






はじめに

 科学組織SROの攻略本第二弾はごぞんじ！月光仮面くん、ではなく「ワンチャイコネクション」
です。 この作品はセガサターン本体同時発売かつ初の2枚組という、ある意味記念碑的な作品だっ
たりします。
 しかし、ジャケットの「マイケル李（フッくん）」の表情がその内容を如実に物語っているため、世間的
には「ワゴンの常連」というイメージしかないのが残念でしかたありません。

 そんな「ワンチャイコネクション」ですが、実は「けっこう面白い」のです。
 この本を契機に、貴方が「ワンチャイコネクション」をプレイすることがあれば幸いです。
 さっさとやれこのアンポンタン！ 
                                                   （人喰い酋長）
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ホモの何が悪いって
いうんですか?!
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ストーリー
1997年の中国返還をあと数年に控えた香港。人々の熱気と喧騒に支えられ、発展を遂げるこの都市も、大都
市の理に習い強い光と深い影によって日常を縁取られている。

日中は観光客で賑わうオーシャンパーク。だが、夜も明け切らぬ早朝はわずかな人達が新鮮な空気の中での
散歩を楽しむばかりである。そんなオーシャンパークで麻袋に詰められた全裸の女性が発見された。
殺人未遂事件として、ワンチャイに位置する香港警察きっての敏腕刑事マイケル 李がこの事件を担当するこ
ととなる。

女性は一命を取りとめたものの、完全に記憶をなくしてしまっていた。失われた記憶のかけらを求めて、香港の
町を奔走する２人。しかし、以前戻らぬ記憶とともに、さらなる事件に巻き込まれていく… （マニュアルの引用より）

 というイントロダクションで「ワンチャイコネクション」ははじまる。
「香港なんかとっくに返還されてる」とか「『以前戻らぬ』は『依然戻らぬ』の誤植じゃねぇのか」
とかいろいろツッコミどころ満載だ。

　失われた記憶を求めて香港の街をさまよう女
マイケル李（あなた）はすべての謎を解き明かすことができるか!?

上はパッケージ裏に踊る素敵なキャプションだが、読み方によっては
「マイケル李って女だったのか!?」とも思える。ややこしい文章使うな。

…全編がそんな感じの「ワンチャイコネクション」。楽しんでください（笑）

難易度の選択できるADV
「ワンチャイ」はなんと難易度が選択できるようになっている。「初級」「標準」「上級」の３つで、「初級」はフラグ
チェック表示つき＆「占い屋アドバイス」あり、「標準」は「占い屋アドバイス」のみ、「上級」はどれもなし、という
設定である。どの設定でプレイしてもストーリーやフラグに一切の変化はないので、初プレイはフラグが目で確
認できる「初級」でのプレイをお薦めする。でも、「占い屋アドバイス」ってあんまり役に立たないんだよね…。
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キャラクター紹介キャラクター紹介
 「ワンチャイコネクション」には個性溢れる（誇張120％）キャラクターが30人近く登場する。
ここではそのキャラたちを紹介していきたいと思う。

ハワード伍

『警察病院』の医師。メガネ。
「麗燕」の名付け親でもある。
　看護婦と付き合ってるらしい。
　ブ○専？

レイモンド余

『オーシャンパーク全裸殺人未遂事件』
の第一発見者。
　朝、犬と散歩をしているところ偶然発
見したらしい。おじいちゃん。メガネ。
『発見者宅』にいる。

ロビン趙

『オーシャンパーク全裸殺人未遂事件』
の目撃者のタクシー運転手。
　現場近くであやしい車を目撃した。
『タクシー会社』にいる。

キャサリン

『装飾品店』の店員。
　カフスボタンや木の実の情報がもらえ
る。二度と出てこない。
　化粧濃い。っていうか塗りすぎ。

ダレン

『陸運業者A』の人。
麻袋についての情報がもらえる。
…ヒゲくらい剃れ。

ギルバート

『陸運業者B』の人。
おそらくワンチャイ一無愛想なキャラ。
…ムカつくので逮捕してもいいですか？

ジェフ

『陸運業者C』の人。
噂好きっぽい。
ちょっとだけ石倉三郎に似てる。
　

サラ

『榮豊公司』の人。
　麻袋について尋ねると「銅鑼公司」に
ついて教えてくれる。
濃い。

ジョージ周

『銅羅公司』の経理担当。
創業当時からの社長の右腕で、現在は社
長秘書のダグラスの後見役。
　おじいちゃん。ガッツ似。

ダグラス朱

『銅羅公司』の社長秘書だが、社長はほ
ぼ隠棲状態なので実質的な経営者。
　典型的な二代目で、ジョージには「坊
ちゃん」と呼ばれている。メガネ。

デービス朱

『銅羅公司』の社長。メガネ。
　一代にして成り上がったためか、態度
がデカい。
　よく眠そうな顔するあたり、やっぱり
おじいちゃん。
『デービス朱宅』にいる。

サンドラ葉

デービス朱夫人。
中国は夫婦別姓なので苗字は当然違う。
クラシック音楽が好き(これが後半の伏
線になっていたりする）。
『デービス朱宅』にいる。

アントニオ

『陸運業者C』の資材課の人ですぅ。
　しゃべり方が特徴的ですぅ。
　いか長（いかりや長介）似ですぅ。
…チョイ役ってヘンなヤツばっか。

ジェーン

『警察病院』の看護婦。
　…微妙。
　3年越しの猛烈なジェットストリーム
アタックでハワードを攻略したらしい。
　

サリー朱

　デービス朱夫妻の娘で、ダニエル張の
妻。嫉妬深いらしい。
　どうでもいいがこの人、某「エネミー
・ゼロ」とかのローラさんの声の人。
『ダニエル張宅』にいる。

エミリー孟

　『マーガレットホテル』の従業員で、
『ダニエル張殺害事件』の第一発見者。
　ドアキーの情報も彼女が握っている。
　ダグラス狙いらしい。

ジェフリー呉

『香港銀行』の人。
　最終章でのふてぶてしい発言が頭にく
る。
　メガネ。

マリア梁

『国際旅遊』の人。
　ダニエルについて尋ねると、頼んでも
いないのに「申請用紙」をくれる。
　微妙。

トーマス王

　『トーマス王事務所』にいる税理士。
　おじいちゃん。メガネ。
　多分、ワンチャイで一番衝撃的なキャ
ラ。ホ○はないだろう、○モは。

パトリシア陳

　高級麻雀荘『カブト』のマダム。
　元スチュワーデスらしい。
　ダニエル張の浮気相手？

デビッド荘

　占い屋。『デビッド荘宅』にいる。
　最低一度は訪れないとクリア不可能だ
が、難易度「上級」だとアドバイスしな
い。妙に肥えてるのがシャクに触る。
　

ミッシェル盧

　ロバート林の妻で、パトリシア陳のス
チュワーデス時代の同僚。
　…女って怖いね。
『ロバート林宅』にいる。

ポール黄

　チンピラ。
　マイケルと壮絶なバトルを繰り広げる
もパクられ、その後『取り調べ室』拘置
されたままの人。
　アロハシャツが微妙。

ナンシー姚

　『クラブ』のねぇちゃん。
　ポール黄と一緒にいたが、マイケルと
の凄絶な死闘を前にトンズラ。
　ちゃっかりしている。
　ポール黄の重要情報を握っている。

トラビス何

　トーマス王の恋人。（ただし男）
　『スナック』にいる。
　ダニエル事件当日、サングラスの女を
目撃しているひとり。
　…キツい。

ダニエル張

『オーシャンパーク全裸殺人未遂事件』
の容疑者として捜査線上に浮上するが、
直後に「マーガレットホテル601号室」
で殺害される。
　すげぇワルで、女癖が悪いらしい。

ロバート林

　新進気鋭のピアニスト、らしい。
　『カブト』の常連客のひとりで、いつ
も妻を連れているらしい。メガネ。
　取説の紹介では2ページ目筆頭にいる
が、その理由はクリアすればわかる。
『ロバート林宅』にいる。

チャールズ蘇

　『マーガレットホテル』の支配人。
　マイケルにチクリの電話を入れた。
「アメリカンホームダイレクト」のCMの
インタビュアー似。　

鑑識係

　章ごとに彼の顔を拝まないとクリアで
きない（そういう仕様）。
　実はマイケルにホの字らしい（嘘）
　彼は『鑑識課』でマイケルがやってく
るのを待っている。
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捜査本部長

麗燕（ライイン）

マイケル李（リー）

「 『オーシャンパーク全裸殺人未遂事件』の被害者。 事件によっ
て全ての記憶を失ってしまう。傷が回復した後は、記憶を取り戻す
努力をしながら、警察病院で仕事を始める。」（マニュアルより）
 
 「ワンチャイコネクション」のヒロイン。
「麗燕」は医者が勝手につけた名前。ゲームを進めるうちに彼女の
本名や過去も明らかになる。
 ちなみに「全裸」はディスクBをPCで覗くと入っている。
 ……………ウソ（笑）。

「このゲームの主人公。 香港警察きっての敏腕刑事。プレイヤーの
分身として、難解な事件に挑戦して行く。悪を憎み、正義を愛する彼
は凶悪犯に対しては腕っぷしも強いが、女性こと美女を前にしてはま
るで借りてきた猫のようにおとなしくなってしまう。」（マニュアルより）

われらがヒーロー、マイケル李。
ゲーム中では「マイケル警部」とか呼ばれてたりするのだが、こんな
警部イヤだ。彼が「敏腕」と称される香港警察はよっぽどダメ刑事し
かいないに違いない。

「マイケル李の上司。いつもは『香港警察署』の『本部長席』におり、
事件に対してのアドバイスを行ってくれる。凶悪事件に果敢に立ち
向かうマイケルを頼もしく思う反面彼の女性に対しての臆病さにヤ
キモキさせられている。」（マニュアルより）

 真の主人公、原田大二郎本部長。
マニュアル紹介は、上の二人は二人で1ページなのに、本部長はひ
とりで1ページ。この扱いからみてもそれは明らかだ。
 冴えわたる大二郎先生の演技に貴方は圧倒されるに違いない。
アチョー！アチョー！！アヨーーッ！！

 本部長の4ショット。
笑顔が一番あなたに似合うから
願いはいつかかなうと信じてる～♪（「笑顔が好きだから」）

メインキャラクターメインキャラクター
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 「ワンチャイコネクション」攻略の上で避けて通れないのが、この「バーチャル空間捜査」
略して「クソポリ捜査」。その「クソポリ捜査」を画面写真を使ってわかりやすく解説！
これさえ見れば、脱出できない苦しみから逃れることができるのだ！

 最初の「クソポリ捜査」は「＃03 第二の事件」で
初登場。ここでは、ダニエル張の殺害現場である
マーガレットホテル601号室を捜査だ！
 早速いってみよう！

 まず入って最初の部屋。
 テーブルに注目。手帳が置いてあるぞ。押収！

 テーブルの反対側の椅子の上にはバッグが置
いてある。バッグの中からは航空券とトラベラー
ズチェックが出てくる。すかさず押収。

 この3つを押収したら、奥の部屋に行くべし。
 ドアが3つあるが、どれを開けてもOKだ。
 まずはタンスの脇に置かれているスーツケースを
チェック。

 スーツケースからはダニエルのパスポートと国際
線の時刻表が見つかる。これもすかさず押収だ！

 スーツケースを押収したら、ベッドの上になぜか
綺麗に折りたたまれて置かれている服を調べて
みよう。2回調べる必要があるぞ。

2回調べると…

 免許証が出てきた。もちろん押収。
 これでここで手に入れられる証拠品は全部だ。
とっとと帰ろう。 これにて終了！

 ただし、全部の証拠品を押収していないとこの
クソポリ時空からは逃げられない（他も一緒）。
 出られない場合はもう一度チェックし直そう。

10

#04 ダニエル張

 本部長に「行き詰まったら現場に戻れ！」とドヤされる。怖い。

 とにかく、ダニエル事件について捜査だ！鑑識で忘れずに「航空
券」と「T.C.（トラベラーズチェック）」を借りておこう。

 まず、銅鑼公司関係者からの事情聴取を行う。

 専務をやっているはずのダニエル張だが、身内の評判はすこぶ
る悪かった。誰に聞いても「殺されてもおかしくない」といった答えが
返ってくる。

 ついでに「航空券」を旅行会社で、「T.C.」を銀行で調べる。旅行会
社では頼んでもいないのに旅行の申請用紙をくれた。一応これも
手がかりになるのか。ダニエルはやはりマニラに逃げるつもりだっ
たようだ。しかしなぜ？

 銅鑼公司社長のデービス朱から、ダニエルと仲が悪かった人物と
して「トーマス王」の名を聞く。彼は税理士として自分の事務所を構
えていた。トーマスもダニエル殺しの容疑者のひとりとして考えてい
たほうがよさそうだ。

 銅鑼公司のダグラス朱から、「ダニエルは女癖が悪かった」との
情報を得る。その手の噂を欠かさない人物だったようだ。ダニエル
の人となりが思いやられる。
 噂についてさらに尋ねると「パトリシア陳」という女性の名前が浮
上した。彼女は「カブト」という麻雀クラブを経営しているらしい。早
速カブトへ聴きこみだ。

 ダニエルは「カブト」でもいろいろ問題を起こしていたようだ。カブト
に居合わせたロバート林＆ミッシェル盧夫妻からも事情聴取。

 ダニエルの妻、サリー朱から聞いた占い屋にも行ってみた。捜査
に行き詰まったときにここにくるといいアドバイスがもらえそうだ。

#05 ジェニファー徐

 麗燕事件の鍵を握るはずのダニエル張は殺された。
 だが、私はこの殺人事件と麗燕事件にはなんらかの関連性があ
るに違いないとにらんだ。…刑事の勘ってやつだ。

 麗燕と会っているとポケベルで呼び出しが。
 連絡をとってみると、本部長に「デートなんかしてる場合か！」と
どなられた。…しょぼん。

 ダニエルが一緒にマニラへ逃げようとしていた女性の名は「ジェ
ニファー徐」。だが、該当人物は存在しなかった。これについて捜
査を進めなければ。

 再び関係者に聞きこみ。今回はダニエル事件当日のアリバイを
メインにしよう。ダニエルと一緒に行くはずの女性についても忘れ
ずにだ。

 噂の女性、パトリシアのアリバイ証言が怪しい。
 証言がコロコロ変わる。この人がダニエルの相手なのか？

 トーマスのアリバイ証言も怪しい。
 事件当日、トーマスはホテルに宿泊。しかも同伴者がいた、とい
う事実を隠していやがった。おじいちゃんのくせに！
 ダニエルに借金があったようだし、とにかくトーマスは怪しい。お
じいちゃんだし。

 パトリシアやミッシェルから「サリー朱は嫉妬深い」との証言。そう
すると浮気をやめないダニエルを殺した、という可能性も考えられ
る。うーん、わからない。

 パトリシアにアリバイについて問い詰めると「嘘はついてない」と
開き直られた。感じ悪い。

お、鬼！
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肥えやがって…

ころころアリバイ証言変えんな！
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#06 ポール黄

 いきなりタレコミの電話が。「ポール黄」という男が「自分がダニ
エルを殺した」と吹聴しているらしい。しかも突然金回りがよくなっ
たらしく、豪遊しているという。これは怪しいぞ。

 さっそくポールに事情聴取だ！

 いきなり逃げようとしたポールと私でバトルになった。いいパン
チもってやがるぜ！でも格闘を極めた私の敵ではなかった。腕の
関節を極めて御用だ！

 ポールは殺人現場で「サングラスの女」を見たという。
…その女が事件の鍵を握っているのか？とにかく捜査続行だ。

 ホテルでポールについて、そして事件当日ホテルで見かけられ
たというダグラスについて聞く。
 他の関係者にも聞きこみ。ダニエルとサングラスの女について
探る。

 銅鑼公司のジョージ周に「トーマスが同性愛者」との風聞があ
ることを聞く。………ゲェ。

 アリバイについて怪しい証言をしていたトーマスにそのことにつ
いて問い詰める。だが、なかなか口を割らない。

 しかしホテルで、当日は５階の部屋を取っているはずのトーマ
スを、事件のあった６階で見かけた、という証言を得て、これを突
きつける。

…ゲロしやがった。
トーマスは事件当日にダニエルに会ったらしい。
ますます怪しい。

 本部長のところに行くとポールと一緒にいた女の所在が判明し
たとの事。ションワンにあるというクラブへ向かう。
 ポールと一緒にいた女、ナンシーはポールにもらったブレスレッ
トを差し出した。

 すかさずブレスレットについて問い詰めるが、ポールはシラを切
りとおしやがった。侮れない。

トーマスはトーマスでどうやら大きな借金抱えて、事務所経営の
資金繰りにも困っていたらしい。借金相手がダニエルとくればな
おさら怪しい。

#07 姉・弟

 本部長から「ポールのアパートの捜査令状が出た」とのこと。
 2度目のバーチャル空間捜査だ。

 インチキ臭いフラグと汚い部屋に翻弄されながらも、「スパナ」「小
切手」「航空券」を入手。

 ポールに入手した証拠品について問い質すが、やはり口は堅い。
派手なアロハ着やがって…。

 懲りずに関係者に聞きこみ。

 クラブでポールについて尋ねると「いい金づるがみつかった」、銀
行で「ポールの口座に5万香港ドル振り込まれた」という情報をゲッ
トだぜ！

 どうやらポールはダグラスをゆすっていたようだ。

 ダグラスにつめよると、ポールにゆすられていたことを認めた。本
部長に許可をもらって、ダグラスに任意同行を求める。

 それだけではない。今度はダグラスの姉のサリーがマフィアから
銃を買ったという話が！

 サリーにも任意同行を求めて、取調室にブチこんだ。
いままでポールひとりだった取調室が急に賑やかになったぞ。

 ふたりの両親であるデービスとサンドラは子供が警察に連れてい
かれたことにかなり納得がいっていないようだった。
 でも怪しいもんな、この姉弟。

サリーを問い詰めると、ようやく自白しました。ふぅ。

とったあ！！
（アミバ風に）

物置にはゴミ袋が…
（ゴミくらい捨てろ！）

逆ギレかよ

ったく…
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 次のクソポリ捜査は「＃07 姉・弟」で登場。
 マイケルと互角にやりあったポールのアパートを
強制捜査だ！

 まず、入って左側にある扉を開けよう。
中はいきなり物置だぞ。

 気にせず、左側にあるいわくありげな木の箱を開
けよう。

 開けてビックリ！ 血痕のついたスパナが出てき
た。押収だ！

 物置に来たついでに右側にあるダンボール箱を
開けておこう。中には何も入ってないが、開けて
おかないと後で困るぞ。

 いったん物置を出よう。今度は部屋を捜査だ。
 部屋に入ったら真っ先にベッドの向かいの棚を
開けるべし。これも中はカラだが確認しないと後
で困るのだ。開けとけ。

 今度は入口の方にもどって、棚の上の本を調
べよう。本の隙間からカギを発見できる。
 前の意味のなさそうにみえるダンボール箱と棚
のチェックは、このカギを発見するためのフラグ
だったのだ。わかるかボケ！

 カギを手に入れたら、すぐ隣に置いてある木の箱
を開けよう。カギをすでに持っているから楽勝だ！
 中から小切手が出てくるので押収。

 小切手を手に入れたら臭い物置に戻って、下の
棚の本を調べる。航空券が見つかるので押収。
これで全部。脱出だ！

 これでポールの臭いア
パートとはおさらばだ。
 ヨカッタネ！
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#08 借金・同性愛

 サリーの話では、銃を買ってホテルまで行ったはいいが、結局ダ
ニエルとは顔を合わせることなく、弟のいる銅鑼公司へ向かったと
のこと。そこでダグラスは銃を持ってホテルへ出かけ、戻ってきて
「全て解決した」といったという。
 …ダニエルを殺したのはダグラスなのか？

 ポールに証拠品を見せてアリバイを問い詰めると、601号室から
ダグラスが出てきた後にダニエルが死んでいたという。

 そこを突くとダグラスは自供した。
 だが、ダグラスが601号室に行ったときにはすでにダニエルは死
んでいたというのだ。姉から預かった銃は発砲しないまま銅鑼湾に
捨てたとのこと。それについては確認が必要のようだ。

 とにかくこの姉弟はお互いをかばうために嘘の証言をしていたよ
うだ。ダニエル殺しの実行犯としての可能性は低まった。
 逆に容疑者が絞られてきたワケだが、まだ事件の真相は見えな
い。遠いなぁ。

 気を取り直して、聞きこみ再開。ポールが鍵をかけてまで大事に
隠し持っていた小切手はトーマス王が振り出したモノらしいので、
そのあたりを重点的に捜査していこう。

 トーマスの事務所と銀行を何度か往復し、小切手はどうやら不渡
覚悟でトーマスがダニエルに渡したものであることが判明。

 やはりトーマスは事件当日にダニエルに会っていたのだ。さらに
彼にはダニエルに借金していた、という動機もある。トーマスを署
に連行だ！

 取調室はさらにトーマスが増えて4人もいる状態。繁盛しすぎだ。

 だが、ダニエル殺しの銃が「ベレッタ」に特定されたので、「トカレ
フ」を買ったというサリーとダグラスの容疑は晴れたはずなのに。
…さっさと釈放してやれよ。

 トーマスを問い詰めると、当日に一緒にいた人間についてようや
くゲロった。
 どうやらスナックで働いている「トラビス何」という人物らしい。

 その「トラビス何」に会いに行く。…………オカマだ。

 トーマスはやはり同性愛者だった！しかし、あのおじいちゃんが
こんなオカマと付き合ってて、あまつさえ肉体関係まで…、と想像
するとイヤーな気分になってくる。ゲームなのにどうしてこんなにブ
ルーな気分になるのか？頼むよ、ジェームズ先生！！

 トラビスにアリバイを尋ねると「小瓶」を渡された。
 トーマスはこの小瓶でダニエルを殺そうとしていた、というのだ。

 それにトラビスは犯行時にホテルにいたというので、「サングラス
の女」についても聞いてみる。

 …トラビスはサングラスの女を見ていた！
これでポールの証言の裏が取れたわけだ。

 小瓶を突きつけ、トーマスを詰問するとようやく自白した。

…まったくこのホモヤロウは！

#09 サングラスの女

 トーマスは事件当日、ダニエルを殺すつもりでいたらしい。小瓶に
入った劇薬はそのために用意したようだ。
 ダニエルをだますつもりで用意した小切手だったが、ダニエルは
快く受け取り、ビールまで出してトーマスをもてなしたという。
 毒気を抜かれたトーマスはそのまま部屋を後にした、とのこと。

 鑑識係の話では、ダニエルの身体からは毒物は検出されていな
いので、トーマスはシロということになる。

 サリー＆ダグラスの姉弟、そしてトーマスの容疑が晴れた状態で
一番怪しいのは、アリバイの証言が二転三転したパトリシア、という
ことになる。

 だが、サリーの証言ではホテルにいたパトリシアはサングラスをし
ていなかったというのだが…。
 「サングラスの女」の正体はいったい誰なのか！？

 鑑識係が「ドアキー」について調べてくれとうるさいので調べる。
ホテル従業員室のエミリーが知っていた。日本から来た観光客が
同じものを持っていたという。

 それを鑑識係に伝えると「トーテムポールだと思っていたので北ア
メリカを中心に調べていた」とのたまいやがった。…オイオイ。

 パトリシアに会うべくカブトに向かうが、カブトは営業していない。

 ミッシェルにパトリシアの自宅の場所を尋ね、パトリシアのマンショ
ンに行くが、そこにも人の気配はなかった。

 仕方なくカブトに戻ってみると……。

パトリシアが死んでる！！！！

 ここに来てまた重要参考人が死亡する、という展開にビビる私だ
が、こうなるともう怪しい人間があのふたりしか残っていないことに
も気づいた。（だが、実際マイケルは気づいてない）

 パトリシアの死亡現場から、「パスポート」「サングラス」「ベレッタ」
を入手。

 偽造されていたパスポートから麗燕の本名が「ジェニファー徐」で
あることが判明！…麗燕はダニエル事件に関わっていたのか！？

 本部長はパトリシア殺しの容疑者としてジェニファーが怪しいとい
う。彼女が犯人である可能性も考慮に入れろ、というのだ。
 私は食い下がるが、「公私混同！」と本部長は全然取り合ってく
れない。…くっ！ガッツがたりない！！

 トラビスとポールに「サングラス」について尋ねてみると、問題の
「サングラスの女」がしていたものに間違いないとのこと。

 それはミッシェルがパトリシアにプレゼントしたものだという。「サン
グラスの女」はパトリシアだったのか！？

 エミリーにもう一度確認して鑑識課に戻ると、「ドアキー」が北海道
のニポポ人形だということが判明。

 ポールに航空券を突きつけるとようやく「ジェニファー徐はダニエ
ルの女の名前」と漏らした。

 …ホント小刻みにしかしゃべらないなコイツは。

私がトラビス何（ホー）よ。
（ド、ドエエエエエーッ!!）

14



#10 記憶

 しかたなく本部長の言葉どおりジェニファーも容疑者として考慮
に入れることにする。

 トラビスにジェニファーについて尋ねると「若い男と腕を組んでい
るのを見かけた」という。どういうことなんだ、一体？

 鑑識の結果、パトリシアを撃ったベレッタはダニエル殺しの銃と
同一という衝撃の事実が！
 とにかくパトリシア殺しについて関係者全員のアリバイを洗う必
要があるようだ。再び聞きこみへ。

 だが、子供を警察に連れていかれたのがシャクに触ったのか、
デービスはまったくとりあってくれない。
 本部長に話したら、自分が謝りに行く、といってくれた。こういう時
は頼りになるんだよなぁ。いつもうるさいんだけど。

 病院へ行くと、医者があっさりとジェニファーの部屋を教えてくれ
るので、ジェニファーの不在をいいことに家宅捜索だ！（…それっ
て犯罪じゃねぇの？）

 ジェニファーの部屋で「ガイドブック」「パンフレット」そして「紙切
れ」を入手。（パンティーも入手できるが…。これは明らかに犯罪）

（しかし、帰ってきたジェニファーの問い「何してるんですか!?」に
「君の帰りを待ってたんだ」はないだろ！なぁマイケル！！

ストーカーかオマエわ！！ ここのムービーは最高に笑える
ので必見）

 「つい刑事の習性が出てしまった」となんとかジェニファーを丸め
込むことに成功。

 そのままジェニファーを尋問へ持ちこんだ。
  「若い男」について問い詰めると「パトリシアを殺したのは私！」
と言い出すジェニファー。
 「マジメに答えろ！」と思わず私もキレ気味。

 しかたないのでまた捜査へ。
 病院でジェニファーの記憶について確認。記憶が戻っているかど
うかはやはりわからない。

 デービス一家は事件時にロバート林のリサイタルに出かけてい
たという。なかよし一家だね。

 ロバート夫妻に尋ねるとリサイタルは成功だったというが、クラシ
ックにうるさいサンドラの意見はまったく逆。

 しかも開演時間が遅れたことについて問い質すと夫妻は言葉を
濁した。…怪しい。

 取調室に戻ってポールにパスポートを見せる。
 …なんと偽造されたパスポートに貼られていた写真はミッシェル
のものだったというのだ！

#11 偽造パスポート

 ポールはダニエルに頼まれて、ミッシェルの写真を使って偽造パ
スポートを作ったという。

 ダニエルの経歴が判明。なんと、ダニエルは日本にいた頃ジェニ
ファーと結婚していたのだ！

 「ジェニファーとダニエルが結婚！？」
衝撃の事実に打ちのめされる私であった。

 どう考えてもミッシェルは怪しい。状況証拠から考えてもダニエル
の浮気相手はミッシェルだった可能性は高い。

 …そうすると、「サングラスの女」はパトリシアではなくミッシェルな
のか！？

とにかく捜査だ。聞きこみ再開。

ミッシェルを問い詰めるが、答えの歯切れは悪い。

サンドラとダグラスは、ロバートのリサイタルに遅れて入ってくるミッ
シェルの姿を目撃していた。

パトリシア殺しのミッシェルのアリバイが怪しい。
連行だ！

鑑識でミッシェルが発砲したなら着ていた服から「硝煙反応」が出る
はずと聞き、慌ててサンドラとダグラスに確認しにいく。

追い詰められたミッシェルはついに自供した…。

捜査から外すぞ!?
（マジでキスする5秒前？）

君の帰りを待ってたんだ
（ならおとなしく外で待ってろ!）
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これで事件解決か！？
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