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全姉連会報 第１１号 
 

表紙 風華チルヲ先生による、『真剣で私に恋しなさい！！』（みなとそふと）より 

川神百代姉さん 

   みなとそふと第２作目のメインヒロイン、百代姉さん。 

 見た目も性格も、とにかくカッコよさで突出。 

  

姉ゲー 『霞外籠逗留記』（raiL-soft） 

埋もれた名作とはこのこと。ゾクゾクするような姉の深い愛がここに。 

姉ゲー 『姉ったい注意報！？』（ナタ・デ・ココ） 

年上ヒロイン７人山盛り作品。学園で、寮で、お姉ちゃん達に言い寄られまくりの日々。 

姉ゲー 『姉ニモマケズ～お姉ちゃんズは刺激的～』（白濁系） 

５人の姉の下に生まれた主人公の悩みとは？ 気の弱い弟は気を付けて！ 

姉ゲー 『お姉さん☆孕みっくす』（Lilith） 

姉孕シリーズが帰ってきた！ 今度は寮の管理人さんと来れば未亡人設定はデフォ。 

姉ノベル 『隣りの５人姉妹』（橘真児） 

  バラエティに富んだ５人姉妹に囲まれて、時には尻に敷かれて… 

姉ノベル 『いちゃいちゃラブラブお姉ちゃん』（青橋由高） 

  青橋先生の姉ノベル最新作。今度の姉も派手にブラコンやらかしてます。 

姉ノベル 『お姉ちゃんはにーづまだもん』（みかづき紅月） 

  昨日までは姉弟、今日から夫婦？ ふわふわお姉ちゃんの新妻奮闘記。 

姉コミック 『ぶらこんっ！？』（いとうえい） 

  いとうえい先生渾身のオールブラコン漫画。姉萌え・妹萌え両対応のハイブリッド本。 

姉コミック 『弟のくせに』（碧木誠心） 

  昼ドラばりのドロドロ人間関係。「姉が犯すなら常識だけど 弟に犯されるなんて…」 

姉コミック 『姉と女装とエロ漫画家』（幾夜大黒堂） 

  文字通り「姉と女装とエロ漫画家」を描いた、１冊丸々長編ストーリー作品。 

姉コミック 『える・えるシスター』（邪武丸） 

  妹溺愛お姉ちゃん登場の百合マンガ。今、姉妹愛が姉弟愛を超える！？ 

姉コミック 『アットホーム・ロマンス ３』（風華チルヲ） 

  歴史に名を残すブラコン姉４コマがいよいよ完結。最終巻はこの秋発行。 

 

 

いつものお約束： 

全姉連のレビューは「姉萌え」至上主義。絵や文章の出来は二の次です。 

 

本文中で引用した画像、文章の著作権は、すべて各メーカー様、著者様にあります。 
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青年は気がつくと大河の上、古風な渡し船に揺られて

いた。 

割れた般若の面を被った渡し守の女は、「お前の望んだ

場所へ行くのだよ」と告げるが、青年の記憶はなぜか曖

昧になっており、ただ「今までいたところではないどこ

かに行きたい」という望みがあるのみだ。 

渡し守に案内されるまま渡されていった先は、大河に

浮かんだ中州に築かれた、巨大な木造建築物。渡し守が

言うには「旅籠だよ」とのことであるが、その内部は単

なる旅館とは思えないほどの多種多様な部屋・空間に満

ち満ち、水路まで流れている迷宮の如き小世界であった。 

 

■本当に姉ゲー？ 

「プレイしてみて下さい！」と全姉連同

志の G 氏に手渡された１本のゲーム。パッ

ケージは一歩間違えれば凌辱系とも取れる

暗めのデザイン。聞いたことのないタイト

ル名。公式サイトで紹介文を読んでも「姉」

の文字は１つも出てこない。「一見姉ゲーに

見えないけれど」というパターンは今まで

も経験したことはあれど、プレイし始めて

から１０時間以上経っても、ヒロインを一

人二人クリアしても、姉の気配ゼロなんて

のは初めて。これは何かの勘違いで渡され

たんじゃなかろうかと思った数日後。背も

たれに寄りかかって天井を仰ぎながら、深

いため息をつく総裁の姿がありました。 
 

■古めかしい世界観の中… 

明治・大正の香りがする時代設定。二十

歳過ぎと思しき主人公の青年は、目を覚ま

すと妖艶な女渡し守の漕ぐ渡し船に乗せら

れていた。記憶を失って行く先もない主人

公は、三途の川を渡ったかのような先にあ

る途方もない巨大な旅籠に案内される。 
その旅籠で出会う、不思議な出来事と謎

を秘めた女性達に戸惑いながら過去を探っ

ていく…。 
まず特徴的なのは、その文体。 

 
 こんな文学調のテキストが、デフォルト

では縦書きで流れます。（難読漢字にはふり

がなが付きます）詳しい人に言わせれば泉

鏡花のような文体だそうですが、ラノベ漬

けの現代っ弟には新鮮と映るか、あるいは

敷居を高くするだけか？ この堅い文章が、

各ルートの山場になると味わいを深めてく

るので、何とか乗り越えて頂きたいもの。 
 絵、BGM は、作品世界に合った落ち着い

た雰囲気。H シーンも含め、華やかな萌え

要素を期待する作品ではありません。 
 

■ネタバレにつき言及不能！ 

 さて、肝心の姉要素。これを伝えるのが

非常に難しい。言えば即ネタバレに繋がり

ます。誰が姉なのかさえ言えません。 
しかし伝えたいっ！ 姉さんの心から溢

れんばかりにグツグツ煮えたぎる熱い弟へ

の想いを伝えたいっ！ 

憂愁惻々と、法師の悲憤、晩秋の夕暮れの霙よ

りも胸に沁み、故郷を逐われただ独り国境を越

えねばならない旅人の跫音よりも心を拍つ、涙

の雫は流れとなって、すがる渡し守の衣を濡ら

す。 

霞外籠逗留記（かげろうとうりゅうき） 

メーカー raiL-soft 

ジャンル ビジュアルノベル 

発売日 2008 年 7 月 25 日 
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姉さんの秘めた想いをプレイヤーが読み

取ったときの衝撃たるや、我が姉ゲー人生

の中でも五指に入ろうかというもの！ 
 こうしよう。ギャルゲー一般論として、

微妙にぼかして、ずらして語ろう。 
 あるヒロインが主人公に好意を持ってし

まったのに、それが言えず（性格的に？身

分的に？あるいは？）、恋心を知られたくも

ないというとき、想いが募れば募るほど嫌

っているような態度を取るのはよくあるこ

と。俗に言うツンデレ……… って、やっ

ぱり語るの無理。せっかくの極上の一品に、

三流レポーターが「旨いっすね」とつまら

ないコメントして汚すようなものだ。 
 限られた人しか分からないたとえで申し

訳ないと知りつつも、敢えて言うならば

『Crescendo』のあやめねーちゃんに通じ

るものがあります。本作を紹介してくれた

G 氏も、これには同意してくれました。 
時にはうとましささえ感じてしまうほど

自分を見守ってくれた姉さん、品行方正で

敬愛すべき姉さんが、実は自分をどれだけ

深く愛してくれていたかを知ったときの弟

―即ちプレイヤー―の激しい動揺。そして、

もう引き返せない所まで来てしまったこと

を悟った姉の狂おしい葛藤。 
 言っておきますが、これで全部じゃあり

ませんからね。姉さんの真の迫力は、読ん

だ者にしか分からない。 
 

■キャラクター 

・令嬢 
旅籠を代々守ってきた

一族の末裔。きゃしゃに

見えるも芯は強く、旅籠

の客を何より第一に考え、

害なす存在には毅然と立

ち向かう性格の持ち主。

「弟をいじめる奴はあた

しが許さない」的なキャラとして見ている

と飽きないかも。 
 

・琵琶法師 
天才的な琵琶奏者。

純朴な性格で欲がなく、

色恋事にも疎い天然さ

ん。 
決して幼いわけでは

ないのだが、子どもっ

ぽい素直な優しさが可愛いお姉ちゃんとし

て目に映ります。 
 
・司書 

公式設定では鬼女。

本作は伝奇的要素が強

いのですが、その象徴

的なヒロイン。うっか

りすると、文字通り取

って喰われそうな妖し

い魅力で主人公に迫っ

てきます。生徒に手を出す、いけない学校

の女教師風。 
 

・渡し守 
割れた般若の面を被

り、訳知りな様子で旅

籠へ案内し、折に触れ

青年の相談相手になる

謎の渡し守。作品全体

を通して頼れる姉御系

の位置を占めています。 
 

■これは姉と弟の物語 

 姉の愛を知ってゾクッとしたことがあり

ますか？ 弟こそ世界の全てというブラコ

ンの姉に愛されてみたくありませんか？ 
 これは姉と弟の物語。本作をプレイした

全ての弟が間違いなく抱く感想です。 
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幼い頃に両親を亡くし、身寄りがなく二人だけで暮ら

してきた姉弟。 

その環境で重度のシスコンになってしまう弟（主人公）。 

だが、学園への進学を期に大好きなお姉ちゃんと離れ

離れになってしまう。 

そんな傷心の主人公が通うことになる私立桜桃女子学

園。 

ひょんなことから女子だけの学園でたった一人の男子

生徒として生活することに。 

学園では年上のお姉ちゃんたちに囲まれ、エッチなハ

プニングに巻き込まれっ放しの主人公。 

そんな前途多難でありながらも、桃色な学園生活で主

人公を待ち受けるものとは…… 

 

お姉ちゃんたちのエッチな誘惑が迫り来るっ!! 

 

■たっぷり７人の姉ヒロイン 

♪「お姉ちゃんが大好きなら、お姉ちゃ

んは増えてもいいね」 
のフレーズを知らないうちに口ずさんで

しまう弟クン達が泣いて喜ぶ、お姉ちゃん

いっぱいゲーム。 
増えてもいいどころか、 初からたっぷ

り７人のお姉ちゃんヒロインが登場して、

お姉ちゃんはち切れそうだっていうじゃな

いですか！ 
その上、主人公はシスコン。それも重度

のシスコンという、何とも心強い同志。 
たくさんのお姉ちゃんヒロイン、そして

主人公はシスコン弟。お膳立ては整いまし

た。 

■基本は学園モノ 

始まりは妄想か現実か、実の姉・ゆき姉

の胸に抱かれて目を覚ますシーンから。 
これは本当に現実なのかどうかは、実際

にプレイして確かめてもらうとして、主人

公・つばさは私立桜桃女子学園の学生寮に

住まう、たった一人の男子学生であること

が説明されます。彼は、この世界ではよく

ありがちな「女子校の共学化に向け、試験

的に入学した唯一の男子学生」。 
必然的に、主人公の周囲に居るのは女の

子ばかり。もちろん年上ばかりですヒャッ

ホゥイ！！ 
う、嬉しいことは嬉しいんですが、正確

にはお姉ちゃんではなく「先輩」「先生」が

たくさんのゲームでした。あ、いや、事前

にストーリーを読んだり、キャラクター紹

介で知っていたはずなんですが、思いこみ

とイメージで、本来の意味の「姉」がいっ

ぱいという先入観があったのです。総裁の

認知能力も、シスコンをこじらせて病んで

きたようです。 
そんな訳なので、これはあくまで学園物

であること、一つ屋根の下の生活と言って

も学生寮の中であること、従って、先輩・

先生派には大いにプラス要素となる作品で

あることを強調しておきます。 
 

■「姉しよ」というより… 

前述のように、学園が主な舞台となるゲ

ームで、実姉１人を除いては全員が先輩・

姉ったい注意報！？ 

メーカー ナタデココ 

ジャンル お姉ちゃんに揉みくちゃにされる

ADV 

発売日 2009 年 5 月 29 日 

 



 7

先生がヒロインなので、家庭的・家族的要

素はほとんどありません。そして、学園の

中でも生徒による学園執行部が話の中心的

位置を占めます。 
執行部の総代は凛とした自信家の金髪お

嬢様。突っ走りがちな彼女を支える有能な

補佐役の女の子。単純な思考回路できゃあ

きゃあ騒ぎ立てる CV：金田まひるな女の子。 
……これは、『姉しよ』ではなく、『つよ

きす』ではないか！？ 確かに、主人公の

幼なじみお姉ちゃんは、乙女姉さんのよう

な硬派の風紀委員長とは逆のタイプという

違いはありますが、基本的にはつよきすチ

ックな学園ドタバタラブコメと考えてもら

っていいでしょう。 
となれば、各ヒロインと主人公とは先

輩・後輩の関係になるわけで、「自分が学校

に行っていた頃は、女子の先輩がまぶしか

ったなぁ……」というセンパイ派にはたま

らない仕様。 
反面、姉弟愛要素は低く、家族間でのオ

ープンな関係や背徳感を期待するのは厳し

くなります。家族でまったり、いちゃいち

ゃラブラブ、を期待するのは、本作に関し

ては筋違い。 
 

■構成に難あり… 

ゲームの進行は、時折出てくる選択肢を

選ぶだけの、ごく普通の ADV タイプ。女子

校に男一人という状況以外は、特に変わっ

た設定もなく、学園執行部を中心とした

日々を描くものになっています。 
良い意味でありふれた作りなので、安心

して楽しめるかと考えていたら、少々首を

かしげる展開があって、評価を落としてし

まいました。 
まず、イベントの展開が唐突すぎること。

H シーンに至る流れが急すぎて、これはウ

ケ狙いか？ と思ってしまうほど。幼なじ

みで姉同然の美咲お姉ちゃんはともかく、

その他の初対面の先輩達とは、もう少し時

間をかけて憧れの気持ちを持たせたり、主

人公との上下関係を植え付けてからでも遅

くないのに。姉属性のプレイヤーは、合コ

ンでお持ち帰り的な一夜限りの出会いより

も、長い間付き合いを共にして、お互いに

考えていることが分かるくらい親密になっ

てから、その相手といよいよ…という流れ

の方が好まれるはずです。 
もう一つ難を言えば、共通ルートがハー

レムルートかと見間違うほど全員と関係を

持ってから個別ルートに分岐するのはいか

がなものかと。この構成のせいで、主人公

が単に節操のない奴に成り下がってしまっ

ています。彼は「『お姉ちゃん』というフレ

ーズについ反応してしまう。誰に何と言わ

れても、これが僕の性癖なのだから仕方な

い」と言いつつ、シスコンとからかわれる

と「失敬な！ そんな低俗な言い方するな

よっ。ただ、僕は血縁関係を超えた愛を表

現しているだけだ！」と照れてキれる良い

奴なのに、それが台無し。もったいない。 
 

■キャラクター 

・相馬 美咲 
幼なじみお姉ちゃ

んで、実の姉同様に可

愛がってもらった「お

姉ちゃん二号」（の称

号を返上しようと

日々奮闘中）。 
主人公のことを心底愛してくれていて、

いつでも味方になってくれる心強い存在。

お姉ちゃんセンサー装備で、距離が近づく

と自然に惹かれ合ってしまうらしい。溺愛

するあまり、弟がいじめられていると勝手

に誤解しやすく、「許せない！」と瞳がヤン

デレモードになるのはご愛敬。 
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・巳波 真姫名 
学園執行部総代。

高い能力に裏打ち

された自信家で、

常に凛とした態度

でリーダーシップ

を取りつつ、一方

で話の解る姉御肌。金髪で CV：北都南さん

となれば、つよきすのエリカ先輩そのもの。 
「だって、私は……あなたの姉となるべ

き運命にあるのだから」は名台詞。なのに、

なぜ主人公の姉になりたがるのかが表現し

きれておらず、折角の素材も活かしきれて

いなかったのが惜しい。 
 

・犬塚 文 
執行部総代補佐。総

代の有能な片腕とし

て執務を切り盛りす

る秀才。根が真面目な

ので、メンバーの奔放

な振る舞いにため息

が絶えない毎日。 
小学生の弟持ちだからか、年下の叱り方、

あやし方に慣れている様子で、「ちょっとそ

こに正座なさい」と叱ってきたかと思えば、

次は直に胸で甘えさせてくれたりする、こ

そばゆくて悶えさせる演出が秀逸でした。 
 

・猪口 ともえ 
 一つ上の先輩だが、

見た目や発想はまだ

幼い、子どもお姉ちゃ

ん。子供扱いすると怒

られるけど、それもま

たちびっ子お姉ちゃ

んの味わいです。 
運動能力は高い、芯は強いと、年上キャ

ラの矜持は持ち合わせています。 
 

・子安 マリア 
 さばけた性格で

放任主義な担任教

師（やや S）。事あ

るごとに主人公の

貞操を狙うような

発言をして惑わせ

る罪なお姉さん先生。「肉食獣が獲物を見つ

けたような目つき」をして「じゃあ、ここ

からは大人の個人授業の時間ね？」と脱が

しにかかって来られたら、草食動物たる弟

はなされるがまま……なのです。 
 
・卯月 兎子 

 教育実習生で、マリ

ア先生の後輩。人当た

りが良く、人を疑うこ

とを知らない純真な

先生。健康な思春期の

男子を悩ませる天然

ボケをかますこともあり、ある意味罪作り

な悪い教師。 
 
・白鳥 ゆきね 

主人公が尊敬し、

愛してやまない実の

姉。学園の伝説に残

る天才。今は海外に

いるため離れ離れ。 
発売前の人気投票

からトップの支持を得ながら、実は個別ル

ートがなかったというのは、本作 大のマ

イナス要素だったのでは！？ 
 

■もうあと一押しで！ 

 随所に姉属性を意識した作りが見えて好

印象だったのですが、あと一押しが欲しか

った！ それでも、並のギャルゲーよりは

ずっと姉成分が補給できる１本でした。 
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六郎は長男といっても、上に５人の姉がいる。つまり

末っ子なのだ。 

５人の姉はただでさえ魅力的な容姿、外見をしている

のに、六郎のことを男として見ていない。それが悩みの

種だ。 

しかも姉たちは皆、あけっぴろげ。 

家のなかを全裸でウロウロするわ、姉妹同士で性欲の

解消をするわ… 

人からしたらうらやましい環境かもしれない。 

だが人一倍ヤリたい盛りの六郎にとっては、日々が理

性との戦いなのだ。 

このままじゃガマンのしすぎでおかしくなってしまう。 

ついに六郎は決意する。こんな開放的な姉達なら、き

っとヤラせてくれるはず！ 

童貞を卒業させてもらい、これからずっと姉に性欲の

処理をしてもらおう！ 

そうして、六郎の実姉攻略作戦が始まったのであっ

た！！ 

 

■５人の姉ニモマケズ！ 

お姉ちゃんヒロイン５人という姉特盛サ

ービスなこの作品。本書で別途紹介してい

る『姉ったい注意報！？』と発売時期が近

接し、２００９年の姉ゲー復興に期待を抱

いたゲームでした。 
「多けりゃいいってもんじゃない」とは

いえ、数で押し切るのも一つの正攻法。長

年の姉ゲーマーなら、『姉しよ』で染みこん

だ大家族の楽しさは忘れられないわけで、

たとえそれが発売前から危なっかしい雰囲

気を漂わせていたとしても、全姉連総裁と

して見過ごすことはできなかったのです。 

■頑張れ主人公 

５人のお姉ちゃん＋ママ、のことは後回

しにして、状況設定の説明を兼ねて主人

公・六郎のことから始めます。 
六郎は、その名の通り姉倉家の５人の姉

の下に生まれた６番目の子（うらやましい）。

社会人の姉たちを支えるため、現在は一家

の主夫状態。個性の強い姉たちに囲まれた

せいか、控え目な性格で、自分の言いたい

ことは内に溜め込んでしまい、表面的には

大人しいムッツリ君。そんな彼が、性的に

オープンすぎる一部の姉たちによって煩悩

を積もりに積もらせ、深刻な状態に陥った

ところでゲームは始まります。 
初に主人公が目標とするのは「日々

悶々とさせられる生活から抜け出すため、

つらい心の内を打ち明けて相談できる姉を

決める」こと。意中のお姉ちゃんを射止め

てラブラブになろう、ではありません。思

えばこの時点から変則的でした。 
また、冒頭に掲げたあらすじでは、欲求

不満解消のためお姉ちゃんを押し倒しちゃ

え！ みたいなゲームと思われても当然で

すが、実態は意外とストイック。主人公に

姉を押し倒す度胸は全くありません。憧れ

のお姉ちゃんに筆下ろしをしてもらおうな

んて気すらないのです。 
えーい、まどろっこしい！ はっきり言

うと、この弟、お姉ちゃん達のことを好き

だとも何とも思っていません。幼い頃は純

情だったかも知れない末っ子の六郎も、羞

恥心ゼロな姉たちに心を磨り減らされ、今

姉ニモマケズ 
～お姉ちゃんズは刺激的～ 

メーカー 白濁系 

ジャンル お姉様攻略コミカルＡＤＶ 

発売日 2009 年 4 月 24 日 
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では姉の存在がストレスの元になってしま

っただけの弟クンなのです。 
ならば、鬱屈した気分を晴らすため、姉

たちを性欲処理道具としか見ない鬼畜な弟

に成り下がれば、それはそれで一つのジャ

ンルとして成立するのですが、そうでもな

く…。仮に外道な弟になったとしても、姉

たちの方が強い＆一部怖いので、返り討ち

に遭う可能性大。どっちつかずな話です。 
 

■優しくお願いします、お姉ちゃん 

我が身と一心同体の主人公が不甲斐なく

とも、お姉ちゃん達が素敵なら問題ないん

だい！ 
と、希望を持ちたいんですけどね。まあ、

弟のことを上手く描けていないのに、お姉

ちゃん達は上手く描けているというのはあ

まりないもので、結論から言うと、よろし

くはなかったというのが本音。 
致命的なことから先に言うと、お姉ちゃ

んが５人もいながら、誰も弟のことを愛し

てくれていない、ブラコンなんて遠い国の

お話みたいな状態なのはどうなの！？ 
ギャルゲーってのは、ヒロインが主人公

のことを初めから憎からず思っていたり、

初は反発しても 後は好きになってくれ

たりするものでしょ？ まして、お姉ちゃ

んヒロインなら、ゲームスタート時からす

でにお互いを知り合っている仲なんだから、

少なくとも無関心な相手ではないはず。 
それなのに、姉倉家のお姉ちゃん達と来

たら、弟のことをただの主夫程度にしか思

ってくれていない。「弟」の前に、“可愛い”

とか“愛すべき”とか、そんな形容詞が付

かない、ただの「弟」としか見ていないの

です。 
分かってます。現実には、そんな味気な

い関係のリアル姉弟もいるってことは。性

的にオープンすぎることを除けば、姉倉家

の関係は非常にリアルかも知れない。でも、

ここは夢の二次元世界。何もここで味気な

い姉弟関係を表現しなくたっていいはず！ 
味気ない、ならばまだマシ。このゲーム、

各キャラにバッドエンドが用意されている

んですが、そのルートの怖いことと来たら。

お姉ちゃんにガチで嫌われ、拒絶され、汚

い言葉で罵られ…。「このド変態！」「性犯

罪者！」「妄想マスカキ猿！」「皮かぶりの

チンカス野郎！」「成熟した美姉の肉体に劣

情を抱く邪弟！」 ５人がかりで姉にいじ

められる 悪のバッドエンドは、いくら総

裁がＭっ弟でもドン引き。これでグッドエ

ンドは大してグッドじゃないという残念っ

ぷり。姉・弟がもともと仲良くない上に、

姉同士の関係も特に仲が良いわけでもない

のもマイナス。 
ああっ、もう褒めてあげられるところが

ないよ、このままじゃ。いっそ開き直って、

お姉ちゃん達の冷たさに苦笑するゲームと

とらえれば、それなりに笑える１本です。

時々見られる頓珍漢なやりとりや、おかし

な性観念には頭を抱えるほどのインパクト

を覚えました。「そんな姉ちゃんいねー

よ！」とツッコミができるくらいシャレの

分かる弟ならギリギリ許容範囲か。 
 

■キャラクター 

・姉倉 翠（長女・泌尿器科医） 
クールなインテ

リ女医のお姉様。基

本的にサディスト

な女王様。常に不機

嫌で、近寄りがたい

雰囲気をまとって

いる。こんなツンケ

ンした姉こそ、実は超ブラコンだった、み

たいな設定だと大いに萌え上がるのに、こ

れっぽっちもブラコン要素なし。弟をモル
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モット程度にしか思っていません。悲しい。 
 

・姉倉 霞（次女・女教師） 
厳しい長女の下

に母性的な優しい

お姉ちゃん有り。こ

れ、姉業界の定説。 
霞お姉ちゃんも

そのセオリーに則

った甘い姉だと思

ったんです。そう、選択肢を一つ誤ってし

まったことで、弟のことを心底嫌うように

なり、汚らしい物を見る目で見下されるこ

とになるまでは。 
優しそうな見た目から、「お姉ちゃんは六

クンの味方だからね」なんてセリフを言っ

てくれるものと疑いもしなかった総裁は、

姉ゲー人生の中で 大級のショックを受け

ました。「バカじゃないのコイツ」呼ばわり

は本当に堪えた…。 
 

・姉倉 螢（三女・インストラクター） 
レオタードが似

合う明朗快活なお

姉ちゃん。一家の中

では常識人。クセの

ない性格で、弟の悩

みに対しても理解

がある方。 
しかし、螢お姉ちゃんも選択肢を間違う

と一転して弟に対しては手厳しく当たって

きます…。 
 

 
 

 
・姉倉 晶（四女・プロレスラー） 
 体育会系、陽気でがさつ、羞恥心ゼロの

開けっぴろげな姉貴タイプ。弟をプロレス

の練習台にして、泣かせてきた張本人。 

 性格に裏表がない

ので、他の姉のよう

な豹変はないが、そ

れでも嫌われるとや

はり辛い。 
 おつむが弱いので

上の姉にからかわれ

るが、やりとりは面白く、良いピエロ役。 
 
・姉倉 猫（五女・メイドカフェ店員） 

 弟と も歳が近く、

友達感覚の間柄のお

姉ちゃん。いつもニ

コニコ、細かいこと

は気にしない、猫の

ようにじゃれついて

くる可愛いタイプ。 
 仲良しという点で安心しきっていたら、

とんでもなく貞操観念ゼロのお姉ちゃんで、

姉に清純さを求めていない総裁でもこれに

は参りました。 
 
・姉倉 藍（母・女社長） 

おっとりおとぼけ

マイペースのママ。 
ママルートも用意

されていますが、普

段はストーリーにあ

まり絡んでこないの

で、存在感は姉たち

には一歩及ばない印象でした。 
 

■姉ゲー以前に… 

 姉ゲーである以前に、ギャルゲーってな

んだろうと考えさせられる衝撃の一作でし

た。バカゲー、ダメゲー好きなマニアには

一見の価値有りとしか言いようがありませ

ん。あるいは、言葉責めでシビレる真正の

Ｍっ弟クンならば本気でお勧め。 

「私の身体に触っていいなんて言ってないでし

ょう。嫌ね～、そんなことばっかり覚えて。子供

のクセに。痴漢野郎」 
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ついに姉☆孕みっくすシリーズが帰ってきた！！ 

今度は尊大な死神娘来襲！！ 

余命一週間と宣告される主人公、助かるためには父親

になる＝誰かに自分の子供を孕んでもらうしかない！！ 

 

■Lilith 姉☆孕シリーズ新作 

かつて「姉☆孕みっくす」「姉☆孕みっく

す２」を発売してきたリリスが、３作目と

なる新作を投入。基本設定は今までと同じ、

「一週間以内に父親になる（＝誰かを孕ま

せる）ことができなければ死」の運命が主

人公に降りかかるというもの。この設定も

もはや姉ゲーマニアにはおなじみです。 
 

■今度は寮の管理人で未亡人 

 今作のヒロインは学園寮の管理人で、未

亡人の那美お姉さん。管理人で未亡人なん

て、何無響子さんだよ！ とツッコミの大

合唱でしょうが、その辺はむしろ開き直っ

て意識的に書かれています。よって、エプ

ロン＋竹ぼうきで玄関掃除は基本中の基本。 
 主人公・和矢は那美さんとは幼なじみで、

夫と死別して落ち込んでいた彼女を立ち直

らせた経緯があり、今では住人と管理人の

関係。ただし、今回の主人公は「おはよっ、

那美さん！」と背後から胸に抱きついて、

無下に断れない那美さんを嬉し困らせるタ

イプのお調子者。ずいぶん思い切ったキャ

ラ設定に出たな、と感じるレベルです。和

矢が「子作りしよう！」と所構わずアタッ

クし、「だめです、こんな所で…」と恥じら

いながら流される那美さん、が基本スタイ

ル。押しに弱い年上をなし崩しにする過程

は、受け身好きの姉属性（総裁含む）にと

って感情移入しやすいかは微妙。 初は弟

がリードしても、 後には姉の方が一枚上

手、というオチならまだいいのですが。 
終始流されまくる年上女性の話が好きと

言えるようでなければ、手を出すのは少々

考えた方がいいかも。 
 

■キャラクター 

・荒本那美（寮管理人・未亡人） 
寮の管理人兼水泳部のコーチ。お淑やか

で慎み深いタイプ。常にどこか憂いを感じ

させるのは、夫を失った悲しみが癒えてい

ないからか？ 迫られるとイヤとは言えず、

押しの強い主人公になされるがまま、子作

りに励んでしまういい人。 
 

・琉音（死神） 
高慢な性格と態度の死神。ただし、未熟

でドジ。レズっ気バリバリで、那美さんを

相手に主人公と三角関係。ツンデレ。 
 

■インパクト不足… 

 「お姉さん」よりも未亡人・管理人の要

素が強い作品。全体として主導権が主人公

側にある上、那美さんから主人公に対する

母性や庇護欲も弱いので、過去２作品に比

べると薄味に感じてしまうのは否めません

でした。 

お姉さん☆孕みっくす 
 

メーカー Lilith 

ジャンル 憧れの未亡人なお姉さんを孕ませる

アドベンチャー 

発売日 2008 年 7 月 25 日 
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尻フェチ天国! 5 人姉妹を尻比べ！？ 

年上ロリ先生・理香(25)のプチ尻に、バスガイドの円

香姉ちゃん(22)が掲げる艶ヒップ。女子プロレスラーの

遥香(20)の巨尻は迫力満点! 可愛いピーチは双子の亜

衣香と穂乃香(16)。みんなの美尻が味わいつくし、耕太

がとどめに貫くのは、やっぱりあのコ! 

 

■5 人のお尻に敷かれて… 

お隣の５人姉妹と姉弟同然で育った高校

１年生・耕太が主人公。ヒロイン５人姉妹

のうち何人が年上なのか、過半数は年上だ

ったらいいなぁ…と思っていたら、なんと

全員年上でした。この時点でかなり高得点。 
その５人のお姉ちゃん達は、みなギャル

ゲー的な個性溢れるお姉ちゃんとして描か

れており、キャラクター萌え要素十分。複

数のお姉ちゃんに次から次へと可愛がられ

る多人数型の作品好きにはたまりません。 
美少女文庫標準の 300 ページに５人も詰

め込まれると単なるオムニバス形式になっ

てしまいがちなところ、話のつながりや互

いの相関関係も表れていて、姉妹であるこ

との意味も十分にありました。 
そして、作品全体を貫く大きな要素は、

主人公が重度の尻フェチであること。泣け

てくるほど深刻な性癖は、姉要素とも絡ん

でコミカルに展開。姉の尻に敷かれたい弟

の願望を文字通り叶えてくれたのでした。 
 

■登場人物 

長女・理香姉ちゃん（25）は年上ロリの

養護教諭。一応優秀な経歴持ちだが、容姿

も行動もどこか子供っぽく、なのに子供扱

いされるとむぅーっとムキになる。声を付

けるなら金朋先生はガチ。H シーンは、「い

たいけな少女を相手にしているようで罪悪

感すら漂う」（主人公談）。 
二女・円香姉ちゃん（22）は一家のお母

さん的位置に立ち、優しさと包容力を持つ、

主人公にとっては憧れの対象。主人公が子

供の頃バスが好きだったからという理由で

バスドライバー兼バスガイドにもなっちゃ

ったというブラコン要素も完備。 
三女・遥香姉ちゃん（20）は女子プロレ

スラー。その職業からの期待通り、「起きろ、

耕太ッ！」とボディアタックで起こしてく

れる肉体派。逞しい性格とは違った面を見

せてくれるシーンにも注目。 
四女・亜衣香姉ちゃん（16）は五女穂乃

香姉ちゃんとは双子の姉。快活で悪戯好き。

主人公はいじりがいのある弟と見ている風。

家族思いの性格もあり、油断できません。 
五女・穂乃香姉ちゃん（16）は、本作の

正ヒロイン。双子の姉とは反対に内向的で

口数少なく、1 歳下の主人公が彼女を守る

立場。か弱いお姉ちゃんは好きですか？ 
 

■楽しくにぎやかな姉ノベル 

個性豊かで仲の良い５人姉妹を味わえる

一冊。明るい雰囲気のなかで、大家族の一

員となった気分を味わえる作品でした。 

隣りの５人姉妹。 
著者 橘真児 

イラスト 鳴海ゆう 

発行 フランス書院美少女文庫 
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潤クンは、お姉ちゃんのモノなの！ 

生まれたときからそう決まってたの！ 

激甘ラブラブな、お姉ちゃん命令☆  

唇に、頬に、首筋に降るキスの雨☆ 

奈緒お姉ちゃんが贈る、最高のいちゃいちゃ告白！ 

バージンを奪って、初体験☆ 

何度も求めて、連続絶頂☆  

もっと×２ 甘えてほしいんだモン！ 

 

■青橋巨匠の激甘姉シリーズ 

誰だッ、青橋にまた姉モノを書かせたの

は！？ 
ひどい有り様だ……ブラコンの一言で片

付けられる姉じゃない……しかもリミッタ

ーカットしてやがる。今度の姉も、弟を愛

しすぎたあまり、人間性を失いかけている

んじゃないか？ 弟もひどいシスコンだ。 
だがしかし、人として生きていく上で

も大事なことは、姉に対する敬意と、弟に

対する愛情である。 
そして、ここには二つが揃っている。 
十分じゃないか！ 
 

■今回も超絶ブラコン姉登場 

訳の分からない文章すみません。忘れて

忘れて。分かっていてもついついヒートア

ップしてしまうんです、青橋先生の姉作品

の前では。 
よい弟（こ）の皆さんならば、もう「フ

ランス書院美少女文庫」＋「青橋由高」の

文字を見ただけで、条件反射的に体液を分

泌するように刷り込まれているハズの鉄板

姉ノベルの新刊がこちら、『いちゃいちゃラ

ブラブお姉ちゃん』。 
前作『好き好き大好きお姉ちゃん』（以下

『好き好き』）の流れを汲む、真正・重度の

ブラコン姉×なんだかんだでシスコン弟の

甘甘な作品です。 
今作のヒロインは柄崎奈緒お姉ちゃん22

歳。私立妻ヶ谷学園の新任教師。お姉ちゃ

んが教師なら、弟が同じ学園に通っている

生徒なのは、当然すぎて敢えて言うまでも

ありません。 
お姉ちゃんは国語教師という設定ですが、

かつて陸上競技で活躍し、現在も陸上部の

顧問としての側面が中心。健康的な女性ア

スリートをイメージしてもらえればいいで

しょう。 

 
こんな感じで、「うりうり使い」の出来る

困った奈緒お姉ちゃんは、ブラコンスカウ

ターくらい余裕で破壊してしまう危険人物。 

百七十センチ近い長身の奈緒と、百六十

センチ前半の潤太とでは男女差以上に体

格差がある。奈緒は軽い気持ちで弟をから

かっているのかもしれないが、潤太にして

みると結構キツい。 
「うりうり。姉を敬わない弟にはお仕置き

しちゃうぞお？」 
（ああっ、当たってる、お姉ちゃんのおっ

ぱい、顔にむにむにってしてるぅ！） 

いちゃいちゃラブラブお姉ちゃん 
 

著者 青橋由高 

イラスト 七瀬葵 

発行 フランス書院美少女文庫 
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『好き好き』でもカルチャーショックを

受けてしまうようなブラコン描写は見てき

ましたが、今回は開始わずか約 30 ページで

こんな行動をおっ始めてきてもう吃驚。 

 

弟が姉の洗濯物に手を出すよりも早く、

姉が弟の衣服に発情しちゃうこの展開は革

命的。これと同時期に、よその作品でお姉

ちゃんが弟の歯ブラシをこっそり拝借する

ネタを見聞きしたのとシンクロして、「重症

のブラコン姉は、弟の見ていないところで

何をしているか分からない」ことをはっき

りと確信したのでした。 
 

■ブラコンじゃないんだからね！？ 

『好き好き』では、主人公の斗和子お姉

ちゃんは弟に対しても、周囲に対してもブ

ラコンであることを公言してはばからない

お姉ちゃんでしたが、今度の奈緒お姉ちゃ

んはブラコンであることを必死に否定して

しまうタイプ。 

 

…どこまでが姉としてセーフなのか、基

準がさっぱり分かりません。 
ここでお分かりのように、『好き好き』の

斗和子お姉ちゃんとは知り合いという設定。 

 
こんな調子で、「可愛い弟が求めてくるか

ら、お姉ちゃんは仕方なく」という“ブラ

コンツンデレ”とも言える性格が 大の魅

力です。弟のことを好きなのは否定しない

が、度を過ぎた好意を見透かされるのは恥

ずかしいという複雑な姉心。 
その意地っ張りな性格はヤキモチ焼きに

もつながり、弟が他の女生徒と１ｍ以内の

距離で話をしようものなら、不純異性交遊

の現行犯で逮捕され、甘い取調べとお姉ち

ゃん裁判が待っています。 
 

■ニヤつきが止まらない！ 

今作は、姉と弟の間にあった小さなしこ

りや微妙な行き違いを解消して、絆をより

深めていく様子も描かれています。 
もっとも、それ以上に、よくこんなにも

ブラコン過ぎる姉独特の思考回路や弟の可

愛がり方を次々と繰り出してくるものだと

感心しますよ、ホント。 
笑いあり、ホロリあり、濃厚 H ありで、

誰にでもお勧めできる大満足の１冊です。

決して周囲の目があるところで読んではい

けません！ 

「違うわよ？ ブラコンってのは、斗和子みた

いな変態のことを言うのっ。私はフツーですっ

あんなのと一緒にしないでっ」 

「……」 

「あのね、斗和子みたいに自分から弟にべった

り甘えるのがブラコンなの」 

「お姉ちゃんは違うの？」 

「私、潤くんに甘えてないでしょ？ 甘えてく

るのはいつも潤くんで、私は姉として、お姉ち

ゃんとしてそれを受け止めてるだけだよ？」 

（うん、セーフだよ。姉が弟のシャツをくんく

んするのは、セーフだよ……！） 

 奈緒がいつも 後に風呂に入る一番の理由

は、脱衣所から弟の脱ぎたてシャツをこっそり

ゲットするためだった。 

－中略－ 

（むはぁ……イイ、イイよお……純君の匂い、

高ぉ……っ） 

－中略－ 

（これくらいは普通だもん。弟のシャツを着て

ちょっとだけエッチな妄想するのは、姉的に全

国標準だもん……！） 

（私は違うもん！ 斗和子みたいな変態ブラ

コンじゃないもん！ 弟とキスしたいとかハ

グしたいとかちょっとエッチなことしてもら

いたいなって思うの、姉としてフツーだもん！

セーフだもん！） 
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裸エプロンでお出迎え☆ 

だってお姉ちゃんは、りょーくんの新妻だもん！ 

突然はじまったラブ同棲☆ 

お相手はなんと、天然系ほわほわ姉・夢菜！ 

毎晩、姉からしてもらうフェラ奉仕☆  

一線を越えて、捧げられる初体験☆ 

二人を邪魔するハードルは多いけど、男ならむーねえ

の想いに応えなきゃ！ 
 

■今日から姉弟新婚生活 

ほら、あれでしょ、世の中のリアル姉弟

って一緒の家に住んでるんでしょ？ それ

って同棲だよね？ いや、夫婦生活と同じ

でしょ？ 総裁がもし姉持ちだったら、た

とえお姉ちゃんが認めてくれなくても、俺

と姉ちゃんは夫婦であって、今この家庭を

築いているんだと思いこむね。 
姉と弟は 初から結ばれているんだから、

今さら結婚なんて必要ないとの考え方もあ

りますが、「姉」のほかに「新妻」の肩書き

も付け加えて、大好きな弟と、もっと心と

体をつなげたい…そんなお姉ちゃんが本書

の主役です。 
 

■年上お姉ちゃん幼妻！？ 

主人公・亮二は安下宿に住む大学３年生。

ある日下宿のドアを開くと、そこには裸エ

プロン姿で三つ指ついて、 
「りょっ！ りょーくん。あ、違った。

えと、練習してきたのに。だ、だだ、だー

りん、お帰りなさいませ～」 
と、あたふたする「むーねぇ」こと夢菜

お姉ちゃん（25）の姿があったのだった。

天然で無邪気な性格、童顔のむーねぇの奇

行に慣れた弟も、これには少なからず驚き、

「今年こそは結婚するって決めたから、今

日からお姉ちゃんはりょーくんのにーづま

なの」と主張する姉に押し切られるまま新

婚生活を始めてしまいます。 
放任で育った弟と違い、箱入り娘で育て

られたむーねぇはちょっと世間知らずな面

があり、弟の目からそれを見て楽しむシー

ンが多数。主人公より年上なのに、子ども

っぽい性格がむーねぇの魅力なんですが、

大事なところでは「りょーくんのお姉ちゃ

ん」であろうと背伸びするむーねぇの姿も

とても可愛らしくて、Ｆカップのバストに

飛び込む弟の気持ちも分かろうというもの。 
新妻がテーマの作品だと、「今日からお姉

ちゃんとりょーくんはお嫁さんとお婿さん

ね？」のような姉弟脱却型になるのでは…

との心配は無用。作中では 後まで地の文

で「姉」と「弟」の言葉を使って、姉弟関

係を意識させてくれる工夫があり、むーね

ぇも新妻である前にお姉ちゃんなんだと

後まで感じさせてくれる文章で安心です。 
姉と結婚するってどういう意味なんだろ

う、姉と一緒に暮らしていく上で「結婚」

の区切りは必要なんだろうか。そういった

素朴な疑問の答えも求めつつ、お互いにと

って初めてのドタバタ新婚生活を描いた１

冊でした。 

お姉ちゃんはにーづまだもん 
 

著者 みかづき紅月 

イラスト 神無月ねむ 

発行 フランス書院美少女文庫 
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禁断の恋、実らぬ恋と知りつつも、好きなんだから仕

方がない！？ 

同じ屋根の下にいるんだから予期せぬハプニングだっ

て仕方がない！？ 

思春期まっただ中な少女なんだから、ムラムラしても

仕方がない！？ 

兄が大好きな妹と、弟が大好きな姉だらけのオール読

み切り全６編！！ 

 

■いとうえい先生ラッシュ 

いとうえい先生がコミックハイ！誌に隔

月連載していた、「オールブラコン漫画」が

ついに単行本化！ 
いとう先生は、もう今まで 10 冊以上の成

年コミックスを描かれてきた方で、この『ぶ

らこんッ！？』が発売された前月にも『お

姉さんじゃダメかしら？』（コアマガジン・

メガストアコミックス）を出されたばかり

です。 
『お姉さんじゃダメかしら？』の方は、 

「年上×フェテッ

シュ×恋心」 
「天然系のお姉さ

んから素直クールな

お姉さん」 
「小娘お断り！」 

と、挑戦的な帯で

我ら姉属性を狙い打

ちする１冊で、例えば「従弟と結婚するた

めに、『おじさん おばさん！ 息子さんを

ムコに下さいっっ』『必ず私が幸せにしてみ

せます！！』と額を床に打ち付けてお願い

する従姉」とか、「姉以外では全く興奮でき

ないことに思い悩む弟が、理由を探るべく

姉の部屋に侵入すると、“弟調教完全計画”

と書かれたノートを見つけて…」とか、 

背が小さくて

華奢な弟が可愛

くて、つい女装さ

せてしまって楽

しむお姉ちゃん

とか、そんな姉モ

ノたっぷりの成

年コミックなん

です。 
こんな弟好き過ぎなダメ姉のほか、頭の

ネジがゆるい研究室の先輩、メガネ生徒会

長、果ては息子の寝起きを襲う未亡人ママ

ンまで登場します。 
姉に限らず、年上を広く集めた単行本な

ので、お姉ちゃんのブラコンシーンを中心

的に描いたと言える漫画は３本ほどですが、

この『ぶらこんッ！？』に関してはタイト

ル通りブラコン要素 100％いや 200％！ 

ぶらこんッ！？！？ 
著者 いとうえい 

発行 双葉社アクションコミックス 

発売日 2009 年 7 月 10 日 
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ただし、ここでのブラコンは「妹×兄」

のブラコンの意味も含んだもので、収録６

編中、姉弟モノは３編なので悪しからず。 
 

■各話紹介 

・Vol.1  

女子校の寮住まいの姉・百合は、父の転

勤の関係で３年間ずっと離れて住んでいた

弟・潤と久々に再会できることにウキウキ

してはしゃぎまくり。 
同級生にブラコンとからかわれても、 

「ちょっと姉弟仲が良いだけだもん」 
「ウチの潤ちゃんは仔犬みたいでカワイイ

んだものっっ」 
と全く意に介さずに実家への道を急ぐ。 

家に帰った百合姉が目にしたのは、背が

すらっと高く伸び、イケメンに育った、ま

るで別人のような弟だった……！ 
弟のあまり

の変貌ぶりに、

驚きすぎて声

の出ない姉ち

ゃん。 
あんなちっ

ちゃくて可愛

かった弟だっ

たのにー！ 
 

しかし、お姉ちゃ

んモロ好みの、スト

ライクゾーンど真

ん中の男の子にな

っていたことで、姉

的には全然問題な

し！ 
これは姉×弟の

いちゃラブフラグ

が立ったも同然だ

ね、と単純な姉読者に思わせておいて、そ

の直後、お姉ちゃんは複雑な気持ちを吐露

します。 
弟が好みのタイプに育ったことは嬉しい

し、ドキドキもする。でも、自分の記憶に

あるイメージの弟とはすっかりかけ離れた

姿に戸惑ってしまい、弟との心の距離が遠

くなっちゃったな……と寂しい気分も味わ

ってしまうのです。 
３年ぶりの愛しい弟との再会なのに、わ

ずかな違和感を覚えてしまう複雑な姉心。 
自分の心を占めるのは、姉弟愛なのか、

恋なのか。気持ちが整理できないまま、さ

さいなことがきっかけで、弟に対して当た

り散らしてしまいます。 
弟との間にできた亀裂は、元に戻すこと

ができるのか。嫌われてしまったと思った

弟は、大好きなお姉ちゃんとまた一緒に暮

らすことが出来るのか？ 
こんな姉弟の心の移ろいが 24 ページの

中にぎゅっと詰め込まれていて、いいなぁ

もうっ！ と何度も読み返してしまうよう

な秀作です。クライマックスの姉の部屋で

のシーンは、迫力と感動満点。 
百合姉の弟を想うブラコン精神も大変素

敵なんですが、それと同じくらい大事な要

素が、弟のシスコンっぷりでしょう。 
３年前の、まさに仔犬のようなカワイイ

弟なら、シッポをぶんぶん振ってお姉ちゃ

んの後を追いかける姿はお似合いなんです

が、先の画像にあるような背の高いイケメ

ン君だと「姉貴なんか、けっ」とでも言い

出しそうなもの。なのに…… 
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彼の心は幼い頃の「おねーちゃん、おね

ーちゃん！」と姉を慕う気持ちで満たされ

ていて、何も変わりはなかったのです。 
見た目がこんなに男らしく変わってしま

ったのに心はお姉ちゃん子のまま。そんな

弟に「おねえちゃぁん…」と言い寄られた

ら、そりゃブラコン姉は一撃な訳で、ます

ます姉はブラコンを深めてしまうのでした。 
 

・Vol.４  

冒頭から怪

しげな黒魔術

師のような自

己紹介で始ま

るこの話。 
姉・泉は、

もちろんブラ

コン。それも

弟つきまとい

型の。 
弟・洋一に

ウザがられても、邪険にされようとも、今

日も姉は弟につきまとう。 

 
しかしある日、弟が頭を打って、人格が

変わってしまってさあ大変。あんなにつき

まとわれることを嫌がっていた弟が、まる

で自分はお姉さまの所有物ですとも言わん

ばかりに、姉の好意を平然と受け止めるよ

うになってしまいます。 
真逆の人格転換について行けない姉。 
だがこのチャンスを逃してなるものかと、

泉姉は弟をデートに誘い出し、そして弟に

誘われるままに弟の部屋のベッドで……。 
そこで姉の取った驚愕の行動とはっ！？ 
ラストのオチは内緒にしておきますが、

とにかくこのお姉ちゃん、良い意味で根暗

気味。あまりにも弟に拒絶され続けるとこ

んなになっちゃうんだというくらい。嫌わ

れても追い求めてしまう、姉の切なる心が

表れていて、悲哀も含んだコミカルな作品

になっていました。 
 

・Vol.５  

弟に女装させたがる姉の基本習性を全面

的に押し出したのがこの話。 
女の子のような見た目の弟・樹は、女装

に全く抵抗のない中学生。もともとは、姉・

桜が彼を着せ替え人形のように遊んでいた

ことが原因で、今もますます女の子のよう

に可愛くなっていく弟が好きでたまらない。 
しかし、男の子らしさも持ってもらわな

いと、この子のためにならないと思い立つ

が…というお話、ですが、弟の可愛らしさ

を愛でていればそれだけでもう十分な読者

続出な予感。反則です。 

  
 

■ラブコメ風ブラコン漫画 

 女性作家らしいラブコメに、ブラコン要

素が上手く噛み合って、どれも弟心を刺激

する漫画でした。作者後書きで「近親モノ

大好き」と大々的に宣言されていたので、

きっと今後も本書のような姉作品を描いて

くれるでしょう！ 大期待！ 
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■書名も表紙も帯も… 

『弟のくせに』。 
この書名だけで、かなりの数の姉マニア

には―姉の尻に敷かれたい願望のある弟に

はなおさら―なにかビビッと感じ取ってし

まうものがあるはず。しかも、そんな強気

姉の常套句とは裏腹に、表紙絵のお姉ちゃ

んは涙目で弟に揉みしだかれている様子が

描かれていて、怒っているのか喜んでいる

のか曖昧な表情が興味をそそります。 
そして極めつけは帯のコピー。 

 
聞きました？ 
姉が犯すのは常識なんですって！ 
弟の貞操は姉のもの、みたいな常識はご

く当然のこととして知っていましたが、さ

らに一歩進んだ常識がここに生まれました。 
そうかそうか、お姉ちゃんが弟を犯すの

が 近の常識なのか…と思えば、次の行で

は逆にお姉ちゃんが弟に犯されるという。

さらには「姉と恋人…そして、もう一人の

お姉ちゃんが出てきて」と文章が続く。一

体どんなストーリーなのか、見当付かない

ままページをめくりました。 
 

■弟に、なんて… 

 姉弟で住んでいるマンションに主人公の

弟・始が帰ってくると、そこには主人公の

彼女・芽衣と、姉・真琴が酒を飲み散らか

していた。何やってんだぁ汚れ女ぁ！！と

掃除役の弟が怒鳴ると… 

出た！必殺・お姉ちゃん電気アンマ！！ 
メソメソ泣くことしか許されない悲しき

弟。代われるものなら代わってあげたい。 
とまあ、これは前座みたいなもので、こ

れからが本番。酔いつぶれた姉は、主人公

と恋人がイチャイチャし始めたのを狸寝入

りで聞き耳立てて興奮し、本当は愛しい弟

を思って自らを慰める。さっきまでの強気

な電気アンマ姉はどこへやら。そんな発情

姉（わたし）が犯すなら常識だけど 

弟に犯されるなんて… 

姉と恋人…そして、

もう一人のお姉ちゃんが出てきて 

大混乱！！  

弟のくせに 
 

著者 碧木誠心 

出版社 ティーアイネット 

発売日 2008 年 10 月 17 日 
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した姉の心を見透かした弟は、姉をベッド

に運び、悶々として抵抗できないのをいい

ことに犯してしまう…。強気な姉を征服す

るシーンは、Ｓ派の弟ならば文句なしであ

ろう描写で満足行くハズ。Ｍ派でも、ちょ

っと刺激が強い程度で、実は弟に溺れ始め

る第一歩と読み取れれば、決して悪いシー

ンではありません。 
 

■お姉ちゃんって言いなさいっ！！ 

姉弟が一線を越えた後に登場するのは、

従姉かつ姉の親友であり、第 2 のお姉ちゃ

んとも言える涼子さん。

彼女は、真琴・始の姉

弟をいつも近くで見つ

めてきて、いつしか始

の事を弟同然に思うよ

うになっていた。 
しかし、「弟同然」で

あることと、「弟」であ

ることとは大きな壁が

ある。「涼子と始」じゃ

イヤ。「姉と弟」がイイ。 
そんな思いが凝縮したセリフがこれ。 

よく言った！ 
三流作家なら、「お姉ちゃんじゃなく、涼

子って呼んで！」と言わせちゃうところで

すよ。 
「お姉ちゃんって言いなさいっ！」とね

だる気持ちは、姉のいない負け組の弟が「お

姉ちゃんと呼ばせてくださいっ！」と叫ぶ

のと同じくらい切ない気持ち。総裁には彼

女の弟を欲する思いが痛いほど伝わって来

ました。 
叶わない思いの差を埋めようとしたのか、

涼子さんは始に体を使って迫ってきます。 
姉の真琴にしてみれば、これは親友に弟

を寝取られたと同じこと。その現場をはっ

きりと目撃してしまった姉！ おまけに恋

人の芽衣までその場に居合わせるという悪

い方にご都合主義の展開。ありそうで無か

った、姉 VS 従姉 VS 恋人のド修羅場です。

恋人の芽衣に至ってはヤンデレになってる

んですけど！？ 

  
 結局、恋人の芽衣と仲直りして元の鞘に

収まろうとする主人公。 
 でも、お姉ちゃんの気持ちは？ 弟に置

いていかれ、

一人ぼっちに

されることが

何より怖かっ

たお姉ちゃん

は放っておい

ていいの？ 
 結末はその

目で！ 
 

■テーマは嫉妬です（著者談） 

 著者あとがきには「昼ドラをめざした」

とあって、大いに納得。このドロドロ展開

はまさに昼ドラのそれ。 
実は、敢えてここでは書かなかった、姉

と弟の関係に関わる大事な設定もあります。

姉以外のヒロインが２人いますが、話の中

心は結局「姉と弟」です。昼ドラ風の姉コ

ミックとしてたっぷり楽しめる１冊でした。 

「ちっ、ちがうでしょ 涼子さんじゃなくて

お姉ちゃんでしょ！！ 昔みたいにお姉ちゃ

んって言いなさいっ！！！」 
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■女装好きのエロ漫画家 

マンガ家が主人公の作品って、余程実力

のある作家でもない限り、大して楽しくで

きないと思うんですよ。ただの自己満足だ

けとか、なまじ詳しいばかりに、同業者な

ら分かるネタでも一般読者は置いてけぼり

みたいな。まして成年コミックなら、てき

とーに H と絡めておちゃらけておしまい、

が関の山なんじゃないかと。 
しかし、本書は違う。主人公はまだ駆け

出しのエロ漫画家・満夜大墨堂。彼が、マ

ンガ、女装趣味、そして愛するお姉ちゃん

と真剣に向き合い、まじめ過ぎるが故に壁

にぶつかって逃避もする、成年コミックに

は似つかわしくないほど青臭い、一人の人

間の成長過程と、彼を見守る姉との関係を

描いた作品なのです。 
 

■姉の愛は女装を越えて 

 主人公の満也クンは、まだ売れないエロ

マンガ家。素の姿はやせ形で、のび太のよ

うな野暮ったいメガネ男子。趣味は女装。

リアルなら、こんな男が女装したところで

冴えない容姿に変わりはないのに、彼の場

合は一転して可愛らしい女の子に変身。全

12 話中、何度も女装するのですが、毎回趣

向が凝らされていて、作者の強いこだわり

が感じられます。 

 なぜ彼が女装趣味に走ったか。それはお

姉ちゃんに憧れる気持ちの表れでした。 

 姉のことが好きすぎて、でもその気持ち

がストレートに発散できず、姉の服に執着

してしまう。筆者に姉はいませんが、彼の

気持ちは十分に伝わってきます。お姉ちゃ

んと一体化したい、包まれたい、たとえそ

れが衣服という無機物であっても。変態と

呼ぶなら呼べ！ しかし、姉の身に付けて

いるものに思い入れも持てずに何が姉萌え

かシスコンか！ 
…少々熱くなりました。 
とはいえ、女装は世間的に大っぴらにし

にくい趣味であることも事実。世間的だけ

でなく、家族的にも。たとえそれが仲の良

い姉に呆れられたとしても、強く責めるこ

とはできない。 
だからこそ、

美晴お姉ちゃ

んが弟の女装

趣味に理解を

示して、さらに

は協力までし

てくれるのに

は、救いを感じ

るのです。 

姉と女装とエロ漫画家 
 

著者 幾夜大黒堂 

発行 富士見コミックス 

発売日 2009 年 5 月 5 日 
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どんな趣味でも、それが人に拒絶された

時の失望は大きいもので、反面それが受け

入れられた時の喜びは、特にオタク諸弟な

ら誰しも身に染みているはず。美晴お姉ち

ゃんを見ていてホッとするのは、弟のこと

は何でも理解しようとしてくれる、その姿

勢にあります。 
そもそも、エロマンガ家という職業も公

言するにはなかなか憚られるのが実際の所

だと思いますが、それさえも応援して支え

てくれる優しいお姉ちゃんなのです。 

 
もう可愛いなぁ、このお姉ちゃんは！ 
 

■お姉ちゃん以外にも 

 さて、１冊丸々12 話完結のストーリーで

すが、主人公と姉との一対一の話が続く訳

ではなく、担当編集者、同業者（人妻含む）、

ファン、妹までも登場して、縦だけでなく

横のつながりも意識して描かれています。 
 結局それぞれと一回ずつ絡んでしまうの

ですが、これで主人公が節操無しだとか浮

気性だとかをあまり感じさせない構成にな

っていて、「結局の本命は姉」の線を固く守

っているのは姉スキー読者には嬉しい配慮。

言い寄る女性陣も、みな彼の力となろうと

サポートする役回り

なので、どろどろし

た後腐れはありませ

ん。例えば、左の子

は主人公のファン読

者であり、かつアシ

スタント。スランプ

に陥った主人公を全

面的にサポートする姿は、第２のお姉ちゃ

んと呼んで差し支えないでしょう。 
 姉を中心に据えて、様々な登場人物がそ

れぞれの立場から主人公を一人前の漫画家

に成長させていくストーリー自体がもう姉

弟モノと呼んでいいのかも知れません。 
 

■そしてエンディングへ… 

しかし、全てが順風満帆にお姉ちゃんと

ハッピーエンドに向かう…とは言えないの

がこの作品の憎いところ。 
姉弟揃って相思相愛かと思われた矢先、

お姉ちゃんに男の影がちらつき始めます。 
風雲急を告げる姉弟の関係。絶望に打ち

ひしがれ、姉の名前を叫んで号泣する主人

公。あんなに弟思いで優しかったはずの姉

の真意は？ 姉のウェディングドレス姿に

はどんな理由が？ 
姉との関係と、プロ

の漫画家としての決意

を熱く追ってきたスト

ーリーだからこそ、ド

ラマチックな結末も許

される、そんな感想を

抱きました。 
 

■姉と女装とエロ漫画家 

姉も女装もエロ漫画家も全部詰め込まれ

ていました。タイトルに偽りなし。 
お姉ちゃんは包容力があり、寛容で、時

に優しく時に厳しく、誰にも受け入れやす

いキャラでした。誰よりも弟の成長と成功

を願っていたのは

お姉ちゃん。弟の

可愛い女装姿にき

ゅんきゅんしちゃ

うような姉でした

けどね！ 
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■姉妹愛は姉弟愛に勝るか？ 

これは全姉連のレビュー史上初、「弟の出

ない姉マンガ」かも知れません。弟どころ

か、男すら登場しません。そう、これは乙

女の園・女子校が舞台の百合百合しいマン

ガだから。 
そんなマンガに、妹のことが好きすぎる

お姉ちゃんが出ていると聞けば、百合モノ

が特に好きという程ではない総裁でも興味

は持ってしまっても仕方がない。ただ、姉

妹愛とは言っても、「ごきげんよう」のあい

さつが支配するような世界の、麗しき姉妹

の交流をイメージして、姉弟愛とは別次元

の話だろうと勝手に見くびっていたのです。 
 

■可愛い妹と過激な姉 

主人公は高校１年生の小中居ふたばちゃ

ん。彼女より一足先に学園の寮に入り２年

間会えなかった一菜お姉ちゃんを追って、

入学式を迎えた日から始まります。 
ふたばちゃんは、それはもうお姉ちゃん

大好きっ子なシスコン妹で、品行方正・才

色兼備の姉を心の底から慕っている、素直

で明るく優しい女の子。 

  

 対するお姉ちゃんはと言うと、完全無欠

の女子高生で、人望も厚い生徒会長。 
しかし、愛する可愛い妹が絡むと見境を

なくし、人格が崩壊してしまうのです！ 

 
一菜お姉ちゃんの凄いところは、我々が

よく見かける過剰なブラコン姉と変わらな

い思考回路を持っていること。抱きつき癖

はもとより、妹を見ているだけでハァハァ

していたり、妹のお風呂を覗いたり、妹の

洗濯物で良からぬことをしようとしたり。

しまいには妹の身体まで狙っている様子さ

え見せる HENTAI お姉ちゃん。 
たとえ相手が妹でも、年下の家族を愛しす

ぎて壊れかかっている姉の姿は、見ていて

本当に楽しいのです。 
 

■萌え沢山のシスコン百合マンガ 

話の起点は、主人公姉妹、特に姉の過激

なシスコンぶりですが、個性的な生徒会役

員達によるお笑い色の強い百合ラブコメに

ジャンル分けされる作品。毎回主人公姉妹

にスポットライトが当たる訳ではありませ

んが、話の随所に姉の壊れようが見られ、

姉マンガと評するに十分な作品でした。 

える・える シスター 
 

著者 邪 武丸 

発行 一迅社ＲＥＸコミックス 

発売日 2009 年 7 月 20 日(第 2 巻) 
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■いよいよ完結！ 

2006 年の連載開始から３年を経て、この

夏いよいよ『アットホーム・ロマンス』が

グランドフィナーレを迎えます。偶然手に

取ったキャラット誌の連載を見つけ、『姉し

よ』以来とも言える衝撃を受けたのがつい

近のようです。 
「一般四コマ誌でここまでする！？」と

いう暁子姉ちゃんの過剰な行為―姉弟でお

風呂、姉弟で添い寝（全裸）等々―は“姉

プレイ”なる新語とともに姉業界標準に仕

立て上げ、 “リアル姉ごっこ”のような言

葉をも生みだし、この漫画は常にブラコン

シーンの 先端を走り続けました。 
姉声優 No.１・河原木志穂さんの「スー

パー弟タイム」ブームと重なり、第２巻の

帯に河原木さんの推薦文が載ったのも、今

となっては必然だったと思えるのです。 

 
 

■姉、その想いの先に… 

楽しくおかしく姉プレイに明け暮れる漫

画であったとしても、それで評価を落とす

ことはなかったのに、さらに一歩踏み込ん

で、姉とは？ブラコンとは？家族とは？と

問い続けた漫画でもありました。 
弟を愛するって、どういうことだろう。 
弟のことが好きなこの気持ちは、どこか

ら来て、どこへ行くのだろう。 
…姉は、弟のために何をしてあげたらい

いのだろう。 
弟のパンツを履いて姉満足に浸っている

だけでは、まだ半人前のお姉ちゃん。一人

前のお姉ちゃんとは、弟の幸せを考えてあ

げられるお姉ちゃんのこと。一見、当たり

前なこの事実に気付き、きちんと表現でき

ているかどうかは、本物と似非を分ける大

きな分水嶺なのです。 

 
 そして、弟はこの愛に応えることができ

るのか。物語の大詰めに来て、竜太朗は自

分を見つけるために一つの決断をします。 
 『アットホーム・ロマンス』は、我々に

とって 上級のギャグ漫画であり、姉と弟

の存在意義に深く切り込んだ漫画でした。 
 第３巻は 2009 年 10 月下旬発行予定！ 

アットホーム・ 

ロマンス (3) 
著者 風華チルヲ 

発行 まんがタイム KR コミックス 

発売日 2009 年 10 月下旬予定 
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発 行： 全姉連 総本部 

発行日： 2009 年 8 月 16 日 

著 者： 全姉連総裁 

連絡先：  

表 紙： 風華チルヲ様 

印 刷： 株式会社ユリクリエイト様 

 

全姉連総本部 http://www.zenaneren.org/ 
(mobile : http://www.zenaneren.org/a.cgi) 
 
本書発行に至るまで、全姉連を通じて多くの同志から姉ゲー情報を頂きました。 
ここにお礼申し上げます。 
本書へのご感想、ご意見、ご質問は、お気軽に上記連絡先までお送りください。 

 本号の執筆中、いわゆる児ポ法改正騒動が巻き起こり、一体どういう結末に

なるのか見守っていましたが、今回は上手く切り抜けられたようで一安心。 

我々がいくら年上スキーだからといって、18 歳未満に見える子はダメよと言わ

れたら、かなりの部分で大ダメージを喰らいます。ロリコンではないが、姉弟

なら小学生でも守備範囲になり得る複雑な姉魂。 
 大体、あのタマ姉だってアウトになる法律です。ただ、昨今のタマ姉フィギ

ュアのことを考えると、「これが 18 歳未満とは認められん」とセーフになる余

地は十分ありますがね！ 
 
 個人的な近況を。 
今年の４月から交通不便な片田舎に飛ばされ、それでいて仕事激増という環

境に移り、日々生き延びています。職場は男率 100％です。近場にまともな書

店はなく、amazon 様様です。テレビはＵ局が映るのが救いです。その他、私

生活に関しては mixi の方でたまに書いていますので、興味があればリクエスト

ください。 
時間が取りづらくなったのは事実ですが、全姉連はまだまだ続けますので、

皆さまよろしくお付き合いのほど！ 
  

 



 




