
 第一話 
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「おかえり、理緒」 

 学校から帰宅した日熊理緒は、絶世の美少女に出迎えられた。 

 起伏の少ないスレンダーボディと完璧すぎて人形めいた冷たい印象を与えるところは好

みの分かれるところだろうが、顔の造形が完璧なのは誰もが認めるところだろう。 

「ご飯にします？ お風呂にします？ それともワ・タ・シ？」 

「アリス……どこで覚えてきたんだ？」 

 残念ながらそういう関係ではない。理緒はうんざりした調子で答えた。 

「理緒のベッドの下にあった本から」 

「な……エリスのプログラムから外したはずだぞ」 

「うん。だから私の判断で」 

「やらなくていいって言っただろ」 

「じゃあ、自分で片付けて」 

 母親のようなことを言っているがそうではない。肉親だったら美形遺伝子の恩恵に与か

れたのだろうが、残念なことに親どころか兄弟ですらない。 

「なにかお困りですか？」 

 玄関先でグダグダやっていたら、奥からもう一人の同居人が現れた。 

 アリスと同レベルの美人でありながら、親しみやすい印象を与える柔和な顔立ちの少女。

ヒラヒラしたスカートと長い髪が歩調に合わせて小さく揺れた。 

「エリス、大丈夫だからいつも通りで」 

「わかりました」 

 エリスはさりげなく理緒の通学かばんを持ち、理緒の部屋に片付けに行った。 

「あ、しまった」 

 理緒は焦った。アリスが自分の留守中にベッドの下の本を引っ張り出したことを思いだ

したからだ。 

「大丈夫。机の上に積んだりしてないから」 

「な……まったく、なんて……」 

 日熊理緒の同居人、アリスとエリスは親でも兄弟でもない。漫画でありがちな幼馴染や

それ以上でもない。 

 もとは事業用のロボットの発展系。家事手伝いロボットの最上位機種。 

 高度なＡＩと人間そっくりの外見を持った―― 

「なんて、アンドロイドだ」 
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 理緒がアリスと出会ったのは十年ほど前のことだ。 

 その頃、理緒の父親と母親は離婚したばかりだった。 

 理緒の覚えている範囲では、両親とも仕事で家を空けることが多く、仲が良かったこと

がない。世間的にも離婚率が上がり続けている世代だった。だから、それ自体はそれほど

ショックでもなかったのだが、母親不在の家庭での慣れない家事には疲れていた。 

 そんな折、理緒の父親が家に連れてきたのがアリスだった。 

 理緒の父親は仕事で家を空けがちで、家事を幼い理緒に任せていた。それに気を使った

のか家事を任せるために連れてきたらしい。 

綺麗な人だな。 

 理緒のアリスに対する第一印象はそれだった。 

 しかし、生気のない瞳、関節をつなぐ球体を見て気づく。 

 彼女は人間ではなかった。 

 

ゆっくり体を揺すぶられ理緒は目を覚ました。 

「ふぁ……アリス？」 

「理緒、起きた？」 

「……後５分」 

 理緒は二度寝をしようと布団に潜り込もうとする。 

だが、アリスは理緒の頭部を掴み、強引に起き上がらせた。 

小気味のいい音がした。 

「ぐ……く、首が」 

「起きた？」 

「お、起きた。起きたから放してくれ」 

 解放された理緒は痛む首を押えながら、アリスに時間を確認した。アリスは自身の内蔵

時計の表示時刻を答える。いつも通りの時間だった。 

「エリスが朝食を作ってる。着替えたらすぐに来て」 

「わかってるよ」 

 アリスが部屋から出て行った。エリスの手伝いに行ったのだろう。 

「ふあぁ」 

 理緒は大あくびをして、目を擦った。まだ、目がしぱしぱする。どうやら眠り足りない

ようだった。 

 ふらふらと布団に引き寄せられて行く。 

「寝ちゃダメ」 

 アリスが扉から顔を出していた。 



「……はいはい」 

 理緒は制服を手に取った。 

 

「おはようございます、マスター」 

 リビングに行くとエリスとうまそうに湯気を立てる朝食が待っていた。 

 理緒はもそもそと朝食を食べ始めた。 

「理緒、いただきます言ってない」 

「……いただきます」 

  

 食事を終え、学校へ行く準備が終わった。 

 理緒がそろそろ出発しようかと玄関へ向かうと、アリスが追いかけてきた。 

「お弁当忘れてる」 

「ああ……ありがと……」 

 理緒が振り返った時、アリスがなにかに躓いたようにバランスを崩した。 

 アリスの持っていた弁当箱が理緒に向かって飛んできた。振り向きざまだったため避け

ることもできず、弁当箱は理緒の顔面に直撃した。 

「あ、いだっ……」 

「り、理緒」 

 理緒の顔にぶつかった弁当箱が床に落ちた。落ちた衝撃で蓋が外れ、中身が床にぶちま

けられた。 

「ああ、弁当が……」 

「ごめん、理緒……どうしよう、お弁当が」 

 アリスの視線が理緒とお弁当のあいだでふらふらする。 

「大丈夫だから、とりあえず拭くものを」 

「こちらでよろしいでしょうか？」 

 リビングから様子を見ていたらしい。エリスがタオルを差し出してきた。 

「お昼の準備はいかがなさいましょう？」 

「購買で買うから今日はもういい。掃除だけしておいて」 

「かしこまりました」 

 理緒は携帯で時間を確認した。 

 画面から目を離したとき、アリスと目があった。理緒はなぜかそのことが気にかかった

が、登校時間が迫っていたので、そちらを優先して追求しなかった。 

「じゃあ、もう行くから」 

「……いってらっしゃい」 

 

 教室に到着する。教室は登校してきたクラスメイト達でにぎわっていた。出かける前の



ごたごたでギリギリの時間になってしまったようだ。 

 理緒はカバンを置いて、席に着くと隣の席に挨拶した。 

「おはよう、美里さん」 

「おはようございます、理緒君」 

 美里は笑顔で理緒にあいさつを返してくれた。 

 理緒はなんだか血の巡りがよくなったようないい気分になった。 

「……理緒君」 

 美里が理緒のことをじっと見ていた。 

「え、な、なに？」 

 理緒が上ずった声で答える。 

 美里の手が理緒のほうに伸びる。 

「何かついてますよ……ご飯粒？」 

「ああ、あの時に付いたのか」 

「なんの話ですか？」 

「出かけるときに弁当箱をひっくり返しちゃって」 

 美里はご飯粒をわざわざティッシュに包んでゴミ箱に片付けた。 

「ありがとう」 

「どういたしまして……あ、先生がいらっしゃったようです」 

 慌てて席に着く。 

 生徒たちが落ち着くのを待って、先生は出席を取り始めた。 

 

 昼休みになった。 

 学校というのはロボット技術の発展で、もっとも変化しなかった組織らしい。 

 いくら高性能なアンドロイドが登場しても、機械に教育を任せるわけにはいかないとい

うのが一番大きな理由とされている。 

 他には生徒が悪戯するから、といものがある。 

 個人的に理緒は後者のほうがメインではないかと思っている。なぜなら購買部の売り子

も未だに人間がやっているからだ。 

 そういうわけで、昼休みの購買部は昼食を求める生徒たちでごった返していた。 

理緒は人ごみで揉みくちゃにされながら、なんとか昼食用のパンを買うことができた。

普段、弁当持参の理緒はこれだけでかなりぐったりしていた。 

教室に戻る気力がなくなった理緒は校庭のベンチを探すことにした。 

ぼんやり歩いていると、視界のかなり下のほうから手が伸びてきて理緒のパンをさらっ

ていった。 

「だ、誰だ……って、先輩ですよね」 

 悪戯好きの小動物のように理緒のパンを取ったのは、理緒が所属する部活の先輩だった。 



「くっくっく、油断するほうが悪い」 

 一つ年上のくせに随分小柄な少女は悪の科学者のような笑いを浮かべた。ただし、そう

思っているのは本人だけで、理緒にはいたずら好きな小学生にしか見えない。 

「今日はお弁当じゃないんだね。エリスちゃんと喧嘩でもした？」 

「しませんよ。アンドロイドですよ」 

 理緒は今朝の顛末を先輩に話した。 

「ふむふむ」 

先輩はなにか考え込むような表情をした。そして、理緒の言葉を噛みしめるようにパン

を咀嚼していた。 

「それ俺のパン……」 

「その後、アリスちゃんどんな感じだった？ 普通に動いてた？」 

「え？ え～と、慌ててたからよくわからなかった」 

「そっか。まあ、いいや。近いうちに部室にアリスちゃんを連れてきなよ。そろそろあの

子の体をいじりまわし弄びたい」 

「普通に定期メンテと言ってください」 

 先輩は悪の科学者笑いをして去って行った。 

「しまった。パン持ってかれた」 

 先輩と別れてからしばらくしてようやく思い出した。 

 少し昼食の量が少ないような気がしたが、もう一度購買の混雑に向かう気がなかったの

でそのまま食べる場所を探すことにした。 

  

 理緒は中庭に出た。校舎に囲まれたそこは日当たりが悪く、年中じめじめしているので

あまり人気がない。理緒も普段はあまり訪れないのだが、人が少ないので落ち着いて昼食

を摂りたい時には悪くない場所だった。 

 昼休みにも関わらず、今日も中庭は静かだった。どこかから誰かが騒いでいる声が聞こ

える。 

 理緒は座る場所を探す。 

 その途中、先客がいることに気が付いた。隣の席の美里だった。 

 そういえば、昼休みに教室で彼女の姿を見たことがない。 

「美里さん、昼はいつもここなの？」 

「はい。雨が降らなければ」 

 理緒はさりげなく美里の隣に座り、パンを食べ始めた。ちらっと隣を見ると美里がパッ

クのジュースしか持っていないことに気が付いた。 

「お昼、それだけなの？」 

「ええ。ダイエット中なので」 

 いくらなんでも少なすぎると理緒は思ったが、そのあたりはデリケートな話だろうから



深く追求しないほうがいいと思った。 

「理緒君はいつもはお弁当でしたよね」 

「うん。今日は出かけに弁当箱をひっくり返しちゃって」 

「それで服にご飯粒が付いていたんですか」 

「ああ、まあ、そんなところ……アハハ」 

 今朝のやり取りを思いだし、恥ずかしくなった理緒は話を切り上げるためにパンにかぶ

りつく。美里のほうはすでにジュースを飲み終わったようで、理緒の食事が終わるのを待

っていた。 

「そろそろ教室に戻る時間です」 

「もう、そんな時間？」 

 結局ゆっくりはできなかった。それでも、理緒は楽しい昼休みだったと思った。 
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 放課後になった。 

 生徒たちは放課後の予定を話し合いながら帰り支度を始める。理緒もノートや教科書を

カバンに詰めながら放課後の予定を考えていた。 

 部室によって行こうと思った。先輩に昼休みの借りを返さねばなるまい。 

「よし。行くか」 

 片づけを終え、立ち上がる。同じタイミングで隣の席の美里も帰り支度を終えた。 

「それでは理緒君、また明日」 

「ああ、また明日」 

 そういえば、と理緒は思い出す。美里が放課後どう過ごしているのか知らない。部活に

も入っていないようだし、いつも放課後になるとすぐに一人で帰ってしまう。今日もすで

に教室にいない。 

「いつも聞きそびれるんだよな」 

 ひょっとして避けられてるんじゃ、と不安になりつつ部室に向かった。 

 

 理緒は工学部と書かれたドアの前で立ち尽くした。 

 理緒の部活の先輩、本名を椛田翔子は一言で言えば変わり者だ。 

 まず外見だ。とても小さい。よく小学生に間違えられる。ついでに服装だ。さすがに授

業中は控えているようだが、それ以外のときは常に白衣を着ている。長すぎる裾を引きず

りながら歩いている様はどこにいても浮いている。 

 もちろん中身も変だ。実家がアンドロイドの開発で一儲けしたお嬢様で、本人もかなり

の知識と技術を持っている。 

 それだけ見れば立派なエリートなのだが、行動がいちいち行き過ぎている。 



生徒会をやりこめて設立時、自分一人しかいなかった部活に部室を入手。高価な機材を

持ち込み、部室を改造し、学校のネット回線にただ乗りするのは当たり前。電気系統を引

っ張り回し部屋ごとの割り振りをはるかに超えた電力を引き込む。さらにはセキュリティ

ーを自前で強化。ＰＣにパスワードをかけるだけではなく、ドアや窓に電子ロックやら警

報装置やらを取り付けていた。 

その電子ロックのせいで理緒は部室の前で立ち往生していた。 

「……ナンバーが変わってる」 

 定期更新のことを忘れてしまったことに気が付いた。セキュリティーの一環として、部

室のドアのナンバーは一か月ごとに変更されている。これが銀行のカードとかなら立派な

防犯意識だと思うところだが、部室のドアなら大げさだとしか思えない。 

 呼び出しのボタンを押しても反応がない。 

 普通の相手なら留守だと思うところだが、先輩のことだからなにかの作業に夢中になっ

てチャイムに気付いていないのだろうと理緒は考えた。 

 理緒はチャイムを連打した。 

「先輩、いないんですか……ぐあ」 

「うっさいわ。ボケェ」 

 理緒は勢いよく開いたドアに顔面をしたたかに打ち付けた。 

 ちなみにそのドアは先輩が勝手に取り付けた耐火とか防弾だかを高めた特注品らしくて、

とても重くて硬い。 

 理緒は、今日はよく顔をぶつける日だと思った。 

「なんだ、理緒か」 

「なんだじゃないですよ……イタタ」 

「そんなところでなにしてるの？」 

「ナンバーがわからなかったんですよ」 

「ふん。忘れるほうがわるいわ」 

 先輩はネットリテラシーやセキュリティーうんぬんと講釈を垂れながら、部室に引っ込

む。理緒もそれに続いた。 

「う、なんですか、この臭いは？」 

「なにって、わかるでしょ？」 

 理緒は臭いの発生源を探す。 

 机の上に基盤とはんだコテを見つけた。考えてみれば、はんだの臭いは独特なので詳し

い人ならすぐに気が付く。 

「今度はなにを作ってたんですか？」 

「ファミコンのアダプター。昨日、壊しちゃったから」 

「そういうのって自分で作れるんですか？」 

「れるよ～。理緒はやったことないの？」 



「今時、そんなことしてるの先輩だけですよ」 

「そんなことないでしょ」 

 言いながら翔子は作業に戻る 

 翔子のもう一つの変人たる所以がこれだ。 

 レトロマニア。 

 最新型のアンドロイド用にプログラムを組んだりする一方で、古いゲーム機の部品を自

作していたりする。 

「よし。完成」 

 翔子がはんだを置いたとき、電子音が鳴った。ドアのロックを解除した音だ。 

「お姉さま、お菓子を買ってきました」 

 購買の買い物袋をぶら下げて女の子が部室に入ってきた。 

「お～たんぽぽ、いいところに」 

 たんぽぽと呼ばれた女の子は翔子が部室用に連れてきたアンドロイドだ。ちなみに学校

にアンドロイドを持ち込むのは校則違反である。 

『制服着せとけば、ばれないって』 

 とは、翔子の弁である。実際、たんぽぽはよく購買部へお遣いにいっているが、教師に

見つかって問題になったことはない。 

「理緒様いらしていたのですか。すぐにお茶をいれますね」 

「ありがとう、たんぽぽ」 

 たんぽぽは紅茶を入れる準備をする。茶葉は翔子が家から持って来た高級品でかなり高

価で香高いもののはずだ。しかし、はんだの臭いで紅茶の香はまったくわからなかった。 

 理緒は窓を開けて空気を入れ替えた。そして、たんぽぽが買ってきたお菓子に手を伸ば

した。 

「理緒～対戦……って、それ、私のお菓子」 

「昼のお返しですよ」 

「なに～じゃあ、負けたほうがパシリ」 

「どの辺がじゃあなんですか」 

 野球ゲームで対戦した。理緒のぼろ負けだった。 

 

 結局、お菓子をおごらされた理緒は下がり気味の気分で帰路に就いた。 

 辺りはすでに暗くなっていた。ＬＥＤの街灯が不自然に明るかった。 

 携帯で時間を確認する。その時、アリスからメールが届いていることに気が付いた。 

『いつ帰ってくる？』 

 すでに向かっていると返信する。 

「心配性だな」 

 走りに近い早歩きで自宅に向かう。その途中、ゴミ捨て場の前を通りかかった。そこで



理緒は異様なものを見つけた。 

 

 人間が横たわっていた。 

 

 裸でピクリとも動かない。目も見開いたまま瞬きもしない。 

（まさか、殺人……） 

 恐る恐るゴミ捨て場に近づく。 

 そして、気が付いた。 

 そこで横たわっていたのは人間ではない。人間そっくりのアンドロイドだった。 

「なんだ……」 

 顔こそ人間そっくりだが、関節のつなぎ目には球体がはまっており、人間らしい曲線が

ない。人形そのものの作りだった。 

 これは十年近く前のアンドロイドだ。最新型は関節部にも継ぎ目がなく、近くで見ても

本物の人間に見える。 

 不法投棄。 

 理緒は悲しいような寂しいような、いたたまれない気持ちになった。 

 迷子を見捨てるような気持になったが、持って帰ったところでどうすることもできない

ので理緒はそのまま自宅に向かった。 

 

「お帰りなさい、ご主人様」 

 沈んだ気分で帰宅した理緒を迎えたのはメイド服を着たアリスだった。 

 落ち着いた色。スカートはロング。肩のところが膨らんでいて、袖にはフリル。もちろ

んエプロンにもフリルがあしらわれている。 

 スカートをつまみ、ちょこんとお辞儀する。 

 しかし、顔は無表情のままだった。アリスは表情を変えることが、機能的な問題でほと

んどできない。 

「どこで覚えてきたんだ？」 

「理緒のベッドの下に……」 

「わかった。もういい」 

 うんざりしたような顔になった理緒を見て、アリスは首を傾げた。 

「……似合ってない？」 

「え、いや、そんなことはないぞ」 

「本当に？」 

「ああ……に、似合ってるよ」 

 理緒はどもりながら答える。 

「……うん」 



 アリスは理緒がほんの少し赤くなっているのに気付いたが指摘しなかった。 

 

 夕飯を終えた後、理緒は宿題を片付けるためパソコンに向かっていた。 

 理緒の隣にはエリスが座っている。一見すると宿題をさぼらないか監視しているようだ

が、そうではない。 

理緒が使っているモニターとキーボードのコードはエリスのうなじに向かって伸びてい

る。エリスがディスクトップＰＣの役割を果たしているのだ。 

アンドロイドには従来のパソコンのような機能も内蔵されている。単独でネットワーク

に接続でき、場合によっては自分からメールを打つこともある。 

「わからん。エリス、関連項目を検索して適当にコピペを……」 

「ズルはダメ」 

 アリスに止められた。アリスはメイド服のまま家事をこなしている最中だった。 

 宿題が行き詰った理緒はそんなアリスをぼんやり眺める。 

 背筋の伸びた綺麗な姿勢で歩くアリスにメイド服はよく似合う。本物のメイドのようだ。 

 揺れるスカートが気になる。理緒はいやらしい気持ちではない、単に珍しいからだと自

己弁護する。 

 理由があって、アリスは普段はパンツルックだ。スカートを穿くことは滅多にない。 

「さぼっちゃダメ」 

「はいはい」 

 理緒は宿題に戻ろうとモニターに向かおうとするが、後ろで大きな音がしたので振り返

った。 

 アリスのスカートの中が見えた。 

 真っ白くて、ふっくらした布。ドロワーズだった。 

 転んだ拍子にスカートが捲れたらしい。 

 アリスがパッと立ち上がる。理緒はサッと振り向く。 

「……見た？」 

「見てない」 

 数瞬の間があり、家事を再開する音が聞こえだした。理緒も宿題に戻る。 

 なるべく平静を装おうとするが、背中越しに物音と動く気配だけで存在を感じていると

余計に意識してしまう。 

（……落ち着け。アリスの下着くらいがなんだ。アリスの下……） 

 理緒は余計な考えを払い落とすように頭を振った。 

（落ち着け。アリスはアンドロイドじゃないか） 

 きつく目を閉じて、声に出さず念じる。 

 雑念が消えていくような気がした。ずっと目を閉じているうちに意識まで遠のいて行く。

理緒は宿題を前に寝落ちした。 
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「……さま。理緒様」 

 エリスの柔らかな耳触りのいい声で起こされた。 

「ねむ……今何時？」 

 エリスが答えた。いつもアリスに起こしにもらいに来る時間より三十分ほど早かった。 

「じゃあ、時間まで寝るから」 

「理緒様、朝食の準備はいかがいたしましょうか？」 

「…………？ そりゃ、食べるけど？」 

 理緒は寝起きが悪い。二度寝するとこなどしょっちゅうだし、起きた後もしばらくの間

ぼんやりしていることがある。 

 そんな立ち上がりが遅い理緒の頭はここまで来てようやく違和感を持った。 

 なぜか体のあちこちが痛い。次に、朝に理緒を起こしに行くのはアリスの仕事だ。そし

て、エリスは朝食の準備をするかしないかなどいちいち確認するような設定にはなってい

ない。 

「では、作業を中断しますか？」 

「作業……？」 

 理緒は昨夜モニターの前で寝てしまったことに気が付いた。 

（ああ、なるほど。それで朝食を作るか確認したのか） 

 普段通りなら時間になれば勝手に料理を始めるが、今日は宿題のためＰＣとして使った

ままにして理緒が寝てしまった。そういうイレギュラーが発生したため、どちらの命令を

優先するかを確認しなければならなかった。プログラムで動くアンドロイドはその判断を

自分で下すことができない。 

 理緒の頭の回転が少し早くなった。 

「しまった。宿題、終わってない。今何時？」 

 エリスが答える。まだ、五分も経っていない。 

「仕方ない……エリス、朝食は中止。宿題はコピペででっちあげるか……」 

 とりあえず、提出できる体裁は取り繕うと思い。ネットに検索をかける。 

「……腹減ったな」 

 キーボードで文字を打ちながらつぶやく。 

「理緒、ごはんは私が作る」 

 アリスがエプロン姿で現れた。エプロンの下はメイド服ではなく、いつものパンツルッ

クだった。エプロンも大人しいデザインのものだ。 

「ああ、頼む」 

 アリスはうなずいて台所に向かった。 



 アリスが料理をしている間、理緒はエリスを使いネットで資料を探す。関連がありそう

なテキストを適当につなぎ合わせ課題を作成する。ところどころおかしな文章になったが、

形にはなった。 

「う～ん。まあ、いいか」 

 自分でも、減点確実のできだと思ったが提出できないよりはいいだろう。現在時刻はい

つも起きる時間をいくらか過ぎたくらい。一応、早起きの甲斐があったと思うことにした。 

「こっちもできた」 

 アリスが朝食を持って来た。食パンが主食の洋風朝食だった。 

 アリスはグラスを三つ持ってきて、野菜ジュースをそそいだ。 

「いただきます」 

 アリス、エリス、理緒がそれぞれグラスを一つずつ手に取り口をつける。 

 アンドロイドは食事からエネルギーを得ることができる。もっとも食事といっても飲み

物のみだが。 

 水分中の糖分を分解して電力を発生させる機構が付いているため、ジュースなどを飲む

ことで動くことができる。 

 理緒はよくアリス、エリスと一緒に食事をする。 

「おいしい？」 

「うまいよ。一年ぶりかな？」 

 アリスがうなずく。 

 アリスが料理をしたのはエリスが日熊家に導入されて以来なので一年ぶりだった。 

 一年前、理緒が中学三年生だったころ、父親が海外に転勤することになった。三年生か

ら突然、外国の学校に行くための勉強などできそうもなかった理緒は日本に残ることにし

た。だが、当時中学生だった理緒が一人暮らしをすることを心配した父親は最新型のアン

ドロイドを購入した。 

 それがエリスだった。 

 それから、アリスが担当していた家事のほとんどをエリスが行うようになった。 

 そういう事情でアリスが料理を作ったのは一年ぶりだった。しかし、アンドロイドであ

るアリスの腕はブランクというものを感じさせなかった。 

「ごちそうさま」 

 理緒は食事を終え、学校に出かける準備を始めた。エリスが食器の片づけを始める。ア

リスはやることがなくなってしまったようで所在なさげだった。 

 

 家を出てから、携帯で時間を確認した。 

 今日も遅刻をしないで済みそうだ。理緒に弱かった。寝起きが悪く、朝はぼーっとして

いることが多いので、出かける直前にばたばたすることが多い。 

 その点、今日はスムーズだったと理緒は自画自賛した。その前に宿題をやりっぱなしに



して寝落ちしたことはなかったことにしていた。そのせいでもう一つポカをやったことに

気付いていない。 

 昨日、アンドロイドを見つけたゴミ捨て場の前を通りかかった。 

 アンドロイドはまだゴミ捨て場に置きっぱなしだった。張り紙がされていた。不法投棄

に対する警告文だった。 

「理緒」 

 後ろのほうからアリスの声がした。 

 振り向くとアリスはなにやら紙の束を持って駆け寄って来る。理緒はようやく自分の失

敗に気が付いた。 

 機械化によってもっとも変化しなかった組織である学校は提出物を未だに紙媒体で作ら

せていた。つまり、アリスが持っているのは理緒が今朝大急ぎでしあげた宿題である。 

 理緒は慌ててアリスに駆け寄る。 

 手を伸ばせば、届きそうな距離になったとき、アリスがバランスを崩した。 

 紙の束が理緒の頭を叩く。 

 ハリセンでツッコミを入れたようないい音がした。 

「……なんでやねん」 

「理緒、大丈夫？」 

「これくらい平気だけど……最近、よく転ばない？」 

「そんなことない」 

 アリスは会話を遮るように宿題を理緒に渡した。 

「他に忘れてるものはない？」 

「ない……はず」 

「確認して」 

 理緒はカバンを開けて中身を確かめる。しかし、自分のすぐ後ろにアンドロイドの捨て

られているゴミ捨て場があるのを思い出して、作業を中断した。 

「大丈夫だから、もう帰れ」 

「ホントに？」 

 理緒はアリスにゴミ捨て場を見せたくない。アリスをなんとか追い返したかった。 

「いいから、帰れって」 

「……うん」 

 アリスが自宅のほうへ引き返したのを確認して理緒は学校に向かった。 

 

 昇降口で靴を履きかえていると美里と出くわした。 

「おはよう、美里」 

「おはようございます、理緒君」 

 互いに挨拶を交わす。 



「宿題終わった？」 

「終わりましたよ」 

「こっちも。ほぼコピペだけど」 

 小さな不正を冗談交じりに咎められたり、言い訳をしてみたり。クラスメイトの女子と

他愛のない会話をする。 

 靴箱の陰からシャッター音が聞こえた。 

「クックック。理緒の浮気現場押えたり」 

 翔子が携帯を手に悪の科学者笑いを浮かべていた。 

「アリスちゃんに送りつけてやろう」 

「ちょっ……なにしてるんですか？」 

 理緒は翔子から携帯を奪おうとするが、翔子は理緒を軽くかわしてすれ違い様に足まで

引っかけた。 

「意外だな。理緒に彼女がいたなんて」 

「ち、違います。ただのクラスメイトです」 

 一通り先輩にからかわれる。 

 

 放課後、理緒はすぐに家に帰ることにした。 

 帰ることにしたというか、帰るしかなかった。宿題をコピペで片付けたことがばれて再

提出を食らったからだ。 

 今日こそは寝落ちなどすまいと息をまく。 

昨日はエリスをＰＣ代わりにしようと思ったため、家事が片付くまで宿題に手をつけな

かった。しかし、今日は帰ったらすぐに取り掛かろう。ＰＣ役はアリスに頼めば、家事に

支障はない。 

作業計画まで立てて準備万端。 

だが、理緒の勢いは自宅のドアを開けたところで打ち砕かれた。 

「お帰り、理緒」 

 細い肩が、そこにつながる腕が見えた。長い足が見えた。関節部の球体が痛々しさを感

じさせる。 

 残念なことにそれ以上は見えない。布一枚で隠されていたからだ。 

 しかし、その布があることで丸裸よりもアリスを扇情的に見せた。 

「……なぜ、裸エプロン？」 

 半ば答えを予期しつつ理緒は家事手伝い用の、あくまで家事手伝い用のアンドロイドに

尋ねた。 

「理緒のベッドの下に……」 

 真っ赤になってわなわな震えている理緒とは対照的に無表情のままアリスは答える。 

 三度目のコントを繰り広げている間にエリスが理緒の通学鞄を片付けたり、私服の着替



えを用意したりテキパキと働く。 

 理緒の日常はおおむね平和に過ぎて行った。 
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 休日、理緒は電車に揺られていた。 

 手には買い物袋。中身は理緒にもよくわからない。電子工作の部品というところまでは

理解している。しかし、抵抗やらコンデンサーやらの細かい分類まではわからなかった。 

 なぜ、自分でもよくわからないものを買い出しに行ったのかというと先輩に頼まれたか

らだ。端的に言って、理緒はパシらされていた。 

 片道数十分、暇に飽かして先輩から預かった買い物メモを眺める。 

 商品名というか、型番が書いてあった。 

 品物は店員に揃えてもらったので間違いはない。しかし、買い終わった後でもなにがな

にやらわからない。 

 工学部という機械いじりの部活に入っているが、理緒は基本的にパソコンやアンドロイ

ドなどの電子機器は使えても作れないのだった。 

 ため息をついた。 

 興味も知識もないわけではない。そのため、かえって翔子との力量差を自覚してしまっ

たのだ。 

 

 しばらくして、目的地に到着した。 

 理緒の自宅からの最寄り駅は郊外にしては大きな駅で複数の路線が走っていた。休日と

もなるとけっこうな人ごみができる。人を避けるため線路に近い側を歩いていると、反対

側のホームに見知った顔を見つけた。 

 クラスメイトの美里だった。 

 理緒が手を振ってみると、美里も気付いたようで振り返してくれた。降下気味だった気

分が、上向きに変わった。 

 アナウンスが流れる。もうすぐ、電車が到着するようだ。 

 週明けにはいい話題になるだろう。 

 お使いとは直接関係ないことであるのに、早く部室に荷物を届けようとやる気が出てき

た。 

 理緒は視線を外して改札に向かおうとする。 

 美里の姿が視界から外れかけたとき、美里の体が傾いたのが見えた。 

 人ごみの中から一人だけ飛び出した。 

 美里はホームの淵を踏み外して、線路の上に落下した。 

「……あ」 



 理緒はとっさに手を伸ばそうとするが、届くはずもない。 

 列車がホームに入る。 

 

――ガシャン 

 

 硬いものを床に落としたような音がした。 

 あちこちから悲鳴が上がる。 

 理緒は自分の見たものが信じられなかった。眩暈に襲われてその場にしゃがみ込んでし

まう。 

 それで見つけてしまった――線路上に散らばった機械の部品を。 

 周囲のざわめきが驚きと恐怖から戸惑いに変わる。 

 その場にいた人間の多くが気付き始めた。 

 今、線路に転落したのが人間ではなくアンドロイドであるということに。 

 

「なんだ。アンドロイドか」 

 

 人ごみの中の誰かが呟いた。 
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 理緒は向かいのホームに行き詳しい事情を知ろうとしたが、事故の処理に駆け付けた駅

員や警察、パニックになった乗客、誰かが呼んだ救急車、そして野次馬の群れに阻まれて、

近づくことすらできなかった。 

 美里がいたホームに着いたときには現場はすっかり片付けられていた。 

 胸の内に渦巻いていた混乱はいつの間にか霧散していた。事故直後の何かしなければな

らないという思いが、今はもうない。 

 覚束ない足取りで駅からは出た。理緒は駅前の広場にあるベンチに座り込んだ。 

 なにが起きたのか整理しようとするが、思考が空転する。心が分裂してどこかに行って

しまったようだ。 

 時間の経過が曖昧になる。 

「……くしゅん」 

 くしゃみが出た。いつの間にか日が暮れていた。体が冷えてしまったようだ。 

「今、何時だ……」 

 ふらふらと視線を彷徨わせて時計を探す。数秒を要して携帯で確認すればいいというこ

とを思い付いた。 

 普段通りならとっくに夕食を済ませている時間だった。アリスとエリスには今日はいつ



帰るといったのだったか。理緒は思い出すことができなかった。 

「まあ、いいか。どうせ……」 

 言いかけて頭を振った。 

 わかりきったことなのに、それを口にすることが理緒にはできなかった。 

 どうせ、アンドロイド。そう思うのが普通なのだ。 

 理緒は必死にそう思い込もうとするが、胸中に澱が溜まるだけだった。 

 気分が回復したとは言い難いが、高校生が外出していい時間を過ぎてしまいそうなので

のろのろと立ち上がった。 

 歩き出そうとした理緒の前に誰かが立っていた。 

「……アリス？ どうしてここに？」 

「理緒が帰ってこないから探しに来た」 

「ああ……まあ、そうか」 

 理緒は心ここに非ずといった様子で答える。 

「どうしたの？ 元気がない」 

「そう見えるか？」 

 理緒はあることを考えた。今に限らず、ずっと考えていたことだ。 

「アリス、まるで人間みたいなことを言うんだな。本当にアンドロイドか？」 

 アリスの行動には不可解なことが多い。 

 持ち主である理緒に予測できない行動をとるのだ。どんなに高性能であっても、一見気

を使っているようにみえても、プログラムにない行動はできない。結局のところ、家電で

ある一般家庭用のアンドロイドには家事以上のことはできない。 

（――だというのに、アリスは） 

 アリスは理緒の発言の意図が見えない。言葉に詰まった。 

「……とりあえず、人間じゃない」 

 見てのとおりです、とでも言いたげな感じに腕を上げてみたりする。関節の継ぎ目に、

完全な円柱状の腕、確かに人間ではない。 

 アリスは首を傾げる。それがどうしたのか、と無言のうちに問うているようだった。 

 命令に重複がない限り、持ち主のいうことに疑問を持つのもアンドロイドにはあり得な

い。 

「理緒、顔色が悪い。帰ろう」 

「ああ、うん」 

 理緒はアリスに促され歩き出した。 

 

 理緒とアリスはいつもよりゆっくり歩き、遠回りをして家へと向かう。 

 やがて、人通りが少なくなったあたりでアリスが口を開いた。 

「なにがあったの？」 



 理緒は躊躇う。アリスにそういう話をすることについて、いろいろと思うことがあった

からだ。 

  理緒は何度か話しかけそうになって止めるということを繰り返し、慎重に言葉を選ん

で話し出した。 

「美里が……クラスメイトの女子が電車にひかれた」 

 アリスは無言を持って先を促す。 

「死んだと思った……でも、違った。アンドロイドだった」 

 そこから再び長い沈黙があった。 

 アリスはなにも言えなかった。今の話の要点がわからなかったからだ。理緒が苦しんで

いるのは分かるが、その理由がわからない。それは、理緒が美里のことをどう思っていた

かを知らないというそもそもの情報不足のせいだけでなく、アリスだからこそといえる部

分でもある。 

 それをぼんやりとだが理解している理緒はそれ以上深い話をしない。また、そこを掘り

下げることで、アリスには隠しておきたかった理緒の深いところに触れてしまうかもしれ

なかったからだ。 

 だから、両者ともなにも言えなかった。 

 アリスは考える。自分が今、なにをするべきかを。人間ならこういう時どうするかを。 

 理緒がわずかに距離を取る。 

 アリスは思わず、理緒の腕を引っ張った。 

 理緒がバランスを崩す。アリスが受け止める。 

 アリスが理緒を抱きとめた形になった。 

 全くの偶然だったが、アリスはこれが正解だったのだと理解した。 

「あ、アリス……？」 

「少し……少し、このままで」 

 理緒はアリスの動力から発せられる熱を感じていた。 

 その体温に似た温かみは少しだけ理緒を落ち着かせた。 

 

「……はあ」 

 理緒は自室のベッドに転がってため息をついた。 

 天井を眺めながら明日からのことを考えていた。事故を目撃したショックがいくぶんか

落ち着いたとはいえ、胸中にはいまだに複雑な思いがうずまいていた。 

 明日、学校に行くことを考えると憂鬱になる。 

 理緒は考える。 

 この事件はどのように処理されたのだろう。 

 結局、なにも知らずに来てしまった。気になりつつも、調べる気力がない。 

 あちこちが中途半端なまま動けないでいた。 



 とにかく明日は学校なので眠らなければならないと思うのだが、そう思えば思うほど目

はさえていった。 

 何度目かの寝返りを打ったとき、部屋の扉が静かに動いた。 

「理緒、起きてる？」 

 アリスが恐る恐るといったようすで、顔をのぞかせた。 

「起きてるよ……どうした？」 

「入っていい？」 

「ああ……いいけど」 

 アリスは静かに部屋に入ってきた。 

 まさか眠っている――スタンバイ状態になっている――エリスに気を使っているわけで

もない。動作が慎重になっているのは、理緒に気を使ってのことだろう。 

 普段、アリスは理緒に気を使わないので、理緒は珍しいことだと思った。 

「やっぱり眠れないの？」 

「まあ……やっぱり？」 

 アリスはベッドのそばに膝をついて、理緒を見下ろした。 

「昔からそう。理緒は悩みがあると考え過ぎて寝不足になる」 

「なんで、そんなことを……」 

「いつも、寝坊助なのにそういう時は起きっぱなしだから、起こしに行く前から起きてる」 

「誰が寝坊助だ」 

「理緒は寝坊助。よく寝る。そして、起きない」 

「そんなことないだろ？」 

「ある。昔からそう」 

「昔……あれから、何年だっけ？」 

「だいたい八年」 

「もうそんなに経つのか」 

 理緒は当時を思い出した。そのせいでまた少し気分が落ち込んだ。 

「そのころから寝坊助だった」 

「まだ言うか」 

「ずっとだもの。いつも……この間だって」 

 アリスと理緒の昔話を始めた。 

 話が時間を遡るにつれて、理緒は直前まで悩んでいたことを忘れていった。 

 アリスの話が終わるころには理緒は寝入っていた。 

 いつも通りの深い眠りだった。 

 

７． 

 



 事故の翌日、理緒は教室で携帯を使いニュースサイトを見ていた。 

 当たり前だが、人身事故の知らせはなかった。 

 前日の交通関連情報の中に列車の遅延情報が出ていたが、詳しい原因については触れら

れていない。 

 そうなると学校でどんな噂があるか気になったが、そもそも事故があったこと自体知ら

ない人がほとんどだった。 

 なにかわかるとすれば、教師のほうなのだろうが、美里の保護者（持ち主？）は学校側

にはどう説明しているのだろう。 

 理緒はホームルームを待った。 

 

 教師が来て出席を取り始めた。 

 一人一人の名前を読み上げていく。この光景がこの時代に残っているのは、ある世代の

人間に言わせればかなり時代錯誤らしいが、理緒たちには実感がなかった。 

「日熊理緒」 

「はい」 

 五十音順で呼ばれていく。美里は日熊の次だ。 

 にわかに緊張する理緒。 

「美里……は病欠だそうだ」 

 教師はなんでもないように告げた。 

 そんな馬鹿な、と思った。 

 しかし、生徒が列車事故にあったのに噂になってないなら学校関係者のなかで事故を目

撃したのは理緒だけなのだろう。 

それを含め、冷静に考えると学校に正体を隠して通っていたなら、とりあえずはそうい

うことにするだろう、と考えなおした。 

 そうなると学校側も何も知らないのかもしれない。 

 だとすれば、理緒に事故のことを詳しく知る手段はなくなる。 

「……ふう」 

 理緒はため息をついた。あまりに周りに変化がないせいで、拍子抜けしてしまった。し

かし、そのことにホッとしている自分もいることに気付いた。 

 理緒は周りが動き出すのを待とうと思った。どのみち自力で探りを入れるなんてことは

できないのだと自分に言い聞かせる。 

 

 チャイムが鳴り、授業が終わる。 

 授業のあいだ、理緒はずっとぼんやりしていた。 

 一旦、事故のことは考えないと決めたが、それで完全に意識を切り替えられるほど単純

ではなかった。 



 考えないようにすることにばかり集中していたため、授業の内容は頭に入ってこなかっ

た。わけもなく隣の席をちらちら見ていたりした。結果、授業に対して、やる気がないよ

うな態度になってしまう。何度か教師に注意されたりもした。 

 教師が教室を出ると、周りの生徒たちが騒ぎ出す。部活に向かったり、教室に残って遊

びの相談をするなど思い思いの行動をとる。 

 理緒は部室に向かうことにする。部室に置いてある古いゲームはなにも考えないために

は最適だと思ったからだ。 

  

 相変わらず無駄に厳重なロックを解除して部室に入ると翔子の怒鳴り声が聞こえた。翔

子は普段あまり声を荒げたりしないので、理緒はぎょっとしてしまう。 

「だから、知らないっていってるでしょ。よそのクラスなんだから――」 

 翔子は携帯を片手に叫んでいた。 

（誰と話しているんだ？） 

 普段と様子の違う翔子。理緒に対していらだっているわけではないが、ゲームができる

雰囲気ではない。 

 理緒は気付かれる前に帰ろうかと思案する。 

「こんにちは、理緒様」 

 翔子の部室用アンドロイド、たんぽぽに見つかってしまった。 

「先輩、どうしたの？」 

「お父様と電話しております」 

「お父様と……？」 

 翔子の父親というと、アンドロイドの開発でひと財産きづいたやり手の研究者のはずだ。 

「なにを話しているんだ？ 随分、もめているみたいだけど」 

「すいません。それについてはお話しできません」 

「そっか、なら、いいや」 

 親との話だし、プライベートのことなのだろう。あまり関わらないほうがいいかもしれ

ない。 

「今日はもう帰るか」 

「え……お帰りになられるのですか？」 

 たんぽぽはポットに水を入れていた。部室に誰かが来るとお茶を用意するようにできて

いるらしい。 

「やっぱり、飲んでから帰ることにする」 

「はい。すぐに準備しますね」 

 理緒は部室のソファに座って、たんぽぽを待つことにした。手持無沙汰になってしまっ

たので、机の上に置いてあった作りかけの回路を手に取ってみる。 

 理緒にはこの回路が何に使うものなのかわからない。ただ、ところどころ不自然な空白



の部分があるので未完成なのだろうとは思った。 

 その時、気が付いた。 

 昨日、翔子に頼まれたお使いを忘れていたことを。 

 やっぱり先輩が電話している間に帰ろうと腰を上げた。だが、その瞬間に翔子が対面の

ソファに座ってきた。 

「まったく、失礼な」 

「電話、なんだったんですか？」 

「あ、理緒、来てたんだ……仕事でトラぶったらしくていろいろとね」 

 理緒はそれでなぜ翔子に連絡がいくのか疑問に思ったが、仕事の話なら聞いても教えて

くれないだとうと考え追求をやめる。翔子はアプリを作ったりもしているので、その関係

かもしれない。 

「今日はもう遊ぶ」 

 翔子はゲーム機の準備を始めた。 

 今日は最新型のハードで遊ぶことにしたらしい。流線的で近未来的なデザインの本体を

モニターにつなぐ。 

「こういうときはこれだ」 

 翔子は人気シリーズの最新作をゲーム機の中に入れた。 

 そのタイトルは翔子自身がボタン連打だけで、勝てるからつまらないなどと酷評してい

たが、グラフィックとサウンドがかなりの迫力なので、むしゃくしゃした時の気分転換と

してはいいかもしれない。 

「先輩、こっちにもコントローラーをください」 

「じゃあ、どっちが多く敵を倒すか競争だ」 

  

 ラストステージをクリアした。勝負は理緒の完敗だった。基本的に理緒は翔子に勝てな

い。 

 気が付いたら、すっかり日が暮れていた。運動部の連中ですら、もう残っていない。 

「すっかり、夢中になってしまった」 

「もう、帰るの？ じゃあ、私は続きをやろうかな」 

 理緒は思わず振り返った。続きというのが回路作成の続きだと思ったからだ。お遣いを

放りだしたことに気付かれてしまう。 

 しかし、翔子は作りかけの回路には目も向けず、キーボードやコード類を取り出した。 

「たんぽぽ、おいで」 

「はい。お姉さま」 

 たんぽぽは髪を掻き揚げ、うなじにモニターから伸びたコードを差し込む。たんぽぽが

眠るように目を閉じるとモニターにＯＳのロゴが表示された。 

「あれ？ 何をするんですか？」 



「う～ん、ちょっと面倒な仕事を押し付けられて……」 

 画面を凝視していた翔子は突然振り返り、理緒のほうを見てにやりと笑った。 

「り～お～」 

 すごく甘えた声で理緒の名前を呼んだ。 

「手伝ってくれると、先輩、すごく助かるんだけどな～」 

 くねくねとしなを作って理緒を引き込もうとする。 

 それが効いたわけではないが、お遣いをすっぽかした罪悪感があるので無下にできない。

だが、同時に話題がその方向に行く前に逃げ出したいという気持ちもあった。 

「え～と……どうしようかな……」 

 まごまごしていると理緒の携帯から着信音が響いた。 

 アリスからのメールだった。 

『どこにいる？』 

 昨日の今日で、また帰宅が遅くなったからだろう。 

 学校に来させるわけにはいかないので、理緒はすぐに返信する。 

『学校。部室にいる』 

 するとすぐに返事が来た。 

『すぐ行く』 

「え？ すぐって……」 

「なんかあったの？」 

「えっと……アリスが近くまで来てるらしいです」 

「らしい……理緒が呼んだんじゃないの？」 

「違いますよ」 

「ふ～ん……変なの」 

 翔子は首を傾げて、考え込むような表情をする。アンドロイドに詳しい翔子には、アリ

スが理緒の命令なしで動くことが信じられないらしい。 

「そういえば、前から言ってたね。アリスが変なことをするって」 

「ええ、まあ……」 

 口ごもる理緒。 

「バグ？」 

「ち、違いますよ……多分」 

 そもそもアリスにはバグを引き起こすようなプログラムは積んでいない。 

（いや、入っていないから） 

「修正用のソフト使ってみる？」 

「いらないですよ。別に困ってないですし」 

 再び理緒の携帯から着信音が流れる。 

「アリス、着いたみたいです」 



 理緒は内側から部室の扉を開けると、廊下にアリスが立っていた。 

「アリスちゃーん、久しぶり」 

 翔子がアリスに飛びついた。 

 どういうわけか古い機械が好きな翔子は、十年ほど前の機体であるアリスが大のお気に

入りだった。その年代の機体で、現役で稼働しているものは珍しい。 

「元気にしてた？」 

「メンテナンスの必要はありません」 

 アリスは素早く翔子から離れた。古い機械を触りたい翔子はたまにアリスの点検修理を

してくれていた。理緒が工学部に入って、たまにパシリにされているのはそれが理由だっ

た。しかし、アリスは翔子を見ると逃げようとする。 

「え～せっかくドリル作っといたのに」 

 翔子はどこからともなく螺旋状に溝のついた円錐を取り出した。 

 翔子はアリスに会うたびに、なにか変なパーツをつけようとする。そのせいで、アリス

から避けられている。 

「やっぱり、飛び道具のほうがいいの？」 

「違います……今日はたんぽぽはいないの？」 

 アリスは話題を逸らした。 

「いるよ……ああ、たんぽぽ、起きて」 

 たんぽぽが目を開けた。 

 少しの間、たんぽぽは周囲の状況を確認するようにあたりを見回す。復帰までに少し時

間がかかるようだ。 

「アリス様、いらっしゃいませ」 

「うん。たんぽぽ」 

 こころなしかアリスが嬉しそうだ。たんぽぽとアリスは会うと人間の友達同士のように

会話をする。 

「調子はどうですか？」 

「平気。たんぽぽは？」 

「私も変化はありません」 

「じゃあ、隙を見て、ドリルを壊しておいて」 

「いいじゃないですか、ドリル」 

「よくない」 

 ドリルをスルーされて不貞腐れた翔子は、手慰みに作りかけの回路を弄んでいた。それ

に気付いた理緒はびくびくしていた。 

「それでアリスちゃんは何しに来たの？」 

「理緒を迎えに来た」 

「過保護だね～」 



「昨日……」 

「アリス」 

 アリス言葉を理緒が遮った。 

 しかし、翔子は聞き逃さなかった。 

「昨日、何かあったの……」 

 そこで、手に持っていた回路に目が行った。 

「あ、昨日っていえば、頼んだパーツはどうしたの？」 

「え、えっと、それは……」 

「まったく、事故のせいですっかり忘れてたよ」 

「…………事故ってなんですか？」 

「昨日、近くの駅でね……って、話を逸らすな」 

「すいません……その事故って、まさか、アンドロイドの」 

「え、何で知ってるの？ ひょっとして、その場にいたの？」 

 理緒は黙ったままうなずく。翔子はその様子を見て、なにか話したくないことがあるの

だと気付いたが、先を促した。 

「詳しく聞かせてくれる？」 

「……はい」 

 理緒は昨日、事故を目撃したことと、美里がクラスメイトだったことを話した。 

 

「そっか……そういえば、一緒にいるところ見たことあるわ」 

「一回からかわれましたね」 

「……ねえ、理緒」 

 翔子が理緒の顔を覗き込んできた。コンデンサーを半田付けするときような、とても真

剣で注意深く観察するような目で見つめてくる。 

「あなた、大丈夫？」 

「え？ なにがですか？」 

「ふむふむ……自覚ないなら、言ってもしょうがないか」 

 理緒は首を傾げた。 

「こっちからも聞いていいですか？」 

「なにを……聞くまでもないか。あんまり広めていい話じゃないんだけどな」 

 翔子はたんぽぽが淹れたお茶に口をつけた。ゲームをする前に淹れたものだったので、

すでに冷め切っていた。 

「お茶、淹れなおして」 

「はい。お姉さま」 

「手伝う」 

 アリスがたんぽぽを追いかけた。 



 先輩は少しの間、目を閉じたまま黙っていた。頭の中で話を整理しているようだ。 

「え～と……まず、美里がなんなのかを説明するね。美里は理緒のエリスや、私のひまわ

りよりも新しい、次の世代のアンドロイドなの」 

 ひまわりというのは翔子の実家で使われているアンドロイドだ。現在、流通している中

では最新型である。ひまわりを購入したため、たんぽぽは部室で使うことになった。 

「先輩はなんでそんなことを知っているんですか？」 

「待った。順番に説明するから」 

 焦る理緒を翔子が押しとどめる。 

「美里は今までのアンドロイドに決定的に足りないものを持たせるために作られた」 

「でも、エリスなんかを見てるとこれ以上、どこをいじるんだって思いますけどね」 

「そこなのよ。今、機械化されていない産業で、開発者たちが一番機械化をしたがってい

るのがどこかわかる？」 

「教育ですか？」 

 理緒が生まれた時代で、一番機械化が遅れている、今と昔でもっとも変わっていないの

は学校だと言われている。 

「そう。機械に人は育てられないってね。昔、試験的に作ったものがあったんだけど、使

い物にならなくてね」 

「ああ、ほぼ教科書を読み上げてるだけだったやつですね」 

「そうそう。よく知ってたね」 

「昔、アリスにそのソフトが入ってたんですよ」 

 家を空けがちな理緒の父親が、理緒が勉強をさぼらないようにと準備したものだったが、

今はもう削除されている。 

 お茶を淹れたたんぽぽとアリスが戻ってきた。 

「そんなの入ってたの？」 

 アリスが理緒に尋ねた。その声は少し不満気だ。 

「理緒は今でも勉強をさぼるのに……」 

「理緒はやればできる子なのにね」 

「先輩、続きをお願いします」 

「はいはい。それで……」 

 翔子は続ける。 

 理緒は続きの内容を察した。 

 ただの電子教材ではない。人間のように勉強を教えられるアンドロイドを作りたいのだ。

モチベーションの管理や生徒の理解度によって、教え方を変えられる優秀な教師が目標な

のだろう。 

「そう。でも、それだけじゃない。もっと道徳的な、学校の教科としての道徳じゃなく、

人として大事なことを教えられる存在を目指していたの」 



 理緒は黙って聞いていた。アリスもたんぽぽもまるで先を促しているように翔子を見て

いた。 

「そのために、本当の意味で自分の頭で考えられる……自我を持ったアンドロイドを作ろ

うとした」 

「それが美里さんだったと」 

 翔子はうなずく。 

「研究所で生活した範囲では人間と区別がつかないという結果が出た。それで次は外に出

そうという話になったんだけど……」 

 いきなり職に就かせてうまくいくとは思えないし、失敗したときに経済的な損失が出る

可能性がある。しかし、自分たちのアンドロイドが人間の集団に溶け込めるかは試したい。

そこである程度の規模の集団で、経済活動をしていない学校の生徒という形で潜り込ませ

た。 

「実際、同じクラスにいてどうだった？」 

「疑問に思ったこともないですよ」 

 言われてみれば、昼休みですら何かを食べているところを見たことがない。昼食が野菜

ジュースだったのは、アンドロイドの動力に液体中の糖分が使えるからではないか。考え

てみると思い当たるところがなくはない。しかし、それも正体を知ってから気付いたこと

だ。 

「それで、なんで先輩はそんなことを知っているんですか？」 

「美里を作ったのがお父さんの研究室だからよ」 

「じゃあ、先輩は最初から美里のことを知ってたんですか？」 

 理緒の胸中に重たいものがこもる。美里と一緒にいて、先輩に見つかった時のことを思

いだした。あの時のやりとりが、美里がアンドロイドだと知っていた上でのものだとした

ら、いい気分はしない。 

「知らなかった。一人でも知ってる人がいたら意味ないんだってさ」 

 加えて、知らせておくなら、同じクラスにして観察させるなりフォローさせるなりして

いたはずだ。 

「状況証拠にしかならないけど……なのに」 

 翔子が小刻みに震えだした。 

「今更になって、学校ではどうだったなんて聞いてきて」 

 翔子は立ち上がって叫んだ。 

「わからないって言ったら、友達がいないせいじゃないかって、余所のクラスのことなん

て知らないわよ」 

「友達ゼロ人は事実でしょう」 

「うるさい」 

 四六時中、機械いじりをしている翔子はクラスで浮きまくっていた。また、生徒会や先



生を言いくるめて部室を略奪した危ないやつ、という評価もある。理緒もその一派と思わ

れクラスで若干、避けられている印象があるがそれは言わないことにした。 

「話がずれてる。他に訊きたいことは？」 

「事故についてはなにか知ってますか？」 

「理緒が知ってる以上のことは知らない」 

「……そうですか」 

 訊きたいことが思いつかなかった理緒と翔子はしばらく黙っていた。 

お茶を飲みほして、一息つく。 

「さてさて……今日はもう帰りな。また、なにかわかったら教えてあげるから」 

「はい。ありがとうございます……アリス、行こう」 

 

 理緒とアリスが部室を出た後も翔子は部室に残っていた。 

 理緒の学年の名簿を取り出して、ぼんやりと眺めた。確かに、理緒のクラスに美里の名

前がある。 

「……疲れた顔してたな」 

 たった一人の後輩の顔を思い出して、ため息をついた。 

 美里の学校での様子を探るなら理緒に聞くのが早いのだろうが、顔色の悪い理緒に、そ

の原因となったであろう人物（？）について、深く追求することは躊躇われた。 

 理緒に事情を聴くのは後回しにすることにした。 

 翔子は別の方向から、探りを入れる方法を考える。しかし、自分で聞き込みをするくら

いしか思いつかない。 

 それはいい方法ではない。 

まだ、美里の正体については部外秘になっているからだ。自分がやるのは目立ちすぎて

よくないと思う。 

翔子は自分が周囲から浮いているという自覚は持っていた。 

翔子の携帯にメールが来た。父親からの催促のメールだった。 

「やれやれ面倒な……」 

思考が行き詰ったことで、大事なことを忘れていたことを思いだした。 

「そういえば、なんで学校の話なんて聞きたがるんだろ？」 

 実験のデータ収集なら今やらなくてもいい気がする。今は事故の処理だけで精一杯のは

ずだ。そもそも、美里自身に記録を取る機能が付いているのではないか。 

 とりあえず、その辺りを追求してやろうと思った。 

 答えないようなら、それを口実に面倒事を放りだそうとも考えていた。 

 翔子は父親にメールを打つ。 

 

８． 



 

 翌日、美里は未だに病欠扱いになっていた。 

 いつまで、この状態で通すのだろう。 

 公表するなんてことはできないだろうから、時期を見て転校したことにでもするだろう

か。 

 理緒は授業中、そんなことばかりを考えていた。 

  

 放課後。 

 理緒はまたアリスが迎えに来るかもしれないので、早めに帰ることにした。しかし、昇

降口で翔子に出くわしてしまった。 

「……で、わかるだけでいいから教えてほしいんだけど」 

「はぁ、いいですけど、なんでそんなことを」 

「ほら、この人、日熊君の部活の……」 

「ああ。そういうことか」 

「……？」 

 翔子は理緒と同じクラスの女子と話をしていた。会話が途切れるタイミングを待ってか

ら、話しかけた。 

「先輩、こんなところでなにしてるんですか？」 

「あ、日熊君」 

「じゃあ、私たち行きますから。先輩、頑張ってください」 

「え？ うん。ありがとう」 

 二人はどこかへ走り去っていった。途中、何度も振り返っていたのが気になった。 

「随分、盛り上がってたみたいですけど、知り合いだったんですか？」 

「違うけど……あの子たち何であんなにはしゃいでたんだろ」 

「先輩、うちのクラスに用でもあったんですか？」 

「……ちょっとね。」 

 歯切れの悪い返答。 

 理緒は引っ掛かりを覚えたが追求するより先に先輩が口を開いた。 

「今日は部室来る？」 

「いえ、今日は帰ります」 

「そう。じゃあ、私はもう行くから」 

 翔子は早足で歩き去った。 

 クラスの女子と話していた内容を聞きそびれたことに、今になって気が付いた。 

「追いかけるほどでもないか」 

  

 理緒は校門へ向かう。 



 校門のあたりが少し騒がしい。付近を通る生徒がなにかを気にしているようだった。 

 見知った顔を見つけた。 

 整い過ぎて人間味のない美貌の少女。アリスだった。 

「アリス、どうしてここに？」 

「また、翔子に怒られるかと思って、これ持って来た」 

 アリスが持っていたのはパーツ屋の紙袋だった。 

「あ……また、忘れてた」 

 すっかり忘れていたが、お使いの品はまだ届けていなかった。 

 翔子も催促してこない。理緒は実は翔子も忘れているのではないだろうかと疑った。 

 周りが騒がしくなってきた。少しずつ野次馬の生徒が集まり始めている。理緒は場所を

変えることにした。 

「部室に行こう。ついでにパーツも」 

「ここで待ってる」 

「ダメだ。アリスも来て」 

アンドロイドを学校に持ち込むのは校則違反だ。先生に気付かれたらまずい。 

「でも……」 

 アリスは嫌そうだった。翔子が苦手なのは知っているが、こんな目立つところに置いて

いくわけにはいかない。 

「いいから、来て」 

 理緒はアリスの手を引っ張って部室に向かった。 

 

 幸い教師に見つかることなく部室の前までたどり着くことができた。 

 道中、アンドロイドと手を繋いで歩く理緒は生徒たちにかなり奇異の目で見られたが、

教師に見つかるよりはマシだと思うことにした。 

 いつ見ても、頑丈そうなドアのロックを解除する。 

「いったい先輩はなにに備えているんだ」 

「秘密結社」 

 アリスが呟いた。理緒はポカンとした。 

「前に言ってた。秘密結社と戦うためにドリルを装備しようって」 

「ねーよ」 

 誰に対してのものかよくわからないツッコミをした。 

 

 理緒が部室にはたんぽぽだけがいた。アリスはドアのところから顔だけをのぞかせて様

子を伺っている。 

「いらっしゃいませ、理緒様、アリス様」 

「先輩いる？ お使いの品を持って来たんだけど」 



「お姉さまは現在、外出中です」 

 その話を聞いていたアリスがようやく部屋の中に入ってきた。 

「早く帰ろう」 

「アリス様、少しゆっくりしていってください」 

「いい。帰ろう……きゃ」 

「アリスちゃーん」 

 扉の外から翔子が飛び込んできて、アリスに抱き着いた。 

 アリスと翔子はもつれあいながら、派手な音を立てて転んだ。 

「乱暴にしないでください。故障したらどうするんですか」 

「ごめんごめん。手加減したつもりだったんだけど」 

「アリス、無事か」 

「平気」 

 アリスと翔子は立ち上がって、服の乱れを整えた。 

 翔子は理緒が持って来た紙袋を覗いて中身を確認した。 

「前に頼んだお遣いか。ありがたいけど、しばらく置いとかないと」 

 先輩はパーツを紙袋ごと棚にしまった。 

「随分、忙しそうですね……ひょっとして、さっきうちのクラスの女子と話してたのって

それに関係あることですか」 

「ちょっとね」 

 言いよどむ翔子。 

 理緒の頭の中でなにかとなにかが結びついた。 

「そういえば、先輩が忙しかったのって一昨日の事故のせいですよね。聞き込みしてたの

って、事故に関係あることですか？」 

「えっと……それは……」 

 はっきりしない態度はどうしても隠したいというより、話していいのかを迷っているよ

うであった。 

 翔子が本気で、話す気がないならもっときっぱりと突き放す。それをしないということ

は本人もこの件をどう扱うべきかを決めかねているのだろう。 

 一方、理緒のほうは事故のことを考えるのはつらいという気持ちと、きっちり情報を掴

んでおけばすっきりするんじゃないかという気持ちがあった。 

「どうして、学校なんかで聞き込みを？」 

 理緒は踏み込むことにした。考えないようにしようと思いつつ、気が付けばそればかり

気にしていた。どのみち、このままにはできないのだ。せめて、知るべきことは知ってお

きたい。 

「理緒にも手伝ってもらったほうが早いか……」 

 理緒の心中を知ってか知らずか翔子は口を開いた。 



「美里のブラックボックスの解析が終わったの」 

「ブラックボックスって、飛行機とかについてるやつですか」 

「そうそう。そういう感じで、美里の行動の記録を録ってたやつなんだけど……」 

 翔子は続きを話すのを少しためらった。 

 

「それを見たら、どうも、美里は誰かに突き落とされたみたいで……」 

 

「……え」 

 理緒は何を言われたのか、理解できなかった。 

 それはつまり『殺された』ということか。 

「待って。意図的とは限らないの、偶然、誰かが背中にぶつかっただけかもしれないし」 

 データからはそこまで詳しくはわからない、と翔子は続ける。わかるのは落ちる直前に

背中に衝撃を受けたということくらいらしい。 

「実際、警察なんかは事故だと思ってるみたいだし」 

「それはそうですよね」 

 アンドロイドを突き落とすなんてことをする人間がいるとは考えづらい。 

「でも、会社のほうはそれじゃ困るの」 

「どうしてですか？」 

「事故の……電車を止めた賠償金とかの問題らしいけど、私も詳しくは」 

 なんとなくはわかる。事故ならアンドロイドを一人歩きさせた会社の責任だが、犯人が

いるならそいつの責任にできる。 

「そのために独自の調査を始めたと」 

「そうそう。それで学校に動機を持った生徒がいないかを調べるように頼まれた」 

「昨日、手伝って言ってたのってそのことですか？」 

「うん。私が聞き込みするとみんな妙な反応をするんだよね」 

「どんな反応をするんですか？」 

「女子はさっきの子たちみたいに、キャーキャー盛り上がって応援してるとかしてないと

か。男子だとなぜか怒る」 

「怒るんですか？」 

「うん。なぜか、理緒に対して怒ってた」 

「なぜ⁉」 

「とりあえず、それは置いといて……どうする？」 

 なにを、とは聞かなかった。 

 理緒は美里のことを考える。 

そして、今回のことがなぜ理緒にとってショックだったのかを考える。 

 次に、犯人のことを考えた。いるかいないかもわからないが、いたとしたら、その人は



美里の正体を知っていたのだろうか？ 

 理緒はそれを犯人に尋ねてみたいを思った。 

 

「その調査、僕にも手伝わせてください」 

 

 


