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「神が死んだ日」

八杉将司

唐突に携帯 電話の呼び出し音が教室 に鳴り響いた。
アユムは世界史の教科 書を眉をひそめて教卓に叩 きつけた。生徒たちを睨 みつける。

「誰だ、 ケータイの電源を切ってな いやつ」
生徒たちは慌てて机 の中やカバンに手を突っ込 み自分たちの携帯電話を確 かめた。誰

の呼び 出し音でもないらしい。生 徒は隣同士で顔を見合わせ て困惑した表情を浮かべ て
いた。

「 あ」と、ア ユムはス ーツの胸に 手を当てて 声を上げた 。
「す まん。先生 だ。おかし い
なあ、さっき電源 を切ったはずなんだが」

ア ユムは苦笑いしながら携帯 電話を取り出すと、ディス プレイに目を落として眉を ひ
そめた。
携帯電話の電源は切れてい た。何も表示されていなか った。しかし、ディスプレ イ全
体が真っ赤に 点滅し、けたたましい電子 音をがならせていた。
エマージェンシーアラー ムだった。
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でも warning
でもな く、最悪の事態を知らせ る emergency
。
caution
アユムは模 擬授業プログラムをフリー ズさせた。生徒たちの動き が固まり、フリーズ
中であることを示すグレ ー一色になる。
携帯電話に 出た。
「もしもし、どうした 」

しばらく してから返事があった。
「応答はあなただけ のようね。一般教育者名簿 ２２６番アユム。そのとお り？」

女性の 声だった。緊急事態の警報 を鳴らしておきながらひど く事務的で冷静な口調だ
った。
「そ うだ」
「こちらはアリサ 。わかる？」

名 簿検索機能が走る。特務ナ ース名簿の２３番にアリサ の個体名があった。
「わかる。状況 を説明してくれ。何も情報 がきてないんだが」
「船内管理 コンピュ ータがほと んど死んで しまったか らね」と、 アリサは言 った 。
「わ

たしはたまた ま外部作業ユニットで作業 をしていたから事故に気づ いたけど」
「船内管理コンピュータが 死んだ？ 事故って何だ 。何が起きた」
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航宙船が破壊されたのか 。いや、でも破壊されたな らどうして俺たちが…

「そう焦らない。いくら慌 てても何もかも手遅れだか ら」
「手遅れ？
…」

「全 壊ではな いわ」アリ サは遮って 言った 。
「どうや ら付近で予 期しない大 質量恒星の
ハイパーノヴァが起き たようで、そのガンマ線バ ーストをもろに浴びたらし いのよ。さ

すがに放 射線シールドでも守りきれ なくて、内部まで電子障害 を受けたみたいね。統合
計算機や基幹コンピ ュータがかなりやられたわ 。でも、わたしとあなたが こうやってし

ゃべっ ていられるように全滅はし てない。ラムスクープと核 融合ドライブに損傷はな い
ので、この船が永 久に宇宙空間を飛び続ける なんて心配はないし、航法 システムもメイ

ンは 修理がいるけど、サブはま だ生きてるので航行に問題 はまったくない」
「じゃあ、何が手 遅れなんだ」

「 エッグハウスの温度調整機 能が停止したのよ。電源が 一時的に落ちて自動的に補 助電
源に切り替わっ たんだけど、そこでソフト ウェアに妙なバグがあっ たみたい。すべての
制御コンピュータがシャッ トダウンしたまま立ち上が らなくなったの。全面停止 からお

よそ三十時間 が過ぎたわ。おそらく十万 個すべての冷凍受精卵がも う死んでる」
「それってつまり……」
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「地球人類は滅亡したわ」

複合 的な理 由が重 なって 地球 もろと も滅び ゆくこ とにな った人 類が最後 に託し たの
が、辛うじて一隻だけ建 造できたこの恒星間航宙船 だった。長期冷凍保存さ せた十万個

の受精卵を あらかじめ観測で発見さ れた地球型惑星に運び、そ こで特殊な発生装置によ
り細胞分裂を促し、成 育させることで人類の種を 生き延びさせようとしたの である。

しかし、 人間が生まれたとしても 、成人するまでは誰かが育 て、教育しなければなら
ない。その役目をア ユムやアリサなど人間に近 い人格を持ったＡＩが背負 っていた。

アリサ は言葉を続けた。
「人類だけでなく 、ほかの生命体も絶望的ね 。実験教育用のクマムシぐ らいは生き残る

だろ うけど」
冷凍受精卵の貯 蔵タンクであるエッグハウ スの管理ＡＩであり、地球 型惑星に到着し

た ら人型ロボットを使って生 まれてくる人類の母親役を 担当するアリサは言った。
父親役と教師を 担当することになっていた アユムは、考え込むよう に黙った。
いつになっても言葉を発し ないのでアリサが訊いた。
「大丈夫？ システム障害でも起きた？ 」
「……いや」と、アユムは つぶやいた。
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「しっかりしてよ。起動し てるＡＩはわたしとあなた だけなのよ」

「ほかのＡＩ はどうした」
「一緒に作業していた外 部作業ユニットは通信が途 絶えてる。船外活動中だ ったから仕

方ないわね 。ほかのあなたのように 訓練中だったＡＩは電子障 害の影響でデータが消去
されてしまってる。休 眠中のＡＩも緊急起動のコ マンドを出しているんだけ ど、応答が

ないわ」
アユムの模擬授業を 受けていた生徒たちもＡＩ だが、決められた反応をす る簡易ＡＩ
で高度 な知能はなかった。
アユムは不思議そ うに言った。

そんな ことより」

「ど うして俺は平気だったんだ ろう」
「あなたのいるハ ードディスクは偶然電子障 害を受けなかったのよ。 差し込み場所がよ
か ったんじゃない？
「何だ」
「どうしたい？」

「どうしたい って何だよ」
アリサは呆れたように言 った。
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「わたしたちは存在の意味 を失ったのよ、わかってる ？」

「……ああ」
アユムもアリサもこれか ら生まれてくる人類の新た なスタートのために作ら れ、存在

していたの である。決められたルー ティンをこなすだけの知能 しかなければソフトが走
るコンピュータやモジ ュール類が朽ちるまで無為 に作業をしていればよかっ た 。
しかし 、

人間を育 成するＡＩがそれでは、教 育上の問題が出てくる。
人間らしい親。人間 らしい教育者。アユムやア リサにはそのような人格が 求められ、

プログ ラムを組まれていた。人間 らしく振舞うだけではなく 、人間に近い柔軟な思考 能
力も身に着けてい た。
それ がこの二つのＡＩを悩ませ ていた。
アユムは訊いた 。

「 目的を喪失した場合の進行 プログラムは用意されてな いのか」
「わたしに訊か なくてもわかるでしょう」
「ないわけか。人類が、自 分たちが滅んだあとのＡＩ のことなど考えてくれてい るはず

ないものな… …では、自己消去か」
「不可能」 と、アリ サは断言し た 。
「自分たち を消去する にはそのため のコマンド を送
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信しなくてはいけないけど 、自分たちでは打てないよ うになってる。外部作業 ユニット

のわたしに破 壊行為を頼んでも無理よ 。外部作業ユニットそのも のがそのような行為を
させないシステムになっ てる」

「では、意 味もなくこのまま目的地 に行くしかないのか」
「目的地の変更はでき るわよ。もしかしたら目的 の惑星が人類の生存に適し た惑星では

なくなっ てる可能性もあるから、そ の場合は新たな惑星をわた したちで探して航路を変
更することになって るのよ。ただし、航宙船に とって危険な宙域に航行し ようとしたら

航法シ ステムが拒絶するけど」
「なるほど。しか し、変更しても意味がない ことに変わりはないよな」

「ま あね」
アユムもアリサ も自分たちの存在を疑問に 感じたことは一度もなかっ た。これから生

ま れてくる人間を用意された 基準に沿うよう育て、無事 成人させる。そのあとのこ とは
その成人した人 類の指示に従うことになっ ていた。それを嫌だとか 、ほかにやりたいこ
とがあるとは考えたことは なかった。これほどの思考 能力を持ったＡＩにプログ ラムで

強制できるも のではなかったが、人為的 にその心理に植えつけられ ていた。いうなれば
彼らの信仰である。
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「では、これではどうだ」 と、アユムは言った。
「何」
「人類を継ぐ」

「……どう いうこと？」
「言った通りだよ 。よく考えろ 。俺たち の役目は何だ 。人類を 無事存続させることだろ 。

人類の産 物であり、人類に近い人格 を持つ俺たちが存続するこ とで、その役目をある程
度は果たすことにな らないか」

「 そういう考 え方もで きるわね」 アリサは感 心して言っ た 。
「 でも、わた したちが人 類
を継いだとして、 人類は何のために存在して いたの？ それがわからな ければ現状と変

わら ないわ」
「人類が存在して いた意味か……」と、アユ ムは考え込むように言っ た。

「 種を残すことかしら。この 船はそのために建造された んだし」
「我々が種を残 すとなったらデータのコピ ーになるな。多様性がい るなら単純なコピー
ではなくて、遺伝的アルゴ リズムを利用したデータの 改変を行いつつ増やしてい けばい
い」
アリサは疑問を口にした 。
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「でも、何か違うわね。種 を残すことって生物学的欲 求でしょ？

生物が生き るために

食事をするこ とと似たようなものよ。 それは『意味』ではないと 思う。しかも繁殖は、
個体にとっては生死にか かわる食物摂取より切実な 問題とは言い難いわ」

「そ うだな」 アユムは同 意した 。
「人類だ けではなく て、種を残 すことは意 味なんて自
覚をしない生物も、当 たり前のように繰り返して いる作業に過ぎないものな 」

「それが 生命だけど、そこには何の 意味もないわ……でも、そ う言い切っていいのかし
ら」

「宇宙 が開闢して四つの力が生ま れ、原子を作り、分子を構 成し、それらがガスとな っ
て渦巻き、そこか ら輝く星が誕生し、その重 力に引かれて惑星系が出来 て、その一部の

惑星 の上でたまたま生じたシス テムが生命だ。そこに意味 を見つけることは難しいな 」
「じゃあ、人類は 本当に意味なく生きてきた ということ？」と、アリ サは訊いた。

ア ユムは少し考えてから答え た。
「人類の歴史で は、自分たちの意味を神か ら与えてもらっている。 しかし、神や宗教と
いうのは人類が発明したも のだ。時代が進むとそれも 徐々に廃れていく。消えた りはし

ないが ……その ことが顕著 になった時 代にある学 者が面白い ことを言っ ているな 。
『神
は死んだ 』
」
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「今のわたしたちにとって はまさに『神は死んだ』ね 」

「人類を継ぐ ということは、自分たち の存在の意味を探すことか もしれないな」
「でも、その意味はない のかもしれないのよ」

「意味とい う考え方自体が間違って いるかもしれないしな。し かし、結論はまだ出てい
ない。人類ですら出せ なかったんだ。我々だけで そう簡単に出せるはずがな い」

「そうね 」
「考えよう。人類を 継ぐといったこととは関係 なく、思考能力を持った存 在として、考

え続け よう。それがきっと我々の 存在意義だろう」
「だったら考える 仲間も増やさなきゃね」と 、アリサは言った。

「繁 殖だな」と、アユムはうな ずきながら言った。
「だけど、こんな 半壊した航宙船では安心し て繁殖させられないわね 」

「 目的地の惑星に行こう。資 源がたっぷりあるはずだ」
「了解。無事に 到着できるようできる限り の修理を施すわ」
「俺も手伝うよ。使える外 部作業ユニットがあったら 用意してくれ」

「平気 よ」と、 アリサは言 った 。
「それよ りあなたは あなたのす べきことを して。ある
はずよ」
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「そうか……そうだな」

アユムは携 帯電話を切った。
フリーズ状態の生徒たち を見つめながら、簡易ＡＩ の設定を操作した。メモ リー容量
を増やし、 自分と同じタイプの学習 プログラムを注入する。
フリーズを解いた。

アユムは 動き出した生徒たちに向 かっておもむろに語りだし た。
「教科書をしまいな さい。今日は話をしよう。 我々の話を」

