この物語は、
『成人指定』です。
この作品は１８歳未満の方は閲覧も購入も出来ません。
本作品は全てフィクションであり、実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
この作品には、女性の人格を否定し、性欲の対象としか見ないような、大変身勝手で情
状酌量の余地がなく、教育によって矯正できたにせよそれは僥倖としかいいようのない、
反社会的で愚劣で破廉恥で無節操な表現が際限なく繰り返されています。ﾊｧﾊｧ。
この作品には、『犯罪』に該当する表現が含まれて居ます。大変危険ですので決して真似
をしないでください。（よいこはマネしない！）

『警告』
何物にも囚われない、
記憶の中の子供たちに告ぐ。
この物語は
『毒電波』
によって創られている！
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「変態女教師・愛を煮詰めて」
これは、幻想郷で最も優しく、最も残酷で、最も罪深い妖怪、上白沢慧音の物語。
その女教師「上白沢慧音」は、男子生徒からは人気があったが、女子生徒からは嫌悪さ
れていた。
今月もまた、月が満ちてくる．．．満月の日が近づいてくる．．．
満月が近づくと、上白沢先生は無意識の行動が増えてくる．．．本人にもどうしようもな
い衝動的な行動が増えてくるのだ。
ほうまん

も

授業中も、ほぅら．．．教科書に隠れて、その豊満な胸を自分で揉みだした．．．
こ かん

ほお

なか

かす

教卓の角に股間を押し付けて、頬を紅らめ口を半ば開いて、微かに吐息を漏らす．．．
そのとき上白沢先生の体からは、男を性的に興奮させるフェロモンが発散される．．．
教室中の男共は、もうたまらなくなって、目を見開き、口を半開きにして、まるで酸欠
状態の真夏の金魚のようだ。
それに対して、女子生徒が上白沢先生を見る目つきは、恐ろしいほど冷ややかで、憎悪
すら含むものであった。少女から女性へと成長し、日々変化・変容していくアンバランス
な自分の心と体の延長線上に、極端とはいえ上白沢先生が存在することを認めたくないの
かもしれず、あるいは上白沢先生の発する女の匂いが、彼女らの嗅覚神経を経由して彼女
らの脳に突き刺さり、上白沢先生を『敵』として認識させているのかもしれない．．．
そんな中、いつものことだが男子生徒の誰かが手を挙げる．．．別に授業内容に関して質
問しようというのではない。
「先生、トイレに行かせてください」
うなず

上白沢先生は、無言で 頷 く。
ほとばし

男子生徒は、限界に近づいた内圧を、男の熱い 迸 りを、トイレで開放してくるのだろう．
．
．
やれやれ。
中には、トイレに行くこともままならず、臨界点を突破してしまう生徒もいて、上白沢
いそ

い

か

先生の授業の後は、教室に若くて青臭い栗の花の香りや、新鮮で磯臭いするめ烏賊の香り
が漂う始末であった。
上白沢先生は、ほとんどの男子生徒からは性欲の対象として見られ、女子生徒からは嫌
悪されてはいたが、何にでも例外は存在するものである。
「りょうすけくぅ～ん．．
．この問題に答えてぇ～（はぁと）
」
上白沢先生はお気に入りの生徒「鈴木亮介」君に声を掛ける．．．
本日の授業だけですでに３度目だ。明らかに他の生徒に対するのとは頻度も声の調子も違
っている。というより、これはもう教師が生徒に掛ける声ではない．．
．
め じゅう

まるで、発情しきった雌 獣 が、自分になびこうとしない雄の注意を自分に向けさせるた
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めに発する求愛のさえずりであり、欲情のしぐさであるとしか言いようがない。
声を掛けられた、色白の美少年「鈴木亮介」はカメムシを噛み潰したような、迷惑そう
な顔でぶっきらぼうに答えた。
「わかりません」
上白沢先生は言う
「ダメじゃな～ぃ、りょうすけくぅ～ん！ 罰として放課後補習よぉ～（はぁと）」
亮介はため息を吐き「帰りたい」とつぶやく。
それを聞いて、今度は他の男子生徒達からため息が漏れる。
「上白沢センセイから、あんなにヨクされて、『帰りたい』はねーだろ！！」
「亮介、てめぇ、なんでおめぇばっかりイイ目に合うんだよ」
「頼むから、俺に替わってクレよぅ」
「お前さえ、ソノ気になりゃ、あんなコトやこんなコトも上白沢先生はしてクレるだろう
に、なんてもったいないんだｯ！！」
「ああｯ、オバケが出るくらいもったいねぇ～！！」
「亮介、てめぇはなんて『男』らしくないんだｯ！！」
「亮介、おめぇはイツまでガキなんだよぅ！？」
「マタンキついとんのか、テメェ！？？」
「亮介、上白沢センセイがあそこまでシテくれてるのに、ソデにすんのかよ！？あそこま
でシテくれてるセンセイに恥をかかすのかよぉ、おめぇ！！？」
「亮介、てめぇ！ゆるさねぇ！！」
「俺の胸は、怒りで張り裂けそうだゼｯ！！」
「てめぇの血は、何色だぁ～！？」
「慧音！慧音！慧音！慧音！」
「慧音！慧音！慧音！慧音！」
そんな他の男子生徒の心の叫びが聞こえるのか聞こえないのか、亮介は思う。
あぶら

「上白沢先生は不潔だ！ 脂 っこくて、べたべたして、ケダモノじみていて、いつもイヤラ
ひ わい

しゅうき

ただよ

シイ妄想が頭の中を駆け巡っていて、卑猥な臭気を 漂 わせる、大人の女は不潔だ！」
わいせつ

ふく

「猥褻なことばかり考えてるから、上白沢先生の胸はあんなに際限なく膨れたんじゃない
みだ

のか？なんて淫らなカラダなんだ！」
「ボクは、呂莉絵さんが好きなんだ。あの呂莉絵さんなら、色白で小さくてほっそりして
いて胸もつつましやかな呂莉絵さんなら、上白沢先生みたいな不潔な女になんかならず
に、ずっと清らかでいてくれるに決まっている」
は

げっけいじゅ ロ

リ

エ

しかし、世の中とは皮肉なもの．．．亮介君が思いを馳せる『月桂樹呂莉絵』はこの教室
のもう一人の例外であり、上白沢先生の「大人の女の魅力」にめろめろ（死語）な数少な
い．．．というより唯一の女子生徒なのだった。
『月桂樹呂莉絵』の内心は、サスガに女性だけあって単純な男共に比べて複雑だった。
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彼女、
『月桂樹呂莉絵』の中には、上白沢先生と自分が結ばれたいが故の『鈴木亮介』へ
し っと

せんぼう

あこが

の嫉妬にも似た羨望があったが、それと同時に、いや、それ以上に自分が 憧 れる上白沢先
と

生に幸せになって欲しい、上白沢先生が思いを遂げて、『鈴木亮介』と結ばれ、幸せになる
いさぎよ

なら、それは喜ばしいことであって、祝福せねばならず、自分は耐える女として 潔 く身を
ひ

つつ

退くべきだとも考えていたのである。あるいは、「潔く身を退く」「慎ましやかな女性」を
演じる自分に酔っていたとも言えるかもしれない。
実は、彼女、
『月桂樹呂莉絵』はこっそり上白沢先生を主人公（セメ（タチ！））にし、
『鈴
木亮介』を副主人公（ウケ（ネコ！））にした、イヤラシくてイヤラシくてイヤラシ過ぎる、
りょうじょく

ふ じ ょし

「腐女子系」スケベ同人誌
れでぃす・こみっくも真っ青の「ふたなり系」
「美少年 陵 辱 系」
を創作している同人作家なのだった。
（同人誌即売会なんてｯ！ 『人間のクズ』の逝くﾄｺﾛですｯ！！ 恥を知りなさい！！！）
は れ ん ち

その、破廉恥な物語の中では、彼女、
『月桂樹呂莉絵』は『鈴木亮介』の姿を借りて、上
わいせつ

白沢先生から、猥褻かつ甘美な愛の施術を処方されつくすのだった。
（ああ、憧れの、上白沢先生に、掘られて掘られて掘られまくってみたぃぃぃぃぃ！！）
授業中、上白沢先生に責められる『鈴木亮介』を眺めながら、ウットリと頬を紅らめる
『月桂樹呂莉絵』は、恋する乙女そのものであり、まさか彼女の頭の中で、そのようない
びつな一大欲情絵巻が展開されているとは、ただ一人の例外を除いては、誰も気づいてい
なかったのである。
『．．
．キン・コン・カン・コン～♪．．
．』
各人・各様に長い授業時間が終わり、放課後である。
今宵は満月だ、満月の夜は明るい．．．月光は万物を変化せしめる．．
．
（月夜の魔物は恐ろしい、ぐおぉぉぉ）
ここは村の一角にある寺子屋。本尊の釈迦如来坐像が安置された本堂と渡り廊下でつな
がった別棟であり、村民の集会場を兼ね、村で不幸があれば斎場としても使われる客殿と
が らん

呼ばれる伽藍である。
今は他の生徒も家路につく時間であり、教室として使われている客殿には上白沢先生と、
補習授業を受ける『鈴木亮介』だけが残っていた．
．．少なくとも、表向きはそう見えた．．
．
盛夏というには早く、初夏というには遅い、じっとしていれば肌寒くもあり、少し動け
ばじっとりと汗がにじむような、梅雨の中休みの日本晴れの一日の終わりの、紅い夕日が
鮮やかな西日となって差し込む夕暮れ時であった。
本堂からは齢八十にもなろうかという住職の、夕のお勤めの枯れた読経の声が風にのっ
かす

て幽かに響いてくる。
観自在菩薩・行深般若波羅蜜．．．
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そして、上白沢先生の、鈴木亮介君への補習授業が．．．補習授業に名を借りた個人授業
りょうじょく

うたげ

が．．
．個人授業に名を借りた『 陵 辱 の 宴 』がはじまってしまったのであった。
（待ってま
したｯ！！）
「豊臣秀吉は、1595 年、姉の子である豊臣秀次の妻と子供と家来を京の三条河原で処刑し
たけど、どんな方法で処刑したか．．
．亮介君、答えてぇ～（はぁと）
」
「あん、あん、ちゃんと予習してこないとダメじゃない（はぁと）．．．
」
「じゃぁ、次の問題ね（はぁと）」
ごうもん

しゅくせい

そうかつ

．．．一事が万事．．．上白沢先生は、歴史の中で繰り返されてきた、拷問・粛 清 ・総括．．．
うが

ありとあらゆる残虐な処刑の方法を、具体的に・細やかかつ鮮やかに・微に入り細を穿っ
て、ねっとりと、その残虐な情景を亮介君に強烈にイメージさせ、その反応を楽しみ、味
ろうしょう

わいつくすかのようにじっくり、じわじわ、ねちねちと、繰り返し朗 誦 させるのだった．．
．
それはまるで、捕まえたネズミをわざと逃がしては何度もいたぶりつつキャッチ＆リリ
ひとしずく

こうしょう

にゃんこ

た んび

ースを繰り返し、命の最後の一 滴 まで味わいつくそうとする高 尚 なる 猫 の耽美にして貴
族趣味なお楽しみのようだった。
そう、これは言葉による拷問以外の何物でもないとしか言いようがない．．
．
く しざ

しょけい

なにより上白沢先生が好きなのは、串刺しによる処刑だった。
かの有名なワラキア公によるトルコ人に対する串刺し処刑。
あるいは、息子の嫁に横恋慕したロシアの皇帝が、息子に嫁の初夜を譲るように迫り、
拒絶されたことを根に持っての公開・串刺し処刑．．
．寒い冬の朝、被処刑者が．．．罪人が．．．
己が息子があっけなく凍え死にしないように、暖かい毛皮で包んでやり、周囲で焚き火を
炊いて温めてやりながら、衆人監視の元、顔と尻だけが露出する黒い熊の毛皮を着せて、
ゆっくり・じわじわと肛門から極太の尖った鉄串を差し込んで、時間を掛けて殺していく、
絶叫が王宮前広場に響き渡る．．．実際、処刑開始から終了まで、１５時間以上かかったと
のことである．．．さらに見せしめのため、死体は腐敗を経て完全に白骨化するまで．．．翌
さら

年の夏が終わるまで串刺しのまま王宮前広場に晒されたそうである。
らんらん

そんな串刺しの話をするとき、上白沢先生の目は爛々と、異様な輝きを帯び、口紅を塗
っているわけでもないのに、血色よく紅く染まった唇を舌なめずりするようにぺろりとな
め、紅くぬらぬらと光る唇から、残虐な言葉の渦を悪びれもせずに．．．むしろ淫らさに酔
い痴れるかの如く次々と吐き出す上白沢先生はまるで残虐な処刑者．．．イワン雷帝やピョ
ートル大帝、ワラキアの串刺し公が悪霊となって乗り移ったかのよう．．．
（慧音！慧音！慧音！慧音！

慧音！慧音！慧音！慧音！

掘って掘って、掘りまくれぇ

ぇぇぇぇ！！）
鈴木亮介君の顔からは血の気が失せ、彼の視界は目の前に青いフィルターがかかったか
のように青白くかすんで、周囲の風景が自分から遠ざかっていくように見えたのだった。
「リョウスケくぅ～ん（はぁと）、折角補習してるんだからぁ～、ボンヤリしちゃダメじゃ
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ないのぉ～（はぁと×２）ウフフゥ～（はぁと×３）」
といいながら、上白沢先生は身動きのほとんどとれない鈴木亮介君に背後からもたれか
かる。
もったりとした、巨大な中華饅頭のような上白沢先生の二つの胸の膨らみが鈴木亮介君
の背中にぽってりと押し付けられる。温かくてやわらかい、巨大な二つの中華まん．．．本
物の中華まんとの唯一の違いは、ナカミがぎっしりと詰まって、ずっしりと重い点である。
で んぶ

りん

そしてさらに、上白沢先生は、自分自身の股間を鈴木亮介君の臀部の膨らみの、凛とし
たかわいらしい曲面．．．今朝産み落とされたばかりの新鮮な卵の黄身のように、ぷりっと
重力に逆らってこんもり盛り上がった若々しい男の子の筋肉質のお尻の曲面にぴったりと
な

さす

吸い付くように沿わせて押し当てると、腰を上下させ、すりすりと撫で摩り始めた。
「ひぃぃぃぃ～！！」
と叫び声ともうめき声ともつかない声を上げると、我に返ったかのように鈴木亮介は上白
沢先生の魔の手から逃れようとする．．．
「ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹは逃げようとした」「．
．．しかし、回り込まれてしまったｯ！！（ｺｹた！！）
」
それはまるで魔法のよう。気づくと上白沢先生の左腕は鈴木亮介君の左腋の下から差し
込まれ、その手のひらは亮介君の首をしっかりと押さえ、その親指と人差し指はぴったり
と亮介君の左右の頚動脈の位置に押し当てられていた。
後ろからのしかかるようにして、鈴木亮介君を押さえ込む上白沢先生。
さらに、上白沢先生の右手は、亮介君の右わき腹を経由して、ほっそりとした亮介君の
へそ

お臍の脇を通り過ぎ、下穿きとお腹のスキマに巧妙に潜り込んで、あっさりと亮介君の絶
対領域に突入し、一番敏感な部分への侵略と制圧を電撃的に完了してしまっていたのであ
った。
もはや、涙声で許しを請い、あるいは無駄と知りつつ悪あがきをするしかない鈴木亮介
君．．．
亮介君は、最後の勇気を振り絞り、大声で助けを求めようとした．．
．
い んび

ふさ

その口を上白沢先生の、ぽってりとした淫靡な唇が塞いだ。
亮介君はその唇に噛み付こうとした．．
．
しかし、それを察した上白沢先生は甘い息を吐いた。
それを思い切り吸い込んでしまった鈴木亮介君は、頭の後ろがポワーッと温かくなるよ
うなヘンな気分になったあと、真っ暗な闇の中に肉体を失った自分のちっぽけな魂だけが
取り残されたような奇妙な感じに襲われた。
た めら

（亮介君には、まだ躊躇いがあったのだ。本当に攻撃するつもりなら、呼吸もせずに即座
に最大の．．
．殺害を前提とした攻撃すればｲｲものを．．．
）
暗闇の中、どこか遠くから読経の声が聞こえてくる．．
．
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ぎゃあてい

『羯 諦

ぎゃあてい

羯諦

はらそうぎゃぁてい

はーらーぎゃあてい

波羅羯諦』（いっしょに『極楽』にｲｷましょ～（はぁと））

ぼーじそわーかー

ね はん

『波羅僧羯諦 菩提薩婆訶』（二人で『涅槃』に達しましょ～（はぁと）
）
鈴木亮介君は、体がしびれて動けない．．．
（ステータス＝「しび」）
その亮介君に教え諭すように、上白沢先生の声が、遠くから聞こえてくる。
「だめよぉ、リョウスケくぅ～ん（はぁと）まだ補習授業は終わってないんだからぁ（は
ぁと×２）
」
「それとぉ、先生 リョウスケ君のヒ・ミ・ツ．．．みぃ～ちゃった！！」
「昨日の夜、リョウスケ君てば、クラスの呂莉絵ちゃんのコト考えながら、ココ．．．自分
でなでなでしてたでしょ．
．．自分のお部屋で、こっそりと．．．
」
「うーん、リョウスケ君てば、呂莉絵ちゃんのコト好きなんだぁ、呂莉絵ちゃん、可愛い
子よねぇ．．
．先生 嫉妬しちゃうな（はぁと）
」
といいつつ、上白沢先生はリョウスケ君のその部分を優しくなでなでしてあげた。
亮介君の頭の中は、完全にパニックに陥っていた。
「どうしてそんなコトがわかるんだだれにもわかるはずないのにだれにもいっていないの
にのぞかれていたのかなんてひれつなんだたすけてたすけてここからだして．．．
」
な

急激に萎えていく亮介君のその部位。
しかし、それであきらめるほど上白沢先生の欲望は．．．自我は弱くはなかった。
より一層の甘い息を亮介君に吹きかけ、亮介君のズボンの中に入れた手で、スポンジを．
．
．
たっぷり水を含んだ海綿を絞るように、ゆっくりと締め上げ、ゆっくりと戻す．．
．
そう、上白沢先生は、鈴木亮介君のささやかな個人の歴史を通して、彼の昨夜の秘密の
行動を読み、さらには彼の心の中まで読んだのである。
（なんという、卑劣な！

教え子を性欲の対象としか見ていない、その身勝手で自分本位

な、教師としてあるまじき自己中心的な考え方！！）
そして、上白沢先生は、亮介君が彼自身のソノ部分を撫で回していたときに考えていた
お と ぎ ばなし

ことを、まるで御伽 噺 でも聞かせるかのように、亮介君に微に入り細を穿ってドラマ仕立
てで再現してあげたのだった。
さらに、上白沢先生は、月桂樹呂莉絵が書いている、上白沢慧音と鈴木亮介を登場人物
とした破廉恥な物語を、ソレとわかるカタチで亮介君に吹き込む。
本来あってはならないコトなのに、本来あってはならないコトなのにｯ！！
もうろう

意識が朦朧とした亮介君のその部位は、上白沢先生の執拗な攻撃にさらされ、まるで毒
虫に刺された皮膚が当然の免疫反応として炎症を起こし、充血し膨張するように、不本意
ながらも上白沢先生が望むような雄々しく猛々しく逞しい状態に変形してしまったのだ。
上白沢先生は、牛が牧草を自分の唾液と、４つある胃袋のそれぞれの胃液とを混ぜ合わ
はんすう

せて反芻するかの如く、亮介君が呂莉絵に対して描いていた妄想と、呂莉絵が上白沢先生
えが

と亮介君の関係について描いていた妄想と、上白沢先生本人の淫らな妄想と、呂莉絵の歴
史を通して見切った呂莉絵のリアルな裸体のイメージをぐちゃぐちゃに混ぜ合わせ、柔ら

8

かく噛み砕いたモノを、亮介君の頭の中にたぷ～りと流し込んでやったのである。
自分が憧れていた呂莉絵の赤裸々な内実と、嫌悪感を抱いていた上白沢先生の純然た
る．．．純粋といってもいいような渇望が・性欲が渾然一体となって鈴木亮介の頭の中に
Tsunami の如く押し寄せてくる。妖怪ならぬ、人間の．．
．しかもまだ経験の少ない、平均
的な・正常な少年の精神に対して、それは余りにも破壊的だった．．．破壊的過ぎた。
元々、若さを持て余している亮介君だから、理性が吹き飛んでしまえば後はあっけない
いっせい しゃ

した ば

モノだった。最初の一斉射は一瞬で終わり、青い若草の匂いのする汁を、彼の下穿きの中
にたっぷりとぶちまけてしまったのである。
した ば

汁まみれになった右手を、亮介君の下穿きの中から引き抜くと、上白沢先生はその匂い
を犬のようにクンクンと嗅ぎ、ウットリと目を細め、その粘液をぺろりと舐めたのだった。
ほとばし

（ああんっ（はぁと）短い一生を、力の限り生きる、人間の、男の子の、熱い 迸 りは、す
のうこう

い

つ

っごい濃厚よねぇ．．
．以前にコレを味わったのは、何時だったかしら（はぁと））
気がつけば、先ほどまでの夕焼け空はすっかり姿を消し、西の空でひときわ明るく輝く
のは金星だろうか？ すっかり沈んだ太陽に替わり、東の空からは血を滴らせたような真っ
紅な満月が昇っていた。
上白沢先生は、まず上半身をはだけた。豊満な．．．月並みな表現だが、豊満としか言い
あらわ

ようがないホルスタイン種の乳牛のような胸が 顕 になる。そこまでは、どこにでもいるち
ょっと立派なカラダをもつ人間の女性と同じだ。しかし、彼女の両わき腹には、左右それ
ぞれに正三角形の各頂点に配置された三つの、真横に切った傷口のような、スリット．．．
切れ込みが走っている。
窮屈な服を脱いで、服に接触する心配が無くなったからか、彼女が安心しきったような
ひら

猫の背伸びにも似た伸びをすると、ゆっくりとその左右三つずつの脇腹の切れ込みが啓い
ていく。
脇腹の切れ込みの奥は、最初は黒いぽっかりとした穴のように見えたが、そうではない。
くろめのう

よく見ると、それは昆虫の複眼に似た、細かな黒瑪瑙の破片を集積したような、鋭敏な
感覚器官なのであった。
あまね

その感覚器官は、周囲の木石や宇宙に 遍 く存在するエーテル体が蓄えている波動を感知
ひ

することによって、目の効く船乗りが濃霧の中でも、曳き波を見ただけでその曳き波を起
こした船を言い当てるかのように、過去を．．．その場で起きた出来事を．．．歴史を読み取
ることを可能にするものだった。
さらに、満月の夜には、その能力が極限まで研ぎ澄まされ、自らも波動を発することに
よって、能動的に歴史に介入できるほどに高められるのだ。
超能力には基本的に二つの系統がある。精神感応（テレパシー）に代表される感応系の
「ESP」と、念動力（サイコキネシス）に代表される物理系の「PK」である。普段の上白
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沢先生の能力は、残留思念感応（サイコメトリー）に分類されるものであろうが、その能
こう

力が嵩じる事によって、相手の歴史（過去）を通して現在の心を読む精神感応（テレパシ
ー）や対象の過去を読むことによって封印の中を読み取る透視（クレアボヤンス）、過去の
経緯から類推される未来を、きわめて高い確率で言い当てる予知（プレコグニション）に
までその能力は拡張されるのである。
それどころか、満月によって力を得た上白沢先生は、「物体がそこに存在した」という歴
史に介入することによって、念力（サイコキネシス）や瞬間移動（テレポート）と同等と
いっても過言ではない能力すら発揮できるのだった。
上白沢先生の両脇腹の各三つ．．．合計六つの目が啓いていくと同時に、彼女の脳が活性
化され、彼女の脳の右半球・左半球それぞれから立ち昇るオーラが空間そのものともいえ
るエーテル体に上昇気流を起こし、小さな竜巻状に収束していく．．．それは左右一対の、
輝く角のように見えたのだった。
み まが

上白沢先生の、ワーハクタクとしてのその姿、神･仏とも見紛う神々しい姿である。
あせ

そして、上白沢先生は．．
．慧音は焦っていた。
梅雨時の夜は短い。早く思いを遂げてしまわねばならない．．
．
外の世界では．．．幻想郷の外では、万物の霊長にして、食物連鎖の頂点に立っているの
は人間である。
人間以上に強いモノが存在しない世界では、必然的に「人間の敵は人間」にならざるを
得ない。
おもむ

いそ

世界のあらゆる資源に限りがある以上、欲望の 赴 くまま喰べて、子孫繁栄に勤しんでい
おちい

れば、必然的に人間同士が衝突し、人間同士が殺しあわなければならないハメに 陥 る。
．．．当然のことだ。
では、幻想郷ではどうなのだ？
幻想郷には妖怪がいる。妖怪の餌は人間である．．
．妖怪は人間の天敵と言えた。
つまり、幻想郷での万物の霊長にして食物連鎖の頂点に立つ存在は、妖怪だといえる。
幻想郷で妖怪に喰い物にされる人間は、一見不幸に見えるかも知れないが、なぁに、外
の世界で戦争や交通事故や公害や自殺で死ぬ人間に比べれば、人数比で言えば妖怪に喰わ
れる人間の数など微々たるものであった。
幻想郷の人間は、妖怪を共通の敵として認識することで、人間同士争うこともなく、自
然の摂理に反する産児制限をすることもなく、仲良く、ある意味幸福に暮らしているとも
言えるのである。
それでは、妖怪はどうなのだ？ 幻想郷の妖怪はどうなのだ？
ある意味、幻想郷は、一匹一々は弱っちぃクセに、病原菌のように無節操に増え続ける愚
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劣で不潔な人間どもの脅威から妖怪自身が自らの身を守るために作り出した箱庭。
妖怪が自分自身を保護するために考えついた温床とも言えたが、それは妖怪同士が殺し
おり

合い、奪い合う生き地獄であり、自分で自分を閉じ込めた一種の檻であるとも言えた。
食物連鎖の頂点に近い生き物ほど、生殖能力は低くなければならないと云える。当然の
ことだ。
魚や昆虫などの下等な生物ほどたくさんの卵を産みっぱなしにするが、その多くが成体
になる前に他の動物に喰べられてしまう。逆に、象や鯨やライオンやゴリラなどはそれほ
どたくさん子供を産まずに、じっくり育てるタイプである。もし、食物連鎖の頂点に近い
生物が子沢山だったら、同じ種族同士で争いあう過当競争で種族全体が共倒れになってし
まいかねない。
では妖怪はどうだろう、例として「吸血鬼」について考えてみよう。
某、吸血鬼を主人公にしたシリーズものの小説では、吸血鬼の一族が「貴族」と呼ばれ
ていたが、この呼び方は吸血鬼の本質を端的に言い表しているとも云える。
吸血鬼とは、貴族であり、支配者であり、政治家であり、肉食獣であり、高等遊民であ
り、ある意味芸能人なのだ。
貴族とは、一般人・平民に比べて圧倒的に数が少ないが故に貴族たり得るといえる。
肉食獣の数が草食獣の数を上回ってしまったら、高等遊民の数が下賎な労務者の数を上
回ってしまったら、芸能人の数が観客の数を上回ってしまったら、宗教家（僧侶とか、神
主とか）の数が崇拝者の数を上回ってしまったら．．．喰うものと喰い物にされるもののバ
ランスが崩れて、食物連鎖が成り立たなくなってしまうだろう。
（うきききききききき）
狂犬病患者が増えるように、噛み付きさえすれば増えるからといってやたらと吸血鬼が
仲間を増やして回ったりしたら、吸血鬼の、貴族としてのお気楽・極楽な暮らしがそもそ
も成り立たなくなってしまうのである。
それでは、白澤はどうなのだろう？そもそもハクタクという妖怪は、どうやって「生殖」．
．
．
というか、種族の維持をしている妖怪なのだろうか？
多少．．
．いや、かなりクドくはなるが（すでにクドいケドよ！）、妖怪の名称には、種族
名と個体名があるということをまず確認しなければなるまい。たとえば、
「吸血鬼」という
のが種族名であり、
「ドラキュラ」というのが特定の吸血鬼を指す個体名であると考えられ
る。
他にも、種族名で有名なところといえば、「河童」や「天狗」などが挙げられるだろう。
それに対し、個体名として有名なところを挙げれば、「魔王サタン」や「ワードナ」「マ
ーフィーズゴースト」などが思いつく。
妖怪の中には、それが種族名なのか個体名なのか区別が難しいモノも居る。一例を挙げ
れば「フェニックス（不死鳥）
」などがそうだろう。不死鳥はある年数を生きると、自らの
命の炎が弱まっていることを察知し、自ら火山の噴火口に飛び込んで個体として死ぬこと
によって体の中に炎のエネルギーを取り込み復活・再生する。そうして種族としての命の
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つながりを維持しているものと考えられる。
白澤という妖怪も、特定の時代に複数の場所で確認されないことや他の妖怪には見られ
ない固有の知識を持つことなどから、一種族一個体の妖怪ではないかと推測される。
婚期を逃しかけ、高齢出産の危険に脅え、一族の血筋を残したい・子孫を残したい・親
に孫の顔を見せて喜ばせたい・親から「よい子」と思われたいと焦り、好きでもない相手
とでもくっつきたがるオールドミスのように、サカりがついて、教え子にちょっかいを出
しまくる上白沢先生には上白沢先生なりの止むに止まれぬ生物学（？）上の．．．種族維持
のための事情があるのかもしれないが、それはおいおい明らかになっていくだろう。
（サカり過ぎて損はない！子孫を残した奴の勝ちだ！残虐行為手当て！「負け犬女」と「人
生の勝利者女」．
．．ここが人生の分かれ道。まるで対戦格闘ゲームか、対戦シューティン
グゲームのような熾烈にして残酷な世界のルール。
）
「げぇむと現実の区別がつかなくなった、残酷なげぇむ脳」．
．．なんて、甘いことは言って
られないのである。勝利か利己的遺伝情報の死か！「負け犬」になりたくなければ「人生
の勝利者」になるしかないのである。
マネー・ゲームと利己的遺伝子ゲェムのﾅﾆが違うって云うんだ！？
つい最近まで、亡国(←あえて五時を修正しまそん)の政界に「これからは実力社会だ」と
言い放ち、「実力さえあればこんなに金持ちになれるんだ！」と粉飾決算会社を持ち上げ、
人間は平等であるという幻想を破壊しまくって、格差社会を奨励した挙句、ゲェムに負け
てしまい、
「過去の人」になってしまった負け犬政治家がいたが（そんなのいたっけ？）
利己的マネーにしろ利己的遺伝子にしろ量子力学にしろ、世界がゲェムであることが、
証明されてしまった現在、
「残酷なげぇむ脳」とか「人生はげぇむじゃない」とかいうぬる
ま湯に浸かった非ゲェマアのﾀﾜｺﾞﾄなど聴くだけﾑﾀﾞなのである！！
うひひひひひひひひ！！ ゲェマァにあらずんば、人に非ず！！
（いーじーもーどぉ？ きもーぃ！！ いーじーもーどがゆるされるのは、小学生までよ
ねぇ～！！）
利己的な遺伝子の命じるままに子孫を残せれば、それが快感なのである。快楽に決まっ
ているのである。造物主がそういうふうに人間をプログラムしたのだから当然なのである。
それに逆らうのは天に唾する行為なのである。うきききききききき！！
（それにしても、「負け犬女」の子宮の奥には、生きることも死ぬこともできぬ迷える魂が
渦巻く異界につながった、小さな穴が・抜け道があるんじゃないのか？ そこから、異世
界の迷える魂・不浄な魂、羅生門に巣喰って居たような餓鬼どもが、生んでくれ・生ん
わめ

でくれ、出してくれ・出してくれと喚いているんじゃないのか？ どうせ、「負け犬女」
や「負け犬男」が無理して子供作ったって、
「負け犬」の子は「負け犬」に決まっている
ので、いぢめられっ子になったり、薬物に手を出したり、不良グループに捕まって、ボ
スの思いつきに過ぎない非行行為を現実に実行する「兵隊」として利用されたり、児童
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売春させられて金を貢がされたりするに決まっているのに、そんなわかりきったことに
も気づかずに・気づこうともせずにこの世に出てきたがる愚かな魂の叫びに突き動かさ
れて、ロクに考えもせずに、衝動的に妊娠・出産してしまうのではないのか？ ん、どう
なんだ？ んんｯ！？）
寺子屋の東西は風通しをよくするために、障子が開け放たれているが、雨よけ・暑気よ
けのために庇がのび、縁側が張り出した南側の障子は閉じられている。また、質素な給湯
ふすま

室と手洗いを備え、渡り廊下につながる北側の 襖 は閉ざされていた。そこに誰かが隠れて
いることを、上白沢先生は見抜いていた。
のぞ

上白沢先生は、寺子屋の周囲に結構な人数の村人が隠れていることに．．
．自分の行為が覗
かれていることに気づいていた。その鋭敏な感覚にとっては、障子や襖などで外と区切ら
れた寺子屋も、透け透けで全面ガラス張りのようなものだったのである。
そして、上白沢先生は自分を覗いている存在が、自分に危害を加えるものではないこと
も十分承知していた。
だから、上白沢先生は、隠れたつもりの観客たちに自分の・自分たちの行為を見せびら
かして、二人の愛の見届け人に・連帯保証人になってもらうかのように、より大胆に愛の
行為をおこないなさったのでございます。
下半身に纏っていた衣類一切も脱ぎ捨て、いわゆるスッポンポンの姿になった上白沢先
生は、一仕事おえてぐったりと横になっている鈴木亮介君のズボンを脱がし、精液で濡れ
た下着も脱がしてしまった。
本人同様お休みのポーズをとる亮介君の「亮介君自身」が月明かりに露わになる。
上白沢先生は、
「亮介君自身」に、もう一働き・二働き．．
．できれば一晩中働いてもらい
たかったので、優しく・激しく、強く・弱く、「亮介君自身」を撫で摩り、励まし始めた。
それはまるで、王位継承をめぐるイザコザで弟のセトに八つ裂きにされたオシリス神の
バラバラにされた体の各部位を集め、どうしても見つからなかったオシリス神の男根の替
は

わりに自らの魔法で作り出した男根をオシリス神に「嵌め込んで」そのオシリス神と交わ
って、エジプト人の神祖となるホルス神を産んだイシス女神のような、慈愛の魔法の発動
でもあったのさ。
なんと！ まるで手品を見ているかのように、鈴木亮介君の「亮介君自身」が、隠された
地下墓所で悪い夢にうなされたファラオのミイラが人知れずむっくりと起き上がるが如く、
起き上がってしまったのである。（りざれくしょん～（黄泉還りｨ～）！ （青いタヌキの声
ﾏﾈで！！）
）
せいかん

「亮介君自身」が黄泉還ったのを見届けた上白沢先生は、ためらうことなく、精悍な競
またが

り

り

さっそう

走馬（あるいは種馬？）に 跨 る凛々しい女性騎手のように、亮介君の下半身に颯爽と跨る
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めすうま

おすうま

めす ろ

ば

おす

と、牝馬が牡馬とするように・雌驢馬が雄驢馬とするように・雌猿が雄猿とするように・
雌犬が雄犬とするように・雌豚が雄豚とするように・雌鶏が雄鶏とするように、女に見向
きもされない負け犬男や心象者男がリアルドー●やキャンディガー●や S ボランティア奏
春婦相手になさるように．
．．なさることをなさったのでございます。
うり み ばえ

ダッチ ワ イ フ

（ﾀﾞﾒ男は、瓜実蝿の如く、生殖能力のない美しい 竹 婦人や抱き枕相手に腰振って絶滅す
ればｲｲに決まっている！！．．．それが実力社会というﾓﾝなんだから、仕方ないﾃﾞｼｮ！）
ウォーク(並足)、トロット(早足)、キャンター(駆け足)、ギャロップ(早駆け)．．．より速く、
より激しく．．．上白沢先生の、鈴木亮介君に対する乗馬は激しさを増してイッたのでござ
います。
while( 絶頂 flag <> FLAG_ON )
{
func あんあん、あんあん、あんあん、あんあん、ﾊｧﾊｧ( はぁと ）;
}
/* 意味不明（あちゃー、古いコーディングスタイルだのう！！） */
上白沢先生の興奮の度合いに応じて、彼女のオーラが．．
．オーラによって作られた角が、
妖しく美しく、オーロラのように輝いた。
しかしその直後、上白沢先生も予想しなかったことが起こったのであった。（イベント発
生による、強制割り込みｨ～！！）
上白沢先生が鈴木亮介君に馬乗りになり、ずっぽし PlugIn した状態で腰をゆすっている
と、その重みと振動で亮介君が目を覚ましたのだった。
目を覚ました亮介君は、自分の置かれている状況が理解できているのかいないのか、う
つろな目で意味不明なことを喋り出した。
「むは、きぞんしはぁー」
「にじゅういちばんのうけんさ」
「なーとっと、すーかーす」
「もえとし、じょりじょり」
「のーとちしーのー」
「いーよーほりったん、きーよーつーきー」
「こんなんむでない」
「ちゃむんして、ちびしおー」
「あーつおーてーにいますか、ほいっ」
その直後、上白沢先生と目が合ってしまった亮介君はゲラゲラと笑った直後．．
．「シャー
ｯ、くはｧー！！」というような、ありふれた表現しかしようのない異様な叫びを・威嚇音
またが

を発したかと思うと、下半身を上白沢先生に 跨 れたまま、のしかかる上白沢先生をその両
腕で引き裂こうとした。あまりのことに驚いた上白沢先生がとっさに亮介君の両腕を押さ
え込む。亮介君は．．．亮介君だったはずの存在は、目の前に「たゆ～ん」とぶら下がった
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上白沢先生の乳房に噛み付いたかと思うと、なんのためらいもなく一口分喰い千切ったの
である。
パッと彼岸華が咲いたかのように飛び散る鮮血！
一瞬、何が起きたのか理解出来ず、目を見開き、その顔にサッと朱がさす上白沢先生．
．
．
ほ

千切れた乳房から滴り落ちる血を浴びて、亮介君だったはずの野獣がさらに吼える！！
「くわぉｦｦｦｦｦｦ──！！」
「ｷｼｬ──！！」
手足をバタつかせ、喰い千切った肉片を飲み込み、続けて第二撃・第三撃を繰り出そう
む

い かく

とする鈴木亮介！ 歯を剥き出して、上白沢先生を威嚇し、噛み付こうとするが、なぜか彼
たけ

の下半身は上白沢先生とまぐわったまま、猛り狂い、激しく往復運動を続けていたのであ
かまきり

る。それはまるで、性的役割を反転させた蟷螂の交尾のようであった。
鈴木亮介は完全に正気を失っていた。自分の好きなもの・好ましいと思うものと、不快
そしゃく

感・嫌悪感を抱くものを、完全に分離不能になるまで混ぜ合わせ、咀嚼されたイメージを、
はんすう

しつよう

牛が反芻するかのように、繰り返し・執拗に頭の中に流し込まれたのだ。
腐ったひき肉を詰め込んだゴム人形のような嫌悪の対象であった上白沢先生の、ある意
味一途と云ってもいいほどの自分への好意と劣情、憧れていた月桂樹呂莉絵の創作した「慧
音×亮介」の陵辱本の破廉恥な内容、呂莉絵が上白沢先生に抱いていた倒錯した愛情と上
白沢先生の関心を不本意ながらも独占している自分に対する羨望。各人各様の思いの全て
が身勝手な一人称視点で描かれ、奇妙にデフォルメされた彼女らから見た自分の姿が、恥
ずかしさとも誇らしさとも気持ち悪さとも愛しさとも憎らしさともなんとも表現のしよう
のない「変」な感じを亮介に与えた。それは、戯画化された自分の絵姿を見せられた瞬間
に感じる、
「こんなのは自分じゃない」という直感と、それでも自分で認めたくない特徴が
誇張されていることに対して腹が立つ分「その絵に描かれているのは自分以外の何物でも
ない」という、直感に反する理性の板ばさみになるような感覚であろうか？
それらのイメージを．．．雑多な思念を消化するために加えられた上白沢先生の唾液や胃
液にも似た、本人以外には汚物としか感じられない思念．．．それは、破壊と殺戮を繰り返
し、戦争や内乱の度に繰り返されてきた拷問や虐殺や陵辱の歴史の記憶．．．勝者が敗者を
て

ご

罰し、負けた国の男は殺され、女は手篭めにされる、歴史的に見ればありふれた光景。
なぶ

鈴木亮介は自分を不幸だと思いたかった。変態女教師に嫐られ、憧れていた気持ちを踏
にじ

み躙られた自分を不幸だと思いたかった。
ゆる

しかし、それすら赦されなかった。上白沢先生が亮介に流し込んだ歴史の記憶の断片は、
ぼうだい

へんりん

膨大な人類の歴史の片鱗に過ぎないとはいっても、それすらも一人の少年が受け止めるに
は重すぎたのだ。自分の不幸さなど、人類の歴史の中ではとるにたらない、どうでもいい
ことだと思い知らされた鈴木亮介には、一片の救いも、頼るべき何物も残されてはいなか
ったのである。
．．．貴方は自分のｺﾄを、不幸だと思ってるｶﾓしれないｹﾄﾞぉ、今でも、東南アジアで、中
東で、アフリカで、中南米で．．
．小さな子供達が、臓器取りのための材料として、一人 100$（約
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は

つ

も

の

１万円）で売られてるのよぉ～！ 女の子だって幼女売春で格安で売られてるのよぉ～！！
昔は戦争があって、食べるものが無くて、今日食べるものが無ければ死んでしまう人間
が、プライドなんてかなぐり捨てて働いて（身売りして）たのに、あなたはなんて贅沢な
のかしらぁ～！？
彼（鈴木亮介）が精神に変調を来たしてしまったのも仕様の無いことと云えた。
（いいえ、
バ

グ

コレが仕様です。決して不具合ではありません！！）
そして、鈴木亮介が精神に変調を来たしてしまったからこそ、上白沢先生への攻撃が成
功したとも云えた。今の上白沢先生は、鈴木亮介の個人の歴史から類推される思考や行動
を読み取ることによって、テレパシーや予知に通じる能力すら得ていたはずであるが、そ
んな彼女も、正気を失ってしまった人間の、予測不可能な突然の攻撃にはなす術も無かっ
たのである。
鈴木亮介の、上白沢先生に対する奇襲攻撃は成功したが、それは奇襲だったからに過ぎ
ない。一般の人間と妖怪・獣人では、その能力の差は歴然としていた。怒り狂ったヒヒの
ように、歯を剥き出して攻撃を繰り返す「鈴木亮介だったモノ」の腕を押さえ込むのに両
腕がふさがれている上白沢先生は、巧みに噛み付き攻撃をかわすと、頭突きでもするかの
ように頭を突き出した。
上白沢先生の二本の角が亮介の頭に刺さるが、皮膚が破れることも無ければ血も流れな
い。上白沢先生の二本の角は、彼女から立ち昇るオーラがそれらしい形を作っているので
あって、物理的な実体を伴うものでは無いからだ。しかし、光り輝くオーラの角が亮介の
頭に刺さると、亮介の頭は一瞬内部から激しく光り、頭骸骨の中の脳や血管が透けて見え
た。上半身を起き上がらせて、上白沢先生に噛み付こうとしていた亮介は、上白沢先生の
角が頭に刺さると、急に力を失い、眠るようにおとなしくなったのである。しかし、それ
けいれん

でも、彼の下半身は上白沢先生とまぐわったまま、痙攣にも似たピストン運動をやめよう
とはしなかったのであった。もしかしたら、それこそが上白沢先生が望んだコトであり、
そうなるように仕向けられたのかもしれない。
上白沢先生は、乳房の噛み千切られた部分に触れるか触れないかの位置に右手の人差し
指と中指を添えると、何事か念じた。
すると、噴出していた血が極めて短時間でどろどろの粘液．．．気体とも液体とも個体と
に こご

もつかない赤黒く半透明なプラズマ状態となって盛り上がり、それが煮凝りやゼリーのよ
うなゲル状の実体となって、次第に色が薄くなり周囲の皮膚とほとんど区別がつかなくな
っていく．．．皮膚が再生し、喰い千切られた部分だけが、色素が少ない分周囲より白く見
あざ

ふさ

える痣となったが、傷は完全に塞がってしまった。
喰い千切られた乳房の傷が塞がるとすぐに、上白沢先生は鈴木亮介と交わる行為に復帰
し、それに集中したのである。寺子屋の北側の襖の陰から覗いている観客たちに結合部分
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を見せびらかすように脚を大きく開き、すっぽ抜ける寸前の限界まで腰を突き上げ・突き
ほうこう

おろし、まるで洋物のビデオのように「オゥオゥ、オゥオゥ」というような咆哮を上げて．．
．
めすじゃけ

「鈴木亮介君だったモノ」は、産卵する雌 鮭 に寄り添い、授精しようとする雄鮭のよう
に、もう何も見ていない目を魚のように見開き、口を大きく開け、一際大きく腰を突き出
し、上白沢先生を馬乗りにさせたまま、大きくブリッジをした状態で、腰を・体全体を上
下・左右・前後にうねらせた。上白沢先生は、本当に乗馬をしているよう。
「鈴木亮介君だ
ったモノ」はその体勢を．．．上白沢先生を股間に乗せたままブリッジをして、空中浮遊の
ように床から５０ｃｍ近くも持ち上げるという芸当を１分以上続け、まるでポンプのよう
に体の中に蓄えられた精子を．．．本来ならば一生かかって小出しにすべき精液を、精液の
中に含まれる何千万、いや何十億という彼自身の分身とも言うべき無数の精虫を、今宵・
この時、この１回の射精で全て出し尽くす勢いである。ドバドバ・ドバドバドバー！！
（ちなみに、健康な成人男子の通常の１回の射精に含まれる精虫の数は４千万ほどです）
それはまるで、永い永い旅路の果てに、なつかしい生まれ故郷の川に還り着き、産卵・
ﾄﾛｻｰﾓﾝ

授精で思い残すところ無く全てを放出しきって果てる 鮭 の姿さながらであった。
夢のような空中遊泳、上白沢先生を乗せた遊覧飛行が終わると、
「鈴木亮介君だったモノ」
は電池の切れたおもちゃのように、ピクリとも動かなくなってしまった。文字通り「果て」
てしまったのかもしれない。
そのとき、北側の渡り廊下に通じる通路への襖が、ベキベキと音を立てて壊れ、襖の向
こう側にいた者たちが部屋に雪崩れ込んで来てしまった。襖が、寄りかかって中を覗いて
いた者たちの重量に耐え切れなくなってしまったのだ。
自分の望みも果て、けだるい満足感に浸っていた上白沢先生は、冷めた目つきでそれを
見やる。
部屋になだれ込んできた者たち．．．覗き行為をしていた村人たちは、気まずさにあわて
るかのように、こそ泥のような中腰で、最初は元来た襖の向こう側へ逃げようとしたが、
すでにそこは満員で、足の踏み場もない．．．
冷たい目つきの上白沢先生と目が合ってしまった村人の一人は、意を決したかのように
話し始める。
「俺は、上白沢先生が昔から好きだった、俺ばっかりじゃねぇ、この村の男のほとんどは、
ほ

一度は上白沢先生を好きになる。けれども、上白沢先生に惚れちゃなんねぇって、親から・
大人から言われる。上白沢先生は妖怪だ、人間と妖怪は結ばれちゃなんねぇ。子供が出来
か とく

あきら

．そういわれて泣く泣く 諦 めさせられる」
ても家督は継がせらんねぇ．．
「だけれど、寺子屋で子供の相手をしている上白沢先生を見ていると、自分が始めて見た
時と同じ姿で居る上白沢先生を．．
．十九･二十の娘っこにしか見えねぇ姿で居続ける上白沢
先生を見てると、跡取りを残すために・家を継がせるための子供を産ませるために、自分
に釣り合う、自分の身分相応の村の女と結婚しちまって、お互い年をとって、日々老いて
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いく自分が、たまらない、たまらないんだよぉ」
な

「先生のすべすべした肌に触れてぇ、サラサラした髪を撫でてぇ、ふっくらした胸に顔を
埋めてみてぇ」
「今夜、一夜きりでいい。想いを遂げさせてくれぇぇぇぇぇぇぇ～」
その男の、嘘･偽りの無いの魂の叫びに呼応するかのように、先ほどまでは逃げ腰だった
覗きの実行犯たち．．
．村の男たちが、一人、また一人と上白沢先生ににじり寄る。
「上白沢先生が、寺子屋の生徒にちょっかい出してるのはみんな知ってる．．．でも、上白
ひ とみご くう

沢先生は、悪い妖怪から村を守ってくれてるし、先生好みの男子生徒を一人、人身御供だ
と思って差し出してれば、村には何にも悪いことはねぇし、実害もねぇ．．．だから、み
んな見てみぬ振りしてたんだよぅ」
そういいながらにじり寄ってくる、血走った男の目には欲望の輝きが宿り、先ほどまで
よ いん

の覗きの余韻で、服の上から見ても明らかなほど男の下腹部は性的に興奮した状態を示し
ていた。
慧音が本気になれば、村の男の十人や二十人、一撃で撃退できるだろう。その片腕の一
ひ

撃で、村の男たちを一瞬にして挽き肉にしてしまうこともたやすいことだ。
しかし、慧音はそうは出来なかった。それは、村人を守るのが慧音の勤めであるという、
慧音自身が自分に課している役割のせいばかりではない。
慧音にせまる村の男たちの歴史が、慧音の動きを止めていた。
「先生、俺のこと忘れたのかぁ？ 村長の息子の吾作だぁ、俺、昔から先生のことを．．
．」
「俺のことも、覚えていてくれたかぁ？ 鍛冶屋の息子の弥平だぁ」
「俺、俺はｧ、畳屋の息子の裕蔵だぁ、忘れねぇでくれぇ．．．
」
慧音の頭の中に、遠い日の、教え子との日々がフラッシュバックする。
その、かつてのかわいらしかった教え子たちが、淫らな欲望を胸に、慧音を取り囲み、
せば

じわじわとその包囲網を狭めてくるのである。
かさ

齢を嵩ね、あるものは日に焼け、あるものは無精ひげを生やし、日々の生活に疲れ、額
しわ

に皺が寄った男たちの、ささやかな、しかし切実で濃厚な歴史が上白沢先生の頭に流れ込
んでくる。
男たちのささやかな歴史を通じて、かつて上白沢先生の生徒だった村の女たち．．．今で
は男たちの妻となっている女たちの歴史もまた上白沢先生の頭の中に流れ込んでくる。
いね

たねもみ

稲は、春先に種籾を撒くと、数日で芽が出る。
さ なえ

ある程度生長した早苗を水を張った水田に田植えする。
梅雨時に水をしっかり吸い、夏の日差しをいっぱいに浴びて稲はささやかな花を咲かす。
こがねいろ

秋には黄金色の実を結ぶ。
そして、刈り取られて一年を終える。それが稲の一生。
数十年生きる人間から見れば、稲の一生は短いかもしれない、しかし一見自分の力では
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ほとんど動いていないように見える稲も、秋に実を結ぶまで･刈り取られるその日まで、
日々確実に時を重ね、熟していくのだ。
妖怪から見た人間･上白沢先生から見た人間も、同じようなものではないのか？
あっという間に齢をとり、代を重ね、死んでいく人間。世代が替わっても、何の進歩も
無く、同じことをただ繰り返しているかに見える人間たち。
そんな人間だからこそ、短い一生のうちに出会えるチャンスは限られており、そのチャ
ンスをモノにするために、非難されても仕方ない行動をとってしまう場合もあるのではな
いのか。
誰だって、最も美しいと思う相手と結ばれたい。人の価値観は多様とはいえ、より生殖
に．．．利己的な遺伝子の生き残り戦略に適した相手を選ぶ基準には、一定の傾向がある。
し ん び がん

それが審美眼だったり、経済観念というものであろう。審美眼に一定の傾向がある以上、
ひ

つ

特定の人間がより多くの異性を惹き憑けるのも仕方の無いことではないだろうか。
男女がお互いに、より高い要求を出し合って、双方の合意が得られたもの同士からカッ
はんりょ

プルが成立するとして、男女がそれぞれ自分に「分相応」な伴侶を手に入れなければなら
だきょう

ないとしたら、世の中のほとんどの人間は、妥協無くしては伴侶を得られないという現実
に行き当たることになってしまう。
上白沢先生の教え子だった男子生徒にとっては、最も多感な時期に目にした、最も美し
く、最も気高い存在であり、誰のモノにもならないまま、初めて見た時と同じ若さ･美しさ
のままで生き続ける上白沢先生は、理想であり幻想の全てといってもいい存在だった。確
かに、男たちが行ったのは覗きであり、肉体関係の強要と云われても仕方の無い行為では
あったが、日々の生活と日常に疲れ、時々刻々とチャンスが失われていく男の前に、初恋
の人が、初恋のときのままの姿で現れたとするなら、強引な手段を使ってでも想いを遂げ
たいと彼らが考えたとしても、それを猥褻であり身勝手であると一方的に決め付けること
ができるのであろうか？
それにしても、因果応報というべきか、上白沢先生がつい先ほどまで鈴木亮介にしてい
ふく

たように、もう我慢できなくなった村の男の中には、上白沢先生のふっくらした臀部に、膨
たんのう

れた己が股間をおしあて、上白沢先生の柔らかく温かい臀部の感触を堪能しだす者も現れ
る始末。
村の男たちの手が、四方八方から伸び、上白沢先生の豊満な胸に、くびれた腰に、魅惑
らち

的な尻に迫り、イイ場所を奪いあったが、こんなことを全員で続けていても埒が明かない。
ご じん

どこにでも場を仕切る御仁は居るもので、村長の息子の吾作が、一人づつ順番に上白沢
いど

先生に挑むことを提案した。
いちばん やり

かつ

当然、彼は自分が村長の息子であることを理由に自分が一番槍を担げるともくろんでい
たのであり、誰もそれに異議を唱えないだろうと油断しきっていたのだが、そうではなか
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った。なんと、吾作の父親である現村長が、覗き衆の中に混じっていたのである。
日本の農村は全て八墓村であり、日本の漁村は全て獄門島であり、日本の旧家は全て犬
神家であり、日本の会社は全て村社会であって、そこに生きるものたちは皆権威に弱い。
村人の間には、年齢や村での役柄に応じたヒエラルキーが完成しており、現村長が一番
最初になるものと皆が思った矢先、またもや異議が唱えられた。
今年７５歳になる現村長の父親の前村長が現れたのである。これでやっと順番が確定し、
事態が動き始めるかと思われたのだが、さらにさらに番狂わせが発生した。
先ほどまで、夕のお勤めをしていた、齢八十にもなろうかというこの寺の住職が現れた
すが

のであった。この世ならざる玄妙な上白沢先生がもたらす救いに縋ろうとするココロには、
あか

ぞ くし

ぼんのう

あじゃ り

世俗の垢にまみれた俗子も、煩悩の何たるかを悟りきった阿闍梨も関係ないということであ
ろうか？？？（善人なおもて欲情す、いわんや俗悪坊主においておや．．．
）
（それにしても、この坊主、なんとまぁいやらしい、まるでピスタチオのような坊主だ！
表面はカチカチに乾いていやがるクセに、一皮剥けば、中はまだ青々としていやが
る！！）
そして、とうとう待ちに待った祭りが始まってしまったのである。
（ﾊｧ～ﾄﾞﾝﾂｸﾄﾞﾝﾂｸ！！）
（ところで、上白沢先生の自由意志はどうなったのだろう？ （たとえ妖怪であっても）女
性（キャラ）の自由意志を無視した性描写は女性蔑視ではないのだろうか！？．．
． 「策
士、策に溺れる」というが、歴史というものは、かつては支配者の記録であり、宗教家
や王侯貴族や軍人や政治家の記録であったが、近代以降はフランス革命にしても、従軍
慰安婦問題にしても、数の多いもの･多数派の記憶を記録したものへと意味を変えてきて
いる。歴史に忠実に生きるワーハクタクにとって、多数の村人が共通の歴史として認識
あらが

してしまった事実に 抗 うことは、自分の寄って立つ「歴史」を否定し、自分の存在を否
定することにもつながりかねない行為なのだった）
か れい

こし さば

八十にもなる住職が、その年齢に見合わぬ華麗な腰捌きで、木魚を叩くかのごとく正確
無比なﾋﾟｽﾄﾝ運動を軽やかに繰り返している間、順番を待ちきれぬ男たちは落ち着き無く周
囲をうろうろしていたのだが、見つけてはいけないものを見つけてしまったのだった。
せっ

も

ざ ゆう

めい

い

なが

（「接して漏らさず」を座右の銘（？）としている老人たちは、逝くまでが永いのである、
「居座り続ける老人といつまでも席を手に入れられない若者たち」である。
「齢はとって
も女は欲しい、それもそのはず後が無い」である。こんなことでは、若者に順番が回っ
てくる前に夜が明けてしまうではないですかｧ～！！）
そうこうする間に、寺子屋として使われている客殿の、座布団などを収納する押入れの
中に隠れていた「月桂樹呂莉絵」が女に飢えた村の若衆たちに見つかってしまったのであ
る。
なまあたた

呂莉絵もまた、村の男たち同様、鈴木亮介君と上白沢先生の行為を、そこから「生 暖 か
く」「見守って」
（覗いて）いたのだった。（ｺｺはﾋﾄﾂ、様子を見るリロ！！）
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おすうま

げ

び

呂莉絵を見つけた男は、イイモノを見つけたとばかりに発情した牡馬に似た下卑た笑い
あわ

じょやく

を浮かべたが、それを見て慌てたのは呂莉絵の父親である村の助役だった。
と たん

呂莉絵の父親は、「娘に手を出すな」という意味の警告を発したが、その途端、いつにな
ったら順番が回ってくるのかわからず爆発寸前になっていた村の若衆たちのケダモノじみ
ぎょうし

いっせい

こ わば

た血走った凝視を一斉に向けられ、体が強張って動けなくなってしまったのである。
若衆たちの目は語っていた。
「アンタだって上白沢先生を覗いてたし、村長の次の順番を割り当てられて、俺たちより
ずっと恵まれているじゃﾈｪか！！」
「邪魔すると．．
．コロコロするｯ！！（角田ｻﾝﾀﾞ～！！）
」
そして、祭りはさらに盛大に展開していったのである。
（ｺﾚｿﾞ例大祭ｯ！！）
（魔王の復活、
邪神の目覚め！！）
（荒吐神陰陽伝！！）
呂莉絵に対するソレは確かに強姦であり、輪姦であったが、彼女は直前まで上白沢先生
と鈴木亮介君の情事を覗いていたのである。（要するにﾄﾞｯｷﾝｸﾞ体制は既に準備完了なﾜ
ｹ！！）
（あああ、ﾊﾟｯｸﾘ開いててﾖｶｯﾀ ｺﾝﾋﾞﾆ女！！）
女性蔑視であり、女性の人格を無視し、女性を性的対象としてしか見ていない表現では
あるが、彼女の悲鳴にはどこかしら．．．何かを期待していたような、今行為を中断されて
放置されたら納得がいかないような、単なる拒絶とは微妙に違う響きが含まれているよう
に聞こえたのは気のせいであろうか？ もしかしたら、村の若衆に見つかったのも、彼女の
無意識の願望によるものかもしれないと云ったら、考えすぎであろうか？
なお

なまっちろ

いちご

尚、生 白い洗濯板にショートケーキの 苺 のような赤くぽっちりした乳首を載せただけの
ちきゅう

そ

盛り上がりの無い胸と、不毛の地球（剃るじゃー、剃るじゃー、あーそこの毛も剃るじゃ
ー♪．．．呂莉絵ちゃんは剃ってないのに不毛．．．余談だがソルジャーフォースは一度死ぬ
幼

女

と立て直しがｷﾋﾞｼｲ！）を持つ『ょぅι゛ょ』のような呂莉絵の裸体を見た村の男衆は、半
な

も

数が萎えてしまったが、残りの半数は逆に大いに萌え上がり、萌え盛って大いに盛り上が
り、激しく萌え萌えした挙句、真っ白に萌え尽きてしまったという．．
．
祭りは明け方まで続いた。
東の空が少しづつ明るくなる頃には、為すべき事を為し遂げた村の男たちが、一人また
一人と家路につき、いつの間にか住職も呂莉絵も消えてしまい、残ったのは上白沢先生と
鈴木亮介君だったモノだけであった。
亮介君は完全に冷たくなっていた。
西に傾いた明け方の満月に照らされ、上白沢先生好みの色白で、ちょっといたずらっぽ
い顔の亮介君は、今はただ遊びつかれて寝ているような安らかな顔をしていた。
上白沢先生は、よろよろと亮介君に近づくと、彼がまだ生きているかの如く、抱きしめ
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て口付けをした。
口付けをしたまま、じっと動かないでいると、しばらくして亮介君の体がゆっくりと輝
きだした。亮介君の体の輝きが強くなると同時に、亮介君の体が少しづつ透き通ってきて、
最後に一際明るく輝いたかと思うと亮介君の体は空気に溶けたかのように消えてしまった。
それから、上白沢先生は疲れきったかのように、よろよろと立ち上がると、脱ぎ散らか
おっくう

した服を拾ってさも億劫そうに身に着けたのだった。
服は、村の男たちに踏みつけられ、かなりもみくちゃになってはいたが、幸い何も盗ま
れてはいないようだった。直接的に性欲を満たす行為をしてしまった村の男たちにとって
だいしょう

は、下着を盗んでどうこうするというような代 償 行為などはどうでも良くなっていたのだ
ろう。
いぶか

次の日、上白沢先生は、教師としての仕事を休んだ。しかし、そのことを 訝 しむ村人は
いなかった。満月の翌日に上白沢先生が授業を休講にするのはよくあることだったからで
ある。
さらに翌日、上白沢先生は、体調不良で青白い顔をしながらも、寺子屋の授業を再開し
た。
寺子屋には、座卓型の机が並べられているが、不自然に一箇所誰も座っていない席があ
る。
しかし、今日は誰も欠席している者は居ないし、なぜそこに空席があるのか誰もわから
なかった。
そうしつ

ただ、上白沢先生の．．
．慧音の心には、何かの想いを遂げた満足感と、何かを無くした喪失
感が漂っていた。
そう、慧音は自分ですら思い出せないほどに、鈴木亮介君がこの世に存在したと言う歴
史を残さず喰べて、喰べ尽くしてしまったのである。亮介君がこの世にいたという歴史が
なくなってしまったので、亮介君が居たから起きた事件も、全て無かったことになってし
まったのだ。（なんという、ご都合主義！！）
ワーハクタクとは、そうやって、特定の人間の歴史を喰い尽しては自分の命に継ぎ足し、
ひ

の

自らの寿命を曳き延ばして生き続ける妖怪なのかもしれない。
．．．しかし、こんなに残酷なことがあろうか？
体を引き裂かれて妖怪に喰べられたなら、その悲惨な事件とともに、死んだ者のことを
強烈に記憶に残す者も居るだろう。
こんせき

痕跡も残さず妖怪に喰べられたとしても、神隠しとしてしばらくは人々の心に残り、例
あ

えば、いつになってもソクラテスが老人の姿で人々に想起されるように、神隠しに遭った
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ときの姿のまま齢もとらずに人々の記憶の中に残るだろう。
（ソクラテスにだって、少年時
代はあったろうに）
それなのに、上白沢先生に喰べられてしまった者は、誰からも忘れ去られ、もともと存
在すらしていなかったことにされてしまうのである。
いだ

歴史は繰り返す．．．今は、自分でも憶えていない理由で、満足感と喪失感を抱いている
上白沢先生も、いずれ季節が巡れば、次の恋に目覚めるだろうか。そして、何も憶えてい
ないが故にまた同じ罪を繰り返してしまうのかもしれない。
そう。これは、幻想郷で最も優しく、最も残酷で、最も罪深い妖怪、上白沢慧音の物語。
（終劇）
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