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Info Glass

長い1日だった。朝からろくな事はない。やっとクラスが落ち着いてきたと思っていた
ところなのに、昼過ぎに日直の先生から康成のインフォグラスを没収したと報告があっ
た。そしてその後はずっと面接。最終試験なのに康成はいつになく気合いが入っていな
かった。その挙句の果てにインフォグラスとは… 午前中のテストは多分全部0点扱い
だ。いや、それどころか去年の編入以来すべての科目の単位が認められなくなってしま
う可能性だってある。夕食後はずっと反省文だった。最近は安くなってきたとは言え、
インフォグラスの普及には頭が痛い。検索は全世界、何時でも自由に出来るし、言語も
関係ないし、欲しい情報が即座に頭に入ってくるものの、何も考えずに、しかも覚える
必要もなく、洗練された情報だけが右の脳から入って左に抜けていく。人間は考えると
ころに良さがあるのに、あれでは人間はただの情報マシンになってしまう。何も考えず
に、人の気持ちも察せられずに大人になってしまうのは困ったものだ。幸いこの学校は
全寮制だから比較的容易にインフォグラスの制限が出来るが日本の学校はきっと大変だ
ろう。何も考える事ができない子供たちを大量生産するだけの学校に成り下がってしま
うのだから。困ったものだ。

時計の長針は既に12の文字を越えて「明日」になっている。今日はオートドライブ
で帰ることにして、コントロールウォッチを3時の方向に回転させてから文字盤をプッ
シュ。遠くの駐車場で愛車のルームライトがうっすらと光るのが見えた。宿直の先生方
の車だけが置いてあるカーパークはいつもより広く感じられてガランとしていた。車に
近づくとスーッとドアが開きもう既にオートモードでスタンバイ。最近はずっとマニュ
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アルモードで運転を楽しんでいたので、久しぶりに文明の利器を目の当たりにした感じ
だった。

音もなく動き出す車の後部座席でじっと目を閉じながら康成の事を考えていた。も
しかしたら帰国かも知れない。初犯とはいえインフォグラスを使って期末を受けていた
となるとかなり罪は重い。それにもしかしたら編入以来ずっとこのインフォグラスを
使っていた可能性もある。あれだけ成績が良ければ誰だってそう疑う。でもまさかあの
康成が… 担任の独りよがりだろうか？あんなに一生懸命やっていた子が期末の度にイン
フォグラスを使っていたとはとても思えない。

ガタン。軽く車が揺れた。校門の段差を越えたのだろう。少しずつ車が加速していく
のが心地いい。自分で運転するのも悪くないが、疲れている時はこれに限る。燃費もマ
ニュアルモードよりずっといいし、なんせ事故がない。先週末は調子に乗ってマニュア
ルモードでワインディングロードを飛ばして危うくポリスボックスの餌食になるところ
だったから、今日のオートモードは余計に快適だった。

そうだ、そう言えば、例のトーマスバディー校とのネットエクスチェインジの話は
どうなったのだったか。今日は忙しすぎてメールのチェックも忘れていた。

'Liz, can you check today's e-mails, please.'

静かな車の中で1人でつぶやくのは未だに変な感じがする。

'From Susan.'

'I'm afraid no e-mails from Susan today, Sir'

間髪入れずに答えが返ってくる。うちのやつよりずっと気がきく。おまけに甘く囁く
ようなその声は、スピーカーから出ているものとはとても思えないくらいに優しく響
く。技術の進歩は人間の思いやりや優しさまで真似てしまう。インフォグラス同様困っ
たものだ。
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'Thanks, Liz. Can you show me the draft for the net-exchange project with Tomasbody 
School?'

'Yes,Sir.'

星空が映っていたグラスルーフがサッとディスプレイに変わり明日のプロジェクトの
予定一覧が映し出された。こんな時に見たくもないが仕方ない。シートを少し倒してか
ら天井のディスプレイに映る項目を一つ一つチェックして明日の予定を確認した。

半分ぐらい目を通したところで、ふと気づくと窓越しに明るいイルミネーションが
流れていた。こんな夜中でもクリンリーの街は意外に明るい。あと5分で家に着く。残
りの予習はシャワーを浴びてからにするか。

コントロールウォッチのキャンセルスクリーンに軽く触れると再びグラスルーフに星
空が戻ってきた。今日はもうLizの甘い声は聞きたくない気分だった。オートドライブに
も少し飽きてきた。いつになくきれいな星空をぼんやりと眺めながらふと思った。車は
やっぱり自分で運転するものだ。急にマニュアルモードで車を飛ばしたくなった。

車が音もなく我家の前で止まった。ひっそりと静まりかえっていて人の気配もな
い。子供達は勿論、家内も寝ている。深いため息をついた後、小さな決断をした。マ
ニュアルモードでこれからドライブだ。星空が優しく微笑んでくれたような気がした。

冷え切った車外に一度出た後、反対側に回って前席のドアを開けた。丸いハンドル
が何か懐かしい気分にさせてくれる。一度ゆっくりとその前に身を沈ませてポジション
の微調整をしてから小さく深呼吸。そしてコントロールパネルのマニュアルモードの位
置に手をかざした。淡い光がパッと光った瞬間、深夜の静けさをわずかに乱す快いエン
ジン音がなった。エレクトリックカーにしてはかなり本物に近い音がする。モーターで
発生させる振動もガソリン車のフィーリングそのものだ。少し気分が良くなってきた。
アクセルペダルを踏むと振動もサウンドもまるで本物のガソリン車のように車が生き
返った。
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そろそろ1時を過ぎる頃だからこんな田舎道を走る車は殆どない。昔の記憶を辿りな
がら長く曲がりくねった暗闇の道を飛ばす。オートモードとは全く比べものにならない
異次元の心地良さがある。意図せず、にやけている自分に気付きながらもひとときの開
放感を満喫したかった。

でも当然のことながらそんな自由は長くは続かない。心の片隅では分かっていたこ
とだった。わざと考えない事にしていただけだ。遠くの方で青い光がチカチカと点滅し
ていた。今更引き返しても無駄だということは分かっていたので、ゆっくりと速度を下
げてその青い光の方に車を寄せた。エンジン音もわずかに下げた。

'Late night driving? Enjoying it? Better go back home before you get into trouble, you know.'

思ったより優しそうなポリスだった。それがせめてもの救いだと思った。

'Thank you, sir. I actually prefer auto mode driving. It's very quiet and comfortable, isn't it? 
Have a good night,Sir! Bye!'

ぎこちないセリフを言いながらオートモードの位置に素早く手をかざし、Homeと光
る部分に軽く指を触れた。エンジン音がプツリと切れて再び暗闇と静寂が訪れ、音もな
く車という大きな物体が動き始めた。何百万台という車がオートモードで走っている現
在、全ての車はトラッキングされている。夜中の2時であろうと3時であろうと、田舎道
であろうと都会の路地裏であろうと、どこかの何とかセンターというところで、全ての
エレクトリックカーの動きが監視されているのだ。事故が起きるはずがない。緊急回避
ボタンが押されればマニュアルモードも一瞬でキャンセルされるし、真夜中の田舎道を
マニュアルモードで飛ばす愚か者の経路は直ぐに地元のポリスに連絡が行くわけだ。

さっきよりも重たくズッシリと静まり返った我が家の前で、さっきとは逆方向に愛
車が止まった。もう今日はこのまま寝ることにしよう。明日は朝からネットエクスチェ
ンジだ。
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玄関のドアノブに手をかけようとすると、Lizの優しい声が背後で聞こえた。

'Good night, Sir.'

5分の遅刻。案の定、もうネットエクスチェンジは始まっていた。今日はアメリカン
イングリッシュが聞こえる。久しぶりにサンフランシスコの学校とのエクスチェンジ
だ。ドアの隙間からそっと覗くと果たしてMiss Le-

galがドアの直ぐ近くに立って私のことを待ち構えていた。

Five minutes late. Twice this week! 

彼女の冷たい視線を何とか通過して部屋に入ると今日は広大な体育館がそこに広
がっていた。さすがアメリカ。何でもデカイ。うちの生徒の制服姿はバスケットボール
コートとは不似合いだが、会話は思った以上に弾んでいる。今日のセッションは30分。
15名の生徒達が思い思いにバスケットボールユニフォームの金髪の女の子達と話をして
いる。昨年から2サイド画面になったこのコミュニケーションルームは近隣の学校では
1,2を争う大きさだ。しかも天井の半分ぐらいまでは続くグラスウォールいっぱいの大画
面が2面もあるので、両方オンの時にはそれこそダイニングホールより広いのではないか
という錯覚に陥る。今日はワンサイドだけの使用だが、画面の向こうが大体育館なので
奥行きも高さも半端ではない。しかも向こうのサウンドシステムも最新のものだから臨
場感もこの上ない。毎日全世界の学校の生徒達とこうして当たり前のようにコミュニ
ケーション出来る環境は30年前には考えられなかった。準備も手間もかかった昔の短期
交換留学の事を考えると、科学技術の発達は異文化体験環境を数十倍は効率化した。目
の前で当たり前のように様々な国の人たちと話している生徒達を見ていると、フィール
ドワークで外出した時に恥ずかしがって尻込みしていた昔の生徒達が懐かしくなる。１
日最低３回のセッションを全世界の生徒達と繰り返すこういう環境は、今やグローバル
社会の要となっていることは疑う余地のないところだ。
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「先生、ちょっと…」

ドアの方で吉住先生が手招きをしていた。きっと康成のことだろう。直ぐにピンと
きた。

吉住先生はもう5年目のベテラン。イギリスにあるこの学校では先生方の入れ替わり
が激しいから女性で5年目となるともう立派な中堅だ。でも吉住先生の良いところは、
いつまで経っても新任の頃の初々しさがどこかに微妙に残っているところだ。それでい
ていつも落ち着いた雰囲気とテキパキしたやり手の貫禄まで備わっているから誰からも
一目置かれている。そしてそれを鼻に掛けないところが彼女をさらに魅力的な女性に見
せた。

再び不審そうな表情を浮かべるMiss Le-

galに軽く目配せをしてからヒンヤリとした廊下に出た。

「変なんですよ。康成くん。」

「変って、何が? さっきは神妙にインタビュールームで反省文の続きを書いていたけ
ど?」

眼鏡を真ん中のところを時々人差し指で支えながら、腑に落ちない調子で吉住先生
が続けた。

「昨日の午前中の科目、殆ど平均点以下なんですよ、康成くん。インフォグラスを
使ったとはとても思えない…」

コミュニケーションルームのグラスドアが背後でスライドして閉まると生徒達の賑
やかな声がラジオのスイッチを切った時のようにプツリとやみ、寒々とした静寂が廊下
を支配した。

「でも、確かにシグナルチェックには反応があったんですよね、昨日の最終時
間。」

「成宮先生がおっしゃっていたから確かだと思います。明らかに外部のサイトにアク
セスしていた形跡があるって。」
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「まさか最終試験の時に日本の友達とチャット? …なんてことはないしなぁ。いくら
ガジェット好きの康成だって、そこまでバカなことはしないだろう…」

初期のインフォグラスはネット経由で情報を検索してそれを頭脳にインプットする
だけのディバイスだったが、ここ数年の改良で無言チャットもできる様になっているの
だ。

康成のいる教員室までの廊下をコツコツと音をたてながら吉住先生と歩き始めた。

角を曲がると最近近くの町に外出した小学生達のインタビュー風景が廊下の片側に
長く長く続くスクリーンに映し出されていた。反対側のスクリーンには高校生達の作っ
たムービーが無声で流れている。頭上のグラスルーフから差し込む光と相まって不思議
な世界を醸し出すこの廊下は成宮先生の最近の最高傑作。若い先生たちの発想には頭が
さがる。

「日本の彼女と止むに止まれぬ事情があってチャット…とか?」

突然、思い付いたように吉住先生が言った。

「試験中に彼女とチャット? ん～、最近の子たちの価値観はよく分からないから
なぁ。最新のガジェットと同じくらい僕にはもうついていけないよ。」

「そうなんですか? 小早川先生はそういうの大好きなのかと思っていました。」

「車だけね。他は興味も知識もない、仕事で使うものについていくだけで精一杯だ
よ。」

教員室の前に来ると大きなグラスドアが左右にスーッとスライドし、奥のインタ
ビュールームのグラス越しに康成の背中がボンヤリとみえた。なんだか凄く疲れている
ような背中だった。まだ1時間目の途中とあって教員室には先生方は殆どいない。やた
らと大きな窓で囲まれているスタッフルームはいつも通り温室のように明るくて暖か
かったが、康成のいるインタビュールームだけはほんのり暗くて寒そうだった。進路指
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導の時はトーンダウンしないが面接指導の時はグラスシェードをオンにして教員室に
入ってくる他の生徒たちに見えないようにする配慮だ。

左から3番目のグラスルームのドアパネルに手をかざすと音もなくドアがスライドし
た。

「どうだ、康成、じっくり考えたか、昨日のこと。」

一瞬こちらを向いてまた直ぐに背を向けた。

「康成くんのインフォグラス、最新のものじゃないけど、検索だけではなくて
チャットも出来るタイプよね。」

康成の正面の椅子の背に両手をかけながら吉住先生が単刀直入に聞いた。

「確かそうだったと思います。」

吉住先生には素直に答える。今度は僕の番か、と思って軽く息を吸った途端に吉住
先生が続けた。「あなた、実はどこかの友達とチャットか何かしていたんじゃない
の?」

優しい目で康成の様子を伺っていたが、彼女の表情は真剣だった。

「まさかそんなことはないよな、最終試験だし。これでパス出来なければ、進級も
危ない。まぁ、常に上位集団にいる君にはあまり関係ないことだけど…」

康成の向かいの椅子に腰掛けながら私がそう言うと、康成は泣きそうな顔になっ
た。

「とりあえず、嘘はダメだ。君はインフォグラスを使って一体何をしていたんだい? 

 しかも大切な最終試験の真っ最中に?」

「だから言ったじゃないですか、検索してたって。」

自分でも冴えない答えだと思ったのか、康成はそこでまた黙りこんでしまった。

「昨日の午前中の試験の採点が終わったけど、君の答案は殆ど平均点以下だったら
しい。インフォグラスで検索するなんていう危険をおかしてそんな結果しか出せないな
んて変だと思うよ。」
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「何か事情があるんじゃないの、康成くん。」

母親のような優しいオーラが康成の表情を少し和ませた。

「もし君の言うように不正行為をしてたとなると罪は重いぞ。まして学校に持ち込ん
ではいけないインフォグラスを使っていたとなると、明日にでも帰宅してもらわなきゃ
いけない可能性だってある。成績優秀だった君のこれまでの成果の全てが疑われるわけ
だろ?」

再び康成の表情が硬くなった。メガネの真ん中のところを押さえながら吉住先生が
少し難しい顔をしている。

不自然な沈黙がしばらく続いたあと、私は机の上にあった作文用紙をとって軽く目
を通した。誠実そうな字で数枚綴ってあったが、謝っているばかりで事情はさっぱりわ
からない。普段の康成の生活の様子を見ている限り、単純に不正行為扱いで面接指導を
続けていく訳にはいかない。何かを隠しているのはどうやら明らかな様だ。吉住先生に
目で合図をしてから言った。

「もう一度言うぞ。嘘はダメだ。何かを隠している限りは君だってスッキリしない。
何が悪かったかって本当に反省するには、まずは本当の事を言うのが先決だ。もう少し
落ち着いて考えてごらんなさい。」

吉住先生が隣のグラスルームとの仕切りガラスを上から下に人差し指で軽くなぞる
と周囲のガラスがまた少しだけトーンダウンした。

「また来るわね。何かあったら机の上のグリーンのパネルに触れてくれれば向こう
の先生に話せるから。あ、そうか、康成くんには説明しなくても大丈夫ね。ガジェット
の神童だもんね。」

ドアがスーッと開くと賑やかな職員室のざわめきがどっと流れ込んできた。そして冷
え切っていたこの部屋を少しだけ暖かくしてくれた。もう休み時間になっていた。
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結局康成は一度家に帰すことになった。が、その後困ったことがわかった。康成
は、母1人子1人の家庭の子だったが、その母親が捕まらない。メールの返事もないし電
話も通じない。緊急のときにと貰っていたFaceTimeの連絡先にコンタクトしてみたがこ
れにも反応がない。何が緊急用なのだかよく分からない。途方に暮れて吉住先生が授業
から戻ってくるのを待っていると 、成宮先生が何故だか声をかけてくれた。

「浮かない顔ですね。ぼうっとして… 愛車に傷でもついたんですか?」

「副担任待ちだよ。康成の母親にどうしても連絡が取れなくってね。緊急用の
FaceTimeも試したんだけど、ウンともスンとも言わない。よく分からないんだ、この
FaceTimeってヤツ。で吉住先生を待っている訳さ。」

「ノーマルモードじゃダメですよ、先生。」

「なんか設定変えるの、緊急の時は?」

「今、開いてますか、先生のアカウント?」

「ああ。いいよ。」

そういって席を立つと、待っていましたとばかりに嬉しそうな顔をして成宮先生は
僕の席に座った。少しごっつい成宮先生の指が机の上に触れるとゴチャゴチャと沢山の
ウィンドウが開いている僕の画面が机上一面に現れた。しまった、全部出しっぱなし
だった。

「すごいなぁ、小早川先生。これじゃぁ、生徒に大きなこと言えませんね。」

そう言いながらも彼の指は魔法使いの杖のように謎めいた動きを何度か繰り返しな
がらあっという間に僕のデスクトップのケイオスを静かな落ち着いた空間に変えてし
まった。

「大丈夫ですよ、全部終わったら元の状態に戻しておきますから。」

そんな必要ないよ、と言おうと思ったが、いろいろ仕事をしている結果だから意味
のない生徒達のデスクトップのケイオスとはちょっと訳が違うんだ、というニュアンス
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が伝わればいいかなと思って、「あ、そう。サンキュー。」とさりげなく答えておい
た。

「康成くんのお母さんのFaceTimeアカウントはどれですかね?」

「あぁ、えっと、確かその「saeko」ではじまっているヤツだと思う。いや、そう、
その上の。」

成宮先生の魔法の人差し指がそのアドレスの上を軽くスライドすると康成のプロ
フィールがサッと現れる。

「康成くん、K7の資格持っているんですね。僕の授業での集中力って言ったら半端
じゃないですよ、康成君。K7も当然って言えば当然ですけど、これってかなり凄いんで
すよ。この僕だってK7にパスしたのは大学に入ってからですから。」

「ふ~ん。で、先生は今いくつなの?」

聞いてくれと言わんばかりの口調だったので一応聞いてみた。

「僕ですか?今はK12ですね。来年あたり13に挑戦しようとは思ってますけど。」

そんなことまで聞いていないけど、まぁ今はお願いしている立場だから気持ち良く
作業をしてもらうことにした。

「ここのメニューの下にエマージェンシーモードのパネルが格納されているんです
よ。」

画面に急に薄い赤色が広がって右上にEMERGENCY MODEという文字が点滅を始め
た。中央に薄い黄色の四角が5つ現れて点滅を始める。

「何ですか、この四角は?」

「緊急モードに入ったので登録された5人の方の認証を始めたところです。康成くん
のお母様が小早川先生を康成くんの通っている学校の担任の先生として緊急連絡先に登
録なさっているので、先生のアカウントから入って先生の肉声で５人の方に事情を説明
して承認が頂ければ、康成くんのお母様の居場所はとりあえずわかる訳です。」
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「そんなことしなくても緊急なんだから僕が彼のお母さんに直接連絡を取れればい
いだけなんだけどなぁ。」

「何か事情があるんですよ、きっと。普通の人はFaceTimeで緊急モードの設定なん
てしませんからね。さっ、どうぞ先生、今回の事情を概略でいいので説明してもらえま
すか、5人の方に?」

「せ、説明って、そんな急に言われても…」

「どうぞ」成宮先生が緑色のパネルをスライドさせるとデスクトップの下に音声認
識の波形が現れた。成宮先生が僕の方を見て頷いた。憎めない彼の笑顔は彼の考案した
廊下の巨大ディスプレイよりずっと一級品だと僕はよく思うことがある。

「初めまして、イギリスの学校で康成君の担任をしている小早川と申します。この度
は康成君が学校に持ち込み禁止になっているインフォグラスを期末試験中に使っていた
ということでお母様に連絡したいのですが、メールも電話も通じないようですので、緊
急連絡用のFaceTimeを使わせて頂きました。どうぞよろしくお願いします。」

なんか、すごく偉い人に面会するような妙な気分になる。変なシステムだ。机の中
央の5つの四角がそれぞれの速さで点滅を続けている。一番右の四角がまず最初に緑色
に変わって点滅がとまった。続いて中央の四角が緑色に変わり、その後左の二つも順番
に緑表示になった。

成宮先生と黙って残りの黄色い四角の点滅を見つめていると、そこに授業を終えた
吉住先生が戻ってきた。

「あら、緊急用のFaceTimeね。康成君のお母さんの?」

「あぁ、メールも電話も返事がなかったんだ。」

「あと1人ですか、いつから待ってらっしゃるんですか?」

「さっき始めたところさ。最初の4つはすぐ認証されたんだけど…    いらっしゃらな
いのかな。」
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その瞬間３人が見つめていた最後の黄色い四角の点滅が止んだ。そして一瞬デスク
トップ全体がブラックアウトした後、大きなグーグルマップが机上に現れ、中央の位置
に矢印が出て点滅を始めた。

「緑町病院?」吉住先生が真っ先に矢印が指すところを見た。

「入院してらっしゃるのかしら?」

「緊急モードにしてもお母様からの返信はないようですね。」成宮先生のいつもの
笑顔はもうどこかへ行ってしまっていた。

「康成君は知っているのかしら、お母様のこと?」

「昨日、今日の面接では何も言っていなかったけど… 様子がおかしかったのはイン
フォグラスが見つかったからという訳ではなかったのかな。」

「お母さんと話していたとか?」

母親と試験中にインフォグラスで? 吉住先生のその言葉でピンときた。

「小早川先生、どこ行くんですか? 康成君はまだインタビュールームですよ!」

成宮先生の声が背後でそう聞こえたが、私はもう職員室を出て成宮先生のギャラ
リーに向かっていた。日差しが少し陰ってきていたが、両脇に広く長く続く巨大スク
リーンの廊下はグラスルーフから注ぐ日の光がなくても十分眩しいくらいの光の空間を
作っている。私は左側のスクリーンを順番に見ながらゆっくりと進んだ。高校生の作っ
たこの作品は、今年一年の色々な場面を動画と写真で綴っている。あった、1学期の我
がクラスの集合写真。康成の顔の上と下に指を当てて広げるとメガネをかけた康成の顔
がアップで映った。

コツコツと音を立てて小走りにやってきた吉住先生がその写真を見て言った。

「眼鏡ですね、先生が確認したかったのは。確かに、1学期にかけていたのはイン
フォグラス未対応のタイプですね。2学期のはどうかしら?」
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今度は吉住先生の方が先に行って別の映像を見つけた。2学期のロンドンアウティン
グの時の動画だ。康成が映ったところでストップして指を当てて拡大した。この時もま
だリムが細いタイプのものでインフォグラスのユニットは装着できない。

「僕のデスクトップに送っておいてくれるかな、2枚とも?」

「了解です。」

重役付きの知的なセクレタリーのようにスマートに返事をすると、吉住先生はいく
つかのメニューを操作した後、反転していた2枚のアップ写真を1枚ずつ右から左にサッ
と軽くスライドさせた。2次元の世界から突然3次元の世界に現れたスクリーンショット
がシュッと小さな音を立ててから光の彼方へ消えてしまうと、大画面には再び無声の
ムービーが動き始め、生徒達の楽しい物語が静かに再開した。

教員室に引き返すと僕の机上のスクリーンは果たして元通りのケイオスに戻ってい
た。

「小早川先生、ディスプレイ、戻しておきましたよ。」

憎めないスマイルで、コーナーのソファでコーヒーを飲みながらくつろいでいる成
宮先生が言った。

「有難うございます。」

少し大きめの声で取り敢えずお礼を言うと、早速一番上の引き出しから康成の眼鏡
を取り出した。混沌としたデスクトップにはもう既に吉住先生がさっき送ってくれた2

枚の画像が沢山のウィンドウの一番上に並んでいる。取り出した康成のメガネをその隣
に並べて置いてみた。リムがわずかに広い。思った通りインフォグラスを装着したのは
今学期からだった。確か康成のお母さんとは先学期のオープンデイの時に進路相談で一
度面接している。私と同じかもう少し年上の、上品な女性だった。康成と同じ、まっす
ぐと相手のことを見つめる穏やかな目が印象的だった。そして少なくともその時は至っ
て健康な方に見えた。
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突然、デスクトップに並んだ2枚の写真の下から5つの薄緑色の四角が音もなく浮か
び上がってきた。さっきのFaceTimeの四角いパネルだ。右から2番目の四角が静かに、
そしてゆっくり点滅を始めた。

「これ、最後まで認証されなかった方ですね。」

吉住先生がその四角いパネルの隅をフリップして反転させると点滅が止まって「白
百合桃子」という名前が表示された。吉住先生と目が会うと、彼女は小さく首を振っ
た。もちろん私にも心当たりはなかった。コーナーのソファの方ににチラリと目をやる
と成宮先生がまだコーヒーを飲みながら新聞を読んでいる。

「向こうでお話ししましょうか。」吉住先生にそう言うと、私は「accept」と書かれ
た緑色のパネルをタッチしてから「白百合さん」のウィンドウを成宮先生の後ろにある
ディスプレーの方向に軽く弾き飛ばした。シュッと小さな音がした瞬間、奥のスクリー
ンがパッと光って反応し、淡いブルーのブラウスを着た女性の姿がゆっくりと大きな画
面に映し出された。吉住先生はもう既に成宮先生の隣のソファの前に立ってディスプレ
イの女性と挨拶を交わしていた。

「こんにちは、初めまして、私、そちらでお世話になっている庄司康成の叔母の白
百合桃子と申します。どうも突然申し訳ありません。」

「いいえ、こちらこそ、突然緊急モードの認証をお願いしてしまって… あっ、申し
遅れましたが、私、康成くんのクラスの副担任をしております吉住緑と申します。」

相変わらず気がきく副担任だ。彼女無しではもうやっていけないかも知れない。

「初めまして、私、康成君の担任をしております、小早川大地です。」

「いつも康成がお世話になっております。あっ、すいません、先生方どうぞお座り
下さい。」

少し硬めのソファに腰掛けるとその動きに合わせてディスプレイカメラの角度がスッ
と下にずれてコーヒーをすすっていた成宮先生の姿が左下の小画面の中に現れた。

「あっ、えーと、わ、わたくし、康成君にグラステクノロジーを教えている成宮と申
します。」
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突然の出番に成宮先生も動揺した。

「成宮正先生ですか? あの、G13を持っていらっしゃる?」

吉住先生と顔を見合わせた。更に動揺した様子で成宮先生は何とか言葉を続けた。

「え? は、…はい。G13は実はまだこれからですが… こ、この夏に受ける予定で
す…」

さっきは来年って言っていたけど? こんなに緊張している成宮先生を見るのは久しぶ
りだった。爽やかなはずの笑顔も横から見ているせいか少し引きつっている。

「甥がいつもお世話になっています。ヤッちゃんがうちに遊びに来るときはいつも
先生の自慢話を聞かされていましてね。何でも日本で一人か二人しかいない資格を持っ
ていらっしゃる先生だとかで、僕もそのグラステクノロジーの研究をやりたいんだっ
て、いつもうるさいんですよ。ヤッちゃんのあんなに嬉しそうな顔見たのは本当に久し
ぶりでね。」

画面の向こうで、どこか遠くの方をボンヤリと見つめながら白百合さんが言った。

「あのう… 失礼ですが、今日連絡下さったのは、康成君のインフォグラスの件で
しょうか?」

成宮先生に助け舟を出すべく話を元に戻したが、私も心のどこかでドキドキしてい
た。

「すみません、先生。小早川先生ですね。いつも康成がお世話になっております。今
回はずいぶんご迷惑をかけたようで… 実は今日ご連絡差し上げたのは、姉の紗枝子、失
礼、康成の母親の事なんです。多分学校の先生方にはご連絡差し上げてなかったと思う
のですが、去年の暮れに突然倒れましてね、その後ずっと近くの病院に入院しているん
です。ヤッちゃん、随分ショックで。年明けに一応最初の手術をすることになりまし
て、ちょっと大きな手術になるということで学校をお休みさせて頂く事にしようと思っ
たのですが、紗枝子が康成にはどうしても学校に行ってもらいたいって聞かなくって。
何でもヤッちゃんの将来にかかわる大切な試験があるとかで。」
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頭の中の推理ゲームの答えが今はっきりと分かってきたはずなのに、全然スッキリ
しない。モヤモヤとしたやるせない気分がどこからともなく押し寄せてきた。成宮先生
も吉住先生も焦点の定まらない視線をただ水色のブラウスの画面に向けているだけだっ
た。

「ヤッちゃん、しばらく黙ったままだったんですけど、急に決心がついたみたいに
明るい顔で紗枝子に同意したんですよ、分かったよって。インフォグラスのことは紗枝
子も知っていたようなんですが、ヤッちゃんが学校に戻ってくれるって、ただもうそれ
だけで安心出来たようで。本当にご迷惑をおかけしました。」

時々ノイズが入るようで画面も音声もわずかに乱れる時がある。途切れ途切れに
スッ、スーッと続く低い音が、この不自然な沈黙を何とか意味のあるように演出してい
るかのようだった。

「で、お母様は…」

吉住先生が穏やかな声でその重い沈黙を破ってくれた。

「寝たきりなんですよ、昨日の手術の後からずっと。」

「昨日?」

イギリスと日本の時差は現在9時間。康成が母親と話していたのはきっと手術の直前
だったに違いない。

「康成君はその事…」

「まだ知らないと思います、多分。私ももうどうしていいのか分からなくて… その
大事な試験というのはもう終わったんですか?」

「あともう一つ、週末にある成宮先生のグラステクノロジーの試験で全て終了です。
担任の私が現在把握している限りでは、今回の康成君の試験の結果はいつになく不振で
す、残念ながら…」

「そうですか、もう随分大人になったとは思っていたんですが、やっぱり辛かった
んですね。」
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「あのう、申し上げにくい話なのですが、先ほどFaceTimeでお母様にご連絡しよう
としていたのは、今回のインフォグラスの件で一度ご家庭に康成君を戻すことになった
からなんですが、どうやらインフォグラスの使用は不正行為目的ではなかったようなの
で、もう一度校長と相談する必要があります。康成君とお話しした時には、不正行為で
したと謝るばかりで、他には何も仰ってくれなかったのですが、お母様と交信していた
可能性が強いと考えて宜しいでしょうか?」

こんな時に気の利かない内容で申し訳ないとは思いつつ、康成のためにははっきり
させなくてはいけなかった。

「私には何とも言えませんが、ヤッちゃんと母親がインフォグラスで年明けから連
絡を取っていたことだけは確かです。紗枝子は随分それで励まされていたみたいですか
ら。」

辺りが急にザワザワしてきた。2時間目の授業が終了して先生方が教員室に戻って来
ていた。

「わかりました。どうも有難うございます。申し訳ありませんが、こちらから改め
てまたご連絡させて頂いても宜しいでしょうか。こちらのアドレスを登録させて頂けれ
ばお昼までには連絡いたします。あっ、え~と、そちらの時間だと9時頃になってしまい
ますが…」

「わかりました、先生。お待ちしています。早い方がいいと思いますので、もし遅れ
ても、こちらの夜中になっても構いませんので、いつでもご連絡ください。それから、
先生… ヤッちゃんにはこの事… 私からとは思うのですが、もし出来たら…」

「そうですね、本来ならご家族の方がいいと思うのですが… 。 白百合さん、失礼で
すが今どちらにいらっしゃるのでしょうか?」

「病院です。緑町病院です。今日は紗枝子とずっと居ようと思いますので。」

「そちらの病院にはコミュニケーションルームはありますか?」

「ええ、大病院なので、多分。確認しておきます。」
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校長室から戻ってくると既に3時間目が始まっていて職員室はまたつかのまの静寂を
取り戻していた。康成のいたインタビュールームも今はここと同じ温かい光で満たされ
ている。吉住先生が授業に行くように手配してくれたのは間違いない。時計を見ると10

時50分を少し過ぎていた。しまった、またか。足早にコミュニケーションルームに向
かった。

Five minutes late. Twice today, and three times this week.

Miss Legalのいつになく優しげな笑顔に救われた思いがした。まだ部屋は眩しいくら
いの光に満ちていて、生徒たちはそれぞれのグループに分かれてブリーフィングを始め
たばかりだった。

Meg, has Yasunari come?

Yes, over there.

Miss Legalの目線を追うと、一番日の当たる右奥の大きなガラスの前に、ぼうっと外
を見ている康成の姿があった。

Daichi, if  you need to, you can leave all the lessons to me today.

Thank you, Meg. This period is ok, but if  you don't mind, can you mange next lesson without 
me?

No, problem, Daichi. Coming back for afternoon lessons? 

Yah, I'll be back by 2 o'clock.

Miss Legalとのコンビも早2年、いつもは厳しい女性だが、肝心のところではちゃん
と考えて融通を利かせてくれる。とても頭の切れる人だ。この学校の2本柱の一つであ
るカルチャークラスがここまで充実してきたのも彼女の貢献によるところが大きいかも
知れない。
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「さぁ、じゃあそろそろいいかな。今日は4グループに分かれるから、スピーカーは
それぞれのユニットのものを使います。少人数の話し合いになると思うので、あまり大
きな声を出す必要はないですよ。いいですか、大沼君?」

皆がどっと笑うと、照れ気味の笑顔を浮かべながらヒロシが答えた。

「今日は大丈夫ですよ、フランスの女の子には興味はないですからね。」

再び大笑いが起こって皆が口々にヒロシのコメントに湧いている間も、康成は大き
な窓の外を静かに眺めていた。

明るい日の光に満たされていた部屋が少しずつ薄暗くなると、生徒たちのざわめき
も同じ速度で止み始め、最初のセッションの準備態勢に入った。Miss Legalがガラスを
なぞる指の速度を速めるとそれに合わせて部屋が一気に暗くなり、2面のガラスに4つの
画面が映し出された。まだ向こうの準備が出来てないらしく、遠くの方でフランス語の
会話がわずかに聞こえるものの、画面の向こう側の教室にはモダンなデザインの机と椅
子が不規則に並んでいるだけだった。

「まだ向こうの準備が出来ていないようですね。では、それぞれのグループでもう
一度ブリーフィングをしておきましょう。」

そう言ってからMiss Legalに軽く合図をして、康成がいる右奥のスクリーンの方へ歩
いて行った。ボンヤリと画面を見つめている康成に手招きをすると、一瞬ハッとして、
ちょっと気まずそうな顔をしながらこちらにやって来た。

「さっき白百合さんという方から連絡があってね。お母さんの手術、無事に終わっ
たって君に伝えて下さいっていう伝言だった。この授業が終わったらもう一度職員室に
来てくれるかな?」

康成の表情が少し明るくなった。返事が返ってくるよりも前に賑やかなフランス語
が聞こえ始めたので、康成の背中をポンっと叩いてから、皆に聞こえるように大きな声
で話を始めた。
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「さぁ、準備が出来たようなのでそれぞれ話し合いを始めて下さい。35分まででい
いかな。結論は今日は出さなくてもいいですが、来週のセッションまでは時間が空いて
しまうので、各グループ、ある程度は話をまとめておくように。」

私の言葉が終わるのも待たずに、早速各グループの話し合いが始まり、天井の高い
部屋にフランス語と日本語が共鳴しあういつもの不思議なセッションが始まった。

「なるべく静かに話し合いなさい。  大沼君、ちょっと声が大きいですよ。」

一瞬笑いが起こり、そしてまたすぐに秩序のあるボリュームに戻って各グループの話
し合いが続いた。康成も少し元気を取り戻して話し合いに参加していた。

「僕たち前からそう思ってたんだ!  フランスの女の子達って世界一素晴らしいって
ね!」

ヒロシの大きな声が高い天井に響くと更に大きな笑い声が画面の向こうとこちらで
同時に起こった。世界が一つになったような気持ちのいい反響が、広いコミュニケー
ションルームを満たした。笑い声だけは万国共通だったことに今更ながら気づいたよう
な気がした。

「成宮先生、ちょっといいですか?」

成宮先生が3時間目の授業を終えて教員室に戻って来るなり待ち構えていたように声
をかけた。

授業を終えて帰ってくるときの成宮先生はいつも本当に幸せそうだ。普通だったら
どこかの会社の研究所で働くとか有名な大学の教授をしていても全くおかしくないはず
の人なのにイギリスのこんな田舎にある日本人学校で教師をしているなんて、よっぽど
教えることが好きなんだと思う。実際ケンブリッジ大学の幾つかのカレッジから入れ替
わり立ち替わり毎年声がかかる。でも彼に言わせると大学で専門に教えるのは向いてい

21



ないらしい。自分で言っているのだから間違いないとは思うのだが、変な論理だ。興味
のある生徒達だけに教えるほうがずっとやり甲斐を感じられるはずなのに… 彼の偉大さ
を全く知らずに授業を受けている生徒がこの学校にも何人もいる。康成のように成宮先
生の授業を受けたいからこの学校に来たなんていう方がむしろ少数派だ。でも授業を終
えるたびに自然発生する成宮スマイルを見ていると、すべての矛盾が奇妙な論理を帯び
て見えてくるのもまた事実だ。

「成宮先生、さっきはどうも失礼しました。で、実はあの後校長と話している時に
白百合さんからまたすぐに連絡が入って…」

白百合さんの名前を聞くと、途端に天下一品の成宮スマイルにさっきと同じ滑稽な
ぎこちなさが戻った。こういう彼の困った顔も結構魅力的だ。

「紗枝子さんの意識が戻ったって!」

「本当ですか! それは良かった!   康成には?」

「3時間目の授業の時ちょうど僕のクラスだったんで伝えたよ、お母さんの手術無事
終わったってね。」

正常な成宮スマイルが戻ってきたところに申し訳なかったがすぐに本命の話に入っ
た。あまり時間もない。

「でね、実は明日にでも康成を日本に返そうと思っているんだ。」

「お母さんの具合、良くないんですか?」

「ん～、専門家でもはっきりした事は言えないらしいんだけど、兎に角今は手術が
無事終わったという事だけは確からしい。相当な手術だったから、意識が戻っただけで
も大成功で、あとは紗枝子さんを支えてあげるものが必要なだけなんだ。」

「康成ですね。」

「今日、実はこれから康成を僕の家に連れて行って母親と面会させることにしてあ
る。生憎学校のコミュニケーションルームは夜まで一杯で、今日は使えないし… 」
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「息子さんの作ったバーチャルルームですね。」

「そう、うちの成宮ラボ。先生のヘルプがなかったらあいつには絶対作れなかった
よ。で、校長にも相談して今日は取りあえず夕食後くらいまでは母親と過ごさせてあげ
ようと思うんだ。で、その時に康成には帰国のことについてお母さんと話をさせる。多
分焦点は先生の最終試験になると思う、土曜日の。母親が今学期康成をどうしても学校
に戻したかったのは、その最終試験のためだったからね。それが受けられないとなると
きっと母親は無理をして強がるに違いないと思うんだ。でも、今の紗枝子さんに必要な
のは間違いなく康成なんだよ。もちろんバーチャルルームはいつだって使えるけど、温
もりは伝わらない。成宮ラボでもそれは無理だ。あとはあの母と子を納得させる具体的
なビジョンがあればいいと思うんだ。この最終試験を受けないとやっぱりK8は無理か
な?」

難しい顔は成宮先生にはあまり似合わないが、精一杯考えてくれている彼の優しさ
が痛いほど伝わってくる。彼もまた康成の大きな可能性にかけている人達のうちの一人
だ。

「正直なところ、この試験を逃すと、3年くらいは遅れることになります。もちろん
資格だけの話ですけどね。やる気があれば幾らでも取り返せる程度なんですけど。た
だ、康成には少しでも早く大学のラボを体験させてあげたいとうのが素直な気持ちなん
ですよ。もちろんそんな事よりお母さんのことの方が100倍も大切なことは分かってい
る。ただ、なまじっかこんな専門をやっているんで、バーチャルルームの可能性にはか
なり自信があるんですよ。特に先生のお家のあれはね。息子さんのアイデアのお陰で僕
の夢も叶えられつつあるような、そんな自信作なんですよ。もしそれでお母さんを勇気
付けてあげることが出来れば、僕も康成もそれこそ100倍嬉しい。グラステクノロジー
の可能性の思ってもみなかった実験にもなる…  」

と、そこまで言ったところで、急に勢いがなくなった。

「実験か… お母さんと康成を実験台にしようとしているわけですね、僕は…」

「ありがとう、成宮先生。兎に角、これから康成を連れて行ってお母さんと話させ
るよ、先生のラボで。可能性は無限大さ。飛行機に乗ってすぐ帰ったって10時間はかか
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る。それが15分で母と子の再会を果たせてしまうバーチャルルームはやっぱりすごいと
思うよ。あの二人もきっと喜ぶに違いないさ。」

成宮先生の笑顔が再び戻ってきた。みんなをやる気にさせる、みんなを幸せにする
あの笑顔はバーチャルルームの数倍は貴重だと思う。大量生産はできない無二の作品だ
けど。

「すごい、先生の車、ハンドルが付いているんだ!」

目を輝かせながら康成が言った。さすが男の子、車にはやはり興味がある。まぁ私
の妹みたいに女性でも車が大好きな人も稀にはいるが。最近はオートモードの車が幅を
利かせているから、車という物体自体が昔の魅力を失いつつある。男性だって車に何の
興味も持たない人たちが増えてきた。もはや車という物体は男性ホルモンを刺激する要
素なんて全く持ち合わせていないのだ。僕が子供の頃は車を作るメーカーだって今の数
倍はあったし、車の種類に至っては何十種類もあった。どういう車を選ぶかっていうこ
とが、その車を運転する人の人柄を語る時代だった。特にうちは父親が大の車好きで、
暇さえあれば車の雑誌を買って眺めていた。そうだ、あの頃は車の雑誌だって何種類も
あった。

「かっこいいなぁ、先生の車。普通の車とは全然形が違うんですね。中は狭そうだ
けど、荷物は沢山入りそう、前にも後ろにもトランクがある。先生、ハンドルのある椅
子に座ってもいいですか?」

「あぁ、走り出す前だけならね。」

ゲストを迎え入れるかのようにドアが上がると嬉しそうな笑顔で康成が前の座席に
座った。ハンドルを握ってウィンドスクリーンの向こうを見つめる姿が、40年くらい前
の自分の姿とオーバーラップする。家族でショッピングモールに行くとちょっと広めの
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空間には大抵子供用の乗り物が幾つか用意してあった。コインを入れると1分くらい上
下に動いてまるで自分で運転しているかのような気分になる。全く揺れずハンドルもな
い現代の車社会ではちょっと考えられない乗り物だった。うちの親たちはなぜかその車
にコインを入れてくれなかったが、僕と妹が気の済むまでずっと近くのベンチで座って
待っていてくれた。ハンドルを握って大はしゃぎの私たちを父はバチバチカメラで撮っ
ていた。大きな箱みたいなカメラというのがあの時代にはまだ存在していた。

「さぁ、そろそろ行かなきゃ。泰成、後部座席に移動してくれるかな。」

「前の席はダメなんですか?あっちのハンドルのついてない方だったらいいですか?」

「ん～、まぁ、あっちならいいか。じゃぁ、一度表に出てくれよ。その真ん中のと
ころは乗り越えないで。」

「先生の車、本当にいかしてますね。他の車とは全然違う。ちょっとシートが固い
けど、なんかワクワクしてきます、ここに座っていると。」

康成が車の反対側に回っていくうちに私は康成の座っていたシートに体を埋めた。
隣のシートに座った康成は中学生みたいにニコニコしている。何かとっても懐かしい気
持ちになった。父親のスポーツカーにこんな風に２人で乗ってドライブした時のことを
ぼんやりと思い起こしていた。思わずマニュアルモードのパネルに手をかざしたい衝動
に駆られたが、そういう訳にはいかない。生徒を乗せられるのはオートモードの時だけ
だ。もっともマニュアルモードの付いている車自体、最近は滅多に見なくなった。ポリ
スボックスの餌食になる覚悟までしてハンドル付きのバカ高い車を購入する事自体、確
かにナンセンスだ。

Hi,Liz. Shall we go back home?

Yes,Sir. Welcome to our board, little guy.

二人で前席に並んで車に乗っている事に何か違和感を感じる時代にため息をひとつ
ついた。なんとなく居心地が悪くて、シートを大きく後ろに倒した。ポリスに見られた
ら明らかに子供を乗せてマニュアルモードで運転しているシチュエーションだ。康成は
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子供のようにフロントスクリーンに映し出されていくイギリスの田舎の風景を満喫して
いた。ルーフグラスをぼんやりと見ながら康成に言った。

「グラステクノロジーって本当に凄いよ。昔は車を走らせる事自体にお金がかかって
いたんだ。」「えっ? 買う時だけじゃなくてですか?」

「ガソリンって聞いた事あるかい?」

「いいえ、何ですかそれ?」

「時々町外れに古い昔の車が沢山止まっているところがあるだろ。」

「ありましたっけ、そんなところ。」

「そうか、意識しないとわからないかも知れないな。この先に1軒だけあるんだ。も
うすぐだ、右側に見えてくるはずだ。前にも後ろにもトランクがあるような古い車が沢
山止まっているはずだからすぐ分かる。」

「へっ～。」

「もうすぐだ、ほら、その木の向こう側に見えてきただろ?」

「古い車ですか?大きな作業車なら沢山止まっていますけど?」

「えっ⁉ 」

体を起こしてサイドウィンドウの向こうを見ると、流れていく風景の中に確かにガソ
リンスタンドはなかった。作業車がホコリを立てて数台動いているだけだ。また潰れた
か。クラシックカー愛好家の多いこの地域でさえこれだ。ガソリンを手に入れるのはま
すます難しくなる。環境保全を大義名分にこの世からクラシックカーを絶滅させようと
いう政府の見え見えの政策だ。そろそろガソリンの買占めを始めるか、さもなければあ
の車ももうミュージアム入りだ。

「潰れたみたいだね。ガソリンなんて他には使わないからなぁ。」

「で、何で車を走らせるのにお金がかかるんですか？」

「あぁ、その話ね。昔はグラステクノロジーなんて学問はなかったんだよ。ソーラー
パネルなんていうのはあったかな、僕が子供の時にも。太陽の光で物理的に水を温めて
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ね、お風呂のお湯とかに使っていた。そのうち電力も作れるようになったけどグラステ
クノロジーとは程遠いものだったよ。」

「じゃぁ先生が子供の時にはコミュニケーションルームとかグラスカメラもなかっ
たんですね。」

「なかったね、夢のような世界だよ。グラステクノロジーがなかったら、きっと戦
争もまだ色々なところで続いていたかも知れない。お金が絡むと人間は醜くなるから
ね。本当にいい世界になったと思う。君たちが大人になる頃には、こんな車もなくなっ
ているのかも知れない。でも、何か違うんだよね。ウキウキするものがだんだん消えて
いく気がする。優しいものが少しずつ冷たくなっていくような気がしてならないん
だ。」
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