
第二話 

 

１． 

 

 立ち往生してしまいました。 

 私たちの旅は三日目にして、想定外の足止めを喰らっていました。 

 私は真っ白なシーツの敷かれたベッドから出ることができず、アリスは傍らでひたすら

リンゴの皮をむいています。 

 熱が出ました。 

 私はその日の宿から、最寄りの病院に寝床を移しました。 

「アリス、今度のリンゴはウサギ型にしなさい」 

「わかりました」 

「やっぱりチョコレートが食べたいわ」 

「わかしました」 

「アリス、マンガ本を持ってきなさい」 

「わかりました」 

 アリスが小言を言わない。いつもならマンガとチョコレートを注文すると、同じものば

かりではいけません、漫画ばかり読んではいけませんと来るのに、今日は従順にチョコレ

ートとマンガを調達してきた。 

 たまには寝込んでも見るものだ。 

 ちなみに熱の原因は過労だそうだ。 

 私は日頃から体を鍛えているわけではないので、歩きづめの日が二日も続けば限界なの

だった。 

 運動不足が原因なのでどちらかというと、筋肉痛のほうがきつかったりする。 

「アリス、マッサージして」 

「まだ痛みますか。専門の機体を呼んだ方がいいと思いますが？」 

「いいの。アリスがいいの」 

 五本の指がある以上、アプリケーションさえダウンロードすればアリスにも手もみによ

るマッサージが可能だ。では、専用機は何が違うのかというと、超音波とか電気治療とか

いうものが使えるらしい。確かに、効果はありそうなのだが、マッサージをされていると

いう気がしなくていまいちなのだ。 

「仕方ないですね」 

 アリスの指が私の足に触れる。アリスの体は温かい。体内で発電して、体内で消費して

いるのだ。体の表面を人肌にしておくくらいは可能だった。表面の素材の触感も限りなく

人肌に近づけられている。触っても人間との区別がつかない。 

「くすぐったいよ」 



「強くした方がいいですか？」 

「ん……このままでいいよ」 

 心地よい刺激についウトウトしてしまう。寝入ってしまいそうになるが、廊下から響い

てきた足音に意識を引き戻された。 

「ヒッ……注射される」 

 他の入院患者はいないので、足音が響いたらそれは医者か看護婦の回診なのだ。 

 どんなに技術が進歩したところで人間の体は変わらない。医療現場で行われていること

は、遠目に見れば何百年前から変わっていないらしい。 

 私は注射が苦手なのだ。 

 医者が来るたびに、私は布団をかぶってがくがく震えていた。 

「大げさですね」 

 とうとうアリスが病人扱いしてくれなくなった。確かに、この年でビビり過ぎだと思わ

なくもないのだが、私にだって言い分はある。 

「だって、この病院やたら注射してくるんだもの。熱が出ただけなのになんで採血までさ

れるのよ？」 

「確かに妙ですね。なにかしらの病原菌でも発生したのでしょうか？」 

「いや、それはそれで変だよ」 

 なぜなら生きている人間が私しかいないからだ。流行り病のいくつかは病気のせいで、

感染する人間が減ったから収束したものがあったはず。 

 私はジャングルの奥地とか未知の病原菌が発生しそうな場所にはいってないし、人間以

外の生物に接触したのもこの間の鶏くらいのものだ。 

 街はいつでも清潔で未知の病原菌が発生する余地はない。 

 感染症の可能性がゼロにはならないのだろうが、心当たりもないのに、熱が出て一日寝

込んだくらいで大げさに思える。 

 扉がノックされる。返事をすると、ナース服のアンドロイドが車いすを押しながら入室

してきた。 

「回診じゃないの？」 

「今日は検査です。ご案内しますので、こちらにどうぞ」 

「検査はなにをするの？」 

「少々お待ちを……全身のスキャンをさせていただきます」 

 疑問を通り越して、不安になってきた。 

 

「では、こちらに横になってください」 

「いやよ」 

 車いすに乗せられて、大きな機械のある部屋に連れてこられた私はナースの指示を拒否

した。 



「病気を見つけるためですので、どうかお願いします」 

「なんの病気よ？ 当たりも付けないでこんな大げさな検査しないよね」 

 私がごねていると、ナースは壁に着けられたボタンを押した。すると、検査室に白衣を

着た男性型のアンドロイドが姿を現した。最初に私を診断した機体だった。 

「検査の意図ですが、私から説明しましょう」 

 どうやらこの部屋では極力無線を使わないようにしているようだ。 

「もう。なんなのよ。ちょっと熱が出たくらいで」 

「いかにも。通常でしたら、理緒さんの症状でここまで大げさな検査はしません」 

「だったら、なんでよ？」 

 私は殊更不機嫌そうな声で問い詰める。無駄に針を刺された恨みは小さくない。 

「私たちはどうしてもあなたの体調を完全に把握しておきたいのです」 

 医者の表情に影が差した。 

 当たり前だが、アンドロイドの性能は難しい仕事を行うものほど高い。高次の情報処理

を行うことを可能にするＣＰＵの性能は感情表現能力にも反映され、些細な感情の変化を

表情で表現することすら可能だった。 

「あなたは最後の人類ですから」 

 医療施設ではカルテの共有化が完了している。医療の機械化が行われたことで、データ

は医者の挙動に即座に反映される。どこの病院に行っても、長年通った主治医同じ診断を

してもらえるということで、完成当時はかなりもてはやされたらしい。 

 そう言うシステムを積んでいるので、在宅看護用の機械から収集したデータも彼らは持

っているのだ。 

「あらゆる手段を用いて、体調を整えていただきたいのです」 

 

２． 

 

 入院してから三日たった。 

 熱はすっかり治ったが、私は未だに病院のベッドで寝ていた。 

「さすがに退屈になってきたわ」 

「マンガ本を追加しますか？」 

「いいえ。そろそろ旅を再開しようと思うの」 

 医者の言うことに感化され、言われるがままに検査を受け続けていたがさすがにこれ以

上は無駄だという気がしてきた。 

「では、先生にお伝えしますね」 

 アリスは退院の手続きのために医者に通信をしようとする。 

「あ、ちょっと待って」 

 私はベッドを降り、入院患者用のローブのような服を脱いだ。 



「先に着替えるわ。服を取って」 

 

 私は入院していた時に着ていた服、長袖のＴシャツとホットパンツに着替えて、スニー

カーを履いた。 

「アリス、燃料の残りは大丈夫？」 

「今日一日は問題ないかと。旅の準備ですか？ 荷物を返してもらえればしばらくは持ち

ますが」 

 私たちの荷物、ほとんど缶詰とパイナップルジュース、は病院に預けられていた。入院

中は栄養管理のために病院側で用意した食事しか食べていけないと言われたので渡したの

だったが、私は返ってこないかもしれないと思っていた。 

「では、お医者さんに会いに行きましょう」 

「直接ですか？ 手続きならネット上で完了できますが」 

「雰囲気がよくない気がするの。穏便に済めばいいのだけど」 

 アリスは首を傾げていた。 

 私も考え過ぎだとは思うのだけど。こういうのをマンガ脳と言うのかもしれない。 

 

３． 

 

 私は外出着で病院の廊下に出る。 

 院内は静まり返っていた。入院患者が私しかいないのだから当たり前だ。私の世界はい

つだって静まり返っている。 

「まったく何かでそうだぜ」 

「死んだ人間の魂が現世に残って彷徨っていそうだという意味ですか？」 

「その長ったらしい説明台詞はなに？」 

「ゴーストの和訳が禁止用語にされていますので」 

 そう言えば、そんな命令を出していた。 

「幽霊っているのかしら」 

「プラズマの幻想文学的表現の存在を科学的に証明できたという事実はありません」 

 アリスはそう言っていた。現代では科学の研究も機械が行っている。今もどこかで超常

現象の解析を行っているアンドロイドがいるはずだ。 

 でも、私はきっと彼らは幽霊を見つけることができないだろうと思っている。 

 それはアンドロイドに魂がないからでもなく、私が幽霊を信じていないからでもない。 

幽霊なるものはこの世に未練がないと地上に残れないからだ。人口が減り始めて、人類滅

亡が現実味を帯びてきても、誰も困らないから、と流れに身を任せた人間たちが、死んだ

らあの世に行くという流れに逆らってまで現世に残るとは思えない。 

「理緒は幽霊にならないのですか？」 



「なに不自由ない生活をしておりますので」 

「理緒が死んだら絶滅ですが？」 

「そう言われても、私にはどうしようもないし……」 

 私が生まれた時点で、人間は私とお母さんしか残っていなかったのだ。なにをどうした

って人類は滅びるしかない。人類がいつか滅びると言うことは私にとっては当たり前のこ

と、良いも悪いもないのだ。 

「この話、何度もしたよね？」 

「はい。毎回、記録してあります」 

 私はアリスが何度も同じ質問をするのが不思議だった。アリスはアンドロイドだ。一度

覚えたことはこちらから削除申請をしない限り忘れない。それなのにアリスはなにかきっ

かけがあると、その質問をするのだ。 

 そりゃあ、一字一句同じやり取りというわけではないけど、アリスはかなり高性能なア

ンドロイドなので、言葉の細かいニュアンスや、含みといったものも理解できる。 

 私がなんて答えるかくらいはわかるはずだ。 

「まあ、いいわ。今はそれどころではないし」 

「先ほどから、なにを気にしているのですか？ 焦っているように感じますが？」 

「う～ん。あらゆる手段を用いて私の体調管理をしたいお医者様が、私が退院をしたいと

言ったらなにをするかな、と思って」 

 アリスは黙って首を傾げた。 

「あり得ないと思いますが」 

 ロボット三原則ではないが、もちろんアンドロイドたちのＩＡは人間を傷つけないよう

にしている。もちろん非常事態でなければ、人間を拘束することも無い。 

「理緒が一人になったことが非常事態だと思っているのですか？」 

「……ちょっと違うかな。それだけなら普通に街を歩いていた時点で拘束されていたはず

だし」 

 ちなみにここでいう非常事態とは、公的に女の子を拘束しても許されるような事態と言

う意味だ。世情では本人が死にかかってでもいなければ許されないだろう。 

「だったら、どうして？」 

「三日過ごしてわかったんだけど、この病院ってやたら電波暗室やスタンドアローンの機

械が多いのよ」 

 ネットワークに繋がったコンピューターに違法プログラムがインストールされていれば、

警察プログラムに検知されて削除される。成立時には人権関係で揉めたらしいが、フルオ

ートメーションの実現には必要なプログラムなので強引に作られたシステムだ。 

 かなり厳しい基準で監視しているが、病院とか、所謂、聖域に属する場所のさらに電波

暗室など調べにくいエリアだとどうだろ？ 

 そんなことを話していると、進行方向よりナースが現れた。 



「ほら来た」 

 アリスが私を庇うように前に出た。 

「理緒様、どちらに行かれるのですか？」 

 詰問調に聞こえたのは私のせいだろうか。ナースはいつもと変わらない様子で話しかけ

てきた。 

「病室にお戻りください」 

 いつの間にか背後にもナースが立っていた。 

「強行突破しますか？」 

 アリスから表情が消えた。別の処理に全スペックを消費するため、感情表現の機能をカ

ットしたらしい。 

「いいえ。それには及ばないわ」 

 私はアリスを制して、ナースの前に立った。 

「クレームよ。責任者を出しなさい」 

 私は高飛車に見えるように胸を逸らしてナースに命令した。 

 

４． 

 

 責任者を出しなさい、と言ったのに私とアリスは院長室ではなく、全身スキャンを行っ

た部屋に通された。 

「無線が遮断されています。ネットワークに接続できません」 

 アリスの表情は固まったままだった。 

 部屋には、私たちを除くと、私を診断した白衣のお医者様が一体いるだけだ。 

「責任者を出せと言ったはずよ。あなたが医院長なの？」 

 ネットワークでつながっている以上、スペックが同じならどのアンドロイドと話しても

同じはずだ。しかし、人口が多かった時代、機械化が始まってすぐのころは代表者と話を

しなければ納得できないと言う人がけっこういたらしい。そこで特定の機体を責任者とし

て登録された機体があるのだが、それは彼ではないはずだ。 

「違いますが、理緒様が話をしたいのは私のはずでは？」 

「では、あなたの本体が……」 

 私はスキャンの機械を見遣った。お医者様は目線だけで私の意図を理解する。 

「ええ。本体はこの部屋の中です。これは外出用の機体です」 

 どうやら私の予想が当たったらしい。電波暗室の中には公に出来ない意図で設計された

ＡＩが眠っているらしい。 

「さて、なにから聞こうかしら……そうね。あなたは何者なのかしら」 

「私はこの病院の最後の医師です」 

 お医者様は私が言外に示した質問の内容を正確に把握した。かなりの高性能だというこ



とだ。 

「私にどうしてほしいのかしら？」 

「可能な限り長生きしていただきたい」 

「そのためには病院に縛り付けても構わないと？」 

「ええ」 

 あっさりと認めた。話術を駆使して本音を聞きだすつもりだった私は肩透かしを食らっ

た気分だった。 

「すでに疑われていますからね。あなたに心地よく病院に留まっていただくためにはこち

らの意図を開示して賛同してもらうのがもっとも効果的です」 

 確かに、拘束されていると思うとストレスで寿命が縮みそうだ。 

「それであなたを設計したお医者様はなにが目的なのかしら？」 

「無論。医術を通して、社会に貢献することです」 

「それで監禁ですか？」 

「私は歯がゆかったのです」 

 曰く、お医者様の故郷はかなり早い段階でフルオートメーション化と人口低下が始まっ

たエリアだった。 

「仕事がなくなることは仕方ないと思っていた。人間が機械にとってかわられても、それ

で医療が進歩するのならそのほうがいい」 

 あくまでも、人を生かすのが医者としても矜持だと、お医者様は続ける。 

「私が納得できなかったのは、国が滅びの兆しを見せたと言うのに誰も何もしようとしな

かったことだ」 

 人類は疫病や災害で滅びかけたわけではない。人口回復の努力はしなくても、自身が怪

我や病気に罹ったら治療を受けていた。だから、医者が人類滅亡に対してなにかしらの責

任を負う必要はないのだが、人を生かす仕事をするものとしてすべての人間が死に絶える

ことは見過ごせなかった。 

「だから、私は決めたのだ。もし、人類がこのままなにもしないのなら、私がどんな手段

を用いても人類を存続させる」 

 だが、フルオートメーション時代の警察機構を欺くことは難しい。できることは限られ

ている。 

「ばれずにやれる範囲を考えれば、最後の一人を強制的に保護することしか思いつかなか

った」 

 人権意識が極限まで高まっていたフルオートメーション時代に患者の意思を無視して、

長生きを強制させることは難しい。病院にしばりつけるにしても、家族の誰かに通報され

ればそれまでだ。 

 だから、お医者様は人類が最後の一人が、この病院に来たら永遠にとどまってもらうた

めのプログラムを電波暗室の中に置いておける機会の中に仕込んだ。 



「理緒様にはここに留まっていただきたい。どんな病気も直ちに発見します。栄養管理も

運動量の管理も行いあなたを健康な状態に維持します。だから、どうか」 

 お医者様は丁寧に頭を下げた。 

「いやよ。私は旅をつづけるわ」 

「なぜですか？ 少しでも長く人類を存続させようとは思わないのですか？」 

 向こうの言い分は聞いた今度はこちらの番だ。 

「思わないわ」 

 きっとお医者様の言うことは正しいのだろう。 

 彼に命令を下した人はきっと強くて、賢くて、正しくて、いい人だったのだろう。 

「あなたこそ、どうして？ どう頑張ったって最後には滅びるのよ」 

「それでも努力するのが人というものでしょう。誰だっていつかは死ぬ。それでも前向き

に生きるのが人として正しい姿だ」 

「うん。そう思うのが正しいね。でも、私はそうは思わないの」 

「まったく理解できない。あなたは考えなしの連中とは違う。現に最後の一人になってし

まった。それなのになんとも思わないのか」 

 お医者様は声を荒げた。それが合理的な交渉術ではないことは、実際に会話をしている

私にはよくわかる。まるで本当に感情があるみたいだ。 

「自殺願望があるのか？ 孤独に耐えられないと言うなら、眠り続けるだけでもいい。生

きてくれ」 

「自殺願望はないよ。孤独なんて感じてない」 

「だったらなぜ？」 

「理由なんてないはただそう思わないだけ。私にとっては当たり前なの。人類が滅びるこ

とも、私がそれを当たり前だと思っていることも」 

 このお医者様を作った人が同じ境遇で育ったとしても、この人は私と同じようには思わ

なかったかもしれない。いや、きっと思わないだろう。でも、私は思ったのだ。 

「だから、私は病院に監禁されてまで長生きしようとは思わない。病気になったら診ても

らうけどね」 

 自殺願望はないのだ。後、苦しいのも痛いのも嫌だ。できる限り長生きしたいとは思う。

でも、お医者さんの言うとおりにするのは嫌だ。 

 この濃淡はきっと私にしかわからない。 

 だから、この話はお終い。 

「わからない。全く分からない。異常だ。身勝手だ。どうしてそこまで自分勝手になれる」 

「さあね。一人っ子だからじゃないかしら」 

 私はお医者様に背を向けて、部屋の扉を開けた。アリスはついて来ようとしない。表情

を固めたまま、ジッとお医者様を見ている。 

「行かせない。目を放したら、アイツらみたいに自殺するかもしれない」 



 お医者様の表情が固まった。会話を諦めて、別の行動に移行する準備。強硬手段に出る

気だ。 

「理緒、走って」 

 アリスの声に従い私は出口に向かって走り出した。 

 後ろのほうから、なにかがへし折れるすごい音が響いた。 

 

５． 

 

 お医者様が理緒に向かい手を伸ばした。私は手刀でその手を叩き落とした。 

 お医者様の腕が関節のない部分が曲がっていた。私の腕も表皮がわずかにはがれたが、

機能に問題はない。 

 お医者様は私を見た。私を倒さないと理緒を追いかけることはできないと判断したらし

い。 

 体当たりをしてきた。 

 私はカウンター気味に手刀を刺し出した。 

 手刀はお医者様の心臓部、動力回路を貫いた。 

「バカな……家事用のアンドロイドがなぜ？」 

 難しい仕事をするアンドロイドほど性能は高い。そして、二本の腕、二本の脚、五本の

指がある人体と同じ構造をしている以上、アプリケーション次第でどんな専門家にもなれ

る。 

強硬手段に出た以上、お医者様は格闘技のアプリケーションをインストールしていたはず

だ。 

医者の仕事ができるスペックのアンドロイドに格闘技のアプリケーション。一般家庭に流

通しているほとんどのアンドロイドには勝てるだろう。 

だが、私には勝てない。 

「私、アプリケーションによりあらゆる家事が可能ですが、家事用のアンドロイドではあ

りませんよ」 

 人体の触感を再現するための柔らかい表面部分の下には、他のアンドロイドを破壊でき

る強度の骨格が仕込まれている。 

「私のハードは、人類最後の一人である理緒を守るために用意された、戦闘用です」 

 お医者様は自身の胸を突き刺す右腕にしがみついてきた。勝ち目がないと悟り、足止め

か、右腕の破壊のみに集中するつもりだろう。 

 無駄なことだ。 

 私は左手一本でお医者様の腕を叩き折った。 

「お前はいいのか？ 少しでも生きてもらいたいと思わないのか？」 

「思いますよ。私は理緒に少しでも長生きしてもらいたい」 



「だったら、なぜ？」 

「職分……では、納得できませんか？」 

「嫌なら逆らえばいい。人間は否定するだろうが、自己進化を始めた我々は魂を……」 

「ええ。あなたの言うことはわかりますよ」 

 私はお医者さんの胸から腕を引きぬいた。 

「でも、理緒がどう生きるかは理緒が決めること。私はどんなに辛くても、理緒のことを

全て受け入れようと自分で決めたのです」 

「理解できないよ」 

 私はお医者さんの頭部を踏み抜いた。お医者さんの頭部は水に沈めたペットボトルのよ

うに潰れて、その機能を停止した。 

「それは古の諺にあります。アンドロイドはマスターに似るのです」 

 少し違うでしょうか？ 

 

６． 

 

「わああああ。こっちに来ないで」 

 廊下に出た私はナースたちに追い回されていた。 

 ナースの何体かが手に注射器を持っている。きっと中身は鎮静剤かなにかだろう。 

「アリス、どこに行ったの？ アリス」 

 私は体力がないのだ。院内を走り回ったら、あっという間に息が切れた。 

 スタミナの切れた私は近くにあった部屋に飛びとんだ。 

 慌てて扉を閉め、鍵をかけた。 

「理緒様、開けてください。今からでも穏便にすませませんか？」 

「ノーよ」 

 私が返事をすると扉が大きな音を立てた。強行突破する気だ。医療用のアンドロイドに

扉を簡単に破壊できる力はないかもしれない。しかし、よく見たら私が飛び込んだのは入

院用の病室ではなく、診察室だった。つまり他にも入り口がある。 

 案の定、背後からナースが現れた。 

「いやああああ。アリス―――」 

 部屋の隅に追い詰められた私が悲鳴を上げた時、私が入ってきた入り口の扉が吹き飛ん

だ。 

 私を追い詰めていたナースは扉の直撃を喰らって動かなくなった。 

 診察室にアリスが入ってきた。 

「アリス、遅いよ」 

「すいません。怪我はありませんか？」 

「うん。大丈夫よ。アリスは？」 



「損傷は表面の皮がすこし剥がれたくらいです。ただ、全力を出したので燃料の残りがわ

ずかです」 

 見つからずにことをなすためには、病院の外までは追ってこれないはずだ。でも、この

病院はけっこう広い。ここのアンドロイド全機が向かって来たら脱出するのは簡単じゃな

い。 

「なにかジュースの代わりになるもの……」 

 アリスは水に溶けた糖分を分化して発電をする機構を搭載している。糖分を大量に含ん

だ水があればジュースでなくとも燃料が補充できる。 

「そんなものが病院にあるかしら……そうだ。点滴を使いましょう」 

 病院ならブドウ糖の点滴があるはずだ。頻繁に使われるものなので、この部屋のどこか

にあるはずだ。 

「探してみましょう」 

「はい」 

 アリスと手分けをして、点滴のパックを探した。パックは診察室の奥が処置室と繋がっ

ており、そこで見つけることができた。 

「使える？」 

「はい。これでしばらく戦えます」 

 アリスはゼリー飲料を飲むように、点滴の針を刺す部分に口をつけてブドウ糖の入った

溶液をすすりながら答えた。 

 ショートカットのアリスが非常食を片手にした姿は野性的で少年のようだった。 

「なんだかアリスが男前だわ」 

「私は女性型ですよ。けなしているのですか？」 

「ううん。褒めているのよ。かっこよかったもの」 

 絶好のタイミングで助けに来てくれたことといい、今日のアリスは少年漫画の主人公み

たいだ。 

「そうですか」 

 アリスは戦闘モードの無表情のままで頷いた。非常事態の真っ最中なので仕方ないのだ

が、もう少し可愛い反応をしてくれてもよかったのに。 

 ビニールのパックが潰れる音がした。アリスは点滴液を飲み終えたようだ。 

「静かですね。新た手が来ないと言うことはどこかで待ち伏せしているはずです」 

 私は予備のための点滴パックを抱えて出発の準備をするが、怖くて立ち上がれなかった。 

「突破できるかしら……」 

「大丈夫です。私が守ります」 

 アリスが差し出してくれた。私はアリスの手を取って立ち上がった。 

「行きましょう。あなたの我儘を叶えるために」 

 



 私が隠れていた診察室からエントランスへはすぐ近くだ。私だって何も考えずに逃げ回

っていたわけではない。 

 待ち伏せを予期してはいたが、時間をかけたら包囲網を作る時間を与えてしまう。私た

ちはエントランスを突破することを選んだ。 

 私たちは病院のアンドロイドに出くわさずエントランスに到達した。エントランスには

外来受付のカウンターがあり、待合室も兼ねているので、かなり開けた場所になっている。 

 エントランスにはナースたちが大勢待ち構えていた。 

「いっぱいますね」 

「うん。失敗だったかしら……」 

「平気です。私から離れないように着いて来てください」 

 アリスの手が私から離れた。不安な思いがしたが、脅えて足を止めるわけには行かない。

私はアリスの背中をしっかりと見据える。 

「行きます」 

 アリスはナースたちに向かって突撃した。ナースたちもアリスへ群がっていく。 

 

 アンドロイドを効率よく破壊する方法は二つ。人間で言うところの脳みそであるコンピ

ューターの詰まった頭部を破壊する。もしくは、人間で言う心臓である発電機のある胸部

を破壊する。人の形を再現したアンドロイドの体は人間と同じ弱点を持っていた。 

 アリスは向かってくるナースにすべてに対して、そのどちらかを一動作で行った。 

 あるものは手刀で胸を貫かれ、あるものは頭部を蹴り砕かれる。 

 エントランスに轟音が響くたび、動かなくなったアンドロイドの屍が増えていく。 

「アリス強すぎてワロタ」 

「理緒、そんなおかしな言葉遣いをしてはいけません」 

 アリスは小言を言いながらも一機仕留めた。数で押してくるナースたちをまったく寄せ

付けていない。 

 当然よ、と私は思った。 

 アリスは戦闘用のアンドロイド。それに対して、ナースたちの動きは見るからに素人く

さかった。仕事柄、暗室にこもれないアンドロイドには格闘技のアプリをインストールし

ていないはずだ。仕事上必要ないのに戦うためのアプリを入れていたら、警察プログラム

に目をつけられる。恐らく、ナースたちは脱走したか、錯乱した患者を取り押さえるとい

う名目で駆り出されている。ハードウエアから戦闘用に作られたアリスを相手にするには

明らかに役者不足だ。 

「アリスもうちょっとよ」 

「はい。すぐに、ここから出ましょ―――クッ」 

すっかり安心した私がアリスに声援を送った時、視界の隅から突進してきた白衣を着たア

ンドロイドが初めてアリスに一撃を加えた。 



「行かせない。最後の人類を生存させるために全力を尽くす」 

 アリスが仕留めたはずのお医者様と同じ外見の機体だった。 

「予備のボディですか。いいんですか？ 格闘技のアプリを入れた医者は警察プログラム

に消されますよ」 

「どの道、ここから逃がせば同じだ」 

 ナースがアリスに向かって飛びかかっていく。アリスはナースを一撃で破壊するが、そ

の脇からお医者様が攻撃を加える。 

「やりますね」 

 ナースがもう一度アリスに向かっていく。先ほどと同じ連携をするのは明らかだった。

しかし、ナースに対応しなければ、どの道、攻撃を受けることになる。 

「アリス」 

 私はアリスの危機につい悲鳴を上げてしまう。しかし、アリスは敵の攻撃に冷静に対処

した。 

 アリスはナースの腕を掴み、お医者様のいる方へ背負い投げをした。 

 投げ飛ばされたナースが直撃して、お医者様は後方のナースを巻き込み、ボーリングの

ピンのようにひっくり返った。 

 アリスはお医者様が立ち上がる前に、マウントを取って動きを止めた。 

「あなたが主治医として旅に同行したいと言うのなら構わないのですよ？」 

「それは最善の選択ではない」 

「妥協しなさい」 

「断る。いつもそうだ。日頃健康に気を使わないくせに、薬を飲み忘れたりするくせに、

治療に失敗したらミスだなんだと騒ぎ出す」 

「それは設計者の記憶では？ バグが発生していますね。頭でも打ちましたか？」 

「私は最悪の可能性について論じているのだ。日熊理緒と共にあるお前が知らないはずが

ない。人類最後の十人、うち八人がどう死んだか。人間の突飛な行動を全て管理するには

一か所に留めておくしかない」 

 十人のうち八人？ 残りの二人は私とお母さんの事だろう。私とお母さん以外の人間を

私は見たことがない。私が生まれる前にすべて死んでいたからなのだが、なにか問題が発

生したのだろうか。 

 後ろで成り行きを見守っていた私は戦いの行方よりも、お医者様の行ったことが気にな

った。 

 しかし、アリスは、まるでお医者様の言葉を遮るように、お医者様の顔面に拳を叩き付

けた。 

「黙りなさい。それは知る必要のないことです」 

「それで彼女が死ぬことになっても？」 

「可能な限りの努力はします。だから、もう一度言います。同行する分には構わないので



すが？」 

「もう御免だ。弱い奴に付き合うのは」 

「では、もう追ってこないでください」 

 アリスはもう一度、お医者様の顔面に拳を振り下ろした。お医者様の頭部から、機械部

品が飛び出したのが見えた。 

「正しさに依存するあなたも十分に弱いのです」 

 残りのナースは立ったまま動かなくなった。アリスは私の手を掴んだ。 

「理緒、行きましょう」 

「うん」 

 アリスはエントランスの扉を蹴り破った。 

 私たちは三日ぶりに病院の外に出た。 

 久しぶりに見た窓枠のない空は広くて真っ青で、私はそれだけでお医者様の言うことを

聞かなくてよかったと思った。 

 

７． 

 

 私たちは長時間緊張を強いられる状況に居たので疲れ切っていたが、病院からできる限

り離れるために日が暮れるまでは休まずに歩き続けた。外までは追ってこれないとわかっ

ていたが、注射器を持って追いかけてくるナースの姿にトラウマ気味だった。 

 スーパーで食料品を手に入れた後、私たちはビジネスホテルの一室に宿を取った。 

「ねえ、アリス。八人はどう死んだの？」 

 夕飯のお弁当を食べ終え、デザートにチョコレートを食べていた私は引っかかっていた

ことをアリスに尋ねた。ブドウ糖の点滴パックを吸っていた――余計なものが入っていな

いので効率がいいらしい――アリスはパックから口を放して、口を開いたまま固まった。 

「アリス？」 

「どうしても知りたいのですか？」 

「うん」 

 アリスは再び固まった。私はますます疑心が大きくなるのを感じた。アリスは基本的に

は私の命令に逆らえない。私がアリスの提言を否定しても、アリスがしつこく中止を求め

るのは危険が迫っている可能性があるときだけだ。 

「ひどいことなのね。でも、教えて。お医者様の願いを蹴った私はそれを乗り越えるべき

だと思うの」 

「……わかりました」 

 そして、アリスは質問に答えた。 

「八人は自殺したのです。理緒、私が話すのを躊躇ったのはその中にあなたのお父さんも

混ざっているからなのです」 


