
緑色閃光（２）

　時が経過するごとにニウテラの状況は悪化の一途を辿っていった。次々と降下してくるマイスに対
し、応戦出来るマイスの数が少なくなっていく。戦火は工業区域だけではなく、住居区域にまで及ん
でいった。人々は所々にあるドーム状のシェルターに避難していった。
　グルパスは上空からニウテラの領内に入り、地面に近い雲の中を転移しながら様子を見ていた。領
外では無数のフローターが待機し、次々と降下している。
　アランはセンサーで読み込み、写り込んでいる地上の状況を確認しつつ降下位置を探っていた。警
備のマイスの反応がバラけており、随時減っている。数が上回っている状況では壊滅も時間の問題だ。
１機の反応を読み込んだ。ハンスのマイスだ。周辺の状況を確認する。広場になっており、３機程の
移動反応がある。巨大な移動している物体を認識し、レーダーに読み込んでいる。ナルオンにて巨大
な移動兵器となれば、マイス以外にない。まして認識票がない以上は複合体に属する機体ではない。
新型の可能性もあるが、所属不明な勢力が新型を多数抱えるとは考えにくい。一般にマイスは通常兵
器に比べ、維持も製造も数千倍のコストがかかる。
　アランは若干前かがみになり、足に力を入れて踏み込んだ。グルパスの体が傾き、真下に向けて
徐々に降下していく。
　マイスにより破壊したニウテラの状況が見えた。煙に塗れて詳細が確認出来ない。
　煙を通して、板状のアンテナが多数付いているマイスが地面の下へ腕を突っ込んでいるのが見えた。
周辺に警護らしきマイスが待機している。
　グルパスが上空を通っても、何も反応しない。敵とは言え立ち向かわないマイスには興味がない。
殲滅を目的としていないのは明らかだ。
　グルパスはハンスのナルゲムの元へ向かって転移を繰り返す。住居地区が見えてきた。
　住居区域は原型を留めておらず、粗方破壊しつくされていた。
　ハンスのナルゲムが見えた。僚機はなく、単機で住居区域に立ち入り、転移を繰り返していた。途
端に立ち止まり、周囲を見回す。先にはマイスが３機程いる。１機はアンテナ付きだ。
　アランはアンテナ付きのマイスを捕捉した。マイスと周辺が読み込まれ立体映像として映る。
　グルパスの補助腕が回り、ボウガンをアンテナ付きのマイスに向けた。ロックがかかり、ボウガン
の矢の先端が光を発する。
　ボウガンの矢を放った。音もなく一直線にアンテナ付きのマイスへ飛んでいく。アンテナ付きのマ
イスは防御障壁で弾かず、貫通し胸部に刺さった。２発目が同じ箇所に刺さり、３発目は腰に刺さっ
た。アンテナ付きのマイスはバランスの制御を失い、倒れた。
　ハンスは、マイスに矢が刺さる状況に驚いた。
　ルシエラは更に驚いていた。飛び道具は例外なく防御障壁で弾く為に意味をなさない。にも関わら
ず、眼前のマイスに飛び道具が刺さっている。明らかに矛盾している。あり得ない。
　グルパスが急降下して落ちてきた。着地の衝撃で地響きが渡り、周囲に埃が舞い散る。周囲のマイ
スは動きを泊め、土埃の元の方を向いた。
「グルパス」ルシエラは声を漏らした。シルエットのみで機体を識別した。とはいえ、背部ユニット
とボウガンにより大幅に膨れている。「背負ってるのが大きすぎる。動きと耐久性に支障が出るわ」
　ハンスは顔をしかめた。グルパスを扱うクァンターはアラン以外に知らない。ウマポウンチに向け
て出ていったが、戻ってきたのか。
　土埃が収まってきた。グルパスの背後にいるマイスはスピアを手に取り、柄を短く持って構えた。
　アランの眼前の立体映像に、背後の状況が映る。左手の先で円盤状のコントローラーをなぞった。
　グルパスの補助腕がなめらかに動き、ボウガンの先をマイスに合わせた。ボウガンの先端が光り、
背後のマイスに向けて発射した。
　背後のマイスは動く間もなく、１発が胸部を貫いた。衝撃で大きくのけぞる。
　補助腕が動き、ボウガンの先を腰に合わせた。同時に矢がバレルの下にセットしているカートリッ
ジからせり上がり、自動でセットする。即座に撃ち込んだ。マイスは避ける動きを一切見せず、腰部
を貫通した。腰部背後に操縦席があるので、貫通は搭乗しているクァンターの死を意味する。マイス
は完全に動きを止め、倒れた。
　ハンスはグルパスの動きに驚いていた。マイスが避ける動作をしなかったのは、避けられなかった
のではない。飛び道具が通じないため、意味はないと考えていたからだ。
　アランはハンスのナルゲムを見た。片腕の破損を始め、所々フローラルデバイスが破損している。
ハンス程の手練を追い込むとは、相当な部隊だ。前方にいるマイスに目線を移す。
　前方にいるマイスは、補助腕からスピアを手に取りナルゲムへ転移した。弱い側を確実に仕留める
気だ。
　ナルゲムは状況を理解し、引き下がる。
　マイスは大きく踏み込む。
　ナルゲムとマイスの間にグルパスが転移してきた。右側の背部ユニットを前方に動かして盾にする。
中央にある赤い球状の浮き出た部位から鈍い光が、放射状に展開していく。
　マイスのスピアと背部ユニットが軽く触れる距離に入った。高音を発し弾く。背部ユニットから放
つ多重の防御障壁が非常に強固で、貫く以前に領域に入ろうとする磁石の対極と同じ反応を示し、互
いを弾き飛ばす。２機のマイスは大きく反発した。マイスはバランスを取る為に大きく下がった。
　ルシエラは驚いた。盾は表面積が大きくなる分、エネルギーを大量に食う。しかも密度の濃い防御
障壁となれば次元干渉が多重になり不安定な時空を生む。制御が難しく、最悪自機が取り込まれる危
険がある。
「何て兵装なの」ルシエラは声を上げた。
　アランは顔をしかめた。ナルゲムの損傷具合からして、マイスは確実に急所の関節を狙ってくる。
狙ってくる場所が分かっていたから対処出来たが２度目は通じない。守りではなく攻めに向かう必要
がある。



　グルパスの背部ユニットが展開した。柄にケーブルの付いた剣が格納している。剣の柄を握り、抜
いた。ケーブルを通してエネルギーを供給し、刃に黄色い光を発する。
　マイスは抜いた剣を見て、スピアを胸の位置で短めに構えた。腕と足のバネで勢いを増した突きを
繰り出し、距離と速度で制する戦術だ。
　グルパスは剣を正眼に構えた。
　マイスの足が動き、グルパスの前に転移してきた。同時に大きく踏み込み、飛び上がると同時にス
ピアを投げつける勢いで突き出す。グルパスは背部ユニットを前方に展開し、弾こうとする。
　スピアの先端の光が強まり、背部ユニットから展開する防御障壁に突き刺さった。金属を削るのに
似た不快な高音を上げ、徐々に防御障壁にめり込んでいく。
　マイスが着地し、更に押し込んできた。更にスピアがめり込む。
　アランは顔をしかめた。一点にエネルギーを集中し、更に自身の重量を加えて貫く気だ。ユニット
から展開する防御障壁の密度は限界に近く、立体映像で限界値を示すメーターが写り、警告音が鳴り
響く。
　背部ユニットを上げてエネルギーを切った。スピアは一瞬にして背部ユニットの下部に突き刺さっ
た。
　マイスは前方に傾いた。余りに強く力をかけていたためだ。補助腕はスピアが刺さった背部ユニッ
トを引いた。スピアに自重をかけている為、引っ張られる。バランスを崩して倒れる為、スピアから
手を離せない。
　グルパスはマイスが剣の間合いに入った段階で、下から斜めに剣を払った。スピアを持っているマ
イスの腕を切り落とした。光の残像が大きく揺らぐ。
　マイスの腕が音を立てず、綺麗な切断面で地面に落ちた。マイスは着地のバランスを崩し、大きく
よろけてうつ伏せに倒れ込む。
　グルパスは、マイスが完全に倒れる前に剣を水平に凪ぎ、マイスの胴を切断した。マイスの上半身
と下半身が分断して倒れた。剣で腰背部を突き刺した。操縦席を貫通し、完全に機能停止した。
　マイスの分かれた体は同時に光を失った。
　剣を補助腕に渡した。背部ユニットの下部はスピアが刺さっているものの、動かさない部位なので
問題なく展開出来る。剣を背部ユニットにしまいこみ、背中に戻した。
「電導刃」ルシエラは声を漏らした。刃そのものを強力なフローラルデバイスとなっていて、時空も
ろとも切断する。武器そのものの大きさや刃の多さが原因のエネルギーの消費、コストの問題から凍
結した兵装だ。複合体からニウテラに開発を移し、ねぐらにしているアランのグルパスでテストをし
ていたと見える。
　グルパスは切断したマイスの腕に近づき、足の補助腕で拾った。
　ルシエラはグルパスの行動を観察した。滑らかな動きが襲ってきたマイスに似ている。
　ナルゲムはグルパスに近づいて腕に触れた。
「アラン、戻ってきたのか」
　アランのモニターにハンスとルシエラの様子が写った。
「クソしに戻って来た。便器に硬い奴がこびりついていてて参ってるがな」
　ルシエラは不快さを覚えた。「デリカシーがないわよ」
　ハンスは笑みを浮かべた。
「乗ってたのか」アランは平然と言った。
「ターミナルで助けてもらったのよ」
「他は」
　ハンスは首を振った。
　グルパスはナルゲムの肩を組んだ。
「転移出来るか」
「支障はないが、範囲は狭くなる」
　アランはエネルギーの状態を確認した。１機とパーツを抱え込んだ状態でも問題なく動ける。
　アランは立体映像で映る状況を確認した。無数のガルキアの反応を確認した。
　ハンスも状況を確認した。「ガルキアが動いたのか。待機していれば事態は終わるな」
「いや、ニウテラを離脱する」
「動かなければ」
「ターミナルはもう無いんだ、修理なんてとても出来ない。更に言えば俺達はフリーだ。俺達が糸を
引っ張って呼んだんじゃないかと疑ってかかる」
「なら、身の潔白を」
「話しても無駄だ」アランはため息をついた。「外にフローターを止めてある」
　グルパスはナルゲムの肩を組んだ状態のまま、上昇した。残像を伴った状態で雲の中を移動し、ニ
ウテラから離脱した。国家は些細な計画を実行するだけでも多額の資金と時間、人員を要する。まし
て中立を主張する区域に攻めるには世論という問題も発生する。損害と世論の反発を承知の上でボラ
ンティアはしない。益があるからやるのだ。突如攻めてきた謎のマイスもがルキアも、利益になる物
は何なのか。
　マイスは追跡をしなかった。マイスを殲滅するのが目的ではない。次第にガルキアのマイスが現れ
た。モカラと言い、ガルキアが正規軍として採用したクァンターに支給している機体だ。マイスは
個々に改造するのが普通だが、国家に属するとなれば性能や武装を画一化しておく必要がある。整備
や統制、予備役の切り替えに問題が出るからだ。国家に属しているマイスなので、クァンター個人が
所有しておらず、見ただけで国家所属だと分かる。
　マイスは、迫りくるモカラの集団を前に動きを止めた。国家直属のマイスは整備が行き届いており、
性能がフリーのクァンターが保有している物より高めとなっている。真正面から、かつ集団でいる状
態で勝てる訳がないと判断したと見える。



　アランは、ニウテラを離脱した後、モニターを眼で追いかけていた。目線を読み取り、データウィ
ンドウが次々と開いては閉じている。データの中にマイスを空から写した映像がある。雲の中から写
した映像を処理しているのでノイズが走っている。複数のマイスが護衛する状態でアンテナの付いた
マイスが地面の穴に腕を突っ込んでいた。穴は自分で空けたと推測した。腕にパイルが組み込んでい
るのが見えた。パイルで打ち込んだのだ。腕を突っ込み、何かを探っている。手の部分は非接触型の
電源装置だけではなく、無線によるデータの入出力装置も内蔵している。地下ケーブルを取り出し、
通過しているデータを解析していると推測出来る。何のデータを解析しているのかが理解出来ない。
アランのフローターが、街道の脇に生い茂る森の中に放置してあるのを見つけた。アランは指先の端
末を操作し、フローターと接続し、データの相互通信を開始した。
　フローターの上部が展開した。
「入れるのか」ハンスは不安げに言った。マイスは通常、１機を予備機兼電源としてフローターに格
納している。アランのグルパスの予備があるとすれば、入るスペースはない。
「入らなかったら運ばねえよ」
　グルパスはフローターの中に入り、格納スペースに入った。台の上に着地するとナルゲムを離し、
補助腕でつかんでいたマイスの腕を隣に置いた。座椅子に座るのと同じ格好で座った。
　クロスボウを持っている補助腕が動き、脇に置くと元の状態に格納した。
　フローラルデバイスの光が弱まった。台からホールドと電源供給を兼ねたフックがせり上がり、動
きを止めたマイスを固定する。ボルトがフローラルデバイスの接続口に刺さり、回路を接続する。
　ナルゲムもグルパスと同様、空いている台に座り固定した。背部ユニットを固定している補助腕の
アームがマイスの腕の隣へ手を伸ばし、背部ユニットを置いて元の位置に戻った。
　アランは、グルパスが戦闘状態から休止状態になったのを確認した。操縦席を開けた。腰背部が展
開した。外の空気が肌に当たる。操縦席が飛び出し、降りる為のステップ付きのワイヤーが下がった。
アランは端末を取り出して席を立ち、ステップに乗った。ゴンドラの原理でステップが降りて地面に
付いた。グルパスを見た。背部ユニットの下部にスピアが突き刺さっている。
　フローターの天井が閉じ、照明が点灯した。
「修理出来るのか」ハンスはアランに近づいてきた。ルシエラも共にナルゲムを降りていた。
「予備がある。と言っても２個しかないからな。複合体に言って補充をする必要がある」
「複合体にあるの」ルシエラは驚いた。
「弾薬の輸送位ならして貰えるが、ユニットとなれば大き過ぎる。フォルタジアスに取りに行かない
と駄目だ」
「総督府直々の品物か」ハンスは低い声を上げ、破損した背部ユニットを眺めた。
「こっぴどく壊れたな。お前でも苦労する連中だ、ガルキアはうまくやってくれるかね」
「複合体が結果を教えてくれるさ」アランは端末をいじった。揺れが起きた。フローターが上昇し、
ウマポウンチへの運転を再開した。ナルゲムの方に向かった。腕を切断しており、他にも所々フロー
ラルデバイスにヒビが入っている。板バネの部分にも細かい損傷がある。過酷な状況を生き延びたの
は容易に想像出来る。「他は」
「駄目だろうな、脱出してから連絡がない」ハンスは首を振った。「連中の目的は何だ。ガルキアと
スプレアにケンカ売れないから、中立都市に仕掛けたんじゃないのか」
「答えてくれるか疑問だが、ガルキアに電話相談するしかねえな」アランはグルパスの元に向かい、
端末をなぞった。立体映像が浮かぶ。グルパスと立体映像とを照らし合わせ、点検を始めた。「お前
は休憩室で休んでてくれ」
「構造は」
「同じだ」
　ハンスはドアに向かった。自動で開き、開き切った段階で出ていった。ドアが閉まった。
　ルシエラはマイスの腕と背部ユニットを観察していた。腕の部分は切断しているものの、板バネが
多重になっている構造が分かる。背部ユニットは下部にスピアが刺さっていて、中央の赤い膨らみの
部分は半透明で中の機械が透けて見えている。複数の機能を統合したユニットは重量や携行の面では
有利だが、取り回しと機能が複雑になりやすい上に整備性が悪化する。兵器は誰もが扱えるから良い
のであり、扱いにくい複合兵装を開発する意味があるのか疑問が湧いてくる。「ねえ」
　アランはルシエラの方を向いた。
「剣と盾を一緒くたにした兵装だけど、最初から複合体が開発していたの」
「知らねえよ、勝手に押し付けたんだ」
　ルシエラはアランの元に向かい、グルパスを観察した。古い設計の機体で、所々がナルゲムと異
なっている。電化製品に見慣れた人間が、蒸気機関の列車を初めた見たのと同じ印象だった。カタロ
グや博物館で散々見てきた展示品が、現役で動いているのだ。「いじっていい」
「古いからすぐ壊れる」
「あたし、一度も壊した経験無いわよ」ルシエラは周辺を眺めた。予備部品が転がっているが、ほと
んどが現在でも使用している規格品だ。古いのは表面だけで、内部は新型に直していると判断してい
る。
 アランは「細かい部分は苦手でな、見てくれ」
　ルシエラはワイヤーのステップに足を乗せ、手をかけた。操縦席まで上がった。操縦席を一通り観
察した。他のクァンターが乗っているマイスと変わりない。旧型といっても、内部は現行のモデルに
変えているのは確かだ。左側のスロットにカードを入れる箇所がないのに気付いた。マイスは起動時、
本体の基礎データに存在する記憶とクァンターの記憶を照合する。クァンターは搭乗機が変わるケー
スが多く基礎データも同じシステムを使いまわしている都合から、搭乗するクァンターとの記憶が一
致しない。異なった場合認証が出来ないばかりか、逆にクァンターにコアデータの記憶が介入して中



枢神経を破壊する危険がある。防止策として記憶を偽装するダミーデータを入れたカードを使い、癖
を是正する端末を入れて認証する２段式をとっている。アランの操縦席にはカードを入れるスロット
がない。コアデータを偽装せずに認証しているとは考えにくいので、専用機として最初から他人が搭
乗出来ないよう細工をしているのが自然だ。
「掘り出し物でもあったか」アランは話しかけた。
　ルシエラはアランの方を向いた。アランの端末に移る立体映像には、グルパスの調子が写っている。
「いえ」
「異常がないなら降りてくれ」
「分かってるわ」
　ルシエラはステップに足をかけて操縦席の脇にあるスイッチを押した。ステップがワイヤーに沿っ
て下がった。ルシエラはステップから降りた。
　アランはルシエラの元に近づいた。「休憩室に行って休もう。ハンスもいる」
「マイスの調子は」
「整備をサボったのが災いしたな。かなり捻ったんで、板バネがねじれている。」
「今出来ないの、予備はあるでしょ」
　アランはグルパスの腕を見た。腕間接へ伸びている板バネが重なっている個所に均一化していない
隙間がある。
「部品はあるが、一旦外さないとだめだ」
　ルシエラは苛立った。
「シンプルなトラブル程原因が多い。調べるだけでウマポウンチに着いちまう」アランはドアに向
かった。「休憩室で休む」
　ルシエラはアランの後をついていった。旧型の皮を被ったマイスに触れたい好奇心があるがやむを
得ない。誰にも触れて欲しくないマイスの操縦席を見せただけマシだ、と言い聞かせた。
　ドアが開いた。２人は整備室を出て廊下を伝い、休憩室に入った。
　でハンスがソファに座り、うつろな目で机から写る立体映像を見ていた。
「眠いのか」アランはハンスに話しかけた。
　ハンスは驚き、声がした方を向いた。「お前か」
「他に誰がいる」
　ルシエラはハンスの隣に座った。「あたしがいるわ」ハンスの肩を組んだ。
「アラン、情報が入ってるぞ」
　アランは立体映像を眺めた。がルキアがニウテラで発生したテロを抑え、人々を保護したと言う
ニュースだ。ほぼ無傷の住居区域が写っているが、遠くに壊滅状態になった工業区域がある。犠牲者
の数や詳細な情報はない。統制しているのか。
「依頼人に連絡が取れないのか、荷物の扱いは」
「降ろした時点で報酬がある」
「戻るのか」
「いいや」アランはカウンターに向かい、冷蔵庫を開けて飲料水の入ったパックを３つ取り出した。
「仕事の予約があるんだ、ジョイアスに行く」
　ハンスはアランの言葉に驚いた。「野菜か肉の配送でもやるのか」
「近いな」アランは瓶の蓋についているシールをはがし、手でねじ切った。飲料水などの生命にかか
わる商品は安全の為、一体成型の入れ物にシールしてパパッケージするのが基本となる。３つのパッ
ケージを手に取り、２つを机に置いた。「飲め」
　ハンスはパックを無造作に手にし、中に入っている水を飲んだ。乾ききった体に冷たい水がしみわ
たる。
　ルシエラはパックを見つめつつ、手に取った。
「ジョイアスか。ルガージ＝セイロを突っ切るのか」
　アランは首を縦に動かした。「一応な。でなけりゃクァンターに仕事を回さねえ。で、頼みになる
んだが」机を軽く叩いた。展開している立体映像が切り替わり、箱が乱立するメニュー画面に戻った。
立体映像のメニューに触れた。箱の一つが展開し、現在地を中心とする地図が写った。
　ハンスとルシエラは地図を眺めた。
　アランはウマポウンチから１０００キロメートル程北東にあるフォルタジアスを指さした。フォル
タジアスに関するデータが写った。
「頼みがある。ウマポウンチに着いたら、腕とスピアの刺さった俺のパーツをフォルタジアスに持っ
ていって解析してくれないか」
「バスで運ぶには随分遠出になる」
「フローターをチャーターすればいい。複合体直通なら設備が整ったのがある」
　ルシエラは肩をすくめた。「フォルタジアスはジョイアスから４００キロしか離れてないのよ。自
分で行けばいいのに、あたし達を使うのよ」
「遠回りする必要があるんだ」ハンスは淡々と言った。ジョイアスはフォルタジアスから北方に４０
０キロメートル前後しか離れていないが、複合体総督府となっている為、クァンターと言えど要件の
ない立入は出来ず申請が必要になる。トイレに寄る程度の申請はまず通らない。複合体に直に関わる
要件でなければ通らず、更に審査が待っている。いくら保存技術が発達しているとはいえ、食料は鮮
度によって価値が変わってくる。申請を待っていれば鮮度が落ち報酬が下がる。
「けど、ジョイアスを通るのにルガージ＝セイロを」
「戻ったな、だからクァンターが必要なんだ」アランは言い切った。ルガージ＝セイロは複合体の管
轄で許可のない人間以外に立入りも通過も出来ない。穀倉地帯からの輸送には北方の未開地域である
グランジヴェイジを回るルートがあるが、非常に遠回りとなる。クァンターに依頼するのは、通過だ
けなら許可が通りやすいからだ。
「あたし達にも事情があるわ。マイスの修理があるし、新しい仕事も探す必要もあるわ」



　アランは地図の端に触れた。地図が箱の中に格納するアニメーションが流れた。別の箱を突いた。
箱が展開した。複合体からのメッセージが開いた。
　ハンスとルシエラはメッセージを見て眉をひそめた。何故複合体からのメッセージを開いたのか理
解できない。
　アランはメッセージをつかみ、下に回した。メッセージが消え、マイスの立体映像とスペック表が
現れた。
　ルシエラはマイスの立体映像を見て驚いた。「ラギメトルじゃない」　
「連中が予備で持っていけとうるさくてな。俺にはグルパスがあるってのによ」アランは苦笑いをし
た。
　写っているマイスはラギメトルと言い、量産配備している機体では現行最新型となる。一部のクァ
ンターにデータ収集用として先行供給を行った後に量産が始まったばかりとなっている。２５年も主
だった変更のない基本設計を最適化、統合発展させた機体だが高級機なので一般のクァンターは手が
届かない。「持っていけって、タダでなの」
「知らねえよ。俺は持っていかなかったから、在庫でほこり被ってるんじゃねえか。今のままじゃ倉
庫を圧迫しちまうから、在庫処分を兼ねてお前らにやるよ。ついでに報酬で金も払ってやる。正規の
依頼じゃねえから前金一括になるがいいか」アランは立ち上がり、ズボンのポケットからキチン製で
半透明のカードを取り出し、手に持っている端末と重ねた。
　ルシエラは立体映像のマイスに手を触れ、回して眺めていた。「本当にいいの、新型よ」
「機械ってのは出さないと壊れるんだ、ならお前らが出してくれ。俺は古い方がいい。部品取りに最
適だからな」アランは端末にデータを打ち込み、ハンスにカードを差し出した。「前金だ。ウマポウ
ンチで別れるから報酬は払えんから一括だ」
　ハンスはカードを受け取り、自分の端末を手に取ってカードと重ねた。表示した金の桁に驚いた。
「４憶バルって、いいのかよ」
「少ないか。解析にかかる費用はいくらだ」アランはルシエラの方を向いた。
　ルシエラはアランの方を向いた。「解析って、インゴットで払ってるから分からないわ」
　アランは眉をひそめた。相場が分からないとなれば、更に上乗せしな
いと厳しいかもしれない。「手数料が足りないなら上乗せする」
「いいよ、俺が払ってやる。修理代が浮くんだからな」ハンスはぶっきらぼうに言った。
　アランはパックの水を飲み干し、ソファの隣に置いてあるゴミ箱に捨てた。「金なんざ掃いて捨て
る程ある。必要ならウマポウンチで別れる前に言ってくれ。カードは捨てるな。ターミナルで見せれ
ば、フォルタジアスの申請が通る」
　アランはドアに向かった。ドアが開いた。アランは出て行った。
　ドアが閉まった。
　ハンスはソファに座り、深く持たれた。「金に頓着のねえ奴だな」
　ルシエラは机を軽く叩いた。メニュー画面が切り替わり、地図が写った。現在地とウマポウンチま
での位置を主に示している。ニウテラとウマポウンチまでの間の３分の１を越えている。
「行くの」ルシエラはハンスに尋ねた。あまりに破格の待遇がうさん臭さを助長する。アランが自分
達を避けたがっている気がする。
「他に仕事がないし、新型がないにしても行くしかない。修理にはフォルタジアスに行く必要がある
し金ももらったんだ」ハンスはアランからもらったカードを通して地図を眺めた。カード一つで数日
はかかる申請が通るのか、疑問を覚えた。
　ルシエラはハンスの腰に手を当てた。「あなたの言葉通りよ」ハンスに寄りかかった。
　アランは操縦席に着いた。端末をコントロールパネルに置き、メニュー画面を起動した。青い光を
放つ四角柱の立体映像が周辺に伸びた。。腕を動かしてメニューを開き、メールを展開した。最新の
メールの内容は、ニウテラの状況とルガージ＝セイロの状況に関する内容だ。ニウテラの状況はハン
スと見たニュースレターの内容とほぼ同じだった。ガルキア軍のモカラの集団が、突如襲ったマイス
をせん滅したという程度だ。犠牲者数や損害について一切書いていない。メールを飛ばした日時や、
実際に目の当たりにしたターミナルの損壊状況も書いてあるが余りにいい加減になっている。意図的
に隠しているというより、情報不足で把握出来ていない。もう一つのルガージ＝セイロの状況につい
ては、大まかには依頼を受けた状況と変わっておらず、子供でも分かる程のテンプレート書きになっ
ている。追記として詳細なデータが書いてある。高エネルギー体の変動と最悪の事態である消失のシ
ミュレーションで、ストリームの影響も書いてある。ストリームとはナルオンの維持に関するデータ
で、現在ガルキアとスプレアが共同で研究を行っている多重世界の分岐統合と関連があると示してい
る。何故監視を続ける必要があるのか、ストリームに影響を及ぼす程のエネルギーを持っている存在
に対抗しうる策があるのかと疑問を覚えた。
　通信を開いた。複合体のロゴが立体映像で現れる。
「アラン＝グレイザルだ。ニウテラからウマポウンチに向かっている。暫く停泊した後、２日以内に
ルガージ＝セイロに入る」
『了解しました。現地に転送します』軽快なアナウンスが流れた。メールで転送する手段もあるが、
音声であれば信ぴょう性は上がる。
　複合体のロゴが消えた。
　アランは腕を振った。四角柱は消えた。アランは操縦席の椅子に座り込んだ。情報が多重に浮かび
上がる。アランは手を振りながら浮かんでいるメニューを開き、光が開けた森を照らす立体映像が部
屋全体に切り替わった。天井のスピーカーから鳥や猿の鳴き声や虫の羽音が響き渡った。深くもたれ
かかり、意識を深く沈めた。



　青い空と白い雲が広がっていた。白や黄色の花が所々に咲く緑の草原が、地平線まで敷き詰めて
あった。中に白い椅子とテーブルが置いてあり、焙煎したばかりの香りが広がるコーヒーと食べ終え
たプリンの皿が置いてある。
　１２歳にて即位したガルキアの若き女王、ハインはコーヒーを飲みながら無限に広がる立体映像を
眺めていた。形骸化しているとは言え、執政と書類の処理で過ごす世界に塗れている世界と、現在い
る世界とは完全に隔離している。女王のドレスと鎧を脱ぎ捨て、一人の少女として裸で過ごす唯一の
場所だった。映像の中の世界は所詮、五感の一部を充足する為の偽物だと分かっている。ベイソン＝
ニモラダの壊滅後、甘酸っぱい果実や瑞々しさを味わう野菜は高級品となった。民には保存の利く食
料を組み合わせた料理しか供給出来ていない。少女の姿のままでも、為政者として民を憂いてしまう。
　テーブルの上にウィンドウが開き、女性近衛兵のバストアップが写った。『ハイン様、お知らせで
御座います。至急会議室へお越しし下さい』
「いえ、今いる場所で聞きます」
『詳細を聞きませんと、先の方針に支障が出ます』
「分かりました。今すぐ行きます」
　ウィンドウが閉じた。女王はテーブルに触れて残ったコーヒーを飲み干した。立体映像が消え、１
０メートルの球体ドームの内部が露わになった。
　ハインは立ち上がり、壁と同じ色のドアに向かって移動した。ドアは自動で開いた。
　カーペットを敷き詰めた、赤と白を基調とした３ｍほどの幅の廊下があった。先にはエレベータの
ドアがある。武装した衛兵がドアの両脇を固めていた。王の近衛兵は女性で、動きに支障をきたさな
い鎧を着て、腰のホルスターに銃を入れている。伝統と近代化が折衷した印象を与えている。
　ハインはエレベータのドアに向かって歩いていった。通常、未成年の王には摂政がつく。女王は幼
い頃から聡明かつ知識欲が権化とも言える程に強かった為、瞬く間に知識を吸収し早熟していった。
自らの判断を邪にする摂政は不要と自ら判断し、職位をつけていない。
　近衛兵はエレベータのボタンを押した。即座に開いた。女王はエレベータに乗った。近衛兵もエレ
ベータの中に入った。ドアが閉まり、下にある議会場へ通りていった。近衛兵は話しかけてこない。
気が許さない友はいない。人の上に立つ存在は常に孤独だと気付く。
　エレベータが完全に下がり、ドアが開いた。
　近衛兵達が先に出た。「女王陛下の参上である」
　ハインは近衛兵に続いた。バルコニー状の広間があり、専用の椅子と机が置いてある。階下に議員
席が先にある。傍聴席はなく、赤いカーペットが敷き詰めてある。無数の王家の旗と国旗が立てかけ
てある。近衛兵達は端に陣取っている。
　ハインは椅子に向かった。議員達が一斉にハインの方を向いた。視線の集中に慣れず、戸惑いなが
ら礼をして椅子に座った。
　拍手が１分ほど続いた。
　机からメニュー画面が浮かび、直後に『女王陛下、激務の中議会へお越し下さり感謝の至りです』
「前置きはいりません。要件を簡単にお願いします」
『はい』議員席の真上に、ニウテラに向かったモカラの集団が所属不明のマイスを瞬く間に撃破して
いる映像が映った。圧倒的な性能で所属不明のマイスを破壊していく。一方では現地にマイスを下し
て現地の人々を統制している軍の姿が映っている。『我々ガルキアは、ニウテラを襲った謎のマイス
を撃退し現地に住む人々の保護に成功しました』
　議員達は一斉に沸き立った。ハインは表情一つ変えず、映像を見つめている。
『現地に向かったクァンター達の報告によりますと、技術独占を目論んでいた輩が仕掛けた可能性が
高いと聞いています。複合体の防衛隊は軒並み逃げ出したとの話です』
　映像の一つが切り替わった。グルパスがナルゲムを方で組んだ状態で離脱する状況を、遠くから撮
影したアングルで再生している。
『以降は我々ガルキアが保護に入ります。現地の人々は歓迎しています。現在我々の防衛を強固にす
る為、ニウテラにある技術を提供するか交渉に入っています』
　ハインは頭に疑念がよぎった。何故歓迎するのに交渉する必要があるのかと。次の瞬間に貢物の如
く差し出すのも違和感があるので、交渉するのが筋だと自分の中で納得した。
『女王陛下、技術の提供は我々が先代より推し進めてきた光の盾計画にとって前身となりえます。現
時点より計画を表に出し、複合体より優位に進めましょう』
　議員達の拍手が沸いた。議会は、光の盾計画を推し進めるのが妥当だと判断している。
　ハインは机を軽くたたいた。メニュー画面が開き、光の盾計画の概要と進捗状況を映す。光の盾計
画の表面化の了承を取り付ける為に、自分を王宮から議会に呼んだのだ。
　光の盾計画は２５年前より先代の王により発動した、防衛計画のパッケージだ。マイスの開発計画
の折、基礎技術を持っていたガルキアは自らの技術を複合体に提供した。複合体は共同で初のマイス
であるグルパスが開発し、ロールアウトした。先代の王は将来を見据え、複合体が推し進める統一し
た防衛計画から外れた独自の防衛計画を立てた。当時は議会が承認しなかったが王は懐柔を進めて強
行し計画を発動した。王の計画は確かに必要であったが、時代は正反対の方向に向かった。マイスが
一般化し、クァンターと呼ぶ兵が蔓延すると計画は不要となったのだ。複合体の推し進めた、クァン
ターとマイスによる防衛計画は国家ごとに独自の錬成を行う必要がなく、世界の消滅という危機が国
家をミニマムな単位へと押しやった。複合体の計画が光の盾計画を上塗りし、地下に潜り込んでいく。
されど上塗りしただけで、完全に消滅していなかった。国家ごとに通貨や統治のルールが異なってい
る以上、最適解として統一したルールを押し付けるのは無理があったのだ。現に民の統制を義務とし
ている貴族から、他国より流入するクァンターが自分達の地位を脅かす存在となっていると問題を提
起してきたのだ。議員達へのロビー活動を積極的に行っている関係で独自の計画である光の盾計画を
表に出す必要があると声が強まってきた。
　先代の王は最後まで複合体の計画と光の盾計画とのバランスの調整に悩み続けたが病に倒れ、２年
前に他界した。自分が計画の概要を知ったのは一か月前であり、大まかな概要とナルオン最大の医療



都市『ジェイクジブラス』にて計画が進んでいるのを聞いた程度しか知らない。
　ハインは席を立った。「複合体と戦争をする気ですか」
　議員の一人が立ち上がり、胸に手を当てた。ハインの眼前にある映像に立ち上がった議員のバスト
アップが映った。「滅相もございません。我々貴族や王族は民の恐怖を取り除き、安心を与える義務
があります。複合体は防衛を盾に法を無視するクァンターが多数入り込み、恐怖と不安を煽る始末で
す。クァンターに任せる防衛ではなく、我々自身の純粋な防衛能力を確立する必要があるのです。複
合体より先手を取り、正しさを証明すれば複合体も考えを改め、我々の傘下に入ると予測出来ましょ
う」
　議員達の拍手が響き渡った。
　ハインは俯いた。民の安定を得る為には、自分達独自の強固な戦力の確保をしていかねばならない。
複合体に属するクァンターが国家の中に入り込んでいる以上、牙を向けば寄生バチの如く内側から食
い破っていく。顔を上げた。「ニウテラから技術の提供があり次第、光の盾計画の表面化と進行を急
いで下さい。保護下にあるニウテラの者に失礼のないよう、クァンターに規律統制の徹底を頼みま
す」
　議会に大きな拍手が響いた。王族や貴族は民の不安を取り除き、国家の地盤を固める為に力を捧げ
る義務がある。
　近衛兵はハインの方を向いた。凛とした表情の中に不安が残っているのを認めた。

　アランは警告音と共に意識を取り戻した。異常を検知したのではなく、ウマポウンチに到着したの
だ。
　アランはコントロールパネルに触れた。周辺の状況が映る。
　夕方となっており、日が沈みかけていた。ウマポウンチの街が前方に映っている。１０階建てのビ
ルがターミナルの内部に立ち並ぶ程度で、目立った建物はない。平坦な家が平均的に広がっている程
度だ。ニウテラの街が発展する際、物資の搬送とチェックを目的に作った拠点が元となっており、ス
プレアが管轄する街では比較的新しい。
　フローターはターミナルに近づいた。ターミナルのフローター格納庫の天井が開いた。
　アランは状況を確認し、表示しているガイドに従いコントロールパネルを操作した。フローターは
開いた箇所に向かい、中に入った。
　フローターは完全にターミナルの格納庫に降り立った。倒れる程ではないが大きく揺れた。アラン
はフローターの出力を下げ、制御を人工知能に切り替えた。端末を手に取り出ていった。
　廊下を渡り、休憩室に向かった。ハンスとルシエラは出立の準備をしていた。
「出るか」
　アランは首を縦に振り、部屋を出た。ハンス達も後に続いた。
　フローターの扉が開き、表に出た。冷たい空気が体全体に当たった。格納庫内部はフローターも人
もまばらになっている。自分達が留めた格納庫はニウテラと繋ぐ為の場所で、現在はガルキアの保護
下になっている為誰一人として立ち入れない。ニウテラに向かうフローターも民間便もない。
　アランは端末を操作した。タラップが降りた。アラン達はタラップを降りた。
「ニウテラから来たのか」係員はアラン達に話しかけた。
「丁度いい」アランは端末をなぞった。立体映像が浮かび、輸送している物資のリストを表示した。
「ウマポウンチに輸送の依頼を受けているんだ」
　係員は表示しているリストを見つめ、自分達の端末を取り出してスイッチを入れた。画面にリスト
が浮かんだ。アランが見せているリストと見出しのナンバーとを照らし合わせた。一致している。
「確かに。では荷物のチェックをするよ」
「終わり次第、いつもので頼む」アランはキチン質のカードを取り出し、端末と重ねた。入力を終え、
係員に渡した。
「はいよ」係員は端末とカードを重ねた。データを転送し、照合して端末をなぞった。アランのフ
ローターの底辺脇部分が展開し、積んであるコンテナが引き出しと同じ原理でスライドして現れた。
　格納庫の上にガントリークレーンが伸びてきた。一つ一つをクレーンでつかむと同時に、内部を読
み込んでいく。
　アランは係員に近づき、端末をいじって映像を見せた。フローターの監視カメラを通して、切り
取ったマイスの腕と破損した背部ユニットの映像が映っている。「ついでにマイスの格納室にある腕
と、ユニットを降ろしてくれ」
「降ろした後は」
　アランはハンスとルシエラの方を向いた。二人は何故見ているのかと、首を傾げた。「二人が
チャーターしたフローターに入れといてくれ。別個で輸送する必要があるんだ」
「分かりました」係員は端末を見た。ガントリークレーンのオペレーターの姿が見える。「全部降ろ
したら、マイスの格納庫を開ける。指定した奴を降ろしてくれって要望だ」
　ハンスは積荷を下ろす作業を見ていたアランの肩に触れた。「駄賃分、おごるよ」
「ニウテラに行ったせいで随分遅れたんで、報酬を貰った後は即座に向かわないといけないんだ。打
ち合わせもしないといけないから、サロンに留まれない」
　ハンスはため息を付いた。「依頼人は狭量だな。ジョイアスは何度行った経験がある」
「４、５回か」
「バカンスみたいなもんだ。俺のおふくろが近場の出身でな、石が落ちてくるまでは快適だったって
話だ」
「今は冬だ。ワラしか転がってなさそうだな」
「ウマポウンチより暖かいって聞いた」



　アランは笑みを浮かべた。「だといいがな」
　ハンスはアランと別れ、サロンに向かった。ルシエラはハンスの後をついて行った。
　アランはハンスと別の廊下に向かい、複合体の情報管理施設に向かった。廊下の脇に３平方メート
ル程の広さの個室がある。ガラス張りになっているが、使用中の場合はくもりガラスになって見えな
くなっている。また、音声も聞こえない。複合体と直接通信を行う際、盗聴を防ぐ為に設けた場所だ。
　アランは一室に入り、端末をテーブルに置いた。ガラスが一瞬でくもりガラスになり、周囲が一切
見えなくなった。
　周辺にメニューが開くも、即座に複合体に回線が繋がった。ウィンドウが多重に現れた。
　アランは複合体側の情報にアクセスし、ニウテラの状況を取り出そうとした。近況が映った。ニウ
テラは複合体が建設した都市なので、常にデータを共有している。複合体にデータがあれば引き出せ
る。
　ウィンドウに、兵装の開発状況や行政の結果等が次々と映った。
　アランは一つ一つを目視で確認した。情報は全て過去の出来事で、徐々に古いデータから新しい
データに移っていく。日時を確認しても襲撃に関する内容は一切無い。あえてあるとすれば、周辺の
都市で些細なトラブルがあった程度だ。
　突如、展開しているウィンドウが全て閉じた。
　アランは驚いた。強制的に回線が切断したのか。複合体との直通回路で切断とはありえない。物理
的な遮断にしても、大掛かりな作業が必要になる。
『アラン＝グレイザル様ですね。直通にて対話を求めている方がいます。回線を接続します』オペ
レータの声が流れ、ウィンドウが真正面に現れた。
　アランは顔をしかめた。優先の通信が入ったから全ての情報を停止したのか。複合体の人げが、一
介のクァンターでしか無い自分に直接会話を望むとは、緊急の依頼か。仮に依頼なら、メールで行え
ば十分だ。
『議会が忙しくてなってな、暫く回線をつなげなかった』ハスキーな女性の声が響いた。若干ながら
音声がこもっている。
　アランの顔が強張った。アリス議員の声だ。フォルタジアスの議員で、市長に近い位置にいる。
「ルガージ＝セイロの到着に遅れるのが、嫌だったか」アランは腕を組んだ。やむを得なかったが、
自分が依頼を無視したのは事実だ。説教なら受ける覚悟がある。
『ガルキアがニウテラに侵攻した事態に、議会が忙しくなってな。お前を叱責する暇がなくなったん
だ』アリス議員の声はアランの言葉を払った。『無脳を介してニウテラに戻ったと聞いたが、内に
入ったか』
　アランはアリスの言葉に違和感を覚えた。ガルキアが侵攻したと判断しているにも関わらず、きっ
かけになった所属不明のマイスについて何も分かっていない。「無論だ。データはある」アランは手
を動かしてメニューを操作した。端末にアクセスし、データの中からグルパスの戦闘データを取り出
した。データはグルパスが捉えた映像で、ハンスが乗っていたナルゲムの状況も映っている。
　データを取り出し、複合体側に転送した。暫く転送率を表示し、間もなく完了した。ウィンドウが
閉じた。
『現地のデータは私達でも入手不可能でな。感謝するよ』
「ニウテラを侵攻したマイスの所属は」
『ガルキアのモカラではないのか』
「俺達と交戦したマイスだ。一切のデータがない」
『すまないが解析班に回すより他にない。解析諸々は私の仕事ではないのでな。他にあるか』
「ニウテラにいた同業のハンスが、切断したマイスの腕と武器を持ってフォルタジアスに向かう。来
たら回収してくれ。ついでに倉庫で寝ている新型を出してくれ。明け渡す約束をしている」
『下々に言っておくよ』
「依頼が終わり次第、フォルタジアスに行く」
『ニウテラから出てきたのは確認している限り、お前とお前の言うハンスとやらしかいない。依頼に
関しては早めに切り上げるよう、私達も配慮すると上に言っておく』
　通信が切れた。
　アランはルシエラについて話す必要があったのかと脳裏で議論した。複合体に所属している整備士
なので、解析には役に立つと認識していた。手を振った。メニュー画面に戻った。地図を表示してい
た。手を触れ、ルガージ＝セイロを映した。状況はほぼ黒塗りになっていて読めない。元々複合体が
詳細を他人に教えない上、変化があれば黒塗り処か項目自体が消える。今の段階では正常とも言える。
手を振って確認しながらウィンドウを次々と閉じていった。数多く表れているウィンドウの項目が、
通信中に更新している可能性があるからだ。残った一つのウィンドウに輸送任務の報酬に関する内容
が映っていた。内容を読んだ後、ウィンドウを閉じた。表示しているウィンドウを消した後、おいて
ある端末を手に取った。曇りガラスが一瞬で晴れた。アランは部屋を出ていき、支払い所へと向かっ
た。
　支払い所は１０メートル四方程の広さで、光が天窓から入っているものの、雨季と夕方で薄暗い。
照明は外からの光を前提としている為に暗く、全体的に薄汚れた印象がある。複数の窓口がある。
テーブルと椅子が至る所にあり、クァンター達が待機していた。デジタルなデータではなく、イン
ゴットと呼ぶ複合体が発掘し精製する希少金属のプレートにて支払いを行う。クァンターは各勢力を
行き来する関係から、国家ごとの通貨で支払うと為替問題が発生する。故にナルオン全体で需要があ
る希少金属をもらい、買取の名目で換金して必要な物資を手に入れる形式となっている。現物の支払
いは手続きに手間がかかり混雑する為、ターミナルからインゴットを輸送してもらうのが最近の主流
となっている。支払い所を利用する者が少なくなったので複合体も廃止を検討しているが、足を運ぶ
のが習慣化している古参や輸送業者がくすねるのではと不信を持っている者が反対している。アラン
も不信を持っているクァンターの一人だ。
　アランは空いている窓口に向かった。券売機を模した印象のある、所々に黒ずみのある機械が置い



てある。機械に端末を当てて照合した。自動で機械は認証し、立体映像が流れた。未払いの依頼内容
のリストが現れた。リスト内にはインゴットと各勢力のレートが映っている。リストに手を触れた。
了承を示すダイアログに変化した。ダイアログに触れた。機械音が機械から響き、重い物体が取り出
し口に落ちる音がした。取り出し口に手を突っ込み、ケースを取り出した。ケースはシールドしてい
る上に細木細工の形式をとっており、端末で照合しない限り開かない。人が持てる重量に限りがある
為、一度に支払うインゴットの数はさほど多くない。当面の生活に支障はなく、金に頓着のないアラ
ンにとって区分けている方が整理しやすく好都合だった。支払い完了の旨を示すウィンドウが現れた。
指を振って閉じた。インゴットの取っ手を出してつかみ、支払い所を後にした。誰一人として突っか
かる者はいない。クァンター同士でトラブルを起こせば、複合体より消息不明になる程の報復を受け
る。法の鎖を外した者は自由に見えるが、実は更なる規則に縛られている。人は秩序ある組織の中で
しか、生きている証明も実感も見出せない。

　ハンスとルシエラは搭乗手続き所に向かった。
　手続き所は空いている処か閑散としていた。トラブルであれば整備士や警備隊を直に呼んで貰えば
よく、ニウテラの中継基地以上の役割もない街でワザワザ書類の手続きを取る理由はない。よって、
搭乗に関する手続きを取る者はほとんどいない。オペレーターもほとんどなく、広い部屋に立体映像
を映す為の机が並んでいる程度でしかない。休憩をとるクァンターもおらず、汚れていない分手が
入っていない美しさがある。代わりに温かみはない。
「大丈夫なの」ルシエラは不安を吐き出した。人は誰もいない、静かな場所となると不安を覚える生
物だ。
「気にするな」ハンスは机に端末を置いた。田舎の店は夜になれば閉まる。フローターの中に入れて
いた生活物資も失った以上、買い込みをする必要もある。手続きは簡素に終わって欲しいと願ってい
た。
　ウィンドウが浮かび上がった、
　ハンスはフローターのチャーター手続きを行った。クァンターは戦闘の際にフローターを後方に置
くが、戦火が拡大して消失するケースは珍しくない。フローターは居住空間を兼ねる為に予備を確保
しにくい為、総督府のフォルタジアスに向かって新しいフローターを受領する決まりになっている。
当然金はかかるが保険は払っているので、正当な理由であれば比較的廉価で受け取れる。今回はニウ
テラへの襲撃でターミナルごと破壊したという、立派な理由がある。消失の理由として、自身のナル
ゲムによる記録を送信した。映像はターミナルを破壊していくマイスの映像で、ナルゲムが起動して
からのモニターの映像だ。内部の電子音は切り捨て、代わりにターミナルが壊れていく音と操縦席内
で乗り込んだルシエラとのやり取りが、誰もいない部屋の中で響いていた。
「あたし、相当焦ってたのね」ルシエラは自分の甲高い声を聞いて、声を漏らした。
　ハンスは映像を冷静に眺めていた。映像では同僚のナルゲムがターミナル内で立ち上がり、マイス
がフローターを対物グレネードやバルカン砲で破壊していく光景が映っている。マイスはアランが撃
破し
た種と異なり、より鋭いフローラルデバイスを装着している。当時は全体を見渡せなかったので分か
らなかったが、今となってみると最初に遭遇したのは先鋭として破壊を優先した型だと気づいた。
　映像を一通り見るとファイルを閉じ、手を動かして隣にある開いた直方体の箱に入れた。箱は閉じ、
複合体の状況を示すウィンドウに転送した。間もなく新たなウィンドウが開いた。フローターに関す
るデータで、ウマポウンチにある空きフローターの状況とポートの番号だった。
「だいたい似たりよったりなのね」
「マイスは規格化しているからな」
　了承のダイアログを押した。ウィンドウが切り替わった。明日の８時に２ポート目に、指定したフ
ローターを輸送するという内容だ。内容物に関しては何もない。動力を確保するためのマイスや、日
用品の類は別途購入すれば足りる。
「明日まで待つの」ルシエラは嘆いた。
「仕方がない。今すぐ出てくる方がおかしいんだ」ハンスは端末を机から離し、手に取った。表示し
ているウィンドウが消えた。「ホテルを予約してから買い出しに行くか」
「一緒に取れないの」
「搭乗手続きを取るカウンターだから、仕方がない。別個で取るしか無いんだ」
「面倒よね、別個じゃなくて一つにまとめればいいのに」
「管理している企業が違うって聞いている」
　ハンスはドアに向かい、出ていった。ルシエラも後に続いた。
　宿泊施設を含め、日用品などの購入はターミナル内で行える。昼も夜もない世界なので、物資と人
がいる限りは金のある限り一通り揃う。物資は予めアランから金を受け取っているので問題なく揃っ
た。フローターへ物資を運ぶ為のキャリアの雇用も、ターミナルの脇にあるホテルも予約は容易に出
来た。元々ニウテラから行き来する人間しか利用しないので空きが多かった。予約を終えた後にホテ
ルの部屋に向かった。典型的な上階にあるスイートルームだ。一人であれば簡素な部屋でも十分なの
だが、ルシエラがいるので奮発した。男は女の前で見えを張りたがる生物だ。
　ハンスは部屋に入るなり、備え付けの回線を使い、ホテルに届いた荷物を持ってくるよう指示を出
した。機械を相手にするので音声のない命令だが、人を介さない分信頼できる。
　ルシエラは興味深そうに窓から見える景色を眺めていた。プラスティックの窓を通して見える景色
は、遠くが黒く染まり、地面の近辺は光の点が這いつくばっている。
　暫くして荷物を置くロッカーに音がした。
　ルシエラがロッカーを開けると荷物が入っていた。地階からエレベーターとベルトコンベヤーで運



ぶ仕組みになっている。荷物を区分け、タオルや着替えを確認した。
「飯に行くぞ」ハンスは荷物を整理しているルシエラに話しかけた。
　ルシエラは眉をひそめた。夜食を抜いてシャワーを浴びて眠りたい。安心と共に疲れの色が出始め
ていた。「あたしは、いいかな」
「気持ちは分かるよ。でも食べておかないと、明日はもっと疲れる」
「食べるより寝たい」ルシエラは荷物を整理し終え、ベッドに向かっていくと寝転がった。
　ハンスはため息をついた。今日の昼にニウテラへの襲撃があり、命を失うか否かの状況から逃げた
のだ。安心して疲れが湧き出てくるのは当然だ。「一人で行ってくる。部屋から外に出ないでくれ」
「出たくないから、大丈夫」ルシエラは力なく声を出した。
　ハンスはドアを開け、部屋の外に出た。
　廊下を抜け、エレベーターを降りてロビーに出た。ターミナルに併設しているのでクァンターの利
用が多い。壁に取り付いているモニターにはホテルの状況が流れていた。レストランの看板が目に
入った。ホテル内で食事を取ろうかと頭によぎったが、一人でレストランに入って食事を取るのは気
が引けると判断して外に出ようとした。折角ウマポウンチに来たのだから、地に足の付いた場所で食
事を取ろうと言い聞かせた。
　係員が、ハンスの元へ急いで駆けつけてきた。「お客様」
　ハンスは振り返った。係員が傘を持っている。
「雨が降っています。お使い下さい」
　ハンスは傘を受け取った。「ありがとう」
「傘は後でご返却下さい」
　ハンスは財布から紙幣を取り出し、係員に渡した。係員は礼をして去っていった。外に出た。
　雨が降っていた。高層ビルが立ち並び、ターミナルから闇へと線路が伸びていた。大都会は同じ構
造になりやすく、ニウテラもウマポウンチも変わらない。変わっているのは活気がなく、１階と２階
を占めている自営店は軒並み閉まっている点だった。中継地点に特化している街なので人と人とのつ
ながりは薄く、店の相手は物資の補充を行う輸送屋程度でしか無い。輸送屋も物資をターミナルに運
ばせる為、店に向かう必要はない。よって場所を借りて販売する場所ではなく、商品を置いておく倉
庫でしか無い。
　ハンスは傘を開いた。一人で手軽に食事が出来る場所はないのかと、大通りを歩いた。まもなく高
層ビルがなくなり、２階から３階建ての古い住居と木々が並ぶ世界に入った。ターミナルの近辺だけ
にビルが並ぶ、ハリボテの街だった。家を確認しても食事をする店はない。
　ハンスは大通りにはないのかと判断し、端末を取り出し地図を起動した。地図は概要ばかりで詳細
な内容はない。道と店の名前とおぼしき建物の名前だけが映っている。裏通りに回った。
　空から落ちてくる雨粒が確認出来ない程の明かりの薄さだった。傘をさして歩いている男が２人、
対面方向から歩いてきた。警戒し、傘を持つ手に力を入れた。ウマポウンチはニウテラの建築後、都
市機能よりも発展が加速した為に治安が安定していない。ターミナルの反対側はスラムとなっており、
スプレアの公僕ですら介入出来ない無法地帯となっている。
　男達はハンスの姿に気づいた。「お前、観光客か」ハンスに近づいた。
　ハンスは傘に力を入れたまま、徐々に鮮明になっていく男達の姿を確認した。２人とも壮年で、堀
が深い。自らの肉体を持て経験を積み上げてきた人間の目をしている。もう一人は顎にヒゲを蓄えて
いる。
「観光客が夜にうろついてはいかんよ」
「俺は食事をする場所を探してるんだ」
　ヒゲの男は笑った。「ホテルでもいけばいい」
「一人では気が引ける」ハンスは正直に話した。アランなら手早くかわし自分のペースにはめていく
が、自分はうまく出来ない。
　堀のある男はハンスの持っている端末を観察した。「若いの、クァンターか」
　ハンスは端末を隠した。
　互いの男は笑いだした。
「隠す必要はねえよ、同業者ならすぐ分かる」ヒゲの男はにやけた。「聖都から来たのかい」
「いや、ニウテラから」
　ハンスの言葉に二人は驚いた。
「俺達が行く場所だ。封鎖してるって聞いてるが、事件でもあったのか」
　ハンスは驚いた。壊滅しているので入れないのは確かだが、封鎖とは聞いていない。「壊滅したと、
知らせを受けてないのか」
　二人の男の顔が飄々とした表情から、強張った表情に変わった。
「若いの、話が聞きたい。飯おごってやるから来い」
　男達は来た道を戻った。ハンスは後をついて行った。怪しい男なのに変わりはないが、いつまでも
雨の中をさまようのは辛いと感じたのでついていこうと決めた。金を奪おうものなら殴ればいい。若
い分自分が有利だと、心の奥底で奢っていた。
　暫く歩いていくと、青い看板を明かりで照らした店に来た。雨なので椅子や机が端に片付いていて、
中に人々が食事をしているのが透明で薄汚れたアクリル板を通して見えた。ナルオンではガラスは貴
重品な上にすぐ割れるので、高級な店かこだわりのある宗教施設以外にまず見かけない。
　二人の男はドアを開け、中に入った。軽快なギターと甘い声のBPDが天井に付いているスピーカー
から流れていて、地元の人らしき人々が食事を取っている。
　ハンス達は空いているテーブルに座った。ヒゲの男はウェイターを呼びつけ、シュラスコを頼んだ。
ウェイターは去っていった。
　堀の深い男とヒゲの男はキチン質のカードを出してハンスに出した。ハンスもカードを取り出して
２人に渡した。互いにカードを端末に重ねて読み込んだ。身分が立体映像で映った。
「互いに同じか」男達は端末を切った。映像が消えた。



　ハンスも映像を切った。
　２人の男はハンスの顔を見つめた。
「何かついてますか」
　ヒゲの男は自分のヒゲを撫でた。「あのハンス＝アリアントとは驚いたな」
「大した実績はない」
「若いの、買いかぶるな。素直にならないと駄目だぞ」堀の深い男は笑った。「ニウテラが襲撃を受
けたのは本当か」
　ハンスはうなづいた。「勢力は分かっていない。友人と相方以外に生存の確認が出来ていない状態
なんだ。今はガルキアが入ってる」
　ヒゲの男は端末を操作し、立体映像で映るニュースを確認した。「報道しているのと同じ内容だな。
中立地帯の襲撃は嘘だと踏んだんだがな。本当なら俺達はウマポウンチで滞在せざるを得なくなる」
「襲撃から逃げ切っただけ相当な実力だな。友人も手練と見える、名前は」
「アラン」
　ヒゲの男は目を丸くした。「アラン＝グレイザルか。名前を聞くとは思わなかった。確かに、奴な
ら生き延びて当然だ」
「知っているのか」
「知ってるも何もない。半年前に西方で縄張り争いがあったろ。マイスが介入したってんで鎮圧目的
で一緒に仕事をしたんだ。リアラの冠は付いているがグルパスの動きではない。鎧を着た人間の動き
だった。瞬く間に相手を潰していったよ」ヒゲの男は感心しながら言った。
　ハンスは眉をひそめた。自分は淡々と仕事をしているだけなのに、周りから高い評価を受けている
のに恥ずかしさがこみ上げてきた。話題を変えないと褒め殺しになりかねない。「引き返せないの
か」
「依頼主がジョイアスの農家だからな。通り道のルガージ＝セイロは２、３週間前から統制が厳しく
なっている。フリーのクァンターが立ち入るのはほぼ出来ない」ヒゲの男は淡々と話した。
「とんでもない遠回りになる。当然鮮度が落ちて商品価値は下がる。入れないとなれば、ウマポウン
チの問屋と交渉するしかなくなった訳だ」
　ハンスは驚いた。ルガージ＝セイロは複合体の管轄区域なので関係者以外滞在出来ないが、クァン
ターが通過するだけなら許可を出せば通してもらえる。ジョイアスから通常のルートで輸送すると非
常に遠回りになる上、北方にある非干渉地帯のグランヴェージを通る為に危険が待っている。故に
クァンターがジョイアスからの輸送を請け負うケースが多い。特に野菜の輸送は非常に金になるので
有名だ。立ち入り出来ないとなれば割に合わなくなり、クァンターに頼む理由が薄まる。
「ニウテラの襲撃と関係しているのか」
「４０００キロも離れてる上に両方共複合体の管轄区域だ。自分の管轄を潰すなんてありえない」堀
の深い男はハンスに話しかけた。
　ウェイターがシュラスコと米の乗った皿をハンス達の元に置いた。シュラスコは肉の塊を串に刺し
て焼いた料理で、輸送の事情から食料の鮮度に問題があるウマポウンチ近辺では一般的なメニューだ。
特に生の野菜類は高級品なので肉の方が安い。米は保存の関係から古米が多く、真水は値が張るので
果実や野菜から絞った水で炊く。故に色や味を吸収しやすくなる。
　男達は串から肉をナイフで剥がし、ソースが入っている別の皿に付けて汚げに口に入れた。一般大
衆が集まる店で上品な食べ方は似合わない。下品ながら美味そうに食べるのがマナーだ。
「アランが仕事の依頼で、ジョイアスに向かっているんだ」ハンスも男達に習い、肉を切り分けて口
に入れた。肉汁とソースの甘い味と程よい食感が口に広がる。
「なら、すぐ断りのメールが来る。別の仕事を探せって言っとくんだな」堀の深い男は肉を噛みなが
ら言った。
「ルガージ＝セイロで行っている実験が失敗しただの何だのと噂があるが、俺達に知るヨシはない。
複合体は沈黙しているからな。お前さんもジョイアス方面に行くのか」
「フォルタジアスに。アランから依頼を受けたんだ。フローターもマイスも壊れたんで新調しに行く
必要もある」
「懸命だな」ヒゲの男はうなった。早食いをするタイプなのか、皿の上に置いてある米とシュラスコ
は粗方食べ終えていた。
　ウェイターがシュラスコの皿を交換した。シュラスコの量に制限はなく、残りを惜しむ文化もない。
ウェイターは冷めたり食べ尽くしたと判断すれば勝手に焼き立てのシュラスコと交換していく。腹が
満たしたというサインをしなければ延々と補充が続く。時間制限もないので談話ついでに留まる人も
珍しくはない。
「待ってくれ」堀の深い男はウェイターに紙幣をかざした。「カシャーサを持ってきてくれ。手練の
若手クァンターに会った記念だ」
　ウェイターは紙幣を受け取った。
「若いの、飲めるか」
「カシャーサなら」
「話が分かるな」堀の深い男は大笑いをした。「瓶１つにタンブラー３つだ」
　ウェイターは紙幣を受け取り、去っていった。
「アランとやらもルガージ＝セイロからフォルタジアスに引き返すと見ていい。仕事がなければ機械
いじりがクァンターの定番だからな」
「貴方達は」ハンスは米をスプーンですくって口に入れた。食べながら切り分けた肉も口に入れて噛
んだ。
「言ったろ、滞在だって」
　間もなくウェイターがカシャーサの瓶と３つのタンブラー、焼き立てのシュラスコの入った皿を
持ってきてテーブルに置いた。ハンスのシュラスコが少ないのに気づき、シュラスコの皿を交換して
去っていった。



　ヒゲの男は栓抜きで瓶を開け、タンブラーに透明な液体を注ぎ込んだ。「襲撃となれば戦闘か後処
理の話が必ず出てくる。何にせよ仕事の依頼が舞い込んでくると見ていい。クァンターの仕事は早い
者勝ちが基本だからな、近場で待機した方が有利だ」ハンスと堀の深い男の元にそれぞれタンブラー
を置いた。
「土木工事なら尚いい。金は少ないが戦闘で死ぬ危険はねえしマイスなら楽だ。飯も宿の保証もある
しな」堀の深い男はタンブラーを手に持ってあげた。
　ヒゲの男とハンスも、堀の深い男と同じ調子でタンブラーを上げ、打ち合った。
　暫くの間、他愛ない話が続いた。勘定は誘った時の言葉通り、堀の深い男とヒゲの男が払った。　
ハンスは傘をさしてホテルへ引き返した。久しぶりに仲間と話した気分で高揚していた。部屋に戻っ
た時、ルシエラは寝息を立てていた。
　ハンスはルシエラが酒の匂いで目を冷まして嫌悪を示すと感じ、少し離れたソファに寝転んで眠っ
た。温度調整を自動で行っているので、何も掛けなくても快適だった。
　翌日にハンスとルシエラは指定を受けたターミナルの搭乗口に向かった。既にフローターが置いて
あり、荷物を入れたカーゴと係員がいた。
　係員はハンスにカードを渡した。
　ハンスはカードを受け取り、端末と重ねた。データを登録し、リモートでフローターの上部とタ
ラップを開けた。「荷物を入れてくれ」紙幣を差し出した。
　係員は受け取り、カーゴから荷物を降ろして持ち上げ、タラップを登っていった。
　別の係員の元に向かった。「ハンス＝アリアントだ。昨日アランが置いたマイスと腕をフローター
の整備室に入れてくれ」紙幣を差し出した。
　別の係員は紙幣を受け取った。「分かりました」別の係員は去っていった。
「休もうか、終われば知らせが来る」
　ルシエラはハンスの袖を引っ張った。「見てる」
　ハンスは呆れのため息を突き、ルシエラと共に荷物の搬入を眺めた。
　ルシエラは巨大なガントリークレーンでマイスと腕を入れる光景を興味深そうに眺めていた。飽き
はなかった。機械が機械らしく動く姿に癒やしを覚えていた。
　荷物の搬入は１時間ほどで完了した。
「終わりました」係員は待機していた２人の元に向かい、話しかけた。
「ありがとう」ハンスはルシエラを連れてタラップの元に向かた。タラップを登り、中に入った直後
にタラップは折り畳んだ。暫くしてフローターが低い音を立てて上昇し、搭乗口が開いた。灰色の空
が広がり、雨が降っているのが見えた。飛行機が飛び立つのと同じ動きで滑走し、出口から飛び立っ
た。


