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 グエンは遺体を懐中電灯で照らした。３０歳位、ブロンド、黒のジーンズに白のワイシ

ャツ。路地の端にうつぶせに倒れている。投げ捨てられたごみのようにねじれて。人生も

愛も夢も希望も・・・すべてが取り上げられ、捨て去られてしまった。 

 背中の肩甲骨の間に突き立ったナイフの柄が見え、深く突き通った刃の周りに鮮やかな

血の花が咲いていた。 

 死んだものの姿を何度見ても慣れない。グエンは警察官として、そしてトーチウッドの

工作員として、少なからず見てきた。めちゃめちゃに散らばったもの、悲劇的なもの、残

酷な、沈黙した、醜い、異質なものも・・・数え切れないほど。しかし、決して慣れはし

ない。それはいいことともいえる。なぜなら、ジャック・ハークネスがしばしば彼女にい

うように、もう死に悩まされなくなってしまうと、人生を生きる価値もあまりなくなって

しまう。 

 しかし、この死体には立ち止まらざるを得なかった。 

 ひとつには、犠牲者を知っていたから。彼女は彼を良く知っていた。彼の名は、ＰＣア

ンディ・ダヴィッドソン。遺体はうつ伏せだったが、すぐに見分けがついた。 

 グエンは深く息を吸い込むと、ゆっくりと吐き出し、１０数えた。この事態にはさすが

の彼女も自分自身に落ち着くよういい聞かせなければならなかった。口の中が渇き、心臓

がドキドキした。 

 「何があったのよ、アンディ。」やっとのことで彼女はいった。「今週１週間で、もう５

回目。」 

  

  

 「ストレートに聞かせてもらう。」アンディはいった。ふたりはロアルド・ダール・プラ

スが見えるカフェにいて、アンディは睨みつけるような視線をグエンに向けていた。「ぼく

が死んでいたんだな。」 

 「殺されていた。」 

 彼の眼がまばたいた。「殺されていた。ナイフで。後ろから刺されて。」 

 「５回も死んだ。まるで中毒みたいに。」 

 アンディは手元のお茶と手つかずのビスケットを見降ろした。「何ていえばいいんだ。つ

まり、普通なら、君を大嘘つきの狂人というところだろうな。君は異常なんじゃないのか？」 

 グエンは鼻を鳴らした。「まさか。至って正常よ。」 

 「ぼくがいいたいのは、君の仕事が普通じゃないってこと。」アンディは目をくるりと回

した。「トーチウッドのあれやこれや。」 

 彼らの食事が終わったかどうか様子を見にウエイトレスが近くまでうろついてきた。グ

エンは彼女ににっこりと微笑んだ。カフェはがらがらで、ウエイトレスは何かすることが



無いか見に来ただけだった。「水を二人分いただけますか？」 

 「わかりました。」ウエイトレスは去っていき、グエンはアンディに向き直った。彼の眼

は心配そうな表情で溢れていた。 

 「無視できないことなんだろ？」彼はたずねた。「他ならぬ君が、ぼくにわざわざいいに

来るんだから。ぼくが殺されたって・・・」 

 「５回も・・・」 

 「今週５回も。今週５回もエイリアンに誘拐されたというよりは、こっちのほうがよさ

そうだ。まだ理解できる。わかるだろ。宇宙船に連れ去られて、実験台にされて、クロー

ンか何かが作られて、地球に戻される。」アンディはイスにもたれかかり、腕を組んだ。「で、

殺されてたって？どうして、何度も生き返ってるんだ？ぼくの職場では、死ぬってのは永

遠に死んだままってことになってるんだけど。君のところでは？」 

 グエンは唇を噛んだ。 

 「そう。違うのか。君の職場では、普通ってあり得ないんだろ？」 

 「この事件は、あたしにだって簡単というわけじゃない。」いらつきながらグエンはいっ

た。彼女はショートブレッドを勢いよく噛みちぎった。 

 「あたしにだって簡単？」アンディは口をポカンと開けた。「ここで殺されたというやつ

がぼくなのに！」 

 彼の声が大きくなってきた。ウエイトレスが水を持って戻ってきた。彼女は疑わしげな

視線でアンディを見、グエンに微笑みかけ、そそくさと去って行った。 

 「ベストはつくしてる。」グエンは怒っていった。「なぜかわからないけど、あなた個人

の時間軸が過去２４時間ループし続けてる。どうなっているのか、なぜなのかわからない

けど、それを探し出さないと。」 

 アンディはため息をつき、降参した。「今週５回だよな？」 

 「同じ傷。同じナイフ。」 

 「同じ殺人犯かな？」 

 グエンは眉をひそめた。「どういう意味？」 

 「つまり、」アンディはゆっくりといった。「ぼくにとっては・・・君がそれぞれどんな

状況で見たにせよ・・・殺されるってこと。ここまではＯＫ。何度も何度も殺されるけど、

基本的には同じ殺人事件なんだろ？ということはだ、他の殺人事件で殺人犯の捜査をする

のと同じ手法が使えるといえる。たとえば、事実から並べてみよう。」 

 「オーケイ。それでいきましょ・・・」グエンはうなずき、ためらった。「だって、あな

たを事情聴取のために呼びだそうと思ってたから。」 

  

  

 アンディはカーディフのベイ地区の下のどこかにトーチウッドの巨大な秘密基地がある、

と何となく気付いていた。アンディの想像の中では、四方八方に伸びる金属とガラスの通



路に、輝く実験室に、点滅するワークステーションがあるというものだった。実際は、コ

ンクリートとビクトリア時代のタイルで、公共の施設とほとんど変わらない。 

 「見つめるのは止めなさいよ。」グエンはいった。「すぐ慣れるから。」 

 自信に満ちたアメリカ訛りの声が上から聞こえた。 

 「感動したか？」キャプテン・ジャック・ハークネスが、そのハンサムな顔に大きな微

笑みで白い歯を見せながら、金属階段を飛ぶように駆け降りてきながらいった。 

 アンディは微笑みを返した。「ええ。」彼はいった。「とても感動しましたよ。」 

 「慣れろよな。」キャプテン・ジャックはそう助言した。 

  

  

 アンディは手に冷や汗をかきながら、会議室の長いテーブルについていた。 

 「いったい何が起こってるんですか？」 

 「おれたちが集まってるのも、それを知りたいからだ。」 

 「あなたにはわかるんですか？」 

 ジャックはいやらしい微笑みを浮かべた。「ヘイ・・・おれはグラスに半分も入ってる、

という楽観的タイプだ。」 

 イアント・ジョーンズが・・・非の打ちどころが無い三つ揃えスーツにネクタイで・・・

現れ、アンディの前に入れたてのコーヒーを置いた。「５回も殺されたそうですね・・・大

記録です。実際、痛痛痛痛いいいいほどです。何も覚えておられないのですか？」 

 アンディは目にしかめた表情を浮かべた。「何にも。そう、何も役に立ちそうな話は無い。

ここ１週間、通常勤務をこなしただけだから。誰もぼくにこの話をした人間はいない。君

たちは別としてね。」 

 「その理由は、このことに気付いているのがわたしたちだけだからです。」イアントは彼

にいった。 

 ジャック・ハークネスは、傍のコンピューターのモニターをこぶしで軽く叩いた。「通常

のクロノン転位スキャン結果だ。先日火曜日の朝５時３０分の君を、目盛ゼロに合わせた。」 

 「あなたが醸造所区から出た直後よ。」グエンはいった。「覚えてる？」 

 「ああ。」アンディはうなずいた。「たいした騒動ではなかった。どんちゃん騒ぎの後始

末をみなでさせられたよ。どんちゃん騒ぎするにはめずらしい曜日を選んだもんだ。火曜

日にどんちゃん騒ぎするやつなんか、普通いないだろ？」彼は顔をしかめた。「どんちゃん

騒ぎした連中か？彼らが殺し屋？」 

 「いや、そいうことではない。」ジャックはいった。「グエンが死んでる君をガルト通り

の溝で発見したのは５時４４分だった。」 

 「あなたを発見したのがあたしでよかった。」グエンはいった。「でも、人生最大のショ

ックよ。」 

 これにはアンディも微笑んだ。少し感動を覚えた。「で、次の瞬間にはぼくが生き返った



わけ？」 

 「いいや。」ジャックは断固とした口調でいった。「生き返ってない。」 

 「何が起こったのか、わたしたちの想像ですが、」イアントは説明した。「単純な時間の

ループ現象と思われます。救急車が駆けつけたときには、あなたはもう消え失せていまし

た。」 

 「一瞬前までいて、」グエンはいった。「次の瞬間には消えていた。」 

 「どこへ？」アンディはたずねた。 

 「いついついついつへ？」ジャックは訂正した。 

 「あなた個人の時間軸へ戻っていったのです。」イアントはいった。「あなたが殺される

１２時間かそこらに位前に起こったことは、すべて消え去ったのです。」 

 「そんなことあり得ない。ぼくが出会った人たちはどうなる？ぼくが行った場所は？そ

んなことは何も起こらなかったといいたいわけ？」 

 「そこまでシンプルではないな。」ジャックはいった。 

 「これをシンプルシンプルシンプルシンプルというか？」 

 「あなたはあなた自身の時間軸にループして戻ってしまいますが、他の方々は違います。」

イアントは説明した。「もし、説明が複雑すぎるようでしたら、あるがままに受け止めて下

さい。わたしですら完全に理解できているとはいいかねます。優秀なほうですが。」 

 「彼は素晴らしい。」キャプテン・ジャックは付け加えた。 

 アンディは全員を順番に見渡した。３人はテーブルの周りに座り、腕を組んでいた。全

員まじめな表情だった。「あんたたち、全員、完全にいかれてる。わかってんでしょ？」 

  

  

 「こんなこと本当に必要なのか？」アンディの声が、一時的に入っている独房のプラス

チックの壁を通して聞こえた。「ぼくはどこもおかしくないのに、もうぼくが我慢できる限

界を超えているのはわかってるはずだ。」 

 グエンは安心させるように微笑んだ。「わたしを信じて。これがあなたをモニターする最

良の方法だから。」 

 「ぼくを閉じ込めることがか？」 

 「観察のためよ。ここにいれば安全だし。」 

 アンディは独房を見渡した。「これじゃ監禁だろ。わかってる。ぼくはこのようなドアの

向こうに、何度も立ってきた人間だから。君にはわかってるはずだ。人権侵害だぞ！」 

 グエンは目をくるりと回した。「あたしたちはベストをつくしてる、アンディ。信じてく

れるでしょう。あたしたちには装置がある。時間の異常を、いま、あなたに向かって収縮

している出来事を感知できるものが。」 

 「それって？」 

 「それって、あなたに起こる殺人事件のサイクルが短くなってるってこと。１度目は、



火曜日の早朝だった。２度目は・・・アームズ・パークのすぐ外で発見されて、水曜日の

夜１１時４１分だった。その次は木曜日の夕方で、ビュートタウンだった。その次は、金

曜日の夜中１２時過ぎ・・・」 

 「オーケイ。わかった。」アンディは怒ってため息をついた。「君は、次の殺人にぼくを

押し出すわけだ。で、君はぼくに事実を叩きつけた。ぼくは被害者だぞ。殺人の被害者だ！

さあ、君がすべきことは、殺人鬼を見つけ出すことだ。」 

 「アンディ・・・」 

 「考えるんだ、グエン。」彼は歯を食いしばっていった。「君は優秀な警察官だった。こ

の事件を解決するために最良の手は何だと思う？人間を実験動物みたいに扱ってるだろ！

ぼくが殺される周期が短くなっている証拠を君は見せてくれている。だからといって、こ

んなことをしていいと思うのか？」 

 「何が起こるのか目撃する必要があるから。」 

 彼は深呼吸をした。「オーケイ・・・君は過去５回の殺人がいつ起こったのか知っている。

次はいつ起こるのか計算できないのか？」 

 「まだできてない。規則的ではないから。でも、周期が短くなっているのは間違いない。

これは、制御された環境であなたに何が起こるのかを見つけ出すための第一段階。」 

 「誰が殺人鬼かを突き止めるだけはできないのか？」 

 「まるで警察官みたい。」 

 「そりゃ、まぁ。」 

 グエンはプラスチックの壁に優しく手を触れた。透明の壁の向こうに置かれたアンディ

の手に押しつけるように、彼女は手を置いた。「ごめんね、アンディ。通常ならまともでは

ないことしてる。こんなこと、まともじゃない。これはトーチウッドが扱う事件。わたし

たちに任せて。」 

  

  

  

 「彼、何といってましたか？」グエンがジャックのオフィスに戻るやいなや、イアント

はたずねた。 

 「彼には選択肢が無いからって、賛成した。」 

 「非常に協力的な態度だ。」ジャックは感謝を込めていった。「好きだな。ブロンドは好

きだ。」 

 「彼に手を出さないように、ジャック。」グエンは命令した。「彼を餌食にしたいんでし

ょ。」 

 「少しぐらいチャンスが欲しいな。」 

 「こら！」イアントはいった。 

 「冗談だ。」ジャックはにやりと笑った。グエンは目をくるりと回すと、彼はウインクし



た。 

 「そうですねぇ。わたしにも考えってものがありますから・・・ああああ、、、、これをこれをこれをこれを見見見見てててて！！！！」ジ

ャックとグエンは、イアントが見つめる独房の監視カメラ映像に目をやった。床の血だま

りの中、アンディが倒れ、背中から突き出たナイフが薄明かりに光っていた。 

 「何てこと！！」グエンは座っていたイスを蹴飛ばし、モノを放り出してオフィスから

飛び出していった。 

 みなが独房にたどりついたとき、中はもぬけの空だった。アンディもいなければ、血の

跡もなく、ナイフもなかった。 

 「そして、殺人犯は見つからず、」イアントは指摘した。「プランＡは崩壊。」 

 グエンは立腹した。「お黙り、イアント！」 

 彼女は激しい勢いで独房を出、ジャックがいるオフィスに走っていった。ジャックは机

にもたれかかり、モニターを見つめていた。「イアントのいうとおりだ。」彼は前置きもな

くしゃべりはじめた。「効き目は無かった。」 

 「絶対、何かあるはず！」 

 ジャックは舌を鳴らした。「記録を遡って見た。アンディが何事も無く独房に座っている

一瞬後に、もう床に倒れて死んでいた。まるで、下手な編集をした映画か何かみたいに、

映像と映像のコマの間にスイッチがあるような感じだった。」 

 「デジタル記録なので、映像にコマはありません。」イアントが部屋に入ってきながらい

った。 

 「それがどうした。」ジャックはいった。「結果は同じだ。アンディに何が起こったにせ

よ、記録装置ですら記録できないほど細かい時間の断片の中で起こっている。彼が本当に

死ぬ瞬間には、わずかに時間があるのだろう・・・そして、時間がループしてリセットさ

れ、彼は消える。彼がいまどこにいるにせよ、天国でも地獄でもない。カーディフ市内だ。」 

 グエンはすでに携帯電話を取り出し、アンディへ短縮ダイヤルでかけていた。「ほら、ほ

ら・・・」彼女はオフィスを歩き回りながらつぶやいた。「出てよ、アンディ。」 

 「グエン？」 

 「アンディ！いま、どこ？」 

 「あー、セント・メアリ通り。どうしたんだい？声が少し・・・いらついてる。」 

 「何してるの？」 

 「家に帰る途中だよ。本屋に寄ってた。なぜ？何かあったわけ？」 

 「何でもない。あとで行くね。」 

 彼女は電話を切り、震えながら唇に冷たい金属ボディを寄せた。 

 ジャックは彼女の肩に手を置いた。「彼は大丈夫だ。まだおれたちと一緒に生きてる。」 

 「あと、いつまで？」グエンはたずねた。「殺人の間隔が短くなってる。何か理由がある

はず。」 

 「その通りです。」イアントはいった。コンピューターのキーボードを凄まじ勢いで叩き、



目はモニターに集中していた。「最後の殺人が起こった正確な時間はわかっています・・・

次回、アンディが殺されるのは、確実に４時間以内と推測されます。その次は、そこから

さらに２時間から３時間以内です。最終的には収束し、アンディは死ぬことになります。」 

 「おれたちに残された時間は少ない。」ジャックはいった。 

 「アンディに残された時間は少ない。」グエンはいった。 

 「彼をここに連れ戻そう。」ジャックはいった。「独房に戻ってもらう。今回はおれも彼

と一緒に独房に入る。」 

 「効き目は無いでしょう。」イアントは口をはさんだ。「アンディの時間だけがループし

ているのですから。あなたには何もできないし、監視カメラで見えた物以上の物は何も見

えないでしょう。」 

 「どんな提案でも耳を貸す。」ジャックは切り返した。「さあ、スタートはどこだ！」 

 「アンディのいう通りかもしれない。」突然グエンはいった。「彼は、なぜ、まず殺人犯

を探すことから始めないのか、理由を知りたがっていた。あたしは彼に、如何にも警察官

らしい考えだっていったけど、殺人犯を探すときは、まさにそれがやりたいことじゃない。

何を考えればよいのか、これで明確になった。殺人犯を見つけ、殺人を食い止める！」 

 「青を着た警官たちに事件を引き渡せってことか？考えられない！」ジャックはいった。 

 「必要ない。」グエンはいった。「皮ジャンを着た女性に任せればいいことよ。」 

  

  

  

 グエンはそれから３時間、警察やニュースアーカイヴで情報を集めてまわった。イアン

トはカーディフで起きた殺人事件の記録を遡れる限り過去まで遡って収集し、クロスチェ

ックを行った。アンディの殺人は時空間の裂け目と関係していることは間違いなく、トー

チウッドのアーカイヴ記録で似た事例を探し回った。見つかれば解決の糸口になる。 

 「君が正しいことを祈ってる。」ジャックはいった。「時空間の裂け目のことでひとつわ

かっていることがあるとしたら、それは予想が困難だってことだ。同じことが起こる確率

は非常に低い。」 

 「確かご自分で、グラスに半分も入ってるという、楽観的タイプといいませんでしたか？」

イアントはいった。 

 「本当にグラス半分状態だな。グラスに半分ということは、残りは空だってことだ。」 

 「少なくとも、あたしたちはあたしたちはあたしたちはあたしたちは何かしなければならない。」グエンはいった。「その何かが

見つかったみたい。」 

 ジャックとイアントは、彼女のモニターに集まった。それは警察のアーカイヴ記録で、

濃い色の険しい目つきをした濃い髭のがっしりした体格の男の少しぴんぼけした写真だっ

た。剃り上げた頭の大きな傷跡が、ぼさぼさの右の眉毛近くまで走っていた。 

 「これはロデリック・サイモンセンという人物の逮捕記録。」グエンは彼らに話した。「当



時、カーディフ警察官の殺人の手口では悪評高い人物だった、という意味で、アンディの

殺人に合致。同じ武器で４人の警察官を殺した・・・ここに武器の写真が。似てるでしょ？」 

 マウスをクリックすると、使い込まれた黒い握り手のカーブしたナイフの写真が現れた。

証拠写真の日付は、１９１９年だった。 

 「証拠品 A。」イアントはつぶやいた。 

 「前回アンディの背中に刺さっていた。」グエンはうなずいた。 

 「待った。この事件、覚えがある。」ジャックはいった。「ロデリック・サイモンセンは、

逮捕された年、絞首刑になった。彼は第一次世界大戦で頭がい骨骨折と精神異常を負った。

その後は災難の連続だ。権威を病的にまで嫌悪し、溢れ出る失望を警察官に向けた。逮捕

された時、四人殺害したと自白した。」 

 「実は、」グエンは訂正した。「五人殺害したと自白してる。公開はされなかったけど、

記録にはそうある。彼は裁判にかけられ、四人の警察官を殺害した罪で絞首刑になった。

絞首台に向かう間ずっと、五人目を殺したと主張し続けた。自慢げだったと。」 

 「で、五人目の遺体はどうなったでしょう？」イアントは疑問を口にした。 

 「遺体は見つからなかった。」グエンはいった。「サイモンセンは、逮捕された路地でや

ったといった。でも、何も無かった。警察は彼が狂ってしまったのだろう、ということで

片付けてしまった。」 

 しばし、居心地の悪い沈黙が垂れこめた。三人はお互いに顔を見合わせた。「ふたりとも、

わたしと同じことを考えているんでしょう？」イアントはたまりかねてたずねた。 

 グエンはうなずいた。「五人目の犠牲者は、アンディ・ダヴィッドソン。」 

 「そして、警察が遺体を見つけられなかった理由は、九十年後に起こるからだ。」ジャッ

クはいった。 

 「でも、なぜなぜなぜなぜ？」グエンは叫んだ。「いったいどうしてアンディの時間軸とサイモンセン

のが交わりえるの？」 

 「おれにもわからない。」ジャックは優しくいった。「しかし、もし、サイモンセンがも

うひとりデカを殺したといったのなら・・・アンディの死がすでに歴史上固定した事実に

なってしまっているかのようだ。」 

 「違う！」グエンは絶叫した。「そんなの信じない。サイモンセンは頭に大きく割れ目が

入った殺人狂でしょ！この事件の最終権限を持っているのはあいつじゃないし、あいつが

間違っていることを証明するのがあたしたちの役目よ！」 

 「それは、そう簡単にはいきません。」イアントはいった。「アンディをトラッキングす

ることはできますが、百年近く前に絞首刑になった人間をどうやってマークするんです

か？」 

 グエンは、携帯電話が振動したので、びくっとした。ディスプレイに表示された名前を

見るや、息を飲んだ。アンディ・Ｄ。 

 「グエン！」電話を通した彼の声は、パチパチいい、ひずみ、パニック状態だった。「グ



エン！刺された！」 

 彼が地面に倒れる音が聞こえ、激しく吐きこむ咳が続いた。グエンが静寂が支配するま

で待ち、携帯電話を切った。 

 「また起こった。」彼女はいった。 

  

  

 アンディが殺された七回目は、自身のフラットの中でだった。まるで映画サイコのジャ

ネット・リーみたいに、シャワー室で刺されたのだった。周りの白いエナメルとタイルは、

あまりに見事なまでに血で染まっていた。剥き出しの肌に突き刺さるナイフに、うつぶせ

に倒れる遺体を見たとき、グエンはもう少しで吐きそうになった。刃の周囲の皮膚が腫れ

あがっていた。アンディの命が傷から流れ出る赤い血の河とともに流れていく間も、体は

反応していた。 

 力無い指の間から滑り落ちた携帯電話が、バスルームの床に落ちていた。 

 グエンはめまいを感じ、目を細めた。再び目を開くと、遺体も血もすべて消え失せてい

た。 

 「ここにいます。」イアントはベッドルームを指差し、つぶやいた。 

 アンディは、ベッドの中で、かけぶとんから半分はみ出て寝ていた。制服が椅子の背に

かかっている。枕に埋もれて、軽くいびきをかいていた。 

 「かわいいな。」ジャックはそういうと、手首のヴォルテックス・マニピュレーターに注

意を戻した。薄明かりの中、ライトが激しく点滅し、彼の顔を照らした。「で、なんだかお

もしろい状況になっているぞ。時間が自己修正している。彼が殺されなかったら、こうな

るはずだという状態に彼を戻している。」 

 「ということは、もちろん、彼は殺されないということですね。」イアントはいった。「で

も、彼は殺されます。もう一度、もうすぐにでも。」 

 「タイムトラベルって、なんだかわからない。」グエンはうつろな口調でいった。彼女は

今回のすべてを受け入れられないでいることに気付いていた。この一週間、親友の一人が

死ぬシーンをもう何回見たっけ？ 

 イアントはバスルームに入って行った。「殺人に使った凶器も、殺人鬼も、影も形もあり

ません。」イアントは声に出していった。「そう、ミスター・サイモンセンは、遠い昔に逝

ってしまったあとです・・・九十年前に。」 

 「もし、容疑者が彼ならならならならばばばば、」ジャックはいった。「見つけ出そう・・・ダヴィッドソン

刑事！朝だ、起きろ！」 

  

  

 アンディはナイフと刑事殺人の悪夢から目覚めた後、ぼーっとなって、戸惑っていた。

なぜだか、トーチウッドが彼のフラットに来ており、そして今、グエンが彼をビクトリア



調の広いトイレみたいに見える場所に連れてきたところだった。 

 「ここでぼくは何をするわけ、グエン？」彼はたずねた。もう五回目だ。 

 「身を守る。」グエンはいった。「とにかく、あたしはそう思ってる。もう、前にも説明

したでしょ。でも、覚えていないわけね。あなたの時間軸が、またリセットされてしまっ

たから。前回はあたしにふくれっ面した。だから、今回はあたしを信頼して。あなたが心

底興味を持っていることを見せるから。」 

 アンディは本当に心配そうに顔をしかめた。「いったい、何何何何のこと？」彼はいい張った。 

 「よく聞くんだ、アンディ。」ジャックは説明を始めた。「おれたちは、君の時間軸が 1919

年の殺人鬼の時間軸とねじれてしまった、と考えている。理由はわからない。たぶん、運

が悪かっただけだと思う。とにかく、そいつはあと約一時間で君を殺しに来る。もう一度

な。」 

 「正確にいえば、八度目です。」イアントは助け船を出すようにいった。 

 「これは君の街に通って色を添えている時空間の裂け目と関連している。しかし、時空

間の裂け目ですら、二十世紀初頭の刑事狙いの殺人鬼が二十一世紀初頭の刑事を殺すとい

う時間の影響を、悪い食べ物にあたったみたいに飲みこみきれなくなり、一連の出来事全

体が繰り返されるようになってしまった。」 

 「時空間の裂け目が、あなたのために消化不良を起こしたということです。」またイアン

トは付け足した。 

 「すみませんが、もう一度最初から説明してくれませんか？」アンディは頼み込んだ。 

 「いや。重要なのは、イアントがいうとおり、時空間の裂け目が、君をここへ留めよう

ともがいてるという事実だ。君は殺されるが、時間が君を吐き出して、再び元の時間軸に

戻し続けている。しかし、最後に君は時間に飲み込まれてしまうだろう。」 

 「もし、比喩についていけないということでしたら、つまり、死ぬという意味です。」 

 「気分が悪くなってきた。」 

 アンディがこれ以上真っ青になる前に、と、グエンは割り込んだ。「アンディ、つまると

ころ、あたしたちはあなたを助けたいと思ってるんだけど、時間もあまりないのよ。」 

 「いいたいのは、ぼくにぼくにぼくにぼくに残された時間が無いってことだろ。」アンディは冷や汗をかく一

方、口の中がからからだった。 

 「あそこに柱があるでしょ？」ベイ地区のウォータータワーをグエンは指差した。タワ

ーは、氷山の隠れた地下部分のように、地区の下のハブにまで伸びている。「あれがあたし

たち自身の時空間の裂け目のマニピュレーター。」 

 アンディは地面にそびえたつ見慣れたタワーそのものは認識できたが、その中に凄まじ

く複雑な装置があるということと結びつけられなかった。手作りの給湯タンクと原子爆弾

を結び付けるようなものだろうか。ぼくはタンクのほうがいいなぁ、と思った。 

 「名前が示す通り、」グエンは続けた。「裂け目を限られた範囲でのみ操作できる。」 

 「で、君のフラットで検知した値で、おれのヴォルテックス・マニピュレーターを使っ



て、そいつに正しい周波数を設定した。」ジャックは左手を持ち上げ、手首の幅広のレザー

ストラップを示した。「話にまったくついていけてないだろ？」 

 「あんたたち、みんな気が狂ってるとしか思えない。」アンディは答えた。「つまり、あ

んたたちみんなイカれてる。で、これは・・・これは、馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿げてげてげてげてる。」 

 グエンは彼の腕に手を置いた。「狂った話に聞こえることはわかってる。でも、収集した

データで、いつ次の殺人が企てられるのかがわかるの。」彼女は間を置いた。殺人が企企企企てらてらてらてら

れているれているれているれているという言葉で、場が少し和んだ。「裂け目の変動に正確にロックして、あなたの時

間軸がサイモンセンと交差する瞬間を切り離す。」 

 「サイモンセンって、いったい誰？」アンディは訴えかける様な目で見た。 

 「狂った殺し屋で、あなたのためにやってくるのです。」イアントはいった。グエンは彼

の方にキッと視線を向けた。 

 「でも、ないかも。」イアントは柔順に付けくわえた。 

 「で、次の手はどう打つつもり？」信じられないという様子で、アンディはあざけるよ

うにいった。「彼を逮捕逮捕逮捕逮捕するするするするとか？」 

 「もし、君の人生が交差する瞬間を切り離すことができたら、」ジャックはいった。「そ

いつを消す。」そして、指をハサミのように動かした。「君たちふたりの人生を切り離すん

だ。」 

 「まるで編集を失敗した映画みたいに。」イアントはいった。 

 「それで？」 

 「それで、ジ・エンド。」グエンが口をはさむ間もなく、イアントはいってしまった。「あ

なたは助かるか、これを最後に死んでしまうかです。」 

  

  

 その後、次の出来事はあっという間に起こった。グエンは裂け目のマニピュレーターを

モニターし、ジャックはリスト・ストラップで最終調整をしていた。イアントは心配そう

にストップウォッチを見つめ、目を離さなかった。「十秒。」彼は唱え、アンディは首の後

ろに汗が流れおちるの感じていた。 

 突如、もう彼がいる場所はハブではなくなった。雨が足元の暗い水たまりに撥ね、どこ

からともなく、冷たい湿った夕闇が降り注ぐ。そばのレンガの壁に手を伸ばしながら振り

返り、息を飲んだ。路地の中だ。夜になってる。路地の向こうから、ぼんやりとした黄色

い光がこちらに迫ってくる。 

 パニックを起こし、震え、胃がきりきりし、前によろめいた。長い濡れた上っ張りを着

たやつが、目の前に現れた。目を上げると、男の顔がガス灯の灯りの中に浮かび上がった。

アンディの目に映ったものは、濃い髭、大きな傷跡、そして男の手の中の金属が放つ鋭い

輝き。 

 ナイフに血糊が付いていた。すでに誰かを殺ったあとのようだ。 



 アンディの心臓がドキドキと鳴った。男がこちらを見つめている。走って逃げようとし

ている、アンディの直感がそう告げている。「止まれ！警察だ！止まって手を上げろ！」 

 ベルトに留めた警棒に手をやりながら、路地を走る。警棒を取ると、武装している襲撃

者を武装解除させる戦術に入る。ナイフを持った男が狭い石畳の通りを曲がり、暗い路地

へ入っていくのを追いかけて、水たまりの水を撥ねながら、もう一度叫んだ。 

 行き止まりだ。追いつめた。 

 「よし。」緊張を声に出さないようにして、アンディはいった。「もう逃げられないぞ。

ナイフを捨てたらどうだ？お互い紳士的いこうじゃないか。」 

 男の目が昆虫の目のように輝き、アンディを品定めする。背が高い。細身。とても若い。

警棒を手にしている。 

 「デカか？」 

 「まずナイフを捨てろ。話はそれからだ。」 

 「見慣れない格好のデカだな。まだ髭も生えないガキじゃないか。でも・・・デカなら

誰でも同じだ。」そいつはアンディの喉元に向かってナイフを繰り出してきた。 

 アンディは警棒で相手を打ったその衝撃で後ずさり、弧を描いて切りつけてくるナイフ

を脇へ薙ぎ払ったが、地面に倒れた。男は怒りにうなりを上げ、立ち上がろうとしていた

アンディをつかみ、その顔を強く壁に押しつけた。 

 攻撃者はナイフを振り上げ、着ているコートの裾の空を切る音がアンディの耳に入った。

何とか身を振り解こうともがいたが、荒いレンガに釘付け状態にされてしまっていた。 

 もう致命傷となる一撃が襲ってくるのを待つしかない。 

 しかし、来なかった。 

 一撃に代わり、手の上に穏やかに手が置かれるのを感じた。ハブの中で、グエンが目を

のぞきこんでいた。明かりと乾燥と、そして体に痛みは無かった。 

 「大丈夫？」グエンはいった。「何かいって、アンディ？」 

 うなずいた。口を開いたが、声は出ない。辺りを見渡し、二度まばたく。グエンに目を

やる。そして、彼は気を失った。 

  

  

 「彼は感覚が混乱しているんだ。」ジャックはグエンと一緒にアンディをフラットに送り

届ける途中でいった。「あのように時間を行ったり来たりすると、初心者は圧倒されてしま

う。体を休めて、寝た方がいい。朝目覚めたら、何も覚えていないだろう。」 

 「よかった。」グエンはいった。「レコンを飲ませる必要が無いわけね。」 

 「おれはそう思う。」ジャックは同意した。「さて、ベッドルームに運び込もうか？」 

 「あたしがやります。」グエンは友人を支えながらいった。 

 「記憶が抜け落ちに気付いて、悩むだろうな。」ジャックは微笑んだ。「でも、結果が良

ければすべてが収まる。イアントがもう一度アーカイヴの情報を掘り起こしてくれた。ど



うやら、ロデリック・サイモンセンを逮捕できたのは、アンディのお陰のようだ。」 

 「いったいどうして？」 

 「トーチウッドがサイモンセンを尋問していたらしい。主張していた第五の殺人が影も

形も無い謎を警察は投げ出してしまった、そのあとの話だ。前の調査でこの話が見つから

なかった理由は、誤った分類でファイリングされていたせいだ・・・いいかえれば、聞き

出した情報は、大英帝国を守るために必要とみなされなかった。」 

 「でも？」グエンはうながした。 

 「でも、彼は五人目の警察官の背中にナイフを突き立てた瞬間、姿姿姿姿をををを消消消消したしたしたした、と証言し

た。少なくとも、サイモンセンにはそう見えた。実際は、ほんの一瞬の出来事だったろう。

サイモンセンは仰天してしまい、路地に倒れ込んだ。警察が彼を発見した時、凶器を握り

締めたままの状態だった。そして、男をひとり、瞬く一瞬の光の中、あの世に送ってやっ

た、とつぶやき続けていた。」 

 「ということは、もしアンディがあそこに現われなかったら・・・」 

 「サイモンセンはもっと殺人を続けていたかもしれない。実際のところ、彼を逮捕でき

なかったかもしれない。」 

 「古き良きアンディね。みんなが生まれる前から、犯罪と闘っていたなんて。」 

 「決めつけるなよ。」ジャックはいった。 

 「あら、あなた、未来生まれだったんでしょ？」グエンは顔をしかめながらいった。 

 「君のいうとおりだ。」彼はいった。「タイムトラベルは本当本当本当本当にににに混乱のもとだ。そうだろ？」 

 グエンはニヤッと笑い、ふたりは腕を組んで部屋を出て行った。 
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