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「うみねこのなく頃に」原作者の竜騎士０７氏、「屁理屈推理合

戦スレ」に参加した全ての魔女・人間、それ以外の場所で活躍

されている魔女たち、そのゲーム盤に参加した人間たち、そし

て大ベルンカステル卿に、この本を捧げる。
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～　魔女のゲームとは何か　～

　ここに収められた１１件の物
ゲーム盤

語には、魔法がなければ起こりえなかっ

たとしか思えないような不可思議な事件が記載されています。魔女は虚

実織り交ぜ、物語を語り、人間に対し魔法・魔女の存在を信じさせよう

としてきます。

　しかし、「魔女などいない」と信じられる人間たちは、その事件を否定

するため、魔女に対して言葉の戦いをしかけることができます。魔女と

人間が戦いを成立させるために、２つのルールが整備されました。

・赤き真実／赤字／青

　魔女が【】で囲った言葉は赤い真実となります。赤き真実は絶対の真

実であり、魔女側は赤き真実で嘘をつくことはできません（これは契約

であり、このルールを守って人間を屈服させることにこそ意味がありま

す）。逆に言えば、赤き真実以外の発言、描写は全て疑う余地がある、と

いうことです。

・青き真実／青字／青

　探偵側に許された話術であり、一般用語では「仮説」を意味します。

人間は『』で囲った青き真実を使い、魔法を使わないで事件を説明する

仮説を提示できます（青き真実は、事件の全てを説明できなければいけ

ません）。青き真実が提示されたら、魔女側は必ず青き真実の一部を赤き

真実で否定し、魔法の存在を守らなければいけません。それができなけ

れば、魔女の負けです。実際には、魔法は存在しなかったということです。

　これが基本です。その他、人間は確定させたい事実があれば、探偵側

は質問や復唱要求を行うことで魔女側から赤き真実を引きずりだすこと

ができます。

　　例：復唱要求！「マスターキーは一本しかない」

　　　　→【マスターキーは一本しかない】
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　ただし質問や復唱要求に答えることは義務ではないので、不利な復唱

要求があった場合、魔女側は復唱を自由に拒否できます。魔女は気まぐ

れです。拒否されたからといって、それが真実とは限りません。

　この魔女のゲームは「うみねこのなく頃に」にて登場したゲームであり、

ゲームのエピソード４にて基本的ルールが整備されました。その後、2ch

同人板の屁理屈推理合戦スレ、2chVIP 盤の「探偵さんいらっしゃい」シ

リーズ、ニコニコ動画における何点かのシリーズ、Twitter における「ふ

くろうのなく頃に」といった形で、様々な発展を遂げています。

　この本は、その中でも主に屁理屈推理合戦スレを中心に行った、私（あ

るけむ◆ TL.aDNHaKs）のゲーム盤をまとめたゲーム集であり、ゲーム

の作り方、プレイの仕方を表した指南書でもあります。単純にゲームの

内容だけでなく、どのようなプレイを行っていけばよいか、という解説

も行っていきたいと思います。

　各ゲーム盤は（基本的には）問題と解答から構成されます。問題と解

答の間には、実際の対戦を元にした、青き真実と赤き真実の仮想的な対

決ログが記載されています。初読の方は、これを見ながら、真相を自分

で推理してみる、というミステリブックとしての遊び方もできます（ペー

ジの早い段階で推理できた人ほど、魔女に近づいているかもしれません

よ）。

　また、実際にゲームを出題される方、つまり魔女になる方にとっては、

赤き真実と青き真実、解説のページが相手を誘導する上でのヒントにな

ると思います。

　ゲームは、やってみなければわかりません。読み終わったら、是非、

他の人に出題をしてみてください（どのゲーム盤も、見開きに収まるよ

うにしています）。そうすると、このゲームをもっと楽しむことができま

す。そしていずれあなたが、新しい魔女として新たなゲーム盤を紡がれ

る日を待ち望んでいます。
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システム早見表

次のページから、いよいよゲーム盤が開始します→
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　昔々、恐ろしい魔女が潜むと伝えられる森の中に、一人の盗賊が隠れ家に

住んでおりました。	隠れ家の前の門には常に二人の門番がおり、隠れ家以外

にも、盗賊には三人の子分達がいました。	　	

　ある晩、盗賊は子分達を集め、一つの荷馬車を襲いました。荷馬車には、

兵士たち、財宝、食料、	そして一人の美しい女が乗っていました。盗賊達は

兵士を残らず殺し、女を縛り上げると、荷馬車に	乗せて隠れ家まで運びまし

た。そして盗賊は、子分達に財宝や食料を分け与えると、自らは女を選び、	

弄び、そして自ら持っていた剣を使い、たわむれに女を殺してしまいました。

男は、もったいないことを	したと思いましたが後の祭り。女の死体を埋めて

片づけるため、隠れ家の外へスコップを取りに出ました。	

　しかし、その女は実は、恐ろしい魔法を使う魔女だったのです。	

　男が外に出てからしばらく経ち、日が沈み、満月が上る頃、死体となった

女の体がぶるぶると震えました。	そしてしばらくすると、なんと女の死体か

ら、半透明の薄い魂が染み出してきました。魂はしばらくすると人の形とな

りました。顔はまさに、今死んだ女の顔。	魂となった女は、自らの体に刺さっ

ていた剣を抜きとり、ベッドの陰に隠れました。そして、スコップを持って

戻ってきた男を待ち、男が鍵を閉めた隙を見計らって、背後から一付きしま

した。男はたまらず絶命しました。	

　女の魂はそのまま滑りでるように扉をすり抜けると、門を守る番人達に近

づき、背後からそれぞれ一付き。番人達も同じく命を落としました。魂はそ

のまま、どこかへ消えてしまったのでしょうか。

　恐ろしい夜が明けた後、子分達が荷馬車を持って、隠れ家を訪れると、な

んとそこには背中を刺され、倒れた番人が二人。一人は剣が深々と刺さった

ま	までした。子分達はあわてて扉をあけようとしましたが、鍵がかかってい

ます。	子分達は、これは一大事と身構え、扉を壊し、中にドヤドヤと入ります。	　

森の魔女
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　しかしそこには、背中を刺された盗賊と、心臓を一付きされた女の死体以

外、なにも怪しいものはおりませんでした。	

　隠れ家の番人達は、交代で一日中門番を行い、親しい者以外を無事に通す

ことはありません。	子分達は、てっきり仲間の誰かがやったのだろうと思い

ま	したが、前日の夜は略奪品で宴会を繰り広げている最中で、	三人とも抜け

出した形跡はありませんでした。	

　「おそらく、森の魔女が俺たちの誰かに化け、親分と女を襲ったのだろう」

と子分達は言い伝え、森の魔女の噂はよりいっそう高まったと言います。

次のページから、魔女と人間のバトルが始まります。　　

自分も人間になった気分で、推理してみてください→
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・死亡時刻に関するもの

『盗賊、女、門番は死亡していない』

→【発見時、盗賊、女、２人の門番は死んでいた】

・各人の行動について

『盗賊／女が致命傷をおったが、その間に相手を倒した』

→【盗賊／女とも即死】【死んだ後に行動はできない】

『門番のどちらかが盗賊・女を殺した』→【門番は柵の中に入っていない】

『全員が自殺した』→【４人はいずれも自殺ではない】

・出入り口に関して

『犯人がこっそりと門から忍び込んだ』

→【門番が生きている間、門番は盗賊と女以外を出入りさせたことはない】【門

番が門を通るものを見逃すことはない】

『扉以外の秘密の通路から隠れ家に侵入し、盗賊・女を殺した』→【隠れ家に

扉以外、出入りできる場所はない】　

（※トイレからの侵入など、人間の想像力が否定される強い赤。使用に注意）

『柵を乗り越えて侵入した』→【柵の中に入るためには、門を通る必要がある】

（※穴を掘る、などの手段が否定される強い赤。使用に注意）

『家の外で殺された死体が、家の中に何らかの手段で移動したどり着いた。手

段については説明拒否。例えば家の中の川などが考えられる』

→【人間以外のあらゆる物体を家の中に出し入れするためには、扉を通過す

る必要がある】

【また、人間の意志を介さず物を動かす仕組みは家の中に存在しない】
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　なぜこのゲームが「屁理屈推理合戦」と呼ばれているのか？という

疑問をたまに耳にします。実は、私が名付け親ではないのでわからな

いのですが、原典である「うみねこのなく頃に」の「こいつは、世界

で最凶最悪の屁理屈合戦だ…！！」というセリフが元になっていると

思います。

　２ｃｈの同人板の「屁理屈推理合戦」スレッドは、もともと「うみ

ねこのなく頃に」のゲームを自分たちでやってみることができないか、

という試みで、エピソード２で赤き真実が登場した頃から存在します。

その頃には、ゲームの舞台となった六軒島を使用し、ゲームキャラク

ターをそのコマとして様々な魔女たちがゲーム盤を作成していました。

　私が「うみねこのなく頃に」をエピソード４まで遊び、最初にゲー

ム「森の魔女」を作った時は、実はこのスレッドを知りませんでした。

友人たちに見せて遊んでおり、「うみねこのなく頃に」の本スレッドに

て同様の試みがないか聞いたところ、「屁理屈推理合戦」というスレッ

ドがありますよと聞いて参加しました。屁理屈推理合戦で青き真実を

使用したゲームについては、私が最初となります。

　ただし厳密に言えば、このゲームは青き真実を使用しなくても成立

するゲームです。そもそも、魔女の目的は、人間を屈服させ、自身の

存在を認めさせることです。そのため魔女は、実は人間に対話を諦め

させては負けであり、相手に参加し続けてもらわなければいけないの

です（実はこれが原典を読み解くヒントでもありました）。したがって

人間が「これが赤字で言えないなら俺はお前を信じない」と言えば、

それだけで魔女は赤字を引き出すことができるわけです。その意味で

は、当初からゲームのスタイルは実は殆ど変わっていないのかもしれ

ません。

「屁理屈推理合戦」の由来
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　高級ホテルの最上階のスイートルームで、男は愛人とお楽しみのご計画。

しかし、男の妻はその事実を知っていた。

　男は部屋にチェックインし、念入りに準備。やがてやってきた愛人、部屋

に入ると、男に抱きつきキスをする。そして、着ていたものを脱ぐため、部

屋を仕切るカーテンを閉めた。

　そのとき、窓を叩く音がした。

　男が不審に思いカーテンを開けると、見知った妻の顔。

　しかしここはホテルの最上階。遥か遠くまで見える夜景。その空中に浮か

ぶは妻の身体。なぜ？どうやって？と驚く間もなく、妻は鍵の開いた窓を開

け部屋に入る。男はナイフを一突きされ、部屋に倒れた。

　そして、妻は窓から飛び降りた。

　愛人は仕切りのカーテンを開ける。

【そこに横たわるは、男の無残な死体。そして開け放たれた窓の遥か下には、

男の妻の潰れた死体】

　しかしどうやって？女は急いで扉を確認するが【扉は施錠されていた】

【そして、窓の外には遙かなる夜景が広がり、とても人間が登ることはできな

い高さ】

　入り口からも入れず、窓からも入れず。部屋はまさに密室。

　しかしもちろん、【愛人は男を殺してはいない】

　これこそがまさに、人間の手には出来ない不可能犯罪！

	

短めのゲーム盤です。次からバトルが始まりますよ→

ホテルの魔女
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『清掃用のゴンドラを使って侵入した』

→【窓の外に、人間を吊るすための自動機械は一切存在しない】

男の死因は？定義を赤字で（質問・要求）

→【男の死因はナイフで心臓を突かれたことによるものである】【男は他殺】

『妻が部屋に隠れ、男を刺殺した後、投身自殺を図った』

→【愛人が部屋に入った時、男と愛人以外の人間は部屋に存在しない】

『自動機械でない道具、登山用のロープなどを使って侵入した』

→【機械以外の道具を使って、死体のある部屋の窓まで人力で登ることは不

可能】

『妻が屋上から飛び降りる間に投げナイフで刺し殺した』

→【死体のある部屋の上に登れるような階段・梯子等の昇降設備はない】

『すぐ隣にホテルが有り、そこから投げナイフで刺し殺した』

→【死体のある部屋の周辺に、部屋より高い建造物や自然構造物は存在しな

い】

『妻はスイートルームに隠れていて見つからず、タイミングをみて夫を殺害』

→【愛人が部屋に入った時、男と愛人以外の人間は部屋に存在しない】	【男と

愛人が部屋に入った後、２人は部屋から出ていない】

	

『愛人が席を外した間に妻はドアから侵入。ドアは自動ロックで施錠』

	→【愛人が入った後の部屋の扉は、中から施錠されていた】
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　飛騨の国のとある山奥の村に、とても腕の立つ鍛冶屋がいました。

　彼の作る刀は切れ味も良く、細工物はとても美しく評判が良かったそうで

す。

　しかし、そんな彼も、山の魔に取り付かれたのでしょうか。ある時から彼

の作った刀には、美しさとともに凶々しさがただよい始めました。そしてそ

のころから、不吉な噂が立ち始めました。曰く、鍛冶屋の刀剣を手に入れた

名主が、突如村人に切りかかったとか、細工物を買った富豪が没落したとか。

　そんな噂にもかかわらず、いや、そんな噂があったからこそ、彼の刀の評

判はまたとなく高いものになりました。

　ある日、その地方一帯の殿様が、彼の刀の噂を聞き付け刀を所望しました。

　鍛冶屋はそれから、寝る間も惜しんで働き、四十九日かけ一本の美しい刀

を作ったといいます。

　しかし、その刀が悲劇のはじまりでした。

　鍛冶屋が刀を作ったその晩、刀は突如として鈍く光りだすと、ふわっと浮

き上がりました。鍛冶屋が驚いてじっと見つめる中、刀は目にもとまらぬ勢

いで廊下の扉の隙間を抜け、飛んでいきました。

　しばらく後に、悲鳴が聞こえました。鍛冶屋はすぐさま立ち上がり、廊下

に向かおうとしましたが、そのせつな、刀は戻り、今度はかまどの穴を抜け

て飛んでいきました。その後、門番の悲鳴が聞こえました。血塗られた刀は

かまどを抜け、ゆっくりと戻ってきました。鍛冶屋はそれを呆然と見つめる

しかなかったといいます。

　あくる朝、殿様の家来達が、鍛冶屋の刀を受け取りに向かいました。

　そこで彼らが見たのは、酷い惨状。彼の妻と子供、彼の家を守っていた門番、

それらがみな一様に刀傷を受け、倒れていたのです。家の中には、彼がかま

どに向かって一人だけぽつんと横になり、血塗られた刀を持っていました。

鍛冶屋の妖刀
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血相を変えて詰めよった家来達に、鍛冶屋は起き上がると、昨日見たことを

ありのままに話しました。しかし、もちろん家来たち、村人たちはその話を

信じませんでした。

　きっと鍛冶屋が殺したに違いない。それはあるいは、鍛冶屋が刀の魔力に

取り憑かれてしまったせいかもしれない。しかしそれは、許される所業では

ない、と。

　怒り狂う家来たちの声を聞くと鍛冶屋は嘆息し、ついには自らの喉に刀を

突きつけ、そのまま倒れて死にました。
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　昔々のお話。

　元は一つだった国が、いくつかの国に分かれてしまった場所の物語。各国

はお互いに領土を競い、争っていましたが、やがて、そんな荒んだ時代にも

終わりが訪れます。

　ある国の姫と、その隣の国の王子が、ふとした偶然のいたずらで、互いに

恋仲となりました。やがて二人は、周りの者達を説得し、最期には二つの国

の和平、そしてお互いの婚約を達成したのです。

　今日は隣の国の王子との結婚式。お姫様はお城の一番高い塔の上の自室に

て、念入りに化粧の準備をしています。

　そこに突如として現れた、赤いドレスに身を包んだ金髪の女性。彼女は自

ら「悪魔」を名乗りました。お姫様、悪魔の奇怪な姿を見るや否や、いそい

で逃げ出そうと試みますが、なぜか扉が開きません。

　姫は部屋の物を悪魔に投げつけますが、悪魔は華麗にそれをかわします。

震える姫に対し、悪魔はこう言いました。両国の結婚を快く思わないものが

いる。自分はその者に呼び出されたのだと。だから、せめて一息に命を奪っ

てやろうと。

　姫はあわてて窓に向かって逃げ出し、助けを求めますが、声を上げようと

した刹那、悪魔の靴のピンヒールが、姫の額を貫きました。

　悪魔の契約の代償は、姫の部屋の宝物一つ。

　悪魔は部屋を回り、あちこち探しますが、気に入ったものがありません。

考えあぐねた末、悪魔は姫の亡骸に飾られたドレスに目が留まりました。実

はこの悪魔、美しい服に目がありません。

　悪魔は手馴れた手つきで姫の服を脱がすと、そのまま床に穴を開け、ドレ

スと共にどこかへ消えてしまいました。

ドレスを着た悪魔
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　花嫁の登場が遅いのをいぶかしく思った塔の門番、姫の部屋に向かいます。

そこで門番が見たのは、荒らされた部屋模様と、額を打ち抜かれた下着姿の

お姫様。

　知らせを聞いた王子は真っ青になり、女王は卒倒、国の王様は唇を震わせ、

すぐに犯人を八つ裂きにしてやるとの構え。しかし、姫と一緒に来た召使は、

塔の中に怪しい人物は居なかったと証言しました。

　そして塔の門番は、姫達が入り、召使が出て行った後、誰も怪しいものが

出入りするのを見ていません。

　両国の兵士達は、夜を徹して城の中と外を捜しましたが、犯人も、そして

姫の着ていたドレスも、とうとう見つかりませんでしたとさ。
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『窓から犯人が侵入し姫を殺した。』

→【塔の高さは２０ｍ以上あり、よじ登ることは不可能】

『犯人は殺害後、そのまま部屋に隠れた』

→【門番達とメイドが部屋に入ったとき、部屋に生きた人間は居なかった】

『道具を使い窓から部屋に侵入し、姫を殺害した後、窓から脱出した』

→【ロープなどの道具を、２０ｍ上に投げて引っ掛けるのは不可能】

『メイドが姫を殺してから出た』

→【メイドが部屋を出た時点で、姫は生きている】【メイドは姫の部屋を出た

後、門番達と再び戻ってくるまで姫の部屋に入っていない】

『気球、ヘリコプターを用いて侵入し、殺害後に脱出』

→【ニンゲンが空中に浮かぶための道具は使われていない】

『ナイフを２０ｍ投げて殺害』『２０ｍの剣を使って殺害』

→【地上から２０ｍの高さに届く凶器は使用されていない】

『門番二人が部屋に侵入し姫を殺害』

→【門番は塔の見張りであり、塔の中には入っていない】

『姫の死体は別人であり、後で検証の際に運び込んだ』

→【姫の死体は顔が潰れていない】【城の全ての人間が、姫の死体を本人のも

のと認めた】

『姫がロープを垂らして犯人を迎え入れた』

→【メイドが確認した時点で、ロープ状のものは部屋に存在しない】【姫の死

亡時、部屋からはロープ状のものは確認されていない】【メイドが何かを見落

とすことはない】
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『塔の周辺の、２０ｍの高さのものから侵入』

→【塔の周りに、塔と同じ高さの構造物はない】

『塔の屋上から侵入』→【屋上に人間が登ることは不可能】

『塔の別の出入り口から侵入』

→【塔には姫がいた部屋一つしかない】【塔の出入り口は門番がいる扉、窓し

か存在しない】

『姫の髪を使って侵入』

→【姫の髪型はポニーテールで、２０ｍの長さをよじ登るほど長くない】

「姫の殺害理由は何か」（質問）

→【姫の死因は、額を打ち抜かれたことによるもの】【姫は即死】

「姫は自殺」

→【姫は他殺】【凶器になりえる物は、ペーパーナイフを除いて部屋には一切

置いていなかった】【ペーパーナイフは殺人に使われていない】
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　とある屋敷の恋愛物語。館の主人の息子と屋敷のメイドは、人に隠れて逢

瀬を楽しんでおりました。

　しかし、月日が経てば人の心は移ろうもの。メイドにとっては真剣でも、

息子にとってはしょせん、良家の許嫁との結婚が決まるまでの、遊びにすぎ

ませんでした。息子は結婚が決まると、手のひらを返したようにメイドに冷

たくあたりました。メイドはそれを悲しみ、ひそかに魔女を呼び出し、一つ

の契約を結んだのです。

　結婚式の前の日、メイドはついに気持ちを抑えられず、鍵を開けて息子の

部屋に入ります。許嫁が来たと思い、にこやかな顔で出迎えた息子は、メイ

ドの姿を見て慌てました。そして急いで部屋の外を見渡し、誰もいないこと

を確認して鍵を閉め、なんで現れたんだとメイドを責めます。

　メイドは自らの愛を必死に息子に訴えましたが、いきり立った息子はメイ

ドを黙らせようとして、首に手をかけます。そして、そのまま誤って、メイ

ドを絞め殺してしまいました。	

　死体となったメイドの前で、我に返った息子。

　その死体の前に、いつのまにか見知らぬ姿の金髪の女性が現れ言いました。

「……くっくっく…だから賭けには妾が勝つと言ったであろう？…………愛

などという脆いものに、期待したそなたが悪い」

　そして、金髪の魔女は死体を眺めながら、言いました。

「…妾はこの者とかつて契約をしておった。いかなるときにも、自分と愛する

者を引き離さないでくれとな。そして妾は、その契約を受けた。妾は約束は

守る。いかなる時でも、妾はその契約を守らねばならぬ……そうであったな」

　魔女は死体に向かって同意を求めます。すると、確かに殺したはずのメイ

ドの死体が行き帰り、うなずくではありませんか。

魔女の保険
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　魔女は男に向かい言います。

「知っておったか？この女は妾に保険をかけたのよ。そして、その期待は敗れ

た。なぁお前？……それがどういう意味か分かるかァ？

……要らない女はポイッとゴミ箱に始末してすっきり削除、自分だけ幸せな

人生を迎えたい？………残念だったな」

　殺したはずのメイドは起き上がり、息子に向かって手招きをしながらゆっ

くりと歩み寄り、首筋に手を回し握りしめます。そのあまりの恐ろしさに、

息子は悲鳴をあげながら、そのまま事切れてしまいました。	

　命を落とした息子の死体に、メイドの死体は歩み寄ります。しかしその表

情を見て、メイドは再び顔をふさぎました。男の表情に、女の愛を受け入れ

るようなものは、一切浮かんでいませんでした。死してなお、愛を得られな

かったことを知ったメイドは、魔女に最後の願いを告げます。

　魔女の魔法により、閉ざされた屋敷の物置きへと移動した女は、積まれた

本の隙間から一枚の写真を取り出しました。メイドはその写真を握りしめ、

ゆっくりと目を閉じます。

　それは、まだメイドが男から愛を受けていたときに、南の海へと旅行に出

かけた記念写真。メイドはその写真を抱きながら、再び永久の眠りへつきま

した。魔女はその姿を最後まで看取ると、そのまま姿を消しましたとさ。	
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　扉一つ、窓一つの質素な小屋に、一人の老夫婦が住んでいました。夫であ

る男はかつて、自らの友と戦争に出かけたことがありました。南の戦場での、

敵も味方も分からない乱戦。友軍と離れ、一人さ迷っていた男は、突然の叫

び声におびえ２発の弾丸を発射しました。そのうち一発が、誤って自らの友

だった兵士に当たってしまったのです。男はそのことを、何十年も後悔しな

がら生きてきました。出来るものなら、あの日に戻ってやり直したい。それ

が出来ないなら、せめて、友だった兵士にあって、謝りたい。	

「……………本当に、心の底からそう思っているなら、その願いをかなえてあ

げてもいいわ」

　月の出た晩、ふと男が眠りから目を覚ますと、そこに尻尾をつけた青髪の

少女が立っていました。男は慌てて傍にあった拳銃を構えましたが、少女は

まったく動揺せず、男に語りかけます。様子がおかしいことに気づき、男は

振り返り、妻を起こそうとしましたが、なぜか妻はいつまでたっても目を覚

ましません。

　しばらく考え、男は少女にうなずき、願いをかなえてくれと言いました。

「……さぁさ、思い出してご覧なさい。あなたがどんな姿をしていたのか」

　少女はくすくすと笑うと、部屋の隅を指さします。するとみるみるうちに、

隅の闇は人型を取り、やがて男の友だった兵士の姿になりました。

　男は思わず駆け寄りますが、その瞬間、兵士は銃を向け叫びます。

「なぜ、あの時俺を撃った！なんでお前が生きている！なんでお前だけが幸せ

な人生を送っているんだ！」

　友の口から出る言葉は、男を責める言葉ばかり。男は改めて自分の罪を悟

り、心から後悔しました。

　その様子を眺める少女に向かい、男はさらに一つ願い事をしました。もし

可能なら、俺をあの日に戻してくれないか。あの日の間違いを止めたいんだ、

と。もし戻れるものならば、自分の命も惜しくないと。	

過去からの弾丸
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　少女はしばらく考え込むと、つぶやきました。

「………時間を戻すことは、死者を蘇らせるよりも難しい。けれど、もしあな

たが望むのなら、”あなたをその時間の駒にすり替えること ”は不可能ではな

いわね……ただし、その時のあなたの役は、私が退屈しないように選ばせて

もらうけど」

　男はうなずきました。少女はほほ笑むと、手をかざしました。するとみる

みる部屋の中が入れ替わり、懐かしき南の戦場が広がります。

　男の前、右手には友の姿、そして、男の数メートル先には、かつての若き

自分の姿がありました。男は、かつての自分に知らせようと、声をあげました。

その刹那、恐怖に震えた顔を見せた昔の自分は、拳銃を構えて立て続けに二

発の弾を発射しました。その１発が男の頭を貫きます。男は倒れゆく中、も

う一度確認しようと必死で様子を凝視します。そこには、銃弾を受けて倒れ

た友に駆け寄る、かつての自分の姿がありました。そしてその前で、冷たく

笑う少女の姿がありました。

「……あなたの役は、敵軍の老兵士。自分が何発撃ったのか、どこに撃ったの

かすら忘れていたのかしら？……ええ、多分そうじゃないかと、初めから思っ

ていたけれど」

　南の戦場の景色はゆっくりと薄れ、あたりにはいつのまにか拳銃を落とし、

倒れた老人が一人。老人の倒れる音を聞いて、老人の妻は初めて飛び起き、

老人の元へと駆け寄ります。しかし老人は既に、自らの過去の弾に頭を撃ち

抜かれて、言切れておりました。

　翌朝には警察もやってきて、死体の見聞を行うのでしょう。最初は戸惑う

でしょうが、床に落ちた拳銃には老人の指紋しかなく、何が起きたかは明明

白白。本当の真実は、奇跡の魔女以外、知ることはないでしょう
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　街外れの片田舎の田舎娘。娘は、歌を歌うのが趣味でした。

　隣街への旅の途中、娘を見かけた劇場の主。村の畑で１人歌を歌うその娘

に聞き惚れ娘と話して街へ連れていきました。劇場主の思惑通り、毎夜劇場

で歌う彼女の歌声に、皆が聞き惚れたといいます。

　しかしその影に、歌姫を降ろされた女がいました。彼女は、実は恐ろしい

魔女でした。歌姫に嫉妬した魔女は配下の黒猫を操ると、部屋で練習をする

彼女の部屋の扉の前まで行かせました。黒猫は扉を叩いたり引っ掻いたりし

ますが、扉にはしっかりと鍵がかかっており、開けることができません。

　そこで魔女は、黒猫を窓に立たせ、歌姫の様子を見ながら呪文を唱えます。

すると、窓の前にあった大きなカボチャが、窓をすうっと通り抜け、そのま

ま歌の練習をする歌姫の後ろに進んでいきます。気配をして振り返った彼女

の頭にカボチャがどすん、と当たり、歌姫はそのまま動かなくなってしまい

ました。

　あくる朝、物音一つしない部屋の様子を不審に思い、劇場主が部屋の鍵を

開けるとそこには死体となった歌姫が倒れていました。部屋の窓の外には、

ハロウィンを祀るカボチャが置いてあり、そして、その上には黒猫がちょこ

んと座っておりました。

　劇場主は嘆き悲しみ、魔女は喜びました。

　新しい歌姫の歌声を聞ける機会は、もう二度とないのです。

ハロウィンの歌姫殺し
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『歌姫は眠っただけ』

→【劇場主に発見されたとき、歌姫は確かに死亡している】

『扉の鍵を別の人物が開けた』

→【扉の鍵を解錠・施錠できるのは劇場主だけ】【歌姫の生存を確認・施錠後、

次に開けるまで劇場主は部屋に近づいていない】

『犯人が隠れていた』

→【劇場主が扉を開ける直前の時点で、部屋に生存したものはいない】

『窓から侵入した』

→【窓も扉と同じく施錠されていた】【窓、扉以外の侵入口はない】

『歌姫自身が頭をぶつけて死亡』→【歌姫は自分以外の外力によって死亡】

『部屋自身が振動した』

→【部屋がひとりでに動くことはない】【地震などの天変地異は起きていない】

『スズメバチに刺された』

→【歌姫以外の生物は、部屋に入っていない】

『歌姫が致命傷を負ったが、なんとか施錠し、その後死亡』

→【歌姫は即死】
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　とある村の村はずれ、崖の近くの家に、漁師の父親と母親、孝行ものの息

子が住む一軒家がありました。息子は近々、隣の家の婚約者と結婚をする予

定であり、父と母はその日を楽しみに待っていました。

　ところが、この村には恐ろしい魔物が潜んでいたのです。

　人を食い殺し、その人に化けて、何食わぬ顔で親しいものたちを襲うとい

う魔物。その化け物には、退魔の武器以外、どんな武器も効果がないと言い

ます．

　ある夜、母親が食卓を整え待っていると、息子が外から戻ってきました。

　しかし、息子の様子はどこか変でした。疲れた様子にもかかわらず、異様

に目だけがギラギラと輝いています。母親は息子に食事を出しましたが、好

物だったはずのシチューにも、息子は手をつけません。ニンニクの匂いがき

つかったかしら、と母親は思い、そっと食事を下げました。それから母親は

夫を待ちましたが、疲れこけてついうつらうつらと眠ってしまいました。

　深夜。

　耳元に気配を感じ、母親が目を開けて振り向くと、なんとそこには牙をむ

き出し、襲い掛かろうとする化けものがいました。

　母親はとっさに飛びのくと、震える手で、そばにあった銃を掴みます。恐

ろしい目をした魔物の姿を見た母親は、恐怖にかられ銃の引金を引きました。

銃の弾は化けものの心臓を撃ち抜き、魔物はばたりと倒れました。

　放心状態になった母親は、しばらくして，おそるおそる魔物の死体を確認

しようとしました。しかしその刹那、魔物は突然起き上がり、母親に襲いか

かろうとしたのです。母親は悲鳴をあげます。

　あわや、というその瞬間。父親が家の扉を開け、帰ってきました。そして

魔物の姿を見ると、一目散に手持ちの銀のナイフを突き付けました。

海辺の魔物
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　魔物は銀のナイフの光に押され、じりじりと後退します。父親はナイフを

突き付けながら、魔物を窓の側まで追い詰めました。

しかし一瞬の後。追い詰められた魔物は反撃に転じ、父親に掴みかかります。

とっさに魔物を掴んだ父親は，そのまま窓の側で取っ組み合いを続け、つい

には窓から落ちてしまいました。

　そのとき、遠くから朝日が差し込みました。その光を浴び、魔物は悲鳴を

あげ、砂となって流れ落ちてしまいました。

　あくる朝、息子の婚約者が家を訪れると、そこには憔悴しきった顔をした

母親が座り込んでいました．母親は息子の婚約者を見ると，震える手で窓の

外を指さしました。

　そこには、崖から墜落した父親の死体以外、何も残っていませんでした。
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　悲しみにくれる母親と婚約者の元に、突如、青い髪の少女が現れました。

　ツインテールのその少女は、自らを探偵と名乗りました。そして、母親と

婚約者を一瞥すると、母親のそばに置いてあった銃をじろじろと見回し、ぽ

んぽんと叩きました。そしてじっくり舐め回すように見ると、次に家の中を

ぐるぐると回りました。そして、土嚢袋が破れているのを見るとにこりと笑

いました。

　探偵は振り向いて、婚約者に言いました。

「これは単純なトリックですね……窓の下の砂場を掘ってみてください」

　婚約者は家を出て、砂場を掘りました。

　すると、どうしたことでしょう。中から息子の死体が出てきました。

　探偵は息子の服を脱がせると、その遺体を子細に調べました。

「……胸の銃創と細かな擦り傷。崖から落ちる前に死んでいたようです」

「…この犯行が可能だった人間は、一人しかいませんね」

　そして探偵は、遅れてきた母親に指を指し、言ったのです。

「あなたが犯人です」

息子の幽霊の証言：

”私と母は、お互いにとても仲の良い家族でした”

”私は魔女ではありません。ただ彷徨えるものに、真実を述べる、

などという魔法の赤字は使えやしません”

”しかし信じてもらえるかはわかりませんが、本当に、私は母

を殺してはいないのです”

遅れてきた名探偵


