
緑色閃光（３）

　アランがルガージ＝セイロに到着したのは、ウマポウンチを出てから３日後だった。
　ルガージ＝セイロを俯瞰した光景が、フローターの操縦室を通して広がっていた。雲が一つもない
空の元、２０階建ての白い建物が中国の古城と同じく１００キロメートル以上もある街全体を覆って
いる。ウマポウンチと異なり、乾季で雨は少ない。建物は研究と解析を目的とした施設で、無数のア
ンテナが天辺にそびえたっている。檻の付け根といい、上空に向けてフローターが通過しないよう監
視用のレーザーを照射しているのだ。引っかかれば問答無用に警備用のマイスが出撃して落としにか
かる。フローターはマイスと異なり、防御障壁がないので簡単に撃墜出来る。上空を通る時ですら、
許可が必要になる。
　３０年前はベイソン＝ジモラダと呼んだ地は突如として墜落した何かにより消滅した。以後現在に
至るまで複合体の研究施設群の一角を担っている。中で何をしているかは不明のままだ。伝説の怪物
を封印していると言った話や、異世界につながる穴があるという突拍子もないうわさが立っている。
　フローターは施設群の脇にあるターミナルに向かっていた。
　アランの操縦席に通信が入った。『ルガージ＝セイロは今封鎖している。通過と言えど通れん』
　ノイズ混じりの音声が、操縦席全体に響き渡った。無線通信が混雑している上、過剰なまでにセ
キュリティがかかっている為、ノイズが入ってしまう。
「話は聞いてない。大体来いと言ったのはお前達だ。言ったそばから否定するとは、とんでもねえダ
ブルスタンダードだな」
『我々は来いと言った覚えはない』
「人に指摘されたら脊髄反射で文句垂れるよりまず調べろって、学校で教えてもらわなかったか」
『臨検に入る。ゲートに降りろ』音声が途絶えた。
　アランは舌打ちをし、ターミナル前にある３キロメートル四方の建物の上に向かった。
　建物の天井が開いた。フローターは中に入った。
　内部は暗く、作業用のクレーンが無数に並んでいる。
　ゲートと言っても、実際には部外者を取り調べる為の隔離エリアとなっている。搭乗口と異なるの
は、ターミナルを含む各施設への通路がない点だ。居住エリアは職員用の最小限の設備しかなく、フ
ローター内部も検査のために立ち入り出来なくなる。クァンターと関係者は、検査を受けている間衣
食住を係員に頼る必要がある。
　フローターのタラップが下がった。アランはフローターから降りた。ぬるい空気が発汗を促した。
自分以外にもフローターが並んでいる。先には係員達が待機し、クレーンを運び込んでいる。至る所
で係員とクァンターとの間でお試合の問答をしている。
　アランはフローターが並んでいる状況に違和感を覚えた。ルガージ＝セイロを通過するだけなら許
可証を見せればよく、検査を受けるのは駐留する必要がある場合のみだ。駐留任務は検査をパス出来
る複合体直属のクァンターが行う。駐留するフリーのクァンターは皆無に等しいが、混み合っている
現状が眼前に広がっている。
「物騒だな、クーデターでも起きたのか」アランは係員に尋ねた。
「お前さんと同じ仕事だ」
「複合体も人材不足なんか」
「枠が少ないんだ。嘆くならお前がエリートになればいい。推薦してやるぞ」
　アランはカードを取り出し、端末に重ねた。カードはデータのコピーを終えて鈍い光を放った。係
員に渡した。「宮仕えは性に合わねえよ」
　クレーンが動き出した。フローターの上部が展開した。
「お前さんも検査か」クァンターの一人が、アランに近づいてきた。ランニングシャツを着込んだ中
年の男で、背はアランより高い。



「輸送で捕まったのか」アランは男に話しかけた。
「仕事で来たんだよ。報酬が凄いから来てみれば、検査だの何だのってうるさくてよ。しかも施設も
ろくにねえ。ターミナルでやれって話だよな」男はわざと係員に聞こえる程の大声で話した。
　係員は何も言わず、
　ターミナルで検査をしない理由は明確だ。ターミナルは複合体の管轄なので、中に入れれば受け入
れたとみなしてしまう。受け入れるか否かを決める判断をするには、検査を管轄外で行う必要がある。
「何の仕事で来た」アランはクァンターに尋ねた。
「お前に関係ない」クァンターは、アランから目をそらした。「お前もなんで来たんだよ」
　アランは笑みを浮かべた。自分と同じ仕事だと気づいた。
「検査の終了時間は」アランは係員に尋ねた。
「混んでいるからな、半日はかかる」係員はフローターに向かった。
　男は係員の胸ぐらを掴んだ。「更に待たせる気か」
　係員が集まってきた。アランは止める気はなかった。仕事で来いと言っておきながら、来た途端に
中に入れない。更に半日も何の保証もなく足止めを食らう。余りの冷遇に、いかなる温厚な人間でも
怒って当然だ。
　係員が駆けつけるのを見て、周辺のクァンターが野次馬として集まってきた。係員は静止を求めた
が、クァンターの苛立ちは相当だった。暴言を吐きながら押し合いを始めた。
　男は周囲を見回し、簡単に係員から手を離した。「腹立てても減るだけだ。誰か飯が食える場所を
教えてくれ」休憩所へと歩いていった。
　係員達は眉をひそめ、アランを見た。ため息をついていた。あからさまパフォーマンスだと分かっ
ていた。でなければ本気で殴りにいっている。
「休憩所は」アランは係員に尋ねた。
　係員は男が向かっていた方を指差した。
「終わったら連絡をくれ」アランはフローターに向かった。
　係員達とクァンター達は何が起きたのか理解出来ず、二人の様子を見ていた。
　休憩所は監獄の食堂と似ている。簡素な椅子とテーブルが並び、売店には即席の食べ物がパックし
た状態でカゴに乗っていた。職員は監視の警備隊以外にいない。クァンター達は端末や、机から浮か
ぶ立体映像を眺めて時間を潰していた。クァンターは皆、くたびれた表情をしていた。
　アランは売店に向かい、水のパックを手に取った。精算機の上に端末と共に置いた。電子音が鳴り、
生産が終了した旨の表示が端末に映った。
　アランはパックをねじ切って開けて飲んだ。味はなく生ぬるい。
　男は売店前のバスケットの中からアクリルの酒瓶を手に取り、アランと同じ方法で精算した。隣に
置いてある栓抜きで瓶を開けた。栓をして蓋をする方法は衛生やコストから割に合わず、既にソフト
ドリンクには使われていない。酒にしても雰囲気を味わうだけのアイテムでしか無いが、酒を飲む合
図だとしてたまらないと言う。今でも酒にだけ瓶と栓を採用する理由となっている。
「あんたがアランか」男は瓶に口を付けて酒を飲んだ。アルコールの匂いが広がる。「うわさ程に血
の気は多くないな」
「何かにつけて暴れてたら、檻にぶちこまれちまうからな」アランは平然と答えた。
　男は、椅子に座って机から映る立体映像のニュースを見ている若者の元に向かった。「待ちで暇し
てんなら、飲まないか。おごるぞ」
　若者は眉をひそめた。「仕事前なので酒は」
「景気付けってのが分からねえのか」男は若者に酒瓶を見せつけた。「素直に人のご好意は受け止め
るもんだ。何かにつけて疑ってたらキリがなくなるぞ」
　男は呆れ気味に言ってアランの元に向かった。待機している若者達の態度に渋い表情をした。「皆
お硬い連中ばっかりだ」
　アランは苦笑いをした。フリーのクァンターはフランクな傾向がある。各個で行動している以上、
同業者からの情報収集は必須だからだ。懐疑的ではまず警戒を受け、情報が手に入らない。できるだ
けフランクに接しないと聞き出せないのだ。経歴を問わないが故の素行の悪さがイメージとして先行
しているが、実際には空元気を装っているに過ぎない。本当に素行が悪ければ、信頼を失い仕事が
回ってこなくなる。待機している若者達が硬いのは、フランクなフリーのクァンターではない、正規
兵のクァンターだからだと確信した。何もせずとも仕事と情報を得られるので、フランクに接する必
要がないのだ。今回の仕事は集団統制を特異とする正規兵上がりと、不測の事態に備えた対処が必要
なベテランのクァンターが必要となる。高エネルギー体が異常を引き起こすのが前提となっているの
だ。男はアランに仕事の一端を認識させる為、あえて絡んだのだと予想した。
「今回の仕事はキツイぜ」
「確かにな。集団でやるなんて、戦争でもやろうってのかね」アランは端末とカードを取り出して重
ねた。データのコピーが完了した。男にカードを差し出した。
　男は酒瓶を脇に挟み、アランと同じく端末とカードを取り出して重ねた。カードにデータをコピー
し、アランに差し出した。
　アランとカードを受け取り、端末と重ねた。男の名前はサイアスと表記している。
　男はカードを受け取ると即座に端末ともにズボンのポケットにしまいこんだ。髪の色からアランだ
と分かっているので、照合する必要はないと判断した。黒髪のクァンターはアラン以外にいない。
「仕事は儲けてんのか」
「治安が良すぎて、フリーの出番がない。小競り合いがあっても正規兵が持っていくしな。スプレア
にフリーのクァンターが雪崩込むのも当然だな」サイアスはアランの方を向いた。「お前は」
「家をなくした」
　サイアスは大笑いし、酒瓶の中身を飲み干した。「今の仕事で宿が見つかってよかったな。残りは
飲んでいいぞ」アランに酒瓶を差し出した。
　アランは酒瓶を受け取り、中身は入っていない。



　係員がアランの元に来た。「アランさんは」
「はい」アランは係員の方に向かった。係員は腕時計に触れた。眼前に書類が現れた。複合体のロゴ
が現れ、細かい文字が流れ出した。滞在許可の契約証だ。文字が流れ終えた段階で手を触れた。文字
のウィンドウは砕け散り消滅した。
「以上です。複合体のアリス議員より、クァンターのアラン＝グレイザルは優先して入れろと連絡が
入りました」
　アランはため息を付いた。「分かった。フローターはターミナルに運んでくれるのか」
「ターミナルではなく詰め所前の広場に置いてくれと言っていました」係員は時計に触れた。ルガー
ジ＝セイロ全体の立体地図が現れた。クレーターと全体を囲う施設の間にある広場にマーカーが付い
た。
　サイアスがアランに近づき、地図を眺めた。「置けるのか」
「４０キロ程のスペースがありますから問題ありません。詰め所が近くにあります。メア博士がマイ
スを置いたら研究施設に来てくれと要請がありました。詳細は現地で話すと言っていました」
　サイアスは笑みを浮かべ、アランの肩をたたいた。「博士が目をつけるとは、相当な奴だ」
「茶化すな」アランは渋い表情をした。
サイアスは係員に詰め寄った。「俺はいつ検査が終わるんだ」
　係員は時計をなぞった。メニューが現れ、重なってリストが映った。リストを眺めた。「ざっと４
時間はかかります。荷物が多いので検査に困るんですよ」
「俺の荷物は平均的だぞ」
「文句を言えば意見が通ると本気で信じてるのか」
「議員か貴族なら通るぞ」
「一般のクァンターは無理だ」アランはフローターの元に向かった。
　サイアスはアランの背中を見て、舌打ちをした。「複合体のコネ持ってる奴は羨ましいぜ」
「他人に言える言葉ですか」係員は冷静に言った。
「特別扱いは嫌いだ。職務を除いてな」サイアスは売店に向かった。
　アランはフローターに戻った。タラップは下がったままだった。
　係員がタラップの入り口に立っていた。アランに頭を下げた。「時間をかけまして申し訳ありませ
ん」
「不可抗力だ。謝るもんじゃねえよ」アランはタラップを登り、フローターに乗り込んだ。
　タラップが上がり、格納して暫くたった。フローターが起動した。
「出るぞ」係員達はフローターから退去した。
　元々開きっぱなしになっていた。フローターの出入りを繰り返しているので、いちいち閉めている
と際限がなくなる。
　アランのフローターは浮かび上がった。長距離を移動するのであれば加速をつける必要があるので、
滑走を行う必要がある。今回は近場であるルガージ＝セイロの都市内部に入るので、滑走を行う必要
はなく、垂直離陸で十分足りる。
　アランのフローターは上空に飛び上がった。ルガージ＝セイロの施設を飛び上がる。監視用のレー
ザーに引っかかるも、既に許可が出ているので問題はない。囲んでいる施設を越え、市街地へと入っ
ていった。
　市街地と言っても、実際には４階建て程度背の低い研究棟と広場が広がっていて住居は存在しない。
中央にはクレーターを覆っているドームがある。広場にはフローターが横並びになっており、先には
マイスが片膝をついて座っている状態で横に並んでいる。
　アランのフローターは広場のうち、空いている箇所に向かった。速度はさほど出ておらず、浮遊し
ているだけも同然だ。垂直着陸には問題ない。
　アランは操縦室でコントロールパネルを撫で回した。多重にウィンドウが開いた。各々の状況を確
認し、自動に切り替えた。フローターを通してターミナルの状況を確認する為、操縦席から動かずに
カメラを通して見える景色を眺めていた。フローターとマイスが並んでいる。マイスの周辺には研究
者らしき人々とクァンターが半々で見回りをしているのが見えた。
　フローターの着地地点が枠となって映った。自動操縦でフローターは安全性を計算し、着陸した。
　タラップが下りた。アランは操縦席を去り、廊下を通って外に出た。多くの人々がフローターから
降りてきたばかりのクァンターを眺めていた。
　間もなくフローターを固定する重機と係員が駆けつけてきた。
　アランはタラップを降り、係員の元に来た。係員の隣に研究員らしき線の細い男の姿があった。
「ようこそ、ルガージ＝セイロへ」
　アランは端末をいじり、カードを取り出して重ねてデータを移した。カードを係員に差し出した。
「アラン＝グレイザルだ。複合体から仕事を受けてきた」周囲を見回した。スプレアで採用している
正規兵用マイスのグリアンタが並んでいる。黄色を基調としたブロックを重ねた印象を持つフローラ
ルデバイスは、白いタイル張りの広場と共に眩しさを演出している。グリアンタに紛れて雇兵のマイ
スもあった。
　係員は端末とカードを重ね、アランのデータを呼び出して確認していた。「マイスの運び出しをお
願いします」
　アランは係員の適当な対応に不安を覚えつつ、タラップを上ってフローターに入った。暫くしてフ
ローターの上部が展開した。中から鈍いベージュの光を放つグルパスが立ち上がり、フローターから
湯船から降りる動きで隣の空いたスペースに降りた。地響きが渡るが、多くの人はマイスが闊歩して
いるのは日常の一部なので動じない。人々はリアラの冠が付く程に改修しているものの、２５年前の
レトロ品とも言えるグルパスが動いているのに興味を持っていた。
　グルパスはグリアンタの列のうち、空いている場所に片膝をついて座った。光がさらに鈍くなり、
腰の背部にある操縦席が開いた。ワイヤーが垂れ下がった。



　アランはワイヤーのステップを伝って降りてきた。地面についた時、ワイヤーは操縦席へ巻き取っ
た。操縦席は元の腰の背部へ格納した。
　フローターの上部が閉まった。
　係員や整備班の人達が集まってきた。
　アランは驚いた。「何だ、お前ら。野次馬なら帰れよ」
　整備版の一人が前に出た。「ニウテラにて相当なダメージを負ったと複合体より聞きました。グル
パスの整備と補給の為にと、派遣の命を受けて参上しました」
「参上って、かしこまって言わなくてもな」アランは呆れた。「整備は自分でやるから触れるな、
触ったら頭と胸に弾丸をくれてやる。補給物資の納品書を見せてくれ」
　整備班の一人はカードを差し出した。複合体の文様が刻んである。
　アランはカードを受け取り、端末を取り出して重ねた。納品した物資のリストが浮かび上がった。
目で追って内容を確認した。クロスボウの矢や破損した背部ユニットを始め、グリース等の油やコー
ティング剤等の細かい消耗品まである。カードをしまうと、自分が所持しているカードを取り出して
端末と重ねた。データのコピーを示すダイアログが浮かび、２秒ほどして消えた。係員に差し出した。
「物資はフローターのマイスを入れてる所に適当に運んでくれ。場所とコードは打ち込んである」
　整備班の一人はカードを受け取った。「他は」
「言ったろ、何もすんな。補給が終わったら適当に引き上げろ。複合体がなんか言ったら、俺の名前
を出せばいい。説教ならいくらでも受ける」
　整備班はアランの言葉を聞き、力が抜けていった。遠出をし、長い検査を抜けて入った先で拒否を
受けるとは予想していなかった。徒労感が強く出た。
「補給作業に入れよ」
　整備班はアランの言葉を聞き、フローターが停まっている場所に向かっていった。
　アランは係員の方を向いた。「他に要件は」
「来たばかりで恐縮ですが、仕事の話をですね」
「分かってる。詳細を教えてくれ」
　係員はアランの髪を見てから腕時計に指をかけた。ルガージ＝セイロの地図が映った。「仕事の前
に話が」
「お前がアランか」線の細い男がアランに話しかけてきた。
　係員は線の細い男の方を向いた。「すみません、最初に知らせが」
「黙っていてくれないか、アランか聞いているだけだ」
　係員は黙った。
　アランは線の細い男を疑念の目で見た。クァンターや係員と異なり、薄汚れた印象はない。髪は淡
い色をしていてヘアバンドと油で固めている。ファッション雑誌で典型的なナードとして、写真にそ
のまま載っている格好だ。
「俺がアラン当人だ。分かったなら去れ。話の途中で入るのはマナー違反だ」
「クァンターがマナー違反を語るとはね。質問するが、仕事の詳細はメア博士が直々に説明すると聞
いていなかったか」
「知らねえよ。仕事の詳細は詰所で聞くのが習わしだ」
「ルガージ＝セイロでは常識は通じない。大体依頼主の言葉は素直に聞いておけと」
「依頼主は複合体だ。お前の言うメア博士ではない」アランは係員の方を向いた。
「複合体が会えと命令していたら、従うか」細い男は腕時計に触れた。立体映像が現れた。内容は複
合体からの通達だ。
　アランは一通り読んだ。「博士のいる場所は」
「私が案内する」線の細い男は深々と頭を下げた。
「すみません、整備は」係員は不安そうにアランに尋ねた。
「リアラ＝グルパスには整備班含め、誰にも指一本触れるな」
「古すぎて壊れるとでも」線の細い男は白々しく言った。
「当たり前を質問にするな」アランは線の細い男を睨みつけた。「案内しろ」
　線の細い男は駐車スペースへ歩いていった。
　アランは線の細い男の後をついて行った。
　駐車スペースには、白ずくめの自動車が多数停まっていた。
　自動車のドアの一つが自動的に開いた。「乗れよ、施設まで距離がある」
　アランは何も言わずに乗り込んだ。線の細い男は運転席に乗り込んだ。ドアは自動で閉まった。
　線の細い男は、運転席からせり出した画面をいじっていた。ルガージ＝セイロは徹底した区画整理
を行っており、歩道と車道が完全に区分けてある。歩行者という不確定要素がないので、乗り物は番
地を入れれば勝手に移動するシステムになっている。
　目的地の入力を終えた。車は駐車場を離れ、大通りに入った。研究棟が同じ構成で軒を連ねている。
道路は多重となっている。車道の下に歩行者用の道路が重なっている。
　アランは景色を眺めていた。自然物が一切無く、建物しか無い景色が続いている。物資は地下鉄で
輸送しているため、トラックの行き来すら無い。建物も効率から同じ形状なので、住所は機械に頼ら
ない限り把握出来ない。「飯食う店も公園もねえ。毎日同じ景色でよく飽きないな」
「衣食住は施設内でまかなえる。毎日同じ内容の繰り返しでも飽きたなんて言えない。言っても受け
入れざるを得ないんだ」
　アランは外を城壁の如く遮る研究ビルを眺めた。屋上から伸びるアンテナが脳内で有刺鉄線と重
なって見える。「狭っ苦しく見えるな。何を研究してるんだ」
「メア博士から直に聞くといい」
「俺の仕事と関係あるのか」
「大ありだ。というより、ルガージ＝セイロで研究している内容は一つしか無い」
　アランは驚いた。「一つしかねえのに、街一個分の施設作るのか」



「３０年前の設備は大掛かりだったからね。今稼働しているのは３割程度だ」
　車は研究ビルの中に入り、駐車場に着いた。
　アランは車のドアを開けて外に出た。街の一区画程の広さで１０メートル程の高さがある。複数の
車が停まっていて、科学者らしき人々が行き来している。
「止めた場所、分かんのか」
「大陸で宝探しするより楽だよ」
　線の細い男は入り口に向かった。
　アランは男の後をついていった。
　自動ドアの前に来た。幅は１０メートル程で、駅の自動改札機に似た形状の、生体認証端末が複数
置いてあり、半透明の青いアクリル製のゲートがある。科学者達は手を置き、照合してゲートを開け
て通過していた。
　線の細い男は手を端末に置いた。指紋と静脈を読み取り、照合結果を示すウィンドウが浮かび上
がった。同時に、ゲートが開いた。ゲートを通過した。
　アランはセンサーを目の当たりにして立ち止まった。部外者なので引っかかる可能性がある。
　線の細い男は振り返った。「君のデータは認証している。入るといい」
「引っかかったら、責任押し付けるぞ」アランは指を置いた。線の細い男は他の科学者達と同じく、
手を掌のアイコンを印刷している場所に付けた。
　認証画面が開き、個人データが現れた。同時にゲートが開いた。
「仕事を依頼した時、複合体からデータの提供を受けている」
　アランはゲートを通過し、ロビーに向かった。
　白と黒を基調とした空間に、オデッサの階段に近い形状の階段が広がっていた。脇には段のないエ
スカレーターがあり、荷物や車椅子の人を運ぶのに使用している。多くの人々が行き交っている。壁
にはエンボス状のオブジェクトが張り付いている。
　線の細い男は腕時計に触れた。ウィンドウが眼前に開き、指に触れた。メニューが開いた。メ
ニューの一つに触れてアドレスを展開した。更にウィンドウが開いた。下に浮かんだキーボードの
ウィンドウに触れ、文字を打ち込んだ。打ち込みを終えると腕時計に触れた。ウィンドウが消えた。
「アポイントを取った。部屋に案内するよ」
「返事もなしにいいのか」
「検査の時に連絡したから、準備は出来ている。博士は待ち焦がれていたよ」線の細い男は階段を
登っていった。
　アランは栓の男の後をついて行った。楽に移動できる手段があるにかかわらずあえて階段を作る。
科学者とは効率を求めるふりをする種族だ。
　階段を登り終えた先は、果てしなく伸びる廊下だった。幅は１５メートル程で高さが３０メートル
もあり、廊下というよりアーケードの通路に等しい。建物の外を見せる窓は壁一面に張り付いていて、
日差しにより自動的に黒いフィルタが濃くなっていく構造になっている。対する研究室もアクリル張
りで研究内容が見渡せる。研究の関係上、嫌光や非公開となっている場合は白く曇り見えなくなる。
ウマポウンチにあった複合体との通信システムと同じだ。中央には対面で動く歩道があり、科学者達
は左側通行で通っている。
　アランは廊下の光景に驚いた。
「珍しいかい」細い線の男はアランに尋ねた。
　アランは何も答えなかった。複合体にも似た設備はあるが、徹底して無駄を省いた構造になってい
るのは記憶にない。
「地下はもっとすごいよ。でもよく迷うから、使いたくないんだけどね」細い線の男は、腕時計に触
れた。ウィンドウが開く。ウィンドウを操作し、地図を映し出した。
　線の細い男は廊下を歩いていった。
　アランは後をついて行った。行き交う人々の中を地図を辿っていく。一つのエレベーターの前に来
た。扉は黒い半透明で中が見えない構造になっている。
　ドアが開いた。中は大理石で構成している。石で出来た箱の中に入った状態だ。階の案内がない。
　線の細い男は地図に触れて消し、ドアの脇にあるセンサーに腕時計をかざした。ドアが閉まった。
直後に体が浮く感覚を覚えた。
「専用通路か」
　線の細い男は頷いた。本当なら１つの階にまとめるのがいいが、突貫で整理を繰り返している。効
率を重視した結果、上と下の２箇所しか行かないエレベーターをいくつも配置する構造になった。一
見効率的だが、かえって非効率になった典型だ。
　エレベーターが止まり、ドアが開いた。通過したのと同じ構造の廊下があった。
　線の細い男は腕時計に触れて地図を映して歩いていった。アランはついて行った。暫く歩いていき、
一つの扉の前で立ち止まった。中央にセンサーのある、黒い両引きの扉しか無い。
　線の細い男はセンサーに手を触れた。ドアが開いた。先は薄暗い空間があった。
「入ります」線の細い男は中に入った。
　アランは続いた。
　空間の奥には無数の机があり、棚には本が詰まった状態で置いてある。
　アランは物珍しそうに本を手に取り、開いて眺めた。情報の伝達は電子を介するのが基本なので、
紙の本は流通がないという意味で貴重だ。黄色く変色した紙には、難解な言葉が羅列してある。
「貴方がアラン＝グレイザルですか」
　奥から妙齢の女性が水の入ったカップを持って現れた。紫色の髪を結んでいる。「はじめまして、
私がメア＝オルストと言います」
「アランだ」アランは本を元の場所に置いた。「複合体からの依頼で仕事しに来た。何故仕事の説明
をお前から聞く必要があるのか、よく分からんがな」
　線の細い男はアランの言葉に顔をしかめた



　メアはカップを机に起き、椅子に座った。「腰を掛けて下さい」
　アランはメアと机を介して対面する形で、椅子に座った。
　線の細い男はメアの隣に座った。
　メアはアランにカップを差し出した。アランは中身を見た。ミルクの入ったコーヒーで、透明な氷
が浮かんでいる。
　アランはサイアスの言葉を思い浮かべて口が緩んだ。
　メアはアランがカップの中身に感じる何かがあるのを感じ取り、笑みを浮かべた。「毒は入ってい
ません」
「怪しい奴に限って、自分は怪しくないって質問する前に言うんだ。人が出した食べ物は口にしない。
来客の常識だ」」
「アラン」線の細い男は立ち上がった。「メア博士は多忙な最中に時間を割いて、まして貴重なコー
ヒーを出してもてなしているんだ。人の好意を茶化すなど、失礼にも程がある」
　メアは咳払いをした。「失礼なのは貴方です、着席なさい」
　線の細い男は席に座った。
「安い話にすぐ感情をむき出しにする。学者に向いてないぞ、別の仕事探した方がいい」アランはメ
アの方を向いた。「俺みたいなグリンゴにも理解出来る言葉で説明してくれ」
　メアは机を叩いた。自分の身分に関するデータが現れた。データから、クレーター内部の経過観測
や状況対処に関する重役を背負っているのが分かる。
「肩書はいい、俺が聞きたいのは仕事だ」
　メアは再び机を叩いた。いくつものウィンドウが現れた。クレーターの状況やストリームの観測状
況に関するデータを中心にしていて、現在の配備状況も立体映像で示している。
「単にクレーターにある高エネルギー体に異常を確認したんで監視してくれって話さ」線の細い男は
適当に言った。
「知ってるが、単に見守るだけなら科学者でも出来る。クァンターを呼ぶ必要があるかを聞きたい」
「高エネルギー体が３０年前に落ちたのは分かりますね」
　アランはうなづき、クレーター周辺に置けるストリームのデータを見た。
　世界の時間軸は１本の線で出来ているのではなく、ワイヤーと同じくいくつもの細かい線が絡んで
１本の線を構成する多重構造になっている。線は２種類あり、メインストリームと呼ぶ主線と、別の
メインストリームへ分岐する道のサブストリームで構成している。ＡとＢの高速道路が並行して存在
し、双方ともに別の高速道路に向かう為に派生する路地がある状態に近い。但し、世界の分岐は幾重
にも増えていくので無限に広がってしまう。故にサブストリームは最も近いメインストリームと統合
し消滅する仕組みになっている。ナルオンは計測結果からサブストリームの世界だと分かっていて、
いずれかはメインストリームに統合して消滅する運命にある。だが３０年前、メインストリームにし
かない物体が飛来して以降状況が変わった。メインストリームがナルオン側に切り替わり、逆に近い
側にある時間軸を統合し始めたのだ。原因は物体にあるのは言うまでもない。
「エネルギーはマイスでは比にならない程の力を持っていまして、触れるどころか近づけません」
「正体が何か知っているか」線の細い男はアランに尋ねた。クァンターは学がないので答えに窮する
のが目に見えている。優越感を覚えて顔が緩んだ。
「特異点か」
　アランの言葉に線の細い男は驚いた。学がないと決めつけていたクァンターが的確に理解出来ると
は予想していなかった。
　データを見れば当然の帰結だ。特異点はメインストリームにしか存在しない、いわば時間軸の基準
点となる道標だ。特異点がサブストリームにあれば、存在する世界はメインストリームになる。逆に
特異点を失えばメインストリームはサブストリームに切り替わる。状況からして、３０年前に落ちた
物体の正体は特異点だと分かる。
「散々複合体から説明を受けた」アランは顔をしかめた。元々特異点がない世界なので、統合し消滅
するのは自然の流れだ。生きる術しか知らない生物が、死を認識した途端に恐れをなすのと同じだ。
都合の悪い自然を受け入れたくない人間の逃避でしか無い。「元々特異点のない世界なんだ、自然に
戻るだけと捉えるのは」
「仰る通りです。しかしメインストリームとして我々の世界が確立し、現在に至るまで無数の近接し
た世界が消滅しています。うち一つに元々特異点があったメインストリームの世界も含んでいるかも
知れません。今の状況で特異点を失えば、ナルオンは何一つ別の世界に引き継がないまま消失します。
痕跡の残る統合と異なるのです。何としても消失を避ける必要が有ります」
「関連する世界を含めた、存続のためか」
「はい」
　アランは一息ついた。「仕事の期間を含めた詳細を頼む」
　メアは机を軽く叩いた。クレーターと中心にある球体状の特異点が机の上に浮かび上がった。視点
が切り替わり、クレーターを囲い込むマイスが現れた。「ルガージ＝セイロではマイスを７２０機程
抱え込み、１２０機が特異点を囲み監視しています。２４時間体制をとっており、基本は４時間おき
です」
　時計が映った。８時から１２時を示している。更に最もクレーターに近いマイスの一機が赤く点滅
した。
「貴方は午前８時から１２時のグループで、かつ最前線にて監視してもらいます」
　アランは赤く点滅するマイスを見て、顔をしかめた。特異点が不安定化するのを前提としている任
務だと読んだ。
「不安定化した場合は」
「マイスで止めて下さい。手段は問いません」
「シミュレーションの結果から推測したと見えるが、相手はストリームに影響を与える程の物体だ。
マイス如きで止めるってのは出来るのか」



「マイス以外には不可能だ」線の細い男は平然とした口調で言った。「マイスの性能は他の兵器の群
を抜いている。他に対処する手段はないんだ」
「だな」アランは頷いた。マイスはナルオンで唯一の次元干渉能力を持つ兵器だ。次元に干渉する程
の力を止めるには他に対応出来る方法はない。
「期間は」
「貴方の契約期間は２週間となります」メアはコーヒーカップを手に取り、口に付けた。
　アランは驚いた。余りにも短い。正規兵の体験入学と同等だ。「２週間で１人のクァンターを雇
うって、効率が悪すぎる」
「複合体から２週間以上は貸し出せないと言われました。やむなく最大の期間で雇ったに過ぎませ
ん」
「アンタを雇えるなら、いくらでも出すって言ったのにだよ。いくらなんでもケチもいい所だ」線の
細い男は呆れ気味に言った。
「２週間でいいんだな」
「はい。詳細はアーカイブに記録しておきます」メアは青い半透明のカードを取り出した。ルガージ
＝セイロの紋様が刻んである。カードを机に置いた。データの書き込みを示すダイアログが映り、間
もなく消えた。「クレーターや特異点に関して、心当たりは有りますか」
「何でだ」
　メアはアランにカードを差し出した。「クァンターは沢山の情報を持つと聞いています。我々科学
者はこもりがちですから、ネットワークでしか情報が手に入らないんです」
　アランは頭を軽く叩き、中からクレーターに関する記憶を引き出そうとした。しかし何も思い浮か
ばない。「記憶にない。あっても聞きかじりの知識ばかりだ。役に立たなくてすまない」
「いえ」
　アランはカードを受け取った。
「一つ、個人的に頼みたいのですがよりしいですか」
　アランは眉間にシワを寄せた。監視と言う、簡単な依頼を破格の金で依頼するには裏がある。裏の
部分を聞き出せると確信した。
「特異点に近付いて解析して下さい。場合に寄っては触れても構いません」
　アランは苦笑いをした。「特異点のエネルギーはストリームの次元回廊にすら影響する程だ。マイ
スでは吹き飛ばされる」
「他に手段が有りません。特に貴方のリアラ＝グルパスは相当なエネルギーを発生出来ると聞いてい
ます」
　アランは顔をしかめた。メアはリアラ＝グルパスの性能を知っている。自分にも知らない情報網を
持っていると確信した。
「出来るなら、近づいても構いません。フローラルデバイスのエネルギーは影響の強い側に触れれば
巻き込んで消滅しますから、問題有りません」
「何かあれば直前で止まるから、問題ないと」
「話が分かる人ですね」メアはにこやかに言った。
　アランは顔をしかめた。落ち着いた状況で捨て駒志願のクァンターを焚きつけるとは、恐ろしい女
だ。「独断で動いて止める奴がいたら」
「私の名前で突き放して構いません、責任は取ります」
「取るより果たしてくれ」アランは苦笑いをした。「善処する」
　メアの口が緩んだ。ボーナスの目処が付いた。「詰所と宿泊所の場所は分かりますか」
「アーカイブで調べる」アランは席を立った。
「公共回線を開けておいて下さい。連絡に必要ですから」
「分かった」アランはドアに向かった。ドアは自動的に開き、出ていった。
　線の細い男は後をついていこうとした。メアは線の細い男を見た。目が合い、動きを止めた。
　ドアが閉まった。
「クァンターと聞いて野蛮だとイメージが有りましたが、博識なのですね。私達と同じ道を歩んでい
れば、優秀な部下になり得たかも知れません」
　線の細い男は、メアの言葉に苛立ちを覚えた。クァンターは知っている言葉を吐き出している似す
ぎない。言葉を知っているのでは意味がない、言葉の意味を理解していないと価値がないのだ。「人
からの受け売りですよ、博士」線の細い男はアランの手元にあったコーヒーカップを見た。手を付け
ておらず、氷が溶けてコーヒーの上に、水の層が上澄みになって現れていた。「人の好意をすぐ無駄
にする。ジョイアス直産なのに勿体無い」
「押し付けがましい好意は受け取らない主義なのかも知れません。特異点が不安定になる前に成果物
が回収出来ればよかったのですが、残念です」
「ニウテラのですか」
「ええ。ニウテラを保護しているガルキアが持ち込んでくれればいいのですが、状況からして期待出
来ません。道具は使い方を知らねば文鎮と同じです」
「文鎮ですか」
「使い方だけでは有りません、関連する記憶も重要です」メアは席を立った。「片付けを手伝って下
さい。終わり次第、元の業務に戻りましょう」
　線の細い男はコーヒーカップを手にとった。
　アランはズボンのポケットからカードを取り出した。他の人間に渡すカードと異なり、黒く半透明
なカードで、中から青い光が点灯している。アランは端末をいじった。立体的に映像が浮かび上がり、
アドレスのリストが現れた。ラッセルのアドレスを見つけ、指で軽く付いた。アクセス中の画面に切
り変わるも先へ進まない。映像が消えた。アランは舌打ちをした。状況が分かっても対処出来なけれ
ば意味はない。「２週間か、複雑な心境だ」端末を操作し、立体の地図を出すと、詰所に向かって歩
き出した。



　日が傾き夜に入った頃、クァンター達は食堂に集まっていた。２４時間体制のローテーションで組
んでいるので、食事を取る時間は空き時間内の任意となるが、体に染み付いた習慣の変更は容易なら
ざるプログラムとなっている。故に食事の時間は一斉に集まる傾向がある。
　白いテーブルが並んでいて、カウンターに並ぶ透明なアクリルの中には、料理の入ったボウルが無
数に入っている。１００平方メートルはあると見込める食堂のエリアでも雇用しているクァンターを
受け入れるには狭く、混んでいた。
　アランはアクリル板に付いている取っ手を持って蓋を開け、中に入っているサラダの入ったボウル
とサルサソースの瓶を手にとって盆に乗せて蓋を閉めた。計測器に置き、浮かび上がった値段を確認
した。施設内では同じ規格で接続しているので、精算はカードを介さなくても出来る。一般的な食堂
では、料理の値段は重量を基準として決めている。肉をいくら盛ろうが野菜を盛ろうが、同じ重量な
ら値段は同じになる。
　アランは席に付いた。他のクァンターも席について食事を取っていた。殆どがスプレアの正規軍だ
が、任を解けば只の青年だ。近い年齢の者同志でたあい話で盛り上がっていた。
　アランはクァンターの話を聞きながら、サルサソースの瓶を開けてスプーンを入れてサラダにかけ
た。
「随分しみったれた食い物を選んだな。お前はうさぎか。しかもミルクもねえ。味気なさすぎる」
　アランは声がした方を向いた。サイアスはフェイジョアーダを中心としたをプレートを置いていた。
「ミルクは飲むと吐く。大体お前は俺と同じ仕事で来てたのか」
　サイアスは笑みを浮かべた。「ルガージ＝セイロ絡みの仕事は他にねえよ」
「高エネルギー体の監視か」
「反応薄いなお前、俺を疑わないのか」サイアスはナイフとフォークでフェイジョアーダの肉を丁寧
に切り分けた。
　アランはサイアスが丁寧に肉を切り分けている光景に違和感を覚えた。クァンターは各地を飛び回
るのでマナーにはさほど頓着しない。せいぜいが要人と交流する可能性があり、規則にうるさい正規
兵位だ。「配属と時間、契約期間は」
「朝８時から１２時の後方列だ。指示を出すには経験のあるクァンターが一番だってよ。問題なのが
契約期間でよ」サイアスはアランに詰め寄った。「半年だぜ半年。科学者ってのはチンケでよ、化学
反応が何とかって言って酒が一滴も出ねえんだよ。飲めねえとなれば俺、死んじまうよ」
　アランはサラダをかき混ぜ、口に入れた。歯ごたえと水々しさが口に充満し、サルサソースが野菜
汁の味と混じって恍惚の味を引き出す。ニウテラで出てくる、水が抜け切った野菜と違うのに口が緩
んだ。
　サイアスはアランの表情に不快さを示した。「笑うなよ。酒ってのは神様がくれた命の水だ。水分
補給の要だぜ。よくも取り除いてくれる、生真面目なナードってのはろくなもんじゃねえ」
「なら作れよ」
　サイアスはアランの言葉に驚いた。
「科学器具はいくらでもくすねていけるし、新鮮な野菜もある。蒸留すれば酒なんていくらでも作れ
る」
　サイアスは苦笑いをした。「出来の悪いバーボンでも作ってろってか」
「ないよりマシだ。出来が悪けりゃカクテルでも作って飲め」
　サイアスはため息を着いた。「俺はニウテラの田舎育ちじゃないんでな、サバイバルやってる男
じゃないんだ」
「俺も自炊出来ねえよ」
　サイアスは笑みを浮かべ、フェイジョアーダを口に入れた。口内に広がる味に恍惚の笑みを浮かべ、
噛んで飲み込んだ。「さすがジョイアス直送の飯だ、毎日食ってる科学者は贅沢もんだ、少しは分け
てくれって言いたくなるよなあ」サイアスは隣にいる若いクァンターに話しかけた。
　若いクァンターは眉をひそめた。見も知らない壮年のクァンターの対処に困った。「仰る通りです
ね」
「からかうなよ」
「いいじゃねえか、うちの地元じゃ当たり前だ」
　アランはため息を付いた。変な輩が絡みついてきたものだ。
　サイアスはアランに顔を近づけた。「お前だけに話しとくけどよ、例の高エネルギー体ってのは、
マイスに関係あるんじゃねえかって話だ」囁き声で話しかけた。
　アランはサイアスの言葉に一瞬、眉を動かした。
　サイアスはアランの反応を見て、引き締まった表情をした。「３０年前に物体が落ちてから複合体
を結成し、マイスを製造した。となれば、物体にある何かを引き出して解析して作ったって可能性が
ある。現にマイスも高エネルギー体も同じ次元干渉能力を持っている。奴ら不安定化と言っているが、
実際には更に解析してマイスを越えた何かを作ろうとしているんじゃないか」
　アランはサイアスの方を向いた。マイスにはマイスで立ち向かうしかないだけで、超兵器のカテゴ
リに属している。更に越えるとなれば何者にも対処出来ない絶対の兵器になる。過去の歴史から分か
る通り、究極の力は自分達の権力を拡大する手段以外の使い道はない。複合体は世界征服でもする気
なのか。「複合体は国家の利権に関与しないと決めている」
「予想だよ予想。ガキの政治談義として聞き流してくれよ」サイアスはタンブラーに入っている水を
飲んだ。
「マイスと同じ機能を持っているのは偶然だ。高エネルギー体に触れずに技術を取り出せるなんて無
理がある」



「スキャンは出来るぜ。現に俺達は、体を割らずに中身を見る技術を持っている」
　アランはうなり声を上げた。サイアスの言葉通りなら、本当の任務は高エネルギー体の監視ではな
く接触ではないのか。
「答えは直に分かる。科学者ってのは好奇心でやるもんだ。駒にならねえ程度に付き合っていかねえ
とまずい」
「マイスとの関連性か」アランはつぶやいた。マイスと関連があるとなれば、ニウテラを襲った謎の
マイスと高エネルギー体の不安定化に関連があるのではないのかと思案が巡ってくる。只のこじつけ
だと分かっているが、引っかかる部分がある。
　アランはサラダを食べ始めた。最初に感じたうま味は思慮により薄まっていった。サラダを食べ終
わり、ボウルの下に付いているナプキンで口を拭った。「先に出る」食事をしているサイアスに声を
かけ、盆を返却口に運んでいった。
　サイアスは片手を上げた。口に物を入れているので返事が出来なかった。
　アランは返却口に食器を返却した後、食堂を出て通路に出た。通路は天井からの光により、夜の認
識を遮っていた。窓から見える景色だけが正確な時間を認識する根拠になっていた。端末を開き、地
図を映した。科学者や周囲の光景に目をくれず、地図通りに歩いてフローターに向かった。
　施設を出た後、フローターの置き場に向かう為には移動手段が必要になる。ナビゲーターでは地下
鉄に寄る移動を推奨していたが、駅から先の移動手段がややこしいので断念した。入り口にある駐車
場でシェア用の車のドアに端末を押し付けた。認証しドアが開いた。乗り込んで行き先を入力した。
自動で移動を開始した。
　都市を囲む研究施設からの電灯により、空が夜にも関わらず昼間と変わりない光が差し込んでいる。
アランはルガージ＝セイロでは酒を供給していない理由の一端を理解した。昼夜の概念が薄い都市で
は、外に言って空を見ない限り、時間の感覚が狂ってしまう。酒を供給すれば夜も昼も関係なく飲み
続けてしまう。だが、見た目に区別がなくとも人の本能は正確に識別する。代り映えのない景色は眠
気を誘った。まどろむ意識の中、端末を取り出してスケジュールを確認した。明日の８時よりクレー
ターの監視任務に入る。自分は最前線に来るが、サイアスは後方に回る。同じクァンターなら、フ
リーのクァンターの命の方が安い。正規兵として雇う場合、鍛錬や装備の確保に時間も金もかかる。
対してフリーのクァンターなら金さえ積めば収集は容易だ。データを取るのであればフリーのクァン
ターを最前線に回して使い捨てればいいだけだ。同じフリーのクァンターのサイアスも前線に配備し
ないのは理由があるのか、自分だけが捨て駒扱いなのか。
　フローターの前に着いた。周囲にはフローターが並んでいる。夜にも関わらず細かい部分が鮮明に
見える。アランに止まった感覚が伝わった。闇に向かいつつあった意識を取り戻した。
　アランはドアを開けて車を降り、端末を操作した。タラップが降りてきた。アランは管理を怠って
いないのに感心した。タラップを登り、フローターの中に入った。タラップが上がり、ドアが閉まっ
た。

　アランは翌日の早朝にグルパスを乗り込み、起動した。クァンターや整備班の人を始め、多くの
人々が集まっていた。クァンター達の話ではリアラ＝グルパスの動きは非常に滑らかで、一見の価値
があるとウワサが立っていた。専用機といえるまでに改造しているとはいえ、グルパスの基本性能は
現行機に劣る。性能の高さはアランの技量の高さと相性の良さに所以があるのは誰もが知っていた。
故に動いているマイスを生で見るのに価値があるのだ。
『どいてくれ、防御障壁に巻き込んで吹っ飛ばすぞ』
　足元にいる人々は全員離れた。
　アランは操縦席から全員は範囲から退去したのを確認し、指先のコンソールをなぞった。グルパス
のフローラルデバイスが光を増し、瞬時に上空へ転移した。更に空中での転移を繰り返し、レーダー
で示す場所に向かった。
　クレーターはルガージ＝セイロの中央にある。周囲一帯は茶色に染まったドームで覆っており、外
から内部を確認出来ない。周辺に展開する建物は居住する家屋ではなく、研究用の施設と物資を置く
倉庫となっている。ろくに舗装していないので赤い土がむき出しになっている。
　アランはドームの前にある拠点を発見した。マイスが多数待機している。グルパスは空いている場
所に着地した。土ぼこりが舞った。周囲をスキャンして人がいるかを確認した。誰もいない。土ぼこ
りが酷くて誰も外に出ないのだ。リアルタイムの通信を示すアイコンが眼前に、立体映像として映っ
た。目でアイコンを見た。自動で開いた。
『グルパスか。時間より早いな』聞き覚えのある声が響いた。
　アランは時間を表示している箇所に目をやった。デジタルで午前７時４５分を示している。「サイ
アスか」
　眼前にマイスが歩いてきた。一機のナルゲムが眼前に向かって歩いてきた。『耳がいいな。今日は
頼むぜ。そろそろ交代の時間だ』
　アランはナルゲムのデータを読み込んだ。サイアスのデータが現れた。「後方に回るんだったな、
お前の他に何人フリーのクァンターが後ろに回るんだ」
『知る意味があるのか』
「次の使い捨て要員を確認したいんだ」
『クァンターってのは身分問わずだからな。誰が何だってのは聞いてねえし、聞きたくもねえ』
「分かった」
　ドームのドアが開いた。スライド式の自動式で、次々とマイスが出てくる。殆どがグリアンタで、
ダメージと言える部分はない。文字通りの監視任務だと言えるが、全員出てこないと監視任務だけで
済んでいるかは納得出来ない。



　３０機程出た段階で通信が入った。『次番のマイスは準備が出来次第中に入れ。内部では戦闘態勢
を維持せよ』抑揚のない、人工無脳の音声だ。
『少ないな』
「他の場所も出入り口がある」
　グルパスは入り口に向かって歩いていった。開いているドアを通して中に入った。
　内部はマイスが２、３機横に並んで通る幅の通路があった。次々とグリアンタが出てくる。
　グルパスの脚部が展開し、接地面から２メートルほど浮き上がった。前傾姿勢を取って進んでいっ
た。グリアンタとすれ違いながら通路を抜けた。
ドーム全体を覆う２００メートル以上の壁が広がっていた。天井のドームには照明が付いている。ス
ポーツ競技用のドームと異なり、天井には何重ものキチン質で出来た鈍い光を放つ板が張り付いてい
る。観客席はなく代わりに無人の観測と計測機器が無数に設置してある。中央にマイスが１機入る深
さで直径が１００メートルのクレーターがある。中央は見えず、周辺にマイスが並んで取り囲んでい
る。
　アランの元に通信が入り、強制的に展開した。『各員は戦闘態勢を維持したまま所定の位置に着い
て下さい』人工無脳の音声が響いた。
　アランは通信内容に嫌悪を示した。人に寄る指示ではない。設備から状況を適確に把握出来ないの
は容易に分かる。安全地帯から指示を出すのは分かるが、何も見えず聞こえない状態で指示を出すの
は無能も同然だ。
『所定の位置に４時間もか。ビデオでも持ってくるんだったぜ』
「同じく、では行こうか」アランは顔をしかめた。
　グルパスは指示している場所まで歩きで向かっていった。ドーム内で、転移や脚部に寄るホバーを
起動した場合の影響を考慮しての判断だった。徐々に足に重しがのしかかる感覚を覚えた。眼前にス
トリームの状況と周囲に防御障壁の反応が出た。高エネルギー帯は、１００メートル以上離れていて
も防御障壁に似たエネルギーを検知する程の影響を持っている。足が重いのはエネルギーの影響で反
発を受けている為だ。
　規定の場所に着いた。グルパスは立ち止まった。クレーターが広がり、脇には前衛のマイスが並ん
でいる。火口を見に来た観光客と同じ構図だ。クレーターの先には白い球体が光を発していた。光と
いうより白い物体にしか見えず、太陽と形容しても差し支えがない程だった。
 　アランはディスプレイを通して映る光景を見て不審を覚えた。フリーのクァンターが搭乗している
のか
スピアを持っている背部の補助腕を動かし、手に持って構えた。
　グルパスは背部ユニットを全面に出して盾にした。戦闘を行うのではなく、前に進む気だった。
　暫くの間、静止状態が続いた。
　アランの元に通信が入るも、ドームに入った時人全く同じ内容を繰り返すだけだった。高エネル
ギー体の影響か、ノイズが入っている。防御障壁を展開すると、次元そのものがゆがんでいくので量
子通信と言えどもノイズが入っていく。多少ならシステムで補正をかけてクリアな状態にするのだが、
防御障壁が強ければ強い程処理が遅くなる。ノイズが完全に修正しないまま通信が入る。表示してい
るウィンドウから、自機の防御障壁の状況を確認した。防御障壁の出力は２割程度で、通常の戦闘に
おける出力と同じだ。一般に大きければ大きいほど、多重にかければかける程次元のゆがみが強くな
り、制御が難しくなる。なので通常の稼働では６割程度の出力が実質的な最大出力となり、越えた場
合はリミッターを解除する必要がある。とはいえ、安全面から自分の意思で解除するのは不可能と
なっている。システムが強制的に解除せざるを得ない状態になった場合のみ、自動で解除する仕組み
になっている。脇にかけているカードを見た。中央から青い光を発している。起折角のチャンスでト
リガーが引けないとは情けない。起動出来れば即時に約束を完了出来るというのにだ。自力で対処出
来無い以上、苛立っても仕方ない。アランは前を向いた。
　グルパスは一歩を踏み出し、クレーターに足を踏み入れた。高エネルギー体が発しているエネル
ギーの影響で重くのしかかり、防御障壁が干渉して甲高く短い音を多重に発している。
『何をしているんです』ノイズ混じりの通信が、アランの元に入ってきた。
「メア博士から許可を取っている。クレームがあるなら当人に言って来い」
　アランは足に力を入れた。足を囲っている筋電位センサーが反応し、警告を示す黄色のランプを点
灯している。
　グルパスは一歩一歩を重く踏みしめた。同時に防御障壁の出力が上がっていく。エネルギーが濃く
なっているのは分かっている。
　近辺に展開しているグリアンタは、グルパスを止めようと追いかけようとした。高エネルギー体に
近づくに従ってエネルギーの圧が強くなっていく。防御障壁で守っているとはいえ、近づけば近づく
ほどグリアンタの出力との釣り合いが徐々に悪くなっていく。防御障壁とのバランスが崩れた。グリ
アンタの防御障壁は周辺を取り巻くエネルギーに溶け込み、消滅した。フローラルデバイスの光が急
速に鈍った。危険と察知したのか、引き下がっていった。
　アランはモニターを通してグリアンタが引き下がっていくのを見た。更に近付こうとする。高エネ
ルギー体までの距離は７０ｍを切った。同時に警告が発して画面が赤く染まった。防御障壁に回して
いるエネルギーの割合が一気に高まったのだ。圧が濃い領域に入れば、制御に回すエネルギーまで
失って完全に停止する。
　グルパスは向きを変えずに引き返した。両脇のグリアンタがグルパスの腕を捕縛した。
『余計な動きをするな、お前一人の勝手で全員死ぬかも知れないんだぞ』若い声が響いた。
　アランは苛立ったが、周りからは自分の任務に危険を与える人間と認識していると悟り怒りを沈め
た。周囲に話をしない自分に非がある。エネルギーの状況を確認した。フローラルデバイスが供給し
ているエネルギーは既定値に戻りつつある。高エネルギー体の影響は薄まっている。分かったのは近
づけば近づくほど防御障壁の干渉が大きくなる次元領域を持っているのと、強大なエネルギーを随時



発生している点だ。３０年もの間莫大なエネルギーを供給し続けているのかと疑いを持ち始めた。同
時に中心に何があるのか興味を持ち始めた。
　マイスが一切動かないまま時間が経過していった。アランのモニターに映る時計は１１時４０分を
示した。
『交代です。前任の部隊は直ちに交代して下さい』人工無脳の通信が入った。
　グルパスは他のマイスと共に引き返した。
　ドームを抜け、空中を転移して駐屯地に戻った。１２時を回っていた。
　アランは昼食を取るにも混んでいると判断したため、グルパスから降りてから整備に回すと決めた。
外からの影響も調べる必要もあった。
　膝を付いた状態で止めたグルパスから降り、操縦席に備え付けてある双眼鏡でグルパスのフローラ
ルデバイスを調べた。多少の自動修復する傷はあるが概ねダメージはない。防御障壁の干渉に、物理
的な影響を及ぼさないのは分かった。では生身の人間が向かえばいいかといえば否だ。エネルギーだ
けでも人間に影響を与えるケースは多々ある。放射線が典型だ。かと言って万全のシールドを行い、
クレーターに入っても安全の保証はない。人間という生き物は命が一つしか無い以上、安全であると
認めない限り足を踏み入れない、臆病な生物だ。
　周囲のクァンターは一斉にアランを見ていた。一人で勝手にクレーターに足を踏み入れたのだ、和
を乱したとみなすのも無理はない。
　アランは気にも止めなかった。メア博士の言葉を実行に移したに過ぎない。
「おい」クァンターの一人がアランに声をかけた。
　アランは声がした方を向いた。若い男が一人、アランを睨みつけている。「勝手にクレーターに
入ってたのはお前か」
「よく突き止めたな。クレームならメア博士に言ってくれ。職場ではノークレーム、ノーリターンが
規則だ」アランはかがんで赤い土を払った。
　若い男は手に隠しているナイフを出し、アランに切りかかろうとした。湧き上がる感情に甘けて周
囲が見えていなかった。突如頭に衝撃と痛みが走り、直後に意識を失って倒れた。
　サイアスが若い男の後ろでソフトドリンクの瓶を持って立っていた。アクリル製の瓶はガラスと
違って割れない。
　アランはサイラスの方を向いた。「お前も俺を殺しに来たか」
「いや」サイラスはアランの隣に座った。「止めに来た」
「最近の若い奴って、事情と相手を知らずに突っ込んでくるから怖いって」アランは手に持っている
白い石を捨てた。石一つでも投げれば射程で有利な飛び道具に、握れば拳の威力を上げる補助具にな
る。既に反撃の準備に入っていたのだ。相手が攻撃体勢に入っていないと判断したのは浅はかだった。
サイアスが殴ったので意味はなくなったが、相手が倒れて終わる結末に変わりはなかった。
　戦いているクァンターは慣れた手付きで作業をしているサイアスを指差した。「お前、警備隊に
言ってやる」
　サイアスは若い男が倒れていた場所に向かった。ナイフを拾ってクァンターに見せつけた。「先に
ふっかけたのは誰だ」
　クァンターは引き下がった。
　サイアスはナイフを箱の上に置き、アランの方を向いた。「お前もだ、事情があるなら予め話して
おけ。命がいくつあっても足りなくなるぞ」
　アランははこの近辺を見回した。濁った水の入ったバケツがある。早速掴んで若い男にぶちまけた。
　若い男は目を冷ました。視界にアランの姿が入った。「お前は」
　アランはため息をついた。「事情を話さなくて悪かった。メア博士から高エネルギー体に接触する
頼みを受けているんだ。監視任務を放棄し、勝手に危険な真似をしたと捉えても仕方がない。すまな
かった」手を差し出した。
　若い男はアランの態度に苦笑いをした。一端沸騰していた怒りが収まってきた。「頼みとあれば断
れないのがクァンターの性だ。報酬は」
「ない」
　若い男は驚いた。危険な行為を報酬無しで行うと言うのか。「女のためか、悪くねえな」アランの
手を取った。
　アランは手を引き、若い男を起こした。
　若い男は周辺を見回し、ナイフが箱の上に置いてあるのを見付けた。手に取ってズボンのポケット
に入れている鞘にしまいながら、去っていった。
　アランはグルパスの背面に移動した。
　サイラスはアランの横につき、十徳ナイフを取り出して栓に差し込んで開けた。「周辺はエネル
ギーの霧で出来てやがる。マイスで行けるのか」
「クレーターの領域に１０メートル入るだけだ。エネルギーの霧が防御障壁を相殺しだす。しかも近
づけば近づくほど濃くなってくる。結果は目に見えてる。酸の霧に鉄板を入れてるのと同じだ」
「お前のグルパスは」
「フローラルデバイスを改良して、出力を大きめにしてんだ。３０メートル、背部ユニットを盾にす
れば更に行ける」
「近付く意味はあるのか」サイラスは瓶に口を付けて一気に飲んだ。酒の味はないので飲んでいる気
分になれないが、供給していないのだから仕方ない。
「クァンターに依頼する理由を話した奴なんて、聞いた試しがねえよ。頼みを受けたからやるだけだ。
俺も興味があるけどな」
「メア博士に会って、科学者のミームにとりつかれたか」
「命を投げるミモイドに成り下がる気はねえ、危険とあれば引き返す。クァンターってのは危険と隣
合わせで暮らしてきたんだ、境目位分かっている」
「ならいい。話しつけてやる」



「いいのかよ」
「話術は得意だ」サイアスは笑った。
　アランは笑みを浮かべた。「頼む」

　翌日以降もグルパスは監視に付きながらも、高エネルギー体に近付こうとクレーターに足を踏み込
んだ。周囲のマイスはグルパスを排除しようとしたが、サイアスが駆るナルゲムが阻んで食い止めた。
　クァンターの中にはメア博士や警備隊に報告する者もいたが、霧の中に放り込まれて消滅するだけ
だった。科学者からすれば未知なる高エネルギー体の解析を目標としており、近づくのを買って出て
くれるだけでも嬉しかったからだ。
　周囲のクァンターは見返りのない危険行為に否定的だったが、次第に協力する者も現れた。人間は
動かない方がストレスが貯まる生き物だ。いつの間にかダイバーが潜水出来る距離を競うのと同じく、
高エネルギー体に近づけるかが退屈な監視任務の娯楽として定着した。
　アランは監視任務に編入して８日目に入った。
　ドーム内での監視任務は、いかにして高エネルギー体に近づくかに挑戦するゲームに変貌した。マ
イスは配備に入るやいなや、クレーターに足を踏み込んでいった。エネルギーが徐々に濃くなってい
て、ほとんどのマイスは動きを止めた。優秀な性能を持つグリアンタを持ってしても８０メートル近
くまで近づくのがやっとの状態だった。
　グルパスは背部ユニットを全面に突き出し、中央の赤い半球状の個所から防御障壁を発生した状態
で進んでいた。何重にもわたる防御障壁は浸食による相殺と発生を繰り返しながら、先にある高エネ
ルギー体からの干渉を食い止めている。
　立ち止まったグリアンタのうち、１機は尚も一歩を踏み込もうとしていた。
　アランはモニターを通して動き始めたグリアンタの状況を見た。フローラルデバイスから発生して
いる防御障壁の残像が拡散している。エネルギーが次元にまで干渉している為に形成が不安定となっ
ているのだ。浸食がさらに進めばマイスのエネルギーがなくなり稼働を停止する。立ち入るのも困難
な場所で動きを止めれば、救助もろくに出来なくなる。
　グルパスはグリアンタの１機の向かい、腕に触れた。
「マイスがもたない、撤退するんだ」アランはグリアンタに通信を入れた。
『無理を承知で来ているんだ、先へ進む』アランにかかってきた若い男の声が響いた。
　アランは渋い表情をした。マイスは自分の体の延長線上になるコントロールをしているが、安全や
倫理の問題から感覚まで共有していない。不調や危険を知らせても痛みとして伝わらないので危険を
冒しがちになる。危険か否かのラインは経験を積めば自ずと分かってくるが、他に体に染み込む手段
がない。新手のクァンターは無駄な消耗を起こしやすくなる。「撤退するんだ」
『旧型のお前はいいのかよ。新型のグリアンタがたかが２０メートル入っただけで撤退ってありえね
えよ』
「無理なものは無理だ」アランはコンソールを操作し、グルパスの状況をグリアンタに送信した。
データから自分のマイスは問題ないのをアピールする狙いがあった。
　若い男が駆るグリアンタの操縦席は多重のホログラムで警告を示している。防御障壁が相殺し、識
別機能に異常が出ている。データがアランから届いた。旧型とは思えないスペックとまだ隙間のある
フローラルデバイスの出力と安定性に、驚きを見せた。「本当にグルパスの性能かよ。中身ラギメト
ルと交換してんじゃねえのか」
『見た通りだ』
　若い男は周囲を確認した。グリアンタは自分がいる位置とほぼ同じ位置で動きを止めている。中に
は方向転換をしないまま後ろ向きに下がっていくのもいた。先へ進めないのは分かっているが、誰も
進めないとなれば以前と同じだ。フローラルデバイスの状況を確認した。わずかに余裕がある。だが、
余裕は機械的に言えば緊急時を想定した隙間であり、埋まった場合は停止が確実になるのを意味して
いる。若い男は足に力を入れた。「俺が盾になる。少し前に進んでやれ」
　グリアンタはグルパスの前に進んだ。
『お前は大丈夫か』
「クァンターが他人の命を気にするか」
　グリアンタはグルパスが握っている腕を振りほどいた。通信が切れた。マイスは防御衝撃で覆って
いる状態での通信はほぼできない。体の一部に触れて通信機能を照合するか、防御障壁を通信可能な
段階まで落とすかが基本となる。今回の場合はエネルギーの霧の中にいるため、防御障壁を薄める真
似は出来ない。
「行ってこい。お前が一番可能性がある。金賭けてんだからよ」
　グリアンタは高エネルギー体へ一歩を踏んだ。防御衝撃が薄まっているのが目に見えてわかる。だ
が止まらずに重い一歩を踏んでいる。
　グルパスはグリアンタの後ろにつき、腕を伸ばして背部に触れた。命がけの好意を無駄に出来ない。
　アランの元に通信が入った。『駐屯地で俺を殴った奴、誰だか分るか』喘ぎ交じりの声が響いた。
抵抗はマイスと連動している為、重くなっていて負担がかかっているのだ。
　アランは渋い表情をした。
『お前じゃねえのは分かってんだ、誰だよ』
「知ったら相手を殺す気か」
『只の気晴らしだ、他に話題がねえんだから仕方ねえ。お前は何を話してくれるんだ』若い男の弱気
な声が響いた。
　アランは思わず体が震えた。相手は想像以上に精神と肉体を消耗している。話をして気を持たせて
いるのだ。「サイアスだ」



『サイアス、ああサイアス公か。なら殴れねえか』若い男の残念そうな声が響いた。
　立体映像で写っているメーターには、高エネルギー体まで７０メートルと映っている。グリアンタ
の防御障壁は薄れているどころか消滅しかかっている。
「もう動くな、俺が先に出る」アランは腰をひねって足に力を入れた。各部位に設置してある筋電位
センサーが反応した。
　グルパスはグリアンタを払いのけて前に出た。背部ユニットから出る防御障壁とエネルギーがぶつ
かり、金属がこすれるのに似た甲高い音を発している。重いが一歩を踏み更に先に、高エネルギー体
に近づこうとした。途端にエネルギーの風が一気に全体へ噴き上げてきた。マイスを覆う衣である防
御障壁が剥がれた。
　アランは防御障壁に回しているエネルギーがなくなったのに気付いた。既存のエネルギー回路を切
り替え、防御障壁を再構築する必要がある。今の状況は銃弾が飛び交う世界の中を裸で突っ立ってい
るのと同じだ。
「ボードを出してくれ」回路の接続切り替えの為、立体映像によるヴァーチャルな入力装置が現れた。
打ち込みを始めると同時に、高エネルギー体の状況を確認した。
　高エネルギー体は、エネルギー集合体の衣をはがしていた。球体ではなく、人型で工業的な美しさ
を放つシルエットをしていた。
　アランのモニターに映っている存在は、徐々に姿を鮮明にしていった。半透明ではないフローラル
デバイスによく似た深紅の鎧で身を固め、板バネ式の関節が露わとなっている。背部から延びる補助
腕には無数の砲らしき武装を装備し、更に翼の形状に近いユニットを固定として装備している。膝を
ついた状態から立ち上がった。姿はマイスとよく似ているが、マイスと異なっている。コンピュー
ターで映した推測の全長は１５メートル以上となっており、明らかに運用面で支障をきたす程の大型
になっている。マイスと同じ反応で識別しているが、機体データは不明となっている。ニウテラに襲
いかかってきたマイスと同じ反応だった。
　物体は周辺を見回した。マイスのフローラルデバイスが徐々に光を放ち始めた。種火が全体にわた
り、出力が安定し始めた。ドーム内に充満していたエネルギーの霧が消滅したのも回復に輪をかけた。
　アランはモニターに映る人型の物体を見た瞬間、緑色のロボットが脳裏に浮かんで重なった。暗闇
の中で対峙しているロボットはぼやけているが、人型の物体と似ていた。本能的に体が震え、息が詰
まり心拍数が上がっていく。「サンセベリア」アランは声を上げ、直後に動揺した。サンセベリアと
いう名前は今まで口にした経験も、聞いた試しもない。何故名前を知っていて、口に出したのか混乱
した。
　同時にマイスの集団が物体に向かって突っ込んでいく。エネルギーが停止した為に物体に近づける
状態になった。
　物体は両手を握りしめ、組んだ状態で上に突き出した。手甲部分にある赤い宝石状の部位にエネル
ギーが集まりだす。
　アランの頭の底から不安が湧いて出てきた。「やめろおおおおおおおおおお」
　グルパスは補助腕を回してクロスボウを物体に向けた。矢の先端が光を放つ。
　直後に物体から緑の粒子が無数に拡散した。視界が真っ黒になった。
　アランは一瞬で視力を失った。何も聞こえくなった。アランは足を動かした。筋電位のセンサーが
覆っており、動きを阻害している。腕も同じく筋電位のセンサーにより動かせにくくなっている。擦
れた感覚により、五感を失っていないのは分かった。通常、エネルギーが切れれば安全から四肢を
覆っている筋電位のセンサーが付いたカバーは外れる仕組みになっている。余りにも急に電力が切れ
た為、センサーが作動する前に停止したのだ。センサーが作動しない程の急激にエネルギーがなくな
るとは聞いた経験はない。脳裏に異様な光景が走っていく。ピンク混じりの白い花が咲いている植物
と緑色の剣に似た葉を無数に生やす植物とが鉢植えで並んでいるのを見た光景や、噴煙の中で多くの
人が四足の兵器に向かっていく光景や仲間と言える人々から、マイスと異なるロボットの乗り方を教
えていく光景が代わる代わる移っていく。自分の記憶にない光景だが、マイスを起動するたびに意識
の中で映る光景だ。何故、知らない光景が記憶の中にあるのか分からない。単に思い出せない記憶が
浮感では自分に迫ってくる。恐怖で体が震える。
　鈍い音が響いた。眼前に再起動のプログラムが起動を開始した。フローラルデバイスで発生してい
るエネルギーが回ってきたのだ。
　再起動の画面が切り替わり、データの状況確認を示すウィンドウが多重に映った。次々と消えてい
き、コンソールやセンサーが作動し始めた。モニターが停止前と同じ状況で映った。
『よお、無事か』サイアスの声が響いた。
　アランは我に返った。
「無事か」
　アランは、荒くなった息を整えた。「大丈夫だ」
『出力のでかいマイスなんだ、種火入れても動かねえから故障してんのかとヒヤヒヤしたぜ』
　アランは映っているウィンドウから状況を拾い上げて読んだ。急激に
「何が起きたんだ」
「止まったんだよ、マイスがな」
　アランは映っている時計を見た。停止前から３０分近く経過している。マイスは蓄電を一切行わず、
フローラルデバイスと一体化した外燃機関からダイレクトにエネルギーを得る構造になっている。一
旦外燃機関が停止した場合、あらゆる機能が瞬時に止まってしまう。フローラルデバイスがが供給を
開始したとしても起動の際に必要なエネルギーは他の機械と同じく、維持に必要なエネルギーの５倍
から８倍となっているので時間がかかる。故に最低限のエネルギーを維持したアイドリング状態にし
ておくのが基本だ。リアラ＝グルパスは通常のマイスの比にならない程のエネルギーの維持が必須に
なっているので、起動するには有りえない程のエネルギーが必要になっていた。他のマイスに遅れを
取った理由だ。
「お前は大丈夫だったのか」



『回復は早かった』
　アランは周囲を確認した。マイスががクレーターの内部を闊歩している。
「特異点、ではなくて高エネルギー体は」
『妙なんだ』
「妙」アランは首を傾げた。
『消えたんだ』
　グルパスは高エネルギー体があった方を向いた。クレーターの中心がくぼんでいるだけだった。周
辺にマイスが集まっていた。
　アランは操縦席の脇にかけているカードに目をやった。内部から青い光を放っている。情報の漏洩
と悪用を防ぐ為に施した封印が最大の枷となった。解ければ約束を達成して終わっていた。仮に今す
ぐ解けたとしても、もう目標はない。アランの頭の中に怒りと絶望が張り付く。時間とは一方通行の
リソースだ、逆行はない。タイミングが悪ければ終わりなのだ。
　高エネルギー体の消滅は間もなく科学者達に伝わった。確保と交戦、保護の失敗とあらゆる想定が
霧散した。マイスはドームから撤退し、科学者達が代わりに入って調査を行った。
　アランは高エネルギー体に向かうミームを発信した張本人として、科学者からやり玉に上がった。
駐屯地近くの実験棟で科学者に呼び出しを受けては同じ説明を繰り返す。昼過ぎになっても食堂にも
行けずに事情聴取を繰り返していた。気が滅入ってグルパスの足元に座り込んだ。疲労が湧いて出て
きた。眠気が襲い意識をしぼめて行く。
　線の細い男がアランの元に来た。「お疲れだね」アランに水の入ったパックを差し出した。
　アランは無意識に水のパックを受け取り、飲み口を千切って口を付けた。冷えた味のない水が口を
通して体に入っていく。
「まｔ聴取か」
「メア博士が直々にね」
　アランは俯いた。また同じ話をするのか。カードの中に吹き込んで渡して終わりにしようか。
「学校の先生じゃないんだ、怒りはしないよ」線の細い男は周囲を見回した。マイスが待機している
周辺を科学者達がうろついている。「行かないと変な人が声をかけてくるよ」
「俺はロリコン好みの幼女かよ」アランは腰を上げて土を払った。服に付いた赤い土が落ちていった。
「変なおじさんが声かけてこないように、保護してくれよ」
　線の細い男は実験棟が並ぶエリアに向かっていった。アランは後をついて行った。
　自動車に乗り、メアのいる研究室に向かった。８日前に来た時と異なっているのは、科学者が慌た
だしく動いている点だった。
　研究室の前に来た。線の細い男は腕時計をドアにかざした。認証して開いた。
　メアは倉庫内に急造したデスクと、上に乗せた端末から浮かび上がる映像を眺めていた。
「いい年した大人が現実逃避か」アランはメアに近づいた。
「いい年なら、貰ってくれるかしら」
「今はホームレスだ、泊める部屋はないぞ」アランは椅子に座った。
　メアはアランにデータを見せた。クレーターの状況と報告と共に、他のマイスが映した人型の物体
の写真が映っている「失敗ね」
「悪かった」
「動くなんて誰も予想してなかったわ」
　線の細い男はメアの隣に向かい、椅子に座った。
　メアはアランに顔を近づけた。「近付いたんでしょ、違和感はなかったの」
　アランはメアの顔を手で払い除けた。「名前だ」
「名前」線の細い男はオウム返しに声を出した。
　アランはうなづいた。「サンセベリアと俺は言った」アランは人型の物体の写真に目をやった。
「緑色の植物の名前だったかと。曖昧だけど分かるんだ」
　メアは机に浮かんでいるキーボードを使い、データを打ち込んだ。植物のデータベースから名前と
関連するデータが現れた。本をスキャンした写真が浮かんだ。葉が真っ直ぐに伸びた植物のスケッチ
が載っている。「名前はあるけど存在しない。物語上の植物かしらね」
「偶然出た言葉じゃないのか」線の細い男はアランに尋ねた。
「言葉にしては意味がある」
「ええ、適当に出た言葉なら一つの単語として意味が現れないわ」メアは植物のデータに目をやった。
「貴方は、何で植物の名前を知っているの」
「本で読んだ」
　メアは驚いた。資源を食らう上に管理や整理に莫大なコストがかかるという理由から、紙の本はほ
とんど電子化している。紙の本は手作業で製本したコレクター向けのアイテムや、ありのままの資料
保存を望む科学者以外に流通しない程の高級品だ。アランがクァンターの中でも知識を持っていると
言っても、紙の本を集めている人物には見えない。
「本は何冊持ってるの」
　アランは顔をしかめた。「一冊も持ってない。昔読んだ記憶がある」
　メアはアランの言葉に眉をひそめた。過去の記憶が混濁し、自分でも理解していないのだ。本棚の
中から１札の本を開いた。黄色く色あせた植物の写真を掲載している。「物体の名前は以後、サンセ
ベリアとしましょう。当のサンセベリアですが、次元回廊を経由して去っていったと見ています」
「次元回廊を、か」アランは低い声を上げた。
　星から星へ移動するには、成層圏を抜けて宇宙を経由する。成層圏より先に進まなければ、重力に
より元の地上に落ちる。一方で抜けて宇宙に留まれば、元の星に戻れなくなる。更に別の星にも行け
ずさまようだけになる。星をストリームに置き換えても同じ減少が発生している。ストリームを抜け
ても別のストリームに入らず、ストリームの領域内にある宇宙を抜けてから別のストリームに入る。
宇宙の領域を次元回廊と呼び、留まると宇宙と同じく戻れずに固定した状態のままになる。マイスは



次元間転移が可能となっているが、あくまで隣の領域に軽く触れる程度でしか無い。更に瞬時にスト
リームに引っ張られ元の領域に戻ってしまう。一瞬で次元回廊に転移するには膨大なエネルギーと、
正確な案内を可能にする高性能な量子コンピューターが必要になる。ノイマンコンピューターでは内
部に満ちる量子が放つ、膨大な情報を解析出来ない。
「微量ながら、フローラルデバイスのエネルギー波で監視しているドーム内を抜けるのです。他に手
段は有りえません」
「次元回廊に行ったまま、固まってくれればいいんだがな」
「自分で向かった以上、任意に動けると見ています」
「次元回廊が接着剤で出来てればいいのによ。特異点が去った後、ナルオンはメインストリームでな
くなるが対処法はあるのか」
　線の細い男は机をたたいた。立体映像でストリームの状況を示すグラフが現れた。時間を示すライ
ンと変動とを交差して比較している。一部にミルククラウンの形状が現れているが、他に変動はなく
比較的安定している。
「特異点が抜けたのか」
「でも近辺のストリームは安定しているんだ。特異点がストリームを抜けたとなれば大きく変動する
から、単に逃げて適当な場所に落ちたんじゃないかな」
　メアは立ち上がり、本棚に向かって植物図鑑を開いて調べ始めた。
「なら、出た形跡がある」
「調査出来るマーカー打ち込んでる場所が少ないんだ。グランジヴェイジかバルベルベに抜けたなら
追跡不能だ」
「反応が出るまで待ちか」
「仕方ないよ」線の細い男はため息を付いた。「確実なのはアラン、君の仕事は終わったって点だ。
目的がなくなったんだからね。後は自分達の仕事さ。報酬諸々は複合体に問い合わせれば分かる。自
分達は直接関与出来ないからさ」
　メアはアランの元に駆け寄った。「帰るの」
　アランは席を立った。「また仕事を請け負うなら会える」手を差し出した。線の細い男はあらンと
握手をした。メアも続いて握手をした。
　アランは部屋を出ていった。ドアが閉まった。「少しですが思い出しつつあるみたいです」
「ええ、でも何の記憶か分かっていない」
「記憶ならとっくに抽出しているんでしょう、何でまた本人に思い出させるんですか」
「絵を見せても、意味が分からなければ只の記号よ」メアは線の細い男に図鑑を渡した。つる植物の
花の絵が載っている。「記憶を無理矢理再現しても演劇と同じ、何を演じているのか理解出来ずに混
乱するだけよ。だから本人に思い出させて、直接自然に話してもらうしか無いの。だから私の両親は
光の盾計画から抜けて、複合体に付いたのよ」
「ええ」
「まさか」メアは笑みを浮かべた。「クァンターになってもすごい知識の量を持っているんですもの。
私が引き取ればもっと優秀な学者になれたのに。勿体無いわ」
　線の細い男は咳払いをした。
「ごめんなさい」
「熱を上げるのは構いませんが、彼は只の駒ですよ」
「分かってるわ。だから勿体無いって言ったのよ。いい男なのにね」

　クァンターは高エネルギー体の消滅により不要の存在となった。
　翌日の駐屯地では、次々とマイスをフローターに格納して引き上げる光景があった。撤退の知らせ
を受けた為で、一度に撤退すると混乱をきたすので指定したクァンターから随時撤退し、他は待機す
る方法を取っていた。
　アランも撤退に向けて、駐屯地に置いてあるグルパスの調整を行っていた。夕方に撤退しろと通達
が来ていた為だ。フローター内で寝泊まりしていた関係から内部の物資は整理済みとなっており、グ
ルパスをフローターに格納するだけとなった。
　サイアスがアランの元に来た。「やってるな」
　アランはサイアスの方を向いた。「お前の撤退は」
「明日の朝だってよ。やっと酒が飲めるぜ」
「密造酒じゃ満足出来なかったか」
「駄目だ駄目だ」サイアスはアランに詰め寄った。「科学者連中ってのは頭が固くてよ、実験道具す
ら貸してくれねえんだぜ。自分は変な物質作ってるくせによ、口に入れても平気な酒は駄目っておか
しくねえか」
　アランは苦笑いをした。冗談で言った内容を実践するとは想定していなかった。
「酒が飲めりゃ飯がうまい。仕事上がりには最高だ」
「だな」
「お前は仕事あんのか」
　アランはフローターの方を向いた。多くのフローターが並んでおり、マイスを搬入している。「仕
事も家もない」
　サイアスは親指を立てた。「いい仕事があるんだ、ニモ＝モントジュニアスに来い。ついでに家も
貸してやるよ」
「聖都か、確かに何かしらの仕事がありそうだな」



　サイアスは笑みを浮かべた。仕事とあれば食いつくのがクァンターの性だ。「低層住居区域にマー
キー・マーキーって酒場があるんだ。安くてうまい飯が食える場所でな」
「ウェイターをやる気はねえ」アランはサイアスに背を向けて端末を取り出し、グルパスのデータを
立体映像で映し出した。
「表向きは酒場だが、実際には仕事を斡旋する仲介所だ。金持ちのクライアントが、豪華な餌を垂ら
して待っている」サイアスはベストのポケットからコインを取り出した。
　アランはサイアスの方を向いた。
「持ってけ」サイアスはコインを弾き飛ばした。
　アランはコインをつかみ取った。
「酒場の入り口で渡せ。ついでに俺の名前を使えば通る。駄目ならお得意の」サイアスは格闘の構え
を見せた。「格闘技を見せてやれ」
　アランはうなづいた。「報酬もらいに行くついでに行く」
　サイアスはアランに背中を向けた。
　アランは手を広げてコインを眺めた。南十字星が刻んである金メッキのコインで、鋳造の特徴であ
るざらつきがある。スプレアの通過と異なる、独自の製法で作ったコインだ。
　アランはグルパスにに乗り込んだ。起動し、フローターに向けて動いた。フローターの上部は既に
展開しており、グルパスが中に入ると閉じた。
　アランのフローターは夕方に出ていった。目的地はニモ＝モントジュニアスと定めた。スプレアの
首都で最大の都市となっている。行政の中心地で聖都と称する。ルガージ＝セイロより６００キロ
メートル東の場所で日付を変えずに辿り着ける。
　


