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寂しい( )Subject: T_T
Date: Sun, 10 Oct 1999 01:35:28 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
To: ice@freeml.com

パーマンです( ◇ )^ ^

ぐはっ・・・・最近、メーリングリストからメールが来ないーーー( )T_T
特にめぐさんと さんからはご無沙汰だぁ・・・・。JIRO

というわけで、自分からメールを書いてみました。

o ^ ^o o^ ^ o秋になったけど、アイスをたくさん食べよおおお ( ◇ )( ◇ )

寂しい( )Subject: Re: T_T
Date: Mon, 11 Oct 1999 12:05:28 +0900

< >From: "THX-1138" THX-1138@pop.bbx.ne.jp
To: ice@freeml.com

夏も終わったからね＞メールが少ない理由

オフ前になれば、また増えるんじゃない？

個人的には今ぐらいがちょうどいいけどね。

そうそう、 のエンコーダー送っといたよ。使い方はMP3
ヘルプに書いてあるからそれ見て。

ALL私信で失礼＞

●●●パック●●●

ありがとうございました＞パックさんSubject:
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Date: Mon, 11 Oct 1999 23:11:31 +0900
パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp

To: ice@freeml.com

パックさん、ファイル、どうもですぅ( ◇ )^ ^
これからモー娘。のアルバム、全部ＭＰ３化します！（爆 。）

アイスと関係ない話題ですいませんｍ( )ｍ＞おーる..

はぁ 。Subject: 。。

Date: Tue, 12 Oct 1999 00:23:08 +0900
< >From: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp

鈴木 冬也 < >To: " " AYGH12563@bubble.ne.jp

とーやへ

はぁ～～彼と別れてから１年も経っているのに

なんか思い出しちゃってさあ 。。。

なんか、弱いなぁ、あたし( )^^;
好きな人が出来れば忘れられるかも

とか思って合コン出たりするんだけど、

帰り道、はぁ～、いかなきゃよかった 。ってため息ついちゃうんだ 。。。 。。

あ～あ、こんなんで好きな人、見つけられるのかなあ 。( )。。 ^^;

それはともかく、あたしがメーリングリストに入って、

今日でちょうど半年なんだよ。

月日のたつのは早いにゃあ～～。

メーリングリストって、なんとなく敷居が高い感じがして

（ネチケットとかうるさそうで）

どんなもんかなぁって思ってたけど、入ってよかったと思う( )^^
最初、とーやにチャットで誘われた時は

（市販アイスのことを語るメーリングリストってなんじゃ ( ))?? ^^;
って思ったけど（笑 。）

でも、便利なもんだよね～。登録していれば、
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わざわざ一人一人にメールを書かなくても、

１通出せばみんなに届くんだもん（でも、２週間ぐらい書いてないな( )）^^;
一度、間違って、とーや個人宛のメールをメーリングリストに流したときは

かなり恥ずかしかったけど 。( )。。 ^^;
このメールの宛先はちゃんととーやのアドレスになっているか、

後で確かめなきゃ（笑 。）

∩ ∩

きょうこ（ ・ ・ ）from: x

元気出せー！Subject:
Date: Tue, 12 Oct 1999 19:59:47 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
< >To: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp

やっほ、とーやだよ( )^-^

元気出せよ～～～ きょうこがそんなんじゃ、おれっちも元

気なくなっちゃうじゃん。

＞彼と別れてから１年も経っているのに、なんか思い出しちゃ

ってさあ 。なんか、弱いなぁ、あたし( ) 好きな人。。 ^^;
が出来れば忘れられるかも、とか思って合コン出たりするん

だけど、帰り道、はぁ～、いかなきゃよかった 。ってた。。

め息ついちゃうんだよ。

弱いっていうわけじゃないと思うよ。ほんとに弱かったら合

コンなんて行けないって（笑 。）

＞あ～あ、こんなんで好きな人、見つけられるのかなあ 。。。

きょうこは確か、東京の人だったよね。人いっぱいいるんだ

から、きっと、きょうこの運命の人も見つかるよ！ 元気出せ＼( )／^O^



- 5 -

１つの恋愛をきちんと終わらせることが出来れば、新たな恋

愛を迎えることが出来るのだ！

ま、もしいつまでも立ち直れそうにないなら、おれっちが付

き合ってやってもいいけどな(。 ゜☆＼ ベキバキ_

にしても、きょうこがメーリングリストに入会してから半年

かぁ。言われてみればそのぐらい経っているかな。

確か、恋愛相談のホームページにあるチャットでおれっちが

誘ったんだっけ。う～ん、懐かしい。

メーリングリストって開設するのがちょっとめんどくさいし、

入り方もめんどくさいから掲示板とかチャットに比べるといま

いち人気ないけど、一度体験してみるとなかなか面白いよね。

アクティブユーザーがたくさんいると、１日にメールが何十通

も届いて整理が大変だけど、うちのメーリングリストはそんな

ことないし（喜んでいいのか悲しむべきなのか…… 。）

でも、ほんとに最近メールが少なくなったね。開設者のおれ

っちの怠慢だ( ) なんとかしなきゃ。--;

ではでは。

★☆★☆★☆★

とーや

YOKOHAMA
★☆★☆★☆★

むぅ～Subject:
Date: Wed, 13 Oct 1999 23:30:10 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
To: ice@freeml.com

人恋しい秋・・・。

そして今日はおいらの誕生日。
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だけど、誰も祝ってくれない（爆 。）

おまけに１３日の金曜日（核爆）

ＤＶＤでも借りてこようかなぁ・・・・。

ライブ頑張ってねSubject:
Date: Thu, 14 Oct 1999 13:10:33 +0900

めぐ < >From: " " m-megu@planet.thi.ne.jp
< >To: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp

ＪＩＲＯ、こんにちは( )=^^=

そっちは最近、天気悪いみたいだね。ライブの時、天気になると

いいよね。都合がつけば絶対いくんだけど・・・。ごめんね。

あたしもはやく、ＪＩＲＯに会いたい( )=^^=

この間、隣の席に座っている同僚に「めぐちゃん、最近、女っぽ

くなったんじゃない？」って言われちゃった。それまで女っぽく見

えなかったってことなのかな？（笑）

まー、確かにスカートなんて会社にはほとんどはいていかないし、

いつもシャキシャキ動いているから、しょうがないのかもしれない

ね。

でも、でも、一応、昔（高校の時 、某ティーンズ誌でモデルや）

ったこともあるんだよ～。はきなれないミニスカートたくさんはか

されて、ポーズとかも無理やり取らされて（しかも不自然な笑顔つ

き ）大変だった。学校が共学だったから結構、男子の人気者に^_^;
なったよ（笑 。一緒に写真撮ってくれ、なんて頼まれたりして。）

だけど、すぐ飽きられて、あっさりとブームは終わった（笑 。）

そうそう、きょうこちゃんと、今度遊ぼうって約束したんだ。き

ょうこちゃんって、デザイナー目指しているんだって。専門学校に

通っているって言ってた。どんな子か楽しみだな。

きょうこちゃん 「イヴのオフ、楽しみ。ＪＩＲＯさんの唄を聴、

きたい！」って言ってたよ。
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あたしもＪＩＲＯの唄、はやく聴きたいなあ。

ねー、リクエストしていい？

オフの時、ＧＬＡＹの「ずっと二人で・・・」を唄ってほしいな。

あたし、あの歌、大好きなんだ( )=^^=

そう言えば、あたしたち、まだ電話で話したこともないね・・・。

う～ん、その辺はイヴのオフまでのお楽しみかな？

o ^_^ oそれじゃ、ライブ頑張ってね ( )

めぐでした( )=^^=

久々にアイスの話ですSubject:
Date: Thu, 14 Oct 1999 20:21:58 +0900

教授 < >From: " " uz608596@mv.bigwave.ne.jp
To: ice@freeml.com

最近、メーリングリストが寂しい状況なので、ちょっと

ネタふりをします。

氷系アイスの代表格である「ガリガリ君」に関するホー

ムページを発見しました。

http://www.dcax.co.jp/akagi/

ガリガリ君の家族構成なんかもわかって面白いです。た

だ 「パッケージの歴史」はなぜかリンク切れで見られ、

ないんですが。

話変わって、去年ぐらいから、ノーマルサイズの１５０

円ソフトクリームが増えた気がします。牛乳の質が良い

と謳っているけど、その辺、皆さんはどう思いますか？

私は、確かに味はいいと思うけど、５０円の違いがある

かというとちょっと疑問です。昔、ポカリスエットが１
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５０円ぐらいで売っていて、新聞に「水と変わらない」

と書かれてから、すぐ、１００円（１２０円だったかも）

に値下げしたってことがありましたが、１５０円アイス

も、ひょっとしたら１００円で出そうと思えば出せるの

ではないかと思います。

う～ん、懐かしい味♪Subject:
Date: Thu, 14 Oct 1999 21:42:08 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
To: ice@freeml.com

パーマンです( ◇ )^ ^

この間、久々に三色アイスとホームランバーを食べました(‾▽‾)Ｖ

チープな味がたまりませんでした（爆 。）

三色アイスはやっぱり、チョコの部分がいいですよね～♪

他はちょっとあれですが・・・・・・・(((((( ) ホームラン^_^;
バーは銀紙をペリペリとめくる時、ときめきを覚えました（笑 。）

１５０円アイス、教授さんの仰られる通りだと思います( ◇ )^ ^
１００円から５０円一気に上がるって変ですよね～( メ) でも、-_-
やはり１００円のと比べると味が濃厚なので、買ってしまいます（爆 。）

イヴオフの時、手作りのアイスクリームを持っていく予定なので、

是非、皆さん食べて下さいねー( ◇ ) （実はその前日にある、某声優^ ^ /
さんのクリスマスコンサートにも差し入れとして持っていくという

噂が・・・・・・・( ◇ )）^ ^;

虫の声が聞こえてきますSubject:
Date: Fri, 15 Oct 1999 00:32:28 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
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To: ice@freeml.com

こんばんは、とーやです( )^-^

それもう秋ですね。メーリンクリスト初のオフまであと少し。み

んな、どんな顔しているのかなぁとか、今からどきどきしてます（笑 。）

三色アイス、最近うちの近くでは見なくなりました。そのせいか、

ピンクの部分（いちご？ 、チョコの部分ともう一つ、何があった）

のか忘れてしまいました……。

ホームランバーも懐かしい。カップ型に入っているようなアイス

クリームを、棒に付けたのって、あれぐらいかも。

パーマンさんの手作りアイス、楽しみです！( )^-^

＞教授さん

すいませ～ん( 僕がネタフリを怠っているばっかりに、教授^^;
さんに気を遣わせてしまって…… 。。

ガリガリ君のページなんてあるんですね。コーラ好きの友達があ

のアイス（勿論、コーラ味）を初めて食べたとき 「なんだこりゃ、、

氷ばっかじゃねえか」と怒ったらしいです（笑 。）

昔はカップ型のアイスクリームも物によって金額差がありました

よね。

確かに５０円差は大きい気がします。

★☆★☆★☆★

とーや

YOKOHAMA
★☆★☆★☆★

Ｐ．Ｓ．

今日、ソフトクリームをたくさん盛ってくれるミニストップを発

見してちょっと嬉しかったです( )^-^
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ミニストップSubject:
Date: Sat, 16 Oct 1999 11:30:59 +0900

教授 < >From: " " uz608596@mv.bigwave.ne.jp
To: ice@freeml.com

とーや様及びパーマン様

ホームランバー、確かにチョコの所が美味ですね。ただ、

私はストロベリーの所もいいと思います。

最近、味がわかれている、と言うか２つの味が楽しめる

アイスというのは少ないと思うのでメーカーさんには意

欲的に取り組んでもらいたいです。

ミニストップのソフトクリームですが、本当に店によっ

て差があるので驚いてしまいます。うちの近所に２軒あ

るのですが、一方はてんこ盛り、もう一方はカップに山

も出来ていないような状態。同じ金額を払っているので

すから機械を改良して、量を均一にしてもらいたいとこ

ろです。

寒い～( )Subject: T_T
Date: Sat, 16 Oct 1999 20:45:36 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
To: ice@freeml.com

外も寒いけど、おいらの心も寒い・・・・・( )T_T
仕事から帰ってくると、真っ先にメールチェックしてるけど、

^_^;メーリングリストから以外のメールは０通(

誰かおいらの悩みを聞いてくれないかな・・・。
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Subject: !!こんにちは

Date: Sat, 16 Oct 1999 21:50:18 +0900
パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp

To: kyo@rb3.white-net.ne.jp

!!きょうこさん、こんばんは

メーリングリストでお世話になってます、パーマンです( ◇ )^ ^

えっと、こうして、個人的にメールするのは初めてですね( ◇ )^ ^
ちょっと緊張してます・・・。

あの、メーリングリストのメールにも書いたんですけど、クリスマス

イヴのオフに、手作りのアイスクリームを持っていく予定なんです( )^_^;
で、一応、きょうこさんとめぐさんの意見を聞いて、何味のアイス

を作るか決めたいと思っていますので、好きな味を教えていただけると

嬉しいのですが( )*^_^*

ちなみに僕はストロベリーが好きなんですけど・・・ これは別に、（

きょうこさんにもそう言ってくれっていう押しつけじゃないですよー

( )）^_^;

ああ、なんか今からきょうこさんに会えるのが楽しみです・・・

（わー、深い意味はないですよー。ただ、どんな方なのかなーって）

^_^ ~~それではよろしくお願いします( )／

（無題）Subject:
Date: Sun, 17 Oct 1999 03:01:41 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com
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ボクは、メーリングリストのメンバー全員を殺すことにしました。

メーリングリスト登録者名簿

めぐ 「三橋恵美」 東京在住

パーマン 「高橋健介」 千葉在住

とーや 「鈴木冬也」 神奈川在住

教授 「田中一平」 大阪在住

きょうこ 「都築恭子」 東京在住

パック 「轟 和政」 長野在住

ＪＩＲＯ 「伊沢次郎」 熊本在住

あの 。Subject: 。。

Date: Sun, 17 Oct 1999 19:22:01 +0900
< >From: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp

To: ice@freeml.com

あの 。なんか変なメールが届いたんですけど。。

わたしの所だけですか？

> ボクは、メーリングリストのメンバー全員を殺すことにしました。

>

> メーリングリスト登録者名簿

>

> めぐ 「三橋恵美」 東京在住

> パーマン 「高橋健介」 千葉在住

>とーや 「 鈴木冬也」 神奈川在住

> 教授 「田中一平」 大阪在住

> きょうこ 「都築恭子」 東京在住

> パック 「轟 和政」 長野在住

> ＪＩＲＯ 「伊沢次郎」 熊本在住

メーリングリストに登録しているメールアドレスが

外部に漏れるっていうことはあるんでしょうか？
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あと、本名とか住所とかって、ネットで調べられちゃうんですか？

サイバーストーカーってゆうような言葉を聞いたりするけど 。。。

ちょっと怖いです 。。。

∩ ∩

きょうこ（ ・ ・ ）from: x

おいらの所にも来ましたSubject:
Date: Mon, 18 Oct 1999 23:18:15 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
To: ice@freeml.com

パーマンです( ◇ ) うちにも、そのメール届きました( メ)^ ^ -_-
って言うか、メーリングリストのメンバー、全員に届いているんじゃ

ないですか？

はっきり言って、気分悪いです。どういうことなんですか？

きょうこさんが言うように、メールアドレスが漏れているってこと？

管理が不十分なんじゃないですか？

きちんと調査して、報告お願いします＞とーや様

こういう輩は相手にしないことが一番です 皆さん、無視!!
しましょう。全員殺す？ 出来るものなら、やってくれって感じですね。

変なメールを送ってきた人＞

メーリングリストのメールを読めるのかどうかわかりませんが

（もし、読めるんだとしたら・・・。いや、これ以上言うのはやめて

おきます 、一応、忠告しておきます。相手にするのはこれが）

最後ですけど。匿名性の高いウェブメールを使っても、身元を

調べることは不可能ではないんですよ。

僕の知り合いにネットワークの管理者がいます。彼に頼めばあなた

を追跡することはわけないことです。どれだけプロキシを通そうが、
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丁寧に一つ一つ追っていけば、必ずあなたの本当のＩＰがわかるんですよ？

このメーリングリストに、どんな恨みがあるのか知りませんが、

!!悪戯はもうやめて下さい

質問Subject:
Date: Tue, 19 Oct 1999 00:00:08 +0900

< >From: "THX-1138" THX-1138@pop.bbx.ne.jp
To: ice@freeml.com

＞ボクは、メーリングリストのメンバー全員を殺しちゃうことにし

＞ました。

私は何番目に殺されますか？(藁

●●●パック●●●

一言Subject:
Date: Tue, 19 Oct 1999 1:59:21 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
To: ice@freeml.com

パーマン氏とパック氏へ

俺は 今回のようないたずらを見るのは初めてですけど 向こうが

見ている見ていないに関わらず 煽るような返事を書くのは やめた
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方がいいような気がします。

あと パーマン氏。

ちょっと気になったのですが

「もし読めるんだとしたら・・・」 なんなんですか？

JIRO

わからない 。Subject: 。。

Date: Wed, 20 Oct 1999 20:53:41 +0900
< >From: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp

鈴木 冬也 < >To: " " AYGH12563@bubble.ne.jp

とーやへ

メーリングリストのメールでパーマンが書いていた言葉の意味が

よくわからないんだけど 。。

プロキシ？ ウェブメール？ 本当のＩＰ？ それなにって感じ( )^^;

それにしても、ネットにはやっぱり変な人っているんだね 。。。

人を脅かして何が面白いんだろうね 。。。。

∩ ∩

きょうこ（ ・ ・ ）from: x

説明しましょうSubject:



- 16 -

Date: Thu, 21 Oct 1999 0:36:17 +0900
鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp

< >To: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp

やっほ、とーやだよ( )^-^

＞パーマンが言っていた言葉の意味がよくわからないんだけど

。プロキシ？ ウェブメール？ 本当のＩＰ？ それなに。

って感じ( )^^;

ホームページ上からメールを送れるサービスがあるんだ。そ

れをウェブメール（他にブラウザメールとか、いろんな呼び方

あるけど）って言うんだよ( )^-^

http://lc3.law5.hotmail.com/cgi-bin/login?_lang=JA

こことか有名。

プロキシ（プロクシとも言うけど）っていうのは、そうだな、

簡単に説明すると

食糧をただで配給してくれるスーパーがあるとする。誰かが、

その食料を代理人に取りに行ってもらうようにすれば、他の人

たちはわざわざスーパーまで行かなくても、途中にある代理人

の事務所で食料を受け取れるよね。時間短縮になる。それに、

どれだけ食料を欲しい人がいても、スーパーに至るまでの道路

は混雑しない。

で、このスーパーを「ホームページがある場所 、食料を」

「ホームページのファイル（文章とか画像とか 」）

とすると

代理人が「プロキシ」ってことになる。だいたいわかった？

掲示板で、メッセージを書き込んだ人間の名前の横に

proxy10.bti.ne.jp
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こんなのがあるの、見たことないかな？

これは、プロキシを通して書き込んだっていうことを意味し

ているんだよ。

この辺のことは、きょうこがプロバイダと契約した時、もら

ったであろう説明書（？）に書いてあると思う。

プロキシっていうのはインターネットの混雑緩和だけじゃな

く、自分の身を隠すためにも使われているんだ。

上の例で行けば、代理人が誰に頼まれたかをスーパーに言わ

なければ、スーパーは、誰が最終的に食料を受け取るのかわか

らないだろ？ 受け取る時だけじゃなくて、送る時でもそうだ。

スーパーに荷物（たとえば時限爆弾）を送るとき、口の堅い

代理人に渡してもらうようにすれば、正体を知られることなく

被害を与えることが出来る( )--;

今回のいたずら犯が、プロキシを通し、ウェブ上からメール

を送ったんだとすれば、正体を暴くことは難しい。

ただ、プロキシサーバーには「誰から頼まれた」っていう記

録が残っている。この情報を知ることが出来れば、いたずら犯

の正体を暴けるしれない。

生ＩＰっていうのは、インターネットにつないだ時、あてが

われる個人番号だ（ ←こんなの 。 これを202.216.229.111 ）

さらしたまま悪戯すると、自分の正体がばれてしまうから、プ

ロクシを使うんだ。

＞どうして本名とか住んでいる場所を知ってるの 。？。。。。

どうしてなのかなぁ？( ) わからない。--;
心当たりがあるとすれば、自己紹介の時、みんな本名を名乗

っているってことかな（さっき、確認した 。住所は、これま）

でのメールのやり取りでどの都道府県に住んでいるかぐらいは

わかるから……。うーん……。

それらのメールがなんらかの形で流失したとしか思えない( )T_T

＞あたしたちにメールを出せるっていうことは、メーリングリ

＞ストのメールを読めるってことなのかなぁ？

それはないよ。メンバー７人以外の人間のアドレスは登録し
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てないから。犯人がメーリングリストのメールを読めるってこ

とは絶対にないはずだよ。

とにかくメーリングリストの責任者はおれっちだから、その

辺、調べてみるよ。これ以上、みんなを嫌な気持ちにさせたく

ないから。

まさかとは思うけど、戸締まりとかきちんとしてね。知らな

い人に声掛けられてもついていっちゃ駄目だよ（笑 。）

ではでは。

★☆★☆★☆★

とーや

YOKOHAMA
★☆★☆★☆★

心配Subject:
Date: Fri, 22 Oct 1999 23:38:09 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
めぐ < >To: " " m-megu@planet.thi.ne.jp

めぐへ

ごめん 仕事が急に忙しくなってなかなか返事書けなかった。

なんだか おかしな人が現れたね。俺は今まであまりインターネッ

トをやってきてなかったからよく知らないんだけど ああいう人って

結構多いのかな？

きょうこも言ってたけど ストーカーの類なのかも。めぐは両親と

同居しているんだよね？ 独り暮らしだったら かなり心配だよ。
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ＧＬＡＹの曲は得意だよ。

最近のカラオケ店には ギターも置いてあるらしいね。うちの近く

にはないけど 東京にはありそうだ。あったら 弾きながら唄ってみ

よう。

めぐさえよかったら 今度電話していいかな？

メールのやり取りだけでお互いを好きになったせいか それだけで

満足しちゃっていたかもしれない。めぐを不安にさせていたかもしれ

ない。

俺だって めぐの声 聞きたい。

めぐと話したい。

JIRO

こんにちはSubject:
Date: Sat, 23 Oct 1999 02:29:19 +0900

教授 < >From: " " uz608596@mv.bigwave.ne.jp
鈴木 冬也 < >To: " " AYGH12563@bubble.ne.jp

とーや様、こんにちは。いつも、メーリングリストでお

世話になってます、教授こと、田中です。

今回のいたずらメールについてですが、ひょっとしたら、

メーリングリストの誰かが出したものではないでしょう

か？（パーマンさんも、それが言いたかったのだと思い
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ます） 外部の人間が全員のメールアドレス、名前、居

住地を知っているというのはどう考えてもおかしいです。

以前、本で読んだのですが、頻繁にいたずら電話をされ

たり、ストーキングされたりしている女性が、探偵や警

察に頼んで犯人を捕まえると、顔見知りだったという例

が少なからずあるそうです。あまりに近い存在なので気

がつかないらしいです。今回の事件もそうなのではない

でしょうか。ただのいたずらメールなら無視すればいい

のでしょうが、全員殺すなどと書いてあり、正直言って

不安です。私はこのメーリングリストが大好きなので、

こんないたずらで終りになってほしくないです。

ごめんなさいっ！！Subject:
Date: Sat, 23 Oct 1999 22:48:37 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
To: ice@freeml.com

パーマンです( ◇ )^ ^

この間は、怒りにまかせてあのようなメール書いてしまい、

すいませんでしたｍ( )ｍ 皆さんの中に犯人がいると、僕が多少..
なりとも思っているような印象を与えてしまったかもしれません。

ああああああ、ほんとーーーーーにすいませんっ（涙 。そんなこと、）

!!!!!!!微塵も思ってないですっ

（無題）Subject:
Date: Sat, 23 Oct 1999 23:00:01 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com

今日、一人殺しました
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（無題）Subject: RE:
Date: Sun, 24 Oct 1999 01:43:27 +0900

< >From: "THX-1138" THX-1138@pop.bbx.ne.jp
To: ice@freeml.com ,xxxxxxxxxx@e-mail.com

＞今日、一人殺しました

ゾンビでも殺した？(藁

ところでこいつ、メーリングリスト経由でメールを送っているん

じゃなくて、個別に送ってるみたいだね（そりゃそうだよな、メー

リングリスト経由じゃ、俺たちの誰かが犯人ってことになる 。）

暇つぶしに追い込みかけてみるかな。

どきどきSubject:
Date: Sun, 24 Oct 1999 02:11:51 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
To: ice@freeml.com

追い込みかぁ・・・。なんか、わくわく ( ◇ )( ◇ ) （爆）o ^ ^o o^ ^ o
どうやって追い込みかけるんですか？

追い込みSubject:
Date: Sun, 24 Oct 1999 15:30:17 +0900

< >From: "THX-1138" THX-1138@pop.bbx.ne.jp
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To: ice@freeml.com

プロキシサーバーを調べて、管理者に「この時間にあんたのとこ

ろのプロキシを使った人間が犯罪に関わっていて、訴えたいから接

続元のＩＰ教えて」っていうメール出して、その後、教えてもらっ

たＩＰからプロバイダを特定して、そこにメールを出して該当する

人間を教えてもらえばいい。あー、でも、プロバイダはプライバシ

ーがどうとかこうとか言う可能性が高いから、そう言われたらプロ

バイダのサーバーをハッキングするしかないな。

お知らせSubject:
Date: Tue, 26 Oct 1999 21:31:18 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
To: ice@freeml.com

こんにちは、とーやです。

悪質ないたずらメールがまた届きましたが、犯人宛に抗議の

メールを出したりしないよう、お願いいたします（面白がって、

更に、いたずらを仕掛けてくる可能性が高いため）

あと、念のため、メーリングリストか僕宛に、一言でもいい

ので無事の知らせを下さい。

よろしくお願いします。

★☆★☆★☆★

とーや

YOKOHAMA
★☆★☆★☆★



- 23 -

生存報告Subject:
Date: Tue, 26 Oct 1999 23:41:53 +0900

< >From: "THX-1138" THX-1138@pop.bbx.ne.jp
To: ice@freeml.com

とーや様

とりあえず、私は生きてます。

●●●パック●●●

無事です（笑）Subject:
Date: Wed, 27 Oct 1999 00:49:30 +0900

< >From: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp
To: ice@freeml.com

わたしも生きてますよ～（笑）

それはともかく 。。。

ネットにはこうゆう人もいるんですね。

初めてネットで知り合った人たちがここの人たちだったので、

今までネットに対していいイメージしか持ってませんでした。

だから、すごく驚いています 。。。

こんないたずらをして何が楽しいんでしょうか？？

みんなとわいわいやった方がずっと楽しいのに 。。。

あと、パックに聞きたいんだけど、わたしのメールからわた

しの住所とかもわかっちゃうの？
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∩ ∩

きょうこ（ ・ ・ ）from: x

お久しぶりですSubject:
Date: Wed, 27 Oct 1999 20:18:00 +0900

めぐ < >From: " " m-megu@planet.thi.ne.jp
To: ice@freeml.com

皆さん、こんばんは( )=^^=

ご無沙汰しております( でも、いつも皆さんの書き込みを楽^^;
しく拝見させていただいてます。

無事の知らせを下さいとのことなので、久々にメールいたしまし

た。きょうこちゃんやパックさん同様、あたしも元気ですよ( )^_^

ところで・・・この間届いた、いたずらメール。あたしもショッ

クでした。どうやって、あたしのメールアドレスを知ったんだろう

とか、なんで居住地や本名を知っているんだろう・・・とか。心臓

がどきどきしました。

同じ部署で働いている、コンピューターに詳しい人に話したら、

ちょっとした情報からでも、その辺のことが調べられちゃうんだよ

って。その後、いろいろ説明してくれたんですけど、ほとんどちん

^^;ぷんかんぷんでした(

それではまた。

今度は、もっと楽しい話題でメールしますね( )=^^=

めぐでした( )=^^=
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Subject: ^ ^ /元気ですよ( ◇ )

Date: Wed, 27 Oct 1999 22:58:50 +0900
パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp

To: ice@freeml.com

パーマンです( ◇ )^ ^

生きてます（爆 。）

聞いた話によると、特定の人間からのメールを受け取らないように

出来るそうです。ただ、どうやるのかはちょっとまだ調べ中です( )^_^;
^ ^ /わかり次第、またメールします( ◇ )

遅くなりましたSubject:
Date: Fri, 29 Oct 1999 01:07:44 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
To: ice@freeml.com

皆さんへ

連絡が遅れてしまいましたが 俺も無事です。

＞きょうこ氏へ

パックが言っていることは不可能ではないけど 本当にやるのは

難しいと思う。サーバーのハッキングなんて よほど弱小プロバイ

ダ しかも管理がしっかりしていない所のものじゃないと無理だよ。



- 26 -

JIRO

あと１人Subject:
Date: Fri, 29 Oct 1999 12:34:26 +0900

< >From: "THX-1138" THX-1138@pop.bbx.ne.jp
To: ice@freeml.com

あとは教授だけだね。

サーバーのハッキングはそれなりに難しいけど、追跡は簡単に

出来る。

ちょっと前に流行った「 」ウイルス犯の接続元は、I LOVE YOU
スウェーデンの学生が３時間で見つけた。ようは経験と知識。

●●●パック●●●

疲れました・・・Subject:
Date: Sat, 30 Oct 1999 21:55:01 +0900

めぐ < >From: " " m-megu@planet.thi.ne.jp
< >To: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp

ＪＩＲＯ、こんばんは( )=^^=

残業がやっと終わって、疲れた足を引きずって帰ってきました。

^_^;はぁ～、疲れたよぉ ・・・って、なんかおばさん入ってる。

なんか、急に上司に呼び止められて「今日、残業いいかな？」っ

て言われちゃったんだ。残業前の休み時間、同僚の女の子と二人で

さんざん愚痴言い合った（笑 。）
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それはそうと、心配したよぉ だって、なかなか無事メール^_^;
が届かないんだもん。

ライブご苦労様でした( ) どんな感じだった？ きっと、盛=^^=
り上がったんだろうなぁ。

最近、メールを受信するのが怖くなってきちゃった。ＪＩＲＯの

メールは早く受け取りたいのに、すぐにでも読みたいのに・・・。

きょうこちゃんも書いていたけど、なんで、あんなことするんだ

ろうね。

ＪＩＲＯのこと、すごく心配だよ。ＪＩＲＯは独り暮らしでしょ。

いつも寝る前、ちゃんと戸締まりしたかなぁって思ってる。

ちゃんと、部屋の鍵は全部掛けてからねんねしてね（笑 。じゃ）

なきゃ、もうメール交換してあげないから（笑 。）

それじゃまたね！

めぐでした( )=^^=

Ｐ．Ｓ．

電話、あたしからかけた方がいい？ それともＪＩＲＯがかけて

くる方がいいのかな？ あたしはどっちでもＯＫだよ( )=^^=
なんか、今からドキドキしてる（笑 。すっごく楽しみ！( )） =^^=

（無題）Subject:
Date: Sun, 31 Oct 1999 01:11:18 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com

年 月 日(月） 時 分2000 10 23 12 45
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＜刺殺＞大阪府熊取町で男性（２８）刺殺

２３日午前７時１０分ごろ、大阪府熊取町のアパートで田中一平

さん（２８）が腹部から血を流して倒れているのを、隣室の男性が

発見し、１１０番通報した。田中さんは腹部に刺し傷があり、病院

に運ばれたが間もなく死亡した。大阪府警は殺人事件とみて捜査を

始めた。

また来たSubject:
Date: Sun, 31 Oct 1999 02:33:56 +0900

< >From: "THX-1138" THX-1138@pop.bbx.ne.jp
To: ice@freeml.com

田中一平って、教授の本名（？）と同じだね

←の管理者にアクセスログをくれっていうメールe-mail.com
出してみた。

●●●パック●●●

しつこい！Subject:
Date: Sun, 31 Oct 1999 23:10:10 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
To: ice@freeml.com

パーマンです( ◇ )^ ^

いたずらメール、本当にしつこいですね( メ)-_-
どうやら、とある検索ページに載っていたニュースを転載したものの
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ようです。

たまたま教授と同姓同名の人が殺されている記事を見つけて

送りつけてきたんでしょう( メ)-_-

^ ^ /教授～～～～、早く無事ですメールを送ってきてくださ～い！( ◇ )

本当にいたずら？Subject:
Date: Mon, 01 Nov 1999 18:27:20 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
To: ice@freeml.com

パーマン氏及び皆さんへ

本当にいたずらなんでしょうか？

実際 教授氏からメールはありません。それとも とーや氏宛て

には届いているんですか？

とにかく 真実がどうであれ すぐ警察に知らせるべきだと思い

ます。

俺は 犯人から届いたメール 全部残してあります。

いたずらだと決めつけるのは危ない気がします。

JIRO
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の意見に賛成ですSubject: JIRO
Date: Mon, 01 Nov 1999 20:45:08 +0900

< >From: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp
To: ice@freeml.com

わたしも の意見に賛成です。JIRO

怖いです 。はっきりいって 。。。 。。

ちょっと前まではみんなが言うように

いたずらかな～って思えたけど 。。。。。

∩ ∩

きょうこ（ ・ ・ ）from: x

教授の連絡先Subject:
Date: Tue, 02 Nov 1999 03:40:01 +0900

< >From: "THX-1138" THX-1138@pop.bbx.ne.jp
To: ice@freeml.com

誰か教授の連絡先を知っている人はいないのかな。

プロバイダに問い合わせてみようか？

●●●パック●●●

落ち着きましょうSubject:
Date: Wed, 03 Nov 1999 23:08:07 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
To: ice@freeml.com
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こんばんは、とーやです( )^-^

教授からのメールですが、僕の所にも届いていません。ただ、

だからと言って、あの記事に出ていた「田中一平」さんが教授

だとは断定出来ないと思います。

皆さん、もう少し様子をみましょう。教授が無事だった場合

（出張に行っていたり、パソコンが壊れていたり、風邪をひい

て寝込んでいるという可能性の方が、殺されたなんていう可能

性よりずっと大きいはずです 、警察に通報して一番気まずい）

思いをするのは教授ではないでしょうか。

いたずら犯からのメールですが、各々のメールアドレスを知

られてしまっている以上、僕がメーリングリストのプログラム

をいじった所で、どうにもならないというのが現実です( )--;

http://download.yahoo.co.jp/vector/win/net/mail/

に、メールを受信することなく、サーバーから消すことが出

来るソフトがいくつかあります（わかりやすく言うと、ポスト

に届けられた時点で差出人をチェックすることが出来、不必要

なら開封することなく捨てられるソフト 。いたずら犯からの）

メールを読みたくないという場合、これらのソフトを使ってメ

ールを削除して下さい。もし、使い方がわからなかったら僕に

メールを下さい ( ) きちんと説明します。m __ m

★☆★☆★☆★

とーや

YOKOHAMA
★☆★☆★☆★

落ち着きましょうSubject: Re:
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Date: Thu, 04 Nov 1999 14:31:57 +0900
< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp

To: ice@freeml.com

とーや氏へ

警察に 教授の無事を確認するのは当然なことでは？

殺したというメールが届いているんです。

迷惑するとかそういう問題じゃない気がします。

JIRO

Ｋ察Subject:
Date: Thu, 04 Nov 1999 20:18:01 +0900

< >From: "THX-1138" THX-1138@pop.bbx.ne.jp
To: ice@freeml.com

警察は相手にしないだろうね。妄想だと思われるのがオチかも。

殺してやる、自殺する、こんな言葉、ネットには腐るほど溢れているから。

お知らせSubject:
Date: Thu, 04 Nov 1999 20:51:05 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
To: ice@freeml.com
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さん＞JIRO

仰ることはよくわかります。

でも、もう少しだけ様子をみましょう。あと２日待って、な

んの連絡もなかったら僕が警察に届けます。

皆さん＞

警察に届けるとなった場合、皆さんの身元（住所、電話番号

など）を明らかにしてもらうことになると思います。ご協力、

m __ mお願いします ( )

★☆★☆★☆★

とーや

YOKOHAMA
★☆★☆★☆★

（無題）Subject:
Date: Thu, 04 Nov 1999 21:59:36 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@free.com
< >To: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp

次はおまえだ

Subject: !!こんばんわ

Date: Fri, 05 Nov 1999 00:21:39 +0900
パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp

< >To: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp
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!!きょうこさん、こんばんわ

おひさしぶりのパーマンです( ◇ )^ ^

!!この間の天皇賞、おしかったぁ～～。武さえ来てなければ万馬券獲ったのに

武の馬鹿、なんで来るんだああああああ ( )!!!!! T_T
・・・はっ(((((( ) すいません、いきなり個人的な話しを^_^;

してしまいました・・・。

ところで、例のいたずらメールのことですが、気にしない方がいいですよ( ◇ )^ ^
いたずらは所詮、いたずらです。教授はなんかの原因で、パソコンを

使えなくなっているんですよ、多分( ◇ )^ ^
とにかく、もし、相談があったら遠慮なくしてどうぞ( ◇ ) いつでも^ ^

!!乗ります

実は、来週、出張で東京に行くんです。もし、お時間があれば、お会い

できたらいいなぁなんて思ってます（こっちで限定発売されているアイス

なんかもお渡ししたいし( ◇ ) 。一応、１３日なんですけど、ご都合の方は^ ^; ）
いかがでしょうか？( ◇ )^ ^

!!御返事、よろしくお願いします

（無題）Subject:
Date: Sun, 07 Nov 1999 23:19:58 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@free.com
< >To: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp

おまえは逃げられない

（無題）Subject:
Date: Sun, 07 Nov 1999 23:20:22 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@free.com
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< >To: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp

逃げられると思うな

助けてSubject:
Date: Mon, 08 Nov 1999 19:21:48 +0900

< >From: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp
めぐ < >To: " " m-megu@planet.thi.ne.jp

めぐちゃん 。。。

もうやだ。

助けて 。。。

いつでも電話待ってますSubject:
Date: Mon, 08 Nov 1999 22:51:23 +0900

めぐ < >From: " " m-megu@planet.thi.ne.jp
< >To: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp

きょうこちゃん、どうしたの？

もしよかったら携帯に電話して。

めぐちゃんへSubject:
Date: Tue, 09 Nov 1999 20:00:01 +0900

< >From: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp
めぐ < >To: " " m-megu@planet.thi.ne.jp
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めぐちゃん 。わたし、もうメーリングリストを抜けようと思う。。。

疲れちゃった 。。。

この間ね 「次はおまえだ」ってゆうメールが来たの。、

めぐちゃんの所には来てないよね 。？。

そのすぐ後、パーマンからもメールが来たの。

わたしに会いたいって 。。。

メーリングリストを通して、めぐちゃんやとーやと知り合えたことは

すごくよかった。

でも、そのよかったことが、ここ何週間でみんな吹き飛んじゃった 。。。

これから脱会の手続きをします。

今までありがとう 。。。

バイバイ

∩ ∩

きょうこ（ ・ ・ ）from: x

至急Subject:
Date: Wed, 10 Nov 1999 20:27:35 +0900

< >From: "THX-1138" THX-1138@pop.bbx.ne.jp
鈴木 冬也 < >To: " " AYGH12563@bubble.ne.jp

このメールを読んだら携帯に連絡してください。

090-1119-0001

●●●パック●●●
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思ったことSubject:
Date: Thu, 11 Nov 1999 07:47:16 +0900

< >From: "THX-1138" THX-1138@pop.bbx.ne.jp
To: ice@freeml.com

この間、外をあるいていたら、子供がスイカバーを持っていましたよ。

もう、あきなのに・・・。あと、びいだまも持ってましたね。私はつい、

アリシア・シルバーストーンを思い・・・って、関係ないですね・・・

・。

最近、彼女を見なくなりましたが、どこでどうしているんでしょうか

ね。ハリウッド女優も大変だ。

●●●パック●●●

さようならSubject:
Date: Thu, 11 Nov 1999 22:51:01 +0900

< >From: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp
To: ice@freeml.com

わたしは今日、メーリングリストを脱会します。

教授のこと、まだはっきりしていないのに、ごめんなさい。

でも、協力はするので何かあったらメール下さい。

本当は抜けたくない 。。。

せっかく仲良くなれたのに、本当に残念 。。。

とーや、めぐちゃん、 、パック、パーマン、教授（見てくれている？）JIRO
今までありがとう。

いつかまたあえると信じて。
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さようなら。

∩ ∩

きょうこ（ ・ ・ ）from: x

ＪＩＲＯへSubject:
Date: Thu, 11 Nov 1999 22:53:10 +0900

めぐ < >From: " " m-megu@planet.thi.ne.jp
< >To: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp

昨日、電話したんだけど、いなかったね（残念 。）

その後も何回かかけたんだけど・・・。急な用事が出来たのかな？

急病とかになってないよね？ って心配してる。

きょうこちゃんのメールのこと。

この間、きょうこちゃんからメーリングリストをやめたいってい

うメールが来たの 「次はおまえだ」っていうメールが届いたんだ。

って・・・。あたしの所には届いていないんだけど、ＪＩＲＯの所

にも届いてないよね？

誰がこんなことをしているんだろうって、いろいろ考えてみたん

だけど、全然心当たりがないんだ。メーリングリストに入ってから、

トラブルなんてなかったもん。誰かと誰かが喧嘩したり、それでや

めていったりっていうことはなかった。

あたし、明日、きょうこちゃんに電話してみようと思ってる。電

話番号は聞いて知ってるから。

ネットのトラブルって、ネットをやってない人に話してもなかな

かわかってもらえないでしょ？ きょうこちゃん、きっとそれで苦

しんでいると思うの。

o ^_^ oどれだけ役に立てるかわかんないけど、頑張ってみる ( )

それじゃ、またね( )=^^=
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めぐでした( )=^^=

（無題）Subject:
Date: Thu, 11 Nov 1999 23:32:51 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com

今日、二人目を殺しました

いい加減にしろ！！Subject:
Date: Fri, 12 Nov 1999 02:41:26 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
< >To: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com

しつこいぞっ！！

おまえの身元は絶対ばれるんだ。

警察に連絡するぞ！

残念ですSubject:
Date: Sun, 14 Nov 1999 23:01:00 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
< >To: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp

この間、お会いしたいというメールを送ったと思うんですが・・・。１３日が過ぎて

しまいましたね。

どうして返事をくれずに退会してしまったんですか？相談に乗るって言った



- 40 -

じゃないですか。それを無視して退会するなんてちょっと自分勝手ですね。

このメール読んでますよね？読んでいたら、必ずメールか電話下さい。

警察へ行って来ましたSubject:
Date: Sun, 14 Nov 1999 21:38:25 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
To: ice@freeml.com

こんばんは、とーやです。

昨日の昼、神奈川県警に被害届と、犯人から届いたメール、

メーリングリストのメールを提出しました。相手の警官の方は、

インターネットのことをよくわかっていないみたいで理解して

もらうのが大変でした（後で詳しい刑事が来たけど 。）

大阪で殺された人のこと（インターネットを利用していたか

など）プラスいたずらメールの発信先を、きちんと調べてくれ

るそうです。

ただ、教授のことは無理でした。事件との関連があるかどう

か、はっきりとわからないからだそうです。

皆さんのプロフィールはまだ必要ないと言っていました。

それでは。

★☆★☆★☆★

とーや

YOKOHAMA
★☆★☆★☆★
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（無題）Subject:
Date: Sun, 14 Nov 1999 23:50:57 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com

年 月 日（土） 時 分2000 11 11 9 57

男性の絞殺体発見＝長野市

１１日午前４時ごろ、長野県長野市にある公園で、ベンチの下に３０

歳前後の男性の死体があるのを、散歩中の女性が見つけた。長野県警捜

査一課が調べたところ、首にはロープのようなもので絞められた跡があ

り、同課は殺人、死体遺棄事件として、死体の身元確認を急いでいる。

質問Subject:
Date: Mon, 15 Nov 1999 01:13:41 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
To: ice@freeml.com

> １１日午前４時ごろ、長野県長野市にある公園で、ベンチの下に３０

> 歳前後の男性の死体があるのを、散歩中の女性が見つけた。

ということらしいですが、皆さん、この日のこの時間、何してました( )-_-?
きょうこさん、まだメール読めてますか？

読めてるなら、上の質問の返事下さい。

返事下さいSubject:
Date: Mon, 15 Nov 1999 01:21:28 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
< >To: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp
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メーリングリストにも送りましたが、返事下さい。

非常識？Subject:
Date: Mon, 15 Nov 1999 20:31:41 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
To: ice@freeml.com

パーマン氏へ

人にアリバイを聞く前に パック氏のことを心配すぺきなのではな

いですか？

とーや氏へ

俺は来週 大阪府警に行くつもりでいます。大阪で殺された田中一

平氏が教授氏と同一人物なのかどうかを確認するためです。

JIRO

（無題）Subject:
Date: Tue, 16 Nov 1999 23:36:08 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com

おまえたちの中に嘘つきが一人いる
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心配？Subject:
Date: Tue, 16 Nov 1999 23:58:12 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
To: ice@freeml.com

>人に アリバイを聞く前に パック氏のことを心配すぺきなのではな

>いですか？

心配をして、どうにかなるんですか？ 教授さんの時は悪戯だと思って

いました。

でも、パックさんも出てこなくなった今、とても悪戯だとは思えなく

なりました。犯人を見つけないと、僕が殺されるかもしれないんです。

はっきり言って、この間、メーリングリストを退会した人が怪しいと思います。

彼女が退会した後 「二人目を殺した」というメールが届きました。タイミング、

がよすぎます。

提案なんですが、一度、彼女も交えて全員で会いませんか？ 顔を合わせれば、

怪しい人間はすぐにわかるはずです。それに、けん制にもなります。

ＰＳ

> おまえらの中に大嘘つきがいる。

犯人の言う大嘘つきって 。、、、

誰か、犯人の恨みを買っているんじゃないんですか？

もし、心当たりのある人がいるなら、退会してほしいです。巻き沿いはごめん。

お願いSubject:
Date: Wed, 17 Nov 1999 21:52:42 +0900

めぐ < >From: " " m-megu@planet.thi.ne.jp
< >To: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
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この間、きょうこちゃんの携帯に電話しました。でも、出なくて

・・・。それから日を変えて、何度も何度も電話しているんだけど、

いつも「電波が届かない所にいるか、電源が入っていない」なの。

メールも書いたんだよ 「もしよかったら、うちに電話してね」。

って。でも、やっぱり返事がない。

パックもそうだけど、きょうこちゃん、大丈夫なのかな・・・。

ＪＩＲＯ、本当に警察に行くの？

あのね、相談なんだけど・・・。

あたしも一緒に行っていいかな？

有給を取れば、大阪に一泊は出来ると思う。

今回の話が嘘なのか、それとも本当に起きていることなのか自分

の目で確かめたい。

それに、ＪＩＲＯに会いたい・・・。

不安なの。ずっと。

電話でも話せなくて、最近、メールもなくて。

わがままなこと言ってごめんね。

御返事待ってます。

あと・・・いや、会えたら言うね・・・。

めぐ

返事下さいSubject:
Date: Wed, 17 Nov 1999 23:09:51 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
< >To: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp

メール見てますよね？ どうして答えてくれないんですか。
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返事が出来ないわけでもあるんですか？

ひょっとして、あなたがいたずらメールを出したんですか？

もしかしたら、ネットおかまですか？

今から３時間以内に質問に答えよ。

自分勝手過ぎるSubject:
Date: Fri, 19 Nov 1999 00:24:19 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
パーマン < >To: kensuke@builder.ne.jp

パーマン氏へ

みんなで会う？ なんのために？

犯人は全員を殺すと言ってるんだよ？ 全員集まる場を作ったら

犯人の思うつぼ。

あと きょうこ氏を犯人とするのはあなたの勝手だけど メーリン

グリストに流すのはやめてくれ。

退会うんぬんもそうだ。巻き沿いを食いたくないなら あなたが退

会すればいいだろう。

JIRO

頭わるすぎSubject:
Date: Fri, 19 Nov 1999 01:05:08 +0900
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パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
< >To: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp

なんで、何もしてない俺が退会しなくちゃいけないんだよ！？

あんた頭おかしいんじゃないのか？

きょうこが犯人じゃないっていうなら、その証拠を出せ！！！！

頭悪いのはそっちだろうSubject:
Date: Fri, 19 Nov 1999 02:12:25 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
パーマン < >To: kensuke@builder.ne.jp

それを言うなら きょうこ氏が犯人という証拠を出しなよ。

こういう時だから冷静にならなくちゃいけないのに 一人で熱くなって

どうすんだ。

（無題）Subject:
Date: Sun, 21 Nov 1999 23:57:10 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com

年 月 日（日） 時 分2000 11 21 22 35

長野県長野市の公園で発見された絞殺体の身元判明

長野県警の捜査本部は２１日、同県長野市内の公園で１１日に見つか

った絞殺体の身元を、長野県長野市、轟和政さん（３５）と断定した。
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むかつくSubject:
Date: Mon, 22 Nov 1999 00:36:28 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
To: ice@freeml.com

早くなんとかしろ！！！！！

（無題）Subject:
Date: Mon, 22 Nov 1999 22:54:20 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com

誰もボクのことをわかってくれない

はじめまして！Subject:
Date: Tue, 23 Nov 1999 00:41:50 +0900

< >From: "kusanagi" kusanagi_e@coolmail.com
To: ice@freeml.com

初めまして。アイス好きのためのメーリングリストがあるなんて驚きです。

簡単に自己紹介をします。

名前 草薙英太郎（くさなぎ えいたろう）

性別 男

年齢 四捨五入すると３０

好きなアイス かき氷系のアイス、プリンアイス、ミルクアイス
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ちょっと前まで、レトルトカレーのメーリングリストに入っていたんですけ

ど、ボンカレーとククレカレー、どっちがうまいかっていう論争になっちゃ

って、なくなっちゃったんですよ。それで寂しい思いをしていたんですが、

カレーの次に好きな、アイスのメーリングリストを見つけられてラッキーで

した。

つい最近 「どんびえ」を買ったばかりなんです。アイス製造器。２万近く、

もするんでびっくりしちゃいました。

とにかく、皆さんの知識にどれだけついていけるかわかりませんが、よろし

くお願いします！

E.KUSANAGI

こちらこそ、初めましてSubject:
Date: Tue, 23 Nov 1999 01:05:40 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
To: ice@freeml.com

草薙さん、こんにちは( ) とーやと申します。メーリン^-^
グリストへようこそ。

ボンカレーとククレカレー、どっちが美味しいかで論争……

大変でしたね( )^^;

ところで質問なんですが、どこでこのメーリングリストの存

在をお知りになられたのですか？

★☆★☆★☆★

とーや

YOKOHAMA
★☆★☆★☆★



- 49 -

草薙氏の入会についてSubject:
Date: Tue, 23 Nov 1999 23:51:02 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
鈴木 冬也 < >To: " " AYGH12563@bubble.ne.jp

とーや氏へ

今の状況を考えると 草薙氏の入会は断った方がいいと思います。

余計な混乱を招くということもあるし 部外者の草薙氏に迷惑がか

かってしまうし。

あと 俺は今週の土曜日に大阪へ行きます。教授の顔を知らないか

ら 田中一平氏の顔写真を見せられてもどうにもならないと思うけど

パソコンを持っていたかどうか インターネットのプロバイダに入会

していたかどうか 通信記録はどうなっているのか それさえわかれ

ば 殺された田中一平氏と教授氏の関係がわかるはず。問題は 大阪

府警がその辺のことを教えてくれるのかどうかということですが と

にかく聞いてきます（轟和政氏の事件のことも 。）

その際 メーリングリストから届いたメールのすべてを警察に引き

渡すことになりますが 構わないでしょうか？ 本来 メンバー全員

に聞かねばならないことですが 時間をかけている間 また問題が起

こるという事態だけは避けたい。ご返答 よろしくお願いします。
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JIRO

ごめんSubject:
Date: Wed, 24 Nov 1999 00:00:22 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
めぐ < >To: " " m-megu@planet.thi.ne.jp

めぐへ

ずっとメールを出せなくてごめん。そのことでめぐを不安にさせた

こと 心から謝る。

めぐさえよかったら めぐが前と同じ気持ちでいてくれるなら 土

曜日 大阪で会おう。

返事待ってる。

JIRO

ありがとうございます！Subject:
Date: Wed, 24 Nov 1999 20:46:01 +0900

< >From: "kusanagi" kusanagi_e@coolmail.com
To: ice@freeml.com
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とーやさん、こんばんは！ 早速の御返事、ありがとうございます。

このメーリングリストは、メーリングリスト宣伝掲示板という所で知りまし

た。アドレスは忘れちゃったんですけど。

ボンカレー・ククレカレー論争はすごかったです、ほんとに。２つのカレー

の比較だけならそのうち収まったかもしれませんが、ＬＥＥとかスジャータ

の具たっぷりビーフカレーとかマルハのシーフードカレーとかが絡んできて、

収拾つかなくなりました。

それではまた！

E.KUSANAGI

Subject: JISAKUJIEN
Date: Wed, 24 Nov 1999 21:10:33 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
To: ice@freeml.com

草薙さん。

プロパのアドレスじゃないですね。飛んできた元のアドレスを忘れたんですか。

都合いいですね（笑 。）

一人二役って知ってますか( ) きょうこさん（笑 。-_-? ）

この人殺し女！！！

早く会いたいSubject:
Date: Wed, 24 Nov 1999 22:15:20 +0900

めぐ < >From: " " m-megu@planet.thi.ne.jp
< >To: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
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ＪＩＲＯへ

明日、新大阪駅１２時３０分着の、のぞみ４７号で行きます。

ＪＲ大阪駅の中に、大阪セルヴィスギャラリーという、絵や写真を展示し

ている所があります。

そこの入り口で待っていて下さい。

必ず行きます。

めぐ

必ずSubject:
Date: Thu, 25 Nov 1999 23:28:31 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
めぐ < >To: " " m-megu@planet.thi.ne.jp

わかった。俺も必ず行く。

無事、帰宅Subject:
Date: Sat, 27 Nov 1999 20:46:01 +0900

めぐ < >From: " " m-megu@planet.thi.ne.jp
< >To: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp

土日はお疲れさまでした。無事に帰宅したよ。ＪＩＲＯも、もう

家に帰ってる頃かな。

今日はこれからすぐ寝ちゃうと思うけど、また明日、メールする

ね( )=^^=
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ＪＩＲＯに会えて、本当によかった( )=^^=

めぐでした( )=^^=

会う前にSubject:
Date: Sat, 27 Nov 1999 23:59:08 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
めぐ < >To: " " m-megu@planet.thi.ne.jp

めぐへ

・・・今まで黙っていたけど 俺は耳が不自由だ。

めぐの電話に出なかったのも 俺からかけようとしなかったのも

それが理由だ。携帯はメール用に使っていたんだ。

俺の体のことを知ったら めぐは俺のことを拒絶するんじゃないか

と思って言い出せなかった。バンドの話は、メールだけのやりとりで

もいつか気が付かれてしまいそうで、それが怖くて書いた嘘だった。

・・・ごめん。

（無題）Subject:
Date: Mon, 29 Nov 1999 21:01:21 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com
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三人目は山の中で眠っている

死ね！！！！Subject:
Date: Mon, 29 Nov 1999 22:48:15 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
To: ice@freeml.com

きちがい女！！！！！！！！！！！

いい加減にしろっ！！！！！！！！

お願いSubject:
Date: Tue, 30 Nov 1999 23:15:41 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
To: ice@freeml.com

m __ m落ち着いて下さい。お願いします ( )

なんか混乱・・・Subject:
Date: Wed, 01 Dec 1999 22:51:31 +0900

めぐ < >From: " " m-megu@planet.thi.ne.jp
< >To: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp

ＪＩＲＯ、あのね、おととい、ＪＩＲＯからメールが届いたんだけ

ど・・・これって、ほんとにＪＩＲＯが出したの・・・？ 送信日



- 55 -

が２５日ってなっているんだけど・・・。

２５日のメールがどうしておととい届いたのかっていうことも不

思議なんだけど、えっと・・・あたしの中で、すごく？マークが浮

かんじゃっていて、うまく聞けないかもしれないけど、メールの中

にね「俺は耳が不自由だ」って書いてあるの。

ＪＩＲＯ、あたしの声、ちゃんと聞こえていたよね？？

めぐ

俺じゃないSubject:
Date: Thu, 02 Dec 1999 23:22:39 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
めぐ < >To: " " m-megu@planet.thi.ne.jp

めぐへ

勿論 めぐの声はちゃんと聞こえていたよ。あんなにたくさん い

ろんなことを話したじゃないか。

そのメール 誰かが俺の名前を語って出したんだ。見てみたいから

すぐ送ってほしい。

犯人が めぐを混乱させるために出したのかもしれない。

めぐ 俺を信じろ。

あと 昨日 犯人から届いたメールにあった「三人目 。そうでな」

いことを祈りたいけど もしかしたらきょうこかもしれない。
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JIRO

緊急連絡！！！Subject:
Date: Tue, 07 Dec 1999 18:55:55 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
To: ice@freeml.com

こんばんは、とーやです。

結論から先に書きます。

皆さん、すぐ警察に保護を求めて下さい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
長野で首を絞められて殺された人は、パックでした……。

今日、うちに長野県警の刑事が２人来て、そう教えてくれま

した。被害者の使っていたプロバイダとパックの使っていたプ

ロバイダ、被害者がネットにつないでいた時間帯とパックがネ

ットにつないでいた（メールを出した）時間帯、そして、被害

者のアカウントとパックのアカウント、すべて一致していたそ

うです。重複ログインは出来ないプロバイダなので、同一人物

とみて間違いないと言ってました。

警察は、無題のメールを送ってくる人間を重要参考人として

追っているようです。人物を特定するのはかなり時間がかかる

みたいですが……（直接そう言ってなかったけど、刑事たちの

会話でなんとなくそうらしいとわかった 。）

教授の安否はまだわかりません。メールを送ってくるのが犯

人かどうかもわかりません。

しかし、メーリングリストのメンバーだった人間が、何者か

に殺されたという事実ははっきりしました 「二人目を殺しま。

した」というメールの後に。

もう一度書きます。

皆さん、すぐ警察に保護を求めて下さい！！！！！
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このメールを読んだらすぐに！！

★☆★☆★☆★

とーや

YOKOHAMA
★☆★☆★☆★

緊急連絡！！！Subject: Re:
Date: Tue, 07 Dec 1999 19:38:41 +0900

パーマン < >From: kensuke@builder.ne.jp
To: ice@freeml.com

草薙英太郎さんから全然レスがないですね。早くレスして下さいよ。

楽しみにしているんです。どうやって、きょうこ＝草薙英太郎

を否定してくれるのかな～って（爆 。）

ネカマがばれそうになったから皆殺しか？( メ) お～こわ（笑 。-_- ）

ずっと変だと思ってました。会おうと言っても返事しないし。他のことでも

そうだし。最初は単なる自意識過剰女だと思っていましたが（笑 、）

ネカマなら会えないですよね。

とーやさん、連絡ありがとうございます。死刑確実の男に

殺されないために、早速保護を求めたいと思います。

なにがなにやらSubject:
Date: Wed, 08 Dec 1999 01:17:08 +0900

< >From: "kusanagi" kusanagi_e@coolmail.com
To: ice@freeml.com
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久しぶりにネットにつないでメールをチェックしてみたら、なんだかわけの

わからんことに…。

とりあえずパーマンさん、こんばんは。

>> 草薙さん。

>>

>> プロパのアドレスじゃないですね。飛んできた元のアドレスを忘れたんですか。

>>都合いいですね（笑 。）

>>一人二役って知ってますか( ) きょうこさん（笑 。-_-? ）

早速ですが質問です。

??きょうこさんって誰ですか

メルアドのアドレスですが、確かに のフリーメールのもので、プロバイzoo
ダのアドレスではありません。もし、プロバイダのアドレスを使うというル

ールがあるんだったらごめんなさい。

どこから飛んできたのかは、本当に覚えていないんです。

>> 草薙英太郎さんから全然レスがないですね。早くレスして下さいよ。

仕事が忙しくて、ネットにつないでいませんでした。

>>楽しみにしているんです。どうやって、きょうこ＝草薙英太郎

>>を否定してくれるのかな～って（爆 。）

私はきょうこさんという人ではありません。

私はきょうこさんという方を、ネットでもプライベートでも知りません。

>>ネカマがばれそうになったから皆殺しですか？( メ) お～こわ（笑 。-_- ）

>>ずっと変だと思ってました。会おうと言っても返事しないし。他のことでも

>>そうだし。最初は単なる自意識過剰女だと思っていましたが（笑 、）

>>ネカマなら会えないですよね。

というわけで、このようなことを書かれても返事のしようがありません。

>> とーやさん、連絡ありがとうございます。死刑確実の男に

>>殺されないために、早速保護を求めたいと思います。

??死刑確実の男とはなんですか

?このメーリングリストは、なんかしらの問題を抱えているんですか
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E.KUSANAGI

パーマンさんのメールについてSubject:
Date: Thu, 09 Dec 1999 22:58:31 +0900

< >From: "kusanagi" kusanagi_e@coolmail.com
鈴木 冬也 < >To: " " AYGH12563@bubble.ne.jp

とーやさん、こんばんは。

正直、私はあんな失礼なレスをもらったことはありませんし、不愉快でたま

りません。直ちに退会したいぐらいですが、パーマンさんの言動には興味が

あります。もしよろしかったら教えて下さい。

○きょうこさんとは誰ですか

○死刑確実の男とは誰を指しているんですか

○このメーリングリストで、今、何が起きているんですか

以上です。

よろしくお願いします。

E.KUSANAGI

追伸

出来ることなら、過去のメールを送っていただけると嬉しいです。その方が

わかりやすいと思いますので…。

こんにちわ 。Subject: 。
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Date: Sat, 11 Dec 1999 17:24:21 +0900
< >From: "kyoko" kyo@rb3.white-net.ne.jp

パーマン < >To: kensuke@builder.ne.jp

ご無沙汰しています。

お話ししたいことがあります 。。。

メール下さい。

連絡が遅れちゃったけどSubject:
Date: Sat, 11 Dec 1999 23:00:01 +0900

めぐ < >From: " " m-megu@planet.thi.ne.jp
< >To: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp

３日前、近くの警察に行きました。とーやも前に言ってたけど、

警察の人が、なかなか話を理解してくれなかった。殺人予告メール

とか実際に殺人が起きたとか、あたしも標的になっているかもしれ

ないんですとか言っていたら、すごい胡散臭い顔で見られた・・・。

でも、ネットの事件を担当する人（？）が来て、話を理解しても

らって、そのあと、捜査一課（？）の人が来ていろいろ聞かれたよ。

長野の事件と関係あるっていうことがわかってから、そのことをよ

く聞かれた。

一応、護衛というか、警察官の人を出勤と帰宅の時につけてくれ

るみたい。

はぁ・・・なんか、最近お疲れ気味です。

教授のこと、パックのこと、きょうこちゃん・・・。いったい、

なにがどうなっているんだろうね。

なんかまとまってないメールになっちゃったけど、またね( )=^^=
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めぐ

（無題）Subject:
Date: Mon, 13 Dec 1999 20:15:07 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com

今日、四人目を殺しました

教えてくださいSubject:
Date: Mon, 13 Dec 1999 23:48:16 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
< >To: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com

今まであなたのことを無視してきましたが、もう、とても無

視し続けられる状態ではないので、メールしました。

教えて下さい。あなたはいったい誰なんですか？ どうして、

このメーリングリストを壊そうとしているんですか？

あなたがやったのかどうかはわからないけれど、メーリング

リストのメンバーが殺されてしまい、あまりの責任の重さに私

は頭がおかしくなりそうです。私に恨みがあるなら、さっさと

私の所に来て私を、私だけを殺して下さい。

以前、あなたはメーリングリストのメンバーの中に嘘つきが

いると書いていましたよね。多分、それは私のことですよね。

きっと、私の姿をどこかで見て、本当は女性だということを知

ったのでしょう。

嘘をついていたのが気に入らなかったのなら、本当にごめん

なさい。だけど、嘘をつかなければならなかった（私にとって）

理由があるんです。 私は以前、あるメーリングリストに入っ

ていました。２年ぐらい前です。ある理由で、メーリングリス
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トをめちゃくちゃにしてやりたいと思いました。あなたの動機

とは違うかもしれないけれど……。

メーリングリストで交わされているメールを見ていると、そ

れがどんな内容でも怒りがこみ上げてきて、めちゃくちゃな言

葉を書いたメールを何百通も送りたくなった。でも、なんとか

こらえてメーリングリストを退会して、それから女性であるこ

とを隠すことにしました。自分のことを偽れば、傷つくことは

ないと思ったんです。

多くの人間が集まる場では、気に入らない人間も出てくると

思う。場自体が気にくわない、存在自体がむかつくっていうこ

ともあるかもしれない。でも、だからといってこの世から排除

することはないと思います。

もし、あなたに人の心があるのなら、返信のメールを下さい。

そして、あなたがこのような手段に出る理由を教えて下さい。

それが改善出来ることならなんとかします。だから、もう誰も

殺さないで！ お願いします！！ 私を殺して気が済むなら殺

していいです、でも、他の人は殺さないで下さい！ もう、ネ

ットの仲間が死んでいくのは見たくないんです！！

お願いします！！ お願いします！

とーやこと、茂木佳奈恵

ごめんなさいSubject:
Date: Tue, 14 Dec 1999 01:28:10 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
To: ice@freeml.com

今晩は。

いずれ、私のことも皆さんにわかってしまうと思うので、今

のうちにお話しします。
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実は、私は女性です。鈴木冬也というのは架空の名前で、本

名は茂木佳奈恵といいます。

犯人が嘘つきと言っていたのは、多分、私のことだと思いま

す。

今まで皆さんを騙していて、本当にごめんなさい。

謝っても許してくれないかもしれませんが、今の私には謝る

ことしか出来ません。

……もう２年前のことになりますが、私はあるメーリングリ

ストで知り合った、一人の男性を好きになりました。彼のハン

ドルは「とーや 。私のハンドルはそのまま「かなえ」でした。」

彼も私のことを好きになってくれて、最初は一週間に一回程

度のメールのやり取りが、三日に一回、毎日、一日３回とどん

どん増えていきました。彼と私は遠距離だったので、ずっと会

えずにいましたが、クリスマスイヴに会おうという約束をしま

した。

でも、１１月のある日、彼からのメールがまったく来なくな

ってしまったのです。メーリングリストへの投稿もありません

でした。

心配になった私は、彼の家に電話をしてみました。電話に出

たのは彼のお母さんでした。名前を名乗らずに彼のことを聞い

たあたしに、彼のお母さんは言いました。

「昨日、事故で亡くなりました」

と……。

彼が亡くなったということは、それからしばらくしてメーリ

ングリストに書き込まれました。

追悼のメールがたくさん届いた。みんな、彼の死を悼んでい

た。私もみんなの書き込みを見ていると、多少救われるような

気がした。でも、日が経つにつれて、彼に関するメールは少な

くなっていって、二週間もした頃には、新人さんも次々と入っ

てきて、誰も彼の名前を出すことはなくなりました。

テレビの話、音楽の話、アイドルの話。そして、クリスマス

イヴにオフを開こうと、大盛り上がり。彼の存在は１日ごとに

みんなの頭から消えていった。ネット上ではあんなに仲がよか

ったのに、誰一人として彼の家を訪ねることもなかった。

ネットの関係って、こんなもの？ こんなに希薄なものなの？

私は、くだらないメールばっかり書いて、彼を忘れていくメー

リングリストのメンバーに、もっと彼のことを悼んでよ、彼は

死んだんだよ、どうしてそんなに明るく出来るの？ そう言い
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たかった。言おうと思った。でも、結局、言えませんでした。

私はメーリングリストを、そしてネットをやめました。

一年と半年経ってネットに戻ってきて、このメーリングリス

トを作ったこと、そして「とーや」というハンドルを使ったこ

とは、彼のことを完全に忘れてしまった、あのメーリングリス

トにいたみんなへの反抗心というのがあるかもしれません。

私の嘘が今回の事件に引き金になったんだとしたら……。そ

う思うと死にたくなります。

本当に、本当にごめんなさい。

とーやこと、茂木佳奈恵

マスコミにSubject:
Date: Wed, 15 Dec 1999 22:36:01 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
To: ice@freeml.com

今晩は。

昨日、いくつかの新聞社から電話がありました。事件の取材

でした。パックや教授のこと、きょうこのことを聞かれた後、

メーリングリストのメールをすべて見せてほしいと言われまし

たが、お断りしました。

ここ数日、家の周りで無精髭を生やした男の人をたくさん見

ます。マスコミに情報が漏れているようです。

とーや
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わからないSubject:
Date: Thu, 16 Dec 1999 20:41:36 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
めぐ < >To: " " m-megu@planet.thi.ne.jp

めぐへ

昨日 うちに大阪府警の刑事が来た。教授のことをいろいろ聞かれ

たよ。でも ネット上だけの付き合いだったし 個人的なメールのや

り取りもなかったから答えようがなかった。

めぐの所にも警察が来たのかな。

それはそうと とーやのメール びっくりした。女の人だったんだ

ね。

彼女の言っていること なんとなくわかる気がする。ネットの人間

関係って希薄だ。メールフレンド なんて言葉はいいけど、１ヶ月

いや二週間もメールを出さなければ簡単に自然消滅してしまう。

ネット恋愛だって どちらかがパソコンのスイッチを押さなければ

永久にさようなら。メールアドレスは知っていても電話番号を知らな

い、ハンドルは知っているけど本名は知らない 加入しているプロバ

イダの名前はわかっているけど住所を知らない。

ネット上の友達 恋人なんていうのは幻想なのかもしれない。友達
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もどき 恋人もどきというのが正しいのかもしれない。

実際 俺はパックが死んだことを知らされても涙を流せなかった。

メーリングリストでの「メールフレンド」なのに。人の死をこんなに

も軽く受け止めてしまった自分に驚いた。教授がいなくなり きょう

こがメーリングリストを去っても 心配はするけど探そうとは思えな

かった。警察に行ったのだって 自分とめぐの安全を確保したかった

からだ。

正直 ネットにつないでいる自分がわからない。ネットにいる自分

ってなんなんだろう。

JIRO

あたしもびっくりしたSubject:
Date: Fri, 17 Dec 1999 22:10:41 +0900

めぐ < >From: " " m-megu@planet.thi.ne.jp
< >To: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp

、おはよう( )JIRO =^^=

とーやの告白にはあたしもびっくりした・・・。女のフリをする

男の人はいるって聞いたことあるけど、男のフリをする女の人もい

るんだね。

でも、あたしも、とーやの「自分のことを偽っていれば、傷つか

なくて済む」っていう気持ちわかる。自分をさらけ出さなければ、

ネットでならハンドルを変えたり、場所を変えたりするだけで嫌な
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ことから簡単に逃げられるもんね。

あたしね、今度の事件の犯人って、ネットで自分を偽れなかった

人じゃないかなって思うの。すごく、ネットに入り込んじゃって、

ネットの世界がイコール自分の存在する唯一の世界っていうふうに

なっちゃって、それで何かしらのきっかけでその世界を壊したくな

っちゃったんじゃないかな。純粋過ぎるぐらい純粋で、だからこそ

攻撃してしまった・・・。そんな気がする。

なんか、ネットでは自分を偽った方がいいという書き方になっち

ゃったかもしれないけど、そんなことはないよ。あたしがネット上

でＪＩＲＯのことを好きになった、その気持ちは偽りでもなんでも

ない。会っても気持ちは変わらなかった。

あたしにとって、ネットでのＪＩＲＯも、実社会？ でのＪＩＲ

Ｏも、同じだよ( ) だから、そんなに迷わないで。お願い。=^^=

めぐ

ありがとうございましたSubject:
Date: Sat, 18 Dec 1999 02:01:28 +0900

< >From: "kusanagi" kusanagi_e@coolmail.com
鈴木 冬也 < >To: " " AYGH12563@bubble.ne.jp

とーやさん、こんばんは。

ログ、ありがとうございました。何度も請求してしまってすいませんでした。

とーやさんの 「巻き込ませたくない」というお心遣いは大変ありがたかっ、

たのですが、やはり何も知らないままでは納得いかなかったので。

ログを読んでみて、パックさんの言動が多少理解出来ました（きょうこさん

と間違えた理由はわからないけど 。）

インターネットというのは、物騒な世界だとは知っていましたが、こんなこ

とが起きているなんてにわかには信じられません。

犯人は多分、身元を隠すためにハッキングしたＩＤで公衆電話からアクセス
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しているんじゃないでしょうか。プロクシも二重三重に刺していると思いま

す。

これで メールを使われているんだから、ちょっと手が出せないですね。Web
ただ、こんなことを書いていいのかどうなのかちょっと気が引けるのですが、

メーリングリストにではなく、個人のアドレスにメールを送っているという

ことから考えて、犯人はメーリングリストのメンバー、もしくはメーリング

リストのメンバー全員の知り合いということが考えられます。警察もそれは

考えているだろうし、既に内偵捜査を始めているかもしれません。

もし、ここに書かれてあることが事実ならメーリングリストというつながり

を持った４人の人間が殺されたことになります。

４人を殺したとなると、犯人は極刑を免れません。そこまでして、なぜこれ

ほどの大量殺人を犯したのでしょう。

みんな死ぬ、というメッセージを送ってきたことから考えて、犯人自身、死

を、もっと言えば自殺を覚悟しているのかも。

そして、問題は３人目と４人目の犠牲者です。１人目、２人目は教授さん、

パックさんと名前が出ているけど、３人目、４人目についてはいつものニュ

ース記事がない。３人目についてのメッセージは異色です 「殺した」とい。

うお決まりの文句がない。山の中に眠っているということだから埋めたのか

もしれない。それで「殺した」と書かなかったのは、犯人が被害者の死に疑

問を持っていたからかもしれません。埋めようとしている途中、なんらかの

トラブルで現場を去らなければいけなかった、そんなことが考えられます。

４人目についてはニュース記事を含め、何も情報がない。殺したと書いてい

るのを真実だと受け取るなら、被害者はどこかに隠されているか、自殺、事

故死として警察に処理されている可能性が高い。水死、転落死といった自殺、

事故死の類はインターネットに記事は載らないですから。新聞に載るとして

も、全国紙ではないでしょう。

パックさんの殺される前のメールこととか、他にもいろいろ書きたいことが

あるのですが、これから出掛けるところがあるのでまずここで送信します。

E.KUSANAGI

パーマンが……Subject:
Date: Mon, 20 Dec 1999 21:33:08 +0900
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鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
To: ice@freeml.com

亡くなったそうです……。

★☆★☆★☆★

とーや

YOKOHAMA
★☆★☆★☆★

パーマンが……Subject: RE:
Date: Tue, 21 Dec 1999 1:21:53 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
To: ice@freeml.com

>亡くなったそうです……。

とーや氏 これはどこからの情報ですか？ 詳しく教えて下さい。

亡くなったというのは 事故か何かでということなのか 殺害され

たということなのか。

もし殺されたということなら 警察の保護は役に立たないことにな

る。

JIRO
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パーマンのことSubject:
Date: Tue, 21 Dec 1999 18:20:04 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
To: ice@freeml.com

＞これはどこからの情報ですか？

警察から電話がかかってきて、そう知らされました。千葉の

乙浜港という所で水死体として発見されたそうです……。身元

を確認したのはパーマンのお友達だと言っていました。警察は、

家にあったパソコンでパーマンだとわかったみたいです……。

事故なのか自殺なのか、それとも殺されたのかはまだわかって

いません……。

あと、警察からパーマンのことについてたくさん聞かれまし

た。精神的に不安定な所はなかったかとか、誰かを恨んでいる

様子はなかったかとか……。きょうことの関係とか……。

★☆★☆★☆★

とーや

YOKOHAMA
★☆★☆★☆★

お願いSubject:
Date: Wed, 22 Dec 1999 23:46:41 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
< >To: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com
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パーマンを殺したのですか？ あなたは卑怯です。メーリン

グリストに恨みがあるなら、それを書けばいいじゃないですか。

自分の名前も名乗らず、誰にも何も伝えないで、人を殺してい

く。あなたって本当に最低です。

教授、パック、パーマン……、この人たちの未来を奪って、

あなたになんの得があるんですか？ あなたに彼らの未来を奪

う権利なんかないです。

このメールを読んでいるのかどうかわかりませんが、もし読

んでいるならお願いがあります。私と会って下さい。

２４日の午後７時、新宿の紀伊国屋書店のエレベーターの近

くにいます。眼鏡をかけて、白のコートを着ています。髪はロ

ングです。目印にベージュのマフラーを巻いています。

今、私は警察の保護下にいますが、警察の人にはわからない

ように家を出るつもりです。

会った後、殺したければ殺して下さい。覚悟は出来ています。

ただ、私を殺す前にどうしてこんな事件を起こしたのか話して

下さい。そして、私を殺したら自首して下さい。もう誰も殺さ

ないと約束して下さい。

それでは、明後日。

★☆★☆★☆★

とーや

YOKOHAMA
★☆★☆★☆★

イヴSubject:
Date: Thu, 23 Dec 1999 20:11:25 +0900

< >From: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp
めぐ < >To: " " m-megu@planet.thi.ne.jp

めぐへ
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クリスマスイヴに東京で会いたい。ずっとめぐと一緒にいたい。

離れていると不安でどうしようもなくなる。

JIRO

気になる記事Subject:
Date: Thu, 23 Dec 1999 21:20:37 +0900

< >From: "kusanagi" kusanagi_e@coolmail.com
鈴木 冬也 < >To: " " AYGH12563@bubble.ne.jp

草薙です。

パーマンさんのこと、本当に残念です。ご冥福をお祈りしたいと思います。

いざこざはあったけど、誤解さえ解ければ仲良く出来たのに 。．．．

三人目に関して、ちょっと気になる新聞記事を見つけました。１２月５日の

新聞に載っていたものなんですが、熊本の阿蘇高岳という所で、頭部にひど

い裂傷を負っている記憶喪失の男性が発見されたそうです。で、発見された

日が１２月１日らしいんです。耳が不自由らしいということも書いてありま

した。

１１月３０日、犯人から「三人目は山の中で眠っている 」というメールが。

届いていますよね。この日から一週間、地方紙を含め、いろいろな新聞を読

んだのですが、事故ではない、山が絡んでくる事件はこれだけなんです。

もしかして、関係あるのではないでしょうか。

現在、被害者として名前が挙がっているのは

一人目 教授さん

二人目 パックさん

？人目 パーマンさん

の三人。

そして、無事、または無事だろうと思われるのは
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とーやさん

さんJIRO
めぐさん

の三人。行方不明なのがきょうこさん。ちょうど七人なのですが、もし仮に

高岳で発見された男性が三人目だとしたら

被害者

一人目 教授さん

二人目 パックさん

三人目 記憶喪失の男性

四人目 パーマンさん

生存者

とーやさん

さんJIRO
めぐさん

行方不明者

きょうこさん

となり、一人余ってしまいます。きょうこさんが男性ならば数は合いますが

。．．．

ただ、きょうこさんと連絡がついた場合、性別はともかく、やはり一人余り

ます。仮の話の上でいくら推理しても仕方ないかもしれませんが、なんかひ

っかかります。

あと、パックさんのメールについて考えてみました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

この間、外をあるいていたら、子供がスイカバーを持っていましたよ。

もう、あきなのに・・・。あと、びいだまも持ってましたね。私はつい、

アリシア・シルバーストーンを思い・・・って、関係ないですね・・・

・。

最近、彼女を見なくなりましたが、どこでどうしているんでしょうか
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ね。ハリウッド女優も大変だ。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

一見して、アリシア・シルバーストーン、という所に目が行くのですが、気

になったのは「あき」と「びいだま」です。これ、どうして「秋」と「ビー

玉」あるいは「ビーダマ 「びーだま」じゃないんでしょう 。」 ．．．

何かが見えそうなんですが、まだ混乱しています。

またメールします。

（無題）Subject:
Date: Thu, 23 Dec 1999 23:48:51 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com
鈴木 冬也 < >To: " " AYGH12563@bubble.ne.jp

ボクを忘れないでいてくれますか

（無題）Subject:
Date: Fri, 24 Dec 1999 00:04:31 +0900

< >From: "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx@e-mail.com
鈴木 冬也 < >To: " " AYGH12563@bubble.ne.jp

今日、あなたに会いに行きます

会いに来てSubject:
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Date: Fri, 24 Dec 1999 00:11:05 +0900
めぐ < >From: " " m-megu@planet.thi.ne.jp

< >To: "Jiro Izawa" izawaji@mb.cyber.ne.jp

ＪＩＲＯ、こんばんは( ) 返事が遅くなってしまってごめん=^^=
ね。

事件に巻き込まれているから、イヴは会えないかなと思っていた。

だから、ＪＩＲＯの方から会いたいって言ってきてくれて嬉しい。

最近、涙が止まらなくなることがあります。会社にいても、家に

いても・・・。

「無題」のメールとメーリングリストのメールは、全部捨てちゃっ

てる・・・。脱会すればいいのに、そうすると逆に狙われるようで

怖い。どうしていいのかわからない。本当にわかりません。

あたしもＪＩＲＯと一緒にいたい。会いに来て欲しい。だから会

いに来て。

めぐ

パックさんのメールSubject:
Date: Fri, 24 Dec 1999 14:59:48 +0900

< >From: "kusanagi" kusanagi_e@cocomo.co.jp
鈴木 冬也 < >To: " " AYGH12563@bubble.ne.jp

草薙です。パックさんのメールの謎が解けました。

今、外から携帯でメールを送っているので、家に戻って改めてメール書きます

緊急（犯人について）Subject:
Date: Fri, 24 Dec 1999 16:25:25 +0900

< >From: "kusanagi" kusanagi_e@coolmail.com
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鈴木 冬也 < >To: " " AYGH12563@bubble.ne.jp

草薙です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

この間、外をあるいていたら、子供がスイカバーを持っていましたよ。

もう、あきなのに・・・。あと、びいだまも持ってましたね。私はつい、

アリシア・シルバーストーンを思い・・・って、関係ないですね・・・

・。

最近、彼女を見なくなりましたが、どこでどうしているんでしょうか

ね。ハリウッド女優も大変だ。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

最初はアリシア・シルバーストーンやびいだまという言葉に別の意味が隠さ

れているのかと思っていました。でも、そうじゃなかった。このメールはパ

ズル、言葉遊びだったんです。

文中、パックさんの他のメールにはない記号が使われています。

「・」です。僕が感じた違和感の正体はこれだったんです。

「・」が下に付いている文字だけ抜き出してみると、

――――――――――――――――――――――――――――――――――

るいて

き ・・・。 いだま はつい

ア ・ ・・・ ・・・

・。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

上から順に並べると

るいて き いだま はつい ア

逆さまにすると

ア いつは まだい き ている＝あいつはまだ生きている
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このメールが書かれた時点で、亡くなったとされていた人物はたった一人し

かいません。

教授です。まだ断定はしませんが、犯人は教授である可能性が高い。恐らく、

教授として殺された人物はまったくの赤の他人だと思います。多分、教授が

殺害したんでしょう。

ひょっとしたら、このメール、もう警察も解読しているかもしれない。教授

もそのことは承知しているはず。そうなれば、彼は犯行を完遂させようと行

動を急ぐ。

おせっかいかもしれませんが、これから警察に電話を入れます。とーやさん、

くれぐれも教授、いやメーリングリストの誰かに呼び出されたりしても、出

掛けないで下さい！ 阿蘇で見つかった記憶喪失の男性がメーリングリスト

の誰かだとしたら、教授は彼に成りすましている可能性があります！！

告白Subject:
Date: Fri, 24 Dec 1999 17:00:00 +0900
From: hag2from@letter.com

Reply-To: xxxxxxxxxx@e-mail.com
To: kpp2@mx7.mesh.ne.jp

インターネット担当者様

＜このメールは殺人事件に関係することが書かれた重要

なメールです。必ず最後まで読んで下さい＞

10警察庁にメールを出そうと思ったのですが、警察庁は

文字以下のメールしか受け付けないそうで、警視庁は00
フォーム送信だし、神奈川県宛にメールを書きます（フ

ォーム送信だとどうして駄目かという理由は、一番下を

参照してください 。とは言っても、何から書けばいい）

のか・・・。とりあえず、始めから終わりまですべて書

き記したいと思います。

私は今、熊本にあるアパートの一室にいます。この部屋

は私の部屋ではありません。私は部屋の主を鉄パイプで

殴り、山に放置しました。殴った場所は右側頭部、３回

殴りました。被害者の名前は伊沢次郎です。黒のロング
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コート、ジーンズ、スニーカーという出で立ちでした。

髪は癖のないストレートで、少し長かったように記憶し

ています。あと、彼は耳が不自由でした。放置した山は

阿蘇の高岳です。この件に関して、熊本県警に問い合わ

せていただければ、私の言葉に嘘はないとわかっていだ

たけると思います。

この話に嘘がないことを知っていただければ、これから

私が書くことも真実だと思っていただけるはずです。よ

ろしくお願いします。

私は３人の男性を殺害しました。一人目は大阪府熊取町

でに住む私と同姓同名の男性、二人目は長野県長野市に

住む轟和政という男性、三人目は千葉に住む田中健介と

いう男性でした。

私はあるメーリングリストに所属しています。代表者で

あるとーや［茂木佳奈恵］という方の人柄に惹かれて入

会しました。私はもともと片親（母）しかいなかったの

ですが、母は３年前に持病であった心臓の病で亡くなり、

親戚との付き合いもなく、兄弟もなく、友人もなく、働

きに出ることもなかったので職場の同僚なども存在せず、

私は父の遺産（微々たるものですが）で暮らしていまし

た。

母が亡くなってから、外に出ることはほとんどなく、誰

とも会話することなかった私ですが、メーリングリスト

の人たちは私を温かく迎えてくれました。どんな話題で

も返信をくれ、風邪をひいたと書けば「大丈夫ですか？」

というメッセージをくれ、私にとってメーリングリスト

はかけがえのない、と言うより、唯一無比の世界になり

ました。

常時接続契約をし、パソコンの電源を消すことはなくな

りました。

ある日、私は以前から感じていた体の変化を、視覚的に

捉えました。喀血です。

せきとタンの増加、肩甲骨の痛みなど、諸々の症状と併

せ、自分の病気は肺ガンだと認識しました。素人の戯れ

言などと笑わないで下さい。私は医学生でした。ただ、

大学に入学してすぐ、人の命を背負うということが怖く

なって退学し、それからは家に閉じこもっていたので偉

そうなことは言えませんが。
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病状の悪化はそれほど急ではありませんでしたが、それ

でも肝臓や胃の痛みも感じ始め、恐らく半年もたないだ

ろうと推測しました（私の部屋には、私の病状を綴った

ノートがあります。医者にかからず、病気に対してなん

の抵抗もしなかった人間が、どれだけのスピードで死に

向かっていくのか。私が死んだ後、研究者の役に立てば

と思います 。）

病院に行けばいいと思われるでしょう。しかし、私は行

きたくなかった。行けば、私はまたひとりになってしま

うからです。実際はそれだけじゃなかった。私は、自分

がメーリングリストのメンバーに忘れられてしまうこと、

そして、私が去った後にみんなから笑われることを恐れ

ました。

私は自分がどう見られているのかなんて考えたことはあ

りませんでしたが、死と向かい合った瞬間、急に人の目

を意識するようになったのです。普通は逆なのかもしれ

ません。本当に不思議なものです。インターネットの世

界には表と裏があります。裏では、悪口、嘲笑などが蔓

延しています。一見、ホームページのオーナーと仲良く

していても、匿名でオーナー宛の悪口を掲示板に書いて

いる人間もいます。

ふと、メーリングリストのメールを読み返してみると、

クリスマスイヴにオフ会を開こうという話や、個人的な

話で盛り上がっている。最近、私は体調不良でメールあ

まり出せないでいるのに、そのことについて誰も聞いて

来ない。裏でこそこそ個人でのメールのやり取りもして

いるらしい。しかし、そこで話されていることは、私に

はわからない。ひょっとしたら、私は今の時点で忘れ去

られようとしているのではないか。みんな、私のことを

のけ者にしているのではないか。私は笑われているので

はないか。

私は病気で苦しんでいるのに、みんなは察してくれない

のです。寂しかった。誰も気を遣ってくれないのが寂し

かった。私一人と、他の六人という風に見えた。

病気だと訴えればよかったのかもしれません。しかし、

そのことが原因で無視されるのが恐ろしかった。唯一絶

対の世界で無視されてしまうのは耐えられません。

親兄弟親戚友人恋人、自分には誰もいない。仕事をして

いるわけでもない、何かを作ったわけでもない、残して

いるわけでもない。私は何もない人間なんです。有名人
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が亡くなってもたった数ヶ月で話題にのぼらなくなる今、

そんな人間が死んだら、１、２日で忘れ去られる。そう

考えると、私は急に胸が詰まりました。不思議です。そ

れまでは自分が死ぬことなど当たり前としか思わなかっ

たのに、突然、憎たらしく、また、悔しくなったんです。

悔しくて悔しくて、真っ暗な部屋の中で泣きました。パ

ソコンには、そんな私のことなどまるでわかっていない

メールが届く。人の記憶から自分という存在が消える。

私自身も消える。何もなくなる。本当に何もなくなる。

布団の上に座って震えていました。大声を何度も上げま

した。

さんざん泣いた後、私は思いました。呑気にメールのや

り取りをしているメーリングリストの人間たちに恐怖を

味わわせてやりたいと。なぜこんなことを思ってしまっ

たのか。気分が高揚していたためなのか、今となっては

よくわかりません。

気がついた時には殺人予告のメールをメンバー全員に送

っていました。

皆が困惑している様子を見ていると、なんとなく心が落

ち着きました。なぜかわかりません。今まで人に対して

攻撃的になるなんていうことはなかったのに、なんだか、

どんどん自分の中の悪い心が増幅していくのです。もっ

と困らせてやろう、私のことを気遣わなかった罰だ、い

つもとは違うのに誰も心配するメールを送って来ない、

それでいて、個人的なくだらないメールを送ってくるの

が悪いんだ。

この時点でもし、誰かが私を心配してくれて、私の家を

調べてきてくれたりしたら、私は今回の事件を起こさな

かったと思います。嘘がばれるのは嫌でしたが、心配さ

れることは喜び以外のなにものでもなかったはず。

しかし、皆の困惑もすぐに収まって、また以前のような

平和なメールのやり取りが始まりました。少しかっとき

ました。なんだか馬鹿にされたようでした。

激しい咳と血痰が絶え間なく出た日、私はふと思いつき

ました。自分が死んだというメールを流したら、皆はど

ういう態度を取るんだろうと。メールだけでは失敗する。

実際、誰かを殺してそれを自分だと思わせよう。この時

点で私はおかしくなっていたのかもしれません。大阪に

住んでいる同性同名の人間を捜すのはわけなかったです。
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私の名前は単純だし、大阪は広いですから。私と同じく、

独り暮らしで孤独な田中一平を捜し出しました。

真夜中、ナイフで刺し殺し、車で逃げました。逃げてい

る途中、自分が犯してしまった罪の重さに、そのまま自

殺しようと思いました。しかし、自分が死んでしまって

は意味がない。

翌日、田中一平死亡のニュースがインターネットで流れ

ました。その時の高揚感は今でも忘れられません。私が

したことが、大々的に報道されているのです。今まで、

なんの注目も浴びなかった私がやったことが、何百万人

もの人間に伝えられたのです。すぐにニュース記事をコ

ピーし、メーリングリストのメンバーに送りました。

教授は死んだ。このことを知れば、泣いてくれるはず。

事件を解決しようという呼びかけをしてくれるかもしれ

ない、私の家に来てくれるかもしれない、私にメールを

くれて、私の生存を必死に確認しようとしてくれるかも

しれない。

しかし、私の期待は裏切られました。皆、自分のことだ

けしか考えていませんでした。次は自分かもしれないと

いう恐ればかりで、私への言葉はほとんどなかった。

やがて、悪夢の日がやってきました轟和政［ハンドル名

パック］からメールが来たのです。彼は脅迫メールを出

したのが私だということを見破っていた。中東やロシア

などの英語圏ではない国のプロキシをいくつも通して、

脅迫メールを書いたのに、彼はすべて突破してきたので

す。とぼけようとも思いましたが、彼に話をすれば楽に

なれるかもしれないと考えました。実際、楽になりたか

った。突っ張っているのがバカバカしく思えていました。

自分の気持ち、かなり病んでいるものかもしれませんが、

誰かに聞いてほしかったというのはずっとありました。

私は彼とコンタクトを取り、長野で会いました。彼は細

身で、鋭い目を持った男性だった。自分の気持ちをすべ

て見破られているような気がした。

脅迫メールについて、素直に謝りました。自分が癌に侵

されていることも話し、同情を求めました。それですべ

てうまくいくはずだったんです。同情を受けて死ぬなら

それもいいかと思ったんです。しかし彼は、言いました。

「自首しよう」

と。彼の目を見て、体が震えました。脅迫メールについ

て言っているんじゃない、殺人について言っているんだ。
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そう考えると、顔から血の気が引きました。

同情を受けて死ぬのではなく、軽蔑されて死ななければ

ならなくなったんです。殺人者として死ぬ。この時に気

づいたんです、もう自分は穏やかな死を迎えることは出

来ないと。一瞬、正気に戻ったんです。

人から同情されたい、温かくされたい、多少でも尊敬さ

れたい、好かれたい、死に際してのささやかな望みをか

なえるために始めたことが、いつの間にかとんでもない

ことになっていたを自覚しました。どうしよう、どうす

ればいいんだ。私は逃げたくなった。逃げて、自分の部

屋に戻りたくなった。もう、誰とも会いたくなかった。

逃げるためにはどうすればいい、逃げたらパックに追い

かけられて捕まえられる、それなら。

気が付いた時には、パックは目の前で倒れていました。

近くにあったゴミ箱の中に入っていた、ビニールの紐で

彼の首を絞めたのです。

すぐに彼のポケットを漁って部屋の鍵を入手し、彼のパ

ソコンに残されていた私とのメールのやりとりを消去し

ました。

そして、鍵を排水溝に捨てて、無我夢中で逃げました。

これで穏やかな世界、現実社会とは離れている自分の部

屋へ戻れると思うと安堵感でいっぱいでした。

その日から、私はメーリングリストの誰かに自分の正体

を暴かれるのを恐れ、自分の言葉を実行に移すことだけ

を考えました。

少しずつ、自分はなにか得体の知れないものに包まれて

いるんじゃないかという感じになりました。

メーリングリストのメンバー、全員の殺害。その目的に

向かって私は走り始めた。狂気と言われても構いません。

それは私にもわかっていました。狂気に走っている自分

を見下ろしている自分もいました。しかし、彼の存在は

小さすぎた。

パックを殺した後、全員の住所を割り出しました。メー

ルに書かれてある地名や地元の話題、アクセスポイント

などから徐々に特定していきました。

とーやが男性ではなく、女性だとわかったのには驚き、

嘘をつかれていたという怒りを感じました。

だけど、私は、女性は殺せなかった。とーや、めぐ、き

ょうこ、誰も殺せなかった。女性に一度でも愛されたい
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という気持ちのせいかもしれない。

パックを殺した後、 ［伊沢次郎］を殺すことにしまJIRO
した。パック亡き後、自分の正体を暴くなら彼ではない

かという気がしていたからです。

彼を拉致し、クロロホルムを嗅がせて頭を殴り、高岳に

捨てました。本当は埋めたかったのですが、人の気配が

したので無理でした。

私は、背格好が似ていた彼に成りすますことにしました。

彼の仕事はデータの入力代行で、耳が不自由なので、す

べてインターネットを介して仕事を行っているというこ

とは調査済みだったので、顔を見られない分、簡単でし

た。

彼のパソコンを見ると、めぐ［三橋恵美］と相思相愛の

関係にあることを知りました。彼の文体を真似して、彼

女とメールのやり取りをしているうちに、私は彼女に好

意を抱きました。彼女のメールは へのものだったかJIRO
ら好意溢れるものだったわけですが、私はその好意を自

分へのものとして受け止めたのです。そう思いたかった

のです。

警察の捜査がどこまで進んでいるか知りたかったので、

J大阪府警へ行き、そこではめぐにはわからないよう、

ではなく、めぐの付き添いと名乗りました。 とIRO JIRO
名乗ってしまうと、近所への聞き込みでそうではないこ

とがばれてしまうからです。実際に警察と話したのは彼

女がほとんどで、私はほんの少しでした。

その後、きょうこ［都築恭子］に接触しました。パーマ

ン［田中健介］を呼び出すためです。警察が彼のことを

マークしていたし、彼はかなり疑心暗鬼になっていて用

心深く、私にはどうしようも出来なかった。

メーリングリストのメール、そして のパソコンにあJIRO
っためぐのメールを読む限り、パーマンはきょうこに対

して好意を持っていて、彼女がその気持ちに応えないま

まやめてしまったことを根に持って恨んでいることがわ

かった。

きょうこ宛に「次はおまえだ」というメールを出したの

は、私ではありません。恐らくパーマンでしょう。その

時、二人の関係は険悪なものではなかったが、パーマン

にはきょうこを怯えさせて、自分を頼るようにしたいと

いう気持ちがあったのではないでしょうか。ところがそ
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れが裏目に出て、きょうこはメーリングリストをやめて

しまった。

私はきょうこを電話で脅し、パーマンの家に「次に狙わ

れているのは自分らしい。助けてほしい」という電話を

かけさせました。パーマンについては、いくら逆恨みし

ているとは言え、好意を寄せていた女性から電話がかか

ってくれば、家から出てくるという計算がありました。

なにしろ、きょうこはパーマンが疑っていたネットオカ

マではなく、正真正銘の女性だったのですから。

案の定、パーマンは警察の目をうまく誤魔化して、待ち

合わせ場所へやってきました。きょうこに防波堤まで車

で連れていくようにプリペイド方式の携帯電話で指示を

し、パーマンを降ろした後、適当な理由を言って現場か

ら去るように言い、残ったパーマンを海に突き落としま

した。パーマンが泳げないということは調査済みでした。

私が犯した罪は以上です。

今、私は猛烈な後悔の念にかられています。罪のない人

間を殺してしまったことに対して。きょうこに殺人の片

棒を担がせてしまったことに対して。そして、めぐを騙

し、彼女を愛してしまったことに対して。

これらのことを考えられるようになったのは、とーやの

おかげかもしれません。彼女の恋人が自分と同じような

運命にあった、しかし、とーやはまだ彼のことを覚えて

いる。

私はそのことを知って、泣き崩れました。忘れられたく

ない、そんな気持ちを押しつけなくても、覚えていてく

れる人はいることがわかったのです。私は最初から間違

っていたのです。なんていうことをしてしまったのだろ

う。今まで包まれていた悪意が吹き飛び、針のような後

悔が私の全身を刺しました。

私はこれから、飛行機で東京へ行き、めぐととーやに会

った後、自殺します。

田中一平［ハンドル名 教授］
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追伸

このメールは私が出発してから３時間後、メールマガジ

ン発行システムを使い、自動発信されたものです。

ありがとうSubject:
Date: Wed, 29 Dec 1999 19:12:01 +0900

めぐ < >From: " " m-megu@planet.thi.ne.jp
鈴木 冬也 < >To: " " AYGH12563@bubble.ne.jp

とーやさんへ

・・・もう５日もたったんですね。あの日の出来事が信じられな

くて、次の日の朝起きたときは、ああ、やっぱり夢だったんだ、っ

てちょっとほっとしたりもしました。馬鹿ですね、あたしって・・。

彼に連れられていった先にとーやさんがいて、そこで彼に真実を

告白されたとき、しばらく、なにがなんだかわからなくて、一生懸

命聞き返してましたよね、あたし。取り乱してごめんなさい。最後

には頭の中が真っ白になってしまいました。

警察でもホテルの部屋でも、ほとんど何も考えられませんでした。

とーやさんにいろいろ言われて、はっきりとわかったつもりにな

っていたけど、やっぱりわかっていなかったと思います。

本物のＪＩＲＯは記憶喪失で、今、彼を支えられるのはめぐちゃ

んしかいないって言ってくれましたよね。そう言われて、そうかも

しれない、彼を支えることがあたしに出来ることなのかもしれない

って思った。

でも、やっぱり出来ません。あたしはＪＩＲＯに会ってはいけな

いと思います。

教授と二晩過ごしてしまって、ＪＩＲＯにあわす顔がないという

のもあるけど、教授のことを本物のＪＩＲＯだと思ってしまったと

いうのは、ＪＩＲＯのことを表面的にしか見れていなかったからだ

と思います。

言いたいことを素直に言えるから心が通じ合う、顔を合わせない
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から容姿に惑わされずに相手の本当の姿を見ることが出来る、ＪＩ

ＲＯとの恋愛に不安になっていた頃、インターネットにあったネッ

ト恋愛経験者の言葉を見て、ああ、そうだよねって、すごく頷いた。

だけど、心は通じ合ってなんかいなかった。メールを通しての「Ｊ

ＩＲＯ」という存在を好きになっていただけなんです。表面的な恋

愛でした・・・。心を深く知ることなんて出来てなかった・・・。

ＪＩＲＯのことは今でも好きです。会いたいと思います。彼の支

えになってあげたいです。

でも 「めぐ」という立場では、もう会えません。もし、もし万、

が一、いつかどこかで彼とすれ違うようなことがあって、なにかの

きっかけで友達になって、彼を好きになることが出来たら・・・っ

て甘いですよね・・・。

これはわざわざ言うことじゃないかもしれないけど、あたし、プ

ロバイダとの契約を解約しようと思います。どれぐらいになるかわ

からないけど・・・インターネットという世界を離れてみるつもり

です。あたしにとって本当に必要なものだと思ったら、その時は戻

ってきます。

最後の最後にとーやさんに会えてよかった。

とーやさんに慰めてもらったこと、忘れません。

ずっと、ずっと・・・。

それじゃお元気で・・・さようなら。

・・・ありがとう。

めぐ

少しずつSubject:
Date: Thu, 30 Dec 1999 20:36:21 +0900

< >From: "kusanagi" kusanagi_e@coolmail.com
鈴木 冬也 < >To: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
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草薙です。

やっと、報道が落ち着いてきましたね。年末だからでしょうか。でも一昨日、

どこでどうやって調べたのか、私の所にまで電話取材があってびっくりしま

した。

とにかく、事件が解決して本当によかったと思います。

いずれ、今回の事件で亡くなった方々のお墓参りが出来ればと思っています。

もう、今年も終わりなんですねSubject:
Date: Fri, 31 Dec 1999 22:05:08 +0900

鈴木 冬也 < >From: " " AYGH12563@bubble.ne.jp
< >To: "kusanagi" kusanagi_e@coolmail.com

草薙さん、こんにちは。とーやです。

あれからしばらくわたしも大変だったけど、ここ数日は落ち

着きを取り戻しています。幸い、婦警さん……今は女性警察官

って言うんでしたっけ？ が親身になってケアをしてくれるの

で……。

家にいる時、いつも事件のことを思い出しています。たとえ

ば、クリスマスイヴの出来事。

あの日、わたしは殺されてもしょうがないと思っていた。た

だ、殺される前に犯人の考えていることだけは知りたかった。

何もわからないまま殺されるっていうのは嫌だったんです。

教授がめぐちゃんと一緒に来て、そこでわたしとめぐちゃん

にすべてを話した時、あ、この人は自殺するかもしれないって

直感的に思った。でも、わたしには止める言葉が出なかった。

わたしには止められないと思ったし、なんかね、どんな言葉を

言っても表面的なものに聞こえちゃうかもしれないって躊躇し

た。

彼の自殺を止めたのはめぐちゃんなんです。

半べそかきながら話を聞いていためぐちゃんが、死んじゃ駄

目だよって、正面向いて一言だけ言った時、彼は涙をぼろぼろ

こぼし始めた。それを見て、わたしはほっとしたっていうか、
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ああ、これ以上、人は死なないって思った。

その後、教授とめぐちゃんは一回も口をきかなかったし、目

を合わせることもなかったけど、教授はめぐちゃんに対して、

すごく感謝していると思う。

パックのこと。わたし、どうしてパックがあんなまどろっこ

しいメールを書いたのかずっと気になっていた。教授が生きて

いるとわかっていたなら、そう素直に書けばよかったのに、そ

うすれば田中さん以外の犠牲者は出なくて済んだのにって。

でもね、今はなんとなくパックの気持ちがわかる。

パックって、すごくドライっていうか、情というものに縁が

なさそうな人に見えたけど、本当はそうじゃなかった。パック

はメーリングリストの仲間として、あまり大騒ぎすることなく、

教授を自首させたかったんじゃないかな。あのメールは万が一、

自分にもしものことがあったらという保険のようなものだった

と思う。

結果的にパックの優しさは裏目に出たけど……それでもいつ

か、教授がパックの心情を理解してくれればって思ってる。

パーマンのこと。思いがストレート過ぎて、摩擦を生んでい

た所もあったけど、優しい男性だったと思う。教授から連絡の

メールがなかった時、教授に呼びかけたのって彼だけだった。

殺された順番が最後だったのも、他の犠牲者みたいに、刺さ

れたり、首を絞められたり、殴られたりっていうふうに傷つけ

られなかったのも、そのせいかもしれないね。

きょうこに対して、脅迫メールを送ったりしたのはよくなか

ったけど、自分に振り向いてほしいっていう、彼なりのアピー

ルだったんだよね。

きょうこに呼び出された時、彼はやっぱりきょうこのことが

好きだったから、きょうこを助けたいと思って家を出たと思う

……。

パーマンが攻撃的になっていた時、もっと彼の話を聞いてあ

げていればよかった。わたしはいがみ合うことが嫌で、彼から

逃げていた。もっと正面から話して、きょうことのことなんか

を話せていればよかった……。

きょうこのこと。警察で取り調べを受けているみたいで、ま

だ会っていません。

教授に脅されたからとは言え、パーマンを呼び出してしまっ

たこと、すごく後悔していると思う。きょうことパーマンの間
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でどんな会話があったのかはわからないけど……。

彼女は甘えん坊だったから、誰かに甘えたかったんだよね。

わたしが彼女に本当のこと（わたしが女性だということ）を言

って、相談に乗ってあげていればよかった……。嘘をついてい

ました、そう告白することが怖くて何も言えなかったけど、彼

女はもっと怖い思いをしていたんだよね。

のこと。警察の人に聞いたんだけど、頭の傷は随分とよJIRO
くなっているそうです。ただ、記憶の方はまだ回復していない

って。彼が記憶を取り戻した時、どういう行動に出るのかわた

しにはわからない。彼は、殺された人たちと同等ぐらいに傷つ

いた……。精神的な傷は上かもしれない。

これから、わたしは彼に何を出来るのか、今、一生懸命考え

ています。

めぐちゃんのこと。今回の事件の一番の被害者かもしれない。

この間、メールをくれたんだけど、やっぱり、インターネット

をやめるって……。

どれだけの時間を費やせば、彼女の傷は癒されるんだろう。

わたしにはわからない。

だけどね、めぐちゃんならいつかきっと立ち直れると思う。

彼女は教授のことを許したわけじゃないと思うけど、それでも

「死んじゃ駄目だよ」って言った。

強い人だと思う。本当に。

そして草薙さん。

いつか草薙さんに会いたいです。どんな人なのか……。すご

い楽しみです。

ふぅ。最近、長文のメールを書いていないので少し疲れてし

^^;まった(

……ここ何日かあまり寝ていないせいか、少し眠くなってき

ました。

明日は教授が入院している病院へ行って来ようかなって思っ

てます。会えるわけじゃないけど、差し入れしようと思って。

明後日は のお見舞い。初めて顔を合わせるから、ちょっとJIRO
どきどき。

今年中は無理そうだけど、来年には、みんなと会えたらいい

な。パックにもパーマンにも……。
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それじゃ、おやすみなさい。

またメール書きますね。

★☆★☆★☆★

とーや

YOKOHAMA
★☆★☆★☆★


