触していたとしてもしていたとしてもしていたとしてもしていたとしても、、、、推理推理推理推理してくるしてくるしてくるしてくる山羊山羊山羊山羊

達達達達にはにはにはには敬意敬意敬意敬意をををを払払払払っているんですっているんですっているんですっているんです。。。。敵敵敵敵としてとしてとしてとして認認認認めているめているめているめている。。。。でもでもでもでも、、、、思考思考思考思考をやめているをやめているをやめているをやめている山羊山羊山羊山羊にはにはにはには凄凄凄凄くくくく怒怒怒怒っているんですっているんですっているんですっているんです。。。。    
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『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』ではではではでは、、、、考考考考えたえたえたえた人人人人にしかにしかにしかにしか分分分分からないからないからないからない犯人犯人犯人犯人。。。。コピペコピペコピペコピペではではではでは分分分分からないからないからないからない犯人犯人犯人犯人にしたかったんですにしたかったんですにしたかったんですにしたかったんです。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで「「「「ヤスヤスヤスヤス」」」」はははは、、、、画期的画期的画期的画期的なななな発明発明発明発明だったとだったとだったとだったと思思思思いますいますいますいます。。。。    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))『『『『ポートピアポートピアポートピアポートピア連続殺人事件連続殺人事件連続殺人事件連続殺人事件』』』』ですねですねですねですね。。。。    

※ヤスが魔女になった１９８５年１１月２９日はファミコン版『ポートピア連続殺人事件』の発売日だそうです。 

    

((((シエスタシエスタシエスタシエスタ姉妹姉妹姉妹姉妹のののの名前名前名前名前のののの由来由来由来由来についてについてについてについて))))あれはあれはあれはあれはウィンチェスターウィンチェスターウィンチェスターウィンチェスターののののチェスターチェスターチェスターチェスターからからからから来来来来てるんですてるんですてるんですてるんです。。。。((((中略中略中略中略))))チェスターチェスターチェスターチェスターののののスペルスペルスペルスペルＣＨＥＳＴＥＲＣＨＥＳＴＥＲＣＨＥＳＴＥＲＣＨＥＳＴＥＲににににＩＩＩＩ((((アイアイアイアイ))))がががが入入入入るとるとるとるとＣＨＩＥＳＴＣＨＩＥＳＴＣＨＩＥＳＴＣＨＩＥＳＴ

ＥＲＥＲＥＲＥＲになるになるになるになる。。。。銃銃銃銃にもにもにもにも愛愛愛愛がががが入入入入るとるとるとるとウサギウサギウサギウサギになるというのはになるというのはになるというのはになるというのは、、、、面白面白面白面白いですよねいですよねいですよねいですよね。。。。    

    

絵羽絵羽絵羽絵羽がががが睡眠薬睡眠薬睡眠薬睡眠薬をををを混混混混ぜることができそうなぜることができそうなぜることができそうなぜることができそうな描写描写描写描写はははは何度何度何度何度かかかか出出出出していますしていますしていますしています。。。。((((中略中略中略中略))))何度何度何度何度ももももコーヒーコーヒーコーヒーコーヒーをををを飲飲飲飲ませるませるませるませる話話話話がががが出出出出てきていたのでてきていたのでてきていたのでてきていたので、、、、怪怪怪怪しかったですよねしかったですよねしかったですよねしかったですよね。。。。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))ＥＰＥＰＥＰＥＰ３３３３にににに対対対対するするするする「「「「語語語語られしられしられしられし最期最期最期最期にににに、、、、何何何何のののの偽偽偽偽りもなしりもなしりもなしりもなし」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、やはりやはりやはりやはり見見見見たままたままたままたまま、、、、全員死亡全員死亡全員死亡全員死亡ということですかということですかということですかということですか。。。。    

そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。劇中劇中劇中劇中でででで語語語語られたことをられたことをられたことをられたことを、、、、ほぼそのままほぼそのままほぼそのままほぼそのまま受受受受けけけけ取取取取ってってってって構構構構いませんいませんいませんいません、、、、というというというというニュアンスニュアンスニュアンスニュアンスのののの台詞台詞台詞台詞ですねですねですねですね。。。。    

    

ＥＰＥＰＥＰＥＰ４４４４のののの「「「「とてもとてもとてもとても多多多多いいいい共犯者共犯者共犯者共犯者」」」」はははは、『、『、『、『Land of the golden witchLand of the golden witchLand of the golden witchLand of the golden witch』』』』ののののギミッギミッギミッギミッククククのののの一一一一つだったんですよつだったんですよつだったんですよつだったんですよ。「。「。「。「とてもとてもとてもとても多多多多いいいい」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉でででで誤魔化誤魔化誤魔化誤魔化しておきますしておきますしておきますしておきます((((笑笑笑笑))))。。。。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))ノックスノックスノックスノックスといえばといえばといえばといえば、、、、ドラノールドラノールドラノールドラノールのののの正体正体正体正体にはにはにはには何何何何かかかか設定設定設定設定があるんですかがあるんですかがあるんですかがあるんですか？？？？    

正体正体正体正体というかというかというかというか、、、、ごごごご存知存知存知存知のののの通通通通りりりりロナルドロナルドロナルドロナルドののののスペルスペルスペルスペルをををを逆逆逆逆からからからから読読読読んだだけですねんだだけですねんだだけですねんだだけですね。。。。    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))七姉妹七姉妹七姉妹七姉妹にににに対対対対するするするする悪魔悪魔悪魔悪魔のののの杭杭杭杭のようなのようなのようなのような、、、、モデルモデルモデルモデルになったになったになったになった存在存在存在存在はあるのでしょうかはあるのでしょうかはあるのでしょうかはあるのでしょうか？？？？    

ないですないですないですないです。。。。ノックスノックスノックスノックス十戒十戒十戒十戒というというというという思考思考思考思考をををを縛縛縛縛るものがるものがるものがるものが擬人化擬人化擬人化擬人化されただけですねされただけですねされただけですねされただけですね。。。。ガァプガァプガァプガァプとととと同同同同じですじですじですじです。。。。彼女彼女彼女彼女もももも「「「「物物物物がよくなくなるがよくなくなるがよくなくなるがよくなくなる」」」」というというというという概念概念概念概念のみがのみがのみがのみが魔女化魔女化魔女化魔女化・・・・擬人化擬人化擬人化擬人化されたされたされたされた存在存在存在存在でででで

すからすからすからすから。。。。    

    

「「「「探偵小説作法二十則探偵小説作法二十則探偵小説作法二十則探偵小説作法二十則」」」」にににに本当本当本当本当にににに沿沿沿沿ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと動機動機動機動機がどうでもいいがどうでもいいがどうでもいいがどうでもいい作品作品作品作品になってになってになってになって、、、、物語物語物語物語のののの主旨主旨主旨主旨からからからから外外外外れてしまうんですよれてしまうんですよれてしまうんですよれてしまうんですよ。。。。それではそれではそれではそれでは二十則二十則二十則二十則をををを抜抜抜抜けるのがけるのがけるのがけるのが目的目的目的目的になってになってになってになって、『、『、『、『うううう

みねこみねこみねこみねこ』』』』ではなくなってしまいますではなくなってしまいますではなくなってしまいますではなくなってしまいます。。。。    

    

((((ヴァンダインヴァンダインヴァンダインヴァンダイン二十則二十則二十則二十則「「「「使用人使用人使用人使用人がががが犯人犯人犯人犯人であることをであることをであることをであることを禁禁禁禁ずずずずッッッッ!!!!!!!!」」」」についてについてについてについて))))あのあのあのあの赤字赤字赤字赤字ははははプレイヤープレイヤープレイヤープレイヤーがががが、、、、本当本当本当本当のののの意味意味意味意味でででで真犯人真犯人真犯人真犯人をををを理解理解理解理解できているかどうかをできているかどうかをできているかどうかをできているかどうかを試試試試すためにすためにすためにすために出出出出しましたしましたしましたしました。。。。    

    

源次源次源次源次がががが犯行犯行犯行犯行をををを犯犯犯犯さないまでもさないまでもさないまでもさないまでも、、、、協力協力協力協力するだけでするだけでするだけでするだけで何何何何とかなるんですよとかなるんですよとかなるんですよとかなるんですよ。「。「。「。「見見見見てててて見見見見ぬふりをするぬふりをするぬふりをするぬふりをする」、」、」、」、あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「殺人殺人殺人殺人はしなくてもはしなくてもはしなくてもはしなくても死体死体死体死体はははは運運運運んでいるんでいるんでいるんでいる」」」」とかとかとかとか。。。。    

※つまり“犯人”の定義は“殺人者”です。 

    

((((ＥＰＥＰＥＰＥＰ２２２２のののの夏妃夏妃夏妃夏妃のののの私室私室私室私室についてについてについてについて))))あれもあれもあれもあれも井戸井戸井戸井戸ののののトリックトリックトリックトリックとととと同同同同じなんですじなんですじなんですじなんです。。。。紗音紗音紗音紗音はははは化粧台化粧台化粧台化粧台のののの前前前前でうつでうつでうつでうつ伏伏伏伏せになってせになってせになってせになって死死死死んでいるんですよんでいるんですよんでいるんですよんでいるんですよ。。。。簡単簡単簡単簡単ななななトリックトリックトリックトリックですですですです。。。。銃銃銃銃とととと重重重重いいいい物物物物をををを紐紐紐紐でででで

結結結結んでおきんでおきんでおきんでおき、、、、重重重重いいいい物物物物をををを化粧台化粧台化粧台化粧台のののの後後後後ろにろにろにろに放放放放りりりり込込込込んでおきますんでおきますんでおきますんでおきます。。。。そしてそしてそしてそして自殺自殺自殺自殺すればすればすればすれば、、、、銃銃銃銃がががが重重重重いいいい物物物物にににに引引引引きずられてきずられてきずられてきずられて化粧台化粧台化粧台化粧台のののの裏裏裏裏にににに消消消消えるというえるというえるというえるという、、、、古典古典古典古典ののののトリックトリックトリックトリックですですですです。。。。((((中略中略中略中略))))だからだからだからだから

ＥＰＥＰＥＰＥＰ４４４４でででで井戸井戸井戸井戸にににに銃銃銃銃をををを落落落落とすというのはとすというのはとすというのはとすというのは、、、、同同同同じじじじネタネタネタネタをもうをもうをもうをもう一度使一度使一度使一度使ったわけなんですったわけなんですったわけなんですったわけなんです。。。。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))紗音紗音紗音紗音というというというという駒駒駒駒はははは譲治譲治譲治譲治をををを殺殺殺殺せるものなんですかせるものなんですかせるものなんですかせるものなんですか？？？？    

肉体肉体肉体肉体はははは紗音紗音紗音紗音であってもであってもであってもであっても、、、、というかというかというかというか元元元元々々々々肉体肉体肉体肉体はははは誰誰誰誰々々々々というというというという考考考考ええええ方方方方はないんですよはないんですよはないんですよはないんですよ。。。。結局結局結局結局ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアだけのだけのだけのだけの問題問題問題問題ですからですからですからですから。。。。紗音紗音紗音紗音のののの服服服服をををを着着着着ていてもていてもていてもていても、、、、中身中身中身中身がががが違違違違うううう人間人間人間人間であればであればであればであれば譲譲譲譲

治治治治をををを殺殺殺殺せますねせますねせますねせますね。。。。服服服服はははは人格人格人格人格じゃありませんからじゃありませんからじゃありませんからじゃありませんから。。。。服服服服やややや髪型髪型髪型髪型はははは紗音紗音紗音紗音だったかもしれませんだったかもしれませんだったかもしれませんだったかもしれません。。。。でもでもでもでも、、、、譲治譲治譲治譲治にににに対対対対してしてしてして何何何何かをかをかをかを問問問問いかけたいかけたいかけたいかけた際際際際にににに、、、、別別別別のののの人物人物人物人物だっただっただっただった可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。((((中中中中

略略略略))))紗音紗音紗音紗音はあのはあのはあのはあの段階段階段階段階でででで譲治譲治譲治譲治へあることをへあることをへあることをへあることを問問問問いかけたはずなんですよいかけたはずなんですよいかけたはずなんですよいかけたはずなんですよ。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして譲治譲治譲治譲治はははは、、、、彼女彼女彼女彼女がががが期待期待期待期待するするするする答答答答えをえをえをえを出出出出せなかったんだとせなかったんだとせなかったんだとせなかったんだと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、心中心中心中心中にににに及及及及んだとんだとんだとんだと

考考考考えるのがえるのがえるのがえるのが、、、、私私私私からからからから出出出出るるるる一番一番一番一番シンプルシンプルシンプルシンプルなななな答答答答えのえのえのえの一一一一つじゃないかとつじゃないかとつじゃないかとつじゃないかと。。。。((((中略中略中略中略))))推理推理推理推理すればすればすればすれば、、、、譲治譲治譲治譲治がががが描描描描くくくく結婚後結婚後結婚後結婚後のののの未来像未来像未来像未来像がががが彼女彼女彼女彼女をををを苦苦苦苦しめしめしめしめていたていたていたていた、、、、というというというという考考考考えにはえにはえにはえには十分至十分至十分至十分至れるかとれるかとれるかとれるかと思思思思

いますいますいますいます。。。。((((中略中略中略中略))))「「「「将来将来将来将来はははは多多多多くのくのくのくの孫孫孫孫にににに囲囲囲囲まれてまれてまれてまれて過過過過ごしたいごしたいごしたいごしたい」」」」とととと、、、、譲治譲治譲治譲治はやたらとはやたらとはやたらとはやたらと子子子子どもがいるどもがいるどもがいるどもがいる未来未来未来未来にこだわるんですよねにこだわるんですよねにこだわるんですよねにこだわるんですよね。。。。子沢山子沢山子沢山子沢山がががが彼彼彼彼のののの憧憧憧憧れなんですかねれなんですかねれなんですかねれなんですかね。。。。それがそれがそれがそれが彼女彼女彼女彼女にとっにとっにとっにとっ

てててて非常非常非常非常ににににプレッシャープレッシャープレッシャープレッシャーとなったことはとなったことはとなったことはとなったことは、、、、推測可能推測可能推測可能推測可能だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))ヤスヤスヤスヤスははははＥＰＥＰＥＰＥＰ７７７７でででで「「「「恋恋恋恋をすることもをすることもをすることもをすることも出来出来出来出来ないないないない体体体体」」」」とととと言言言言っていましたねっていましたねっていましたねっていましたね。。。。    

そのそのそのその発言発言発言発言をををを踏踏踏踏まえればまえればまえればまえれば、、、、恐恐恐恐らくはらくはらくはらくは性的性的性的性的にににに何何何何かかかか不全不全不全不全なななな要素要素要素要素があるのだろうがあるのだろうがあるのだろうがあるのだろう。。。。ということがということがということがということが推測推測推測推測できるとできるとできるとできると思思思思いますいますいますいます。。。。((((中略中略中略中略))))彼女自身彼女自身彼女自身彼女自身もももも自問自答自問自答自問自答自問自答したとしたとしたとしたと思思思思いますよいますよいますよいますよ。「。「。「。「自分自分自分自分はははは本当本当本当本当

にににに譲治譲治譲治譲治がががが好好好好きなのかきなのかきなのかきなのか、、、、戦人戦人戦人戦人のののの代用品代用品代用品代用品にしているだけなのかにしているだけなのかにしているだけなのかにしているだけなのか」」」」とととと葛藤葛藤葛藤葛藤したとしたとしたとしたと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその気持気持気持気持ちがちがちがちが分分分分かれたのではないかなかれたのではないかなかれたのではないかなかれたのではないかな。。。。それでもそれでもそれでもそれでも、、、、譲治譲治譲治譲治しかいないうちはよかったんでしかいないうちはよかったんでしかいないうちはよかったんでしかいないうちはよかったんで

すよすよすよすよ。。。。でもでもでもでも戦人戦人戦人戦人がががが帰帰帰帰ってきちゃったんでってきちゃったんでってきちゃったんでってきちゃったんで「「「「やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり私私私私はははは戦人戦人戦人戦人がががが好好好好きききき」」」」というというというという気持気持気持気持ちとちとちとちと、「、「、「、「いやいやいやいや、、、、譲治譲治譲治譲治さんはさんはさんはさんは戦人戦人戦人戦人のののの代用品代用品代用品代用品じゃないじゃないじゃないじゃない」」」」というというというという気持気持気持気持ちのちのちのちの葛藤葛藤葛藤葛藤がががが起起起起こりえたこりえたこりえたこりえた。。。。そうそうそうそう

するとするとするとするとＥＰＥＰＥＰＥＰ６６６６辺辺辺辺りのりのりのりの三人三人三人三人のののの戦戦戦戦いいいい、、、、恋恋恋恋のののの試練辺試練辺試練辺試練辺りのりのりのりの葛藤葛藤葛藤葛藤がががが理解理解理解理解できてくるのではないかなできてくるのではないかなできてくるのではないかなできてくるのではないかな。。。。    

    

ＥＰＥＰＥＰＥＰ１１１１やややや２２２２のののの時点時点時点時点ではではではでは複数複数複数複数あるのだけれどあるのだけれどあるのだけれどあるのだけれど、、、、それをそれをそれをそれを全部足全部足全部足全部足していくとしていくとしていくとしていくと、、、、一本一本一本一本しかしかしかしか筋筋筋筋がががが通通通通らないというらないというらないというらないという風風風風にににに作作作作ったつもりですったつもりですったつもりですったつもりです。。。。    

    

本当本当本当本当ははははベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステルももももラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタもあそこまでもあそこまでもあそこまでもあそこまで物語物語物語物語にににに関関関関わるわるわるわる予定予定予定予定はなかったんですよはなかったんですよはなかったんですよはなかったんですよ。。。。そもそもそもそもそもそもそもそもベルンカステルベルンカステルベルンカステルベルンカステルははははＥＰＥＰＥＰＥＰ１１１１のようなのようなのようなのような感感感感じでじでじでじで、、、、ちょろっとちょろっとちょろっとちょろっと出出出出てきててきててきててきてヒントヒントヒントヒントをををを

出出出出してくれるしてくれるしてくれるしてくれる隠隠隠隠ししししキャラキャラキャラキャラ的的的的なななな扱扱扱扱いだったんですいだったんですいだったんですいだったんです。。。。しかししかししかししかし物語物語物語物語をををを説明説明説明説明してしてしてして読者読者読者読者をををを誘導誘導誘導誘導するするするする上上上上でででで、、、、ワルギリアワルギリアワルギリアワルギリアよりももうよりももうよりももうよりももう一階層上一階層上一階層上一階層上のののの存在存在存在存在じゃないとじゃないとじゃないとじゃないと説明説明説明説明できないことがあるできないことがあるできないことがあるできないことがある、、、、とととと

いうことでいうことでいうことでいうことで出番出番出番出番がががが増増増増えていきましたえていきましたえていきましたえていきました。。。。    

    

手品手品手品手品エンドエンドエンドエンド自体自体自体自体はははは当初当初当初当初からからからから書書書書いてみたかったのですがいてみたかったのですがいてみたかったのですがいてみたかったのですが、、、、四年間続四年間続四年間続四年間続いたいたいたいた大作大作大作大作のののの真真真真ののののエンディングエンディングエンディングエンディングがががが手品手品手品手品エンドエンドエンドエンドだったらだったらだったらだったら、、、、本当本当本当本当にににに誰誰誰誰もついていけないともついていけないともついていけないともついていけないと思思思思ったんですったんですったんですったんです。。。。なのでなのでなのでなので、、、、

まずまずまずまず初初初初めにめにめにめにトゥルーエンドトゥルーエンドトゥルーエンドトゥルーエンドをををを見見見見てもらいてもらいてもらいてもらい、、、、それをそれをそれをそれを知知知知ったったったった上上上上でででで「「「「これはおまけなんだよこれはおまけなんだよこれはおまけなんだよこれはおまけなんだよ」」」」というというというという位置付位置付位置付位置付けでけでけでけで手品手品手品手品エンドエンドエンドエンドをををを見見見見てもらったらてもらったらてもらったらてもらったら、、、、あのあのあのあの終終終終わりわりわりわり方方方方でもきっとでもきっとでもきっとでもきっと皆皆皆皆さんさんさんさん「「「「ああああ

ああああ、、、、こういうこういうこういうこういう解釈解釈解釈解釈もあるんだなもあるんだなもあるんだなもあるんだな」」」」とととと納得納得納得納得してくれるだろうとしてくれるだろうとしてくれるだろうとしてくれるだろうと。。。。    

    

『『『『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』のののの頃頃頃頃からからからから感感感感じているのですがじているのですがじているのですがじているのですが、、、、多多多多くのくのくのくのプレイヤープレイヤープレイヤープレイヤーはははは真実真実真実真実をををを求求求求めているふりをしているけれどめているふりをしているけれどめているふりをしているけれどめているふりをしているけれど、、、、実実実実はははは彼彼彼彼らのらのらのらの中中中中でででで「「「「描描描描かれてほしいかれてほしいかれてほしいかれてほしい真実真実真実真実」」」」としてとしてとしてとして期待期待期待期待しているしているしているしている方向方向方向方向

がががが大大大大体決体決体決体決まっているまっているまっているまっている。。。。そのそのそのその期待期待期待期待したしたしたした方向方向方向方向のののの真実真実真実真実がががが語語語語られてほしいだけなんですよられてほしいだけなんですよられてほしいだけなんですよられてほしいだけなんですよ。。。。    

    

『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』はははは恋人恋人恋人恋人をををを作作作作ったことがないったことがないったことがないったことがない人人人人にはにはにはには読読読読めないめないめないめない作品作品作品作品なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。恋愛経験恋愛経験恋愛経験恋愛経験のないのないのないのない人人人人がががが理解理解理解理解するのはつらいするのはつらいするのはつらいするのはつらい作品作品作品作品ですですですです。「。「。「。「恋愛恋愛恋愛恋愛がががが人人人人のののの生生生生きききき死死死死にをにをにをにを司司司司るほどのるほどのるほどのるほどの動機動機動機動機になりになりになりになり

得得得得るるるる」」」」ということをということをということをということを、、、、恋愛経験恋愛経験恋愛経験恋愛経験がないがないがないがない人人人人にににに説明説明説明説明することはできないですよすることはできないですよすることはできないですよすることはできないですよ。。。。きっときっときっときっと「「「「よくあるよくあるよくあるよくある動機動機動機動機」」」」程度程度程度程度にしかにしかにしかにしか思思思思われないのでわれないのでわれないのでわれないので。。。。でもでもでもでも恋恋恋恋をををを経験経験経験経験してしてしてして恋愛恋愛恋愛恋愛にににに苦苦苦苦しんだことがあしんだことがあしんだことがあしんだことがあ

るるるる人人人人ならならならなら、、、、恋愛恋愛恋愛恋愛によってによってによってによって世界世界世界世界がががが引引引引っくりっくりっくりっくり返返返返るくらいるくらいるくらいるくらい変化変化変化変化することがすることがすることがすることが分分分分かるはずですかるはずですかるはずですかるはずです。「。「。「。「またまたまたまた会会会会いにいにいにいに来来来来るぜるぜるぜるぜ」」」」とととと言言言言われたのにわれたのにわれたのにわれたのに六年六年六年六年もももも来来来来てくれなかってくれなかってくれなかってくれなかったらたらたらたら頭頭頭頭がおかしくなりますがおかしくなりますがおかしくなりますがおかしくなります

しししし、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも恋恋恋恋にににに苦苦苦苦しんだことがあるしんだことがあるしんだことがあるしんだことがある人人人人ならならならなら「「「「六年六年六年六年はきついねはきついねはきついねはきついね」」」」とととと言言言言ってくれるとってくれるとってくれるとってくれると思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))恋愛恋愛恋愛恋愛はははは十分十分十分十分、、、、殺人殺人殺人殺人のののの動機動機動機動機になるんですよねになるんですよねになるんですよねになるんですよね。。。。    

それがそれがそれがそれが分分分分からないからないからないからない人人人人はははは、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』をををを理解理解理解理解できないとできないとできないとできないと思思思思いますいますいますいます。『。『。『。『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』はははは「「「「一人一人一人一人のののの少女少女少女少女がががが恋恋恋恋とととと狂気狂気狂気狂気であれだけのであれだけのであれだけのであれだけの事件事件事件事件をををを妄想妄想妄想妄想するにするにするにするに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの物語物語物語物語」」」」なのでなのでなのでなので、、、、

これをいくらこれをいくらこれをいくらこれをいくら描描描描いてもいてもいてもいても共感共感共感共感できないできないできないできない人人人人にはにはにはには共感共感共感共感できないんですよできないんですよできないんですよできないんですよ。。。。恋恋恋恋ができないができないができないができない身体身体身体身体なのになのになのになのに「「「「子供子供子供子供がががが欲欲欲欲しいしいしいしい」」」」とととと言言言言われることがわれることがわれることがわれることが、、、、どれだけどれだけどれだけどれだけ怖怖怖怖いことなのかいことなのかいことなのかいことなのか。。。。だからだからだからだから紗音紗音紗音紗音はははは打打打打

ちちちち明明明明けられなかったけられなかったけられなかったけられなかった。。。。打打打打ちちちち明明明明けたらけたらけたらけたら嫌嫌嫌嫌わわわわれるとれるとれるとれると思思思思ったったったった。。。。本当本当本当本当はねはねはねはね、、、、譲治譲治譲治譲治はそんなことをはそんなことをはそんなことをはそんなことを言言言言われたらわれたらわれたらわれたら言言言言われたでわれたでわれたでわれたで、、、、未来像未来像未来像未来像をををを喜喜喜喜んでんでんでんで修正修正修正修正するするするする気気気気だったとだったとだったとだったと思思思思いますよいますよいますよいますよ。。。。でもでもでもでも紗音紗音紗音紗音とととと

してはそれをしてはそれをしてはそれをしてはそれを聞聞聞聞くことがくことがくことがくことが、、、、怖怖怖怖くてできなかったくてできなかったくてできなかったくてできなかった。。。。裏裏裏裏をををを返返返返せばせばせばせば譲治譲治譲治譲治はそれぐらいはそれぐらいはそれぐらいはそれぐらい、、、、戦人戦人戦人戦人のののの代用品代用品代用品代用品ではなかったわけですではなかったわけですではなかったわけですではなかったわけです。。。。((((中略中略中略中略))))紗音紗音紗音紗音としてはとしてはとしてはとしては、、、、自然発生的自然発生的自然発生的自然発生的ににににバレバレバレバレることはることはることはることは覚悟覚悟覚悟覚悟
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のののの上上上上だったんですよだったんですよだったんですよだったんですよ。「。「。「。「いつかいつかいつかいつかバレバレバレバレるなるなるなるな」」」」とととと。。。。ただただただただ、、、、自分自分自分自分からはからはからはからは怖怖怖怖くてくてくてくて告白告白告白告白できないできないできないできない。。。。なのでなのでなのでなので譲治譲治譲治譲治からのからのからのからのワンアクションワンアクションワンアクションワンアクションででででバレバレバレバレたらたらたらたら仕方仕方仕方仕方ないないないない、、、、というというというという受身受身受身受身のののの体勢体勢体勢体勢でしたでしたでしたでした。。。。隠隠隠隠

さないさないさないさない代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、積極的積極的積極的積極的にににに話話話話もしないもしないもしないもしない。。。。((((中略中略中略中略))))戦人戦人戦人戦人がががが本当本当本当本当にににに紗音紗音紗音紗音のおっぱいをのおっぱいをのおっぱいをのおっぱいを揉揉揉揉んでいたらんでいたらんでいたらんでいたら、、、、胸胸胸胸がががが偽物偽物偽物偽物だということにだということにだということにだということに気気気気づいたかもしれないづいたかもしれないづいたかもしれないづいたかもしれない。。。。紗音紗音紗音紗音はははは常常常常にににに「「「「バレバレバレバレるならるならるならるならバレバレバレバレ

ろろろろ」」」」というというというという気持気持気持気持ちだったんでしょうねちだったんでしょうねちだったんでしょうねちだったんでしょうね。。。。    

    

いくつかいくつかいくつかいくつか作中作中作中作中からからからから確実確実確実確実にににに分分分分かるかるかるかる部分部分部分部分としてはとしてはとしてはとしては「「「「絵羽絵羽絵羽絵羽はははは何何何何かをかをかをかを知知知知っているっているっているっている。。。。でもでもでもでも縁寿縁寿縁寿縁寿にはにはにはには頑頑頑頑なになになになに最後最後最後最後までまでまでまで語語語語らなかったらなかったらなかったらなかった」」」」ということということということということ。。。。それといくつかのそれといくつかのそれといくつかのそれといくつかのメタメタメタメタ世界世界世界世界でででで語語語語られていられていられていられてい

るるるる、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが真実真実真実真実だとだとだとだと称称称称するいくつかのするいくつかのするいくつかのするいくつかの描写描写描写描写がががが、、、、解釈解釈解釈解釈はははは異異異異なれどあるなれどあるなれどあるなれどある種種種種のののの共通項共通項共通項共通項がががが見見見見られるということられるということられるということられるということ。。。。そのそのそのその辺辺辺辺りからりからりからりから考察考察考察考察すればすればすればすれば、、、、細部細部細部細部はははは違違違違ってもあのってもあのってもあのってもあの島島島島でででで起起起起こったことがこったことがこったことがこったことが「「「「恐恐恐恐

らくあるらくあるらくあるらくある特定特定特定特定のののの人間人間人間人間がよからぬがよからぬがよからぬがよからぬ事件事件事件事件をををを起起起起こしたのではないかこしたのではないかこしたのではないかこしたのではないか」」」」とととと推測推測推測推測できるできるできるできる。。。。((((中略中略中略中略))))絵羽絵羽絵羽絵羽はははは犯人犯人犯人犯人でででではなくはなくはなくはなく、、、、犯人犯人犯人犯人をををを知知知知っていてなおっていてなおっていてなおっていてなお濡濡濡濡れれれれ衣衣衣衣をかぶってをかぶってをかぶってをかぶって憎憎憎憎まれまれまれまれ役役役役をををを買買買買ってでもってでもってでもってでも、、、、

彼女彼女彼女彼女はははは縁寿縁寿縁寿縁寿のためにのためにのためにのために何何何何かをかをかをかを隠隠隠隠しているんじゃないかというしているんじゃないかというしているんじゃないかというしているんじゃないかという推測推測推測推測がががが成成成成りりりり立立立立つはずですつはずですつはずですつはずです。。。。    

    

八城十八絡八城十八絡八城十八絡八城十八絡みでみでみでみで考考考考えるのもえるのもえるのもえるのも、、、、色色色色々々々々面白面白面白面白いですよねいですよねいですよねいですよね。「。「。「。「そのそのそのその時時時時のののの記憶状態記憶状態記憶状態記憶状態はははは？」「？」「？」「？」「どんなどんなどんなどんな意図意図意図意図があったのかがあったのかがあったのかがあったのか？」？」？」？」とかとかとかとか。。。。    

    

「「「「一一一一なるなるなるなる真実真実真実真実のののの書書書書」」」」ははははＥＰＥＰＥＰＥＰ８８８８でででで、、、、上層世界上層世界上層世界上層世界とはいえとはいえとはいえとはいえ、、、、縁寿縁寿縁寿縁寿がががが自分自分自分自分でででで鍵鍵鍵鍵をををを開開開開けてけてけてけて読読読読んでいますからねんでいますからねんでいますからねんでいますからね。。。。あれはあれはあれはあれは「「「「縁寿縁寿縁寿縁寿がががが自自自自らららら読読読読んでしまったのではないかんでしまったのではないかんでしまったのではないかんでしまったのではないか」」」」というというというという暗示暗示暗示暗示にににに見見見見えるえるえるえる。。。。

読読読読んでなおんでなおんでなおんでなお、、、、彼女彼女彼女彼女はははは黄金黄金黄金黄金のののの真実真実真実真実をををを信信信信じることができたのかもしれないなじることができたのかもしれないなじることができたのかもしれないなじることができたのかもしれないな。。。。またはまたはまたはまたは、、、、読読読読んでなおんでなおんでなおんでなお、、、、手品手品手品手品エンドエンドエンドエンドにににに行行行行っっっったのかもしれないたのかもしれないたのかもしれないたのかもしれない。。。。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))一一一一つのつのつのつの真実真実真実真実をををを言言言言いいいい当当当当ててほしいというよりはててほしいというよりはててほしいというよりはててほしいというよりは、、、、あるあるあるある程度程度程度程度のののの範囲内範囲内範囲内範囲内でいくつかのでいくつかのでいくつかのでいくつかの説説説説があってもいいというがあってもいいというがあってもいいというがあってもいいという感感感感じですかじですかじですかじですか。。。。    

それはもちろんですよそれはもちろんですよそれはもちろんですよそれはもちろんですよ。。。。あるあるあるある程度程度程度程度のゆとりはのゆとりはのゆとりはのゆとりは残残残残しているつもりなのでしているつもりなのでしているつもりなのでしているつもりなので。「。「。「。「ベルンベルンベルンベルンのののの出題出題出題出題」」」」のようにのようにのようにのように、、、、明確明確明確明確なななな一一一一つのつのつのつの答答答答えにするつもりはえにするつもりはえにするつもりはえにするつもりは毛頭毛頭毛頭毛頭ないですよないですよないですよないですよ。。。。でもでもでもでも、、、、突突突突きききき詰詰詰詰めればめればめればめれば

ほぼほぼほぼほぼ間違間違間違間違いないいないいないいない答答答答えがえがえがえが出出出出てくるようにはできていますてくるようにはできていますてくるようにはできていますてくるようにはできています。。。。    

    

((((ＥＰＥＰＥＰＥＰ１１１１におけるにおけるにおけるにおける夏妃夏妃夏妃夏妃のののの部屋部屋部屋部屋のののの““““サソリサソリサソリサソリのおのおのおのお守守守守りりりり””””についてについてについてについて))))ぶっちゃけてしまうとぶっちゃけてしまうとぶっちゃけてしまうとぶっちゃけてしまうと、、、、あれはあれはあれはあれは一度入一度入一度入一度入ったんですよったんですよったんですよったんですよ。。。。犯人犯人犯人犯人はははは夏妃夏妃夏妃夏妃をををを殺殺殺殺すつもりだったのですがすつもりだったのですがすつもりだったのですがすつもりだったのですが、、、、部屋内部屋内部屋内部屋内ででででドアノドアノドアノドアノ

ブブブブにかにかにかにかけられたけられたけられたけられたサソリサソリサソリサソリのおのおのおのお守守守守りをりをりをりを見見見見てしまったてしまったてしまったてしまった。。。。それでそれでそれでそれで「「「「サソリサソリサソリサソリのおのおのおのお守守守守りがあったらりがあったらりがあったらりがあったら魔女魔女魔女魔女はははは入入入入れないれないれないれない」」」」というというというというルールルールルールルールをををを作作作作ってあったことをってあったことをってあったことをってあったことを思思思思いいいい出出出出しししし、、、、これではこれではこれではこれでは殺殺殺殺せないとせないとせないとせないと部部部部

屋屋屋屋をををを出出出出ましたましたましたました。。。。そのそのそのその際際際際、、、、入入入入ろうとしたけどろうとしたけどろうとしたけどろうとしたけど入入入入れなかったれなかったれなかったれなかった痕跡痕跡痕跡痕跡としてとしてとしてとして、、、、ペンキペンキペンキペンキでででで引引引引っっっっ掻掻掻掻いたみたいないたみたいないたみたいないたみたいな跡跡跡跡をつけておいたんですよをつけておいたんですよをつけておいたんですよをつけておいたんですよ。。。。((((中略中略中略中略))))それでもうそれでもうそれでもうそれでもう一人予定外一人予定外一人予定外一人予定外のののの人物人物人物人物をををを殺殺殺殺さなさなさなさな

ければいけなくなったければいけなくなったければいけなくなったければいけなくなった。。。。    

    

真犯人真犯人真犯人真犯人はははは殺人殺人殺人殺人にもにもにもにも多多多多くのくのくのくのルールルールルールルールをををを作作作作っていますっていますっていますっています。。。。自分自分自分自分でででで作作作作ったったったった自分自分自分自分をををを縛縛縛縛るるるるルールルールルールルールがいくつもありますがいくつもありますがいくつもありますがいくつもあります。。。。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))嘉哉嘉哉嘉哉嘉哉とととと紗代紗代紗代紗代というというというという名前名前名前名前にはにはにはには何何何何かかかか意味意味意味意味があったのでしょうかがあったのでしょうかがあったのでしょうかがあったのでしょうか。。。。数字数字数字数字にもにもにもにも見見見見えますけえますけえますけえますけどどどど。。。。    

数字数字数字数字のののの読読読読みにもみにもみにもみにも近近近近づけていますけどづけていますけどづけていますけどづけていますけど、、、、それはそれはそれはそれは明明明明かさないでおこうかなかさないでおこうかなかさないでおこうかなかさないでおこうかな。。。。    

※紗代(ＳＨＹＡＹＯ)に「Ｉ(アイ)」を加えると、嘉哉(ＹＯＳＨＩＹＡ)になります。つまり「愛(Ｉ)がなければ視えない」。 

    

金蔵金蔵金蔵金蔵にとってのにとってのにとってのにとってのベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェというのはというのはというのはというのは、、、、自分自分自分自分のののの娘娘娘娘かもしれないかもしれないかもしれないかもしれない人間人間人間人間のことをのことをのことをのことを指指指指すわけですすわけですすわけですすわけです。。。。そしてそしてそしてそして「「「「我我我我がががが最愛最愛最愛最愛ののののベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、愛人愛人愛人愛人をををを意味意味意味意味するするするする

わけでわけでわけでわけで、、、、どちらもどちらもどちらもどちらも魔女魔女魔女魔女ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。だからだからだからだから金蔵金蔵金蔵金蔵にとってにとってにとってにとって魔除魔除魔除魔除けはただのけはただのけはただのけはただの魔除魔除魔除魔除けであってけであってけであってけであって、、、、深深深深いいいい意味意味意味意味はなかったはずですはなかったはずですはなかったはずですはなかったはずです。。。。((((中略中略中略中略))))紗音紗音紗音紗音からからからから見見見見るとるとるとると「『「『「『「『我我我我がががが最愛最愛最愛最愛ののののベアトリベアトリベアトリベアトリ

ーチーチーチーチェェェェ』』』』なのになのになのになのに書斎書斎書斎書斎にににに入入入入れないれないれないれない」」」」となるわけですとなるわけですとなるわけですとなるわけです。。。。    

    

黄金黄金黄金黄金のののの蝶蝶蝶蝶なんているわけがないなんているわけがないなんているわけがないなんているわけがない。。。。それがそれがそれがそれが見見見見えているえているえているえている時点時点時点時点でででで、、、、見見見見たたたた人人人人はおかしいということですはおかしいということですはおかしいということですはおかしいということです。。。。ただしただしただしただし楼座楼座楼座楼座のののの背中背中背中背中にとまったというのはにとまったというのはにとまったというのはにとまったというのは、、、、楼座楼座楼座楼座にはにはにはには見見見見えていないわけでえていないわけでえていないわけでえていないわけで、、、、意意意意

味深味深味深味深ななななシーンシーンシーンシーンですねですねですねですね。。。。    

    

アニメアニメアニメアニメややややＰＳＰＳＰＳＰＳ３３３３版版版版でででで戦人戦人戦人戦人をををを演演演演じていただいたじていただいたじていただいたじていただいた小野大輔小野大輔小野大輔小野大輔さんはおろかさんはおろかさんはおろかさんはおろか、、、、紗音役紗音役紗音役紗音役のののの釘宮釘宮釘宮釘宮さんにさえさんにさえさんにさえさんにさえ『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』のののの真相真相真相真相はははは伝伝伝伝えていないんですよえていないんですよえていないんですよえていないんですよ。。。。((((中略中略中略中略))))紗音紗音紗音紗音もももも、、、、彼女彼女彼女彼女のののの人格自体人格自体人格自体人格自体

はははは犯人犯人犯人犯人ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、釘宮釘宮釘宮釘宮さんがさんがさんがさんが何何何何もももも知知知知らないのはらないのはらないのはらないのは道理道理道理道理なんですなんですなんですなんです。。。。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))源次源次源次源次はははは「「「「おおおお館様館様館様館様はははは真里亞真里亞真里亞真里亞さまのことをあまりおさまのことをあまりおさまのことをあまりおさまのことをあまりお好好好好きではないきではないきではないきではない」」」」とととと言言言言っていましたっていましたっていましたっていました。。。。あれはほぼあれはほぼあれはほぼあれはほぼ事実事実事実事実とととと見見見見てもよいのでしょうかてもよいのでしょうかてもよいのでしょうかてもよいのでしょうか。。。。    

ＥＰＥＰＥＰＥＰ８８８８までまでまでまで見見見見るとるとるとると、、、、とてもそうはとてもそうはとてもそうはとてもそうは思思思思えないわけでえないわけでえないわけでえないわけで。。。。金蔵金蔵金蔵金蔵はははは孫孫孫孫をををを溺愛溺愛溺愛溺愛していたようにしていたようにしていたようにしていたように見見見見えましたよねえましたよねえましたよねえましたよね。。。。ただただただただ、、、、名前名前名前名前をををを付付付付けるけるけるける時時時時にかなりにかなりにかなりにかなり揉揉揉揉めたのはめたのはめたのはめたのは間違間違間違間違いないわけでいないわけでいないわけでいないわけで。。。。金蔵金蔵金蔵金蔵としとしとしとし

てはてはてはては、、、、可愛可愛可愛可愛いいいい可愛可愛可愛可愛いいいい孫娘孫娘孫娘孫娘のためにとっておきののためにとっておきののためにとっておきののためにとっておきの名前名前名前名前をををを用意用意用意用意しておいたのでしょうけどしておいたのでしょうけどしておいたのでしょうけどしておいたのでしょうけど、、、、よほどのよほどのよほどのよほどのドキュンネームドキュンネームドキュンネームドキュンネームだったんでしょうねだったんでしょうねだったんでしょうねだったんでしょうね((((笑笑笑笑))))。。。。    

    

金蔵金蔵金蔵金蔵ははははゲームゲームゲームゲーム盤盤盤盤のののの開始前開始前開始前開始前にににに死死死死んでいるんでいるんでいるんでいる人間人間人間人間なのでなのでなのでなので、、、、そのそのそのその立立立立ちちちち居振居振居振居振るるるる舞舞舞舞いのいのいのいの殆殆殆殆どはどはどはどは描写描写描写描写したしたしたした人間人間人間人間によってによってによってによってコントロールコントロールコントロールコントロールされているとされているとされているとされていると思思思思ってほぼってほぼってほぼってほぼ間違間違間違間違いないでしょういないでしょういないでしょういないでしょう。。。。    

    

((((ＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡＫＥＩＹＡ))))「「「「家具家具家具家具」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉がががが作中作中作中作中にににに出出出出てきましたねてきましたねてきましたねてきましたね。。。。ヤスヤスヤスヤスがががが自分自分自分自分をそうをそうをそうをそう呼呼呼呼びびびび始始始始めためためためたシーンシーンシーンシーンがががが作中作中作中作中でででで描描描描かれているのですがかれているのですがかれているのですがかれているのですが、、、、紗音紗音紗音紗音やややや嘉音嘉音嘉音嘉音だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、源次源次源次源次までまでまでまで自分自分自分自分のこのこのこのこ

とをとをとをとを家具家具家具家具とととと言言言言っているんですよねっているんですよねっているんですよねっているんですよね。。。。これはこれはこれはこれは真実真実真実真実をををを知知知知っているというっているというっているというっているという意味意味意味意味なのかなのかなのかなのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは金蔵金蔵金蔵金蔵にににに尽尽尽尽くすことをくすことをくすことをくすことを至上主義至上主義至上主義至上主義としてとしてとしてとして家具家具家具家具をををを自称自称自称自称しているのかしているのかしているのかしているのか……………………いかがでしょういかがでしょういかがでしょういかがでしょう

かかかか？？？？    

何何何何かのかのかのかの本本本本でででで「「「「使用人使用人使用人使用人はははは家具家具家具家具たるべしたるべしたるべしたるべし」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな格言格言格言格言をををを読読読読んだんですよんだんですよんだんですよんだんですよ。。。。それでそれでそれでそれで「「「「使用人使用人使用人使用人とととと言言言言わずわずわずわず、、、、家具家具家具家具とととと呼呼呼呼ぶのはぶのはぶのはぶのは非人間的非人間的非人間的非人間的でででで面白面白面白面白いないないないな」」」」とととと。。。。あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも心構心構心構心構えをえをえをえを示示示示すすすす「「「「家具家具家具家具」」」」

というというというという言葉言葉言葉言葉をををを、、、、紗音紗音紗音紗音はははは人間以下人間以下人間以下人間以下をををを意味意味意味意味するするするする言葉言葉言葉言葉とととと受受受受けけけけ取取取取ったったったった。。。。ささささらにらにらにらに恋恋恋恋をすることができないをすることができないをすることができないをすることができない自分自分自分自分のののの身体身体身体身体のことをのことをのことをのことを人間以下人間以下人間以下人間以下となぞらえてとなぞらえてとなぞらえてとなぞらえて、、、、自分自分自分自分のことをのことをのことをのことを皮肉皮肉皮肉皮肉ってってってって「「「「家具家具家具家具」」」」とととと

呼呼呼呼んだのではないかんだのではないかんだのではないかんだのではないか、、、、ということですねということですねということですねということですね。。。。きっときっときっときっと「「「「家具家具家具家具」」」」というというというという単語単語単語単語にににに過剰過剰過剰過剰ななななイメージイメージイメージイメージをををを作作作作ってしまったのでしょうってしまったのでしょうってしまったのでしょうってしまったのでしょう。。。。    

    

このこのこのこの世界世界世界世界のののの一番一番一番一番のののの主主主主たるたるたるたる観測者観測者観測者観測者はははは紗音紗音紗音紗音なんですよねなんですよねなんですよねなんですよね。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも世界観世界観世界観世界観においてはにおいてはにおいてはにおいては。。。。だからだからだからだから紗音紗音紗音紗音がががが見見見見てててて聞聞聞聞いていていていて、、、、そうだとそうだとそうだとそうだと思思思思ったことがったことがったことがったことが世界観世界観世界観世界観ののののデフォルトデフォルトデフォルトデフォルトになってしまうになってしまうになってしまうになってしまう。。。。

ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェがががが金蔵金蔵金蔵金蔵のののの書斎書斎書斎書斎にににに入入入入れないというのはれないというのはれないというのはれないというのは、、、、一方的一方的一方的一方的にににに紗音紗音紗音紗音がががが作作作作ったったったった設定設定設定設定ですしですしですしですし。。。。    

    

■『うみねこのなく頃に』のすべて 竜騎士０７インタビュー 『ファウスト 2011 SUMMER Vol．8』(抜粋) 

私私私私にとってにとってにとってにとってミステリーミステリーミステリーミステリーっていうのはっていうのはっていうのはっていうのは本当本当本当本当のののの正解一正解一正解一正解一つをつをつをつを当当当当てることじゃないんですよてることじゃないんですよてることじゃないんですよてることじゃないんですよ。。。。状況状況状況状況からからからから推定推定推定推定されるすべてをされるすべてをされるすべてをされるすべてを想定想定想定想定することなんですすることなんですすることなんですすることなんです。。。。    

    

本来本来本来本来、、、、ミステリーミステリーミステリーミステリーははははファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー的的的的なななな要素要素要素要素をををを一切排除一切排除一切排除一切排除するべきなんですするべきなんですするべきなんですするべきなんです。。。。でもでもでもでも「「「「他人他人他人他人のののの証言証言証言証言をををを鵜呑鵜呑鵜呑鵜呑みにすることみにすることみにすることみにすること」」」」とはとはとはとは「「「「ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーをををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる」」」」ことなんですよねことなんですよねことなんですよねことなんですよね。。。。そそそそ

のののの証言証言証言証言がががが真真真真にににに正正正正しいかなんてどうやってしいかなんてどうやってしいかなんてどうやってしいかなんてどうやって裏裏裏裏をををを取取取取るのるのるのるの????    っていうっていうっていうっていう話話話話。。。。    

    

探偵探偵探偵探偵たちがたちがたちがたちが根拠根拠根拠根拠にするにするにするにする依頼者依頼者依頼者依頼者のののの証言証言証言証言やややや被害者被害者被害者被害者のののの手記手記手記手記、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを「「「「正正正正しいしいしいしい」」」」証拠証拠証拠証拠だとだとだとだと疑疑疑疑いもせずにいもせずにいもせずにいもせずに信頼信頼信頼信頼することすることすることすること自体自体自体自体がすがすがすがすでにもうでにもうでにもうでにもうファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーなんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。    

    

つまりつまりつまりつまりミステリーファンミステリーファンミステリーファンミステリーファンがががが欲欲欲欲しがっているしがっているしがっているしがっている大前提自体大前提自体大前提自体大前提自体がそもそもがそもそもがそもそもがそもそもファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーでしかないんですよねでしかないんですよねでしかないんですよねでしかないんですよね。。。。ミステリーミステリーミステリーミステリー派派派派がががが欲欲欲欲しいものしいものしいものしいもの、、、、現場現場現場現場のののの完全完全完全完全なななな状況状況状況状況、、、、完全完全完全完全なななな証拠証拠証拠証拠、、、、疑問疑問疑問疑問のののの

余地余地余地余地のないのないのないのない密室設定密室設定密室設定密室設定というというというという設定自体設定自体設定自体設定自体がががが、、、、ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーのののの保証保証保証保証がないとがないとがないとがないと成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない。。。。    

    

探偵探偵探偵探偵がががが「「「「犯人犯人犯人犯人がががが分分分分かったぞかったぞかったぞかったぞ」」」」というというというというポイントポイントポイントポイントはははは多多多多くのくのくのくの場合場合場合場合、「、「、「、「このこのこのこの時点時点時点時点までのまでのまでのまでの情報量情報量情報量情報量でででで大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫」」」」というというというという証明証明証明証明になりますよねになりますよねになりますよねになりますよね。。。。それならそれならそれならそれなら私私私私はははは「「「「ここまででここまででここまででここまででクリアクリアクリアクリアできますよできますよできますよできますよ、、、、

とととと探偵探偵探偵探偵とととと神神神神がががが保証保証保証保証したんですよねしたんですよねしたんですよねしたんですよね？」？」？」？」とととと言言言言いたいいたいいたいいたい。。。。    
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後出後出後出後出しだからしだからしだからしだから推理推理推理推理できないできないできないできない、、、、がががが正正正正しいんじゃしいんじゃしいんじゃしいんじゃないないないない。。。。そうじゃなくてそうじゃなくてそうじゃなくてそうじゃなくて、、、、後出後出後出後出しされるたびにそのしされるたびにそのしされるたびにそのしされるたびにその新条件新条件新条件新条件にににに合合合合わせたわせたわせたわせた新新新新しいしいしいしい推理推理推理推理をををを考考考考えればいいえればいいえればいいえればいい。。。。    

    

私私私私はははは、、、、ちょうどいいかなとちょうどいいかなとちょうどいいかなとちょうどいいかなと思思思思ったんですよったんですよったんですよったんですよ。。。。(EP2(EP2(EP2(EP2においてにおいてにおいてにおいて))))あんなあからさまなあんなあからさまなあんなあからさまなあんなあからさまな魔法魔法魔法魔法をををを見見見見たらちょっとはたらちょっとはたらちょっとはたらちょっとはファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーをををを信信信信じてくれるのかなとじてくれるのかなとじてくれるのかなとじてくれるのかなと。。。。今度今度今度今度ははははファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー批判批判批判批判にににに

なりますがなりますがなりますがなりますが、「、「、「、「あなたあなたあなたあなた達達達達のののの大好大好大好大好きなきなきなきな表現表現表現表現がががが出出出出てきましたよてきましたよてきましたよてきましたよ。。。。もうもうもうもうファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーでいいでしょうでいいでしょうでいいでしょうでいいでしょう？」？」？」？」っていうねっていうねっていうねっていうね。。。。あれはあれはあれはあれはアンチアンチアンチアンチ････ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーのののの表表表表れですれですれですれです。。。。    

    

ミステリーミステリーミステリーミステリーととととファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーというというというという一見相反一見相反一見相反一見相反するものをするものをするものをするものをカオスカオスカオスカオスにににに受受受受けけけけ入入入入れるということれるということれるということれるということ。。。。光光光光はははは波波波波でありまたでありまたでありまたでありまた粒子粒子粒子粒子でもありでもありでもありでもあり、、、、そのそのそのその双方双方双方双方をををを理解理解理解理解しないとしないとしないとしないと光光光光はははは語語語語れないようにれないようにれないようにれないように、、、、真実真実真実真実

もまたもまたもまたもまたミステリーミステリーミステリーミステリーのようなのようなのようなのような現実味現実味現実味現実味とととと、、、、人人人人のののの心心心心のののの動動動動きといったきといったきといったきといったファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー的側面的側面的側面的側面をををを理解理解理解理解しなくてはやはりしなくてはやはりしなくてはやはりしなくてはやはり計計計計れないれないれないれない。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))青字青字青字青字システムシステムシステムシステムののののアイデアアイデアアイデアアイデアはどのあたりではどのあたりではどのあたりではどのあたりで出出出出てきたんですかてきたんですかてきたんですかてきたんですか？？？？    

ＥＰＥＰＥＰＥＰ４４４４をををを作作作作るるるる段階段階段階段階ですねですねですねですね。。。。((((中略中略中略中略))))ＥＰＥＰＥＰＥＰ４４４４のののの最後最後最後最後でででで戦人戦人戦人戦人ととととベアトベアトベアトベアトがおがおがおがお互互互互いのいのいのいの論点論点論点論点をををを整理整理整理整理しししし合合合合ってってってってガチンコガチンコガチンコガチンコ対決対決対決対決をしてをしてをしてをして終終終終わるというわるというわるというわるというプロットプロットプロットプロットをををを作作作作ったんですったんですったんですったんです。。。。そのそのそのその対決対決対決対決のときにのときにのときにのときに

ベアトベアトベアトベアトだけがだけがだけがだけが赤赤赤赤をををを使使使使ってってってって、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして戦人戦人戦人戦人はただはただはただはただ喋喋喋喋っているだけだとっているだけだとっているだけだとっているだけだと戦戦戦戦いにならないんですよいにならないんですよいにならないんですよいにならないんですよ。。。。((((中略中略中略中略))))だからだからだからだから赤赤赤赤にににに匹敵匹敵匹敵匹敵するするするする何何何何かがなくちゃいけないというときにかがなくちゃいけないというときにかがなくちゃいけないというときにかがなくちゃいけないというときに青青青青ののののアイアイアイアイ

デアデアデアデアがががが出出出出たんですたんですたんですたんです。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))次回次回次回次回もももも青字青字青字青字はははは出出出出てくるんでしょうかてくるんでしょうかてくるんでしょうかてくるんでしょうか？？？？    

もちろんもちろんもちろんもちろん出出出出てきますねてきますねてきますねてきますね。。。。    

((((もうこれもうこれもうこれもうこれ以上以上以上以上はははは出出出出てこないですかてこないですかてこないですかてこないですか？？？？    黄色黄色黄色黄色とかとかとかとか？？？？))))    

いやいやいやいや……………………ふふふふふふふふふふふふ？？？？    一応一応一応一応ねねねね、、、、仕掛仕掛仕掛仕掛けはけはけはけは考考考考えているんですけどねえているんですけどねえているんですけどねえているんですけどね。。。。そのそのそのそのシーンシーンシーンシーンにににに至至至至ったときにったときにったときにったときに必要必要必要必要かどうかもうかどうかもうかどうかもうかどうかもう一度一度一度一度じっくりじっくりじっくりじっくり考考考考えたいんですよねえたいんですよねえたいんですよねえたいんですよね。。。。    

    

真里亞真里亞真里亞真里亞はははは１９９８１９９８１９９８１９９８年年年年にはいませんにはいませんにはいませんにはいません。。。。死死死死んでいますからねんでいますからねんでいますからねんでいますからね。。。。    

    

彼彼彼彼((((戦人戦人戦人戦人))))はそのはそのはそのはその罪罪罪罪をををを全然覚全然覚全然覚全然覚えてないんですよねえてないんですよねえてないんですよねえてないんですよね。。。。    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))なぜなぜなぜなぜ戦人戦人戦人戦人はははは覚覚覚覚えていないんですかえていないんですかえていないんですかえていないんですか？？？？    

なんででしょうねなんででしょうねなんででしょうねなんででしょうね。。。。戦人戦人戦人戦人がががが戦人戦人戦人戦人じゃないからですかじゃないからですかじゃないからですかじゃないからですか？？？？    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))やっぱりそうなんですかやっぱりそうなんですかやっぱりそうなんですかやっぱりそうなんですか。。。。    

ＥＰＥＰＥＰＥＰ２２２２でもそのでもそのでもそのでもその伏線伏線伏線伏線はははは出出出出てきているんですよてきているんですよてきているんですよてきているんですよ。「。「。「。「あなたがあなたがあなたがあなたが右代宮戦人右代宮戦人右代宮戦人右代宮戦人だとだとだとだと証明証明証明証明できますかできますかできますかできますか？」？」？」？」ってってってって。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))僕僕僕僕がががが今回今回今回今回すごくおもしろいとすごくおもしろいとすごくおもしろいとすごくおもしろいと思思思思ったのはったのはったのはったのは、、、、江之浦江之浦江之浦江之浦ややややラプラタラプラタラプラタラプラタ川川川川のののの推理推理推理推理のくだりでのくだりでのくだりでのくだりで……………………アレアレアレアレはどういったはどういったはどういったはどういった考考考考えでえでえでえで挿入挿入挿入挿入されたのでしょうかされたのでしょうかされたのでしょうかされたのでしょうか？？？？    

「「「「私私私私はみなさんのはみなさんのはみなさんのはみなさんの意見意見意見意見をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり見見見見ていますていますていますています」、」、」、」、というというというという私私私私からのからのからのからの明明明明らかならかならかならかなメッセージメッセージメッセージメッセージですですですです。『。『。『。『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』はははは、、、、ユーザーユーザーユーザーユーザーのみなさんののみなさんののみなさんののみなさんの推理推理推理推理をををを取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて、、、、面白面白面白面白いいいい説説説説があればがあればがあればがあれば江之江之江之江之

浦説浦説浦説浦説ややややラプラタラプラタラプラタラプラタ川説川説川説川説みたいにみたいにみたいにみたいに作中作中作中作中ででででキャラクターキャラクターキャラクターキャラクターにににに言言言言わせてわせてわせてわせて否定否定否定否定させてみたりさせてみたりさせてみたりさせてみたり……………………そういうそういうそういうそういうキャッチボールキャッチボールキャッチボールキャッチボールをををを楽楽楽楽しんでますねしんでますねしんでますねしんでますね。。。。    

    

霧江霧江霧江霧江だだだだったりったりったりったり戦人戦人戦人戦人だったりがだったりがだったりがだったりが作中作中作中作中でででで主張主張主張主張しているしているしているしている、、、、真里亞真里亞真里亞真里亞にはにはにはには里里里里というというというという文字文字文字文字がががが入入入入ってるからってるからってるからってるから真里亞真里亞真里亞真里亞がががが碑文碑文碑文碑文のののの秘密秘密秘密秘密じゃないかっていうじゃないかっていうじゃないかっていうじゃないかっていう説説説説ももももネットネットネットネットのののの説説説説からからからから引引引引っっっっ張張張張ってきていまってきていまってきていまってきていま

すからねすからねすからねすからね。。。。EP5EP5EP5EP5でもでもでもでも、、、、言葉言葉言葉言葉でははっきりでははっきりでははっきりでははっきり出出出出してはいませんけどしてはいませんけどしてはいませんけどしてはいませんけど、、、、そういったそういったそういったそういったネットネットネットネット上上上上のののの面白面白面白面白いいいい説説説説をををを取取取取りりりり入入入入れてますねれてますねれてますねれてますね。。。。    

    

あとはあとはあとはあとは私私私私はははは、、、、本家本家本家本家ののののウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイトでやっているでやっているでやっているでやっている人気投票人気投票人気投票人気投票のののの結果結果結果結果もももも取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて、、、、文章文章文章文章をいじったりもしてますねをいじったりもしてますねをいじったりもしてますねをいじったりもしてますね。。。。    

    

ＥＰＥＰＥＰＥＰ７７７７はははは、、、、過去過去過去過去のののの話話話話、、、、ひょっとするとひょっとするとひょっとするとひょっとすると、、、、金蔵金蔵金蔵金蔵のののの若若若若いいいい頃頃頃頃のののの話話話話になるかもしれませんよになるかもしれませんよになるかもしれませんよになるかもしれませんよ。。。。完全完全完全完全ななななネタネタネタネタばらしですねばらしですねばらしですねばらしですね。。。。完全完全完全完全なななな解答編解答編解答編解答編。。。。ねじれたものにはしたいのですがねじれたものにはしたいのですがねじれたものにはしたいのですがねじれたものにはしたいのですが……………………。。。。だっだっだっだっ

てててて、、、、悔悔悔悔しいじゃないですかしいじゃないですかしいじゃないですかしいじゃないですか。「。「。「。「解答解答解答解答」」」」がががが何行何行何行何行かでかでかでかでコピペコピペコピペコピペされてされてされてされてネットネットネットネットのあちこちにのあちこちにのあちこちにのあちこちに張張張張られたりしたらられたりしたらられたりしたらられたりしたら。。。。    

    

実実実実はははは『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』はははは最後最後最後最後のののの最後最後最後最後のののの落落落落ちのちのちのちの付付付付けけけけ方方方方はまだはまだはまだはまだ決決決決めていないんですめていないんですめていないんですめていないんです。。。。((((中略中略中略中略))))落落落落ちのちのちのちの付付付付けけけけ方方方方、、、、というかというかというかというか、、、、見見見見せせせせ方方方方ですねですねですねですね。。。。ギリギリギリギリギリギリギリギリまでそこはまでそこはまでそこはまでそこは考考考考えていきたいえていきたいえていきたいえていきたい。。。。深深深深みのあみのあみのあみのあ

るるるるラストラストラストラストにしたいですねにしたいですねにしたいですねにしたいですね。。。。わかるわかるわかるわかる人人人人にはわかるにはわかるにはわかるにはわかる。。。。わからないわからないわからないわからない人人人人にはわからないにはわからないにはわからないにはわからない。。。。そのそのそのそのラインラインラインラインをどのあたりにをどのあたりにをどのあたりにをどのあたりに持持持持っていくかっていくかっていくかっていくか……………………。。。。    

    

メメメメタタタタののののレイヤーレイヤーレイヤーレイヤーがががが、、、、どれがどれがどれがどれが上上上上でどれがでどれがでどれがでどれが下下下下かかかか、、、、事件事件事件事件がががが一番下一番下一番下一番下でででで、、、、魔女魔女魔女魔女たちがそのたちがそのたちがそのたちがその上上上上でででで、、、、八城八城八城八城がさらにそのがさらにそのがさらにそのがさらにその上上上上、、、、とととと今今今今はははは定義定義定義定義されているけれどされているけれどされているけれどされているけれど、、、、本当本当本当本当にそうかにそうかにそうかにそうか？？？？    そのあたりにつそのあたりにつそのあたりにつそのあたりにつ

いてもいてもいてもいても、、、、もっともっともっともっと検討検討検討検討してしてしてして議論議論議論議論をををを楽楽楽楽しんでいただきたいともしんでいただきたいともしんでいただきたいともしんでいただきたいとも思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))竜騎士竜騎士竜騎士竜騎士さんはさんはさんはさんは、、、、過去過去過去過去のののの過過過過ちはちはちはちは、、、、修正修正修正修正できるとおできるとおできるとおできるとお考考考考えですかえですかえですかえですか？？？？    

『『『『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』でもそのでもそのでもそのでもそのテーマテーマテーマテーマはははは取取取取りりりり組組組組んだのですがんだのですがんだのですがんだのですが、、、、起起起起こってしまったことこってしまったことこってしまったことこってしまったこと自体自体自体自体はははは変変変変えられないえられないえられないえられない。。。。でもでもでもでも、、、、それをどうそれをどうそれをどうそれをどう未来未来未来未来にににに生生生生かしていくかかしていくかかしていくかかしていくか？？？？    それがそれがそれがそれが「「「「つぐないつぐないつぐないつぐない」」」」というこというこというこというこ

となのではないでしょうかとなのではないでしょうかとなのではないでしょうかとなのではないでしょうか。。。。あるあるあるある出来事出来事出来事出来事にににに関関関関してしてしてして以降以降以降以降、、、、生生生生きききき方方方方がががが変変変変わることですねわることですねわることですねわることですね。。。。変変変変わらなければわらなければわらなければわらなければ、、、、それはつぐないではないそれはつぐないではないそれはつぐないではないそれはつぐないではない。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、取取取取りりりり返返返返しがつくつかなしがつくつかなしがつくつかなしがつくつかな

いがいがいがいが問題問題問題問題になるのはになるのはになるのはになるのは、、、、物理的物理的物理的物理的なことだけですよなことだけですよなことだけですよなことだけですよ。。。。もっともっともっともっと言言言言えばえばえばえば、、、、取取取取りりりり返返返返しがつくあいだはしがつくあいだはしがつくあいだはしがつくあいだは、、、、過過過過ちではないんですちではないんですちではないんですちではないんです。。。。取取取取りりりり返返返返しがつかなくなってしがつかなくなってしがつかなくなってしがつかなくなって、、、、はじめてはじめてはじめてはじめて過過過過ちがちがちがちが成立成立成立成立するわけするわけするわけするわけ

ですよですよですよですよ。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))戦人戦人戦人戦人はもうはもうはもうはもう死死死死んでいるんでしょうかんでいるんでしょうかんでいるんでしょうかんでいるんでしょうか？？？？    だとするならばだとするならばだとするならばだとするならば、、、、彼彼彼彼はいったいいつどこではいったいいつどこではいったいいつどこではいったいいつどこで過去過去過去過去のののの過過過過ちをちをちをちを修正修正修正修正しようとしているのかしようとしているのかしようとしているのかしようとしているのか……………………？？？？    

過過過過ちをとりもどせるかどうかもちをとりもどせるかどうかもちをとりもどせるかどうかもちをとりもどせるかどうかも、、、、微妙微妙微妙微妙ですねですねですねですね。。。。    

    

『『『『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』はははは、、、、過去過去過去過去へのへのへのへの決別決別決別決別とととと、、、、新新新新しいしいしいしい未来未来未来未来へのへのへのへの旅立旅立旅立旅立ちというちというちというちというテーマテーマテーマテーマでしたからでしたからでしたからでしたから。。。。戦人戦人戦人戦人はははは、、、、いったいどのようないったいどのようないったいどのようないったいどのような罪罪罪罪があるのかがあるのかがあるのかがあるのか？？？？    そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの世界世界世界世界はどうやったらはどうやったらはどうやったらはどうやったら脱出脱出脱出脱出でででで

きるのかきるのかきるのかきるのか？？？？    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))鍵鍵鍵鍵はははは、、、、縁寿縁寿縁寿縁寿にしかないじゃないですかにしかないじゃないですかにしかないじゃないですかにしかないじゃないですか。。。。未来未来未来未来のののの時間時間時間時間にににに生生生生きているのはきているのはきているのはきているのは彼女彼女彼女彼女だけなんですからだけなんですからだけなんですからだけなんですから。。。。    

しかししかししかししかし、、、、彼女彼女彼女彼女にしてみればにしてみればにしてみればにしてみれば六軒島事件六軒島事件六軒島事件六軒島事件はははは確定確定確定確定したしたしたした過去過去過去過去のののの話話話話なのでなのでなのでなので、、、、今更今更今更今更どうしようもないどうしようもないどうしようもないどうしようもない、、、、ともいえるともいえるともいえるともいえる。。。。最後最後最後最後にににに語語語語りりりり継継継継いだいだいだいだ人間人間人間人間がががが、、、、最後最後最後最後のののの傍観者傍観者傍観者傍観者といえるのならばといえるのならばといえるのならばといえるのならば、、、、彼女彼女彼女彼女にににに

しかしかしかしか救救救救うううう手立手立手立手立てはないのですがてはないのですがてはないのですがてはないのですが。。。。    

    

たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、今年今年今年今年はははは畑畑畑畑でででで美味美味美味美味しいしいしいしいトマトトマトトマトトマトがががが実実実実ったからったからったからったから、、、、旬旬旬旬ののののトマトトマトトマトトマトののののサラダサラダサラダサラダをつくろうとをつくろうとをつくろうとをつくろうと思思思思うううう。。。。しかししかししかししかし、、、、それをそれをそれをそれを一年前一年前一年前一年前からからからから決決決決めていたかというとそうではないめていたかというとそうではないめていたかというとそうではないめていたかというとそうではない。。。。私私私私がががが決決決決めていめていめていめてい

たのはたのはたのはたのは、、、、毎月毎月旬毎月毎月旬毎月毎月旬毎月毎月旬のののの野菜野菜野菜野菜サラダサラダサラダサラダをををを出出出出そうということをそうということをそうということをそうということを決決決決めていただけでめていただけでめていただけでめていただけで。。。。    

    

ワルギリアワルギリアワルギリアワルギリアややややロノウェロノウェロノウェロノウェをををを登場登場登場登場させたのもさせたのもさせたのもさせたのも、、、、当時当時当時当時、、、、あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも推理推理推理推理のののの方向性方向性方向性方向性がばらばらになりすぎていたためですねがばらばらになりすぎていたためですねがばらばらになりすぎていたためですねがばらばらになりすぎていたためですね。。。。EP2EP2EP2EP2 でででで、、、、多多多多くのくのくのくの方方方方ががががゲームゲームゲームゲーム的的的的ななななナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーション不足不足不足不足でででで、、、、

推理推理推理推理がががが難難難難しくなってしくなってしくなってしくなって迷走迷走迷走迷走していましたからしていましたからしていましたからしていましたから。。。。でもでもでもでも、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが登場登場登場登場するするするする余地余地余地余地はははは最初最初最初最初からからからから考考考考えているわけですえているわけですえているわけですえているわけです。。。。    

    

愛愛愛愛のあるのあるのあるのある見方見方見方見方だけではだけではだけではだけでは、、、、やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり本当本当本当本当のののの姿姿姿姿がががが見見見見えてこないかもしれませんよえてこないかもしれませんよえてこないかもしれませんよえてこないかもしれませんよ。。。。愛愛愛愛のないのないのないのない見方見方見方見方もできないともできないともできないともできないと、、、、物事物事物事物事はははは立体的立体的立体的立体的にににに見見見見えてこないのではないでしょうかえてこないのではないでしょうかえてこないのではないでしょうかえてこないのではないでしょうか。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、

ものはものはものはものは多角的多角的多角的多角的にににに見見見見たほうがいいということですたほうがいいということですたほうがいいということですたほうがいいということです。。。。自分自分自分自分がががが好好好好きなものだけをきなものだけをきなものだけをきなものだけを見見見見るるるる、、、、嫌嫌嫌嫌いなものはいなものはいなものはいなものは見見見見ないないないない、、、、それだけではそれだけではそれだけではそれだけでは、、、、世界世界世界世界のののの見方見方見方見方はとてもはとてもはとてもはとても貧貧貧貧しいものになってしまいますしいものになってしまいますしいものになってしまいますしいものになってしまいます。。。。

あえてあえてあえてあえて、、、、別別別別のののの見方見方見方見方をしてみることですねをしてみることですねをしてみることですねをしてみることですね。。。。    
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私私私私ははははアナログアナログアナログアナログ的的的的なななな思考思考思考思考ををををユーザーユーザーユーザーユーザーさんにさんにさんにさんに持持持持ってもらいたいんですねってもらいたいんですねってもらいたいんですねってもらいたいんですね。。。。００００かかかか１１１１かじゃなくってかじゃなくってかじゃなくってかじゃなくって、、、、００００．．．．１１１１やややや００００．．．．８８８８もあっていいというもあっていいというもあっていいというもあっていいという。『。『。『。『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』もそうなんですけどもそうなんですけどもそうなんですけどもそうなんですけど、『、『、『、『うみうみうみうみ

ねこねこねこねこ』』』』はそのはそのはそのはそのアナログアナログアナログアナログ的的的的なななな面白面白面白面白さをさをさをさを異常異常異常異常ににににパワーアップパワーアップパワーアップパワーアップさせたものさせたものさせたものさせたもの。。。。夢野久作先生夢野久作先生夢野久作先生夢野久作先生のののの『『『『瓶詰地獄瓶詰地獄瓶詰地獄瓶詰地獄』』』』ですねですねですねですね。。。。あのあのあのあの作品作品作品作品のののの瓶瓶瓶瓶のののの中中中中のののの手紙手紙手紙手紙がががが、、、、いったいどのいったいどのいったいどのいったいどの順番順番順番順番でででで書書書書かれたものかかれたものかかれたものかかれたものか、、、、

それはそれはそれはそれは誰誰誰誰にもわからないにもわからないにもわからないにもわからない。。。。夢野久作先生夢野久作先生夢野久作先生夢野久作先生がががが「「「「正解正解正解正解」」」」をををを書書書書かなかったからかなかったからかなかったからかなかったから、、、、未未未未だにあのだにあのだにあのだにあの作品作品作品作品はははは最高最高最高最高のののの知的知的知的知的ゲームゲームゲームゲームとしてとしてとしてとして存在存在存在存在しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。そのそのそのその方方方方がががが、、、、楽楽楽楽しいんじゃないでしいんじゃないでしいんじゃないでしいんじゃないで

すかすかすかすか？？？？    ユーザユーザユーザユーザーーーーさんどうしもさんどうしもさんどうしもさんどうしも、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな考考考考えをぶつけあうようなえをぶつけあうようなえをぶつけあうようなえをぶつけあうような。。。。非日常非日常非日常非日常をををを論破論破論破論破するするするする瞬間瞬間瞬間瞬間、、、、生生生生きききき生生生生きしてきしてきしてきして楽楽楽楽しいじゃないですかしいじゃないですかしいじゃないですかしいじゃないですか。。。。    

    

ガジェットガジェットガジェットガジェットとととと本質本質本質本質はははは違違違違うんですうんですうんですうんです。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、虚虚虚虚とととと、、、、実実実実をををを見破見破見破見破ることこそがることこそがることこそがることこそがミステリーミステリーミステリーミステリーのののの本質本質本質本質だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。『。『。『。『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』ははははガジェットガジェットガジェットガジェットをこれでもかとをこれでもかとをこれでもかとをこれでもかと入入入入れれれれ込込込込んでいますけれんでいますけれんでいますけれんでいますけれ

どどどど、、、、本質本質本質本質のののの部分部分部分部分こそがこそがこそがこそが真真真真ののののテーマテーマテーマテーマですですですです。。。。    

    

私私私私ははははＴＲＰＧＴＲＰＧＴＲＰＧＴＲＰＧももももカードゲームカードゲームカードゲームカードゲームもももも大好大好大好大好きなのできなのできなのできなので、「、「、「、「電源電源電源電源」、「」、「」、「」、「非電源非電源非電源非電源」」」」をををを問問問問わずになにかわずになにかわずになにかわずになにか新新新新しいしいしいしい遊遊遊遊びがびがびがびが考考考考えられたらえられたらえられたらえられたら良良良良いですねいですねいですねいですね。。。。    

    

■うみねこのなく頃に 竜騎士07インタビュー(抜粋) 

あのあのあのあの島島島島でなにがあったのかでなにがあったのかでなにがあったのかでなにがあったのか、、、、ということということということということはははは最初最初最初最初からからからから全全全全てててて決決決決まっていることなんですよまっていることなんですよまっていることなんですよまっていることなんですよ。。。。ただただただただ、、、、それをどこまでそれをどこまでそれをどこまでそれをどこまで見見見見せていくべきかせていくべきかせていくべきかせていくべきか？？？？    私私私私はははは、「、「、「、「愛愛愛愛ゆえにゆえにゆえにゆえに殺殺殺殺しましたしましたしましたしました」」」」とととと口口口口でででで言言言言

うほどうほどうほどうほど白白白白々々々々 しいことはないとしいことはないとしいことはないとしいことはないと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。言葉言葉言葉言葉にならないところでにならないところでにならないところでにならないところで察察察察するするするする。。。。そんなそんなそんなそんなギリギリギリギリギリギリギリギリのところをのところをのところをのところを書書書書きたかったんですよねきたかったんですよねきたかったんですよねきたかったんですよね。。。。    

    

「「「「動機動機動機動機ををををテーマテーマテーマテーマにににに犯人犯人犯人犯人のののの心心心心をををを探探探探ってってってって欲欲欲欲しかったしかったしかったしかった、、、、犯人犯人犯人犯人のののの心心心心をををを考考考考えてえてえてえて欲欲欲欲しかったしかったしかったしかった」」」」というというというというテーマテーマテーマテーマをををを描描描描くにあたってくにあたってくにあたってくにあたって、、、、そのそのそのその心心心心のののの中中中中のののの一一一一つのつのつのつの形態形態形態形態としてとしてとしてとして愛愛愛愛があってがあってがあってがあって、「、「、「、「心心心心をををを理解理解理解理解しししし

ないとないとないとないと動機動機動機動機をををを察察察察することができないすることができないすることができないすることができない」」」」というというというという作品作品作品作品にににに『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』をしたかったんですよをしたかったんですよをしたかったんですよをしたかったんですよ。。。。だからだからだからだから読者読者読者読者のののの方方方方がががが今今今今までどれだけまでどれだけまでどれだけまでどれだけ真剣真剣真剣真剣にににに恋恋恋恋愛愛愛愛のことをのことをのことをのことを考考考考えてきたかえてきたかえてきたかえてきたか、、、、ということがということがということがということが

そのままそのままそのままそのまま犯人犯人犯人犯人のののの心境心境心境心境・・・・心情心情心情心情をををを理解理解理解理解できるかできるかできるかできるか否否否否かにかにかにかに直結直結直結直結してしまうとしてしまうとしてしまうとしてしまうと思思思思いますいますいますいます。。。。だからだからだからだから有有有有りりりり体体体体にににに言言言言ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと、、、、このこのこのこの作品作品作品作品はははは圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的にににに女性女性女性女性のののの方方方方がががが真相真相真相真相にににに辿辿辿辿りりりり着着着着いたいたいたいた確率確率確率確率がががが高高高高いいいい

ですねですねですねですね。。。。ほとんどがほとんどがほとんどがほとんどが女性女性女性女性じゃないかなじゃないかなじゃないかなじゃないかな。。。。男性男性男性男性でででで辿辿辿辿りりりり着着着着いたいたいたいた人人人人ははははKEIYAKEIYAKEIYAKEIYAさんをさんをさんをさんを含含含含めてめてめてめて非常非常非常非常にににに稀稀稀稀ですねですねですねですね。。。。    

    

超有名作品超有名作品超有名作品超有名作品にににに出出出出てくるてくるてくるてくる、、、、もうもうもうもう古典古典古典古典もももも古典古典古典古典、、、、何十年何十年何十年何十年もももも前前前前ののののレベルレベルレベルレベルののののトリックトリックトリックトリックをををを掛掛掛掛けけけけ合合合合わせてやっているだけなのでわせてやっているだけなのでわせてやっているだけなのでわせてやっているだけなので。。。。斬新斬新斬新斬新ななななトリックトリックトリックトリックはははは全全全全くくくく出出出出てきませんてきませんてきませんてきません。。。。    

    

ううううーーーーんんんん。。。。答答答答えになってしまうのであまりえになってしまうのであまりえになってしまうのであまりえになってしまうのであまり言言言言いたくないのだけどいたくないのだけどいたくないのだけどいたくないのだけど、「、「、「、「ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェとととと戦人戦人戦人戦人がががが添添添添いいいい遂遂遂遂げられてしまうげられてしまうげられてしまうげられてしまう」」」」というのはというのはというのはというのは「「「「紗音紗音紗音紗音とととと譲治譲治譲治譲治、、、、朱志香朱志香朱志香朱志香とととと嘉音嘉音嘉音嘉音がががが添添添添いいいい遂遂遂遂げられげられげられげられ

ないないないない」」」」ということをということをということをということを確定確定確定確定させることでもあるんですよねさせることでもあるんですよねさせることでもあるんですよねさせることでもあるんですよね。。。。三組三組三組三組のののの恋恋恋恋がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ成就成就成就成就されるためにはされるためにはされるためにはされるためには、、、、実実実実はははは誰誰誰誰もももも成就成就成就成就してはいけないんですよねしてはいけないんですよねしてはいけないんですよねしてはいけないんですよね。。。。    

    

ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェはははは戦人戦人戦人戦人がががが「「「「島島島島をををを出出出出ようぜようぜようぜようぜ」」」」とととと連連連連れれれれ出出出出してくれたしてくれたしてくれたしてくれた時点時点時点時点でででで彼女彼女彼女彼女のののの戦人戦人戦人戦人にににに対対対対するするするする想想想想いはいはいはいは、、、、一一一一つつつつ成就成就成就成就をををを迎迎迎迎えたのですよえたのですよえたのですよえたのですよ。。。。魂魂魂魂のののの絆絆絆絆をををを迎迎迎迎えたわけですよえたわけですよえたわけですよえたわけですよ。。。。    

    

でもでもでもでも女性的女性的女性的女性的なななな立場立場立場立場からからからから言言言言うとうとうとうと「「「「一緒一緒一緒一緒にいようねにいようねにいようねにいようね」」」」というというというという約束約束約束約束をもらえただけでをもらえただけでをもらえただけでをもらえただけで彼女彼女彼女彼女のののの魂魂魂魂ははははゴールゴールゴールゴールをををを迎迎迎迎えたわけですよえたわけですよえたわけですよえたわけですよ。。。。    

    

実際実際実際実際にににに島島島島からからからから出出出出ていってていってていってていって「「「「添添添添いいいい遂遂遂遂げられましたげられましたげられましたげられました」」」」というというというという事実事実事実事実がががが確定確定確定確定するとするとするとするとベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェのののの中中中中ではではではでは残残残残りりりり二組二組二組二組のののの恋愛恋愛恋愛恋愛をををを否定否定否定否定することにつながってしまうすることにつながってしまうすることにつながってしまうすることにつながってしまう。。。。残残残残りりりり二組二組二組二組もももも幸幸幸幸せでいせでいせでいせでい

るためにはるためにはるためにはるためにはベアトベアトベアトベアトというというというという猫箱猫箱猫箱猫箱はははは伏伏伏伏せたまませたまませたまませたまま、、、、閉閉閉閉められたままでなければならないんですよめられたままでなければならないんですよめられたままでなければならないんですよめられたままでなければならないんですよ。。。。でもそのままでもそのままでもそのままでもそのまま戦人戦人戦人戦人にににに島島島島からからからから連連連連れれれれ出出出出されたらされたらされたらされたら猫箱猫箱猫箱猫箱がががが開開開開いてしまういてしまういてしまういてしまう……………………ううううーーーーんんんん、、、、ここここここここ

はおはおはおはお茶茶茶茶をををを濁濁濁濁したいなしたいなしたいなしたいな。。。。    

    

戦人戦人戦人戦人がががが「「「「島島島島からからからから出出出出ようぜようぜようぜようぜ」」」」とととと船船船船にににに連連連連れれれれ出出出出してくれたしてくれたしてくれたしてくれた時点時点時点時点でででで、、、、ベアトベアトベアトベアトのののの中中中中ではもうではもうではもうではもうゴールゴールゴールゴールしているのですよしているのですよしているのですよしているのですよ。。。。    

    

そこでそこでそこでそこで「「「「ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェがどうしてがどうしてがどうしてがどうして海海海海にににに飛飛飛飛びびびび込込込込んだのかんだのかんだのかんだのか」」」」というのがわかるかわからないかでというのがわかるかわからないかでというのがわかるかわからないかでというのがわかるかわからないかで、、、、あのあのあのあのシーンシーンシーンシーンにににに感感感感じるじるじるじる印象印象印象印象はははは全全全全くくくく変変変変わってきますわってきますわってきますわってきます。。。。そういそういそういそういうううう意味意味意味意味ではあのではあのではあのではあのシーシーシーシー

ンンンンのののの意味意味意味意味がわからないがわからないがわからないがわからない方方方方はははは、、、、きっときっときっときっと『『『『うみねこうみねこうみねこうみねこ』』』』というというというという物語物語物語物語がわからなかったとがわからなかったとがわからなかったとがわからなかったと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

男男男男はははは子孫子孫子孫子孫をををを残残残残すすすす為為為為にににに生生生生きるのできるのできるのできるので、、、、女性女性女性女性のののの身体身体身体身体・・・・肉体肉体肉体肉体がないとがないとがないとがないと困困困困るるるる。。。。だけどだけどだけどだけど女性女性女性女性にとってはにとってはにとってはにとっては肉体肉体肉体肉体はははは魂魂魂魂のののの付属物付属物付属物付属物でしかないんででしかないんででしかないんででしかないんで、、、、魂魂魂魂がががが結結結結ばれればばれればばれればばれれば、、、、究極的究極的究極的究極的にはにはにはには肉体肉体肉体肉体がががが離離離離れれれれ離離離離れにれにれにれに

なってもなってもなってもなっても、、、、おおおお互互互互いがいがいがいが結結結結ばれたのだからばれたのだからばれたのだからばれたのだから良良良良いではないかいではないかいではないかいではないか、、、、とととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。それはただそれはただそれはただそれはただ私私私私がががが女性女性女性女性をををを神格化神格化神格化神格化しすぎているのかもしれないけどしすぎているのかもしれないけどしすぎているのかもしれないけどしすぎているのかもしれないけど、、、、あのあのあのあの世界世界世界世界のののの価値観価値観価値観価値観ではそうなってではそうなってではそうなってではそうなって

いるいるいるいる。。。。戦人戦人戦人戦人にそれがにそれがにそれがにそれが理解理解理解理解できたかできなかったかはわからないできたかできなかったかはわからないできたかできなかったかはわからないできたかできなかったかはわからない。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、戦人戦人戦人戦人はははは海海海海にににに飛飛飛飛びびびび込込込込んだんだんだんだ。。。。数年後数年後数年後数年後、、、、海海海海からからからから引引引引きききき上上上上げられたらげられたらげられたらげられたら彼彼彼彼はははは記憶記憶記憶記憶をををを失失失失ってってってって八城十八八城十八八城十八八城十八になったになったになったになった。。。。

彼彼彼彼のののの身体身体身体身体はははは戦人戦人戦人戦人だったけどだったけどだったけどだったけど心心心心はははは抜抜抜抜けていたけていたけていたけていた、、、、というあたりにいかにというあたりにいかにというあたりにいかにというあたりにいかにベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェがががが魂魂魂魂のののの結結結結びつきをびつきをびつきをびつきを大事大事大事大事にしたかにしたかにしたかにしたか、、、、ということがということがということがということが物語物語物語物語られているのかもしれないられているのかもしれないられているのかもしれないられているのかもしれない。。。。彼彼彼彼がががが自身自身自身自身

のことをのことをのことをのことを戦人戦人戦人戦人とととと認認認認めないことがめないことがめないことがめないことが、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェにににに向向向向けたけたけたけた手向手向手向手向けなのかもしれないですしけなのかもしれないですしけなのかもしれないですしけなのかもしれないですし……………………。。。。    

    

ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェというというというという奇特奇特奇特奇特なななな考考考考ええええ方方方方をするをするをするをする人人人人のののの考考考考えがどれだけえがどれだけえがどれだけえがどれだけ四年間四年間四年間四年間のののの連載連載連載連載のののの過程過程過程過程でででで理解理解理解理解できたかができたかができたかができたかが、、、、最後最後最後最後ののののシーンシーンシーンシーンでででで泣泣泣泣けたかけたかけたかけたか泣泣泣泣けないかのけないかのけないかのけないかの差差差差になってくるのではとになってくるのではとになってくるのではとになってくるのではと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

※僕はあの場面で泣けるまで３周くらいかかりました。 

 

『『『『ひぐらしひぐらしひぐらしひぐらし』』』』のののの頃頃頃頃からからからからノックスノックスノックスノックスのののの十戒十戒十戒十戒のののの話話話話はははは伺伺伺伺っていたのでっていたのでっていたのでっていたので調調調調べてみたらべてみたらべてみたらべてみたらヴァンヴァンヴァンヴァン・・・・ダインダインダインダインのののの二十則二十則二十則二十則みたいなものもあってみたいなものもあってみたいなものもあってみたいなものもあって、、、、とてもおもしろいなとてもおもしろいなとてもおもしろいなとてもおもしろいな、、、、とととと。。。。    

    

((((聞聞聞聞きききき手手手手))))ところでところでところでところでエピローグエピローグエピローグエピローグののののシーンシーンシーンシーンではなぜあんなにもではなぜあんなにもではなぜあんなにもではなぜあんなにも年月年月年月年月がががが経経経経つことがつことがつことがつことが必要必要必要必要だったのですかだったのですかだったのですかだったのですか？？？？    さきほどのさきほどのさきほどのさきほどの自由意思自由意思自由意思自由意思のおのおのおのお話話話話でででで、、、、重重重重みのあるみのあるみのあるみのある選択選択選択選択のしたのしたのしたのした後後後後のののの答答答答えがえがえがえが出出出出るまるまるまるま

でにやはりこれくらいのでにやはりこれくらいのでにやはりこれくらいのでにやはりこれくらいの時間時間時間時間がかかるというがかかるというがかかるというがかかるという人生観人生観人生観人生観のののの表表表表れですかれですかれですかれですか？？？？    

なんともなんともなんともなんとも言言言言えないですねえないですねえないですねえないですね。。。。ただただただただ、、、、私私私私のののの中中中中ではともかくではともかくではともかくではともかく、、、、あのあのあのあの事件事件事件事件のののの終終終終わったすぐわったすぐわったすぐわったすぐ後後後後ではではではでは、、、、事件事件事件事件にににに影響影響影響影響をををを受受受受けすぎているとけすぎているとけすぎているとけすぎていると思思思思うんですうんですうんですうんです、、、、心心心心がががが。。。。だからだからだからだから、、、、長長長長いいいい充分充分充分充分なななな空冷期間空冷期間空冷期間空冷期間がががが

必必必必要要要要だとだとだとだと思思思思うううう。。。。私私私私のののの中中中中におけるにおけるにおけるにおける、、、、事件事件事件事件がががが完全完全完全完全にににに心心心心のののの中中中中にににに置置置置かれてかれてかれてかれて、、、、あれだけあれだけあれだけあれだけ大勢大勢大勢大勢のののの人人人人がががが死死死死んだんだんだんだ悲悲悲悲しみがしみがしみがしみが癒癒癒癒えるえるえるえる空冷期間空冷期間空冷期間空冷期間がががが、、、、あのあのあのあの物語物語物語物語のののの中中中中ではではではでは十数年十数年十数年十数年、、、、二十数年二十数年二十数年二十数年、、、、必要必要必要必要だとだとだとだと私私私私

のののの中中中中ではではではではカウントカウントカウントカウントされているみたいですねされているみたいですねされているみたいですねされているみたいですね。。。。私私私私もももも相方相方相方相方ののののＢＴＢＴＢＴＢＴさんをさんをさんをさんを失失失失ってもうすぐってもうすぐってもうすぐってもうすぐ二年経二年経二年経二年経ちますがちますがちますがちますが、、、、一年二年経一年二年経一年二年経一年二年経ってだいぶってだいぶってだいぶってだいぶ落落落落ちちちち着着着着いたないたないたないたな、、、、とととと思思思思うううう反面反面反面反面、、、、一年二年経一年二年経一年二年経一年二年経ってもってもってもっても、、、、

やはりやはりやはりやはり今今今今でもでもでもでも……………………というのはというのはというのはというのは正直正直正直正直、、、、あるあるあるある。。。。だからだからだからだから十年十年十年十年、、、、二十年二十年二十年二十年はははは欲欲欲欲しいなというしいなというしいなというしいなという私私私私のののの気持気持気持気持ちがちがちがちが込込込込められているのかもしれないめられているのかもしれないめられているのかもしれないめられているのかもしれない。。。。全部物語全部物語全部物語全部物語のことをのことをのことをのことをリセットリセットリセットリセットしてしてしてして完全完全完全完全ににににエピロエピロエピロエピロ

ーグーグーグーグのののの状態状態状態状態にするにはにするにはにするにはにするには、、、、それぐらいのそれぐらいのそれぐらいのそれぐらいの長長長長いいいい時間時間時間時間がががが必要必要必要必要だとだとだとだと私私私私はははは思思思思ったんですよったんですよったんですよったんですよ。。。。    
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■ベルンカステル卿の手紙 

親愛親愛親愛親愛なるなるなるなる友友友友へへへへ。。。。おおおお元気元気元気元気ですかですかですかですか、、、、というおというおというおというお約束的約束的約束的約束的なななな挨拶挨拶挨拶挨拶はははは、、、、今今今今のののの貴方貴方貴方貴方にはきっとにはきっとにはきっとにはきっと皮肉皮肉皮肉皮肉。。。。だからこうだからこうだからこうだからこう聞聞聞聞くくくく方方方方がきっとがきっとがきっとがきっと親切親切親切親切。。。。まだまだまだまだ生生生生きてるきてるきてるきてる？？？？    親愛親愛親愛親愛なるなるなるなる友友友友よよよよ。。。。先日先日先日先日はおはおはおはお返事返事返事返事をありをありをありをあり

がとうがとうがとうがとう。。。。まさかまさかまさかまさか貴方貴方貴方貴方にににに、、、、未未未未だだだだ筆筆筆筆をををを取取取取るだけのるだけのるだけのるだけの気力気力気力気力がががが残残残残っていたとはっていたとはっていたとはっていたとは驚驚驚驚きですきですきですきです。。。。まぁまぁまぁまぁ、、、、返事返事返事返事をををを書書書書くようにくようにくようにくように促促促促したのはしたのはしたのはしたのは私私私私なのだけれどなのだけれどなのだけれどなのだけれど。。。。それでもそれでもそれでもそれでも貴方貴方貴方貴方がががが、、、、私私私私のののの為為為為にににに筆筆筆筆をををを取取取取るだけるだけるだけるだけ

のののの気力気力気力気力をををを奮奮奮奮いいいい起起起起こしてくれたことこしてくれたことこしてくれたことこしてくれたこと自体自体自体自体がとてもがとてもがとてもがとても驚驚驚驚きききき。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは奇跡奇跡奇跡奇跡。。。。そしてそしてそしてそして貴重貴重貴重貴重なるなるなるなる助言助言助言助言をををを本当本当本当本当にありがとうにありがとうにありがとうにありがとう。。。。私私私私もももも貴方貴方貴方貴方のののの意見意見意見意見にににに同感同感同感同感。。。。多分多分多分多分、、、、黒幕黒幕黒幕黒幕ははははラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタ。。。。あのあのあのあの子子子子

はははは私私私私にににに復讐復讐復讐復讐するためだけにするためだけにするためだけにするためだけに、、、、私私私私ともっともともっともともっともともっとも相性相性相性相性のののの悪悪悪悪いいいい魔女魔女魔女魔女をををを見見見見つけつけつけつけ出出出出しししし、、、、私私私私がががが誘誘誘誘きききき出出出出されてくるのをされてくるのをされてくるのをされてくるのを待待待待っていたのでしょうっていたのでしょうっていたのでしょうっていたのでしょう。。。。まんまとあいつのまんまとあいつのまんまとあいつのまんまとあいつの罠罠罠罠にはまったわけですにはまったわけですにはまったわけですにはまったわけです。。。。…………なななな

るほどるほどるほどるほど。。。。それがそれがそれがそれが可笑可笑可笑可笑しくてしくてしくてしくて貴方貴方貴方貴方はははは筆筆筆筆をををを取取取取ったのかしらったのかしらったのかしらったのかしら。。。。貴方貴方貴方貴方のののの意地悪意地悪意地悪意地悪なななな笑笑笑笑いいいい顔顔顔顔がががが、、、、手手手手にににに取取取取るようにわかるわるようにわかるわるようにわかるわるようにわかるわ。。。。ただただただただ、、、、貴方貴方貴方貴方のののの病気病気病気病気をををを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、私私私私にとってにとってにとってにとって彼女彼女彼女彼女はははは貴重貴重貴重貴重なななな存在存在存在存在かかかか

もしれないもしれないもしれないもしれない。。。。彼女彼女彼女彼女がががが私私私私よりもはるかによりもはるかによりもはるかによりもはるかに高位高位高位高位のののの魔女魔女魔女魔女であるならばであるならばであるならばであるならば、、、、つまりそれはつまりそれはつまりそれはつまりそれは、、、、それだけあなたのそれだけあなたのそれだけあなたのそれだけあなたの病気病気病気病気にににに近近近近いということいということいということいということ。。。。つまりそれこそがつまりそれこそがつまりそれこそがつまりそれこそが、、、、貴方貴方貴方貴方をををを、、、、いえいえいえいえ、、、、私私私私たちをたちをたちをたちを蝕蝕蝕蝕むむむむ

病気病気病気病気からからからから逃逃逃逃れるれるれるれる唯一唯一唯一唯一のののの方法方法方法方法でありでありでありであり、、、、彼女彼女彼女彼女はそれをはそれをはそれをはそれを実践実践実践実践ししししているということているということているということているということ。。。。…………そしてそしてそしてそして皮肉皮肉皮肉皮肉にもにもにもにも、、、、彼女彼女彼女彼女はそれをはそれをはそれをはそれを私私私私にににに教教教教えてくれているということえてくれているということえてくれているということえてくれているということ。。。。まぁまぁまぁまぁ、、、、どうでもいいことかどうでもいいことかどうでもいいことかどうでもいいことか

もねもねもねもね。。。。でもでもでもでも、、、、あのあのあのあの子子子子のののの茶番茶番茶番茶番にににに付付付付きききき合合合合うことでうことでうことでうことで、、、、貴方貴方貴方貴方のののの病気病気病気病気がががが少少少少しでもしでもしでもしでも快方快方快方快方にににに向向向向かうのならばかうのならばかうのならばかうのならば。。。。どうかぜひどうかぜひどうかぜひどうかぜひ、、、、私私私私にににに力力力力をををを貸貸貸貸してほしいのしてほしいのしてほしいのしてほしいの。。。。    

※この手紙はフェザリーヌに宛てたものだと考えられます。 

    

ラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタはははは、、、、このこのこのこのゲームゲームゲームゲーム盤盤盤盤にににに私私私私はははは““““絶対絶対絶対絶対””””にににに勝勝勝勝てないとてないとてないとてないと豪語豪語豪語豪語しているしているしているしている。。。。そのそのそのその時点時点時点時点でででで、、、、逆説的逆説的逆説的逆説的ににににルールルールルールルールＸＸＸＸはははは判明判明判明判明しているのしているのしているのしているの。。。。本当本当本当本当にににに馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿なななな子子子子ねねねね。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、物語物語物語物語がががが常常常常にににに６６６６月月月月

２０２０２０２０日日日日からからからから始始始始まるようなものまるようなものまるようなものまるようなもの。。。。恐恐恐恐らくこれがらくこれがらくこれがらくこれが、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェなるなるなるなる魔女魔女魔女魔女のののの心臓部心臓部心臓部心臓部ででででしょうしょうしょうしょう。。。。    

※ルールＸは１０月５日の２４時に時限爆弾が爆発するため、碑文の謎を解いて、そのことを教えてもらわなければ絶対に助からないことを意味すると考えられます。 

なるほどなるほどなるほどなるほど、、、、だとするとこのだとするとこのだとするとこのだとするとこのベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェというというというという魔女魔女魔女魔女はははは確確確確かにかにかにかに面白面白面白面白いいいい。。。。私私私私もあのもあのもあのもあの子子子子もももも、、、、そしてそしてそしてそして貴方貴方貴方貴方もももも知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった世界世界世界世界をををを、、、、彼女彼女彼女彼女はははは切切切切りりりり拓拓拓拓いているいているいているいている。。。。それをそれをそれをそれを魔法魔法魔法魔法のののの根源根源根源根源とするとするとするとする、、、、

ルールルールルールルールＹ。Ｙ。Ｙ。Ｙ。ラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタもももも少少少少しはしはしはしは触触触触れたようだけれどれたようだけれどれたようだけれどれたようだけれど、、、、彼女彼女彼女彼女のののの域域域域にはにはにはには到底及到底及到底及到底及んでいないんでいないんでいないんでいない。。。。もしこれこそをもしこれこそをもしこれこそをもしこれこそを魔法魔法魔法魔法とととと呼呼呼呼ぶならばぶならばぶならばぶならば、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェをををを除除除除きききき、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは誰一人魔女誰一人魔女誰一人魔女誰一人魔女なななな

どとどとどとどと名乗名乗名乗名乗れないにれないにれないにれないに違違違違いないわいないわいないわいないわ。。。。そのそのそのその意味意味意味意味におにおにおにおいていていていて、、、、自自自自らのらのらのらの魔法体系魔法体系魔法体系魔法体系をををを組組組組みみみみ上上上上げたげたげたげた彼女彼女彼女彼女はははは、、、、魔女魔女魔女魔女としてはとしてはとしてはとしては初心初心初心初心のののの部類部類部類部類にににに入入入入りながらもりながらもりながらもりながらも、、、、そのそのそのその域域域域はははは魔女魔女魔女魔女をすでにをすでにをすでにをすでに凌駕凌駕凌駕凌駕してしてしてして、、、、…………貴方貴方貴方貴方

のののの域域域域にまでにまでにまでにまで踏踏踏踏みみみみ込込込込みみみみ掛掛掛掛けているとけているとけているとけていると言言言言えるかもしれないえるかもしれないえるかもしれないえるかもしれない。。。。もしもしもしもし彼女彼女彼女彼女がそれをがそれをがそれをがそれを強強強強くくくく意識意識意識意識しししし、、、、理解理解理解理解したならばしたならばしたならばしたならば。。。。私私私私はははは愚愚愚愚かかかか、、、、ラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタさえもさえもさえもさえも足元足元足元足元にはにはにはには及及及及ばないばないばないばない。。。。……………………そしてそしてそしてそして多分多分多分多分

きっときっときっときっと、、、、貴方貴方貴方貴方とととと同同同同じじじじ病病病病にににに冒冒冒冒されることでしょうされることでしょうされることでしょうされることでしょう。。。。しかしそれにしてもしかしそれにしてもしかしそれにしてもしかしそれにしても、、、、実実実実にににに面白面白面白面白いいいい。。。。このこのこのこのルールルールルールルールＹＹＹＹこそがこそがこそがこそが、、、、魔女魔女魔女魔女ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェのののの存在存在存在存在そのものではないかとそのものではないかとそのものではないかとそのものではないかと見見見見ているのているのているのているの。。。。    

※ルールＹはルールＸによって全ての証拠を抹消できるため、自在に物語を紡げることだと考えられます。 

    

そうそうそうそう。。。。ここまではここまではここまではここまでは私私私私もももも解析解析解析解析できたできたできたできた。。。。そしてもうひとつそしてもうひとつそしてもうひとつそしてもうひとつ、、、、ルールルールルールルールＺＺＺＺがあるのはがあるのはがあるのはがあるのは間違間違間違間違いないのいないのいないのいないの。。。。だってだってだってだってルールルールルールルールＸＸＸＸととととＹＹＹＹだけではだけではだけではだけでは説明説明説明説明できないできないできないできない現象現象現象現象があまりにがあまりにがあまりにがあまりに多数多数多数多数、、、、観測観測観測観測されているされているされているされている

からからからから。。。。ルールルールルールルールＺＺＺＺのののの正体正体正体正体はははは不明不明不明不明。。。。ラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタのののの言動言動言動言動からからからから探探探探るにるにるにるに、、、、どうもこのどうもこのどうもこのどうもこの要素要素要素要素がががが私私私私にとってにとってにとってにとって致命的致命的致命的致命的にににに相性相性相性相性がががが悪悪悪悪いもののいもののいもののいものの様子様子様子様子。。。。““““それそれそれそれ””””ががががヒントヒントヒントヒントなのだとしたらなのだとしたらなのだとしたらなのだとしたら、、、、……………………一体一体一体一体

何何何何なのかしらなのかしらなのかしらなのかしら。。。。私私私私はははは取取取取りりりり合合合合えずこのえずこのえずこのえずこのルールルールルールルールＺＺＺＺをををを、、、、真相真相真相真相からからからから煙煙煙煙にににに巻巻巻巻くくくく、、、、迷路的迷路的迷路的迷路的なななな存在存在存在存在だとだとだとだと仮定仮定仮定仮定してみたしてみたしてみたしてみた。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、ルールルールルールルールＸＸＸＸととととＹＹＹＹにににに私私私私をををを近付近付近付近付けまいとするけまいとするけまいとするけまいとする迷路迷路迷路迷路ねねねね。。。。私私私私のののの力力力力はははは、、、、百百百百

年年年年をををを掛掛掛掛けてけてけてけて迷路迷路迷路迷路のののの全全全全てのてのてのての分岐分岐分岐分岐をををを確確確確かめてかめてかめてかめて地図地図地図地図をををを書書書書きききき上上上上げるのにげるのにげるのにげるのに似似似似ているているているている。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、どんなにどんなにどんなにどんなに複雑複雑複雑複雑なななな迷路迷路迷路迷路であろうともであろうともであろうともであろうとも、、、、いつかはいつかはいつかはいつかは必必必必ずずずず攻略攻略攻略攻略できるということできるということできるということできるということ。。。。((((ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、ララララ

ムダデルタムダデルタムダデルタムダデルタのののの場合場合場合場合だとだとだとだと、、、、出口出口出口出口にににに辿辿辿辿りりりり着着着着くまでくまでくまでくまで、、、、千年千年千年千年をををを掛掛掛掛けようともけようともけようともけようとも右壁右壁右壁右壁にににに沿沿沿沿ってってってって歩歩歩歩きききき続続続続けるようなものなのかしらけるようなものなのかしらけるようなものなのかしらけるようなものなのかしら。。。。いいえいいえいいえいいえ、、、、出口出口出口出口までまでまでまで一直線一直線一直線一直線にににに一切回一切回一切回一切回りりりり道道道道をせずをせずをせずをせず、、、、全全全全てのてのてのての壁壁壁壁

にににに穴穴穴穴をををを開開開開けてけてけてけて通通通通りりりり抜抜抜抜けていくようなけていくようなけていくようなけていくような感感感感じねじねじねじね））））そんなそんなそんなそんな私私私私とととと““““相性相性相性相性のののの悪悪悪悪いいいい迷路迷路迷路迷路””””とはとはとはとは一体何一体何一体何一体何…………？？？？    考考考考ええええ付付付付くのはひとつしかないくのはひとつしかないくのはひとつしかないくのはひとつしかない。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、……………………地図地図地図地図をををを書書書書いていくことがいていくことがいていくことがいていくことが意味意味意味意味のなのなのなのな

いいいい迷路迷路迷路迷路。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、ぐにゃぐにゃとぐにゃぐにゃとぐにゃぐにゃとぐにゃぐにゃと常常常常にににに形形形形をををを変変変変えるえるえるえる不定形不定形不定形不定形のののの迷路迷路迷路迷路とでもとでもとでもとでも言言言言えばいいのかえばいいのかえばいいのかえばいいのか。。。。なるほどなるほどなるほどなるほど、、、、ここここのののの概念概念概念概念ならならならなら、、、、ラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタのののの言言言言ううううジャンケンジャンケンジャンケンジャンケンでもでもでもでも説明説明説明説明できるかもしれなできるかもしれなできるかもしれなできるかもしれな

いいいい。。。。…………私私私私のののの力力力力でもでもでもでも攻略攻略攻略攻略できないできないできないできない迷路迷路迷路迷路でもでもでもでも、、、、壁壁壁壁をををを全全全全てててて貫貫貫貫いていていていてゴールゴールゴールゴールにににに向向向向かえるかえるかえるかえる彼女彼女彼女彼女にはまったくにはまったくにはまったくにはまったく障害障害障害障害ではないわけだしではないわけだしではないわけだしではないわけだし。。。。……………………概念概念概念概念ではではではでは理解理解理解理解できるのできるのできるのできるの。。。。でもでもでもでもルールルールルールルールとしてとしてとしてとして捉捉捉捉えよえよえよえよ

うとするとうとするとうとするとうとすると、、、、全全全全くくくく理解理解理解理解ができないができないができないができない。。。。だってだってだってだってルールルールルールルールとはとはとはとは本来本来本来本来、、、、不変不変不変不変なものでしょうなものでしょうなものでしょうなものでしょう？？？？    不定形不定形不定形不定形なるものがなるものがなるものがなるものがルールルールルールルールであるなんてであるなんてであるなんてであるなんて、、、、私私私私のののの知知知知るるるる常識常識常識常識をををを超超超超えているえているえているえている。。。。固体固体固体固体でなければなでなければなでなければなでなければな

らないのにらないのにらないのにらないのに、、、、液体液体液体液体のようなのようなのようなのような一面一面一面一面をををを持持持持つなんてつなんてつなんてつなんて。。。。……………………まるでまるでまるでまるで水銀水銀水銀水銀ねねねね。。。。水銀水銀水銀水銀ははははラテンラテンラテンラテン語語語語でででで““““生生生生きたきたきたきた銀銀銀銀””””。。。。そしてそしてそしてそして不老不死不老不死不老不死不老不死にににに通通通通じるとじるとじるとじると信信信信じられじられじられじられ、、、、錬金術師錬金術師錬金術師錬金術師たちのたちのたちのたちの研研研研究対象究対象究対象究対象としてとしてとしてとして珍珍珍珍

重重重重されたされたされたされた。。。。皮肉皮肉皮肉皮肉ねねねね。。。。つまりはまさにつまりはまさにつまりはまさにつまりはまさに、、、、彼女彼女彼女彼女のののの自称自称自称自称するするするする魔女魔女魔女魔女やややや錬金術錬金術錬金術錬金術につながるということにつながるということにつながるということにつながるということ。。。。このこのこのこのルールルールルールルールＺＺＺＺがががが解解解解けないけないけないけない限限限限りりりり、、、、……………………いいえいいえいいえいいえ、、、、解解解解けないからこそけないからこそけないからこそけないからこそ、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ

はまさにはまさにはまさにはまさに魔女魔女魔女魔女であるということであるということであるということであるということ。。。。    

※ルールＺは２つあると考えられます。１つは戦人以外の全員を共犯者にすることが出来、毎回その共犯者が変わること。もう１つは、ベアトが自分の運命をルーレットに

任せ、それに絶対に従うこと。 

    

……………………あぁあぁあぁあぁ、、、、ここまでここまでここまでここまで書書書書いていていていていていていていて腹立腹立腹立腹立たしくなってきたわたしくなってきたわたしくなってきたわたしくなってきたわ。。。。貴方貴方貴方貴方はここまでをはここまでをはここまでをはここまでを読読読読んでんでんでんで、、、、絶対絶対絶対絶対にににに笑笑笑笑っているわっているわっているわっているわ。。。。えぇえぇえぇえぇ、、、、賭賭賭賭けてもいいけてもいいけてもいいけてもいい。。。。そろそろそろそろそろそろそろそろ私私私私のののの困困困困りりりり顔顔顔顔をををを見見見見てててて、、、、さらにさらにさらにさらに嘲笑嘲笑嘲笑嘲笑っっっっ

てやりたくなってきたてやりたくなってきたてやりたくなってきたてやりたくなってきた頃頃頃頃でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。近近近近いうちにいうちにいうちにいうちに貴方貴方貴方貴方のところへおのところへおのところへおのところへお見舞見舞見舞見舞いにいにいにいに行行行行くわくわくわくわ。。。。見舞見舞見舞見舞いのいのいのいの品品品品はははは私私私私。。。。好好好好きなだけきなだけきなだけきなだけ嘲嘲嘲嘲りりりり笑笑笑笑うといいうといいうといいうといい。。。。好好好好きでしょうきでしょうきでしょうきでしょう？？？？    そういうのはそういうのはそういうのはそういうのは。。。。だからだからだからだから久久久久

しししし振振振振りのりのりのりの友人友人友人友人をををを迎迎迎迎えるえるえるえる為為為為にににに、、、、どうかどうかどうかどうか生生生生きききき返返返返ってちょうだいってちょうだいってちょうだいってちょうだい。。。。    
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■■■■ラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタ卿卿卿卿によるによるによるによる回想記回想記回想記回想記        

――――――――先日先日先日先日のののの手紙手紙手紙手紙のおのおのおのお礼礼礼礼にににに、、、、何何何何かかかか適当適当適当適当ななななカケラカケラカケラカケラでもでもでもでも。。。。退屈退屈退屈退屈はははは私私私私たちにはたちにはたちにはたちには毒毒毒毒だからだからだからだから。。。。私私私私はははは気気気気まぐれにまぐれにまぐれにまぐれにニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンたちのたちのたちのたちの望望望望みをみをみをみを叶叶叶叶えることがあるわえることがあるわえることがあるわえることがあるわ。。。。    

““““ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ願願願願いをいをいをいを叶叶叶叶えてあげるえてあげるえてあげるえてあげる””””    

あぁあぁあぁあぁ、、、、本当本当本当本当にににに甘酸甘酸甘酸甘酸っぱいっぱいっぱいっぱい響響響響きよねきよねきよねきよね。。。。このこのこのこの言葉言葉言葉言葉だけでだけでだけでだけで、、、、私私私私ならならならなら七年七年七年七年のののの間間間間、、、、紅茶紅茶紅茶紅茶におにおにおにお砂糖砂糖砂糖砂糖をををを入入入入れないでもれないでもれないでもれないでも甘甘甘甘くくくく甘甘甘甘くいただけるにくいただけるにくいただけるにくいただけるに違違違違いないわいないわいないわいないわ。。。。私私私私からそのからそのからそのからその言葉言葉言葉言葉をををを与与与与えられたえられたえられたえられたニンゲニンゲニンゲニンゲ

ンンンンもももも、、、、それだけのそれだけのそれだけのそれだけの甘酸甘酸甘酸甘酸っぱさをっぱさをっぱさをっぱさを楽楽楽楽しんでくれてるといいんだけれどもしんでくれてるといいんだけれどもしんでくれてるといいんだけれどもしんでくれてるといいんだけれども。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、私私私私もももも楽楽楽楽しいわしいわしいわしいわ。。。。彼彼彼彼らがどんならがどんならがどんならがどんな願願願願いをいをいをいを聞聞聞聞かせてくれるのかかせてくれるのかかせてくれるのかかせてくれるのか。。。。私私私私のののの想定想定想定想定しないしないしないしない、、、、思思思思いもしないいもしないいもしないいもしない、、、、

そしてそしてそしてそして私私私私たちがたちがたちがたちが未未未未だだだだ出会出会出会出会えなかったえなかったえなかったえなかった新新新新しきしきしきしき同胞同胞同胞同胞にににに出会出会出会出会えるえるえるえるチャンスチャンスチャンスチャンスかもしれないのだからかもしれないのだからかもしれないのだからかもしれないのだから。。。。もっとももっとももっとももっとも、、、、残念残念残念残念なことになことになことになことに私私私私のののの期待期待期待期待はははは常常常常にににに裏切裏切裏切裏切られるのられるのられるのられるの。。。。期待期待期待期待はははは茶葉茶葉茶葉茶葉とととと同同同同じようなじようなじようなじような

ものだとあのものだとあのものだとあのものだとあの子子子子はははは言言言言ったわったわったわったわ。。。。なければなければなければなければ紅茶紅茶紅茶紅茶にさえならないにさえならないにさえならないにさえならない。。。。ただのおただのおただのおただのお湯湯湯湯ねねねね。。。。だからどんなだからどんなだからどんなだからどんな世界世界世界世界にもにもにもにも、、、、適量適量適量適量なななな期待期待期待期待やややや希望希望希望希望、、、、夢夢夢夢はははは必要必要必要必要だってことだってことだってことだってこと。。。。……………………あのあのあのあの子子子子らしいらしいらしいらしい例例例例えだことえだことえだことえだこと。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、茶葉茶葉茶葉茶葉がががが多多多多すぎればとてもすぎればとてもすぎればとてもすぎればとても飲飲飲飲めたものではなくなるめたものではなくなるめたものではなくなるめたものではなくなる。。。。それはそれはそれはそれは多分多分多分多分、、、、茶葉茶葉茶葉茶葉のののの一一一一つまみもつまみもつまみもつまみも入入入入れないれないれないれない、、、、ただのおただのおただのおただのお湯湯湯湯よりもよりもよりもよりも飲飲飲飲めたものではないめたものではないめたものではないめたものではない。。。。だからだからだからだから私私私私はははは、、、、あのあのあのあの子子子子にににに教教教教えらえらえらえら

れたれたれたれた程度程度程度程度にににに適量適量適量適量にににに、、、、……………………まぁまぁまぁまぁ、、、、そこそこそこそこそこそこそこそこ少少少少なめにねなめにねなめにねなめにね。。。。私私私私、、、、あまりあまりあまりあまり苦苦苦苦いいいい紅茶紅茶紅茶紅茶はははは飲飲飲飲めないのめないのめないのめないの。。。。……………………少少少少しだけしだけしだけしだけ、、、、茶葉茶葉茶葉茶葉をををを混混混混ぜてみるぜてみるぜてみるぜてみる。。。。本当本当本当本当にどんなにどんなにどんなにどんな願願願願いでもいいのかとかいでもいいのかとかいでもいいのかとかいでもいいのかとか、、、、何何何何かかかか裏裏裏裏がががが

あるのではないかとかあるのではないかとかあるのではないかとかあるのではないかとか、、、、退屈退屈退屈退屈なななな疑疑疑疑りはりはりはりは飽飽飽飽きききき飽飽飽飽きしてるのきしてるのきしてるのきしてるの。。。。だからこっそりだからこっそりだからこっそりだからこっそり砂時計砂時計砂時計砂時計をををを引引引引っっっっ繰繰繰繰りりりり返返返返してるわしてるわしてるわしてるわ。。。。５５５５分掛分掛分掛分掛けてもけてもけてもけても願願願願いいいい事事事事ひとつひとつひとつひとつ思思思思いつけないつまらないいつけないつまらないいつけないつまらないいつけないつまらないニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンからはからはからはからは、、、、

どうせどうせどうせどうせ大大大大したしたしたした紅茶紅茶紅茶紅茶ななななんかんかんかんか出来出来出来出来やしないやしないやしないやしない。。。。だからだからだからだから、、、、砂時計砂時計砂時計砂時計がががが尽尽尽尽きたらきたらきたらきたら時間切時間切時間切時間切れでさようなられでさようなられでさようなられでさようなら。。。。そしてそしてそしてそして悩悩悩悩みにみにみにみに悩悩悩悩んでんでんでんで出出出出てきたてきたてきたてきた願願願願いいいい事事事事でででで一番多一番多一番多一番多いのがいのがいのがいのがコレコレコレコレ。。。。    

““““叶叶叶叶えるえるえるえる願願願願いいいい事事事事をををを増増増増やしてやしてやしてやして欲欲欲欲しいしいしいしい””””    

１１１１つだけというつだけというつだけというつだけという有限有限有限有限をををを、、、、無限無限無限無限にににに増増増増やすというやすというやすというやすという創造性創造性創造性創造性。。。。…………浅浅浅浅はかなはかなはかなはかなニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンたちはたちはたちはたちは、、、、そこにそこにそこにそこに造物主的造物主的造物主的造物主的なななな深遠深遠深遠深遠をををを感感感感じじじじ、、、、優越感優越感優越感優越感でもでもでもでも感感感感じるというのだろうかじるというのだろうかじるというのだろうかじるというのだろうか…………？？？？    でもでもでもでも、、、、私私私私のののの印象印象印象印象

はまったくはまったくはまったくはまったく逆逆逆逆。。。。““““何何何何でもでもでもでも叶叶叶叶うううう願願願願いいいい””””はははは、、、、それそれそれそれ１１１１つでつまりはつでつまりはつでつまりはつでつまりは宇宙宇宙宇宙宇宙をもをもをもをも易易易易々々々々 とととと創造創造創造創造できるほどのできるほどのできるほどのできるほどの奇跡奇跡奇跡奇跡。。。。はっきりはっきりはっきりはっきり言言言言いいいい切切切切ろうろうろうろう。。。。““““何何何何でもでもでもでも叶叶叶叶うううう願願願願いいいい””””とはとはとはとは、、、、１１１１つつつつ２２２２つとつとつとつと数数数数えられるもえられるもえられるもえられるも

のであるのであるのであるのである必要必要必要必要がないのだがないのだがないのだがないのだ。。。。だからだからだからだから、、、、それをそれをそれをそれを個数個数個数個数でででで数数数数えたえたえたえた時点時点時点時点でででで、、、、そのそのそのそのニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンがががが思思思思いいいい描描描描くくくく奇跡奇跡奇跡奇跡はははは、、、、そのそのそのその程度程度程度程度のののの規模規模規模規模のものでしかないのものでしかないのものでしかないのものでしかない。。。。そんなそんなそんなそんな下下下下らないらないらないらないニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンがががが、、、、仮仮仮仮にににに１０１０１０１０

００００にににに増増増増やしたやしたやしたやした願願願願いいいい事事事事でどんなでどんなでどんなでどんなツマラナイツマラナイツマラナイツマラナイことをことをことをことを願願願願っていくのかっていくのかっていくのかっていくのか、、、、観察観察観察観察するにもするにもするにもするにも値値値値しないだろうしないだろうしないだろうしないだろう。。。。これはこれはこれはこれは紅茶紅茶紅茶紅茶とととと同同同同じじじじ。。。。同同同同じじじじ急須急須急須急須でででで１００１００１００１００杯杯杯杯もももも紅茶紅茶紅茶紅茶をををを作作作作ったらったらったらったら、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん薄薄薄薄くくくく不不不不

味味味味くなっていくのはくなっていくのはくなっていくのはくなっていくのは当当当当たりたりたりたり前前前前。。。。だからそんなだからそんなだからそんなだからそんな退屈退屈退屈退屈なななな願願願願いをいをいをいを口口口口にしたならばにしたならばにしたならばにしたならば私私私私はははは、「、「、「、「えぇえぇえぇえぇ、、、、叶叶叶叶えてあげるえてあげるえてあげるえてあげる。。。。じゃねじゃねじゃねじゃね。」。」。」。」とととと言言言言いいいい放放放放ってってってって姿姿姿姿をををを消消消消してしまうだけのしてしまうだけのしてしまうだけのしてしまうだけの話話話話。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは残残残残りのりのりのりの人人人人

生生生生をををを、、、、自分自分自分自分でもでもでもでも数数数数ええええ切切切切れないくらいたくさんのれないくらいたくさんのれないくらいたくさんのれないくらいたくさんの願願願願いいいい事事事事をををを考考考考ええええ続続続続けけけけ、、、、そのひとつもそのひとつもそのひとつもそのひとつも叶叶叶叶えることもなくえることもなくえることもなくえることもなく死死死死んでいけんでいけんでいけんでいけばいいばいいばいいばいい。。。。……………………あぁあぁあぁあぁ、、、、マヌケマヌケマヌケマヌケ！！！！    それからそれからそれからそれから次次次次にににに典型的典型的典型的典型的なのがなのがなのがなのが    

““““たくさんのおたくさんのおたくさんのおたくさんのお金金金金がががが欲欲欲欲しいしいしいしい””””    

言言言言うにうにうにうに及及及及ばずばずばずばず、、、、これもとてもこれもとてもこれもとてもこれもとても退屈退屈退屈退屈なななな答答答答ええええ。。。。おおおお金金金金ってそんなにってそんなにってそんなにってそんなに素敵素敵素敵素敵なものなのなものなのなものなのなものなの？？？？    飢飢飢飢えとえとえとえと乾乾乾乾きにきにきにきに苛苛苛苛まれたまれたまれたまれた砂漠砂漠砂漠砂漠のののの旅人旅人旅人旅人がががが、、、、札束札束札束札束のののの山山山山にににに躍躍躍躍りりりり上上上上がるとでもがるとでもがるとでもがるとでも？？？？    おおおお札札札札なんてなんてなんてなんて食食食食えもえもえもえも飲飲飲飲

めもしないのにめもしないのにめもしないのにめもしないのに。。。。貨幣制度貨幣制度貨幣制度貨幣制度というというというというルールルールルールルールのののの範囲内範囲内範囲内範囲内でしかでしかでしかでしか得得得得られないられないられないられない狭狭狭狭いいいい自由自由自由自由。。。。そんなそんなそんなそんなモノモノモノモノをををを欲欲欲欲するするするする視野視野視野視野のののの狭狭狭狭さにもさにもさにもさにも、、、、あぁがっかりあぁがっかりあぁがっかりあぁがっかり。。。。日本日本日本日本のののの自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機にににに２５２５２５２５￠￠￠￠玉玉玉玉がががが入入入入るのるのるのるの？？？？    

アフリカアフリカアフリカアフリカのののの露店露店露店露店でででで百円玉百円玉百円玉百円玉がががが使使使使えるのえるのえるのえるの？？？？    愛愛愛愛するするするする人人人人をををを殺殺殺殺されされされされ嘆嘆嘆嘆きききき悲悲悲悲しむしむしむしむ貴方貴方貴方貴方はははは、、、、いくらのおいくらのおいくらのおいくらのお金金金金をもらえればそれををもらえればそれををもらえればそれををもらえればそれをケロリケロリケロリケロリとととと忘忘忘忘れてくれるれてくれるれてくれるれてくれるのののの？？？？        

““““愛愛愛愛がががが欲欲欲欲しいしいしいしい”“”“”“”“幸幸幸幸せがせがせがせが欲欲欲欲しいしいしいしい””””    

これもこれもこれもこれも私私私私をををを失望失望失望失望させるさせるさせるさせる願願願願いねいねいねいね。。。。だってだってだってだって、、、、私私私私がががが一言一言一言一言、「、「、「、「安心安心安心安心してしてしてして。。。。貴方貴方貴方貴方、、、、幸幸幸幸せよせよせよせよ。。。。愛愛愛愛されてるわされてるわされてるわされてるわ。」。」。」。」ってってってって言言言言ってあげればってあげればってあげればってあげれば、、、、    

それでそれでそれでそれで叶叶叶叶っちゃうんだもんねっちゃうんだもんねっちゃうんだもんねっちゃうんだもんね。。。。あぁあぁあぁあぁ、、、、下下下下らないらないらないらない。。。。愛愛愛愛もももも幸幸幸幸せもせもせもせも、、、、どちらもどちらもどちらもどちらも空気空気空気空気とととと同同同同じようなものじようなものじようなものじようなもの。。。。それはそれはそれはそれは世界世界世界世界をををを満満満満たしているけれどたしているけれどたしているけれどたしているけれど、、、、理解理解理解理解しなければないもしなければないもしなければないもしなければないも同同同同じじじじ。。。。だからだからだからだから、、、、そそそそ

んなんなんなんな当当当当たりたりたりたり前前前前なものをなものをなものをなものを欲欲欲欲しがるしがるしがるしがる程度程度程度程度のののの人間人間人間人間にもやっぱりがっかりにもやっぱりがっかりにもやっぱりがっかりにもやっぱりがっかり。。。。そしてねそしてねそしてねそしてね、、、、さらにさらにさらにさらに言言言言わせてもらえばわせてもらえばわせてもらえばわせてもらえば、、、、愛愛愛愛もももも幸幸幸幸せもせもせもせも、、、、そのそのそのそのカタチカタチカタチカタチはははは人人人人のののの数数数数だけだけだけだけ千差万別千差万別千差万別千差万別。。。。それらそれらそれらそれら不特定多数不特定多数不特定多数不特定多数

なもののなもののなもののなものの総称総称総称総称がががが「「「「愛愛愛愛」」」」やややや「「「「幸幸幸幸せせせせ」」」」なのなのなのなの。。。。そんなそんなそんなそんな抽象的抽象的抽象的抽象的なななな単語単語単語単語をををを使使使使わないとわないとわないとわないと、、、、自分自分自分自分のののの愛愛愛愛やややや幸幸幸幸せをせをせをせを説明説明説明説明できないようなできないようなできないようなできないような、、、、つまらないつまらないつまらないつまらないニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンなんてなんてなんてなんて、、、、どうせどうせどうせどうせ何十年生何十年生何十年生何十年生きたってきたってきたってきたって、、、、

本当本当本当本当のののの愛愛愛愛もももも幸幸幸幸せもせもせもせも見見見見つけられるわけがないつけられるわけがないつけられるわけがないつけられるわけがない。。。。あぁあぁあぁあぁ、、、、マヌケマヌケマヌケマヌケマヌケマヌケマヌケマヌケ！！！！    

““““誰誰誰誰にもにもにもにも負負負負けないけないけないけない力力力力がががが欲欲欲欲しいしいしいしい””””    

ちょっとちょっとちょっとちょっと面白面白面白面白いいいい願願願願いかなとはいかなとはいかなとはいかなとは思思思思ったけれどったけれどったけれどったけれど、、、、前置詞前置詞前置詞前置詞のののの““““誰誰誰誰にもにもにもにも””””がちょっとがちょっとがちょっとがちょっと余計余計余計余計。。。。誰誰誰誰かにかにかにかに勝勝勝勝ちたいちたいちたいちたい気持気持気持気持ちはちはちはちは、、、、つまるところつまるところつまるところつまるところ、、、、相手相手相手相手たるたるたるたる誰誰誰誰かのかのかのかの存在存在存在存在がないとがないとがないとがないと自分自分自分自分をををを確立確立確立確立できできできでき    

ないということないということないということないということ。。。。そんなそんなそんなそんな程度程度程度程度ののののニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンじゃじゃじゃじゃ、、、、そのそのそのその誰誰誰誰かをかをかをかを負負負負かしたかしたかしたかした時点時点時点時点でででで、、、、生生生生きていくきていくきていくきていく気力気力気力気力をををを失失失失ってしまうってしまうってしまうってしまう。。。。宇宙宇宙宇宙宇宙をもをもをもをも創造創造創造創造しししし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは宇宙宇宙宇宙宇宙をもをもをもをも無無無無にににに帰帰帰帰せるほどのせるほどのせるほどのせるほどの願願願願いをいをいをいを与与与与

えられながらえられながらえられながらえられながら、、、、なぜになぜになぜになぜにニンゲンニンゲンニンゲンニンゲン社会社会社会社会というというというという狭狭狭狭いいいい枠枠枠枠のののの中中中中からからからから発想発想発想発想がががが飛躍飛躍飛躍飛躍できないのかできないのかできないのかできないのか。。。。あぁあぁあぁあぁ、、、、だからこそだからこそだからこそだからこそニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンなのかなのかなのかなのか。。。。魔女魔女魔女魔女ではないわけかではないわけかではないわけかではないわけか。。。。    

    

そんなそんなそんなそんな退屈退屈退屈退屈ななななニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンたちのたちのたちのたちの中中中中でででで、、、、少少少少しはしはしはしは骨骨骨骨があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう少女少女少女少女にあったことがあるにあったことがあるにあったことがあるにあったことがある。。。。彼女彼女彼女彼女はじっとはじっとはじっとはじっと悩悩悩悩んだんだんだんだ挙句挙句挙句挙句、、、、私私私私にこうにこうにこうにこう言言言言ったわったわったわったわ。。。。    

「「「「私私私私のののの努力努力努力努力がががが、、、、絶対絶対絶対絶対にににに叶叶叶叶うといううといううといううという保証保証保証保証をををを下下下下さいさいさいさい。」。」。」。」    

「「「「……………………はぁはぁはぁはぁ？？？？    何何何何それぇそれぇそれぇそれぇ？？？？    このこのこのこの私私私私がががが願願願願いいいい事事事事をををを叶叶叶叶えてあげるというのにえてあげるというのにえてあげるというのにえてあげるというのに、、、、自分自分自分自分でそれをでそれをでそれをでそれを叶叶叶叶えるというのえるというのえるというのえるというの？？？？    そのそのそのその為為為為のののの保証保証保証保証？？？？    わけわかんないわけわかんないわけわかんないわけわかんない。」。」。」。」    

たまにたまにたまにたまに、、、、哲学的哲学的哲学的哲学的とととと称称称称してしてしてして、、、、自分自分自分自分でもでもでもでも意味意味意味意味がわかってないにがわかってないにがわかってないにがわかってないに違違違違いないおかしなこをといないおかしなこをといないおかしなこをといないおかしなこをと言言言言いいいい出出出出すすすすニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンははははいるいるいるいる。。。。このこのこのこの少女少女少女少女もきっともきっともきっともきっと、、、、そういうそういうそういうそういう類類類類のののの子子子子だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思ったわったわったわったわ。。。。““““私私私私のののの

努力努力努力努力””””はははは個数個数個数個数をををを限定限定限定限定しないしないしないしない。。。。聞聞聞聞きききき方方方方によってはによってはによってはによっては、、、、叶叶叶叶えるえるえるえる願願願願いのいのいのいの数数数数をををを無限無限無限無限にににに増増増増やしてやしてやしてやして下下下下さいとさいとさいとさいと言言言言っているのとよくっているのとよくっているのとよくっているのとよく似似似似ているているているている。。。。でもでもでもでも、、、、彼女彼女彼女彼女のののの瞳瞳瞳瞳のののの深深深深みがみがみがみが、、、、それをそれをそれをそれを口口口口にしてきたにしてきたにしてきたにしてきたニニニニ

ンゲンンゲンンゲンンゲンたちのそれとたちのそれとたちのそれとたちのそれと少少少少しだけしだけしだけしだけ違違違違うようにうようにうようにうように見見見見えたからえたからえたからえたから。。。。私私私私はははは砂時計砂時計砂時計砂時計がががが尽尽尽尽きたけれどきたけれどきたけれどきたけれど、、、、もうもうもうもう少少少少しししし話話話話をををを聞聞聞聞いてみることにしたいてみることにしたいてみることにしたいてみることにした。。。。    

「「「「私私私私にににに願願願願えばえばえばえば、、、、努力努力努力努力などなくなどなくなどなくなどなく、、、、何何何何でもでもでもでも今今今今すぐすぐすぐすぐ叶叶叶叶えてあげるとえてあげるとえてあげるとえてあげると言言言言ってるのってるのってるのってるの。。。。まぁまぁまぁまぁ、、、、１１１１つだけだけどねつだけだけどねつだけだけどねつだけだけどね？」？」？」？」    

「「「「……………………私私私私のののの願願願願いいいい事事事事はははは、、、、１１１１つとかつとかつとかつとか２２２２つとかつとかつとかつとか、、、、そういうものじゃないからですそういうものじゃないからですそういうものじゃないからですそういうものじゃないからです。」。」。」。」    

「「「「叶叶叶叶えたいえたいえたいえたい夢夢夢夢のののの数数数数がががが、、、、いくつもいくつもあるということいくつもいくつもあるということいくつもいくつもあるということいくつもいくつもあるということ？？？？    欲張欲張欲張欲張りなりなりなりな子子子子ねぇねぇねぇねぇ。」。」。」。」    

「「「「違違違違いますいますいますいます。。。。私私私私のののの至至至至るべきるべきるべきるべき到達点到達点到達点到達点はたったはたったはたったはたった１１１１つですつですつですつです。。。。でもでもでもでも、、、、そこへそこへそこへそこへ至至至至るるるる道道道道はははは複雑複雑複雑複雑でででで、、、、いくつものいくつものいくつものいくつもの峠峠峠峠をををを経経経経るでしょうるでしょうるでしょうるでしょう。。。。きっときっときっときっと、、、、数数数数ええええ切切切切れないくらいたくさんれないくらいたくさんれないくらいたくさんれないくらいたくさん。。。。でもでもでもでも、、、、私私私私はたっはたっはたっはたっ

たたたた１１１１つのつのつのつの到達点到達点到達点到達点をををを誤誤誤誤ることなくることなくることなくることなく目指目指目指目指しししし、、、、必必必必ずずずず必必必必ずずずず辿辿辿辿りりりり着着着着いてみせるでしょういてみせるでしょういてみせるでしょういてみせるでしょう。」。」。」。」    

必必必必ずずずず、、、、辿辿辿辿りりりり着着着着くくくく。。。。それはもはやそれはもはやそれはもはやそれはもはや願願願願いでないいでないいでないいでない。。。。ニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンのののの言葉言葉言葉言葉でででで言言言言うならうならうならうなら「「「「決意決意決意決意」。」。」。」。魔女魔女魔女魔女のののの言葉言葉言葉言葉でででで言言言言うならうならうならうなら、、、、……………………「「「「運命運命運命運命」。」。」。」。絶対叶絶対叶絶対叶絶対叶うううう願願願願いをいをいをいを口口口口にすることはにすることはにすることはにすることは決意決意決意決意とととと呼呼呼呼ばないばないばないばない。。。。そそそそ

れはもはやれはもはやれはもはやれはもはや、、、、““““約束約束約束約束されたされたされたされた運命運命運命運命””””とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ。。。。運命運命運命運命をををを生生生生みみみみ出出出出すのはすのはすのはすのはニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンのののの範疇範疇範疇範疇ではではではではないないないない。。。。私私私私はそのはそのはそのはその時時時時、、、、少女少女少女少女のののの瞳瞳瞳瞳のののの奥奥奥奥にににに、、、、紛紛紛紛れもないれもないれもないれもない私私私私のののの同胞同胞同胞同胞のののの輝輝輝輝きをきをきをきを見見見見たわたわたわたわ。。。。……………………少女少女少女少女がががが望望望望

んだんだんだんだ願願願願いはいはいはいは１１１１つつつつ。。。。彼女彼女彼女彼女がががが必必必必ずずずず叶叶叶叶えるえるえるえる願願願願いいいい、、、、約束約束約束約束されたされたされたされた運命運命運命運命。。。。……“……“……“……“それをそれをそれをそれを信信信信じさせてじさせてじさせてじさせて欲欲欲欲しいしいしいしい””””面白面白面白面白いといといといと思思思思ったったったった。。。。叶叶叶叶えてやってもいいかなとえてやってもいいかなとえてやってもいいかなとえてやってもいいかなと思思思思ったったったった。。。。でもでもでもでも、、、、そのそのそのその前前前前にもうひとにもうひとにもうひとにもうひと

つだけつだけつだけつだけ確認確認確認確認することにしたすることにしたすることにしたすることにした。。。。彼女彼女彼女彼女がががが、、、、自自自自らららら絶対絶対絶対絶対にににに叶叶叶叶えるとえるとえるとえると豪語豪語豪語豪語するするするする““““約束約束約束約束されたされたされたされた運命運命運命運命””””のののの終着点終着点終着点終着点をををを知知知知りたかったのだりたかったのだりたかったのだりたかったのだ。。。。結局結局結局結局ははははニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンのののの域域域域をををを出出出出ないないないない、、、、つまらないものかもしつまらないものかもしつまらないものかもしつまらないものかもし

れないれないれないれない。。。。……………………しかししかししかししかし、、、、私私私私はははは““““茶葉茶葉茶葉茶葉””””をををを積積積積んだんだんだんだ。。。。彼女彼女彼女彼女はははは期待期待期待期待にににに応応応応えるとえるとえるとえると、、、、““““このこのこのこの私私私私がががが【【【【絶対絶対絶対絶対】】】】にににに確信確信確信確信””””したしたしたした。。。。    

「「「「教教教教えなさいよえなさいよえなさいよえなさいよ。。。。貴女貴女貴女貴女のののの本当本当本当本当のののの願願願願いはいはいはいは何何何何？？？？    貴女貴女貴女貴女がががが絶対絶対絶対絶対にににに叶叶叶叶えるというえるというえるというえるという、、、、約束約束約束約束されたされたされたされた運命運命運命運命とはとはとはとは何何何何…………？」？」？」？」    

「「「「私私私私はははは、、、、神神神神になりますになりますになりますになります。」。」。」。」    

※この少女は鷹野三四であると考えられます。 

そのそのそのその一言一言一言一言でででで。。。。私私私私のののの心心心心はははは決決決決まったわまったわまったわまったわ。。。。私私私私はははは彼女彼女彼女彼女のののの願願願願いをいをいをいを叶叶叶叶えたえたえたえた。。。。彼女彼女彼女彼女のののの努力努力努力努力がががが絶対絶対絶対絶対にににに叶叶叶叶うといううといううといううという保証保証保証保証をををを与与与与えたえたえたえた。。。。彼女彼女彼女彼女のののの語語語語ったったったった決意決意決意決意はははは、、、、私私私私にとってはもはやにとってはもはやにとってはもはやにとってはもはや「「「「運命運命運命運命」。」。」。」。そしてそしてそしてそして私私私私

がががが与与与与えたえたえたえた保証保証保証保証はははは、、、、彼女彼女彼女彼女にとってもにとってもにとってもにとっても「「「「運命運命運命運命」。」。」。」。だからだからだからだから彼女彼女彼女彼女がががが描描描描くこれからのくこれからのくこれからのくこれからの物語物語物語物語はすべてはすべてはすべてはすべて「「「「運命運命運命運命」。」。」。」。まぁまぁまぁまぁ、、、、彼女彼女彼女彼女のののの運命運命運命運命にもにもにもにも弱点弱点弱点弱点はあるはあるはあるはある。。。。自身自身自身自身のののの努力努力努力努力がががが根底根底根底根底にあるにあるにあるにある以上以上以上以上、、、、それがそれがそれがそれが揺揺揺揺

らげばらげばらげばらげば運命運命運命運命もももも揺揺揺揺らぐらぐらぐらぐ。。。。それにそれにそれにそれに、、、、努力努力努力努力がががが必必必必ずずずず叶叶叶叶うとはうとはうとはうとは保証保証保証保証したけどしたけどしたけどしたけど、、、、どこどこどこどこまでまでまでまで努力努力努力努力すればすればすればすれば叶叶叶叶うのかはうのかはうのかはうのかは保証保証保証保証してないしてないしてないしてない。。。。だからだからだからだから少女少女少女少女にににに永遠永遠永遠永遠がががが生生生生みみみみ出出出出せたわけではないだろうせたわけではないだろうせたわけではないだろうせたわけではないだろう。。。。彼女彼女彼女彼女

がががが挫挫挫挫けないけないけないけない限限限限りりりり永遠永遠永遠永遠にににに、、、、というのがというのがというのがというのが正正正正しいのかしらしいのかしらしいのかしらしいのかしら。。。。まぁまぁまぁまぁ、、、、でもでもでもでも。「。「。「。「私私私私をををを神神神神にしてにしてにしてにして下下下下さいさいさいさい。」。」。」。」とととと、、、、素直素直素直素直におにおにおにお願願願願いいいい出来出来出来出来たならたならたならたなら、、、、私的私的私的私的にはにはにはには百点満点百点満点百点満点百点満点だったのだけれどねだったのだけれどねだったのだけれどねだったのだけれどね。。。。…………まぁまぁまぁまぁ、、、、

ニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンをををを急急急急にににに神神神神にしてもにしてもにしてもにしても、、、、精神精神精神精神がががが霧散霧散霧散霧散しちゃうだけだししちゃうだけだししちゃうだけだししちゃうだけだし。。。。努力努力努力努力というというというというステップステップステップステップをををを確実確実確実確実にににに踏踏踏踏みながらみながらみながらみながら、、、、徐徐徐徐々々々々 にににに全能全能全能全能なるなるなるなる世界世界世界世界へのへのへのへの気圧気圧気圧気圧にににに体体体体をををを慣慣慣慣らしていくのもらしていくのもらしていくのもらしていくのも必要必要必要必要かもしれなかもしれなかもしれなかもしれな

いいいい。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの世界世界世界世界はははは、、、、底無底無底無底無きききき深遠深遠深遠深遠へへへへ続続続続くくくく無限無限無限無限のののの梯子梯子梯子梯子をををを降降降降りるのにりるのにりるのにりるのに似似似似ているかもしれないているかもしれないているかもしれないているかもしれない。。。。臆病臆病臆病臆病ににににビクビクビクビクビクビクビクビクとととと降降降降りてもいいしりてもいいしりてもいいしりてもいいし、、、、どこまでどこまでどこまでどこまで深深深深みにみにみにみに至至至至れるのかれるのかれるのかれるのか、、、、ワクワクワクワクワクワクワクワクとととと急急急急いでいでいでいで

降降降降りてもいいりてもいいりてもいいりてもいい。。。。しかししかししかししかし踏踏踏踏みみみみ外外外外せばせばせばせば。。。。……………………底無底無底無底無きききき奈落奈落奈落奈落へのへのへのへの永遠永遠永遠永遠のののの墜落墜落墜落墜落。。。。彼女彼女彼女彼女はそのはそのはそのはその意味意味意味意味においてにおいてにおいてにおいて、、、、きっときっときっときっと慎重慎重慎重慎重だったにだったにだったにだったに違違違違いないいないいないいない。。。。ただただただただ、、、、まぁまぁまぁまぁ。。。。……………………慎重過慎重過慎重過慎重過ぎでぎでぎでぎで少少少少しがっかりししがっかりししがっかりししがっかりし

たのはたのはたのはたのは否定否定否定否定しないのしないのしないのしないの。。。。――――――――早早早早くくくく、、、、私私私私のいるのいるのいるのいる深深深深みまでみまでみまでみまで、、、、降降降降りてきてりてきてりてきてりてきて欲欲欲欲しかったからしかったからしかったからしかったから。。。。そのそのそのその少女少女少女少女はははは、、、、よくよくよくよく頑張頑張頑張頑張ったとったとったとったと思思思思うわうわうわうわ。。。。ただただただただ、、、、私私私私もももも少少少少しししし買買買買いかぶっていたところがあったかいかぶっていたところがあったかいかぶっていたところがあったかいかぶっていたところがあったか

もしれないもしれないもしれないもしれない。。。。残念残念残念残念ながらながらながらながら、、、、私私私私のののの期待期待期待期待したしたしたした世界世界世界世界へはへはへはへは遥遥遥遥かにかにかにかに及及及及ばなかったばなかったばなかったばなかった。。。。でもでもでもでも、、、、それでもいいのそれでもいいのそれでもいいのそれでもいいの。。。。だってだってだってだって彼女彼女彼女彼女がががが新新新新たなたなたなたな魔女魔女魔女魔女をををを生生生生みみみみ出出出出しししし、、、、私私私私のもとにのもとにのもとにのもとに送送送送りりりり届届届届けてくれたのだからけてくれたのだからけてくれたのだからけてくれたのだから。。。。    

    

そそそそしてしてしてして長長長長いいいい日日日日 、々々、々、々、無数無数無数無数のののの世界世界世界世界をををを漂漂漂漂ったったったった。。。。時折時折時折時折、、、、面白面白面白面白そうなそうなそうなそうなニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンをををを見見見見つけてはつけてはつけてはつけては同同同同じじじじ問問問問いをいをいをいを投投投投げかけたわげかけたわげかけたわげかけたわ。。。。でもでもでもでも、、、、あのあのあのあの子子子子をををを超超超超えるえるえるえる願願願願いをいをいをいを口口口口にににに出来出来出来出来るるるるニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンとはとはとはとは、、、、二度二度二度二度とととと

出会出会出会出会えなかったえなかったえなかったえなかった。。。。そうそうそうそう。。。。あのあのあのあの子子子子にににに出会出会出会出会うまではねうまではねうまではねうまではね。。。。        

「「「「自分自分自分自分をををを魔女魔女魔女魔女にににに、、、、してしてしてして下下下下さいさいさいさい。」。」。」。」    

※この少女はヤスであると考えられます。 

それはあまりにそれはあまりにそれはあまりにそれはあまりに直球直球直球直球なななな、、、、……………………そうそうそうそう。。。。…………私私私私がががが待待待待ちちちち焦焦焦焦がれていたがれていたがれていたがれていた言葉言葉言葉言葉。。。。でもでもでもでも、、、、私私私私はははは焦焦焦焦らずにらずにらずにらずに先先先先をををを促促促促すことにしたのすことにしたのすことにしたのすことにしたの。。。。    

「「「「……………………魔女魔女魔女魔女にににに。。。。へぇへぇへぇへぇ。。。。…………箒箒箒箒にににに跨跨跨跨ってってってって空空空空をををを飛飛飛飛びたいのびたいのびたいのびたいの？？？？    それともそれともそれともそれともポケットポケットポケットポケットにににに入入入入れたれたれたれたビスケットビスケットビスケットビスケットをををを２２２２つにつにつにつに増増増増やしてみたいのかしらやしてみたいのかしらやしてみたいのかしらやしてみたいのかしら？」？」？」？」    
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「「「「魔女魔女魔女魔女はそんなことはそんなことはそんなことはそんなことがががが出来出来出来出来てててて当当当当たりたりたりたり前前前前ですですですです。。。。……………………自分自分自分自分はははは魔女魔女魔女魔女になってになってになってになって、、、、全全全全てをてをてをてを思思思思うがままにうがままにうがままにうがままに生生生生みみみみ出出出出しますしますしますします。。。。人人人人もももも、、、、心心心心もももも、、、、何何何何もかももかももかももかも。。。。そしてそしてそしてそして今今今今やややや、、、、自分自分自分自分にににに出来出来出来出来ないことはありないことはありないことはありないことはあり

ませんませんませんません。。。。…………自分自分自分自分はもうはもうはもうはもう、、、、魔女魔女魔女魔女だからですだからですだからですだからです。」。」。」。」    

そのそのそのその子子子子のののの瞳瞳瞳瞳にはにはにはには、、、、あのあのあのあの懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい少女少女少女少女がががが浮浮浮浮かべていたのとかべていたのとかべていたのとかべていたのと同同同同じじじじ輝輝輝輝きがあったのをきがあったのをきがあったのをきがあったのを、、、、私私私私はははは覚覚覚覚えてるえてるえてるえてる。。。。スパイススパイススパイススパイスのののの効効効効いたいたいたいた、、、、そしてそしてそしてそして千年千年千年千年にににに何度何度何度何度もももも出会出会出会出会えないえないえないえない芳芳芳芳しいしいしいしい茶葉茶葉茶葉茶葉のののの香香香香りをりをりをりを感感感感じじじじ

たわたわたわたわ。。。。そうそうそうそう、、、、あのあのあのあの少女少女少女少女とまったくとまったくとまったくとまったく同同同同じじじじ。。。。自自自自らがらがらがらが全全全全てをてをてをてを叶叶叶叶えるえるえるえる。。。。生生生生みみみみ出出出出すすすす。。。。成成成成しししし遂遂遂遂げるげるげるげる。。。。約束約束約束約束されたされたされたされた運命運命運命運命をををを持持持持つつつつ強強強強いいいい瞳瞳瞳瞳だっただっただっただった。。。。そしてあのそしてあのそしてあのそしてあの少女少女少女少女でさえでさえでさえでさえ、、、、到達点到達点到達点到達点だとだとだとだと言言言言わしめたわしめたわしめたわしめた

モノモノモノモノをををを、、、、このこのこのこの子子子子はすでにはすでにはすでにはすでに至至至至っっっっているとているとているとていると言言言言ってのけたのだってのけたのだってのけたのだってのけたのだ。。。。私私私私はこのはこのはこのはこの子子子子にににに大大大大いなるいなるいなるいなる関心関心関心関心をををを持持持持ったったったった。。。。    

「「「「ほざいたわねほざいたわねほざいたわねほざいたわね。。。。あなたがもはやあなたがもはやあなたがもはやあなたがもはや魔女魔女魔女魔女ですってですってですってですって…………？？？？    このこのこのこの絶対絶対絶対絶対のののの魔女魔女魔女魔女でありでありでありであり、、、、卿卿卿卿のののの称号称号称号称号をををを持持持持つつつつ私私私私にににに、、、、並並並並ぶぶぶぶ立立立立てるてるてるてる存在存在存在存在だとあなたはだとあなたはだとあなたはだとあなたは言言言言いいいい切切切切れるのれるのれるのれるの？？？？    身身身身のののの程程程程をををを知知知知りなさいなりなさいなりなさいなりなさいな、、、、

矮小矮小矮小矮小ななななニンゲンニンゲンニンゲンニンゲン風情風情風情風情がががが…………！」！」！」！」    

「「「「はいはいはいはい、、、、自分自分自分自分はもうはもうはもうはもう、、、、魔女魔女魔女魔女ですですですです。。。。自分自分自分自分がががが求求求求めるものはたったひとつめるものはたったひとつめるものはたったひとつめるものはたったひとつ。。。。自分自分自分自分とととと異異異異なるなるなるなる魔女魔女魔女魔女によるによるによるによる、、、、自分自分自分自分をををを魔女魔女魔女魔女だとだとだとだと認認認認めるとのめるとのめるとのめるとの推薦推薦推薦推薦だけですだけですだけですだけです。」。」。」。」    

それはまさにそれはまさにそれはまさにそれはまさに、、、、あのあのあのあの少女少女少女少女とととと同同同同じじじじ願願願願いいいい。。。。    

「「「「……………………実実実実にたくましいにたくましいにたくましいにたくましい魔女魔女魔女魔女だことだことだことだこと。。。。なるほどねなるほどねなるほどねなるほどね、、、、あなたがそうだとあなたがそうだとあなたがそうだとあなたがそうだと自称自称自称自称するするするする限限限限りりりり、、、、誰誰誰誰にもあなたがにもあなたがにもあなたがにもあなたが魔女魔女魔女魔女でないとでないとでないとでないと否定否定否定否定することはすることはすることはすることは出来出来出来出来ないでしょうねないでしょうねないでしょうねないでしょうね。。。。……………………でもでもでもでも聞聞聞聞かせてかせてかせてかせて欲欲欲欲しししし

いのいのいのいの。。。。神神神神もももも造物主造物主造物主造物主もももも、、、、誰誰誰誰にににに認認認認められずともめられずともめられずともめられずとも神神神神でありでありでありであり造物主造物主造物主造物主よよよよ？？？？    そしてそれはそしてそれはそしてそれはそしてそれは魔女魔女魔女魔女もももも同同同同じはずじはずじはずじはず。。。。…………誰誰誰誰がががが認認認認めずともあなたがめずともあなたがめずともあなたがめずともあなたが魔女魔女魔女魔女であるならばであるならばであるならばであるならば、、、、私私私私がががが認認認認めずともあなたはめずともあなたはめずともあなたはめずともあなたは魔女魔女魔女魔女

であるはずであるはずであるはずであるはず。。。。そうでしょうそうでしょうそうでしょうそうでしょう？」？」？」？」    

「「「「はいはいはいはい。。。。自分自分自分自分ががががニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンのののの領域領域領域領域をををを超超超超えかけていることはえかけていることはえかけていることはえかけていることは理解理解理解理解できていますできていますできていますできています。。。。自分自分自分自分からからからから観測観測観測観測してしてしてして、、、、全全全全てのてのてのてのニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンたちのたちのたちのたちの最上位最上位最上位最上位にいるとにいるとにいるとにいると断言断言断言断言できるからですできるからですできるからですできるからです。。。。しかししかししかししかし、、、、自分自分自分自分のののの

今今今今いるいるいるいる位置位置位置位置がががが、、、、ニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンのののの域域域域をををを超超超超えていることをえていることをえていることをえていることを観測観測観測観測するにはするにはするにはするには、、、、私私私私よりもよりもよりもよりも上位上位上位上位にいるにいるにいるにいる存在存在存在存在のののの観測観測観測観測がががが必要必要必要必要ですですですです。」。」。」。」    

「「「「………………………………ニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンのののの域域域域をををを超超超超えたことはえたことはえたことはえたことはニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンにににに認定認定認定認定できるけれどできるけれどできるけれどできるけれど、、、、魔女魔女魔女魔女のののの域域域域にまでにまでにまでにまで至至至至ったかどうかはったかどうかはったかどうかはったかどうかは、、、、魔女魔女魔女魔女にしかにしかにしかにしか認定認定認定認定できないということできないということできないということできないということ？」？」？」？」    

「「「「はいはいはいはい。。。。私私私私ははははニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンのののの世界世界世界世界をををを超超超超ええええ、、、、魔女魔女魔女魔女のののの世界世界世界世界にににに至至至至ったとったとったとったと自覚自覚自覚自覚していますしていますしていますしています。。。。それをそれをそれをそれを魔女魔女魔女魔女のののの立場立場立場立場からもからもからもからも至至至至っているとっているとっているとっていると認認認認めてめてめてめて欲欲欲欲しいのですしいのですしいのですしいのです。」。」。」。」    

「「「「……………………魔女魔女魔女魔女はははは、、、、魔女魔女魔女魔女になるのにもになるのにもになるのにもになるのにも魔女魔女魔女魔女のののの推薦推薦推薦推薦がいるとがいるとがいるとがいると？？？？    面白面白面白面白いけどいけどいけどいけど、、、、じゃあじゃあじゃあじゃあ、、、、世界世界世界世界でででで最初最初最初最初のののの魔女魔女魔女魔女はははは誰誰誰誰がががが認認認認めてめてめてめて成成成成ったというのかしらったというのかしらったというのかしらったというのかしら？」？」？」？」    

「「「「ニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンたちがたちがたちがたちが、、、、自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの域域域域をををを超超超超えたえたえたえた存在存在存在存在をををを、、、、魔女魔女魔女魔女だとだとだとだと呼呼呼呼んでんでんでんで称称称称えたのでしょうえたのでしょうえたのでしょうえたのでしょう。」。」。」。」    

「「「「ならならならなら、、、、私私私私がががが認認認認めなくてもめなくてもめなくてもめなくても、、、、あなたはすでにあなたはすでにあなたはすでにあなたはすでに魔女魔女魔女魔女だということになるわねだということになるわねだということになるわねだということになるわね。」。」。」。」    

「「「「はいはいはいはい。。。。だからだからだからだから私私私私はもうはもうはもうはもう、、、、魔女魔女魔女魔女ですですですです。。。。……………………だからこそだからこそだからこそだからこそ。。。。私私私私がががが願願願願うものはそれうものはそれうものはそれうものはそれ。。。。私私私私がががが魔女魔女魔女魔女であるとであるとであるとであると、、、、私私私私よりよりよりより上位上位上位上位のののの存在存在存在存在からからからから認認認認められたいのですめられたいのですめられたいのですめられたいのです。」。」。」。」    

「「「「……………………小難小難小難小難しいしいしいしい屁理屈屁理屈屁理屈屁理屈でででで誤魔化誤魔化誤魔化誤魔化されてるされてるされてるされてる気気気気がするわぁがするわぁがするわぁがするわぁ。。。。嫌嫌嫌嫌だとだとだとだと言言言言ったらったらったらったら？」？」？」？」    

「「「「無理無理無理無理にににに認認認認めてくれなくてもいいですめてくれなくてもいいですめてくれなくてもいいですめてくれなくてもいいです。。。。ならばならばならばならば、、、、あなたにもあなたにもあなたにもあなたにも認認認認めさせるだけですからめさせるだけですからめさせるだけですからめさせるだけですから。。。。……………………あなたにだってあなたにだってあなたにだってあなたにだって、、、、私私私私がががが魔女魔女魔女魔女であることをであることをであることをであることを否定否定否定否定などなどなどなど、、、、出来出来出来出来ないのだからないのだからないのだからないのだから。」。」。」。」    

「「「「……………………くっくっくっくくっくっくっくくっくっくっくくっくっくっく、、、、うっふっふっはっはっはっはうっふっふっはっはっはっはうっふっふっはっはっはっはうっふっふっはっはっはっは…………！！！！    ニンゲンニンゲンニンゲンニンゲン風情風情風情風情がどのようながどのようながどのようながどのような魔法大系魔法大系魔法大系魔法大系をををを生生生生みみみみ出出出出せたというのせたというのせたというのせたというの？？？？    ……………………それをそれをそれをそれを私私私私にににに試試試試させるとさせるとさせるとさせると？？？？    …………………………………………くっくっくっくっくっくっくっくっ

くっくくっくくっくくっく！」！」！」！」    

あのあのあのあの少女少女少女少女をををを遥遥遥遥かにかにかにかに超超超超えるえるえるえる、、、、春春春春のののの日日日日のののの小鳥小鳥小鳥小鳥のののの囀囀囀囀りにもりにもりにもりにも似似似似たたたた芳芳芳芳しきしきしきしき紅茶紅茶紅茶紅茶のののの香香香香りりりり。。。。私私私私はははは、、、、長長長長いいいい長長長長いいいい旅旅旅旅をををを経経経経てててて、、、、久久久久しぶりにしぶりにしぶりにしぶりに気骨気骨気骨気骨のあるのあるのあるのある魔女魔女魔女魔女にににに出会出会出会出会えたことをえたことをえたことをえたことを知知知知ったわったわったわったわ。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその

魔法大系魔法大系魔法大系魔法大系のののの組成式組成式組成式組成式にににに飛飛飛飛びびびび込込込込みみみみ、、、、………………………………彼女彼女彼女彼女ならではのならではのならではのならではの独自独自独自独自のののの解釈解釈解釈解釈によりによりによりにより、、、、それまでのそれまでのそれまでのそれまでの私私私私がががが知知知知りりりり得得得得なかったなかったなかったなかった、、、、広大広大広大広大なななな魔法世界魔法世界魔法世界魔法世界がががが生生生生みみみみ出出出出されていたことをされていたことをされていたことをされていたことを知知知知るるるる。。。。確確確確かにまだこのかにまだこのかにまだこのかにまだこの

子子子子はははは拙拙拙拙いいいい。。。。魔法世界魔法世界魔法世界魔法世界はまだまだはまだまだはまだまだはまだまだ生成生成生成生成されているされているされているされている途上途上途上途上にあるにあるにあるにある。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその生成生成生成生成にににに至至至至るるるる組成式組成式組成式組成式はははは、、、、完璧完璧完璧完璧かつかつかつかつ無限無限無限無限のののの可能性可能性可能性可能性をををを備備備備えているえているえているえている。。。。そのそのそのその無限無限無限無限をををを使使使使いこなすにはいこなすにはいこなすにはいこなすには、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ

長長長長いいいい時間時間時間時間をををを掛掛掛掛けるだろうがけるだろうがけるだろうがけるだろうが、、、、すでにそのすでにそのすでにそのすでにその扉扉扉扉をををを開開開開きききき、、、、そのそのそのその向向向向こうにこうにこうにこうに至至至至っていることにっていることにっていることにっていることに疑疑疑疑いのいのいのいの余地余地余地余地はなかったはなかったはなかったはなかった。。。。そしてそしてそしてそして何何何何よりもこのよりもこのよりもこのよりもこの““““魔女魔女魔女魔女””””のののの個性的個性的個性的個性的なななな点点点点はははは、、、、そのそのそのその魔法大系魔法大系魔法大系魔法大系をををを人人人人

間界間界間界間界にてにてにてにて組成組成組成組成することにすることにすることにすることに成功成功成功成功していたことだしていたことだしていたことだしていたことだ。。。。魔女魔女魔女魔女はははは自由自由自由自由とととと力力力力をををを求求求求めればめればめればめれば求求求求めるほどにめるほどにめるほどにめるほどに、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる制約制約制約制約からからからから比例的比例的比例的比例的にににに解放解放解放解放されていくされていくされていくされていく。。。。制約制約制約制約とはとはとはとは即即即即ちちちち、、、、物質的物質的物質的物質的なななな世界世界世界世界のことのことのことのこと。。。。

つまりつまりつまりつまり、、、、私私私私やややや同格同格同格同格のののの魔女魔女魔女魔女たちがそうであるようにたちがそうであるようにたちがそうであるようにたちがそうであるように、、、、人間界人間界人間界人間界・・・・物質界物質界物質界物質界からどんどんからどんどんからどんどんからどんどん遠遠遠遠くへくへくへくへ漂流漂流漂流漂流していくようになるしていくようになるしていくようになるしていくようになる。。。。しかしこのしかしこのしかしこのしかしこの魔女魔女魔女魔女はははは、、、、それをそれをそれをそれを人間界人間界人間界人間界でででで成成成成しししし遂遂遂遂げたのだげたのだげたのだげたのだ。。。。即即即即ちちちち、、、、

ニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンのののの身身身身でありながらでありながらでありながらでありながら、、、、私私私私たちとたちとたちとたちと同同同同じじじじ世界世界世界世界にににに足足足足をををを踏踏踏踏みみみみ入入入入れているれているれているれている…………！！！！    いやいやいやいや、、、、……………………それどこそれどこそれどこそれどころかろかろかろか、、、、彼女彼女彼女彼女のののの組成式組成式組成式組成式はあまりにはあまりにはあまりにはあまりに深深深深いいいい。。。。私私私私がががが深遠深遠深遠深遠のののの井戸井戸井戸井戸のののの梯子梯子梯子梯子をををを、、、、一段一段一段一段一段一段一段一段、、、、

千年掛千年掛千年掛千年掛けてけてけてけて降降降降りてきたりてきたりてきたりてきた深深深深みをみをみをみを、、、、まるでまるでまるでまるでパラソルパラソルパラソルパラソルをををを開開開開いていていていて落下傘落下傘落下傘落下傘のようにしてのようにしてのようにしてのようにして舞舞舞舞いいいい降降降降りてくるようにりてくるようにりてくるようにりてくるように、、、、…………あっさりとあっさりとあっさりとあっさりと…………！！！！    ……………………もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、そのそのそのそのパラソルパラソルパラソルパラソルがががが破破破破れてれてれてれて、、、、そのままそのままそのままそのまま奈奈奈奈

落落落落にににに墜落墜落墜落墜落していくかもしれないしていくかもしれないしていくかもしれないしていくかもしれない危危危危うさもうさもうさもうさも持持持持っているっているっているっている。。。。そのそのそのその命知命知命知命知らずさにらずさにらずさにらずさに、、、、…………私私私私はははは若若若若さゆえのさゆえのさゆえのさゆえの無謀無謀無謀無謀とととと、、、、ニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンのくせにというのくせにというのくせにというのくせにという蔑蔑蔑蔑みみみみ、、、、……………………そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの魔女魔女魔女魔女がどこまでがどこまでがどこまでがどこまで至至至至るのるのるのるの

かというかというかというかという関心関心関心関心とととと、、、、私私私私がががが未未未未だだだだ知知知知らないらないらないらない世界世界世界世界をををを照照照照らしらしらしらし出出出出しししし、、、、まったくまったくまったくまったく味味味味わったことのないわったことのないわったことのないわったことのない紅茶紅茶紅茶紅茶をををを香香香香らせてくれたことへのらせてくれたことへのらせてくれたことへのらせてくれたことへの敬意敬意敬意敬意をををを感感感感じたのだじたのだじたのだじたのだ。。。。これはこれはこれはこれは私私私私のののの持論持論持論持論だがだがだがだが。。。。全全全全てのてのてのての存在存在存在存在はははは、、、、

運命運命運命運命にににに翻弄翻弄翻弄翻弄されるされるされるされる側側側側とととと運命運命運命運命をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす側側側側のののの二極二極二極二極のののの間間間間のどこかにのどこかにのどこかにのどこかに位置位置位置位置しているとしているとしているとしていると説明説明説明説明できるできるできるできる。。。。運命運命運命運命にににに翻弄翻弄翻弄翻弄されるのがされるのがされるのがされるのがニンゲンニンゲンニンゲンニンゲン。。。。愚愚愚愚かでかでかでかで哀哀哀哀れでれでれでれで、、、、何何何何もももも生生生生みみみみ出出出出せないせないせないせない。。。。……………………しかししかししかししかし、、、、

足足足足のののの下下下下にはにはにはには踏踏踏踏みしめるみしめるみしめるみしめる大地大地大地大地があるがあるがあるがある。。。。そしてそのそしてそのそしてそのそしてその大地大地大地大地はははは決決決決してしてしてして裏切裏切裏切裏切らずらずらずらず、、、、生涯生涯生涯生涯、、、、奈落奈落奈落奈落へのへのへのへの墜落墜落墜落墜落のののの恐怖恐怖恐怖恐怖にににに怯怯怯怯えることなくえることなくえることなくえることなく暮暮暮暮らすことがらすことがらすことがらすことが出来出来出来出来るるるる。。。。運命運命運命運命をををを生生生生みみみみ出出出出すのがすのがすのがすのが、、、、神神神神 。々々。々。々。そしそしそしそし

てててて造物主造物主造物主造物主。。。。全知全知全知全知でででで全能全能全能全能でででで、、、、全全全全てをてをてをてを生生生生みみみみ出出出出すすすす。。。。……………………しかししかししかししかし、、、、全全全全てをてをてをてを生生生生みみみみ出出出出しししし、、、、全全全全てのてのてのての制約制約制約制約からからからから解放解放解放解放されているということはされているということはされているということはされているということは、、、、足元足元足元足元にににに大地大地大地大地というというというという制約制約制約制約すらないことをすらないことをすらないことをすらないことを意味意味意味意味するするするする。。。。    

全全全全てのてのてのての制約制約制約制約をををを完全完全完全完全にににに失失失失ったったったった存存存存在在在在はははは、、、、……………………全全全全てをてをてをてを手手手手にするにするにするにする代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、それらのそれらのそれらのそれらの““““意味意味意味意味””””というというというという制約制約制約制約すらすらすらすら失失失失うううう。。。。……………………生死生死生死生死のののの概念概念概念概念すらなくなりすらなくなりすらなくなりすらなくなり、、、、存在存在存在存在のののの意味意味意味意味さえもなくなりさえもなくなりさえもなくなりさえもなくなり、、、、……………………

ゼロゼロゼロゼロのののの域域域域にににに達達達達するするするする。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、転落転落転落転落するするするする。。。。墜落墜落墜落墜落するするするする。。。。崩壊崩壊崩壊崩壊するするするする。。。。雲散霧消雲散霧消雲散霧消雲散霧消するするするする。。。。そのそのそのその中間中間中間中間にににに位置位置位置位置するのがするのがするのがするのが、、、、私私私私たちたちたちたち魔女魔女魔女魔女なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと思思思思うううう。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは運命運命運命運命をををを生生生生みみみみ出出出出しししし、、、、弄弄弄弄

ぶぶぶぶ。。。。そのそのそのその狭間狭間狭間狭間をををを回遊回遊回遊回遊するするするする。。。。しかししかししかししかし、、、、あるあるあるある一定一定一定一定のののの制限制限制限制限とととと限界限界限界限界にににに甘甘甘甘んじんじんじんじ、、、、自分自分自分自分がががが転落転落転落転落しないしないしないしない程度程度程度程度のののの足場足場足場足場をををを残残残残すすすす。。。。このこのこのこの怖怖怖怖いものいものいものいもの知知知知らずのらずのらずのらずの魔女魔女魔女魔女はははは、、、、私私私私よりもよりもよりもよりも遥遥遥遥かにかにかにかに遥遥遥遥かにかにかにかに、、、、…………そのそのそのその制制制制

限限限限がないのだがないのだがないのだがないのだ。。。。彼女彼女彼女彼女はははは私私私私のののの、、、、千年千年千年千年のののの旅路旅路旅路旅路のののの退屈退屈退屈退屈をひとをひとをひとをひと時紛時紛時紛時紛らわせてくれるだけのらわせてくれるだけのらわせてくれるだけのらわせてくれるだけの一杯一杯一杯一杯のののの紅茶紅茶紅茶紅茶なのかなのかなのかなのか。。。。それともそれともそれともそれとも、、、、臆病臆病臆病臆病なななな私如私如私如私如きではきではきではきでは永遠永遠永遠永遠にににに至至至至れないかもしれないれないかもしれないれないかもしれないれないかもしれない深遠深遠深遠深遠をををを照照照照らしらしらしらし

出出出出しししし、、、、私私私私にににに未知未知未知未知のののの世界世界世界世界をををを見見見見せせせせ付付付付けてくれるけてくれるけてくれるけてくれる、、、、私私私私よりよりよりより遥遥遥遥かにかにかにかに上位上位上位上位のののの魔女魔女魔女魔女たりえるのかたりえるのかたりえるのかたりえるのか…………！！！！    どちらでもいいどちらでもいいどちらでもいいどちらでもいい。。。。私私私私がががが奈落奈落奈落奈落をををを目指目指目指目指すすすす旅人旅人旅人旅人でなくでなくでなくでなく、、、、大海原大海原大海原大海原にににに投投投投げげげげ出出出出されされされされ溺溺溺溺れまいともれまいともれまいともれまいとも

がくがくがくがく遭難者遭難者遭難者遭難者なのだとしたらなのだとしたらなのだとしたらなのだとしたら。。。。私私私私にとってこのにとってこのにとってこのにとってこの子子子子はははは、、、、しがみしがみしがみしがみ付付付付くにくにくにくに値値値値するするするする立派立派立派立派なななな木片木片木片木片だだだだ。。。。私私私私をををを未知未知未知未知なるなるなるなる世界世界世界世界へへへへ導導導導くくくく救救救救いのいのいのいの船船船船となるのかとなるのかとなるのかとなるのか。。。。それともそれともそれともそれとも、、、、私私私私のののの午後午後午後午後をわずかのをわずかのをわずかのをわずかの時間時間時間時間だだだだ

けけけけ優雅優雅優雅優雅にするにするにするにする一杯一杯一杯一杯のののの紅茶止紅茶止紅茶止紅茶止まりなのかまりなのかまりなのかまりなのか。。。。    

「「「「気気気気にににに入入入入ったわったわったわったわ。。。。………………………………いいでしょういいでしょういいでしょういいでしょう。。。。私私私私のののの名名名名においてにおいてにおいてにおいて、、、、あなたをあなたをあなたをあなたを魔女魔女魔女魔女だとだとだとだと認認認認めてあげるめてあげるめてあげるめてあげる。。。。我我我我がががが名名名名、、、、絶対絶対絶対絶対のののの魔女魔女魔女魔女ラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタのののの名名名名においてにおいてにおいてにおいて！！！！    あなたのあなたのあなたのあなたの““““絶対絶対絶対絶対なるなるなるなる魔法世界魔法世界魔法世界魔法世界””””

がががが【【【【絶対絶対絶対絶対】】】】でありでありでありであり続続続続けるけるけるける限限限限りりりり！！！！    私私私私はははは永遠永遠永遠永遠にあなたのにあなたのにあなたのにあなたの後見人後見人後見人後見人でありでありでありであり続続続続けるわけるわけるわけるわ…………！！」！！」！！」！！」    

……………………このこのこのこの素敵素敵素敵素敵なななな紅茶紅茶紅茶紅茶をををを、、、、私私私私ひとりでひとりでひとりでひとりで味味味味わうのはわうのはわうのはわうのは本当本当本当本当にににに本当本当本当本当にもったいないにもったいないにもったいないにもったいない。。。。おおおお友達友達友達友達もぜひもぜひもぜひもぜひ呼呼呼呼んであげなくちゃねんであげなくちゃねんであげなくちゃねんであげなくちゃね？？？？    素敵素敵素敵素敵なおなおなおなお茶会茶会茶会茶会にしてにしてにしてにして驚驚驚驚かせてあげなくちゃかせてあげなくちゃかせてあげなくちゃかせてあげなくちゃ。。。。くすくすくくすくすくくすくすくくすくすく

すくすすくすすくすすくす、、、、あっははははははははははあっははははははははははあっははははははははははあっはははははははははは……………………………………………………！！！！    

    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ΛΛΛΛ    ΔΔΔΔ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                            （＞ｗ＜）（＞ｗ＜）（＞ｗ＜）（＞ｗ＜）ノノノノ    

    

                                                                                                                                    ※※※※訳者注訳者注訳者注訳者注：：：：ラムダデルタラムダデルタラムダデルタラムダデルタ卿卿卿卿のののの署名署名署名署名？？？？    
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■我らの告白(抜粋) 

今回の協力者は、蔵臼と夏妃にしよう。だが、夏妃はプライドが高く、たとえ莫大なカネをちらつかせても、恐ろしい事件の片棒を容易に担ぐとは思い難い。台風後、密か

に蔵臼と夏妃を地下貴賓室に案内し、爆弾の仕掛けを明かして脅迫する。断れば全員死亡。協力すれば、碑文の犠牲者以外は生還できる。すでに島外との連絡手段は切断済

み。蔵臼たちに断る術はない。 

    

１０１０１０１０月月月月４４４４日日日日。。。。夕方過夕方過夕方過夕方過ぎぎぎぎ。。。。雨雨雨雨はますますはますますはますますはますます大粒大粒大粒大粒にににに、、、、そしてそしてそしてそして風風風風もももも強強強強くなってくるくなってくるくなってくるくなってくる。。。。台風台風台風台風はもうはもうはもうはもう、、、、本格的本格的本格的本格的にににに島島島島をををを包包包包みつつあるみつつあるみつつあるみつつある。。。。    

    

「「「「……………………ここここ、、、、……………………これはこれはこれはこれは一体一体一体一体……………………。」。」。」。」((((夏妃夏妃夏妃夏妃))))    

夏妃夏妃夏妃夏妃はははは、、、、ぽっかりとぽっかりとぽっかりとぽっかりと開開開開いたいたいたいた闇闇闇闇へとへとへとへと続続続続くくくく秘密秘密秘密秘密のののの地下階段地下階段地下階段地下階段をををを前前前前にににに、、、、立立立立ちちちち尽尽尽尽くしたくしたくしたくした。。。。    

「「「「怯怯怯怯えることはないえることはないえることはないえることはない。。。。進進進進むがむがむがむが良良良良いいいい。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

ベアトベアトベアトベアトはははは悠然悠然悠然悠然とととと微笑微笑微笑微笑むむむむ。。。。    

「「「「……………………これがこれがこれがこれが、、、、……………………おおおお、、、、親父殿親父殿親父殿親父殿のののの秘密秘密秘密秘密のののの通路通路通路通路、、、、……………………というわけなのかねというわけなのかねというわけなのかねというわけなのかね……………………。」。」。」。」((((蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼))))    

蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼はははは子供子供子供子供のののの頃頃頃頃からからからから、、、、このこのこのこの島島島島にはにはにはには金蔵金蔵金蔵金蔵しかしかしかしか知知知知らないらないらないらない、、、、秘密秘密秘密秘密のののの通路通路通路通路やややや部屋部屋部屋部屋があるとがあるとがあるとがあると信信信信じてきたじてきたじてきたじてきた。。。。ではあってもではあってもではあってもではあっても、、、、こうしてこうしてこうしてこうして目前目前目前目前にぽっかりとにぽっかりとにぽっかりとにぽっかりと開開開開かれるとかれるとかれるとかれると、、、、臆臆臆臆さずにはいられないさずにはいられないさずにはいられないさずにはいられない。。。。    

「「「「まさかまさかまさかまさか、、、、蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼までまでまでまで暗闇暗闇暗闇暗闇をををを怯怯怯怯えるのではあるまいなえるのではあるまいなえるのではあるまいなえるのではあるまいな…………？？？？    それともそれともそれともそれとも、、、、こうしてこうしてこうしてこうして礼拝堂礼拝堂礼拝堂礼拝堂のののの裏裏裏裏でででで、、、、風雨風雨風雨風雨にににに身身身身をををを晒晒晒晒しししし続続続続けることをけることをけることをけることを選選選選ぶというのかぶというのかぶというのかぶというのか。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「………………………………このこのこのこの先先先先にににに、、、、何何何何があるというのかねがあるというのかねがあるというのかねがあるというのかね。」。」。」。」((((蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼))))    

「「「「そのそのそのその目目目目でででで確確確確かめるがかめるがかめるがかめるが良良良良いいいい。。。。……………………薄薄薄薄々々々々 はははは想像想像想像想像がついているくせにがついているくせにがついているくせにがついているくせに。。。。くっくっくっくくっくっくっくくっくっくっくくっくっくっく……………………。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「あなたあなたあなたあなた、、、、やめましょうやめましょうやめましょうやめましょう。。。。きっとこれはきっとこれはきっとこれはきっとこれは何何何何かのかのかのかの罠罠罠罠ですですですです……………………。」。」。」。」((((夏妃夏妃夏妃夏妃))))    

「「「「……………………私私私私もももも出来出来出来出来ることならばることならばることならばることならば、、、、こんなこんなこんなこんな薄薄薄薄気味悪気味悪気味悪気味悪いいいい階段階段階段階段をををを下下下下りたくなどないりたくなどないりたくなどないりたくなどない。。。。……………………しかしどうやらしかしどうやらしかしどうやらしかしどうやら、、、、私私私私たちにはたちにはたちにはたちには選択選択選択選択のののの余地余地余地余地はなさそうだよはなさそうだよはなさそうだよはなさそうだよ……………………。」。」。」。」((((蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼))))    

    

ベアトベアトベアトベアトはにやりとはにやりとはにやりとはにやりと笑笑笑笑いながらいながらいながらいながら、、、、そのそのそのその手手手手にににに持持持持つつつつ、、、、ソードオフライフルソードオフライフルソードオフライフルソードオフライフルをくるくるとをくるくるとをくるくるとをくるくると弄弄弄弄ぶぶぶぶ。。。。……………………確確確確かにかにかにかに、、、、蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼たちはそのたちはそのたちはそのたちはその銃銃銃銃にににに脅脅脅脅されてされてされてされて、、、、ここまでここまでここまでここまで連連連連れてこられたれてこられたれてこられたれてこられた。。。。礼拝堂礼拝堂礼拝堂礼拝堂にににに連連連連れれれれ

出出出出されたされたされたされた時時時時、、、、てっきりひとてっきりひとてっきりひとてっきりひと気気気気のないところでのないところでのないところでのないところで殺殺殺殺すつもりかとすつもりかとすつもりかとすつもりかと思思思思っていたっていたっていたっていた。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの秘密秘密秘密秘密のののの地下階段地下階段地下階段地下階段をををを見見見見せられたせられたせられたせられた今今今今となってはとなってはとなってはとなっては、、、、自分自分自分自分たちをたちをたちをたちを殺殺殺殺すつもりはないかもしれなすつもりはないかもしれなすつもりはないかもしれなすつもりはないかもしれな

いともいともいともいとも思思思思いいいい始始始始めているめているめているめている。。。。このこのこのこの秘密秘密秘密秘密のののの地下階段地下階段地下階段地下階段のののの存在存在存在存在をををを知知知知ることがることがることがることが、、、、ベアトベアトベアトベアトがががが魔女魔女魔女魔女であるであるであるである所以所以所以所以なのだなのだなのだなのだ。。。。それをわそれをわそれをわそれをわざわざざわざざわざざわざ見見見見せたせたせたせた以上以上以上以上、、、、殺殺殺殺すすすす以外以外以外以外のののの目的目的目的目的があるとがあるとがあるとがあると考考考考えてえてえてえて、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく間間間間

違違違違いないいないいないいない。。。。蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼はごくりとはごくりとはごくりとはごくりと唾唾唾唾をををを飲飲飲飲みみみみ込込込込んでからんでからんでからんでから、、、、ゆっくりとゆっくりとゆっくりとゆっくりと地下階段地下階段地下階段地下階段をををを下下下下りりりり始始始始めるめるめるめる。。。。    

    

地下貴賓室に積まれた莫大な黄金。もちろん蔵臼たちの心を大きく揺さぶるが、それだけでは恐ろしい事件の片棒など担がない。爆弾の仕掛けを説明することになる。幸い

にも、蔵臼は金蔵の狂気についてよく理解している。島を丸ごと吹き飛ばすような仕掛けを戯れに設けていたとしても、笑い捨てることが出来ない。ここで、ベアトが爆弾

の取り扱いを理解している事、そして、その威力について、彼らに理解させなくてはならない。ベアトの説明だけでは説得力が足りないかもしれない。ならば、源次も同席

させよう。源次の口からも同じ話が出るならば、信憑性はぐっと上がる。 

    

「「「「そのそのそのその通通通通りだりだりだりだ。。。。爆発爆発爆発爆発からからからから逃逃逃逃れるれるれるれる方法方法方法方法はははは二二二二つしかないつしかないつしかないつしかない。。。。一一一一つはつはつはつは、、、、妾妾妾妾しかしかしかしか知知知知らないらないらないらない方法方法方法方法によってによってによってによって、、、、時限装置時限装置時限装置時限装置をををを解除解除解除解除することすることすることすること。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、このこのこのこの格子格子格子格子のののの向向向向こうのこうのこうのこうの地下通路地下通路地下通路地下通路よりよりよりより島島島島のののの

反対側反対側反対側反対側へへへへ行行行行きききき、、、、爆発爆発爆発爆発をををを逃逃逃逃れることのみだれることのみだれることのみだれることのみだ。。。。……………………見見見見てのてのてのての通通通通りりりり、、、、このこのこのこの格子格子格子格子のののの施錠施錠施錠施錠もももも我我我我がががが手中手中手中手中にあるにあるにあるにある。。。。いずれのいずれのいずれのいずれの方法方法方法方法でででで生生生生きききき残残残残るにせよるにせよるにせよるにせよ、、、、妾妾妾妾をををを拒拒拒拒むことなどむことなどむことなどむことなど出来出来出来出来んのだんのだんのだんのだ。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

    

「「「「わかっているともわかっているともわかっているともわかっているとも。。。。私私私私たちもたちもたちもたちも自分自分自分自分のののの命命命命はははは惜惜惜惜ししししいいいい。。。。……………………しかししかししかししかし同時同時同時同時にににに、、、、君君君君もももも私私私私たちにたちにたちにたちに何何何何らかのらかのらかのらかの協力協力協力協力をををを得得得得なければならないらしいなければならないらしいなければならないらしいなければならないらしい。。。。時限爆弾時限爆弾時限爆弾時限爆弾とととと黄金黄金黄金黄金というというというという、、、、最高最高最高最高のののの切切切切りりりり札札札札をををを２２２２

枚枚枚枚もももも持持持持つつつつ君君君君がががが、、、、私私私私たちにたちにたちにたちに首首首首をををを縦縦縦縦にににに振振振振らさなければならないらさなければならないらさなければならないらさなければならない都合都合都合都合があるらしいがあるらしいがあるらしいがあるらしい。」。」。」。」((((蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼))))    

「「「「ふふふふふふふふふふふふふふふふ、、、、くっくっくっくくっくっくっくくっくっくっくくっくっくっく…………！！！！良良良良いともいともいともいとも、、、、蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼よよよよ。。。。そなたがそなたがそなたがそなたが望望望望むのならそうしようではないかむのならそうしようではないかむのならそうしようではないかむのならそうしようではないか。。。。……………………これはこれはこれはこれは脅迫脅迫脅迫脅迫ではないではないではないではない。。。。取引取引取引取引だだだだ。。。。妾妾妾妾はそなたたちのはそなたたちのはそなたたちのはそなたたちの協力協力協力協力をををを得得得得たいたいたいたい。」。」。」。」((((ベベベベ

アトアトアトアト))))    

「「「「先先先先にににに見返見返見返見返りをりをりをりを聞聞聞聞こうではないかねこうではないかねこうではないかねこうではないかね。」。」。」。」((((蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼))))    

「「「「このこのこのこの黄金黄金黄金黄金のののの山山山山のののの全全全全てとてとてとてと、、、、家族家族家族家族のののの命命命命をををを保証保証保証保証しようしようしようしよう。。。。ただしただしただしただし、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの一切一切一切一切はははは諦諦諦諦めてもらうがなめてもらうがなめてもらうがなめてもらうがな。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「……………………それそれそれそれ以外以外以外以外のののの一切一切一切一切、、、、というというというという意味意味意味意味をををを、、、、もうもうもうもう少少少少しししし詳詳詳詳しくうかがいたいねしくうかがいたいねしくうかがいたいねしくうかがいたいね。」。」。」。」((((蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼))))    

「「「「そのままのそのままのそのままのそのままの意味意味意味意味だだだだ。。。。何何何何しろしろしろしろ、、、、このこのこのこの島島島島のののの全全全全てはてはてはては吹吹吹吹きききき飛飛飛飛ぶのだからなぶのだからなぶのだからなぶのだからな…………！！」！！」！！」！！」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

    

蔵臼も夏妃も、とんでもない話に仰天する。しばらくは冷静を失うだろうが、いずれにせよ、断る余地のない話。夏妃をなだめ、蔵臼は再び冷静を取り戻す……。蔵臼は、

島が吹き飛ぶなら、黄金を運び出す時間がないと言い返す。ベアトは銀行の地下金庫のカードを差し出す。それはベアトがこれまでに換金してきたもの。銀行本店の地下金

庫には、アタッシュケースに詰めた現金１０億円が眠っている。そのカードを差し出すことで、蔵臼に１０億円を保障する。その金庫に、本当に１０億円があるか、蔵臼に

は信じがたい。しかし、カネでは家族の命は買えない。再び、夏妃と論争を繰り広げた後、がっくりと憔悴。蔵臼は自分の家族と絶対の安全と引き換えに、渋々 と協力を申

し出る。もちろん、打算もある。島が吹き飛ぶのは事故として扱われるだろう。それによって、親族たちがいなくなれば、自分への追及も全てうやむやに出来る。金蔵の死

も当然、うやむやに出来、自分たちが抱えているトラブルのほぼ全ては、なかったことに出来るのだ。仮に金庫に１０億円がなかったとしても、金蔵にかけられた生命保険

には莫大な金額が掛けられている。……夏妃は渋っているが、……蔵臼にとって、これは悪い話ではないのだ。そういう後ろめたい部分を隠し、蔵臼は、他に朱志香を守る

方法はないと諭す。 

 

「「「「……………………それでそれでそれでそれで、、、、私私私私たちにたちにたちにたちに何何何何をしろとをしろとをしろとをしろと言言言言うのですかうのですかうのですかうのですか。」。」。」。」((((夏妃夏妃夏妃夏妃))))    

「「「「協力協力協力協力するとするとするとすると言言言言ったがったがったがったが、、、、……………………おかしなおかしなおかしなおかしな犯罪犯罪犯罪犯罪のののの片棒片棒片棒片棒はははは担担担担げんよげんよげんよげんよ。」。」。」。」((((蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼))))    

蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼たちはたちはたちはたちは疲疲疲疲れれれれ切切切切ったったったった様子様子様子様子でそうでそうでそうでそう言言言言ったったったった。。。。    

「「「「妾妾妾妾はははは、、、、とあるとあるとあるとある人物人物人物人物をををを持持持持てててて成成成成すすすす為為為為にににに、、、、あるあるあるある芝居芝居芝居芝居をををを上演上演上演上演したいしたいしたいしたい。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「……………………あるあるあるある芝居芝居芝居芝居……………………？」？」？」？」((((蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼))))    

「「「「そやつとそやつとそやつとそやつと妾妾妾妾はははは推理小説推理小説推理小説推理小説をををを嗜嗜嗜嗜みみみみ、、、、互互互互いにいにいにいに議論議論議論議論をををを交交交交わしたわしたわしたわした仲仲仲仲よよよよ。。。。故故故故にににに、、、、そのそのそのその６６６６年年年年ぶりのぶりのぶりのぶりの帰帰帰帰りをりをりをりを祝祝祝祝ってってってって、、、、極上極上極上極上ののののミステリーミステリーミステリーミステリーでででで歓迎歓迎歓迎歓迎してやりたいのだしてやりたいのだしてやりたいのだしてやりたいのだ。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

ベアトベアトベアトベアトはこのはこのはこのはこの台風台風台風台風でででで閉閉閉閉ざされたざされたざされたざされた島島島島でででで、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの狂言狂言狂言狂言をしたいらしいをしたいらしいをしたいらしいをしたいらしい。。。。そのそのそのその辻褄合辻褄合辻褄合辻褄合わせとしてわせとしてわせとしてわせとして、、、、彼女彼女彼女彼女のののの用意用意用意用意したしたしたしたシナリオシナリオシナリオシナリオにににに従従従従うのがうのがうのがうのが役目役目役目役目とととと言言言言うううう。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、彼女彼女彼女彼女のののの芝居芝居芝居芝居のののの登場人登場人登場人登場人

物物物物になれということだになれということだになれということだになれということだ……………………。。。。シナリオシナリオシナリオシナリオにににに従従従従いいいい、、、、行動行動行動行動しししし、、、、喋喋喋喋るだけるだけるだけるだけ。。。。それそれそれそれ以上以上以上以上のことはのことはのことはのことは強要強要強要強要しないようだったしないようだったしないようだったしないようだった。。。。ただしただしただしただし、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のことはのことはのことはのことは禁止禁止禁止禁止。。。。彼女彼女彼女彼女のののの物語物語物語物語をををを邪魔邪魔邪魔邪魔するようなするようなするようなするような

ことがあったことがあったことがあったことがあった場合場合場合場合はははは、、、、蔵臼一家蔵臼一家蔵臼一家蔵臼一家のののの無事無事無事無事をををを保障保障保障保障しないしないしないしない。。。。大爆発大爆発大爆発大爆発からからからから逃逃逃逃れるにはれるにはれるにはれるには、、、、屋敷屋敷屋敷屋敷のののの敷地敷地敷地敷地からからからから遠遠遠遠くくくく離離離離れるしかないれるしかないれるしかないれるしかない。。。。そのそのそのその唯一唯一唯一唯一のののの方法方法方法方法はははは、、、、地下貴賓室地下貴賓室地下貴賓室地下貴賓室からのからのからのからの地下道地下道地下道地下道でででで島島島島のののの反対反対反対反対

側側側側にににに逃逃逃逃れることのみれることのみれることのみれることのみ。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその地下道地下道地下道地下道はははは鉄格子鉄格子鉄格子鉄格子でででで封鎖封鎖封鎖封鎖されされされされ、、、、施錠施錠施錠施錠されているされているされているされている。。。。そのそのそのその鍵鍵鍵鍵をををを持持持持つのはつのはつのはつのは、、、、ベアトベアトベアトベアトのみのみのみのみ。。。。ベアトベアトベアトベアトはそのはそのはそのはその鍵鍵鍵鍵をををを、、、、全全全全てがてがてがてが終終終終わったわったわったわった後後後後、、、、蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼にににに渡渡渡渡すとすとすとすと約約約約

束束束束するするするする。。。。何何何何からからからから何何何何までがまでがまでがまでが胡散臭胡散臭胡散臭胡散臭くくくく、、、、物騒物騒物騒物騒なななな話話話話……………………。。。。……………………いやいやいやいや、、、、ひょっとするとひょっとするとひょっとするとひょっとすると、、、、これすらもこれすらもこれすらもこれすらも狂言狂言狂言狂言のののの一部一部一部一部なのかもしれないなのかもしれないなのかもしれないなのかもしれない。。。。彼女彼女彼女彼女はははは、、、、黄金黄金黄金黄金のののの全全全全てをてをてをてを譲譲譲譲るるるる代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、最期最期最期最期のののの芝居芝居芝居芝居、、、、

あるいはあるいはあるいはあるいは余興余興余興余興にににに力力力力をををを貸貸貸貸してしてしてして欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと言言言言っているだけなのだっているだけなのだっているだけなのだっているだけなのだ。。。。    

    

彼女彼女彼女彼女がががが肖像画肖像画肖像画肖像画のののの魔女魔女魔女魔女ののののドレスドレスドレスドレスをををを着着着着てててて酔狂酔狂酔狂酔狂にににに笑笑笑笑うのもまたうのもまたうのもまたうのもまた、、、、……………………碑文碑文碑文碑文のののの謎謎謎謎をををを解解解解いたいたいたいた者者者者にのみにのみにのみにのみ許許許許されるされるされるされる愉悦愉悦愉悦愉悦なのかもしれないなのかもしれないなのかもしれないなのかもしれない。。。。    

※つまり“彼女”は“肖像画の魔女”ではないのです。 
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蔵臼蔵臼蔵臼蔵臼はははは重重重重ねてねてねてねて家族家族家族家族のののの無事無事無事無事をををを保証保証保証保証させさせさせさせ、、、、それがそれがそれがそれが破破破破られたられたられたられた時時時時にはにはにはには一切一切一切一切のののの協力協力協力協力をしないとをしないとをしないとをしないと強強強強くくくく迫迫迫迫るるるる。。。。それにそれにそれにそれに対対対対ししししベアトベアトベアトベアトもまたもまたもまたもまた。。。。自分自分自分自分のののの与与与与えたえたえたえたシナリオシナリオシナリオシナリオ通通通通りにりにりにりに動動動動かなければかなければかなければかなければ、、、、誰一人誰一人誰一人誰一人

生生生生かしてはかしてはかしてはかしては帰帰帰帰さないとさないとさないとさないと、、、、狂気狂気狂気狂気のののの笑笑笑笑いといといといと共共共共にににに睨睨睨睨みつけるのだったみつけるのだったみつけるのだったみつけるのだった……………………。。。。    

    

以上をもって、蔵臼夫婦の共犯化完了。使用人全員と南條もすでに共犯化済み。ゲーム盤の準備はこれにて完了。いよいよ物語は動き出す。 

 

「「「「おおおお館様館様館様館様。。。。……………………源次源次源次源次でございますでございますでございますでございます。。。。親族親族親族親族のののの皆様皆様皆様皆様をおをおをおをお連連連連れれれれ致致致致しましたしましたしましたしました。」。」。」。」((((源次源次源次源次))))    

源次源次源次源次ははははノックノックノックノックのののの後後後後、、、、扉扉扉扉のののの向向向向こうにそうこうにそうこうにそうこうにそう告告告告げるげるげるげる。。。。    

 

……茶番だ。その扉の向こうには、主を失って久しい、無人の書斎があるだけだ。 

 

源次源次源次源次のののの先導先導先導先導でででで、、、、絵羽絵羽絵羽絵羽たちたちたちたち親族親族親族親族がががが、、、、甘甘甘甘いいいい毒毒毒毒のののの香香香香りでりでりでりで充満充満充満充満したしたしたした書斎書斎書斎書斎にににに飲飲飲飲みみみみ込込込込まれていくまれていくまれていくまれていく。。。。    

    

書斎書斎書斎書斎にににに招招招招きききき入入入入れられたれられたれられたれられた絵羽絵羽絵羽絵羽、、、、秀吉秀吉秀吉秀吉、、、、留弗夫留弗夫留弗夫留弗夫、、、、霧江霧江霧江霧江、、、、楼座楼座楼座楼座のののの５５５５人人人人はははは、、、、まるでまるでまるでまるで式典式典式典式典にににに呼呼呼呼ばれたばれたばれたばれた子供子供子供子供かのようにかのようにかのようにかのように、、、、直立不動直立不動直立不動直立不動のののの姿勢姿勢姿勢姿勢でででで立立立立ちちちち尽尽尽尽くしていたくしていたくしていたくしていた。。。。    

「「「「……………………おおおお館様館様館様館様。。。。親族親族親族親族のののの皆様皆様皆様皆様、、、、５５５５名名名名をおをおをおをお連連連連れれれれ致致致致しましたしましたしましたしました。」。」。」。」((((源次源次源次源次))))    

「「「「うむうむうむうむ。。。。ごごごご苦労苦労苦労苦労であったなであったなであったなであったな、、、、源次源次源次源次。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

女女女女のののの声声声声にににに、、、、一同一同一同一同はははは驚驚驚驚くくくく。。。。雷鳴雷鳴雷鳴雷鳴がががが一瞬一瞬一瞬一瞬だけだけだけだけ彼女彼女彼女彼女のののの姿姿姿姿をををを照照照照らしらしらしらし出出出出したがしたがしたがしたが、、、、それはそれはそれはそれは彼彼彼彼らにはらにはらにはらには、、、、まさにまさにまさにまさに大広間大広間大広間大広間にににに掲掲掲掲げられているげられているげられているげられている肖像画肖像画肖像画肖像画そのものにそのものにそのものにそのものに見見見見えたえたえたえた。。。。    

「「「「皆様皆様皆様皆様。。。。栄光栄光栄光栄光あるあるあるある右代宮家右代宮家右代宮家右代宮家のののの当主当主当主当主、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェさまのおさまのおさまのおさまのお成成成成りでございますりでございますりでございますりでございます。」。」。」。」((((源次源次源次源次))))    

絵羽絵羽絵羽絵羽たちはそのたちはそのたちはそのたちはその魔女魔女魔女魔女のののの姿姿姿姿にににに呆然呆然呆然呆然としとしとしとし、、、、開開開開いたいたいたいた口口口口をををを閉閉閉閉じることさえもじることさえもじることさえもじることさえも忘忘忘忘れてしまったようだったれてしまったようだったれてしまったようだったれてしまったようだった。。。。最初最初最初最初にににに我我我我にににに返返返返ったのはったのはったのはったのは絵羽絵羽絵羽絵羽だっただっただっただった。。。。    

「「「「………………………………ここここ、、、、………………………………これはこれはこれはこれは何何何何のののの冗談冗談冗談冗談なのなのなのなの？？？？源次源次源次源次さんさんさんさんッッッッ、、、、これはどういうことこれはどういうことこれはどういうことこれはどういうこと？！」？！」？！」？！」((((絵羽絵羽絵羽絵羽))))    

「「「「ここここ、、、、……………………こらこらこらこら驚驚驚驚いたわいたわいたわいたわ……………………。。。。まさにまさにまさにまさに肖像画肖像画肖像画肖像画のののの魔女魔女魔女魔女にににに瓜二瓜二瓜二瓜二つやでつやでつやでつやで……………………。。。。そのそのそのそのドレスドレスドレスドレス、、、、特注特注特注特注したんかいなしたんかいなしたんかいなしたんかいな……………………。」。」。」。」((((秀吉秀吉秀吉秀吉))))    

「「「「全全全全てをてをてをてを我我我我がががが最愛最愛最愛最愛のののの魔女魔女魔女魔女にににに返返返返すすすす日日日日がやっがやっがやっがやってててて来来来来たたたた、、、、ということだということだということだということだ。。。。今夜今夜今夜今夜。。。。私私私私はははは右代宮家右代宮家右代宮家右代宮家のののの全全全全てのてのてのての財産財産財産財産とととと、、、、右代宮家当主右代宮家当主右代宮家当主右代宮家当主のののの指輪指輪指輪指輪をををを彼女彼女彼女彼女にににに譲譲譲譲りりりり渡渡渡渡したのだしたのだしたのだしたのだ。」。」。」。」((((金蔵金蔵金蔵金蔵))))    

金蔵金蔵金蔵金蔵はははは高高高高らかにらかにらかにらかに上機嫌上機嫌上機嫌上機嫌にににに、、、、そうそうそうそう宣言宣言宣言宣言したしたしたした。。。。    

    

もちろん、金蔵が姿を現せるわけもない。金蔵がこの世にすでに存在しないことを知る者にとっては、これは茶番以下の幻想に過ぎない。幻想とは即ち、結果に対する過程

の修飾。ある結果に至る過程を創作するに過ぎない。結果的に、この書斎で５人は死ぬ。無残な最期と、これまでになかった演出と共に。 

    

ベアトベアトベアトベアトががががソファーソファーソファーソファーのののの陰陰陰陰にににに腰腰腰腰をををを屈屈屈屈めるめるめるめる。。。。そしてそしてそしてそして再再再再びびびび立立立立ちちちち上上上上がったがったがったがった時時時時、、、、そのそのそのその両手両手両手両手にはにはにはには金蔵金蔵金蔵金蔵ののののコレクションコレクションコレクションコレクションのののの、、、、ソードオフライフルソードオフライフルソードオフライフルソードオフライフルがががが握握握握られていたられていたられていたられていた。。。。ドレスドレスドレスドレス姿姿姿姿ととととアンティークアンティークアンティークアンティークなななな銃銃銃銃

のののの組組組組みみみみ合合合合わせにわせにわせにわせに、、、、絵羽絵羽絵羽絵羽たちはまるでたちはまるでたちはまるでたちはまるで、、、、貴婦人貴婦人貴婦人貴婦人がががが扇子扇子扇子扇子かかかか何何何何かをかをかをかを手手手手にしたくらいにしかにしたくらいにしかにしたくらいにしかにしたくらいにしか思思思思わなかったわなかったわなかったわなかった。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも、、、、そのそのそのその銃口銃口銃口銃口がががが鉛鉛鉛鉛のののの散弾散弾散弾散弾をををを吐吐吐吐きききき出出出出すまではすまではすまではすまでは。。。。    

※ライフルでは散弾も発射できるようです。この場面で散弾を使った理由は２つ考えられます。１つ目は、狭い室内であるため、短時間で５人を無力化するには着弾範囲の

広い散弾が有効であると考えた。２つ目は貫通力のある通常弾では、人体を貫通し、室内に弾痕が残ってしまうため、貫通力の弱い散弾を使った。壁を爆破すれば、弾痕は

なくなってしまうため、どちらか言うと前者の方がもっともらしいでしょう。 

    

まず右代宮金蔵の書斎にて、絵羽、秀吉、留弗夫、霧江、楼座を射殺する。金蔵の部屋の扉は厚く、銃声は容易くは漏れない。蔵臼と夏妃は熊沢の誘導で、すでに書斎前を

離れている。銃声を聞かれることはない。遺体の加工のための道具はすでに書斎に準備済み。フラウロスは巨大な豹の姿に変わり、まず金蔵を一呑みにする。丸呑みにされ

たため、遺体がない、という設定。金蔵のローブの切れ端くらいを室内に残しても良いかもしれない。それに驚愕して、絵羽たちは部屋から逃げ出そうとするが、魔法で封

印されていて、逃げられない。 

 

親族親族親族親族たちはたちはたちはたちは第一第一第一第一のののの晩晩晩晩がががが終終終終わることがないわることがないわることがないわることがない限限限限りりりり、、、、二度二度二度二度とととと開開開開かれることのないかれることのないかれることのないかれることのない扉扉扉扉をををを背背背背にににに、、、、あるあるあるある者者者者はそれをはそれをはそれをはそれを叩叩叩叩きききき、、、、あるものはあるものはあるものはあるものは背負背負背負背負ってってってってフラウロスフラウロスフラウロスフラウロスをををを凝視凝視凝視凝視しているしているしているしている。。。。    

    

少女少女少女少女のののの人人人人をををを食食食食ったようなったようなったようなったような口調口調口調口調とはとはとはとは裏腹裏腹裏腹裏腹にににに、、、、そのそのそのその爪爪爪爪はあまりにはあまりにはあまりにはあまりに鋭鋭鋭鋭かったかったかったかった。。。。    

    

留弗夫留弗夫留弗夫留弗夫がくりとがくりとがくりとがくりと膝膝膝膝をををを付付付付くくくく。。。。そしてそしてそしてそして、、、、どさりびちゃりとどさりびちゃりとどさりびちゃりとどさりびちゃりと、、、、そのそのそのその切切切切りりりり裂裂裂裂かれたかれたかれたかれた腹腹腹腹からからからから内臓内臓内臓内臓をををを床床床床にぶちまけたにぶちまけたにぶちまけたにぶちまけた。。。。    

    

鮮血鮮血鮮血鮮血のののの一文字一文字一文字一文字がががが、、、、何度何度何度何度もももも壁壁壁壁にににに描描描描かれたかれたかれたかれた……………………。。。。    

※扉の前にいるのに、壁に血が飛ぶのは不自然ですし、留弗夫の死に様からも壁に血が飛ぶとは思えません。これは実際の描写で、壁際に立っているところを立て続けに射

殺されたのだと考えられます。 

 

以上のシナリオに従い、遺体を破壊する。銃創の跡が見つからないように、その部位は丹念に破壊しておく。フラウロスに、腹を引き裂かれ、腸を引きずり出され、食い千

切られ。それを丹念に再現しておく。 

 

「「「「………………………………酷酷酷酷いいいい光景光景光景光景ですなですなですなですな。」。」。」。」((((ロノウェロノウェロノウェロノウェ))))    

「「「「確確確確かにっかにっかにっかにっ。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、死体死体死体死体がががが千切千切千切千切れれれれ飛飛飛飛びびびび、、、、内臓内臓内臓内臓がががが散散散散らばるらばるらばるらばる、、、、血塗血塗血塗血塗れのれのれのれの第一第一第一第一のののの晩晩晩晩はははは実実実実にににに見事見事見事見事だだだだ！！！！エヴァエヴァエヴァエヴァのののの再来再来再来再来をををを思思思思わせるわせるわせるわせる残忍残忍残忍残忍さであるぞさであるぞさであるぞさであるぞ！」！」！」！」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

※フラウロスは爪で腹を引き裂いたはずで“死体死体死体死体がががが千千千千切切切切れれれれ飛飛飛飛びびびび”という状況は不自然です。散弾で射殺した際に、散弾が手足にも当たってしまったため、その銃創を誤魔化

す目的で“死体死体死体死体がががが千切千切千切千切れれれれ飛飛飛飛びびびび”という状態を考えたのかもしれません。 

 

フラウロスフラウロスフラウロスフラウロスはははは全身全身全身全身をををを歓喜歓喜歓喜歓喜にににに震震震震わせがらわせがらわせがらわせがら、、、、再再再再びびびび四足四足四足四足をををを付付付付いてういてういてういてうーーーーんとんとんとんと伸伸伸伸びをするびをするびをするびをする。。。。そのそのそのその体体体体がががが次第次第次第次第にににに真真真真っっっっ赤赤赤赤にににに光光光光りりりり、、、、灼熱灼熱灼熱灼熱をををを帯帯帯帯びるびるびるびる。。。。    

「「「「あちしはあちしはあちしはあちしは７２７２７２７２柱柱柱柱のののの序列第序列第序列第序列第６４６４６４６４位位位位、、、、灼熱灼熱灼熱灼熱ののののフラウロスフラウロスフラウロスフラウロス！！！！！！！！全全全全てをてをてをてを喰喰喰喰らいらいらいらい尽尽尽尽くすぜくすぜくすぜくすぜ、、、、燃燃燃燃やしやしやしやし尽尽尽尽くすぜくすぜくすぜくすぜ、、、、ぶっぶっぶっぶっ飛飛飛飛ばすぜぃばすぜぃばすぜぃばすぜぃ！！！！！！！！ああああーーーー、、、、次次次次のののの出番出番出番出番がががが待待待待ちきれねぇいちきれねぇいちきれねぇいちきれねぇい！！」！！」！！」！！」((((フラウロフラウロフラウロフラウロ

スススス))))    

彼女彼女彼女彼女のののの放放放放つつつつ赤赤赤赤いいいい光光光光がががが、、、、白色白色白色白色にににに至至至至りりりり、、、、ついにはついにはついにはついには大爆発大爆発大爆発大爆発をををを起起起起こすこすこすこす。。。。部屋部屋部屋部屋がががが破片破片破片破片とととと爆風爆風爆風爆風とととと煙煙煙煙とととと埃埃埃埃でででで真真真真っっっっ白白白白になるになるになるになる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、暴雨暴雨暴雨暴雨とととと熱熱熱熱いいいい雨雨雨雨がざぁっとがざぁっとがざぁっとがざぁっと書斎内書斎内書斎内書斎内にににに吹吹吹吹きききき込込込込んできたんできたんできたんできた。。。。フラフラフラフラ

ウロスウロスウロスウロスのののの爆発爆発爆発爆発がががが、、、、書斎書斎書斎書斎のののの壁壁壁壁をををを砕砕砕砕きききき、、、、大大大大きなきなきなきな穴穴穴穴をををを開開開開けたのだけたのだけたのだけたのだ。。。。    

「「「「やれやれやれやれやれやれやれやれ。。。。あまりあまりあまりあまり派手派手派手派手にしてくれるなにしてくれるなにしてくれるなにしてくれるな。。。。このこのこのこの部屋部屋部屋部屋にそのつもりはないがにそのつもりはないがにそのつもりはないがにそのつもりはないが、、、、以降以降以降以降はははは密室殺人密室殺人密室殺人密室殺人のののの趣向趣向趣向趣向でででで行行行行くのでなくのでなくのでなくのでな。。。。そうそうそうそう自由気自由気自由気自由気ままにままにままにままに壁壁壁壁をぶちをぶちをぶちをぶち抜抜抜抜かれてはたまらんぞかれてはたまらんぞかれてはたまらんぞかれてはたまらんぞ。」。」。」。」((((ベアベアベアベア

トトトト))))    

「「「「にゃっひひひひひにゃっひひひひひにゃっひひひひひにゃっひひひひひ！！！！それはそれはそれはそれは悪悪悪悪いことをしたぜぃいことをしたぜぃいことをしたぜぃいことをしたぜぃ！！！！あちあちあちあちしはしはしはしは殺殺殺殺すのとすのとすのとすのと同同同同じくらいじくらいじくらいじくらい、、、、壊壊壊壊すのもすのもすのもすのも大好大好大好大好きなもんでぃきなもんでぃきなもんでぃきなもんでぃ！！！！焼焼焼焼きききき払払払払うのはもっとうのはもっとうのはもっとうのはもっと大好大好大好大好きだぜぃきだぜぃきだぜぃきだぜぃ！！」！！」！！」！！」((((フラウロスフラウロスフラウロスフラウロス))))    

そうそうそうそう叫叫叫叫ぶとぶとぶとぶと、、、、フラウロスフラウロスフラウロスフラウロスはははは豹豹豹豹のののの姿姿姿姿にににに変変変変わりわりわりわり、、、、炎炎炎炎のののの足跡足跡足跡足跡をををを残残残残しながらしながらしながらしながら雷雨雷雨雷雨雷雨のののの大空大空大空大空へへへへ飛飛飛飛びびびび出出出出すすすす。。。。壁壁壁壁のののの大穴大穴大穴大穴よりよりよりより飛飛飛飛びびびび出出出出しししし、、、、中庭中庭中庭中庭にににに飛飛飛飛びびびび降降降降りりりり、、、、壁壁壁壁をををを蹴蹴蹴蹴ってってってって、、、、跳跳跳跳ねてねてねてねて跳跳跳跳ねてねてねてねて、、、、漆黒漆黒漆黒漆黒のののの大大大大

空空空空へへへへ消消消消えるえるえるえる。。。。久久久久しししし振振振振りのりのりのりの外界外界外界外界がががが、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく楽楽楽楽しくてしくてしくてしくて楽楽楽楽しくてしくてしくてしくて仕方仕方仕方仕方がないらしいがないらしいがないらしいがないらしい。。。。    

「「「「なるほどなるほどなるほどなるほど。。。。なかなかになかなかになかなかになかなかに退屈退屈退屈退屈をさせぬをさせぬをさせぬをさせぬヤツヤツヤツヤツだだだだ。。。。くっくっくっくくっくっくっくくっくっくっくくっくっくっく。。。。それにしてもそれにしてもそれにしてもそれにしても、、、、無残無残無残無残なものよなものよなものよなものよ。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

壁壁壁壁にはぽっかりとにはぽっかりとにはぽっかりとにはぽっかりと大穴大穴大穴大穴をををを開開開開けけけけ、、、、……………………そのそのそのその瓦礫瓦礫瓦礫瓦礫とととと埃埃埃埃、、、、そしてそしてそしてそして吹吹吹吹きききき込込込込むむむむ雷雨雷雨雷雨雷雨でめちゃくちゃになったでめちゃくちゃになったでめちゃくちゃになったでめちゃくちゃになった書斎書斎書斎書斎。。。。そしてそしてそしてそして、、、、……………………腹腹腹腹をををを引引引引きききき裂裂裂裂かれかれかれかれ、、、、腸腸腸腸をぶちまけたままをぶちまけたままをぶちまけたままをぶちまけたまま横横横横たわるたわるたわるたわる無残無残無残無残なななな犠犠犠犠

牲者牲者牲者牲者たちたちたちたち。。。。    
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「「「「たまにはたまにはたまにはたまには、、、、このようなこのようなこのようなこのような大胆大胆大胆大胆なななな第一第一第一第一のののの晩晩晩晩もももも乙乙乙乙なものよなものよなものよなものよ。。。。くっくくくくっくくくくっくくくくっくくく、、、、はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは…………！！」！！」！！」！！」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

※壁を爆破したのは、３つの理由が考えられます。１つ目は“散弾による弾痕”を消すため。２つ目は“壁に飛び散った血痕”を消すため(扉の前にいる親族を次々 に殺した

という設定ですから壁に血痕が残っていると不自然です)。３つ目は“死体に残る散弾による銃創”を爆破による被害に見せかけるため。 

    

それから、この場に蔵臼と夏妃もいて、この一部始終を目撃したものとする。なら、彼らの服に埃を浴びせて少し汚しておいたほうがいいだろう。書斎の惨状の中を、ごろ

りと一転がりでもしてくれれば、それっぽく汚れるに違いない。そして、６人殺しが成立したので、蔵臼たちは、運が良かったなとベアトに嘲笑われながら封印の解けた扉

から逃げ出す…、という感じ。その後、大慌ての蔵臼と夏妃は警察などへ電話をするが、なぜか不通。使用人たちを連れ、パニックになりながらゲストハウスへ駆け込んで

きた…、という筋書き。この際、紗音と嘉音を一緒に連れてはいけないので、うまくやらなければならない。 

 

これで現場に行くと、さっきはなかった不気味な魔法陣が描かれていた……、というのも面白い。魔法陣自体は数日前から用意しておけば良い。蔵臼たちに、さっきはなか

ったと虚偽発言をさせれば良いだけだ。 

 

紗音と熊沢の共犯を疑うのは難しいことではないはずだ。それを夏妃に看破させ、使用人に対する疑惑を向けさせるシナリオ。これは推理小説的なギミック。登場人物がし

てみせたもっともらしい推理は外れている可能性が高い。という王道を逆手に取る。夏妃が“正解”を口にすることで、彼らに、それ以外に真相があるに違いないと思わせ、

煙に巻く手法である。 

 

「「「「使用人使用人使用人使用人たちよたちよたちよたちよ。。。。さぁさぁさぁさぁ、、、、いよいよそなたらのいよいよそなたらのいよいよそなたらのいよいよそなたらの出番出番出番出番であるであるであるである。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

ベアトベアトベアトベアトはははは屋敷屋敷屋敷屋敷のののの大広間大広間大広間大広間にににに使用人使用人使用人使用人たちをたちをたちをたちを集集集集めめめめ、、、、そうそうそうそう宣言宣言宣言宣言したしたしたした。。。。    

源次源次源次源次、、、、紗音紗音紗音紗音、、、、嘉音嘉音嘉音嘉音のののの表情表情表情表情はははは落落落落ちちちち着着着着いているがいているがいているがいているが、、、、熊沢熊沢熊沢熊沢とととと郷田郷田郷田郷田のののの表情表情表情表情はそうでもないはそうでもないはそうでもないはそうでもない。。。。    

「「「「……………………本当本当本当本当にうまくいっているのでしょうかにうまくいっているのでしょうかにうまくいっているのでしょうかにうまくいっているのでしょうか。。。。不安不安不安不安ですねぇですねぇですねぇですねぇ……………………。」。」。」。」((((熊沢熊沢熊沢熊沢))))    

「「「「こういうことはこういうことはこういうことはこういうことは初初初初めてなめてなめてなめてな経験経験経験経験なものでなものでなものでなもので……………………。。。。楽楽楽楽しいやらしいやらしいやらしいやら緊張緊張緊張緊張するやらするやらするやらするやら、、、、……………………はははははははは、、、、はははははははは……………………。。。。」」」」((((郷田郷田郷田郷田))))    

郷田郷田郷田郷田がががが強張強張強張強張ったったったった表情表情表情表情でででで空笑空笑空笑空笑いするいするいするいする。。。。    

 

彼ら(郷田と熊沢)は知らない。絵羽たち５人が本当に死んだことさえ知らないのだ。全ては、黄金を発見したベアトの茶番。５人もまた買収に応じ、茶番で死んだふりをし

ていると信じているのだ。源次のような例外を除き、ほとんどの買収者たちは殺人事件に関わっていることを知らない方が扱い易い場合がある。ケースバイケース。 

    

「「「「をっほほほほをっほほほほをっほほほほをっほほほほ……………………。。。。色色色色々々々々なななな悪戯悪戯悪戯悪戯をしてきましたけれどをしてきましたけれどをしてきましたけれどをしてきましたけれど、、、、こんなこんなこんなこんな大大大大きなきなきなきな悪戯悪戯悪戯悪戯はははは初初初初めてですねぇめてですねぇめてですねぇめてですねぇ。」。」。」。」((((熊沢熊沢熊沢熊沢))))    

熊沢熊沢熊沢熊沢はははは夏妃夏妃夏妃夏妃のののの寝室寝室寝室寝室でほくそえんでいたでほくそえんでいたでほくそえんでいたでほくそえんでいた。。。。    

    

「「「「おやおやおやおや、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェさまさまさまさま。。。。使用人如使用人如使用人如使用人如きにきにきにきに、、、、奥様奥様奥様奥様ののののベッドベッドベッドベッドでででで横横横横になるなどになるなどになるなどになるなど、、、、勿体勿体勿体勿体のうございますのうございますのうございますのうございます。」。」。」。」((((熊沢熊沢熊沢熊沢))))    

「「「「嘘嘘嘘嘘をつけをつけをつけをつけ。。。。ベッドメイクベッドメイクベッドメイクベッドメイクのののの時時時時、、、、一度一度一度一度やややや二度二度二度二度、、、、飛飛飛飛びびびび込込込込んでみたくせにんでみたくせにんでみたくせにんでみたくせに。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「をっほほほほほをっほほほほほをっほほほほほをっほほほほほ。。。。それをそれをそれをそれを言言言言ったらったらったらったらベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェさまだってさまだってさまだってさまだって。」。」。」。」((((熊沢熊沢熊沢熊沢))))    

※“ベアトリーチェさま”は夏妃のベッドメイクをしていたようです。 

 

「「「「よいよいよいよい姿勢姿勢姿勢姿勢はははは見見見見つかったかつかったかつかったかつかったか？？？？ただただただただ横横横横になるだけでもになるだけでもになるだけでもになるだけでも、、、、長時間同長時間同長時間同長時間同じじじじ姿勢姿勢姿勢姿勢をををを維持維持維持維持するのはするのはするのはするのは疲疲疲疲れるぞれるぞれるぞれるぞ。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「えぇえぇえぇえぇ、、、、存存存存じておりますともじておりますともじておりますともじておりますとも。。。。でもこれもでもこれもでもこれもでもこれも一億円一億円一億円一億円のののの為為為為ですものねぇですものねぇですものねぇですものねぇ。。。。をっほほほほほをっほほほほほをっほほほほほをっほほほほほ。」。」。」。」((((熊沢熊沢熊沢熊沢))))    

    

使用人たちには、各々 、一億円を配ることになっている。……実際にはもう、発送済みだ。彼らの家宛てに、数日を経て到着するように、銀行のカードと鍵を送付してある。

彼らははそれを受け取ることが出来ないが、遺族は受け取ることが出来る。葬式代の足しにでもしてくれればいい……。 

※ベアトは誰かが碑文の謎を解き、生存者が出るという可能性を考慮していないのです。 

    

「「「「……………………ふふふふーーーーむむむむ。。。。……………………すまんがうつすまんがうつすまんがうつすまんがうつ伏伏伏伏せになってくれぬかせになってくれぬかせになってくれぬかせになってくれぬか。。。。仰向仰向仰向仰向けではどうもけではどうもけではどうもけではどうも格好格好格好格好がつかんがつかんがつかんがつかん。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「うつうつうつうつ伏伏伏伏せでごせでごせでごせでございますかざいますかざいますかざいますか？？？？出来出来出来出来はしますがはしますがはしますがはしますが、、、、それではそれではそれではそれでは少少少少々々々々息苦息苦息苦息苦しいかとしいかとしいかとしいかと……………………。」。」。」。」((((熊沢熊沢熊沢熊沢))))    

「「「「仰向仰向仰向仰向けではけではけではけでは、、、、如何如何如何如何にもにもにもにも寝寝寝寝ていますというていますというていますというていますという感感感感じでじでじでじで実実実実にににに白白白白々々々々 しいのだしいのだしいのだしいのだ。。。。ちょっとちょっとちょっとちょっと試試試試しにうつしにうつしにうつしにうつ伏伏伏伏せになってくれぬかせになってくれぬかせになってくれぬかせになってくれぬか。。。。試試試試しだしだしだしだ、、、、試試試試しししし。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「そうでございますかそうでございますかそうでございますかそうでございますか？？？？ではではではでは失礼失礼失礼失礼してしてしてして……………………。」。」。」。」((((熊沢熊沢熊沢熊沢))))    

「「「「長長長長くそのくそのくそのくその姿勢姿勢姿勢姿勢をををを保保保保つのはつのはつのはつのは苦苦苦苦しいかしいかしいかしいか？」？」？」？」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「しばらくならしばらくならしばらくならしばらくなら何何何何とかなりましょうがとかなりましょうがとかなりましょうがとかなりましょうが。。。。……………………ほほほほほほほほほほほほ、、、、検死検死検死検死はははは早早早早めにめにめにめに済済済済ましてほしいものですねぇましてほしいものですねぇましてほしいものですねぇましてほしいものですねぇ。」。」。」。」((((熊沢熊沢熊沢熊沢))))    

「「「「そうかそうかそうかそうかそうかそうかそうかそうか。。。。しばらくそのまましばらくそのまましばらくそのまましばらくそのまま。。。。ちょっとちょっとちょっとちょっと衣装衣装衣装衣装をいじらせてもらうぞをいじらせてもらうぞをいじらせてもらうぞをいじらせてもらうぞ。。。。あまりにあまりにあまりにあまりに綺麗綺麗綺麗綺麗にににに服服服服をををを着着着着こなされていてもこなされていてもこなされていてもこなされていても、、、、リアリズムリアリズムリアリズムリアリズムがないのでながないのでながないのでながないのでな。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

ベアトベアトベアトベアトはははは鞄鞄鞄鞄からからからから道具道具道具道具をををを取取取取りりりり出出出出すすすす。。。。それはそれはそれはそれは、、、、軽軽軽軽くくくく束束束束ねたねたねたねた延長延長延長延長コードコードコードコードだっただっただっただった。。。。    

「「「「ちょっとすまんちょっとすまんちょっとすまんちょっとすまん、、、、通通通通すぞすぞすぞすぞ。。。。そのままそのままそのままそのままそのままそのままそのままそのまま。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「はいはいはいはいはいはいはいはい。」。」。」。」((((熊沢熊沢熊沢熊沢))))    

熊沢熊沢熊沢熊沢のののの首首首首にににに、、、、そのそのそのその延長延長延長延長コードコードコードコードをぐるりとをぐるりとをぐるりとをぐるりと回回回回しししし、、、、後後後後ろでろでろでろで交差交差交差交差させるさせるさせるさせる。。。。それをそれをそれをそれを短短短短くくくく両手両手両手両手でででで持持持持ったったったった瞬間瞬間瞬間瞬間。。。。ベアトベアトベアトベアトはどっかりとうつはどっかりとうつはどっかりとうつはどっかりとうつ伏伏伏伏せのせのせのせの熊沢熊沢熊沢熊沢のののの上上上上にににに跨跨跨跨ったったったった。。。。突然突然突然突然のことにのことにのことにのことに、、、、一瞬熊一瞬熊一瞬熊一瞬熊

沢沢沢沢はははは窒息窒息窒息窒息してしてしてして咽咽咽咽そうそうそうそうになったになったになったになった。。。。しかししかししかししかし咽咽咽咽ぶこともぶこともぶこともぶことも、、、、声声声声をををを上上上上げることもげることもげることもげることも出来出来出来出来なかったなかったなかったなかった。。。。そのそのそのその首首首首にぐるりとにぐるりとにぐるりとにぐるりと巻巻巻巻かれたかれたかれたかれた延長延長延長延長コードコードコードコードがががが、、、、めりめりとめりめりとめりめりとめりめりと音音音音をををを立立立立てててててててて、、、、そのそのそのその首首首首をををを絞絞絞絞めめめめ付付付付けてけてけてけて

いたからだいたからだいたからだいたからだ。。。。熊沢熊沢熊沢熊沢はまるではまるではまるではまるでプールプールプールプールででででバタバタバタバタ足足足足でででで泳泳泳泳ぐかのようにぐかのようにぐかのようにぐかのように、、、、時折力強時折力強時折力強時折力強くくくく、、、、ばたりばたりばたりばたり、、、、ばたりとばたりとばたりとばたりと、、、、足足足足ををををベッドベッドベッドベッドにににに打打打打ちつけるちつけるちつけるちつける。。。。そのそのそのその上上上上にどっかりとにどっかりとにどっかりとにどっかりとベアトベアトベアトベアトがががが組組組組みかかりみかかりみかかりみかかり、、、、……………………たたたた

だただだただだただだただ静静静静かにかにかにかに、、、、昆虫昆虫昆虫昆虫やややや爬虫類爬虫類爬虫類爬虫類をををを思思思思わせるかのようにわせるかのようにわせるかのようにわせるかのように情情情情けけけけ容赦容赦容赦容赦なくなくなくなく、、、、そのそのそのその首首首首をををを締締締締めめめめ上上上上げているげているげているげている。。。。……………………そのそのそのその光景光景光景光景はまるではまるではまるではまるで、、、、……………………巨大巨大巨大巨大なななな黄金黄金黄金黄金のののの蜘蛛蜘蛛蜘蛛蜘蛛がががが、、、、……………………哀哀哀哀れなれなれなれな獲物獲物獲物獲物にににに噛噛噛噛りりりり付付付付いいいい

てててて、、、、……………………そのそのそのその毒液毒液毒液毒液をををを、、、、ずぶりずぶりずぶりずぶり、、、、ずぶりとずぶりとずぶりとずぶりと、、、、挿挿挿挿しししし入入入入れしているようにれしているようにれしているようにれしているようにもももも見見見見えるえるえるえる。。。。そうそうそうそう見見見見えたならえたならえたならえたなら、、、、天蓋天蓋天蓋天蓋ベッドベッドベッドベッドはもはやはもはやはもはやはもはや、、、、不気味不気味不気味不気味なななな毒蜘蛛毒蜘蛛毒蜘蛛毒蜘蛛のののの巣巣巣巣にもにもにもにも見見見見えたにえたにえたにえたに違違違違いないいないいないいない。。。。そのそのそのその巣巣巣巣はははは

時折時折時折時折、、、、熊沢熊沢熊沢熊沢のわずかなのわずかなのわずかなのわずかな抵抗抵抗抵抗抵抗にににに、、、、……………………ぶるりぶるりぶるりぶるり、、、、ぶるりとぶるりとぶるりとぶるりと、、、、震震震震えるのだったえるのだったえるのだったえるのだった。。。。やがてやがてやがてやがて、、、、……………………ゆっくりとゆっくりとゆっくりとゆっくりとベアトベアトベアトベアトがががが熊沢熊沢熊沢熊沢のののの背中背中背中背中よりよりよりより起起起起きききき上上上上がるがるがるがる。。。。もうもうもうもう、、、、熊沢熊沢熊沢熊沢はははは微動微動微動微動だにしないだにしないだにしないだにしない。。。。……………………

絶命絶命絶命絶命していたしていたしていたしていた。。。。    

    

ベアトベアトベアトベアトはははは絞殺道具絞殺道具絞殺道具絞殺道具をををを仕舞仕舞仕舞仕舞うとうとうとうと、、、、次次次次にににに傍傍傍傍らのらのらのらのライフルライフルライフルライフルをををを取取取取るるるる。。。。そしてそしてそしてそして熊沢熊沢熊沢熊沢のふくらはぎののふくらはぎののふくらはぎののふくらはぎの辺辺辺辺りにりにりにりに狙狙狙狙いをいをいをいを付付付付けけけけ、、、、引引引引きききき金金金金をををを引引引引いたいたいたいた。。。。銃声銃声銃声銃声はははは軽軽軽軽いいいい。。。。……………………ドラマドラマドラマドラマやややや映画映画映画映画でででで聞聞聞聞くようなくようなくようなくような、、、、

ドギューンドギューンドギューンドギューンなどというなどというなどというなどという音音音音ではないではないではないではない。。。。せいぜいせいぜいせいぜいせいぜい、、、、シャンパンシャンパンシャンパンシャンパンのののの栓栓栓栓をををを抜抜抜抜いたくらいのいたくらいのいたくらいのいたくらいの音音音音だっただっただっただった。。。。しかししかししかししかし、、、、血血血血のののの塊塊塊塊がががが飛飛飛飛びびびび、、、、そこにはぶくぶくとそこにはぶくぶくとそこにはぶくぶくとそこにはぶくぶくと血血血血のののの溢溢溢溢れれれれ出出出出すすすす痛痛痛痛々々々々 しいしいしいしい穴穴穴穴がががが穿穿穿穿たれたたれたたれたたれた。。。。

今度今度今度今度ははははピンセットピンセットピンセットピンセットをををを手手手手にににに取取取取りりりり、、、、……………………そこをそこをそこをそこを抉抉抉抉るるるる。。。。たったたったたったたった今今今今、、、、ふくらはぎをふくらはぎをふくらはぎをふくらはぎを撃撃撃撃ったったったった銃弾銃弾銃弾銃弾をををを穿穿穿穿りりりり出出出出しているのだしているのだしているのだしているのだ。。。。そしてそしてそしてそして、、、、鞄鞄鞄鞄のののの中中中中ののののビニールビニールビニールビニール袋袋袋袋のののの中中中中にぞんざいににぞんざいににぞんざいににぞんざいに放放放放りりりり込込込込むむむむ。。。。そのそのそのその

ビニールビニールビニールビニールのののの中中中中はすではすではすではすで血血血血にににに塗塗塗塗れたれたれたれた銃弾銃弾銃弾銃弾がががが、、、、いくつかいくつかいくつかいくつか収収収収められていためられていためられていためられていた……………………。。。。    

「「「「第四第四第四第四とととと第五第五第五第五のののの晩辺晩辺晩辺晩辺りはりはりはりは、、、、銃銃銃銃だけでだけでだけでだけでケリケリケリケリがつくのだがながつくのだがながつくのだがながつくのだがな。。。。……………………後後後後のののの晩晩晩晩になればなるほどになればなるほどになればなるほどになればなるほど、、、、面倒面倒面倒面倒になるになるになるになる。。。。なのでなのでなのでなので、、、、郷田郷田郷田郷田のようなのようなのようなのような大男大男大男大男はははは第四第四第四第四、、、、第五第五第五第五のののの晩晩晩晩でないとでないとでないとでないと殺殺殺殺すのにすのにすのにすのに苦労苦労苦労苦労しししし

てしまうのでなてしまうのでなてしまうのでなてしまうのでな。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

それからそれからそれからそれから杭杭杭杭をををを手手手手にににに取取取取りりりり、、、、………………………………まだまだまだまだ血血血血をををを溢溢溢溢れさせるそのふれさせるそのふれさせるそのふれさせるそのふくらはぎのくらはぎのくらはぎのくらはぎの穴穴穴穴にににに、、、、そのそのそのその先端先端先端先端をぐりりとをぐりりとをぐりりとをぐりりと捻捻捻捻じじじじ込込込込むむむむ。。。。体重体重体重体重をかけてをかけてをかけてをかけて、、、、じっくりとじっくりとじっくりとじっくりと奥奥奥奥までまでまでまで捻捻捻捻じじじじ込込込込むむむむ。。。。それをそっとそれをそっとそれをそっとそれをそっと離離離離すとすとすとすと、、、、

………………………………杭杭杭杭はははは綺麗綺麗綺麗綺麗にににに、、、、ふくらはぎにふくらはぎにふくらはぎにふくらはぎに突突突突きききき立立立立てられたてられたてられたてられた。。。。ちょっとちょっとちょっとちょっと不安定不安定不安定不安定だからだからだからだから発見時発見時発見時発見時にはにはにはには倒倒倒倒れてれてれてれて転転転転がっているかもしれないががっているかもしれないががっているかもしれないががっているかもしれないが、、、、生贄抉生贄抉生贄抉生贄抉りのりのりのりの杭杭杭杭のののの存在存在存在存在はははは充分充分充分充分ににににアピールアピールアピールアピールできるできるできるできる。。。。    
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客間以外は全て２階以上にあるため、最初に踏み込むことになるのが客間になるのはほぼ間違いない。客間では嘉音が死んでおり、そのポケットにマスターキーを持ってい

る。そして室内には魔女からの手紙があり、次の殺害現場の鍵が同梱されている。生存者たちは、こちらで指定したルート通りに死体を発見していくことになる。 

※これはEP3における六連鎖密室の解答です。 

 

警察に引き渡すため、現場を保存するという名目で、室内は極力いじらせない、立ち入らせない。夏妃が子供たちを引き止め、南條と蔵臼だけが死体に近付くという形を取

るようにすること。朱志香辺りが嘉音の死体に駆け寄ることが考えられるので、特に注意。 

 

そして一同は２階貴賓室へ向かう。次に夏妃の寝室へ。次に３階の控え室へ。その間に、嘉音は客間をこっそりと抜け出す。マスターキーはあるので、堂々 と扉から出て施

錠するだけでいい。嘉音はマスターキーを２本持っているので、うちの１本は客間内に残していっていい。碑文殺人終了後、全ての殺害現場が再検証される恐れはもちろん

ある。その際、嘉音の死体がないことに矛盾が生じないよう、犯人が嘉音を死体を持ち去るというアクションを与える必要がある。その嘉音の死体消失でもう一度ミステリ

ーを仕掛けることが可能。 

 

嘉音嘉音嘉音嘉音はははは礼拝堂礼拝堂礼拝堂礼拝堂にににに向向向向かいかいかいかい、、、、そこでそこでそこでそこで紗音紗音紗音紗音とととと落落落落ちちちち合合合合うううう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、紗音紗音紗音紗音ににににマスターキーマスターキーマスターキーマスターキーをををを渡渡渡渡すすすす。。。。    

「「「「……………………おおおお疲疲疲疲れれれれ様様様様。。。。首尾首尾首尾首尾はどうはどうはどうはどう？」？」？」？」((((紗音紗音紗音紗音))))    

「「「「ただただただただ寝寝寝寝てるだけさてるだけさてるだけさてるだけさ。。。。こんなのこんなのこんなのこんなの、、、、肥料肥料肥料肥料のののの袋袋袋袋をををを運運運運ぶぶぶぶ仕事仕事仕事仕事よりよりよりより簡単簡単簡単簡単ささささ。」。」。」。」((((嘉音嘉音嘉音嘉音))))    

「「「「ごごごご苦労苦労苦労苦労であったぞであったぞであったぞであったぞ、、、、嘉音嘉音嘉音嘉音。。。。これでそなたはおこれでそなたはおこれでそなたはおこれでそなたはお役御免役御免役御免役御免だだだだ。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「……………………ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェさまさまさまさま。。。。……………………じゃあねじゃあねじゃあねじゃあね、、、、姉姉姉姉さんさんさんさん。。。。またまたまたまた、、、、次次次次ののののゲームゲームゲームゲーム盤盤盤盤でででで。」。」。」。」((((嘉音嘉音嘉音嘉音))))    

「「「「うんうんうんうん。。。。またまたまたまた次次次次ののののゲームゲームゲームゲーム盤盤盤盤でででで。」。」。」。」((((紗音紗音紗音紗音))))    

ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェががががケーンケーンケーンケーンをををを振振振振るうとるうとるうとるうと、、、、嘉音嘉音嘉音嘉音のののの姿姿姿姿はははは煙管煙管煙管煙管のののの煙煙煙煙にににに溶溶溶溶けてけてけてけて消消消消ええええ去去去去るるるる。。。。    

    

「「「「さてさてさてさて。。。。連鎖密室連鎖密室連鎖密室連鎖密室ののののトリトリトリトリをををを飾飾飾飾るのはそなたであるぞるのはそなたであるぞるのはそなたであるぞるのはそなたであるぞ。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「はいはいはいはい。。。。心得心得心得心得ておりますておりますておりますております。」。」。」。」((((紗音紗音紗音紗音))))    

「「「「そなたにはそなたにはそなたにはそなたには、、、、第四第四第四第四のののの晩晩晩晩をををを与与与与えることにするえることにするえることにするえることにする。。。。これがこれがこれがこれが、、、、もっとももっとももっとももっとも慈悲深慈悲深慈悲深慈悲深いいいい晩晩晩晩だだだだ。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。」。」。」。」((((紗音紗音紗音紗音))))    

ベアトベアトベアトベアトとととと紗音紗音紗音紗音はははは礼拝堂礼拝堂礼拝堂礼拝堂にににに入入入入るるるる。。。。寒寒寒寒々々々々しくもしくもしくもしくも、、、、荘厳荘厳荘厳荘厳なななな礼拝堂礼拝堂礼拝堂礼拝堂はははは、、、、風雨風雨風雨風雨のののの音音音音だけにだけにだけにだけに包包包包まれているまれているまれているまれている。。。。    

「「「「……………………どこがよろしいでしょうどこがよろしいでしょうどこがよろしいでしょうどこがよろしいでしょう。」。」。」。」((((紗音紗音紗音紗音))))    

「「「「祭壇祭壇祭壇祭壇のののの裏手辺裏手辺裏手辺裏手辺りはどうかりはどうかりはどうかりはどうか。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「畏畏畏畏まりましたまりましたまりましたまりました。」。」。」。」((((紗音紗音紗音紗音))))    

ステンドグラスステンドグラスステンドグラスステンドグラスとととと、、、、それをそれをそれをそれを背負背負背負背負うううう祭壇祭壇祭壇祭壇にはにはにはには２０２０２０２０ｃｍｃｍｃｍｃｍほどのほどのほどのほどの隙間隙間隙間隙間があるようだったがあるようだったがあるようだったがあるようだった。。。。そのそのそのその隙間隙間隙間隙間はははは充分充分充分充分にににに深深深深いいいい。。。。紗音紗音紗音紗音はははは予予予予めめめめ用意用意用意用意してあったしてあったしてあったしてあった鉄鉄鉄鉄アレイアレイアレイアレイををををロープロープロープロープでででで縛縛縛縛るるるる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そそそそ

のののの隙間隙間隙間隙間にゆっくりとにゆっくりとにゆっくりとにゆっくりと吊吊吊吊るしたるしたるしたるした鉄鉄鉄鉄アレイアレイアレイアレイをををを下下下下してみたしてみたしてみたしてみた。。。。問題問題問題問題なくなくなくなく入入入入るるるる。。。。鉄鉄鉄鉄アレイアレイアレイアレイのののの重重重重さもさもさもさも理想的理想的理想的理想的だっただっただっただった。。。。    

「「「「どうだどうだどうだどうだ、、、、問題問題問題問題ないかないかないかないか。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「はいはいはいはい。。。。充分充分充分充分ですですですです。。。。問題問題問題問題ありませんありませんありませんありません。」。」。」。」((((紗音紗音紗音紗音))))    

「「「「ではではではでは先先先先にににに、、、、杭杭杭杭のののの化粧化粧化粧化粧からからからから始始始始めようめようめようめよう。。。。そなたのそなたのそなたのそなたの杭杭杭杭はははは、、、、血血血血でででで汚汚汚汚すことがすことがすことがすことが難難難難しいのでなしいのでなしいのでなしいのでな。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

鞄鞄鞄鞄のののの中中中中からからからから塗料塗料塗料塗料をををを取取取取りりりり出出出出すすすす。。。。映画映画映画映画などでなどでなどでなどで使使使使うううう、、、、本格的本格的本格的本格的なものだなものだなものだなものだ。。。。それでそれでそれでそれで杭杭杭杭のののの先先先先をををを汚汚汚汚しししし、、、、血化粧血化粧血化粧血化粧をををを施施施施すすすす。。。。    

「「「「こんなものかこんなものかこんなものかこんなものか。。。。そちらのそちらのそちらのそちらの準備準備準備準備はどうだはどうだはどうだはどうだ。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「はいはいはいはい。。。。こちらもこちらもこちらもこちらも準備準備準備準備できましたできましたできましたできました。」。」。」。」((((紗音紗音紗音紗音))))    

紗音紗音紗音紗音はははは、、、、鉄鉄鉄鉄アレイアレイアレイアレイをををを縛縛縛縛ったったったったロープロープロープロープのののの反対側反対側反対側反対側にににに、、、、拳銃拳銃拳銃拳銃をををを吊吊吊吊るしたところだったるしたところだったるしたところだったるしたところだった。。。。そしてそしてそしてそして鉄鉄鉄鉄アレイアレイアレイアレイををををステンドグラスステンドグラスステンドグラスステンドグラスとととと祭壇祭壇祭壇祭壇のののの隙間隙間隙間隙間にゆっくりとにゆっくりとにゆっくりとにゆっくりと下下下下してしてしてして吊吊吊吊るするするするす。。。。途中途中途中途中ののののロープロープロープロープはははは祭祭祭祭

壇壇壇壇のののの角角角角にににに引引引引っっっっ掛掛掛掛けるけるけるける。。。。しかししかししかししかし、、、、拳銃拳銃拳銃拳銃よりよりよりより鉄鉄鉄鉄アレイアレイアレイアレイのののの方方方方がががが重重重重いのでいのでいのでいので、、、、手手手手をををを離離離離せばせばせばせば、、、、すぐすぐすぐすぐにににに引引引引っっっっ張張張張られられられられ、、、、拳銃拳銃拳銃拳銃ごとごとごとごと、、、、隙間隙間隙間隙間にににに落落落落ちてしまうのだちてしまうのだちてしまうのだちてしまうのだ。。。。    

「「「「うまくうまくうまくうまく落落落落ちそうかちそうかちそうかちそうか？」？」？」？」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「はいはいはいはい。。。。問題問題問題問題ありませんありませんありませんありません。」。」。」。」((((紗音紗音紗音紗音))))    

「「「「………………………………うむうむうむうむ。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

紗音紗音紗音紗音はははは、、、、ロープロープロープロープにににに引引引引っっっっ張張張張られるられるられるられる拳銃拳銃拳銃拳銃をををを、、、、ベアトベアトベアトベアトにににに手渡手渡手渡手渡すすすす。。。。そしてそしてそしてそしてベアトベアトベアトベアトはははは、、、、血化粧血化粧血化粧血化粧をををを施施施施したしたしたした杭杭杭杭をををを、、、、紗音紗音紗音紗音にににに手渡手渡手渡手渡すすすす。。。。紗音紗音紗音紗音はそのはそのはそのはその杭杭杭杭をををを、、、、自分自分自分自分のののの額額額額にそっとにそっとにそっとにそっと押押押押しししし当当当当てるてるてるてる。。。。ベアトベアトベアトベアトもももも

拳銃拳銃拳銃拳銃をををを構構構構ええええ、、、、紗音紗音紗音紗音のののの額額額額にににに、、、、杭杭杭杭にににに添添添添えるようにえるようにえるようにえるように当当当当てたてたてたてた。。。。    

「「「「悔悔悔悔いはいはいはいは、、、、ないのかないのかないのかないのか。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「……………………ありませんありませんありませんありません。。。。全全全全てはてはてはてはベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェさまのさまのさまのさまの思思思思しししし召召召召しのままにしのままにしのままにしのままに。」。」。」。」((((紗音紗音紗音紗音))))    

「「「「残念残念残念残念であるぞであるぞであるぞであるぞ。。。。……………………誰誰誰誰かがかがかがかが碑文碑文碑文碑文のののの謎謎謎謎をををを解解解解けたならけたならけたならけたなら、、、、……………………そなたもそなたもそなたもそなたも死死死死なずになずになずになずに済済済済んだものをんだものをんだものをんだものを。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「解解解解けるわけがありませんけるわけがありませんけるわけがありませんけるわけがありません。。。。あれほどのあれほどのあれほどのあれほどの、、、、難解難解難解難解なななな謎謎謎謎がががが。。。。……………………元元元元よりよりよりより、、、、望望望望みのないみのないみのないみのない賭賭賭賭けでしたけでしたけでしたけでした。」。」。」。」((((紗音紗音紗音紗音))))    

「「「「それでもそれでもそれでもそれでも、、、、妾妾妾妾はははは賭賭賭賭けたのだけたのだけたのだけたのだ。。。。……………………それでもそれでもそれでもそれでも叶叶叶叶うううう奇跡奇跡奇跡奇跡こそがこそがこそがこそが、、、、魔法魔法魔法魔法だとなだとなだとなだとな。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「………………………………このこのこのこの毒素毒素毒素毒素にににに満満満満ちたちたちたちたニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンのののの世界世界世界世界にはにはにはには、、、、魔法魔法魔法魔法もももも奇跡奇跡奇跡奇跡もありませんもありませんもありませんもありません。。。。……………………ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェさまさまさまさま。。。。あなたこそがあなたこそがあなたこそがあなたこそが唯一唯一唯一唯一のののの魔女魔女魔女魔女にしてにしてにしてにして、、、、……………………このこのこのこの世世世世にににに魔法魔法魔法魔法をををを顕現顕現顕現顕現できるできるできるできる唯一唯一唯一唯一

のののの存在存在存在存在なのですなのですなのですなのです。」。」。」。」((((紗音紗音紗音紗音))))    

「「「「そうだそうだそうだそうだ。。。。……………………我我我我こそはこそはこそはこそは黄金黄金黄金黄金のののの魔女魔女魔女魔女、、、、ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ。。。。安安安安らかにらかにらかにらかに眠眠眠眠れれれれ。。。。次次次次にそなたがにそなたがにそなたがにそなたが目覚目覚目覚目覚めるめるめるめる時時時時はははは、、、、そこはそこはそこはそこは黄金郷黄金郷黄金郷黄金郷だだだだ。。。。そそそそこにはこにはこにはこには、、、、そなたのそなたのそなたのそなたの愛愛愛愛するするするする譲治譲治譲治譲治もいるもいるもいるもいる。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「……………………ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェさまさまさまさま……………………。」。」。」。」((((紗音紗音紗音紗音))))    

乾乾乾乾いたいたいたいた音音音音がががが、、、、風雨風雨風雨風雨のののの音音音音しかしかしかしか聞聞聞聞こえないこえないこえないこえない礼拝堂礼拝堂礼拝堂礼拝堂のののの中中中中にににに、、、、わずかのわずかのわずかのわずかの間間間間だけだけだけだけ残響残響残響残響したしたしたした。。。。紗音紗音紗音紗音はふわりとはふわりとはふわりとはふわりと天井天井天井天井をををを見上見上見上見上げげげげ、、、、……………………それからそれからそれからそれから、、、、くしゃりとくしゃりとくしゃりとくしゃりと、、、、操操操操りりりり糸糸糸糸をををを失失失失ったったったった操操操操りりりり人形人形人形人形のようのようのようのよう

にににに座座座座りりりり込込込込みみみみ、、、、倒倒倒倒れたれたれたれた。。。。ベアトベアトベアトベアトはははは手手手手にしていたにしていたにしていたにしていた拳銃拳銃拳銃拳銃をををを手放手放手放手放すすすす。。。。するとするとするとすると、、、、鉄鉄鉄鉄アレイアレイアレイアレイのののの重重重重みにみにみにみに引引引引っっっっ張張張張られられられられ、、、、……………………拳銃拳銃拳銃拳銃はするするっとはするするっとはするするっとはするするっと、、、、隙間隙間隙間隙間にににに飲飲飲飲みみみみ込込込込まれていきまれていきまれていきまれていき、、、、重重重重いいいい金属音金属音金属音金属音とともとともとともととも

にににに、、、、そのそのそのその暗闇暗闇暗闇暗闇にににに飲飲飲飲みみみみ込込込込まれてまれてまれてまれて消消消消えたえたえたえた。。。。後後後後にはにはにはには、、、、祭壇祭壇祭壇祭壇のののの前前前前でででで、、、、額額額額よりよりよりより血血血血をををを流流流流してしてしてして横横横横たわるたわるたわるたわる紗音紗音紗音紗音のののの体体体体とととと、、、、そそそそのののの脇脇脇脇にににに転転転転がるがるがるがる、、、、生贄抉生贄抉生贄抉生贄抉りのりのりのりの杭杭杭杭だけだっただけだっただけだっただけだった。。。。    

※これはEP2における夏妃の部屋での密室殺人、及びEP4における井戸での殺害状況の解答です。 

    

「「「「今今今今のところはそんなものであるのところはそんなものであるのところはそんなものであるのところはそんなものである。。。。ここからここからここからここから、、、、読読読読みみみみ物物物物としてのとしてのとしてのとしての体裁体裁体裁体裁をををを整整整整えていくのがえていくのがえていくのがえていくのが、、、、一番骨一番骨一番骨一番骨がががが折折折折れるのだれるのだれるのだれるのだ。。。。……………………表表表表のののの物語物語物語物語とととと裏裏裏裏のののの物語物語物語物語。。。。これをこれをこれをこれを一致一致一致一致させつつさせつつさせつつさせつつ読読読読みみみみ物物物物としてとしてとしてとして充充充充

実実実実させるのはさせるのはさせるのはさせるのは実実実実にににに苦労苦労苦労苦労するするするする。。。。トリックトリックトリックトリックをををを考考考考ええええ出出出出すのとすのとすのとすのと同同同同じかじかじかじか、、、、それそれそれそれ以上以上以上以上になになになにな。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「……………………そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその上辺上辺上辺上辺だけのだけのだけのだけの物語物語物語物語だけをだけをだけをだけを読読読読ませるのですからませるのですからませるのですからませるのですから、、、、貴女貴女貴女貴女のののの物語物語物語物語はははは、、、、何何何何ともともともとも贅沢贅沢贅沢贅沢なななな限限限限りりりりデスデスデスデス。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「そうであるなそうであるなそうであるなそうであるな。。。。妾妾妾妾はははは常常常常にににに、、、、ミステミステミステミステリーリーリーリーのののの物語物語物語物語ととととファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーのののの物語物語物語物語のののの２２２２つをつをつをつを描描描描いているいているいているいている。。。。にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、公開公開公開公開されるのはそのされるのはそのされるのはそのされるのはその一方一方一方一方のののの物語物語物語物語だけだだけだだけだだけだ。。。。それはそれはそれはそれは例例例例えるならえるならえるならえるなら、、、、牛牛牛牛

よりよりよりより、、、、最最最最もももも上質上質上質上質なるなるなるなる肉肉肉肉をわずかだけをわずかだけをわずかだけをわずかだけ切切切切りりりり出出出出しししし美味美味美味美味なるなるなるなる料理料理料理料理としてとしてとしてとして、、、、残残残残りはりはりはりは全全全全てててて捨捨捨捨ててしまうかのようなててしまうかのようなててしまうかのようなててしまうかのような贅沢贅沢贅沢贅沢だだだだ。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「贅沢贅沢贅沢贅沢なななな例例例例ええええデスデスデスデス。。。。……………………しかししかししかししかし、、、、……………………惜惜惜惜しくもあるのではないしくもあるのではないしくもあるのではないしくもあるのではないデスカデスカデスカデスカ。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「惜惜惜惜しいしいしいしい、、、、とはとはとはとは？」？」？」？」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

ドラノールドラノールドラノールドラノールはははは原稿原稿原稿原稿のののの束束束束ををををベアトベアトベアトベアトにににに返返返返すすすす。。。。ベアトベアトベアトベアトはそれをはそれをはそれをはそれを机机机机のののの上上上上でとんとんとでとんとんとでとんとんとでとんとんと整整整整えながらえながらえながらえながら、、、、問問問問いいいい返返返返したしたしたした。。。。    

「「「「……………………あなたはあなたはあなたはあなたは倍倍倍倍のののの物語物語物語物語をををを描描描描きききき、、、、そのそのそのその上辺上辺上辺上辺のののの半分半分半分半分だけをだけをだけをだけを料理料理料理料理ししししマスマスマスマス。。。。……………………贅沢贅沢贅沢贅沢にににに捨捨捨捨ててててられたられたられたられた残残残残りのりのりのりの半分半分半分半分をををを知知知知るるるる者者者者はははは、、、、そのそのそのその味味味味とととと大胆大胆大胆大胆なななな切切切切りりりり捨捨捨捨てにてにてにてに、、、、驚驚驚驚きときときときと賞賛賞賛賞賛賞賛をををを送送送送るでるでるでるでショウショウショウショウ。。。。

……………………しかししかししかししかし、、、、世世世世のののの中中中中ののののニンゲンニンゲンニンゲンニンゲン全全全全てがてがてがてが、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの望望望望むほどむほどむほどむほど舌舌舌舌がががが肥肥肥肥えているとはえているとはえているとはえているとは限限限限らないのらないのらないのらないのデスデスデスデス。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「そういうそういうそういうそういう輩輩輩輩もももも、、、、時時時時にはいるであろうなにはいるであろうなにはいるであろうなにはいるであろうな。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    
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「「「「あなたはそれをあなたはそれをあなたはそれをあなたはそれを、、、、１０００１０００１０００１０００人人人人にににに１１１１人人人人とととと記記記記しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、恐恐恐恐らくはらくはらくはらくは逆逆逆逆デスデスデスデス。。。。１０００１０００１０００１０００人人人人にににに１１１１人人人人をををを除除除除いていていていて全全全全てのてのてのてのニンゲンニンゲンニンゲンニンゲンはははは、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが本当本当本当本当にににに読読読読んでもらいたかったにもんでもらいたかったにもんでもらいたかったにもんでもらいたかったにも関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、

切切切切りりりり捨捨捨捨てててててててて葬葬葬葬ったったったった、、、、残残残残りりりり半分半分半分半分のののの物語物語物語物語をををを察察察察することもすることもすることもすることも出来出来出来出来ないにないにないにないに違違違違いないのいないのいないのいないのデスデスデスデス。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「くっくくくくくっくくくくくっくくくくくっくくくく。。。。良良良良いではないかいではないかいではないかいではないか。。。。贅沢贅沢贅沢贅沢にににに上辺上辺上辺上辺のみをのみをのみをのみを切切切切りりりり取取取取ってってってって物語物語物語物語としたとしたとしたとした読読読読みみみみ物物物物だだだだ。。。。ならばそのならばそのならばそのならばその読読読読みみみみ手手手手もももも、、、、１０００１０００１０００１０００人人人人にににに１１１１人人人人をををを除除除除いていていていて全全全全てをてをてをてを切切切切りりりり捨捨捨捨てるというのもてるというのもてるというのもてるというのも、、、、何何何何とととと

もももも贅沢贅沢贅沢贅沢でででで良良良良いではないかいではないかいではないかいではないか。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「………………………………それであなたはそれであなたはそれであなたはそれであなたは良良良良いのいのいのいのデスカデスカデスカデスカ。。。。人人人人はははは物語物語物語物語をををを、、、、読読読読まれるためにまれるためにまれるためにまれるために描描描描くのくのくのくのデスデスデスデス。。。。……………………誰誰誰誰にもにもにもにも読読読読まれることのないまれることのないまれることのないまれることのない物語物語物語物語をををを描描描描きききき、、、、自自自自らららら闇闇闇闇にににに葬葬葬葬るなどるなどるなどるなど、、、、……………………贅沢贅沢贅沢贅沢のののの極極極極みをみをみをみを超超超超えてえてえてえて、、、、

愚愚愚愚かしくさえかしくさえかしくさえかしくさえ思思思思えるのえるのえるのえるのデスデスデスデス。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「くっくっくくっくっくくっくっくくっくっく。。。。良良良良いではないかいではないかいではないかいではないか。。。。１０００１０００１０００１０００人人人人のののの９９９９９９９９９９９９人人人人にににに理解理解理解理解できるようにできるようにできるようにできるように記記記記したものがしたものがしたものがしたものが文書文書文書文書とととと呼呼呼呼ばれるならばれるならばれるならばれるなら。。。。１０００１０００１０００１０００人人人人のののの１１１１人人人人にしかにしかにしかにしか理解理解理解理解できないできないできないできない我我我我がががが物語物語物語物語はははは、、、、奇書奇書奇書奇書とととと呼呼呼呼

ばれるにばれるにばれるにばれるに相応相応相応相応ししししいいいい。。。。……………………魔女魔女魔女魔女のののの描描描描くくくく物語物語物語物語なのだなのだなのだなのだ。。。。ならばならばならばならば奇妙奇妙奇妙奇妙なななな味味味味たるたるたるたる、、、、奇書奇書奇書奇書でででで良良良良いではないかいではないかいではないかいではないか。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「……………………私私私私のののの役目役目役目役目はははは、、、、戒律戒律戒律戒律をををを用用用用いていていていて、、、、そのそのそのその奇奇奇奇なるなるなるなる物語物語物語物語をををを万人万人万人万人にににに理解理解理解理解できるようにすることできるようにすることできるようにすることできるようにすることデスデスデスデス。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「そういうことだそういうことだそういうことだそういうことだ。。。。だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、本当本当本当本当はそなたのはそなたのはそなたのはそなたの手手手手にににに委委委委ねたくはないねたくはないねたくはないねたくはない。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「ですがですがですがですが、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの考考考考えはわかりえはわかりえはわかりえはわかりマシタマシタマシタマシタ。。。。９９９９９９９９９９９９人人人人にににに理解理解理解理解できるようにはできるようにはできるようにはできるようには出来出来出来出来ませんがませんがませんがませんが、、、、……………………せめてあとせめてあとせめてあとせめてあと１１１１人人人人、、、、理解理解理解理解できるようにするできるようにするできるようにするできるようにする手伝手伝手伝手伝いをいをいをいを、、、、出来出来出来出来るかもしれるかもしれるかもしれるかもしれマセンマセンマセンマセン。」。」。」。」((((ドドドド

ララララ))))    

「「「「手伝手伝手伝手伝いとはいとはいとはいとは何何何何かかかか。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「このこのこのこの、、、、未完成未完成未完成未完成のののの原稿原稿原稿原稿をををを、、、、いつのいつのいつのいつの日日日日にかにかにかにか公開公開公開公開したいのしたいのしたいのしたいのデスデスデスデス。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「妾妾妾妾がががが料理料理料理料理にににに使使使使いいいい、、、、捨捨捨捨てたてたてたてた腸腸腸腸をををを、、、、わざわざわざわざわざわざわざわざゴミゴミゴミゴミ箱箱箱箱よりよりよりより引引引引っっっっ張張張張りりりり出出出出そうというわけかそうというわけかそうというわけかそうというわけか。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「……………………あなたはあなたはあなたはあなたは恐恐恐恐らくらくらくらく、、、、誰誰誰誰にもにもにもにも理解理解理解理解されないでされないでされないでされないでショウショウショウショウ。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、それはあなたのそれはあなたのそれはあなたのそれはあなたの本心本心本心本心ともともともとも思思思思ええええマセンマセンマセンマセン。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは９９９９９９９９９９９９人人人人へのへのへのへの理解理解理解理解はははは求求求求めていめていめていめていナイナイナイナイ。。。。しかしそれでもしかしそれでもしかしそれでもしかしそれでも、、、、

たったたったたったたった１１１１人人人人へのへのへのへの理解理解理解理解をををを求求求求めてめてめてめてイルイルイルイル。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「そのそのそのその１１１１人人人人さえさえさえさえ、、、、現現現現れぬれぬれぬれぬ可能性可能性可能性可能性もあるわけだからなもあるわけだからなもあるわけだからなもあるわけだからな。。。。………………………………自分自分自分自分のののの胸胸胸胸のののの内内内内をををを誰誰誰誰かにかにかにかに理解理解理解理解してしてしてして欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと願願願願うのはうのはうのはうのは、、、、恋恋恋恋するするするする少女少女少女少女だけではないだけではないだけではないだけではない。。。。……………………千年千年千年千年をををを経経経経たたたた魔女魔女魔女魔女とてとてとてとて、、、、それをそれをそれをそれを

願願願願うのだうのだうのだうのだ。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「そしてそしてそしてそして少女少女少女少女はわざとはわざとはわざとはわざと難解難解難解難解なななな言葉言葉言葉言葉でそれでそれでそれでそれをををを語語語語りりりり、、、、たったたったたったたった１１１１人人人人のののの王子王子王子王子のののの迎迎迎迎えをえをえをえを待待待待ツツツツ……………………。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「そういうわけだそういうわけだそういうわけだそういうわけだ。。。。くっくくくくくっくくくくくっくくくくくっくくくく、、、、妾妾妾妾もももも、、、、長長長長いいいい月日月日月日月日をかけてをかけてをかけてをかけて、、、、何何何何ともややこしいともややこしいともややこしいともややこしい物語物語物語物語をををを書書書書きききき上上上上げたものよげたものよげたものよげたものよ。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「もしもしもしもし、、、、そのそのそのその王子王子王子王子がががが現現現現れないれないれないれない時時時時。。。。………………………………私私私私があなたへがあなたへがあなたへがあなたへ導導導導くくくく、、、、道標道標道標道標となりまとなりまとなりまとなりまショウショウショウショウ。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「……………………ミステリーミステリーミステリーミステリーであることであることであることであること保証保証保証保証するするするするノックスノックスノックスノックスのののの十戒十戒十戒十戒かかかか。。。。くっくくくくっくくくくっくくくくっくくく、、、、そんなものがそんなものがそんなものがそんなものが、、、、果果果果たしてたしてたしてたして妾妾妾妾へのへのへのへの道標道標道標道標となるものかとなるものかとなるものかとなるものか……………………。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「それでもそれでもそれでもそれでも足足足足りなけりなけりなけりなけレバレバレバレバ。。。。……………………このこのこのこの未完成未完成未完成未完成のののの原稿原稿原稿原稿をををを公開公開公開公開しししし、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの世界世界世界世界へのへのへのへの鍵鍵鍵鍵としとしとしとしマスマスマスマス。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「何何何何ともともともとも恥曝恥曝恥曝恥曝しなしなしなしな話話話話だだだだ。。。。告白告白告白告白するするするする勇気勇気勇気勇気もないもないもないもない小娘小娘小娘小娘がががが、、、、友人友人友人友人にににに代弁代弁代弁代弁させるかのようではないかさせるかのようではないかさせるかのようではないかさせるかのようではないか。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「それでそれでそれでそれで成立成立成立成立するするするする愛愛愛愛もあるのもあるのもあるのもあるのデスデスデスデス。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「ふふふふ、、、、……………………くっくくくくくっくくくくくっくくくくくっくくくく、、、、はっはははははははははははははっはははははははははははははっはははははははははははははっはははははははははははは。。。。……………………良良良良かろうかろうかろうかろう。。。。このこのこのこの原稿原稿原稿原稿をををを、、、、そなたにくれてやろうそなたにくれてやろうそなたにくれてやろうそなたにくれてやろう。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

ベアトベアトベアトベアトはこちらへはこちらへはこちらへはこちらへ向向向向きききき直直直直りりりり、、、、紫煙紫煙紫煙紫煙をををを棚引棚引棚引棚引かせるかせるかせるかせる煙管煙管煙管煙管ののののケーンケーンケーンケーンでででで原稿原稿原稿原稿のののの束束束束をををを叩叩叩叩くくくく。。。。するとするとするとすると原稿原稿原稿原稿のののの束束束束はははは、、、、くるくるとくるくるとくるくるとくるくると丸丸丸丸まってまってまってまって細細細細くなりくなりくなりくなり、、、、ポンポンポンポンとととと現現現現れたれたれたれたボトルボトルボトルボトルのののの中中中中にににに封封封封じられたじられたじられたじられた。。。。

それをそれをそれをそれをドラノールドラノールドラノールドラノールにににに放放放放るるるる。。。。    

「「「「そなたのそなたのそなたのそなたの好好好好きにせよきにせよきにせよきにせよ。。。。ただしただしただしただし、、、、条件条件条件条件がががが一一一一つだけあるつだけあるつだけあるつだけある。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「……………………何何何何ででででショウショウショウショウ。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「妾妾妾妾のののの生生生生あるあるあるある内内内内にににに。。。。そそそそのののの封封封封をををを解解解解くことをくことをくことをくことを許許許許さぬさぬさぬさぬ。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「……………………それではそれではそれではそれでは、、、、このこのこのこの原稿原稿原稿原稿によってによってによってによって真実真実真実真実にににに辿辿辿辿りりりり着着着着いたいたいたいた人人人人々々々々 がががが、、、、あなたにあなたにあなたにあなたに答答答答えをえをえをえを告告告告げられげられげられげられマセンマセンマセンマセン。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「妾妾妾妾のののの待待待待つつつつ王子王子王子王子はははは、、、、そのそのそのその原稿原稿原稿原稿をををを読読読読まずにまずにまずにまずに至至至至ったったったった者者者者のみだからだのみだからだのみだからだのみだからだ。。。。……………………猫猫猫猫のののの腹腹腹腹をををを割割割割いたいたいたいた後後後後ではではではでは、、、、猫猫猫猫をををを愛愛愛愛でることはでることはでることはでることは出来出来出来出来まいまいまいまい？？？？    そのそのそのそのボトルボトルボトルボトルをををを開開開開けるとはけるとはけるとはけるとは即即即即ちちちち、、、、妾妾妾妾のののの腹腹腹腹をををを割割割割くもくもくもくも

同同同同じことだからだじことだからだじことだからだじことだからだ。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「……………………………………………………わかりまわかりまわかりまわかりまシタシタシタシタ。。。。そのようにそのようにそのようにそのように致致致致しましましましまショウショウショウショウ。。。。願願願願わくばわくばわくばわくば、、、、このこのこのこの原稿原稿原稿原稿によってによってによってによって、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの墓墓墓墓にににに参参参参るるるる者者者者がががが現現現現れることをれることをれることをれることを、、、、心心心心よりよりよりより祈祈祈祈りりりりマスマスマスマス。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「どうだかなどうだかなどうだかなどうだかな。。。。………………………………カケラカケラカケラカケラのののの海海海海のののの魔女諸賢魔女諸賢魔女諸賢魔女諸賢はははは実実実実にににに冷淡冷淡冷淡冷淡であるぞであるぞであるぞであるぞ。。。。妾妾妾妾のののの墓墓墓墓にににに参参参参るるるる者者者者がががが仮仮仮仮にいたとしてにいたとしてにいたとしてにいたとして、、、、唾唾唾唾をををを吐吐吐吐きかけるだけであろうがなきかけるだけであろうがなきかけるだけであろうがなきかけるだけであろうがな。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「……………………あなたがあなたがあなたがあなたが、、、、愛愛愛愛あるあるあるある者者者者にににに視視視視えるえるえるえる物語物語物語物語をををを描描描描いたいたいたいたナラナラナラナラ。。。。……………………あなたもまたあなたもまたあなたもまたあなたもまた、、、、彼女彼女彼女彼女たちをたちをたちをたちを愛愛愛愛するべきなのするべきなのするべきなのするべきなのデスデスデスデス。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの求求求求めるめるめるめる王子王子王子王子とてとてとてとて、、、、あなたにあなたにあなたにあなたに愛愛愛愛がなければがなければがなければがなければ、、、、視視視視えないのえないのえないのえないの

デスデスデスデス。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「……………………ふふふふ、、、、……………………ふっふふふふふっふふふふふっふふふふふっふふふふ。。。。……………………これはこれはこれはこれは一本取一本取一本取一本取られたぞられたぞられたぞられたぞ。。。。そなたのそなたのそなたのそなたの勝勝勝勝ちだちだちだちだ。。。。さぁそのさぁそのさぁそのさぁそのボトルボトルボトルボトルをををを手土産手土産手土産手土産にににに帰帰帰帰るがるがるがるが良良良良いいいい。。。。妾妾妾妾はまだはまだはまだはまだ死死死死なぬなぬなぬなぬ。。。。書書書書きききき終終終終えなければならぬえなければならぬえなければならぬえなければならぬ物語物語物語物語はははは、、、、まままま

だまだだまだだまだだまだ長長長長いのでないのでないのでないのでな。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「それではそれではそれではそれでは、、、、これでこれでこれでこれで失礼失礼失礼失礼ししししマスマスマスマス。。。。……………………おおおお元気元気元気元気でででで、、、、大大大大ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ卿卿卿卿。。。。ああああなたをなたをなたをなたを待待待待つつつつ、、、、大勢大勢大勢大勢のののの愛愛愛愛あるあるあるある魔女魔女魔女魔女のことをのことをのことをのことを、、、、どうかおどうかおどうかおどうかお忘忘忘忘れれれれナクナクナクナク。」。」。」。」((((ドラドラドラドラ))))    

「「「「………………………………そうであるなそうであるなそうであるなそうであるな。。。。それをそれをそれをそれを、、、、そなたのそなたのそなたのそなたの置置置置きききき土産土産土産土産とととと思思思思いいいい、、、、受受受受けけけけ取取取取ることにするることにするることにするることにする。。。。ロノウェロノウェロノウェロノウェ、、、、客人客人客人客人のおのおのおのお帰帰帰帰りだりだりだりだ。。。。玄関玄関玄関玄関までまでまでまで見送見送見送見送るがるがるがるが良良良良いいいい。。。。そのそのそのその後後後後、、、、妾妾妾妾にはもうにはもうにはもうにはもう一度紅茶一度紅茶一度紅茶一度紅茶をををを。。。。久久久久

しししし振振振振りにりにりにりに甘甘甘甘いいいいミルクティーミルクティーミルクティーミルクティーをををを飲飲飲飲みたくなったみたくなったみたくなったみたくなった。」。」。」。」((((ベアトベアトベアトベアト))))    

「「「「……………………畏畏畏畏まりましたまりましたまりましたまりました、、、、おおおお嬢様嬢様嬢様嬢様。」。」。」。」((((ロノウェロノウェロノウェロノウェ))))    

    

遺言遺言遺言遺言にににに従従従従いいいい、、、、大大大大ベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェ卿卿卿卿のののの死後死後死後死後にににに、、、、このこのこのこの未完成原稿未完成原稿未完成原稿未完成原稿をををを公開公開公開公開するするするする。。。。このこのこのこの原稿原稿原稿原稿をををを読読読読んでんでんでんで、、、、私私私私はははは晩年晩年晩年晩年のののの彼女彼女彼女彼女のののの悲悲悲悲しみをしみをしみをしみを思思思思いいいい浮浮浮浮かべかべかべかべ、、、、涙涙涙涙がががが浮浮浮浮かぶのをかぶのをかぶのをかぶのを禁禁禁禁じえなかったじえなかったじえなかったじえなかった。。。。同時同時同時同時

にににに、、、、彼女彼女彼女彼女がががが哀哀哀哀れでもあったれでもあったれでもあったれでもあった。。。。彼女彼女彼女彼女はははは愛愛愛愛あるあるあるある者者者者をををを求求求求めながらもめながらもめながらもめながらも、、、、彼女彼女彼女彼女のののの心心心心はははは皮肉的皮肉的皮肉的皮肉的にににに批判的批判的批判的批判的にににに、、、、愛愛愛愛なきなきなきなき者者者者へのへのへのへの怒怒怒怒りでいっぱいであったからだりでいっぱいであったからだりでいっぱいであったからだりでいっぱいであったからだ。。。。彼女彼女彼女彼女はかつてはかつてはかつてはかつて、、、、１０００１０００１０００１０００人人人人にににに１１１１

人人人人だけにだけにだけにだけに届届届届けばよいとけばよいとけばよいとけばよいと言言言言ったったったった。。。。しかしそれはしかしそれはしかしそれはしかしそれは違違違違ったったったった。。。。彼女彼女彼女彼女はははは１０００１０００１０００１０００人人人人のののの中中中中にににに、、、、１１１１人人人人でもでもでもでも多多多多くくくく届届届届くことをくことをくことをくことを願願願願ったのだったのだったのだったのだ。。。。それをそれをそれをそれを彼女彼女彼女彼女にににに問問問問えばえばえばえば笑笑笑笑いながらいながらいながらいながら否定否定否定否定するだろうするだろうするだろうするだろう。。。。しかしかしかしか

しししし間違間違間違間違いなくいなくいなくいなく、、、、それがそれがそれがそれが彼女彼女彼女彼女のののの本心本心本心本心だったのだだったのだだったのだだったのだ。。。。私私私私はははは初初初初めめめめ、、、、このこのこのこの原稿原稿原稿原稿のののの公開公開公開公開にににに消極的消極的消極的消極的だっただっただっただった。。。。彼女彼女彼女彼女がががが生前生前生前生前、、、、何度何度何度何度もももも口口口口にしていたにしていたにしていたにしていた、、、、１０００１０００１０００１０００人人人人にににに１１１１人人人人のののの、、、、彼女彼女彼女彼女のののの救世主救世主救世主救世主のののの神秘神秘神秘神秘をををを

守守守守るためにもるためにもるためにもるためにも、、、、非公開非公開非公開非公開であるべきだとであるべきだとであるべきだとであるべきだと思思思思ったったったった。。。。しかししかししかししかし、、、、何度何度何度何度もももも読読読読みみみみ返返返返すすすす内内内内にににに、、、、……………………彼女彼女彼女彼女のののの原稿原稿原稿原稿はははは、、、、宛先宛先宛先宛先なきなきなきなき恋文恋文恋文恋文であるとであるとであるとであると気付気付気付気付くようになったくようになったくようになったくようになった。。。。彼女彼女彼女彼女さえもさえもさえもさえも気付気付気付気付けなかったけなかったけなかったけなかった本本本本

心心心心。。。。私私私私はそれをはそれをはそれをはそれを今今今今、、、、理解理解理解理解しししし、、、、それをそれをそれをそれを叶叶叶叶えてやるべきだとえてやるべきだとえてやるべきだとえてやるべきだと思思思思ったったったった。。。。それがそれがそれがそれが、、、、このこのこのこの未完成原稿未完成原稿未完成原稿未完成原稿をををを公開公開公開公開するにするにするにするに至至至至ったったったった動機動機動機動機であるであるであるである。。。。これをこれをこれをこれを読読読読みみみみ、、、、あなたがあなたがあなたがあなたがベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェベアトリーチェというというというという一人一人一人一人

のののの女性女性女性女性にににに感感感感じたものがじたものがじたものがじたものが、、、、愛愛愛愛であってもであってもであってもであっても怒怒怒怒りであってもりであってもりであってもりであっても、、、、どちらでもどちらでもどちらでもどちらでも構構構構わないわないわないわない。。。。しかししかししかししかし、、、、もしもしもしもし可能可能可能可能ならばならばならばならば。。。。このこのこのこの物語物語物語物語のののの一番底一番底一番底一番底にににに秘秘秘秘められためられためられためられた、、、、彼女彼女彼女彼女のののの思思思思いにいにいにいに至至至至ってってってって欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。    

    

彼女彼女彼女彼女はこのはこのはこのはこの物語物語物語物語をををを、、、、２２２２つつつつ描描描描きききき、、、、１１１１つしかつしかつしかつしか公開公開公開公開しないとしないとしないとしないと言言言言ったったったった。。。。しかししかししかししかし、、、、本当本当本当本当はそれもはそれもはそれもはそれも違違違違うううう。。。。３３３３つつつつ描描描描きききき、、、、１１１１つしかつしかつしかつしか公開公開公開公開しないしないしないしない物語物語物語物語なのだなのだなのだなのだ。。。。このこのこのこの未完成原未完成原未完成原未完成原稿稿稿稿によってによってによってによって、、、、そのそのそのその３３３３つつつつ

のののの内内内内のののの２２２２つまでがつまでがつまでがつまでが晒晒晒晒されたされたされたされた。。。。最後最後最後最後のののの１１１１つはつはつはつは、、、、どうかあなたどうかあなたどうかあなたどうかあなた一人一人一人一人のののの力力力力でででで辿辿辿辿りりりり着着着着いていていていて欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。それがそれがそれがそれが、、、、同同同同じじじじ女女女女としてとしてとしてとして、、、、これをこれをこれをこれを読読読読むむむむ諸賢諸賢諸賢諸賢にににに強強強強くくくく願願願願いたいことであるいたいことであるいたいことであるいたいことである。。。。愛愛愛愛がなければがなければがなければがなければ

視視視視えないえないえないえない。。。。彼女彼女彼女彼女のののの言葉言葉言葉言葉だだだだ。。。。だがだがだがだが言言言言いいいい返返返返そうそうそうそう。。。。誰誰誰誰のののの心心心心にもにもにもにも、、、、愛愛愛愛はあるはあるはあるはある。。。。それがそれがそれがそれが視視視視えなかったことこそがえなかったことこそがえなかったことこそがえなかったことこそが、、、、彼女彼女彼女彼女のののの悲劇悲劇悲劇悲劇なのであるなのであるなのであるなのである。。。。    




