
Sword Art Online ＩＦ『心のリハビリ』 

 

   朝の穏やかな日差しが、採光効率を計算しつくされた設計の窓へ注ぎ、リノリウム

の床に暖かな陽だまりを作る。 

眼に痛いほど白い壁は、陽光を反射して、清潔な環境が保たれていることを自己主張し

ている。 

そして、僅かに漂う消毒液の匂い。 

「病院って、どんなに清潔で明るくしても辛気臭いよねー」 

ナース姿のまま看護師とは思えない呟きを漏らすと、安岐は陽だまりの中で、んーっと

伸びをした。 そうすると、薄いピンクの白衣を大きく盛り上げている胸が強調されて、

谷間にあたる部分が小さく皺になる。 膨らみの頂に留めてあるネームプレートが小さ

く揺れた。 

「安岐さん、長期入院患者の目の前でそれを言いますか」 

安岐の隣にいた少年が小さく笑う。 

かなり痩せているせいで、少女めいた透明感を感じさせる風貌が、彼がまだ療養中であ

る事を語っている。 

桐ヶ谷和人。ニュースで大騒ぎになった前代未聞の誘拐事件の犠牲者。 

2 年間も死と隣り合わせのＶＲ空間に閉じ込められて、生還してきた男の子。囚われた



時はまだ 14 歳だったらしい。 この少年の英雄的な働きがあったからこそ、事件は解決

したとも言われている。 

（細くて、寝顔が可愛くて…最初は、そんな風には全然見えないけどねー） 

けれど、安岐が彼の担当になってから、そんなイメージは吹き飛んだ。 

和人は、周りが思わず止めに入ってしまう程、リハビリを懸命にこなし、 愚痴も言わ

ず激痛が走る訓練にも耐え続けて、驚異的な回復力を見せた。 

その頑張りと瞳に宿る力強い決意に、安岐は新鮮な感動を覚えたものだ。…そして、ほ

んの少しの危うさも。 

「桐ヶ谷君は、もうすぐ退院できるよー。さっ、今日もリハビリ頑張ろうか。でも無理

しちゃだめだからね？」 

「俺はいつも余裕ですよ」 

「ふふーん。前は疲労で倒れて私におんぶされて帰ってきたくせにー」 

「う……。ずいぶん昔の話を持ち出しますね」 

いつもの気楽なやり取り。覚醒したばかりの時、ＶＲ空間で親しかった女の子がまだ目

覚めてないと知った後の 抜き身のナイフのように人を寄せ付けなかった和人の雰囲気

はもう無い。 あの時は倒れてもリハビリを続けようとしてたっけ…。思い出して微笑

む。 

「今日のリハビリプログラムが終われば、次に移れるんだよね？」 



「そうですよ。やっと……って、看護師さんが患者に聞いてどうするんですか」 

「あはは、それじゃ、お祝いしないと。頑張ったご褒美あげるよー」 

「じゃあ、テリヤキチキンバーガーを」 

「それ好きだよねー、桐ヶ谷君」 

和人は順調に回復している。そろそろ退院の時期も決まるだろう。 ――そう思うと安

岐の心に一抹の寂しさが過ぎる。 

（……！――そっかー、ご褒美…。うん） 

リハビリ室に向かう和人の背を意味ありげに眺めると、安岐は口元に艶っぽい笑みを浮

かべた。 

 

◆ ◆ ◆ 

 

「おっす！桐ヶ谷君、ご褒美もって来たよー」 

 

夜。 

リハビリを終わらせて、心地よい疲労感にまどろんでいた和人だったが、安岐の元気な

声ではっと視界がクリアになった。 艶麗な美貌と、女性にしては長身の身体。白衣を

盛り上げている胸元は相変わらず豊かで、目の毒とも言うべき魅力を放射している。 い



つもの安岐だった。右手にもったモノが無ければ。 

「安岐さん。――なんで、尿瓶？」 

和人が動けなかった時は、確かに何度もお世話になったモノだが、順調に回復した今で

は、無用の長物。 ……というより、思い出したくない記憶を呼び覚ます呪いのアイテ

ムだ。 

「この頃は自分で出来ちゃうから、前みたいに手伝ってあげられないでしょ？だからー」 

「お断りします！」  まだ和人が動けなかった頃、彼女は尿瓶を片手に『桐ケ谷君が赤

くなると可愛いよねー』等とからかうのが好きだったことを思い出す。 

「えー、残念。じゃあ、他のご褒美にしよっか」 

幸いにも尿瓶をベットの下に置いてくれる。…これで危機は去った。和人がふぅっと安

堵のため息を付いた時。 カチリ、と個室のドアの鍵が閉められる音が響いた。 

「それじゃ脱いで、桐ヶ谷君」 

「は……はい！？」 

「リハビリするから。もう全部見ちゃったんだから、赤くならなくていいよー」 

「……え？リハビリって？……あの、上だけでいいですか……」 

「ダメ」 

考えるそぶりすら見せず、悪戯っぽい笑顔のまま安岐は首を横に振った。 

（こんな夜中にリハビリ？……） 



和人はなるべく疑わしいそうに見える表情を作って、目の前の能天気なナースを見つめ

る。 そんな和人の様子がおかしいのか、安岐はその美貌を綻ばせると……手を伸ばし

て、パジャマのボタンを外し始めた。 

「うわぁっ、何を――！」 

「脱がしてるんだよー」 

そのままの答え。 

次の瞬間、尚も文句を言おうと開いた和人の唇が、ふわりと暖かな感触に包まれた。―

―目の前には綺麗な瞳。 フリーズした身体に押し付けられる、ポヨン…とでも表現し

たくなる、何ともいえない心地よい柔らかい何か。 目の前の瞳が閉じられ。ちゅぴ、

ぴちゃ。暖かく濡れたモノが和人の唇を割って口腔へ入ってくる。 

（…キス……安岐さんに、キスされてる…？） 

ゾクッ。 

唇と舌に生まれる甘い痺れと、心に芽生える欲望。 

和人も最愛の女性を心に住まわせているとは言え、人並みの性欲を持つ青少年である以

上、 安岐のような魅力的な女性がいつも傍にいれば、あらぬ想像もしてしまう。…そ

の密やかな想像だった筈の出来事が、今、現実になっている。 

信じられないという思いが、甘やかな舌触りと、唇に生まれる熱感に否定され――その

甘い痺れは、次第に和人の理性を奪ってゆく。 



二人の唇から生まれる粘着音が高くなる。 

和人もＶＲ世界で何度か経験した深い"キス"を思い出しながら、安岐の舌に応え始めて

しまう。 

（アスナがいるのに、俺は……うぅっ） 

恋人の存在が、逆に背徳感となって心を溶かす。ＶＲ空間で満たされ、再び奪われた"

温かさ"を求める心も……安岐との熱い接吻で蘇り出す。 アスナの眠りが未だ解けず、

何も出来ない自分を責めて痛めつけていた分だけ、和人の心は人の温もりを求めていた

のだ。 

「ん…ちゅ…ぁ…ぅ」 

「これがリハビリ……桐ヶ谷君に必要な…。ん…ちゅ……看護だから――ね？」 

とろりとした唾液の糸を引いて唇が離れると、安岐が耳元で優しく囁く。 

そして、再び軽い接吻。何度も何度も、小鳥が啄ばむように愛しげに。 

和人の心の痛みを癒すように。 

「安岐さ、ん――」 

「桐ヶ谷君はほんと可愛いねー。キスも上手」 

「――っ…」 

和人が抗議の言葉を口にしようとした瞬間、先手を取られて何も言えなくなってしまう。

恥ずかしさのあまり顔が熱い。 



（うわぁぁー。この人には、勝てない……） 

和人の身体から力が抜けてゆく。それどころか、つい、パジャマを脱がしにかかってい

る安岐の手に従うように腰を浮かせて、 ズボンとパンツ、両方一度に脱がされるのを

手伝ってしまった。 

熱く滾る血が流れ込んでいるソコが露になると、部屋の空気がひんやりと感じる。 

「桐ヶ谷君のだぁー。久しぶりだねー」 

「お願いですから、足の間の……に話しかけないでください」 

「こんなに硬くなってくれたの初めてかな。嬉しいよー」 

「くぅ…ぁ。と、トイレや身体拭かれる時に、そんな風になる訳には…ぁ、触らないで

くだ…」 

「なっててくれても良かったんだよ…ふふ」 

安岐の白い指が、和人の自己主張しているモノへ絡む。人差し指が優しく和人の亀頭を

撫でた。 そのまま、先走り汁を擦り付けて刺激して、肉柱の硬度を更に高めてゆく。 

「和人君が裸なのに、私だけ服着てるのはズルイかな？脱ぐねー」 

和人の肉棒を指で堪能した安岐は、和人の顔を見て小さく笑うと、そういってあっさり

と離れて、ベッドの脇に立つ。 そして、たっぷりと膨らんで白衣を盛り上げている胸

を見せ付けるように、つんと背中を逸らした。 

ピンク色のナース用エプロンがはらりと落ちる。それからワンピースになっているナー



スウェアのボタンを一つ一つ。 和人が熱い視線を送っているのが解っているのだろう、

見せ付けるように脱いでゆく。 

美しい三角を描く鎖骨が露になる。 

その下辺りから目を見張る程たわわに実っている双乳が深い谷間を作って、和人を魅了

する。 

（アスナよりも二周りは大きい…かも） 

うっかりと、恋人と比べてしまい、心の中で頭を振る。――瞳は、安岐の乳房から離れ

ないまま。 

「桐ヶ谷君、私のオッパイ見たいんだよねー？」 

「ッ！…そ、それは」 

ボンッ。そんな音がしたんじゃないか？という程、和人の頬が熱を帯びる。図星だった。 

もう触れられてもいない和人の足の間のモノも、限界まで勃起して痛い程硬くなってし

まっている。 

「桐ヶ谷君のも見ちゃったし……んっ、見せてあげるね」 

安岐の声も僅かに潤んでいる。瞳は和人を見つめ、その白い手はゆっくりとブラのフロ

ントホックへ……。 

ぶるん……ブラによって押さえつけられていた柔肉が零れるように露になる。 

白衣の上からも目立っていた安岐の双乳は、和人の想像以上に大きく、魅惑的な曲線を



描いていた。 細く括れたウェストが、ただでさえ豊かな膨らみに陰影を齎し、たっぷ

りとした質感を与えている。 先端は小さめの朱。存在感を示す白い巨乳とは対照的に

可憐に色づいている。 

――その欲情を昂ぶらせる光景に見惚れる和人を他所に、安岐は更に前かがみになると、

最後の一枚…ピンクのショーツに手をかけた。 たぷんと揺れて深い谷間を作る真っ白

な胸。すらりと伸びた足から小さな布が落ちてゆく。 

「これで、二人とも裸だねー」 

流石に安岐も恥ずかしいのか頬が上気している。 それでもにっこり笑うと、和人の寝

ているベッドへ再び身体を忍ばせる。 

「…安岐さ…ん」 

「触っていいよー、桐ヶ谷君」 

興奮で震えながら、和人の手が安岐の乳肉に触れる。 下乳から持ち上げるように揉む

と、想像以上の重量感と柔らかさが掌から伝わってくる。 みっちりとした重さを楽し

みながら、和人は次第に大胆に安岐の乳房を揉み捏ね始めた。 

（アスナの時と同じ要領で……優しくゆっくり。焦らずに…だ） 

掌に大きく余る双乳を根元からなぞるようにして撫で、静かに指を沈めて大きく廻す。 

「ぅん…。ぁん、桐ケ谷君、なんだか上手…？」 

"初めて"だと思い込んでいたのか、意外な攻撃に安岐の声が甘く震える。 その声には



答えず、和人は乳房そのものを持ち上げるようにして先端へ向かって右掌を屈伸させな

がら 乳肉を絞ってゆく――。 

（アスナもこうすると……） 

ＶＲ空間での経験を余さず目の前の魅惑的な巨乳へ試す。 あの時でさえ大きいと思っ

たアスナより二周り以上豊かな安岐の乳房は、より長く指先に心地よい質量を伝えてく

る。 

「ぁっ、ぁぁ、やだ、上手ぅだ…よ。くぅっ」 

安岐の美貌が恍惚に染まる。 

アスナと同じように胸が敏感な体質なのか、和人の手が双乳を愛撫する度に震えて、脱

力してゆく。 

「安岐さんのココ、可愛い」 

「え？…きゃぅっ！ぁぁっ、ぁぅぅ、吸っちゃ…」 

さっきのお返しとばかりに、揉み絞ったせいか、ぷっくりと膨らみ始めた安岐の乳輪と

乳首を口に含むと、 ちゅるる――そんな音を立てながら吸い込んだ。 

「そんな…赤ちゃんみた･･いに。ぁぅぅ～」 

抗議口調なのにも関わらず、安岐の手は、和人の頭をかき抱くように自分の胸に押し付

けている。 和人も甘えるように先端を吸ったまま顔を埋める。 

安岐もまた、まるで幼子に授乳するかのように、和人の頭を抱き寄せた。 



「桐ヶ谷君……はぁ…」 

熱いため息。 

強く抱きしめようとする腕の力が、彼女の興奮を伝えて来て和人に伝染する。 

「エッチな…赤ちゃんだよねー。ここ、おっきくしてー」 

ちゅく、ちゃぷ。 

全裸で抱き合う二人から粘着音が響き、静かな病室に満ちてゆく。 安岐が、和人の肉

柱へ繁みに隠された"溝"を擦り付けて…甘い吐息を漏らしている。 しかし、安岐以上

に和人が感じる快感は激しかった。 

切羽詰まった射精感が電撃のように体中を走り回って、男性器の根元が痺れるように熱

くなる。 とぷとぷと、安岐を求めて先走りの液体が先端から溢れるのが実感できた。 

「あっ、くぅっ！安岐さん、そこは…」 

「ふふふー。ここがイイのかなー桐ヶ谷君は。先っぽ入っちゃうよー」 

（また、逆転されている…） 

つぷ。安岐の囁きの通り、濡れた膣孔へ和人の先端がゆっくりと沈み込み始める。 現

実世界では初めての女性の感触。掌と唇に感じる豊かな乳房の質感が、和人の心を欲望

に染め上げる。 

「安岐さん、安岐…さ、ん！」 

切羽詰った声が漏れてしまう。触れ合った性器からＶＲ空間とはまた違う生々しい感触



が伝わってくる。 幻想空間では心地よいだけだった先端部分への刺激も、僅かにひり

つく痛みを伝え、 同時に濡れた粘膜が締め付けて絞りとるような細かな動きが、ソノ

部分を通じて解る。 

和人がＶＲ空間で"予行練習"を行っていなければ、それだけで暴発していただろう。  

ずぷずぷ。 

イヤラシイ音を立てて、和人の肉柱が安岐の膣に飲み込まれる。 安岐と和人の薄い恥

毛同士が擦れあう程に密着し、シャリ…と言う音を耳に届かせるのが妙に恥ずかしい。 

「ぁ…ん。全部入っちゃったよー。桐ヶ谷君、初めて？」 

「――ぅ」 

何と答えたらいいものか、和人は一瞬迷う。 

（Yes でも No でも嘘じゃないよ、な？） 

しかし、それも僅かな間だけだった、安岐の腰がゆっくり動き出して、和人の肉竿を扱

き始めると、 あっという間に和人の思考能力が奪われた。 

「桐ヶ谷君、ッ、ぁん――答えてくれないと…」 

「ぐっ、うぁっ！動かしたら…安岐さんっ」 

「初めてだよねー？」 

「っー、っーーー！」 

安岐の豊乳に顔を埋めたまま必死で頷く。 



滅茶苦茶な快感が、二人の結合部から身体中に溢れるように巡り、 最後――爆発的な

射精感が股間の根元からこみ上げてくる。自然と腰が動いて安岐を下から突き上げ、 ア

スナとの"経験"通りに動いてしまう。 

「あっ、ぁぁっ！きゃぅ。嬉しいよー桐ヶ谷君の初めて……私が…」 

「でる…っぅ！安岐さ…離れて…ぁぁっ」 

「やさしいねー。でも大丈夫、お薬飲んできたから…」 

不安定な避妊手段が多かった前世紀と違い、今では安全かつ即効性のある避妊薬がある。 

ただ、中学生・高校生には手に入りにくい事には変わり無い為、 新聞等では、その避

妊薬を学生でも購入しやすくするかどうかが盛んに議論されている。 

勿論、看護師である安岐には簡単に手に入れられるものだろう。しかし、それを最初か

ら飲んできたということは。 

「ナカでいっぱい。出していいよー」 

「ぁっ…うぁっぁー！」 

安岐の熱い囁きに、和人は一気に限界を迎えた。柔らかな双乳に顔を埋めたままの激し

い射精……。 この大きな病院でも屈指の美人看護師である、安岐さんの膣（なか）に

出しているという怪しからぬ思いが後押しし、 和人の肉竿は何度も何度も脈打って、

激しい飛沫を安岐の胎内に送り込む。 

「熱…ぁ、すご…いよ。こんな――っ、んーー」 



安岐の腰が更なる刺激を求めるように振りたくられる。 その度に、たふたふと揺れる

重い巨乳が頬に当たって心地いい。 

「ぁぁ……いっちゃ…たよ」 

「俺も、です。…まだ、んっ」 

自然と重ねられる唇。 

下と上、両方で繋がりながら…和人は、アスナが目覚めていないと知った時に心で凍り

ついた何かが、 やっと溶け出すのを感じていた。 

「入院している間だけ……私がこーやってリハビリ、してあげるからねー」 

「でも安岐さん、俺は――ん…ぁ」 

「ちゅ…ん。ね？」 

再び優しく労るようなキスをされると。和人の心に甘い暖かさが広がる。 何度も何度

もついばむような接吻。 

（安岐さん――暖かくて、良い香りが…する） 

和人は一瞬迷い……――小さく頷いた。 

 

 

Sword Art Online ＩＦ『心のリハビリ』 終 

 



おまけ 

「桐ケ谷君、みょーにエッチが上手だったねー」 

「そ、それは――その、ＶＲ空間でごにょごにょ」 

「そっかー。仮想……ネットワーク？で悪さしてたんだー」 

「ええっ！悪さっていうか。その、前に話した、恋人…が」 

「じゃあ、その子が帰って来るまでに、リハビリ頑張らないと！」 

「はい、頑張ります」 

「勿論、えっちのもだよー」 

「いいっ！…それは…」 

「さ、ふぁいとー。――ちゅっ」 

「っ！！（不意打ちで真っ赤）」 


