
第二話 
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 調査といっても、理緒に出来ることは少ない。せいぜい、クラスの人間関係など外部の

人間にはわかりづらいことを報告するぐらいだ。 

 そうであるのだが…… 

「まず、美里は誰と仲がよかった？」 

「……誰かな？」 

 思いつかなかった。特別に避けられたり、嫌われていたりしないはずだが、特別仲の良

かった人も思いつかない。 

 仲の良い友人。なにかの授業で、ペアを作るときなどに真っ先に組む相手。 

 理緒は授業中のことを思いだす。 

よくペアになっていたのは……。 

「……僕か」 

 席が隣り合っていることもあって、よく一緒にやっていた。しかし、そんな情報はまっ

たく役に立たない。 

「……理緒、あなた」 

「理緒、使えない」 

 翔子どころかアリスにまで言われてしまった。 

「なんてアンドロイドだ」 

「確かに持ち主の悪口を言うアンドロイドなんて初めて見た。変なソフトでもいれてる

の？」 

「誰がそんなマニアックなもの作るんですか」 

 軽口をたたき合う。話が進まないので、いつのまにかたんぽぽが用意していた紅茶に口

をつけ会話を切る。 

「じゃあ、恋愛関係の噂とかは知らない」 

「聞いたことないです」 

「理緒……」 

「アリス、静かに」 

 理緒はその手の話題には疎かった。 

「やっぱりクラスの連中に聞き込みをしてみるしかないかな」 

 時計を見る。部活も終わるような時間だった。 

「明日にしよう」 

「その方がよさそうね。あ、わかってると思うけど、今日の話は絶対誰かに言ってらダメ

だからね。理緒に協力を頼むのもお父さんには内緒だから」 



「わかってますってば」 

 理緒とアリスは帰路についた。 
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 学校から理緒の自宅への最短ルートは、例のアンドロイドが捨てられていたゴミ捨て場

の前を通る。 

 理緒はそのことにゴミ捨て場の直前の曲がり角で気が付いた。 

 あのアンドロイドはまだそのままだろうか。 

 今朝、登校する時も同じ道を通ったはずだが、思い出せない。やはり注意散漫になって

いたようだ。 

 アリスと一緒にあのゴミ捨て場の前は通りたくなかった。 

 理緒はわざと角を遠まわりするほうに曲がった。 

「どうしたの理緒？」 

「ちょっと寄り道」 

 とっさに出た言い訳だったが、都合のいいことにコンビニを見つけた。 

 適当に雑誌を眺める。 

 ある写真週刊誌が目についた。 

 赤い目立つ文字で『アンドロイド世代の恐怖』と書いてあった。 

 要点をまとめると、幼いころからアンドロイドに接しすぎるとキレやすい子供になる、

という記事だった。 

 この話は最初に言い出したのが、有名な大学の教授だったらしくそれなりに話題になっ

ているが、科学的根拠はないらしい。 

 つまり、新しいものが出てくるときにありがちな流言飛語の類である。 

 理緒も普段なら気にも留めない。しかし、ひょっとしたらこういう考えの連中が美里を

突き落としたのではないかと思いついた。 

「いや、ないな」 

 そういうことを言っている連中はアンドロイドについて詳しくはない。ずっとアンドロ

イドと暮らしていて、それなりに知識を持っている理緒でも美里の正体には気付かなかっ

た。そうだというのに、知識のない人たちが線路に突き落とすほど、美里をアンドロイド

だと確信をもって判断できるはずがない。 

 パラパラとページをめくってみる。記事は芸能人のスキャンダルなどばかりで、理緒は

興味がなかった。 

「理緒、エッチ」 

「へ……あ、いや、これは違う」 

 いつの間にか、グラビアのページを開いていた。肌色多めでかなり扇情的な写真だった。 



 慌てて雑誌を戻した。 

「それを見に来たの？」 

「ち、違うって」 

 

 適当に選んだペットボトルのジュースを二本買って、コンビニを出た。 

 外に出たところで一本をアリスに渡した。 

「出歩いたから、だいぶ消耗しただろ」 

「うん。ありがと」 

 ジュースを飲みながら歩く。理緒は先ほどの続きを考えていた。 

 翔子や彼女の父親は恨みによる犯行だと思い学校での聞き込みをしていたようだ。しか

し、美里がアンドロイドだと知っている人物が犯人という方向で探ったほうがいいように

思えた。それなら、学校や友人関係の外の人間が犯人ということもあるのではないか。 

 事故が起こる前に、美里がアンドロイドだと知りえた人物は誰だろうか。 

 思いつくのは、翔子の父親の会社に勤める人間だけだ。しかし、どう考えても動機がわ

からない。開発者がそんなことをするメリットが見つからない。 

「やっぱり、推理マンガみたいにはいかないか……」 

「事故のこと、あまり思いつめないほうがいい」 

「気を付けるよ」 

 口ではそう言いつつ、頭の中ではいまだに事件のことを考えていた。 

 恨みによる犯行だと考えると気が重い。 

 美里が学校以外でどのように生活していたのかは知らない。だが、学生である以上、学

校の人間が犯人である線が濃厚だろう。 

 クラスに美里を殺したいほど憎んでいた人物がいたのだろうか。 

 そんな人間はいなかったはずだ。しかし、美里がアンドロイドだということにも気づか

なかったのだ。密かに恨んでいる人間くらい見落としても不思議はない。 

 理緒はなんだか足元が崩れていくような気分になった。当たり前にあったものが信じら

れなくなりそうだった。 

「……落ち着いて」 

 アリスが理緒の手を握った。滑らかだけど、冷たくて硬い手だった。出会ったからとき

から少しも変わらないアリスの手は理緒を安心させた。 

 アリスは時折、アンドロイドとは思えないほど、人間臭い行動をとる。空気を読んだり、

理緒の気分を敏感に感じ取ったりもする。 

 そんなことがあるたびに理緒は、アリスは自分より人間らしいのではないかという錯覚

にとらわれる。 

 アリスと理緒は手を繋いだまま家路を歩く。 

 こうやって、歩いているとアンドロイドも人間も区別がつかない。 



 アンドロイドだけど、人間の女の子みたいなアリスと手を繋いで夜道を歩く。 

 考えてみたら、理緒の心拍数が上がってきた。 

 ふと隣を見ると、アリスと目があった。 

 理緒は咄嗟に目を逸らす。 

 頭を振って雑念を追い払う。アンドロイド相手にドギマギするなんて馬鹿げていると自

分に言い聞かせた。 

 

 玄関に入ると、いい匂いがした。遠まわりをしたせいで、夕飯の時間を過ぎてしまった

ようだ。 

 リビングには料理と配膳を終えたエリスが、スタンバイ状態で待機していた。 

 センサーで理緒が帰ってきたことを感知したエリスが立ち上がった。 

「おかえりなさいませ。お食事を温め直しますか？」 

 テーブルの上を見てみると、料理はまだ湯気を立てていた。 

「いや、いい。風呂の準備をしておいてくれ」 

「かしこまりました」 

 エリスが風呂場へ向かう。 

「私も行ってくる」 

 アリスがエリスについて行こうとする。 

「ああ……」 

 理緒はアリスにも手伝うように言おうと思ったが、ゴミ捨て場のアンドロイドのことが

頭をよぎった。 

 あのアンドロイドはアリスと近い年代のものだ。恐らく、経年劣化で故障したか、新型

を購入したために投棄されたのだろう。 

 経年劣化――アリスもかなりガタが来ているはずだ。 

今は目立った故障はないが、これまでに何度も修理している。購入より十年たった今で

は予備パーツのメーカー在庫すらものによってはなくなっている。 

新型を購入しても、エリスが来た時も、アリスを捨てようなんて考えもしなかったが、

いずれどうしようもない故障をしてしまうのではないだろうか。 

「……いや、アリスはいい。待機していてくれ」 

「え……うん、わかった」 

 アリスは理緒の対面に座って、スタンバイ状態に入った。 

 アリスの穏やかな寝顔のようなスタンバイ状態の表情を見ていると、理緒は落ち着いた。 

 一人で食事をしながら、もし、アリスが修理不可能な故障を起こした時のことを考えて

みる。あのゴミ捨て場のアンドロイドの持ち主のようにアリスを捨てられるようだろうか。 

「……はぁ」 

 考えるまでもない。 



家にいるときは、ほとんど一人で食事をしている理緒にとって、一緒に食卓についてく

れるアリスをただの家電と同じように壊れたら捨てるなんてことはできそうになかった。 

しかし、現実問題としていつかはそういう時が来るのだ。 

食事を終えた理緒は自分で食器を片づけた。 

普段は、エリスかアリスの仕事だった。 
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 その日、理緒は珍しくアリスが起こしに来る前に目を覚ました。 

 制服に着替えてから、リビングへ向かおうとすると部屋を出たところでアリスと出くわ

した。 

「理緒……そんな、どうして？」 

 アリスはあたかも重大な真実を知ってしまったようなトーンで、後ずさりながらそう言

った。 

「失礼な……あれ？ めざましの設定は解除したはずじゃ」 

「うん。でも、理緒が自分で起きるわけないし」 

「……これからは自分で起きる。明日からは起こしに来なくてもいい」 

「どうして？」 

「な、なんとなく……高校生になっても誰かに起こしてもらうなんてみっともないだろ」 

 本当は、アリスの消耗を気にしてのことだったが、直接、アリスにそのことを言うこと

はできなかった。 

「そう」 

 アリスは不承不承といったようすでうなずいた。 

 

 学校の昼休み。理緒は珍しく寝坊も忘れものもしなかったが、授業には集中していなか

った。いまだ空席のままの美里の席を気にしているうちに時間が経ってしまった。 

 理緒は昼食を手早く片付けて、聞き込みをすることにした。 

 美里は世間的には普通の高校生となっている。美里の一件が事件だった場合、美里を線

路に突き落とした動機は学校での人間関係のもつれである可能性が大きい。そこで、翔子

の父親は社外秘を明かし娘に調査協力を依頼した。そして、翔子は美里のクラスメイトだ

った理緒に協力を求めた。 

 教室を見回してみると、教室に残っているクラスメイト達は仲の良いメンバーでグルー

プを作って、談笑していた。 

 さすがに今から会話のなかに割って入って聞き込みというのもやりづらい。それに一応

部外秘の情報を受けての調査だ。あまり大っぴらにやるのもよくないだろう。 

「……思ったより難しいかも」 



 理緒が話しかけるきっかけを探していると、二人の女子が話しかけてきた。 

「日熊君、あれから先輩となにかあった？」 

「なんの話？」 

 理緒はその二人が前に翔子と話していた女子二人だと気付いた。先輩はうまく聞きだせ

なかったと言っていたので、この二人にもう一度、話を聞いてみようと思った。 

「そういえば、この間、先輩となにを話していたの？」 

 二人の女子はクスクスと笑い合って、小声で話し合った。話の内容を理緒に教えていい

か相談しているようだった。 

「え～とね、美里さんがクラスで誰と仲がいいかって聞かれてたの」 

「……はあ」 

 先輩直球じゃん、と理緒は思った。調査は秘密裏に進めなければならないと思い込んで

いた理緒は思わずため息をついた。 

 二人はその反応の意味を取り違えたようだった。 

「日熊君が美里さんと仲がいいからだと思うけどな」 

「どういうこと？」 

 理緒はその言葉に込められた含みに気付かなかった。 

「それで、なんて答えたんだ？」 

「あ、やっぱり気になるんだ。でも……」 

 二人は顔を見合わせた。 

「私たちもよく知らないの」 

「別に嫌われてるわけじゃないけど……ねえ」 

「うん。むしろ、日熊君が一番仲良しなんじゃってくらいだけど」 

「そうなんだ」 

 この二人が特別にクラスの事情に疎いということはないはずだ。先輩が聞き込みに失敗

したのは、そもそもそれを知っている人が誰もいなかったからかもしれない。 

「ねえねえ、それよりさ。あの先輩とはどういう関係なの？」 

「どうって……部活の先輩だけど」 

「そうじゃなっくてさ」 

 美里について聞くつもりだった理緒は、逆に部活中の理緒と翔子について質問責めにあ

ってしまった。理緒が解放されたのは午後の授業が始まるチャイムが鳴った時だった。 

  

 理緒は授業の合間の休み時間にも細々と聞き込みを続けたが、誰に聞いても似たり寄っ

たりの答えしか聞けなかった。 

 放課後、理緒は聞き込みの成果を報告するために部室へ向かった。 

 もっとも、はっきりとした情報はつかめなかった。なんとなく美里は濃い人付き合いを

してこなかったのだろう、ということがわかっただけだ。 



「……という感じですね」 

「ふむふむ……まあ、それはそれで成果とも言えなくはないけど」 

 結局、進展はなかった。 

 成果を上げられず、勢いを殺された理緒は大きな疲れを感じてソファに座り込んだ。翔

子も事件について考えているようでずっと黙っていた。 

 部室の空気が重たくなった。 

「こちらをどうぞ」 

 たんぽぽがテーブルにお茶の入ったカップを置いた。 

「ありがとう」 

 すっかり煮詰まっていた二人はさっそくお茶に口をつける。 

「あれ？ これ変わった味がしますね」 

「ホント。こんなお茶あったっけ？」 

「ハーブティーです。リラックス効果があるそうですが、いかがでしょうか？」 

 煮詰まっていた空気が緩和されたような気がした。 

「たんぽぽ、いつこんなもの買ってきたの？」 

「前に通信販売で買い出しをしたときに。予算内で適当に注文、というご指示だったので」 

「先輩が頼んだんじゃないんですか？」 

「私がハーブティーなんて頼むように見える？」 

「そういえば、確かにそんな女の子っぽいことしないですね」 

「むむ、失礼な」 

 自分で言い出したのに、理緒に言われると翔子は気分を損ねたようだった。 

「会社のほうではなにか進展してないんですか？」 

「そうそう。あっちはかなり動いたみたいよ」 

「なにかわかったんですか」 

「まあまあ、落ち着きなさい」 

 思わず身を乗り出す理緒。翔子は大げさなジェスチャーを交えて、理緒を制止した。 

 翔子はもったいつけた素振りをつけながら言った。 

「実は……監視カメラの映像を入手したのでした」 

「すごいじゃないですか。よく手に入りましたね」 

「会社のほうでいろいろコネを使ったらしいよ」 

「へぇ……じゃあ、もう真相はわかったんですか？」 

「あ、えっと、それは……」 

 翔子の話では決定的な証拠になりえる画は取れなかったそうだ。人ごみのせいで、事故

の瞬間、美里の近くにいた人間の顔はわからなかったらしい。 

「空振りじゃないですか」 

「むむ……そんなことないわよ」 



「じゃあ、なにかわかったんですね」 

「それは……今、やってるところよ」 

 当日の監視カメラの映像から、客の出入りを確認して、事故の遭った時間帯に駅の中に

いた客の中に見知った顔がないかを洗い出すという作業をしているらしい。 

「それはまた気の遠くなりそうな話ですね」 

「そうね。しかも私は美里のクラスメイトの顔を知らないから……」 

「……まさか」 

「後で、たんぽぽからデータを送っておくから。アリスちゃんのアドレスに送ればいい？」 

「エリスのほうにお願いします」 

 作業量を考えるとうんざりする思いだが、やることがあるのは悪くない。理緒は早速、

作業に取り掛かるため、帰宅することにした。 

「それにしても……やっぱり、学校での人間関係のトラブルを疑ってるんですか？」 

「そうでもないよ。会社の人間は産業スパイみたいなのを疑ってるみたいだし」 

 産業スパイの犯行というと、動機はライバル社がとんでもない性能のアンドロイドを作

ったから妨害しよう、というところだろうか。 

「なるほど」 

あり得なくはないと思った。しかし、メリットに対し、リスクが高すぎるようにも感じ

た。 

「とりあえず、私たちの担当は駅に学校の関係者がいたか調べることだから、そっちのチ

ェックをお願いね」 

「はい。僕も気になるので……」 

 理緒は、部室の無駄に頑丈な扉を開いたところで、思い立ったことがあり振り返った。 

「ところで、先輩は何の作業を担当するんですか？」 

「え？」 

 翔子は赤と白のカラーリングが特徴の古いゲーム機をモニターにつないでいた。 

 

 帰宅した理緒は、エリスをモニターに接続して、すぐに翔子から送られてきた映像の確

認をした。しかし、理緒はそのファイルのサイズを見ただけで、安請け合いをしたことを

後悔した。 

 映像の長さは半日分。始発から事故の遭った時間、理緒がお遣いから帰ってきた時間ま

での記録だった。しかも、そのサイズのファイルがいくつもある。 

 突き落とした人間が以前より機会をうかがっていたのなら、ずっと駅で待ち伏せをして

いた可能性もあるのだ。出る人と入る人をすべて確認しなければ、当時、駅にいた人間を

特定するとこはできない。 

 考えればすぐにわかることだった。 

 とりあえず、理緒は改札付近を撮影した映像を調べることにした。人ごみの中から知っ



た顔がないか探してみる。途中で、クラスメイトの男女が二人で、駅に入っていくのを見

つけた。 

「あの二人、付き合ってたのか……」 

 友人のプライベートをのぞき見してしまったことに罪悪感を覚えた。公共の場所を映し

ただけの映像だから、問題ないと自分にいいわけして続きを見る。 

 その後は、新しい発見がなかった。単調な映像に飽きて、欠伸が出た。 

 その時、ＰＣモードになり、眠るように目を閉じていたエリスが目を開いた。 

「夕食の時間になりましたが、作業を続行しますか？」 

「あれ？ もう、そんな時間か」 

 早くも作業に飽きていた理緒だったが、早く終わらせたいとも思っていた。 

「私が作る」 

 そんな理緒の様子を察したのかアリスが、台所に向かおうとする。しかし、理緒は作業

を中断して、エリスを通常の状態に復帰させた。 

「いや、アリスは待機していてくれ」 

「うん。わかった」 

 

 夕食の準備の間、やることがなくなった理緒とアリスはリビングでぼんやりしていた。 

「さっきはなにを見てたの？」 

「駅の監視カメラ」 

 理緒は部室でのやり取りを話した。 

「それは大変」 

「まあ。でも、見てるだけでなんとかなるし。単純作業じゃん」 

「……単純ではないと思う」 

「え？ どうして……」 

「電車から駅に出入りする人もいるから、ちょっと複雑」 

「しまった。うっかりしてた」 

 理緒はすっかり考え込んでしまった。改札から入って、改札から出て行く人がずっと駅

にいるわけではない。当然、電車に乗って出かけるわけだし、駅のなかの売店で買い物な

どをしていたら電車に乗った時間を推測することも難しくなる。他にも、始めから美里を

突き落とすことを考えていたなら、捜査の目を誤魔化すため別の駅から電車で来て改札を

通らずに電車で別の駅へ帰っていくことも考えられるのだ。 

 いろいろなパターンを考えると、駅に訪れた人間一人一人の行動を最初から最後まで追

いかけなければいけなくなってしまう。 

 映像のファイルが複数あったのは、駅の中での行動をすべて追跡するためだった。 

「…………」 

 作業量があまりにも膨大過ぎることに気付いた理緒は、仕事を後回しにすることにした。 
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 理緒が監視カメラのチェックを開始してから、数日、土日休みを挟んで月曜になった。

これで事故発生から八日が経過したことになる。美里は未だに病欠扱い。お見舞いに行こ

うという話が、クラスの女子の間で何度か持ち上がったが、誰も住所を知らないという理

由でお流れになったらしい。 

 理緒たちの調査のほうもあまり進展していなかった。学校関係者を見つけては追跡する

という作業をひたすら続けていたが、今のところ怪しい行動をしていた人はいない。 

  

「先輩、次はこの人をお願いします」 

「このおじさん誰？」 

「数学の木原です」 

 人の顔を覚えないことを理由に監視カメラのチェックをサボっていた翔子を参加させる

には、このように理緒の指定した人物を追跡してもらうところだけをやってもらえばいい

と気付いたのは、つい昨日のことだった。 

「はいはい……あと、何人くらいいるの？」 

「さあ、でも、さすがに出尽くしたと思いますよ」 

 同じ日に知り合いが、そう何人も電車で出かけるということもないだろう。 

「思ったよりいたね」 

「一応、学校の最寄駅ですからね。休みでも部活の連中とかいるでしょ」 

「帰ってこないのはその辺か」 

 翔子は机に突っ伏して、映像を眺めていた。彼女は作業に飽きてくると姿勢が悪くなり

だす。 

「ああ、いつまで続くんだ～」 

「いわないでくださいよ」 

 会話がとぎれた。監視カメラの映像には音声が付いていないので、話声がなくなると部

室は静かになった。窓の外から、運動部の練習する声が聞こえてくる。作業に集中してい

ない状態での無言に耐えられず理緒が翔子に話しかける。 

「会社のほうではなにか見つけたんですか？」 

「なんにも。むこうの仕事なのにね」 

「警察は？」 

「ほぼなにもしてくれてないみたい。会社の責任にされそうって、お父さんがぼやいてた」 

 警察のほうには事件性のないできごとだと思われているらしい。あったとしても、器物

損壊。殺人事件みたいな大がかりな捜査にはならない。 

「税金泥棒め……」 



たんぽぽの入れたお茶をちびちび飲みながら、二人でぼんやり画面を眺める。 

ここ何日かはずっとこの繰り返しだった。日々の過ごし方に変化がないせいか、会話も

ワンパターンになっている。今のやり取りも何度か繰り返したもので、前日にも似たよう

な会話をしていた。 

「これ本当に事件なんですかね？」 

「それは言わない約束でしょ。実際、事件であってほしいっていう会社が因縁つけてるだ

けにも見えるけど……理緒はどっちだと思う？」 

「どっちと言われても」 

 理緒は迷っているふうを装ったが、内心では答えははっきりしていた。 

 事件であってほしい。犯人がいてほしい。 

 殺したくなるほどの感情を抱いた相手が、アンドロイドだと知ったとき犯人はなにを思

ったのだろう。それを知った今、アンドロイドのことをどう思っているのか。その答えは

理緒にとって特別な意味のあることだった。 

 古くなったからゴミに出す誰かと、単なる家電だと思えない自分。普通なのは前者のほ

うである。犯人がいるとしたら、その人はどちら側だろう。 

「先輩はどっちだと思います？」 

「これだけなにもないなら事故かもね」 

「いえ、そっちじゃなくて」 

「何の話？」 

「すいません。やっぱりいいです」 

 先輩との会話と頭の中で考えていたことが、混ざっていたことに気付いた理緒は質問を

取り下げた。翔子は首を傾げていたが、すぐに作業に戻った。 

 会話が途切れると、外が静かになっていることに気が付いた。最近、運動部の練習の終

了時間を帰宅時間の目安にしていた理緒は帰宅の準備を始めた。作業は中途半端だったが、

あまり遅くなるとアリスが学校まで来てしまう。 

「じゃあ、今日はこの辺で帰ります」 

「はいはい。また、明日」 

 

「おかえり」 

「どうしたの？ その恰好」 

 帰宅した理緒を出迎えたのは、スカート姿のアリスだった。洋服もいつも着ているもの

とは違う趣のものだった。それはエリス用の服だった。アリスの服はきっちりしたシャツ

のようなものが多いのに対し、エリスの服はヒラヒラしたものが多い。使い分けは趣味の

問題ではなく、明確な理由があってのものなので、アリスとエリスが服を共有することは

今までなかった。 

「似合わない？」 



「そんなことないけど……また転ぶぞ」 

「平気。私だってスカートくらいはける」 

 通学鞄を持とうとしたアリスをさりげなく躱し理緒は自室に向かう。アリスが後ろから

ついてきた。 

「今日も調査してたの？」 

「ああ。ずっとカメラ見てただけだけど」 

「なにかわかった？」 

「なにも」 

「そう。無理しないで……あう」 

「出会う？」 

 振り向くとアリスが倒れていた。なにもないところで、足をもつれさせて転んだらしい。 

「言わんこっちゃない」 

「……平気」 

 アリスはスカートが穿けない。きっと、あのゴミ捨て場のアンドロイドも穿けない。古

いアンドロイドはセンサーや歩行プログラムが未熟で、誤動作を防ぐためスカートを穿か

せないことが推奨されている。洋服も余計な飾りがなく、髪も短くされている。なるべく、

体の周りで揺れ動くものを減らして、処理の負担を軽くするためだ。 

 アリス自身もそのことはわかっているはず。それなのに無理して、スカートを穿こうと

する理由がわからず、理緒は首を傾げる。 

 その時、理緒はまたアリスが妙なことをしだした程度にしか考えていなかった。 

 

夕飯まで、時間があるので理緒は宿題をやることにした。エリスは料理をしているはず

なので、数学の宿題をすることにした。さすがに数式はキーボードより手書きのほうが早

い。 

 最近、授業に集中していなかったせいで進みはいまいちだった。 

「腹が減って集中できない」 

 勉強が進まないのを空腹のせいにしてみた。気がそれた理緒は携帯をいじり始めた。 

 丁度、その時、メールが届いた。エリスからの、夕飯の準備ができたという知らせだっ

た。 

「いいタイミングだ」 

 リビングに行こうと、立ち上がったとき、廊下から大きな物音が聞こえた。 

 理緒が音の正体を確かめようと、扉を開けるとアリスが倒れ込んできた。 

 廊下から聞こえた音と同じ音が響いた。 

「なにしてるんだ？」 

「ご飯できたから呼びに来た」 

「エリスからメールをもらうことにしたから、呼びに来なくてもいいぞ」 



「でも……」 

「そういえば、すごい音してたけどまた転んだのか？ やっぱり、スカートは止めた方が

よくないか」 

「理緒が急にドアを開けるから」 

「その前だよ」 

「……平気」 

 強がるアリスだったが、廊下を歩く足取りがどこか頼りない。一歩一歩、確かめるよう

なアリスの歩調に合わせて、理緒はゆっくり歩いた。 
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 その日も理緒と翔子は部室で、調査の話をしていた。とはいえ、すでに映像の解析は行

っていなかった。 

「やっぱり、動機から探るなら、聞き込みしかないわよ」 

「そうですけど、理由も言わずに人間関係に探りを入れるのは難しいですよ」 

 聞き込みから大した情報が得られなかったのは、警戒されたからではないか。 

 理緒は最近になってそのことに気が付いた。誰かが誰かを嫌っているなどと、自分が第

三者に話したことが、その誰かに伝わると自分の立場も怪しくなる。そういう計算もあっ

て、正しい情報が得られなかった可能性は高いように思えた。 

「そもそも落ちた瞬間の映像がこれじゃね」 

 翔子はモニターに、駅のホームに設置されたカメラの映像を表示させた。美里がホーム

に姿を現した直後の映像だ。 

 カメラと美里がいた場所の間に体格のいい男性客が何人か並んでいて、カメラの死角に

なってしまっている。 

「ついてないな……このデブのせいで」 

 翔子は悪態をつきながら、映像を巻き戻したり早送りしたりしていた。 

「なにか別の方法がないものですかね？」 

「もう、いいじゃん。とりあえず、こっちの仕事は終わったんだし。そもそも動機が見つ

けたところで突き落とした証拠がなにもないんじゃ意味ないし」 

「それはそうですけど……」 

 個人的に犯人を知りたい理由があった理緒と違い、父親の仕事を手伝っていただけだっ

た翔子は調査を打ち切りたいようだった。理緒のほうも、いないかもしれない犯人を捜す

行為が、かなり不毛なものだと気付き始めていた。 

「とりあえず、お父さんはこの間上げた報告で納得したみたいだし、私は引き上げようか

と思うけど、理緒はどうする？」 

「僕は……」 



 やれることは全部やった、とは思う。後先を考えなければ、もっと踏み込む手段もある

だろうが、そこまでしようと思い切れなかった。 

 理緒は理緒で調査に積極的になりきれない部分があった。だから、動機のありそうな人

物を監視カメラから探すなどという、効率の悪い行動ばかりをしていた。やっている間は

先送りにしていたが、こうしてやることがなくなるとはっきり自覚してしまった。 

 犯人がいたとして、見つけたとして、聞きたいと思っていたことを訊けるだろうか。 

 訊けたとして、その答えを受け止めることができるだろうか。それが理緒の求める答え

だとは限らないのだ。 

 犯人を見つけたいという気持ちといなければいいという気持ちで、板挟みになっていた。 

「よし。とりあえず、今日は息抜きの日にしよう」 

 そんな理緒の気持ちを知ってか知らずか、翔子は明るい声で言った。 

「今日はこれだ」 

 爆弾を上手に配置して、相手を追い詰めるゲームだった。 

「頭脳戦じゃ。たんぽぽ、糖分を、お菓子と紅茶を持ってくるのじゃ」 

「かしこまりました。お姉さま」 

 パソコンとして、モニターに映像を送っていたたんぽぽが立ち上がって、給仕を始めた。 

「先輩、遊びたかっただけでしょ」 

「細かいことは気にしない」 

 文句を言いつつも理緒はコントローラーを受け取る。 

「昔のコントローラーってなんでこんなに平ぺったいんですかね」 

「さあ。でも、そこがいい」 

 人体工学に基づいて、デザインされた最新のコントローラーに慣れた理緒には持ちづら

い。翔子に勝てないのはコントローラーのせいではないかと思ったが、つい先日、最新の

ゲームで勝負して負けたのを思い出した。 

  

「つい夢中になってしまった……」 

 普段、翔子のことをレトロマニアの変人だと思っている理緒ではあるが、実際に昔のゲ

ームをやってみると夢中になってしまう。 

気が付いたら遅くなってしまった。携帯を見たら、アリスからのメールが大量に来てい

たので慌てて部室を飛び出してきた。学校にアンドロイドを持ち込むことは校則違反なの

で、迎えに来られては面倒なことになりかねない。 

「ただいま」 

「おかえりなさい、理緒様」 

 自宅に到着した理緒を出迎えたのは、エリスだった。エリスは理緒の代わりに通学鞄を

持ち、脱いだ靴を揃えた。 

「アリスはどうした？」 



「不明です」 

「……不明？ 家にいないのか？」 

「外出は規制されています。屋内にいるはずですが見当たりません」 

 大抵の場合アンドロイドの外出には制限が掛けられている。法律による規制ではないが、

いくら高性能なＡＩを積んでいるとはいえ機械は機械だ。機械を外で一人歩きさせること

は、アンドロイドの存在を当たり前のものと思っている理緒と同世代の人間にとっても非

常識だ。それで、アンドロイドは、基本的には家庭内で使う家事手伝い用のロボットにな

っている。 

 当然、理緒のアンドロイド、アリスとエリスにも勝手に外にでないように命令してある

のだが、アリスは理緒の帰りが遅いときなどにそれを無視して外出していた。 

 アンドロイドが持ち主の命令を無視することは、明らかな危険行為と違法行為を除けば、

あり得ない。 

つまり、エリスにとって、アリスが一人で外出することはあり得ないことだ。理緒から

指示があったわけではないので、エリスから見るとアリスは家の中にいるはずなのだ。で

も、実際に姿をとらえることができないので、アリスは家の中にいるけど、家のどこにい

るのかは不明ということになる。 

「じゃあ、アリスは外に出たのか」 

 恐らく、理緒の帰りが遅くなったので学校へ様子を見に行って入れ違いになったのだろ

う。美里の一件以来、様子のおかしい理緒をかなり気にしているようだった。 

（アンドロイドにも心配をかけるなんて……） 

 思うところはあったが、とりあえずアリスにメールをうつことにした。 

『うちに着いたから戻ってこい』 

 アンドロイドにはネットワークに接続する機能や、メールソフトが内蔵されているので、

電子メールを通して指示を出すことができる。 

「あれ？ 返信が来ない……」 

 アンドロイドとメールをやり取りする場合、アンドロイド側は携帯端末のボタンを押す

のではなく、内蔵機能のプログラムでメールを作成するのでいつもすぐに返信が来る。し

かし、今日は返信が来る気配がしない。 

 もう一度、メールを送ってみる。 

 やはり、返信がないのでセンターに問い合わせてみる。 

 二通の着信があった。 

 ほっとした理緒だったが、メールの差出人はアリスではなかった。 

「……エラーメール」 

 エラーの内容はメールが届いていないというものだった。 

 理緒は血の気が引く思いをした。ゴミ捨て場のアンドロイドや美里が電車にひかれた瞬

間がフラッシュバックし、アリスの姿と重なった。 



「エリス、最後にアリスを見たのはいつだった？」 

「理緒様の帰宅予定時刻です」 

 理緒は脱いだばかりの靴を履き直した。 

「出かけてくる」 

「はい。お帰りはいつになりますか？」 

「わからない。遅くなってもなにもしなくていいからな。あと、アリスを見つけたらメー

ルをくれ」 

 早口でエリスに命令を出す。 

「かしこまりました。いってらっしゃいませ」 

 こんなときでも、いつも通りのエリスの声を聴きながら理緒は走り出した。 
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 アリスが出かけた理由は、帰りの遅い理緒が、また事故の日のようになっているのでは

と心配になったからだろう。 

 理緒は通学路を全力疾走した。 

 ゴミ捨て場を通過。 

 いくつか車通りの多い道では、事故が起きていないか注意して見ていたが、事故が起こ

った様子は見られなかった。 

 きっと部室にたどり着き翔子に捕まっているのだと思い、学校に急ぐ。 

 途中で、翔子にメールをすればいい、ということに気付いた。翔子がすでに帰宅してい

る可能性を考えて、たんぽぽに内蔵されたメーラーのアドレスに送信した。 

 すぐに返信が来た。アリスは部室に来ていない。 

 しかし、行先は学校以外考えにくい。 

 通学路のどこかにいるはずなので、そのまま学校に向かう。 

 

 とうとう校舎が見えてきた。しかし、未だにアリスを見つけることはできていない。 

 理緒が追いつく前に学校に到着したかもしれないので、部室を見に行くことにする。門

の前に来て、時間が気になった。教師が帰るとすべての出入り口が施錠されてしまう。ぎ

りぎり、教師が残っている時間だった。 

「……セーフ」 

 部室の電子ロックにナンバーを打ち込む。そのわずかな手間がもどかしい。 

 扉を開けるとたんぽぽが出迎えてくれた。 

「理緒様、アリス様は見つかりましたか？」 

「いや。通学路は一通り探したんだけど」 

「そうですか。ＧＰＳの情報はどうなっていますか？」 



「その手があったか……」 

 理緒は携帯で情報を確認してみた。しかし、アリスの現在位置は確認できない。試しに、

エリスの位置を確認してみる。エリスは自宅にいるという結果が出た。メールに返信して

いないことと合わせて考えるとアリスの通信機能に不具合が出ているようだ。 

「ダメだった。先輩にも協力してもらおう」 

「お姉さまにはすでに連絡してあります」 

「あれ？ いつの間に……」 

「理緒様から連絡をいただいてすぐです」 

 理緒はたんぽぽが先回りをしていたことに驚いたが、今やるべきことを考えた。 

「もう一回、通学路を見てくる。先輩から連絡があったら、携帯のアドレスに」 

「かしこまりました。お気を付け下さい」 

 

 通学路を逆走していた理緒に翔子から電話があった。 

「理緒、今どこ？」 

「お、大通りのあたりです。そっちは？」 

「学校に着いたところだけど……少し落ち着きなさい。やみくもに走り回っても仕方ない

でしょ。立ち止まって、深呼吸しなさい」 

「……はい」 

 言われた通り、立ち止まって深呼吸する。汗がドッと噴き出した。理緒は自分がかなり

無茶をして走り回っていたことに今更気が付いた。 

「落ち着いた？ じゃあ、これまでの経緯を最初から順番に話しなさい」 

 理緒は帰宅してから、今までにしたことをすべて翔子に話した。 

「それで通学路を探しながら学校まで来たと……他に心当たりはないの？」 

「ないですよ。そもそもアリスが勝手に外出したこと自体、予想外で」 

「だよね……ふむふむ」 

 翔子は少しのあいだ黙っていた。なにかを考え込んでいるようだった。 

「理緒……ちょっといい？ かなりひどいこと言っちゃうかもしれないけど……」 

「なんですか？」 

 普段、翔子は理緒に対して、無遠慮にお遣いを頼んだり、遊びに付きあわせたりするく

せに所々で気を使ってくれる。 

「えっとね、どうして理緒はそんなに必死なのかな？」 

「……え？」 

 頭から冷や水をかけられた気分だった。体の芯が冷えていくような気がした。 

「な、何でって……」 

「確かにアンドロイドは高いけど、でも、アンドロイドよ。仮に事故に遭ったとしても、

修理できるし、見つからなかったとしても作り直すこともできるわ」 



 バックアップは取ってあるんでしょ、と続ける。 

 理緒は混乱して眩暈を感じた。 

翔子の言っていることはもっともだ。データのバックアップがあれば、いくらでも同じ

ものが作れる。だったら、必死に走り回ってまで探す必要はない。まして、アリスは旧型。

こういう事態になったら、諦めて新型を買うのが一般的な感覚ではある。 

 そんなことは理緒もわかっていた。しかし、翔子に言われるとは思わなかった。理緒は

アリスへのただの使い慣れた道具に対する愛着以上の思いを、翔子とは共有できていると

思い込んでいた。 

 美里のことと合わせて考えて、翔子と理緒のアンドロイドに対するスタンスの差をはっ

きり見てしまったように感じた。 

「あいつは……アリスだけは特別なんです」 

「ひょっとして隠れた特殊能力があるとか？」 

「…………」 

「え？ ホントに？」 

「いや、機能とかはむしろ少ないくらいなんですけどね」 

「どういうこと？」 

「話しても信じてもらえるかどうか……」 

 二人で黙り込んでしまった。先に折れたのは翔子のほうだった。 

「その話はあとでいいわ。とりあえず、アリスちゃんを探しましょう」 

「はい。ありがとうございます」 

「仕事を手伝ってくれた代金よ」 

 

 翔子が手伝ってくれることになったとしても、闇雲に探し回っても見つからないだろう。 

 理緒はアリスが行きそうなところを考える。 

「行きそうもなにも……外出したこと自体ほとんどない」 

「う～ん。じゃあ、私は学校内を探してみるわ。建物内の地図データって、普通、手に入

らないから校舎内で迷ってるかも」 

「なるほど……そういえば、セキュリティーとか大丈夫なんですか？ そろそろ教師も帰

る時間じゃ」 

 最後に帰る教師が施錠を確認したのち、セキュリティーシステムを作動させるはずだ。

作動した状態で、ドアや窓を開けると警報が鳴るだけの簡単なものだが、探し物をするに

は邪魔になってしまう。 

 生徒がセキュリティーを鳴らすと、最低でも反省文、最高なら停学もありえる。 

「切ったから大丈夫よ」 

「そんなあっさり」 

 理緒は未だに、アリスが学校にたどり着いて、セキュリティーに引っかかることを懸念



していたが、そちらは頼りになり過ぎる先輩に任せて町の捜索に入ることにした。 

「あと、アリスが行ったことがあるのは……駅か」 

 自宅と学校からの最寄駅。理緒が立ち往生していた場所でもあるから、アリスがそこに

向かった可能性は低くないように思えた。 

  

駅に着いた。 

帰宅ラッシュのピークは過ぎたはずだが、駅前には人が大勢いた。人ごみの間を縫って、

アリスを探す。 

人探しをするには混雑しすぎているように思えたが、旧式のアンドロイドであるアリス

の顔立ちはうくので見つけやすくはあるはずだ。 

しかし―― 

「見つからない……」 

 理緒が座り込んでいたベンチの近くを中心に探してみたが、アリスを見つけることはで

きなかった。 

 仕方なく引き返すことにした。 

  

 さすがにもう体力が残っていなかったので、理緒はとぼとぼ歩いていた。 

 一週間前、アリスと手を繋いで同じ道を歩いていたことを思いだしていた。 

アリスが明らかに理緒の命令に反する行動をとったのはあの時が初めてだった。しかし、

アリスがアンドロイドらしからぬ言動をしていたのはもっと前からだ。 

 理緒はさらに過去を思い返す。 

 ある時期から、アリスは自分自身の好奇心から来る質問をしたり、理緒に対して批判的

な意見を言ったりするようになった。最初は故障なのだと思った。そうなる直前、理緒が

アリスのプログラムをいじっていて大きな失敗をしてしまったからだ。しかし、失敗のト

ラウマから再びプログラムに手を加えることができず、そのままで暮らしていたら、どん

どん人間らしい言動を身に着けていくアリスを普通の女の子みたいに思うようになってし

まった。 

 そして、ついには好きになってしまった。 

 しかし、成長するにつけアンドロイドに恋心を持つことが、どういうことかを知りその

気持ちを封印した。 

 そして、美里の事故。 

そこに端を発する今の事態。 

 なにもかも、自分が情けないせいだと理緒は思った。 

 不安からか思考がマイナス方向へ進んでいく。ゴミ捨て場のアンドロイドがアリスに入

れ替わるイメージが振り払えない。 

「……あ」 



 理緒は思い出した。アリスと一緒に言った場所で、まだ探していないところがある。 

 学校へ向かったと思っていたので、最短ルート、いつも使う通学路ばかりを探していた

が、前にアリスが学校へ来たとき別の道を使って帰ったことを思いだした。あの時、理緒

がゴミ捨て場の前を避けるルートを通ったから、アリスは今回もそのルートを使ったので

はないだろうか。 

 それに気付いた理緒は再び走り出す。 

  

 回り道をした時に使った道をアリスを探しながら逆走する。寄り道をしたコンビニを通

り過ぎ、自宅が近づいてきた。はずれだったと思い始めたころ、道路に座り込んでいる人

影を見つけた。 

「アリス」 

「……理緒」 

 アリスと理緒の目があった。理緒はアリスのところに駆け寄った。 

「探したぞ。なにがあったんだ？」 

「理緒が帰ってこないから様子を見に行こうと思って、そしたら足が動かなくなって……」 

「足？ もしかして、最近よく転んでたのって」 

「……うん。ちょっと前から膝の調子が悪かった」 

「どうしてすぐに言わなかったんだ？」 

「だって……」 

 言いづらい理由があるらしく黙ってしまった。 

「とりあえず、移動しよう。あ、先輩にメールしないと」 

 理緒は翔子にアリスが見つかったことと、足が故障しているが他に問題はないというこ

とを知らせた。 

 すぐに返信が来た。 

「……翔子、なんていってた？」 

「ああ。なんか部室までアリスを連れて来いって。足を見てくれるらしい」 

 理緒は背中とひざ下に腕を差し込み、アリスを抱き上げた。お姫様抱っこだ。 

「り、理緒。これ恥ずかしい」 

「歩けないだろ。このまま、部室までつれてく」 

「……うう」 

「そういえば、メールが通じてなかったけど」 

「転んだとき、どこかぶつけたみたい」 

「そっか。じゃあ、それも直さないとな」 

「直るの？」 

「えっと……ああ、そうか」 

 前に修理した時、メーカーにもパーツの在庫がないから、次、壊れたら修理できるかわ



からないみたいなことを言われたのを思い出した。その時の修理箇所は別のところだった

はずだが、在庫が怪しいのはどこの部分も大差ないはずだ。 

 曲がり角に差し掛かった。まっすぐ進めば、コンビニに寄り道した時の迂回ルート。曲

がれば、通学路に使っている最短ルートに戻ることができる。恐らく、今からでも通学路

に戻ったほうが早く学校に着く。しかし、行けばあのゴミ捨て場にたどり着くはずだ。 

 理緒はまっすぐ進もうとした。しかし、アリスが止めた。 

「こっちのほうが早い」 

「でも、こっちは……」 

「平気。理緒が大変だから」 

 アリスはけっこう思い。同じ体系の人間の女子よりは軽いはずだが、学校まで運んでい

くのはさすがにつらい。結局、最短ルートを行くことにした。 

 ゴミ捨て場に差し掛かった。なんとなく、ゴミ捨て場から目を逸らす。アリスもなにも

言わない。 

「なあ、アリス」 

「なに？」 

「ひょっとして捨てられると思った？」 

「…………」 

 アリスは黙ったままだったが、理緒はその沈黙が肯定を表していると悟った。 

「やっぱりか……信用ないな」 

「だって……」 

「突然、スカート履きだしたのも」 

「言わないで……」 

「捨てない」 

「え？」 

「アリスのことは絶対、捨てたりなんかしない」 

「うん…………うん……」 

 それっきり理緒もアリスもなにも言わなかった。それでも、不思議と気まずさはなかっ

た。 

 

７． 

 

 閉じられているはずの校門や昇降口の扉はなぜか全開だった。翔子の仕業だろう。 

 部室の窓のカーテンから明かりが漏れていた。 

 部室へ行くと翔子とたんぽぽが工具を広げて待っていた。 

「おお。お姫様抱っこ」 

「理緒様、その状態でここまで歩いてきたんですか？」 



「はい。アリスが歩けなくなってしまったので」 

「そうではなく」 

 たんぽぽが言外に伝えようをしていることを理緒は察しなかった。アリスにはわかった

ようで、恥ずかしそうに唸っていた。 

「先輩、早速ですが……」 

「そうね。そこの台に寝かせてくれる」 

 翔子は工具を使いアリスの足の外装を外していく。後ろで見ていると、外科医の手術の

ように見えた。 

「どうですか？」 

「う～ん。可動部のパーツが割れてる。金属疲労したみたいね」 

「直るんですか？」 

「替えのパーツさえあればすぐだけど、アリスちゃんに合う型は手に入れるのに時間がか

かるかな」 

「それでも入手はできるんですね」 

 理緒は感心した。メーカーのサポートセンターに問い合わせても、手に入らない部品を

時間がかかっても入手できるのだ。恐らくは、父親の会社方面に人脈があるのだろう。 

「先にほかのところが壊れてないか診てみるね」 

「通信機能が壊れてるみたいなので、そこをお願いします」 

「うん。アリスちゃん、服脱いで。そしたら一回、電源落とすから」 

「わかった……けど、理緒」 

「アリスちゃん、そういうの気にするんだね……理緒、少し外しなさい」 

「わかりました」 

 アリスが理緒に裸や下着を見られることを意識するのは、他のアンドロイドしか知らな

い人間には意外に思えるが、理緒にとっては当たり前のことなので、すぐに退室した。 

  

 部室の扉は分厚い。廊下に立っていると物音も聞こえない。理緒は完全に手持無沙汰に

なってしまった。 

 夜の校舎に一人でいるのは落ち着かない。生徒が一人もいない学校は不気味だった。ア

ンドロイドが実用化される時代においても、学校は怪談スポットだった。 

 理緒は携帯で時間を確認した。前に見た時から五分もたっていない。理緒は先ほどから、

二、三分おきに時刻を確認することばかりを繰り返していた。 

 落ち着かないというより、もどかしかった。つい先ほど、なにがあってもアリスを捨て

ないと宣言したのに現実に故障が起きると理緒はなにもできない。 

 自分もなにかしたかった。捨てないというのは、動かなくなったアリスを押し入れにし

まい込んでおくことではない。 

 理緒はこの状況でできることを考える。 



「脚部の部品が入手できれば……」 

 自分で部品を調達できれば、アリスの故障にも対応できる。理緒は翔子のお遣いで行っ

た店舗にそれらしきものが置いてなかったか思い返してみたが、どの道、今からでは店は

開いていないだろう。 

「どこかに落ちてないかな……って、そんな都合のいいことあるわけが」 

 ある、ということを理緒は思い出した。あのゴミ捨て場のアンドロイドの部品を流用で

きるかもしれない。 

「行ってみるか」 

 理緒は、少し外に出ることをメールで翔子に連絡する。作業に夢中になっている翔子は

携帯を見ないだろうから、たんぽぽのアドレスに送信した。 

 すぐにたんぽぽから返信があった。 

『通信機能のほうはわたしの予備パーツが使えるので、今日中に直りそうです。もう少し

時間がかかりそうなので終わり次第連絡します』 

  

 駆け足でゴミ捨て場に向かった。あちこち走り回って疲労がたまっていたので、すぐに

足が重たくなったが気持ちが急いていた。 

 ゴミ捨て場に到着した理緒は、改めて、アンドロイドの状態を観察した。かなり汚れて

いるが、目立った損傷はない。最初に見た日から雨は降っていない。もっとも、家事をす

るために作られたアンドロイドはしっかり防水されているので、雨くらいでは故障しない。 

「いけそうだな」 

 理緒は捨てられたアンドロイドを持ち上げた。やはり抱えて運ぶには重たい。疲れ切っ

た状態で学校まで運ぶのは辛そうだった。 

「いるのは足だけだし」 

 外そうとしてみるが無理だった。仕事をするための機械を素手で分解できるわけもない。

諦めて、体ごと運ぶことにした。 

 アリスと一緒だったときは気にならなかったが、理緒はアンドロイドを抱きかかえて運

んでいるという状況を誰かに見られることを懸念しだした。 

 傍から見ると、かなり異様な光景に見える。なにせ、今抱えているアンドロイドは裸な

のだ。犯罪と間違えられかねない。そうでなくても、変人扱いは免れない。 

（さすがにいきなり通報されたりはしないだろうけど） 

 知らず知らず、駆け足になる。 

 

 理緒が学校に着くころには、すっかり息が上がっていた。 

（これは筋肉痛確定だな） 

 しかし悪い気分ではなかった。 

 作業中だと部室に入れてもらえないと思い、携帯で中の様子をたんぽぽに尋ねることに



する。 

 携帯を見ると、たんぽぽからの新しいメールを着信していた。 

『もう入ってきても大丈夫ですよ』 

 

 部室に入ると、アリスはまだ作業台のうえに寝かされていた。やはり、足の修理はでき

なかったらしい。 

 翔子は裸のアンドロイドを抱えた理緒の姿を見て、ぎょっとした。 

「なっ……理緒がついに誘拐犯に」 

「通報しますか？」 

「ちょっ……違いますよ。捨てられてたのを拾ってきただけですよ」 

 理緒は捨てられたアンドロイドをアリスの隣に寝かせた。 

「理緒、どうしたの？」 

「こいつの部品が使えないかと思って。こいつもあのまま捨てられるよりはいいんじゃな

いかと」 

 翔子が理緒の拾ってきたアンドロイドを検分する。 

「ふむふむ……確かに同じ年代の機体みたいね。これ、どのくらい前に捨てられたのかわ

かる？」 

「一週間前くらいですね」 

「とりあえず、ばらしてみるか」 

 翔子は専用の工具を使って、脚部の外装を外していく。そこから先の作業は理緒には複

雑すぎて理解できなかった。 

「ちょっと洗浄すればそのまま使えそう。理緒、洗剤の用意をして」 

 理緒は部室内にある大量の工具や、機械の部品などがしまわれた棚から、液体の入った

ボトルを取り出す。水洗いできない機械類を洗うための液体だ。洗面器に移し替える。そ

の間に翔子はゴム手袋とブラシを取り出していた。 

「こっち持ってきて」 

 理緒は作業台のうえに洗面器を置く。翔子は洗浄液のなかに部品を浸し、手際よくパー

ツを磨いていく。 

 三分もしないうちに、洗浄液は真っ黒になり、磨かれたパーツは新品同然の光沢を取り

戻した。 

「さてさて、あとははめるだけ」 

 翔子はアリスの足の外装を外し、膝の部品を分解する。外した部品を今、磨き終えたも

のと取り換えた。まったく淀みのない手つきだった。理緒は感嘆の声を上げる。 

「相変わらず、すごいですね」 

「まあね。アリスちゃん、足はちゃんと動く？」 

「マッチング中。もうちょっと待って……終わった」 



 アリスは作業台を降り、部室内を歩き回ってみた。スムーズに歩いているように見えた。 

「問題ない」 

「ふう……これで一件落着ね。理緒、片付けよろしく。たんぽぽはお茶をよろしく、四人

分よ」 

「はい。お疲れ様でした、お姉さま」 

 理緒は工具を棚にしまい終えると、洗浄液の入った洗面器を持って部室を出る。 

「これ、捨ててきます」 

 部室にも水道はある。しかし、日頃、飲み水用に使っている水道へ機械用の洗浄液を流

すのは、少し抵抗があった。 

 

「アリスちゃん、他に変なところはない？」 

「ない……」 

 とりあえず、アリスはないと答えたが、突然、自分の体をまさぐり出した。翔子は一瞬、

アリスのＡＩがバグったのかと思った。しかし、翔子はすぐにアリスがなにを気にしてい

るのか理解した。 

「別に変な武器とかはつけてないわよ。そうじゃなくて、調子の悪いところはない？」 

「……ない」 

 翔子はアリスからの嫌な視線を感じた。通常、アンドロイドから見られても、人間に見

られたときのように視線や気配といったものを感じることはない。その上、アリスの視線

には感情が乗っていた。明らかにアリスは翔子に『疑いのまなざし』を向けている。 

 常識的にはあり得ないことだ。 

「気のせいよね。でも、だとしたら、今のやり取りは……」 

 翔子は呟く。あり得ないのは、視線を感じたことではなく、アリスが翔子を『疑ったこ

と』なのだ。 

 視線は翔子の錯覚だとしても、その直前のやり取りは気のせいではすまない。 

 命令を受け家事をするだけの、話しかけても設定されたプログラムからそれっぽい受け

答えをして人間の真似をするだけのアンドロイドが、翔子が自分に悪戯をしたか疑うこと

などあり得ない。 

 一緒に生活していた理緒がアリスを特別扱いしていることを考える。 

 相手の不義を疑うことなど、知能があっても自我がなくては不可能だ。 

「アンドロイドが自我……あり得ないわ」 

 そこまで考えて、それでも翔子は否定した。 

 アンドロイドの人工知能には学習力がある。過去のデータを収集して、パターン化する

力がある。しかし、それは所詮、ワープロソフトの予測変換の発展にすぎない。人を疑う

ことなど学ぶはずもない。 

 それを知っていたが、翔子は自分の思いつきを否定した。 



「……あるわけないもの」 

 きっと理緒がキャラ付のためにそういう行動をするように教えたのだ。 

「なにか言った？」 

「なんでもない」 

「そう」 

 やっぱりそうなのだと思った。言葉が聞き取れなかったから、聞き返し、平常を装った

ら簡単に信じた。普通のアンドロイドとのやり取りだ。 

 やはり、アンドロイドに自我を持たせることはできないのだ。翔子はそう思った。 

「お茶が入りました」 

「ありがとう。たんぽぽとアリスも飲みなさい」 

 理緒が戻ってきていなかったが、お茶が冷める前に飲むことにした。 

 翔子は熱いお茶で、思考を洗い流した。 

 

８． 

 

「さてさて。これ、どうしようか？」 

 お茶で一服した後、翔子が捨てられたアンドロイドを指さして言った。 

 片足の外された旧式のアンドロイド。捨てられていただけに故障個所があるはずだ。使

い道はないように思える。解体して部品にするか、捨てるかだ。 

 聞いてはみたが、翔子は前者だと思っていた。人間大の家電であるアンドロイドは捨て

るにもお金がかかる。だったら、今回のようにアリスの予備パーツに使うのが最適だ。し

かし、理緒はどちらでもない答えを出す。 

「一回、自分で完全に修理しようと思います」 

「自分で？」 

「はい。先輩、教えてくれますか？」 

「それはいいけど……なんでまた」 

「今回のことで思ったんです。アリスになにかあったとき、自分でなんとかしたいって」 

「ふむふむ……まあ、いいでしょう。ようやく、工学部らしくなったわね。じゃあ、まず

予算の見積もりから……」 

「……っな」 

 翔子が出したざっと計算した見積もりに理緒がひっくり返ったところで、その日は解散

になった。 

 

 


