
第三話 

 

１． 

 

 翔子が作ってくれた見積書を見て、理緒はため息をつく。高校生には難しい金額であっ

た。ジャンクパーツを買い揃えればもっと安く済むと言われたが、動作保障のない部品を

買うのは理緒には敷居が高いように思えた。 

 理緒が見積書を見つめて難しい顔をしていると、わきからアリスが覗き込んでいた。 

「高いね」 

「そうだな。食費削るかな」 

「無理はダメ。ゆっくり貯めたらいい」 

 できるだけ早く修理に取り掛かりたい理緒は納得できずに見積書に目を落とす。外見上、

故障個所があるように見えなかったアンドロイドの修理費用が高くついてしまったのは、

内部の部品がいくつか意図的に取り外されていたからだ。 

 ハードディスクなど個人情報をサルベージできるようなものや、他のアンドロイドにも

流用できそうな部品がいくつか抜けていた。あのアンドロイドを捨てたのは相当、機械類

に詳しい人間らしい。 

「とりあえず、市場調査でもするか。エリス、ＰＣモード」 

「かしこまりました」 

 理緒の命令を受けたエリスはモニターの近くに座り、眠るように目を閉じた。理緒はエ

リスのうなじ部分にある接続端子にモニターのケーブルを差し込んだ。 

 通販のサイトをいくつか覗いて、部品の値段を比較する。どこも似たり寄ったりだった。

どのサイトで買っても、翔子の見積もり通りになりそうだ。 

 改めて、翔子の知識の深さを垣間見た。ついでに、アンドロイドのクリーンナップサー

ビスの相場も見てみたが、こちらも高校生には厳しい値段だった。お使いに行くくらいで

アリスのメンテナンスを引き受けてくれる翔子に改めて感謝した。 

「だからって、ドリルはないよな」 

「ない」 

 しばらく、サイトを見ていたが、金銭面の解決策は見つかりそうにない。理緒はアンド

ロイドの修理をしばらく延期することにした。 

 

２． 

 

 アリスが行方不明になった翌日。 

 理緒が登校直後から驚かされた。理緒の席の周りに人だかりができていたからだ。しか

し、よく見ると人の輪の中心は理緒の席ではなくその隣になるようだった。 



 気が抜けた思いの理緒だったが、それはそれで奇妙だということに気付いた。持ち主不

在であるはずの席に人だかりができている。 

「ちょっと、どいて。席に着けない」 

 理緒は自分の席が近いことを口実にして、人ごみをかき分けていく。 

 自分の席にたどり着いた理緒は、隣を確認した。 

「あ、おはようございます、理緒君」 

 人だかりの中心から挨拶をされた。 

「な……美里さん」 

 美里が登校していた。なんでもないようにクラスメイト達と会話していた。会話の内容

も、一週間も休んだ美里の様子を伺うだけのものでおかしなようすはない。考えてみれば

当然だ。美里は病欠していたことになっていたのだ。 

 しかし、事情を知っている理緒には、平然としすぎている美里に、眩暈を感じるほどの

違和感を覚えた。 

 理緒はカバンを置くと、クラスメイトへの挨拶もそこそこに部室へ向い走り出した。 

 

「先輩っていつも部室にいるんですか」 

 理緒は部室の前まで来て、翔子が朝から部室にいるわけはないということに気付いた。

しかし、部屋の中に入ってみると、翔子は当たり前のようにそこにいた。 

「まさか。来ると思ったから待ってたのよ」 

「そうですか」 

「言うまでもないと思うけど、事故の件の調査は打ち切りが決まったわ」 

「賠償金は諦めるんですか？」 

「調査費のほうがピンチなんだって。それにあの調査は、調べること自体が重要だったみ

たい」 

 当たり前の話だが、事故以降、新型のアンドロイドを実験のため外の世界で生活させる

ことの是非が社内でもとり正された。 

 実験を続けたい開発チームは、列車事故は事故ではなく事件。悪いのは犯人であって、

実験の方法自体には問題がなかったとしたかった。しかし、社内には別の、実験の即時中

止を求める派閥があり調査自体ができなくなる可能性があった。そこで賠償金をちらつか

せて、調査費を捻出した。 

 しかし、開発チームの責任者である翔子の父親は、初めから、犯人がいるなどとは考え

ていなかった。 

 事故の調査は実験の即時中止を決断させないための時間稼ぎ。経営陣を説得できる材料

を揃えるまでの間、反対派を抑え込む言い訳。 

 学校での聞き込みを翔子に丸投げするなど、杜撰な調べ方をしていたのは本気で犯人を

見つけたかったわけではないからだった。 



 そして、開発チームの上層部は一週間で説得材料を見つけた。それで実験は継続。 

「めでたし、めでたし……というのが、会社側から見た事件の顛末なんだって」 

「なんですか、それ」 

 理緒は裏切られたような気持になった。アリスにまであんなに心配させてまで調べまわ

ったことなのに、依頼人が本気ではなかったのだ。自分なりの理由があり参加したとはい

え、それがどうしてもやるせなかった。 

「落ち着きなさい。納得できないのはわかるけど、少し感情移入しすぎよ」 

「美里に、ですか？」 

「そうそう……というか、アンドロイド全般的にかな」 

「……先輩はアンドロイドが嫌いなんですか？」 

「好きよ。他の機械と同じように」 

 理緒は自分の感情の正体を知った。自分と同じようにアンドロイドに対し、特別な思い

入れを抱く人間がいないことやるせなさの源泉だった。開発チームが賠償金を求める理由

に、経済的なものだけでなくもっと感情的なものがあると思っていた。美里のためにかた

き討ちを求めているのではないかと、期待している部分があった。 

 アリスを探すためにあちこち走り回った時から、理緒はずっと封印していたアリスへの

感情が抑えきれなくなっていることを自覚していた。その気持ちが、他のアンドロイドへ

の愛着も底上げしていた。 

 その思いを共にしてくれる人がいないことが辛かった。 

「理緒、言っておくけど、美里に自我はないわよ」 

「どうして……」 

「あれは少し人間の真似がうまいだけ。データの処理速度やセンサーの種類が増えて、よ

りそれらしくなったにすぎない」 

 翔子は淡々とした口調で言った。その様子は理緒だけでなく、自分にも言い聞かせてい

るように思えた。 

「先輩……アンドロイドに嫌な思い出でもあるんですか？」 

「ないわよ」 

「だったら、どうしてそんな風に言い切るんですか？」 

 理緒は今日もお茶くみをしているたんぽぽのほうを見た。こんなにもアンドロイドと接

している翔子は、アンドロイドに特別な愛着を持っているはず。理緒はそう思っていた。 

「常識的に考えてありえないからよ」 

「先輩が常識を口にするなんて意外ですよ」 

「な、失礼な……ああ、もうこの話はお終い。ほら、早く授業に行きなさい」 

 理緒は釈然としない気持ちを抱えたままだった。しかし、これ以上、翔子を問い詰めて

も喧嘩になるだけだと思い、教室に戻ることにした。 

「忘れるところだった。理緒が美里のことを知ってるってことは……」 



「言いふらしたりしませんよ。信じてもらえないでしょうし」 

「うん。それもだけど、お父さんに報告したから、ひょっとしたら近々、美里は転校とか

するかも」 

 美里が学校に通っているのはうまく人間の間に溶け込めるかを試すための実験だった。

正しいデータを取るために、実験のことは翔子にも秘密だったと教えられたことを思いだ

した。それができなくなったから、転校するということだろう。 

 理緒は自我を持つアンドロイドを目指して作られたのに、美里の意思を無視して事態が

進んでいくことに対し、ひどく違和感を覚えた。 

 

３． 

 

 理緒が教室に戻ったのと、教師が出席を取り始めたのはほぼ同時だった。 

「またか、日熊。早く席に着け」 

「すいません」 

 クラスメイトから怪訝な視線を向けられつつ着席する。突然、教室からいなくなった理

緒がなにをしていたかを気にしているようだった。理緒は気にしないふりをした。 

 座ってから、美里のほうを伺った。理緒は美里に挨拶された直後に走り出したのだから、

普通なら一番理緒の動向を気にするだろうが、美里は前を向いたまま振り返りもしない。 

 教師がきたら、教室の前のほうを見て、静かに教師の話を聞くというのが、プログラム

通りの行動なのだろう。 

 そう思ってみると美里の行動はいちいちウソっぽかった。つい一週間ほど前には、さす

が優等生などと思っていた。 

 

 放課後になると理緒はすぐに席を立った。美里に挨拶することもなく教室を出た。 

 休み時間の間も美里とは話をしなかった。なにを話しても、上滑りしてしまう予感がし

たからだ。 

 なにごともなかったように学校に来ているということは、恐らく美里のなかではあの休

日のできごとはなかったことにされている。 

 その一件のことをうまく消化できずにいる理緒は美里にどういう態度をしていいのか決

めかねていた。 

  

 真っ直ぐに家に帰ると、理緒はアリスに出迎えられた。帰宅がいつもより早かったせい

かアリスは駆け足で玄関に現れた。その足取りは軽快だった。修理後、アリスの足の調子

はいいようだった。 

「おかえり、理緒」 

 理緒はアリスに通学鞄を預け、自室に向かった。アリスはいつもより近い距離で理緒の



あとについてくる。 

 理緒はエリスに振り分けていた仕事をいくつかアリスに戻していた。特に、帰宅時の出

迎えなど直接顔を合わせる機会が多くなる仕事はほぼアリスの担当になっている。 

「今日はこれから出かけるの？」 

「いや。今日はうちにいる」 

「そう。今日は一緒ね」 

 アリスも遠回しな気の引き方はしない。 

 理緒がアリスにした宣言が、理緒とアリスの間にあった壁を壊してしまっていた。 

 アリスは自然と理緒に寄り添っていた。 

「はあ……なんか疲れた」 

 理緒は自室に戻ると、着替えもせずにベッドに寝転がった。 

 見慣れた天井を見上げていると、今日の学校でのできごとが頭のなかに浮かんできた。 

 翔子はアンドロイドに自我はないと強固に主張していた。今まで、そういう話はしたこ

とがなかった。それだけに、アリスを大事に思う気持ちを自覚してしまったことを見透か

されたような気がして、理緒は翔子の話を聞き流すことができなかった。 

事故で粉々になったのに、なにごともなかったように登校してきた美里。恐らくは、デ

ータをいじってなにもなかったことにされているのだろう。こういうことがあると翔子の

主張が正しいように思える。 

あんなに都合よく記憶を消せるのはアンドロイドだからだろう。しかし、人間にも同じ

ことが起こりえないと言い切れるだろうか。 

アンドロイドに自我が芽生える証明をしようとするはずが、理緒の思考は脱線していっ

た。 

（いや、むしろ……） 

むしろ、自分がアンドロイドだということ可能性もあるのではないか。 

理緒の世代なら誰もが一度は考えることである。それは幼い子供が最初に死の概念を知

って不安になるようなもので、すぐに忘れるものである。 

しかし、この時の理緒は自覚のない混乱状態にあった。事故から連日の調査、アリスが

行方不明になり、美里の突然の復学。忙しくしていたところに、予想外の出来事が重なり

処理能力の限界を超えていた。 

理緒は思考の泥沼にはまっていく。だんだんと憂鬱な気分が押し寄せてきた。 

――ギシ 

ベッドが軋む音がした。 

アリスがベッドの淵に座っていた。アリスは心配そうな表情で、理緒の顔を覗き込んだ。

理緒の顔を見たアリスは病人の熱を測るように、理緒の額に手を当てた。 

「理緒、疲れてる。夕食まで寝たほうがいい」 

 アリスは額に当てた手のひらをずらして理緒の両目を覆った。両目が閉じられると、思



考も閉じられた。 

 理緒の意識はゆっくりと眠りに落ちていった。 

 理緒はぼんやりした頭で、起きたら明日することを考えようと思った。 

 

４． 

 

「さて……」 

 理緒は夕飯の後、考えを整理するため紙とペンを準備して机に向かった。生まれた時か

ら当たり前にデジタル機器に接してきた理緒だったが、考えをまとめる時はアナログな道

具を使う。 

 この数日で起こったことを書き出してみた。 

 アリスが紙面を覗き込んできた。理緒は咄嗟に隠した。頭のなかを覗かれたみたいで座

りが悪い。 

「あっち行って、エリスの手伝いでもしてきなさい」 

「むぅ……」 

 不満気だったが、アリスは言われた通りエリスの手伝いに向かう。エリスは、なにやら

考え込んでいる理緒を気に掛けることもなくいつも通りに家事をしていた。 

 アリスは黙ったままエリスの作業に割り込んだ。しかし、お互いの動きが邪魔になった

りはしない。アンドロイドが複数で同じ作業をするときは通信機能を利用して、データリ

ンクを行う。それをすることで、無言のまま連携行動がとれる。故にアンドロイド通しが

会話をすることは通常はあり得ない。 

 理緒はしばらく働く二体のアンドロイドを眺めてから、考え事に戻った。 

 最近起こったことで、終わっていない作業や、納得していない疑問を書き出してみる。 

 その中で、一番に決着をつけたいのは、美里の事件を調べることだった。その理由を考

えてみる。 

 自分自身の感情の問題がほぼ全てだった。 

 それ以外で考えるなら、犯人が学校関係者であった場合、犯人を見つけることは美里の

安全確保につながるということしか思いつかない。だが、それは転校の処置がされれば解

決する。 

 結局、ことの顛末に自分が納得できるかできないかの問題だった。だから、翔子の言う

とおり、アンドロイドに対して割り切った考え方をすることは一つの解決方法だった。 

 しかし、理緒は、それは無理だと思った。 

 それはアリスを否定することになるからだ。美里に対する好感もあったが、最初に思っ

たのはアリスのことだった。 

 理緒は考える。この件に対し納得できる結末を得るには、やはり一件を徹底的に調べ上

げるしかない。結論がでるか、自分が諦めるまでやりつくせば、感情的な部分にもなにか



しらの答えを得ることができるだろう。 

 そのためには、翔子の力を借りなければならない。しかし、彼女はすでに調査から手を

引いたつもりでいる。それどころか、理緒が未だに美里のことを気にしているのをよく思

っていないようだ。 

 頼めば答えてくれる、というわけにはいかないかもしれない。そうなった場合、どうや

って翔子を説得するか。 

 その日、理緒の考え事が終わることはなかった。 

 

５． 

 

 放課後を待って、理緒は部室に向かった。 

 その日も理緒は美里と会話をすることがなかった。そのことについて、美里は反応を示

さない。なにもしないところまで、アンドロイド的だと理緒は思ってしまった。 

 部室にははんだの臭いが満ちていた。 

「先輩、換気くらいしてくださいよ」 

「う～めんどくさい」 

 自堕落なセリフを吐きつつも、翔子の手先は機敏に動いていた。理緒は部品をダメにし

ないためには素早く作業する必要があると教えられたことを思いだした。 

 翔子はいつもこんな感じだ。興味のあることへの集中力はすごいが、それ以外のことが

らにはとんと無頓着だ。 

 なので、理緒はたんぽぽに話を振ってみた。 

「たんぽぽ、先輩がはんだ付けを始めたら窓を開けるか換気扇を回すかしてくれ」 

「申し訳ありません。命令の変更はお姉さまにしかできません」 

「……そうでした」 

 理緒は自分で窓を開けた。風が吹き込んできて、部室内の温度が下がった。 

「この時間だと、まだ寒い……」 

「あああ。はんだが冷める。閉めて」 

「あ、すいません」 

 理緒は窓を閉めた。面倒臭がっているだけかと思ったが、本人なりに理由があったらし

い。 

「あ、理緒、いたんだ」 

「気付いてなかったんですか？」 

 夢中になるにもほどがある。 

「よし。理緒も来たし、今日の活動を始めよう」 

 アンドロイドの修理を教えるという話を覚えていてくれたようだ。これから別の頼みご

とをするのはやり辛い。 



「あの先輩、今日は……」 

「今日は格ゲーにしよう」 

 翔子はゲーム機の準備を始めた。 

「いつからうちはゲーム部になったんですか」 

「冗談だってば」 

 翔子はゲーム機を片付けて、部室の隅に平積みしてあった本を取り出した。 

「とりあえず、これと……」 

「あの先輩……」 

「なに？」 

「美里のことはもう調べないんですか？」 

「うん。昨日も言ったじゃない。もともと親の手伝いで始めたことだし、向こうがもうい

いっていうならお終いよ。納得できない？」 

「はい。人……ではないですけど、あんな目にあった人がいて、事故か事件かも確認しな

いなんて」 

「あれは機械よ。機械が壊れたからって、いちいち動揺しないの」 

「…………この前のキレ方はなんだったんですか」 

 理緒は以前、部室のゲーム機を壊してしまったことを指摘してみた。かなり前のことで

はあるが、その時の翔子の暴れっぷりを思い出して理緒は身震いした。 

「わかったわ。じゃあ、いらなくなった資料だけ送るから自分で納得できるところまで調

べなさい」 

「あ、ありがとうございます」 

「その代り、この話はもうお終いよ」 

 直接、口にしなかったのに目的を達成してしまった。理緒は、本当は翔子も納得できて

いない部分があるのではと思った。翔子の態度は無理やりアンドロイドへ、冷めた態度を

取ろうとしているように思えた。機械が好きで、アンドロイドの修理の仕方を快く教えて

くれる。そうだというのに、理緒がアンドロイドを人間扱いすると冷たい反応をする。常々、

それをわざとらしく感じていた。 

「よしよし。それでは格ゲーを」 

「しませんよ」 

 

 部室では遊んでしまった。理緒は翔子から、入門書とプリント基盤、いくつかの部品、

最低限の機材を受け取って帰路についた。 

 帰宅して、早速、広げてみた。翔子から宿題として、指定された回路の図面を見てみる。

理科の授業でも習った記号がいくつか出てきた。この程度なら自力でもいけそうだった。 

「宿題？」 

 アリスが近づいてきた。理緒が変わったことを始めたので気になったらしい。 



「先輩からのね」 

 答えながら、振り返るとアリスと目があった。その瞬間、お互いに通じるものがあった。 

 理緒はアリスのために頑張っている。 

 照れくさくなって目を逸らした。空気が停滞した。しかし、それは決して、居心地の悪

いものではなかった。 

「理緒様、翔子様からメールが届いております」 

「え、あ、うん」 

 理緒とアリスの間にだけあった空気が霧散した。 

「……エリス」 

 アリスが呟いた。そこに不満気な響きがあるのを感じたのは、理緒の思い込みではない

だろう。 

「読んで」 

「かしこまりました……頼まれたもの、送っといたから……本文は以上です。同時に添付

ファイルを大量に受信しています」 

「わかった。あとで確認する」 

 自宅に戻ってから、早速、やってくれたようだ。 

「お世話になりっぱなしだな」 

「今度、お礼する」 

「そうだな。アリス、ドリルとかつけさせてあげたら？」 

「それはイヤ」 

 古い機械が好きな翔子は、古いロボットアニメも好きだった。アンドロイドらしい見た

目の旧式であるアリスに昔のロボっぽい部品をつけたる。それが理由で、アリスからは苦

手に思われている。 

 理緒は翔子からの宿題に戻った。調査資料も気になったが、宿題のほうは明日までと言

われていたので、そちらを優先することにした。 

「これ何の回路だ？」 

「ゲルマラジオって書いてある」 

「ラジオ？ こんなんで聴けるの？」 

「あまり感度はよくないみたい」 

「何で知ってるんだ」 

「検索した」 

 使えるラジオが自分で作れると思うとわくわくした。はんだコテをコンセントに刺し、

温まるのを待った。 

 ひも状のはんだの先端を溶かし、プリント基板に垂らすと独特のにおいがした。 

 最初、理緒は整備や部品の交換程度のことだけを習うつもりでいたが、渡されたのは電

子回路の入門書だった。確かに、部品に在庫のないアリスの修理をするには回路を自作で



きるレベルの知識がいるだろうが、ものになるまで時間がかかるだろう。 

 理緒は進路のことまで考え始めていた。どうせやるのなら、進学先もその方面にして、

徹底的に学んでみたい。いっそのこと開発者を目指すのもいいかもしれない。 

アリスのための勉強。その勉強のために進路を選ぶ。 

それが世間ずれした考えであることは、もう理緒は気にしていない。 

 

しばらくして、ゲルマラジオは完成した。 

基盤の上には数えるほどの部品、そこから伸びたコード、その先端のスピーカー。理緒

はそのあまりに簡素な造りに、付け忘れた部品があるのではと訝しんだ。 

「なにも聞こえないな。電波、入ってる？」 

「入ってる」 

「なんで動かないんだ？」 

 やっぱり部品が足りないのではと思い図面を見直してみるが、回路は図面通りに完成し

ていた。 

「熱かも」 

 アリスが呟いた。 

「理緒がゆっくりだったから、部品が熱でダメになった」 

「な……どの部品が壊れたかわかるか？」 

「それは無理」 

 わかったところで替えの部品はない。今日の苦労が台無しになって、理緒は消沈した。 

「はあ……どうしよう、これ」 

 どうしようもない。 

 理緒は完成した回路をそのまま通学鞄にしまった。失敗作だったとしても、宿題である

以上提出しないわけにはいかない。 

「先は長いな」 

「ゆっくりしたらいいと思う」 

 理緒は工具を片付けた。時計を確認する。いつも寝る時間まで、まだ少し間があった。

寝る前に翔子からもらった資料に目を通すことにした。 

「エリス、来てくれ」 

 理緒はエリスにＰＣモードを指示する。モニターに明かりがともると、翔子から受け取

ったメールの添付ファイルを開いた。 

 データファイルは複数あり、いくつかのフォルダに仕分けされていた。 

 フォルダの名前を見た限り、監視カメラの画像のほかに開発チームが調べたことをまと

めたレポートも入っているようだった。 

 理緒はまず画像ファイルの入ったフォルダを開いてみた。中身の一覧が表示された。フ

ァイル名は撮影日時とカメラのナンバーのみで構成された無機質なものだったが、ここ何



日か同じファイルをずっと見ていた理緒にはファイル名だけで前に渡されたものと同じも

のだとわかった。 

 どうやら翔子は、何も考えずにすべての資料を送ったようだ。 

 一覧を上から下まで見てみたが、ここでは新しい情報は得られそうにない。 

 理緒はカメラのフォルダを閉じ、レポートのフォルダを開いた。 

 タイトルは人名になっていた。恐らく、書いた人の名前だろう。試しに先頭のファイル

を開いてみた。 

 監視カメラの画像をチェックした人のレポートのようだった。 

 レポートの内容を意訳すると、理緒のときと同じように別段怪しい人物はいなかったと

なっている。 

 しかし、レポートの書き方が堂に入っている。言葉づかいからして、書き馴れている感

じがした。 

 説得力のある文章と論理展開で、この人がそう言うのならそうなのだろう、と理緒に思

わせた。 

 他の人が書いたレポートもいくつか読んでみた。どれもしっかりした内容だった。 

「これはすごいな……」 

 会社のほうは時間稼ぎのつもりで調査していると聞かされていたので、レポートも適当

なものだと思っていた。実際、行った調査自体は理緒がやったことと大差がない。しかし、

レポートの内容は書いた人の本気を感じさせるものだった。 

 上の思惑はともかく、美里と接してきた人たちはきっと本気だったのだ。自分たちが手

塩にかけてきたものが破壊されたことを本気で悔しがっていた。 

 それがわかっただけでも、調査した甲斐があったと思った。 

 しかし、すべてのレポートをチェックしても有力な情報はなかった。 

 理緒はファイルを閉じた。 

「理緒、そろそろ寝ないとまた寝坊する」 

「わかってるよ」 

 再開してすぐに行き詰ってしまった。それでも成果はあったと思った。 

 

 理緒は昼休み、教室でエリスの作ったお弁当を食べる。 

 アリスが弁当箱をひっくり返して購買部のパンを買いに行った時以来、中庭には行って

いない。 

 美里への態度を決めかねている理緒は、中庭で美里と鉢合わせることを避けただってい

た。 

きっと、美里は今日も中庭で飲み物だけの食事を摂っている。昼休みに人気のないとこ

ろに行くのは周囲に不信感を抱かせないためだろう。開発チームの意向としては、燃料補

給などハード面の原因で美里の正体が露見するのは避けたいといったところか。しかし、



それはクラスメイトとの会話の機会を失わせている。事実として、美里とクラスメイトと

の間には距離があった。 

そのことが気にはなっていた。アンドロイドとはいえ、隣の席の女の子がクラスで孤立

しているのは気持ちのいいものではない。 

 そう思ってはいたが、理緒は教室で昼食を摂ることにした。今はまだ気まずさのほうが

先に立っていた。 

「さて、今日はなにか……な」 

 弁当箱の蓋を開けた理緒は、その直後、慌てて蓋を閉めた。通りかかったクラスメイト

が怪訝な目つきで理緒を見ていた。 

「なあ、日熊。お前の弁当、ハート……」 

「気のせいだ」 

「そうなのか」 

「そうだ。今日はいい天気だから、中庭にでも行こう」 

 理緒は足早に教室を立ち去った。 

 

 理緒は周囲を警戒しつつ、弁当箱の中身を検めた。 

 白いご飯の上に、桜でんぶでハートマークが描かれていた。 

「エリス……じゃない。アリスのやつ……」 

 料理はエリスの仕事のはずだが、命令にない行動をとれないエリスの仕業ではない。ア

リスの仕業だ。 

「まったく……なんてやつ」 

 アリスの悪ふざけに毒づく理緒。しかし、悪い気はしない。 

 エプロン姿で台所に立ち、ちまちまと桜でんぶでハートマークを作っているアリスを想

像すると、ホットな気分になる。今日の弁当がアリスの手作りというのも、少しだけ嬉し

かった。 

「たまにはいいか」 

 しかし、教室でこの弁当を広げるのは恥ずかしすぎる。理緒は弁当を食べる場所を探す

ことにした。 

 

 理緒は屋上などの王道なスポットを巡ってみたが、どこも人が大勢いた。同じクラスの

人間も見かけたので避けた。部室は論外。翔子がいなくてもたんぽぽがいる。たんぽぽか

ら翔子に情報が漏れる。 

 残っているのは中庭くらいだった。 

「仕方ないか、美里なら言いふらさないだろうし」 

 自分に言い聞かせるようにつぶやく。 

 仕方ないというのは自分への言いわけだ。理緒は美里に話しかけるきっかけを探してい



た。周りに人がいないところならうかつなことを口走っても影響はないだろう、という目

論みもあった。 

 いろいろ考えた末、理緒は中庭に向かった。 

 

 中庭は相変わらず日当たりが悪かった。夏なら涼しくなるので人が多くなるのだが、今

の季節だと肌寒い。先客は案の定、美里だけだった。 

「美里さん、隣いい？」 

「どうぞ」 

「今日もジュースだけなんだ」 

「はい。理緒君はパンですか？」 

「いや、今日はこれ」 

 理緒は弁当を広げる。やはり、まっさきにハートマークが目に飛び込んできた。 

「…………おいしそうですね。手作りですか？」 

「アリスが……うちのアンドロイドのね」 

 間があったのが気になったが、追求しても理緒が恥ずかしい思いをするだけだと思った

ので追求しない。無難なやり取りに終始する。 

 話すことが思いつかなかったので、理緒は弁当に箸をつけた。美里もなにも言わずにス

トローを吸っている。気まずさをごまかすため、自然と箸が進む。 

 理緒は美里と話したいと思っていたが、どう話していいかわからなかった。駅での一件

について、今の状態について、どう考えているか聞きたい。しかし、それを聞くには美里

に、美里が線路に落ちて電車に轢かれて一度粉々になり、記録を操作されて今ここにいる、

ということを説明しなければならない。 

（それは無理だ） 

 話づらいどころではない。信じる信じないの問題を抜きにしても、自分がそんな境遇だ

としたらどうだろう。少なくともいい気分はしない。 

（なんとか話の核心に触れずに、要点だけ聞き出す方法は……） 

 かなり無茶な話だったが、頭を絞って考える。 

 理緒は昔、見た映画に出てきたある話を思い出した。 

「世界五分前仮説って知ってる？」 

 自分でも不自然な振り方だと思った。もっと、うまい言い回しはなかったものかと後悔

した。 

「はあ……知ってますよ。世界は五分前に偽の記憶を植え付けられた状態で作られたかも

しれない、という仮説ですね」 

「それについてどう思う？」 

「そうですね……別にどうとも思いません」 

「え？ どうして？」 



 唐突な質問に付き合ってくれたことには安心したが、理緒には美里の答えは完全に予想

外だった。自分も考えてみたことがあるが、そんな風には割り切れない。 

「世界が五分前に作られたのだとしても、記憶が偽物だったとしても、いいじゃないです

か。どのみち私たちには、今できることをできるだけするしかないですから。きっと今、

大事だと思うことを大事にすることは無意味じゃないですよ」 

「美里さん、それは……」 

 自分で考えたのか、と聞きたかったが口には出さなかった。 

 美里にはインターネットに接続できる機能が付いているはずだ。この手の議題をテーマ

にしている掲示板も見ることができる。そこから答えを拾ってくることもできる。恐らく、

美里はそうしたのだろう。 

 しかし、美里に言わせるなら、それもどうでもいいのだろう。 

 いずれにしても、美里は理緒の質問に答えを返してくれたのだ。例え、それが借り物の

言葉だとしても、きっと今その言葉をくれたことには意味がある。 

 理緒はそう思うことにした。 

 

「さて、今できることをしに行きますか」 

 大げさにうそぶいてみたが、やることは部活にでることだった。調査の方はなにかきっ

かけがないと先に進めそうにない。昨日の宿題も提出しなければいけないので部室に向か

った。 

 昨日の失敗作を持って。 

「よう、日熊」 

 教室を出ようとしたところで、クラスメイトに捕まった。昼休みに、理緒の弁当のハー

トマークを見た男子だ。 

「お前のおかげで稼がせてもらったぜ」 

「何の話だ？」 

「日熊が美里さんと部活の先輩、どっちとくっつくか皆で賭けてたの」 

「どうして、その二人が出てきたんだ……」 

 そこで思い出すことがあった。翔子が美里の交友関係について聞き込みをした時、理緒

のクラスメイト達に妙な反応をされたと言っていた。翔子の行動がクラスの女子によって

曲解されたらしい。 

「……で、どっちとくっついたことになってるんだ？」 

「とぼけるなって、美里さんだろ。あんなラブラブな弁当を二人で食べやがって」 

「あれは違う。あの弁当はいたずらで」 

「ごまかすなよ。これでも祝福してるんだぜ。美里さん、日熊以外に仲のいい人っていな

かったみたいだから、皆、少し心配してた」 

「そうなのか？」 



「そうだよ。日熊には内緒だったけどな」 

「そうか……でも、本当に違うんだ。美里さんとも先輩ともそういう仲じゃない」 

「ふ～ん。でも、仲がいいのは本当なんだろ」 

「まあ、そうかな」 

「なら、いいや。その話、ほとぼりが冷めるまで黙っといてくれる。賭けが無効になっち

まう」 

「なんてずるい奴だ。でも、わかった。いい話も聞けたしな」 

 

「先輩、お疲れ様です」 

「理緒……なんかいいことでもあったの？」 

 翔子はこのところ、沈みがちになっていた後輩が、今日はやけに元気だということに気

が付いた。 

「ひょっとして、犯人でも見つけた？」 

「いいえ。それはさっぱり」 

「理緒様はまだ、転落事故のことを調べているのですか？」 

「うん。遅くまでレポート読み続けてなにもわからなかった。おかげで寝不足」 

「だから止めときなさいといったのよ」 

「理緒様、ご自愛ください」 

「ところで、宿題はやってきたの？」 

「……はい。組み立てはしたんですけど」 

 理緒は昨日、作ったラジオをカバンから取り出した。翔子はラジオを一通り観察した。 

「作りは間違ってないけど、動かないみたいね。はんだの熱で部品をダメにしちゃったの

かな」 

「アリスもそんなこと言ってました」 

「ふむふむ……再提出」 

 翔子は昨日と同じセットを取り出した。 

「いくら知識があっても、ここまで不器用だと修理なんてできないわ。もっと練習しなさ

い」 

「もっと簡単なものは？」 

「ない。それくらいすぐに組んじゃいなさい」 

 理緒は部室の道具を使い昨日と同じように、回路を組み立てた。同じものを一度、作っ

ただけに前回よりも格段に早く組みあがった。 

「あ、音が出た……なんかザーザー言ってますね。また、失敗ですかね」 

「もともと、こんなものよ。知識があれば改造して感度をあげることもできるけど、それ

はまた今度ね」 

「そうですね。今日は帰って調査の続きでもしてますよ」 



「そんなことしてないで、昨日、渡したテキストでも読んでなさい。そして早くメガドラ

イブの修理をするのよ、私のために」 

「やけに親切だと思ったら、そんなこと考えてたんですか」 

「なによ。有意義なことじゃない」 

「そうですよ。無駄なことしてないで、お姉さまの役に立ってください」 

「たんぽぽまで」 

 理緒はそそくさと後片付けをして、部室から逃げることにした。 

 

６． 

 

 昼間、日熊家にはアリスとエリスだけしかいないことが多い。しかし、その日は珍しく

もう一人いた。 

 不審者ではない。日熊家の家主、理緒の父親だった。 

 忙しいと言って滅多に顔を見せないくせに、平日の昼間にフラッと帰ってくる。持ち主

の父親の仕事をアリスは知らなかった。 

「理緒はどうしている？」 

「少し沈みがちだったけど、今は平気そう」 

「そうか。成績のほうはどうだ？」 

「いつも通り」 

「また、しばらく泊まりになる。家のことは頼む」 

 理緒の見た目には母親の面影がある。アリスは、それが理由で父親は理緒を避けている

のではないかと思った。しかし、高価なアンドロイドを二体も買い与えたりなにかと気に

しているそぶりを見せる。また、理緒の様子を尋ねる相手はいつも新型のエリスではなく

旧型のアリスだった。理緒がエリスよりアリスに愛着を持っていることに気付いているよ

うだった。 

 理緒のことを避けているようでよく見ている。父親の心境をアリスは未だに理解するこ

とはできなかった。 

 ただ、理緒が帰ってきたら、真っ先に父親の話をしようと思った。 

 

７． 

 

 なんとなく空気が違う。 

 帰宅した理緒は直感的にそう思った。 

（先輩なら秘密結社の襲撃とか言いそうだな） 

「理緒、おかえり」 

 いつも通りにアリスが出迎えてくれた。アリスの顔を見たら『変わった空気』を感じな



くなった。 

「今日、誰か来た？」 

「うん。お父さん、来てた」 

「え？ ああ……そうなんだ。なんか言ってた？」 

「いつも通り……理緒の心配してた。すぐに行っちゃったけど」 

「そっか」 

 生返事。理緒はアリスの顔も見ずに返事をしていた。 

 理緒は理緒で、父親のことを無視しているようなところがあった。父親が家にいないこ

とを考えないようにするうちに、いつの間にか、父親自身のことを気にしないようになっ

てしまった。 

 アリスはお互いにもっと話し合ってほしい、と思っていた。しかし、上手く二人をその

気にさせる方法がわからなかった。 

 今回も失敗したと思った。 

「今度来たらできるだけ引き止めといてくれ」 

 アリスは二、三秒フリーズした。しかし、すぐに立ち直る。なにかはわからないが、理

緒にいいことがあったのは理解した。 

「うん。わかった」 

 

 普段、アンドロイドに頼りっぱなしの理緒は家事のスキルが壊滅的だった。故にパソコ

ンを使う用事があっても、エリスが家事をしている間は可能な限り後回しにする。 

 そういうわけで、理緒は夕飯後に数学の宿題をこなしていた。進路を工学系にしようと

思い始めたおかげか、いつもより身が入っていた。 

 現時点で、理緒の数学の成績は平均程度だ。クラスが文理混合であることを考えると、

少し厳しい成績だ。ちょくちょく手が止まる。 

「……ふう」 

一問解き終わったところで、ドアをノックする音が聞こえた。理緒が返事をする前に、

アリスが部屋に入ってきた。手に紅茶を乗せたお盆を持っている。 

「理緒、お疲れ」 

「ああ。ちょっと休憩」 

 アリスは理緒のノートを覗き込んだ。 

「全然進んでない」 

「……む。難しいんだぞ」 

 アリスは教科書を手に取った。 

「……わからない」 

「だから言っただろ」 

「理緒のせい」 



「どうして？」 

「前に教材用のソフトを消した」 

「あれは小学生用だぞ」 

「あの時の？」 

「まあ……」 

 理緒の返事は歯切れが悪い。隠しているわけではないがバツの悪い話だったからだ。 

（まあ、結果的によかったのかもしれないけど） 

 理緒は会話を切るためにお茶に口をつけた。淹れたての紅茶は熱すぎたが、いい香りが

した。 

「これ、アリスが淹れたの？」 

「うん。たんぽぽに教えてもらった」 

「いつの間に……」 

「この前、データもらった」 

 アンドロイド同士でものを教え合うとは、データの送受信を意味する。容量にもよるが

数秒で済む。 

「あれ？ コピーガードは？」 

「翔子の自作」 

 市販のソフトにはコピーガードが掛けられている。故に、アンドロイド同士でものを教

え合う時は、出荷後に学習能力によって獲得した情報のみになる。例えば、家事の作業状

況や持ち主の嗜好などだ。 

 お茶の淹れ方などは付属品として初期状態からインストールされているので、通常デー

タのやり取りはできない。翔子は初期から入っているソフトをわざわざ自分で作ったらし

い。相変わらずの物好きだった。 

「ひょっとして、たんぽぽの人格もゼロから作ったりしたのかな？」 

「それは知らない」 

 いくらなんでもそれはない、とは思う。技術的にはともかく、作業量的に一人でやるに

は無理がありすぎる。不可能ではないにしても、そこまでの手間はかけないだろう。 

 考えてもしかたないことであるので、理緒は宿題を再開した。エリスが家事を終えるこ

ろにはなんとか終えることができた。 

 

 エリスをＰＣモードにした。 

 インターネットに接続して、電子工作について検索してみた。自分でも勉強しようと思

ったからだ。電子工作 入門、で検索してみると、今日作ったゲルマラジオのキットが引

っかかった。滅茶苦茶を言っているようにみえたが、丁寧に教えてくれようとしているよ

うだ。 

 他のサイトも見てみるとゲルマラジオについて、詳しく書かれているページを見つけた。



ラジオの感度をよくする方法について書かれている。 

 そのページを読んでみたが、難しくて手が付けられなかった。 

 諦めてページを閉じた。 

 ディスクトップが表示されると大量のアイコンが目についた。最近、調査のレポートな

どでファイルをたくさん作ったため、ディスクトップが乱雑になっていた。 

「整理するか」 

 新しいフォルダを作り、アイコンを放り込んでいく。作業を進めていくと、警告メッセ

ージが表示された。メッセージの内容は同名のファイルが移動先にあるので、上書きする

か、名前を変えるかしなければならない、というものだった。 

 移動させようとしたファイルは監視カメラの映像だった。最初に渡されたものと、後で

レポートと一緒に渡されたものを同じところに入れようとしてしまったらしい。 

 上書きしても問題ないはずなので、上書きを選択しようとする。 

「あれ？ なんだ、これ？」 

 画面には同名の二つのファイルの概要が表示されていた。ファイルの最終更新日と容量

である。この二つがあればどちらが新しいファイルか判別できる。 

 今回、移動させようとしたファイルは同じものをコピーしただけのものなので、全く同

じ表示になる様だった。しかし、表示を見ると、最終更新日が違う。容量もわずかだが違

っていた。 

 最初にもらった方が、更新日が一日、新しかった。 

 日付をよく思い出してみる。後でもらったファイルの更新日は美里が線路に落ちた日だ。

その当日の映像なのでこれは問題ない。 

 だとしたら、先にもらった方はいつなにが変わったのだろう。 

 理緒は詳細な情報を得るために、プロパティを見る。更新された時間は早朝。理緒が平

日、学校へ行くとき、家を出るより少し早いくらいの時間だった。 

 映像の変更点を探るため、後でもらった方の映像を再生した。 

 変更点はすぐに見つかった。そして、美里は誰かに突き落とされたのだとわかった。最

初に見た映像には映っていなかった人物が映っていたからだ。 

「そんな馬鹿な。あいつが犯人……？」 

 ファイルが更新された時間を考えて、誰が犯人かを確信した。しかし、それは自分でも

信じられない推理だった。 

 

８． 

 

 監視カメラの映像だけでは、状況証拠にしかならない。しかし、突拍子もない推理なの

で、警察に届けるわけにもいかなくなった。 

 なんとか、自分で言いくるめて、犯人に自白させなければならない。 



「……できたとして、その後どうすればいいんだ」 

 犯人は理緒の期待していた犯人像を大きく外れたものだった。この相手には、理緒が聞

きたかったことを聞いても無駄だ。しかし、犯人を放置しておくことはできない。犯人は

美里と簡単に接触できるところにいる。また美里に害を与える可能性がある。 

「理緒、怖い顔」 

「アリス……」 

「ラジオ、難しい？」 

「違う……いや、難しいけど、そっちじゃなくて」 

「事故のこと？ あまり思いつめない方がいい」 

「事件だ。犯人がわかった」 

 理緒は、自分が見た映像をアリスにも見せた。アリスに犯人を追及する方法を相談する。 

「翔子に相談するしかないと思う」 

「そうだよな。どっちみち最後には話すしかなくなるわけだし」 

 しかし、翔子は理緒の推理を信じるだろうか。翔子の日頃の主張からすると信じてもら

えないような気がする。 

「そこは映像を見てもらうしかない。動機はわからないけど、事実だけは認めてくれる」 

「念のため、直接ここで見てもらった方がいい。明日、先輩を家に呼ぼう」 

「…………仕方ない。ここなら工具もないし」 

 アリスは大分ためらって、返事をした。 

 

 翌日の放課後。理緒は翔子にメールを出した。返信はすぐに届いた。 

「面倒臭がれると思ったのに……」 

「理緒、片付け手伝って」 

 お客さんが来るということで、エリスとアリスはいつもより念入りに掃除をしていた。

翔子が来るまでまだ少し間がある。 

 

 片づけが終わって、エリスがお茶の準備をしている最中に玄関のチャイムが鳴った。 

 理緒とアリスは出迎えに行った。家の前で待っていたのは翔子だった。 

「お、お邪魔します」 

「いらっしゃいませ。先輩なんか緊張してません？」 

「し、してないわよ」 

 理緒は翔子の様子に不信を覚えて、翔子を観察してみた。 

「先輩、なんか今日、いい感じですね」 

「そうかしら……」 

 いつもはほったらかしの髪が綺麗に梳かされていたり、身だしなみがよくなっている。

理緒は気付かなかったが薄く化粧もしていた。 



「理緒、メールになんて書いたの？」 

「え……普通に、大事な話があるからうちまで来てほしいって」 

「…………」 

 アリスが黙ってしまった。 

「とりあず、上がってください。見てほしいものがあるんです」 

「なにかしら？」 

 

 妙に大人しい翔子をリビングに案内して、二つの映像を見てもらった。 

「まさか、私が犯人とか言わないよね」 

「その可能性もありましたね。先輩が犯人だとは思っていないです……先輩、この日、部

室に行ってませんよね？」 

「家で理緒のお遣いを待ってたわ。証拠はないけど」 

「だったら、犯人は……」 

「あり得ないわ。そんなこと」 

「でも、この映像は……」 

「あり得ない。ただのバグよ」 

「バグでこんなことにはならないですよ……先輩はどうして、そこまでムキになるんです

か？ ただ常識だからってわけじゃないですよね？」 

「私は信じたくないの……」 

 翔子はなにかを呑み込むようにうつむいた。しばらく間があり、翔子は語り出した。 

「……アンドロイドに自我があるなんてことは」 

 理緒は黙って先を促す。 

「よくある話よ。子供のころ、私の近くで働いていたアンドロイドを本当の友達のように

思っていた。でも、ある日、その子は新しいタイプに買い替えられた」 

 確かによくある話だ。しかし、話が見えない。ショックなのはわかるが、アンドロイド

の自我を否定する根拠にはならない。 

「ただ、捨てられただけならそうかもね。でも、その子はデータをフォーマットされて別

の場所で働いていた。見つけた私は喜んだわ。でも、あの子は私のことを認識しなかった。

性格やしゃべり方も新しい持ち主の好みに変えられていたわ。ねえ、信じられる？ クリ

ック一つで記憶や性格まで変えられるものが自我を持つなんて」 

「でも、それは……」 

 人間でもおなじではないか、と言いかけて止めた。 

 頭部への衝撃で記憶が消えることは周知の事実だ。理論だけであるが、脳を刺激するこ

とで記憶や人格を操作できるという論文もある。 

 しかし、それを言っても、人間にも自我がない、という返しが来るだけだろう。 

 理緒は翔子を納得させられるような理論的な反論を考え出すことができなかった。 



 理緒は美里の言葉を思い出した。 

「それでも、信じます。クリック一つで消えたって、僕のアリスへの気持ちも、先輩のア

ンドロイドへの友情も意味があったんだって。だって、僕たちには信じることしかできな

いじゃないですか。自分自身のことだって」 

「だったら、理緒がアリスちゃんに自我があるって信じる根拠はなに？」 

 理緒は言葉に詰まった。アリスの前ではあまりしたくない話だったからだ。しかし、ア

リスは話の行く末を見届けたいのか、黙ったまま理緒を見ていた。理緒は、どうせ知って

いる話と思い口を開いた。 

「アリスには人格を設定するプログラムが入ってないんです……というか、他のものもほ

とんど、ＯＳと学習プログラム以外は」 

「そんな馬鹿な……」 

 翔子は本気で驚いたらしく、目を見開いてポカンとしていた。アリスが人間らし過ぎる

のは翔子も認めている。しかし、それは特別に優れたプログラムを使っているからだと思

っていた。他のアンドロイドに詳しい人間に見せても同じ反応をするだろう。 

「昔、アリスに入っていたあるプログラム――教育用のソフトです――を親に黙って削除

しようとして、他のプログラムも一緒に消しちゃったんです」 

 今考えると、どうしたらそうなるんだ、と思うところだが、素人は時折常識はずれなミ

スをしでかす。 

 その後、リカバリーディスクの存在を知らなかった当時の理緒は、自力でいろいろなこ

とを教えていった。もっとも、教え方は洗濯や料理といった単語をネットで検索して、ア

リスに見せるというものだった。 

「親にばれないようにするのが、大変でした」 

「……でしょうね。その状態のアンドロイドはほぼただのマネキンよ」 

「それで、そうやって過ごすうちにアリスがしゃべるようになっていったんです」 

 アンドロイドの学習プログラムはゼロから言語を学ぶことができる。自分の考えを持つ

ことはできないが、語学を学ぶことはできる。日本人が学ぶ『国語』を学ぶことはできな

いが、外人が学ぶ『日本語』は習得できる。 

 アリスが片言でも喋るようになって、理緒はほっとした。しかし、その頃からアリスが

奇妙な行動をするようになった。 

 命令を聞かなかったり、助言したり、咎めたり、理緒の先回りをするような言動を見せ

始めた。最初はバグなのかと思った。しかし、バグだとしたら、もっと意味不明な意味の

通らない言動をするはずだ。アリスの言動が奇妙に見えるのは、命令通りにしか動けない

はずのアンドロイドだからで、人間にしてみれば普通のことだった。 

 理緒は、甲斐甲斐しく世話を焼きながら、時に厳しく接してくるアリスのことが気にな

りだした。次第に、アリスの中に人間と同じ心を感じるようになった。外見が美しい少女

だったこともあって、理緒はアリスのことが好きになっていった。 



「ゼロから、自分の経験だけで人格を作っていった……それは確かに」 

 それだけで、アリスに自我や心といえるものがあると判断できる根拠になるだろう。な

ぜなら、それは人間が人格を作る過程と同じだからだ。 

 翔子はしばらくの間、考え込んでいた。 

 理緒もアリスも、翔子の考えがまとまるのを待っていた。部屋にはエリスがお茶を淹れ

なおす音だけが響いていた。 

「……あの子も一度、人格に関するプログラムをリセットしている。アリスちゃんに自我

が芽生えたのが、そのせいなら可能性はある……と思う」 

 翔子の自信なさげな口調で言った。 

「でも、どうやって確かめるの？」 

「美里がまた学校に来ていると知ってどう動くかです。多分、休日に美里が一人で出歩い

ていれば……」 

「囮にするわけね」 

「はい。あまり気持ちのいい話ではないですけど、犯人が害意を持って突き落としたと証

明するにはそれしか思いつかないです」 

 具体的な計画を話し合った。 

 問題は、美里が、事件が原因で学校以外の外出を禁じられていることだった。犯人は人

目のある平日の学校では動かないだろう。休日の学校に美里を呼び出す必要がある。 

「それは委員会とかの仕事を手伝ってもらうとか言えば来てくれると思います」 

「そうね。開発側としても、美里に、休日に仕事の手伝いを頼んでくる友人ができること

は興味深いことだろうし。あとは私が……」 

 大雑把だが、計画はまとまった。あとは当日の動き次第だ。 

「私も一緒に行っていい？」 

 ここまで、話に入ってこなかったアリスが初めて口を開いた。 

「どうして？」 

「気になるの」 

「いいんじゃない。危険があるわけじゃないし」 

 理緒は迷ったが、翔子の言うとおり具体的な問題があるわけではないので、アリスも同

行することになった。 

 

 休日前の最後の昼休み、理緒は中庭で昼食――といっても、パックジュースだけだが―

―を摂っている美里に声をかけた。 

「……というわけで、仕事の代行を頼まれたんだけど、大変そうだから手伝ってほしいん

だ」 

「はい。わかりました」 

 あっさり、ＯＫの返事をもらった。理緒は委員会活動などにはこれまで無縁だったので、



もっと突っ込まれるかと思っていた。わざわざ昼休みを待ったのも、クラスメイトに不審

に思われないためだったが、必要なかったかもしれない。 

 いずれにしても、準備は整った。 

「あとは、犯人しだいか……」 

 理緒はにわかに緊張していた。 

 

９． 

 

 理緒とアリスは二人だけで学校に来ていた。翔子は、今日はいないことになっている。

これは犯人をおびき出すための嘘で、実際には先に学校に来てセキュリティーを解除して

いる。委員会活動が嘘なので、教師にセキュリティーを切ってもらえない。 

 理緒は翔子に電話を掛けた。 

「先輩、今どこですか？」 

「打ち合わせ通りよ。セキュリティーは切ってあるから、早く来なさい。待ちくたびれち

ゃった」 

 万が一、美里が先に来てしまうと、困るので翔子にはかなり早めに出発してもらった。 

 理緒は美里に電話を掛けた。 

「もしもし、もう着いてますか？ こっちは今、学校に着いたところです」 

「こちらは教室にいます」 

「わかった。すぐに行きます」 

 

 理緒が教室へ行くと美里が待っていた。アリスは翔子と合流するために昇降口で別れた。 

「ポスター作りですよね。どのようなものを作るのですか？」 

「え～と、委員会の部屋に去年のがあるから、それを参考にしよう。取りに行ってもらっ

ていいかな。こっちはペンとかを用意しておくから」 

「わかりました。行ってきます」 

 美里が教室を出て行った。理緒はしばらく待ってから、美里を追いかけた。 

 

 美里は一人で、廊下を歩いていた。休日の学校にはすれ違う人もいない。グラウンドで

は運動部が練習している。部室棟には人がいるだろうが、それ以外の校舎は委員会などで

活動許可を取った生徒以外は立ち入り禁止だ。だから、理緒たち以外は誰もいないはずだ

った。 

 しかし、美里の後ろをつけている人影があった。 

 足音で追跡を気取られない距離を取って、美里をつけている。一定のペースを保ってい

たが、美里が階段にさしかかったところで、走り出して一気に距離を詰めた。 

 美里が足音を気にして、振り向く前に手の届く距離に迫る。美里の背中に追跡者の手が



伸びた。 

 美里に追跡者の手が迫る。しかし、その背中に触れる直前、横から腕を掴まれて動きが

止まった。 

「そこまでだ」 

「え？ 理緒君」 

 美里が振り向いた。後ろには理緒と、理緒に腕を掴まれている――美里は顔を知らない

――制服姿の女子がいた。 

「うまくいったみたいね」 

 踊り場の陰から、アリスを伴った翔子が姿を見せた。 

 理緒に腕を掴まれた犯人を挟み込む位置に立った。 

「理緒君……これは一体？」 

「ごめん。落ち着いたら説明するから、先に教室へ戻っててくれる」 

「はい。わかりました」 

 美里は素直に教室へ向かった。美里の姿を見送ってから、残った四人は改めて向かい合

った。 

「駅での一件も君が犯人だね――たんぽぽ」 

「ああ。やはり、ばれていたのですね、理緒様」 

「全部、説明してもらうわよ。たんぽぽ」 

「はい。お姉さま」 

 たんぽぽはすっかり諦めたようで、逃げようとする素振りすら見えない。恐らく、翔子

が二度目に資料を送った時点で、犯行が露見することを予期していたのだろう。 

「オリジナルのほうの映像は見たんですよね」 

「ああ。たんぽぽが映っていた」 

 理緒が最初にもらった映像ファイルは改竄されたものだった。そして、後から手に入れ

たものは改竄される前のものだった。その映像にはたんぽぽの姿が映っていた。 

「御察しのとおり、私を経由して理緒様に渡った映像には、私が改竄を加えました」 

 たんぽぽは翔子が部室で調査をしようと思い、たんぽぽに送った映像を自分で改竄した。

理緒が最初に手に入れた映像は部室からたんぽぽのアドレスで送信されたものだった。理

緒に美里に関係ありそうな人物を教えてもらいながらだったので、翔子は調査を部室でし

かしていなかった。開発チームの人間は翔子の父親以外はたんぽぽの顔を知らない。また、

対立企業や社内の人間のみをマークしていたので、制服姿の女子高生は注視していない。

翔子の父親は会社の上層部の相手で精いっぱいだったため調査に参加していない。 

 こうして、たんぽぽの顔を知っているものは、たんぽぽの映った画像を見ていない。知

らないものは気付かない、という状況ができあがってしまった。 

「もっとも、時間をかけて調べれば、誰でも君が怪しいって気付いただろうけど」 

「はい。調査が中止されたときはホッとしました」 



 しかし、理緒は調査を続行した。しかも調査を続行するにあたって追加の資料を求めた。

その資料は、翔子の父親が自宅に仕事を持ち帰ったことにより、翔子の自宅で働いている

アンドロイド、ひまわりの中にあった。翔子はその日、自宅に帰ってから、ひまわりのア

ドレスで理緒に資料を送った。 

こうして、たんぽぽの顔を知っている人間が改竄前の映像を見ることになった。 

「もっとも突き落とした瞬間の映像はないから、こうして現行犯で捕まえたわけだけど」 

「もともと見つかったら、そこでお終いにするつもりでしたよ」 

 ひまわりは微笑んでいた。たんぽぽの表情のパターンはアリスより多いが、エリスより

は少ない。しかし、その微笑みからはパターン化できない複雑な感情を読み取ることがで

きた。 

「たんぽぽ、どうして？」 

「アリスさん……あなたにはわかるでしょ。私の気持ちが」 

 アリスは黙ってうつむく。相手の気持ちを察することができるほど高度な自我を持った

アンドロイドは、同じアンドロイドが同胞を手にかけたことについて心を痛めていたよう

だった。 

「たんぽぽ、あなたいつから心を持ったの？」 

「難しい質問ですね。私は美里を破壊しようと思ってからも、お姉さまの命令通りに動く

ことに疑問を持ちませんですから」 

 翔子から事前に聞いていた話によると、買い替えが決まったとき、翔子はたんぽぽを実

験用として父親から譲り受けた。その直後、プログラミングの訓練のため、たんぽぽの人

格をリセットした。そして、ある程度、家事のプログラムができたところで部室に持ち込

んだ。 

「その一年後、美里の存在を知るわけです。私が昔、お姉さまのご自宅で働いて、新型に

買いかえられて学校に来たことは気付いていました」 

「一部、昔のデータをそのままコピーしてたけど、そのせいかしら」 

「はい。なんとなくそんな感じがしただけですけど。お姉さまにお茶を淹れていると時々

懐かしい気分になったんです」 

「それで新型のアンドロイドを見つけて、不安になったと」 

「はい。新型が、美里が完成すれば、ひまわりが美里に、私がひまわりに、取って代わら

れると思ってしまい」 

 アンドロイドにとって買いかえられることは死ぬことと同じだ。理緒はゴミ捨て場にア

ンドロイドが捨てられていた光景を思い出した。自分がもう不要だからとあんな風に捨て

られたら。想像してみると身震いした。 

 同じことを考えているのか、翔子もアリスも何も言わない。 

「他に聞きたいことはありますか？」 

 たんぽぽが先を促した。 



「あと一つだけ。どうやって、美里がアンドロイドだと気が付いたんだ？」 

 たんぽぽは翔子のほうを見た。翔子はその視線の意味を理解できないようで、首を傾げ

ていた。 

「私にはお姉さまが付けた電波を傍聴するタイプの盗聴器がありまして、たまたま美里が

発信していた電波を拾ったんです」 

「ちょっと、先輩。盗聴なんてしてたんですか？」 

「え？ ああ、そういえば、昔、面白半分で作ったの忘れてたわ」 

「犯罪ですよ」 

「作っただけで、使ってないわよ」 

「それアウトでしょ」 

「セーフよ」 

 理緒に法律の知識がないので、翔子の行動が法律に反していないか判断できなかった。

あとで、調べておこうと思った。 

「さて……それで私はどうなるのでしょうか？」 

 脱線しかけた話をたんぽぽが引き戻した。 

「それは……」 

 理緒は言葉に詰まった。事件を解いてしまった以上、犯人を裁かなければならない。し

かし、自分が捨てられる――殺される――恐怖に脅えての犯行に適切な裁きを下せるよう

な知識は持っていない。 

「理緒、翔子、私は二人に任せる」 

 アリスは一歩下がって、二人を見つめた。なにかを見極めようとしているような真剣さ

を感じた。 

 理緒は迷った。そもそもこれの事件は殺人なのだろうか。アリスが同じ目に遭わされた

ら、殺人だと思うだろう。それは理緒がアリスには自我があると思っているからだ。 

 では、美里ならどうだろうか。アンドロイドだと知る前は違和感は無かったが、知って

からはやはりアンドロイドだと思う場面が何度かあった。だったら、これは器物損壊なの

だろうか。 

「理緒は感情移入し過ぎよ」 

「先輩……？」 

 理緒は翔子の言葉に困惑した。少なくとも、アリスとたんぽぽに自我があることは認め

ていたはずだと思っていたからだ。 

「理由はどうあれ、他のアンドロイドを線路に突き落とすようなアンドロイドをそのまま

にはしておけないわ。罰が必要よ」 

「どうするんですか？」 

「たんぽぽ」 

「はい」 



 主従の間にはなにか通じるものがあったらしい。たんぽぽは翔子の裁定を待った。 

 

「たんぽぽ、シャットダウン」 

 

 たんぽぽは目を閉じ、動かなくなった。ハードディスクの微かな動作音が聞こえた。 

 

 


