
緑色閃光（４）

　ハンスのフローターは、フォルタジアスに近付いていた。
　ハンスはフローター内の休憩室で、ルシエラと共に食事を取っていた。フェイジョアーダとライス
が皿の上に乗っており、ライスと混ぜてスプーンで口に運んでいる。皿の隣には水のパックが有り、
机の上には現在地と目的地を示す地図が映っている。
　地図を示すウィンドウが切り替わり、許可証のデータが映った。アランの名前で許可を取っている
為、問題なく立ち入りが出来る。
「簡単に通れるんだな」ハンスは水のパックに手を伸ばして飲んだ。
「自動でもゲートに入るわ」
「用件出したのに、まだ調べる必要があるんかよ」
「仕方ないわよ。複合体の本拠地なんだから」
「面倒くせえな」ハンスは呆れた。
ルシエラは皿の上に乗った料理を食べ終え、立ち上がった。ハンスの皿を見た。粗方食べ終えている。
「下げるわよ」ハンスの皿を取り、まとめて流し台に向かった。
　ウィンドウが許可証から地図とフローターのカメラを通して見える周辺の光景に切り替わった。周
辺は曇天で、先には中央にそびえ立つ政治を司る高層ビル群が有り、地面に行くに従い曇りがちに
なっている。４００キロメートルしか違いがないにも関わらず、時期としては今が１年で最も降水量
の少ないルガージ＝セイロに対して、比較的雨が降りやすい季節となっている。
「滞在期間は」
「鑑定とフローターの調達、新型の調整に加えて家探しの手続きと面倒が多い。最低でも１０日はか
かるかもな」
　ルシエラは流し台の蛇口をひねり、水を流した。「早く出たいわね。まずい食事は勘弁願いたいも
の」
「だな」ハンスは机を軽く突いた。ウィンドウが切り替わり、周辺の時事とメールの一覧が映った。
仕事の依頼が入っているが、マイスとフローターがないので受注は出来ない。机に映るキーボードの
光を叩き、断りのメールを打ち込み始めた。
　ルシエラはハンスの様子を見ながら、食器を洗っていた。
　フローターはフォルタジアスに近づいた。周辺は高さが１００メートルもある鋼鉄の壁が阻んでい
る。ルガージ＝セイロと同じく飛び越えて入れば、砲撃とマイスによる破壊の処罰を受ける。最も、
フローターがフォルタジアスで製造している以上、最初から飛び越えないプログラムを組み込んでい
るので改造でもしない限りは不可能となっている。ゲートが開き、フローターが自動で中に入った。
内部の格納庫に至るまで、何重もの扉を越える通路になっている。通るフローターの数に制限がかか
るが、元より数多くのフローターを受け入れる場所ではない。最後の扉が開き、格納庫に出た。内部
は地下１００メートルの場所にあり、無数のフローターが停泊している。
　ハンスのフローターも停泊しているフローターの１機として、空いている箇所に自動的に着地した。
　ハンスとルシエラは休憩室で着陸が完了したウィンドウを確認した。２人共席を立って休憩室を後
にした。
　フローターからタラップが下がっていた。ハンスとルシエラが降りた。真っ先に油とオゾンが混
じった匂いが鼻についた。空気清浄機を通して空気が流れているので、浄化に使うオゾンの匂いが空
気に染み付いている。ルシエラは部品の補充や注文の用件で度々訪れているので慣れているが、ニウ
テラの空気に染まったハンスには不快な匂いでしかない。
　係員がハンスの元に近付いてきた。「ようこそ、フォルタジアスへ」
　ハンスは手に持っている端末とカードを取り出し、端末に合わせた。書き込み完了の表示が現れた。
係員に渡した。
　係員はカードを受け取り、端末と重ねて読み取った。「用件は聞いています。フローターの受け取



りですね」
「他にもある」
「他にも、ですか」
　ルシエラがハンスの前に出て来た。「フローターの中にあるマイスの腕を解析して欲しいのよ」
　ハンスは端末を操作した。フローター内の格納庫に置いてあるマイスの腕部が立体映像で映った。
「分かるか」
　係員は眉をひそめた。記憶にない部品だ。「いえ。試作品ですか」
「ニウテラで交戦した奴だ」
　係員は顔をしかめた。ニウテラは今、ガルキアの保護下にある。危険があったからだと言うのが当
然だが、何故危険になったかは分かっていない。ハンスの言葉を拾うなら、何かが現れて交戦し、危
険な状態になったとなる。「置いてある場所は」
「フローターの格納庫にあるわ。今すぐ荷物を出すから、回収して。レポートの送信先は教えるわ」
ルシエラはハンスの方を向いた。
　ハンスはうなづき、端末を操作した。フローターの上部が展開した。「マイスを出すのは最後でい
いか」
「荷物を下ろすんですね」係員は端末を取り出して操作した。中身を取り出すため、同業者や重機、
コンテナの輸送機を呼び出した。
「コンテナの中に適当に入れて構わない。新しく来たフローターに入れて整理する」ハンスはルシエ
ラの方を向いた。「適当に入れて大丈夫か」
「大丈夫よ。新しいフローターが来るまで、ストレージに入れておいて。お金は出庫時に払うわ」
「出したマイスは」
「格納庫に入れてくれ。コンテナと同じく鍵の番号は端末に送信を頼む」ハンスはズボンのポケット
から財布を取り出し、紙幣を出して係員に渡した。
　係員は紙幣を受け取った。フローターのタラップに向かった。
　ルシエラも後に続いた。
　二人共、フローターの中に入った。ドアが閉まった。
　しばらく経った。係員達と共に大型クレーンやコンテナを積んだトラックがハンスのフローターの
元に駆けつけてきた。係員達はフローターに入った。重機がコンテナをつかみ、フローターの上部に
突っ込む形で入れた。
　ハンスとルシエラは、フローター内の荷物をまとめ、開けたコンテナの中に入れていた。
　ハンスとルシエラ、係員は荷物をまとめ、格納庫にあるコンテナに運び入れた。フローターはウマ
ポウンチからフォルタジアスに向かうまでの移動手段でしかないので、荷物は最小限しかない。コン
テナにして２個で荷物がまとまり、クレーンで運び出した。
　ナルゲムは片腕が無い状態のままで格納庫に台座に座り込んだ状態で保管していた。ハンスは搭乗
して起動した。台座と接続しているボルトが外れ、起き上がった。フローターをまたぎ、隣にあるト
ラクターが牽引している台座に乗った。片膝をついた状態で座った。台からボルトが突き出してふく
ろはぎを挟み込んで固定した。脚と腕の補助腕が伸びて台に付いている突起をつかんだ。
　腰の背部が開いた。中からハンスが降りてきて係員の方を向いた。「終わったぞ」
　係員は切断した側の腕を眺めた。切断した部位にフローラルデバイスの光はない。安全から電気系
統の回路を切っているからだ。「派手にやったな。ナルゲムなら根っこから交換かな」
「いや、乗り換える」
「直せばまだ現役でいけるのに、もったいねえな。次は何にするんだ」
「ラギメトルだ」
　係員は驚いた。新型を買う金があるのか。「ナルゲムは」
「完全に調整が終わるまで、念を入れて保管しておく。相性が悪かったら修理してナルゲムに戻す
よ」ハンスはルシエラの方を向いた。クレーンでマイスの腕部を台に運び出していた。
　係員はマイスの腕を見て顔をしかめた。「ニウテラを襲った奴の残骸かい」
「見覚えがあるのか」
「シルエットがグルパスに似てるかな。と言っても、グルパスなんてカタログの中でしかねえから、
余り分からんがね。解析すれば機種は分からなくても、製造年月位は分かるさ」
「グルパス、ねえ」ハンスは腕を組んだ。確かにグルパスに似ていると言えば似ている。
「グルパスを知ってるのか」
「知り合いがな」ハンスは曖昧に答えた。
「変わりもんだな。ストレージにコンテナと一緒に置いとくんでいいのか」
「同じ場所に置いとけば、運び出しが楽になるし金も安くなる」
「はいよ。キーは転送しとく。カードに登録していたのでいいか」
「何かあれば連絡してくれ」係員はトラクターに乗り込んだ。台座を牽引した状態で奥に向かって運
び出した。コンテナを牽引しているトラクターが続いた。
　ハンスはルシエラの元に向かった。係員とトラクターの前で話し込んでいた。「何を話してるん
だ」
「解析に許可がいるっていうのよ。お金ならいくらでも出すって言ってるのによ」
　係員は困り果てた表情でハンスに目を向けた。余りにも無理な話を突きつけているので助けを求め
ている目だ。
「何で許可がいるんだ」
「文句を言うんですか」
　ハンスは首を振った。「文句じゃなくて理由を聞きたいんだ。納得できれば引くよ」
「検品レベルの解析なら、設備を貸し出して終わりで十分だ。だが詳細な解析となると専門のスタッ
フが必要になるし日数もかかる。場合によっては想定外の設備も使う羽目になる。キリがなくなるか
ら、大まかな計画を示した工程表と承認書の提出が必要って訳さ」



「検品程度で十分だと言ったら」
「仕様書の提出が必要になる」
　ハンスは台に乗ったマイスの腕部を眺めた。
「預かるだけなら大丈夫か」
「格納は中身を問わない」
「俺が預けたストレージに置いてくれ」
「承認書の申請をした時、スムーズに行くように上に連絡しておくよ」係員はトラクターに乗った。
トラクターが動き出し、格納庫から去っていった。
　ルシエラは不安になった。「大丈夫なの」
「役人に適当に説明すれば印を押してくれるさ」ハンスは出口に向かって歩き出した。
　ルシエラは後をついていった。「役人って言っても、製造部門は厳しいわ。まして詳細不明なマイ
スの腕となれば、怪しんで押してくれない可能性もあるのよ」
「他に方法があるのか」
　ハンスの言葉にルシエラは黙った。役人に承認書をもらう以外に、解析を行う手段はない。他の場
所には設備はないからだ。
「今は一旦置いておいて、出来る範囲で進めよう。フローターの買い付けとラギメトルの受け取りだ。
終わった頃には結論が出ている」
「ええ」ルシエラは曖昧に返事をした。今はハンスの言う通りだ。
　２人は搭乗口にあるエレベーターに乗った。エレベーターは格納庫から上に上がり、ロビーの階で
止まった。エレベーターから降りた。
　ブラッケンハウスと似た造りをした建物が両脇に広がっていた。アーケード状で４０メートル程の
高さに透明なアクリル板が張り付き、上空から降る雨を遮っている。油とオゾンの匂いが漂っている
が、行きかう人と空間が広い為に薄まっている。
　ハンスとルシエラは、人をかき分けて道路の脇にあるステーションに向かった。
　ステーションは人が並び、時刻表とバスの現在の状況が浮かんでいる。
「場所はわかるの」
　ハンスは端末を取り出して操作した。ラギメトルが格納してある場所がウィンドウに映った。工業
地帯内部にある、地上近くの試験場だ。
　ルシエラはハンスが映した場所を見て、いやそうな表情をした。「最悪な場所ね、わざと取りに行
けなくしてるのかしら」
「酷いのか」
「ナルゲムを受領した時に調整した場所よ。変なオヤジがセクハラしてくるし、部品もろくなのがな
い。いい思い出なんて一個もないわ」
「やめる」
「行かなきゃ受領出来ないでしょ。真っ白な新型が拝めるのよ、付き合うしかないわ」
　ハンスは笑みを浮かべた。マイスの話となると食いついてくる。変わった性分だ。
　時刻表の表示が変わった。自動車が行きかう中、バスが近づいてきた。
　バスはステーションの前で止まった。搭乗口と降口のドアが開いた。人々が次々と降りてくる。ハ
ンスは人々に紛れてバスに乗った。搭乗口にはセンサーがついていて、体型と顔で誰が乗ったか、
乗ったステーションの位置も分かるルシエラはハンスを目で追ってバスに乗った。内部は座席は埋
まっているものの、比較的空いていた。ハンスとルシエラは窓が見える位置に立った。
　ドアが閉まり、バスが動き出した。立っている客はよろけたが、倒れなかった。
　アーケードを抜け、通りに出た。
　フォルタジアスは建物の中間、もしくは屋上に透明なアクリルで覆った道が通っている。道路は二
重構造で下層が車道、上層がプロムナードとなっている。上層と下層は階段でつながっており、行き
来は出来るが歩行者が車道に向かう理由はないので普段は使わない。道路が地面に接していないのは、
フォルタジアスの地表は不安定で、雨が降ると灰色の泥になって地面全体を覆ってしまう点にある。
当初はスプレアが工業生産の主要都市として計画を立てて建築したが、通行や生産に支障をきたすた
めに放棄した経緯がある。複合体は工業及び研究の為の場所を求め、放棄した都市を改良してフォル
タジアスとして使用している。
　ハンスはバスから見える都市群を眺めていた。橋梁となっている道路を支える為、ビルの密度は高
く計画している。ビルからビルの間は、動物の毛穴並の密度を誇る。いかなる道路でも、要塞と称す
る程に堅牢な中枢ビル群に繋がっている。予測がつかめない事態に対応するため、内部には常に武装
した警備隊やマイスが待機している。中枢ビルを外れた場所が工業地帯で、インゴットを始めとする
製品を生産するエリアとなる。
　バスはビルからビルへと渡り、大型ビル内にあるステーションを通りながら工業地帯に入った。　
ブロック状に並ぶビルに代わり、平坦な工場とドームとなっている試験場、不要物を空気に溶かし込
むための煙突が立ち並んでいる。空気が粒子で塗れ、霧となっているのがアクリルを通して見える。
　工業地帯に入り、道路の高さは下がっていく。工場の入口の前にあるステーションでバスが止まっ
た。
　バスの運転席の前に、現在地と周辺の地図が映った。
　ハンスは降口に移動し、カードを出して精算機の上に置いた。読み込みが発生し、完了の文字が出
た。降口からバスを降りた。
　ルシエラもハンスと同じく、カードを出して精算してバスを降りた。バスは昇降口を閉めて去った。
　二人以外に誰も降りなかった。工場は昼夜に寄るライフバランスの違いはなく、２４時間の勤務体
勢が基本だ。工場の外に出る、中に入る人間は工場と無関係の人間でしかない。大抵は工場の中か、
寮の中かしかいないからだ。
　ハンスは端末を出して地図を出した。ラギメトルが格納している試験場は工場の奥にある施設だっ
た。



　工場のゲートに来た。広大な敷地と施設群が先に見える。警備員が立っている。ハンスは警備員の
元に来た。
　警備員はハンスに気づいた。「用でもありますか」
「奥の試験場で格納しているマイスを引き取りに来た。中に入れるか」
「身分を」
　ハンスはカードを取り出し、端末と重ねてデータをコピーした。警備員にカードを渡した。
　警備員は端末を重ねた。ウィンドウが浮かび上がり、ハンスのデータが現れた。
「本来の受取人はアラン＝グレイザルって人よ。ラギメトルを移譲してもらったの」
　警備員は端末を操作した。試験場の空きや使用状況が映り、一つ一つを確認していく。使用してい
る格納庫のリストの中に、ラギメトルの名前と所有者としてアランの名前があった。「確かにありま
す。ありますが署名が必要です」
「アランから了承は取っている」
「アリス議員の署名です。なければ解除出来ません」
　ハンスは警備員の言葉に眉をひそめた。「議員の」
「はい。アリス議員の署名です」
　ルシエラは力が抜けた。来たくもないフォルタジアスに向かっておきながら、解析も出来ず新型の
マイスも受領出来ない。双方共に、達成するには議員の署名が必要と絶望的な条件がある。「あきら
めるしかないの」
「何で議員の署名がいるんだ」
「アリス議員と所有者が両方で提出したんでしょう」
　ハンスは苛立った。アランは議員の署名が必要だと言っていない。自分が新型を持っていると自慢
したいがためにフォルタジアスに行かせたのか。
　警備員は署名にファイルが入っているのに気づいた。ファイルを開き、内容を確認した。
「アリス議員に連絡を取りますか」
「取れるの」
「受領するクァンターが来たら連絡をしろと、記述があります」警備員はハンスとルシエラに内容を
見せた。訪ねてきたら連絡する旨の内容と共に連絡先が書いてある。
「取って」ルシエラは即答した。議員と連絡が取れれば、解析の了承ももらえるかも知れない。
「来て下さい」警備員は警備室に向かった。ハンスとルシエラは後に続いた。
　警備室は複数の端末が机の上に転がっていた。監視カメラからの映像が立体映像として周囲全体に
映っている。
　警備員は端末を取り、規定の位置に置いた。机にヴァーチャルなキーボードが浮かび上がり、回線
が繋がった。直通回線だ。ウィンドウに次々と認証用のコードを打ち込む画面が現れた。警備員はタ
イピングゲームのごとく正確にすばやく打ち込んでいく。コードの認証が終わった。回線が繋がった。
呼出中の表示が切り替わった。
『すみません、テレスです。ご要件を簡潔にお願いします』甲高い女性の声が響いた。
「アリス議員とアランの名でラギメトルを格納している、Ｅー１１５の警備担当の者です。クァン
ターがラギメトルを受領したいとの話でして、アリス議員の署名を求めています』警備員は端末から
ハンスのデータを送信した。
　しばらくの間、甲高い女性の声と、低音の女性の声が入り混じって聞こえていた。
『アリスだ。用件は聞いたよ』低音の女性、アリスの声が響いた。『本来、アランと土産話で盛り上
がるついでに解除する手はずになっていたのだがな。ハンスと言ったか。アランとの関係と、ラギメ
トルを受領に至る経緯を話してくれ』
「友人だ。ニウテラから撤退した際、襲撃したマイスの腕の鑑定の報酬として金と移譲の約束を受け
た」
　ハンスを払い除けてルシエラが端末の前に出た。「鑑定に議員の署名が必要って聞いてるわ。許可
を出してくれないかしら」
『二人いるのか。一方は女か』
「私はルシエラです。ハンスの付きでマイスの整備を担当してるわ。腕の鑑定はアランから依頼を受
けてるの。襲撃したマイスの正体を突き止めるにも必要で」
『突き止めた先は』アリスの冷徹な声が、ルシエラの言葉を遮った。『突き止めて何をする。一介の
クァンター如きが知っても意味はない。先に起きる戦いの予習でもする気かな』
　ルシエラの顔が強張った。「襲ったマイスを複合体が作っていて、極秘に襲撃依頼を出していた
ら」
　ハンスは驚いた。複合体が襲撃を支援しているとは聞いていない。仮に事実だとしても、自分達が
管轄する土地と人材を潰す理由はない。
「仮に複合体が襲ったとすれば、自分達の領地を自分達が襲ったって話になるわね。同じ勢力の争い
が表に出れば、派閥争いだとスプレアとガルキアが判断して見限るわ。いいえ、下手をすればフォル
タジアスに攻めて来るかもね。都合が悪いから許可がないと鑑定出来ないって決めてるんでしょ」
　しばらく沈黙が降りた。
『ルシエラと言ったか、前提は突飛だが考察は切れるな。在留資格があるなら、次の選挙に秘書とし
て推してやってもいい』
『推すだなんて、アリス様。ご冗談を』甲高い声の女性、テレスの声が響いた。
『真に受けるな』アリスの優しい声が聞こえた。『署名は私が直でないと解除できないシステムに
なっている。工場敷地内に行員が使うダイナーがある。落ち合おう』
「時間は」
『宿舎から３０分以内で向かう。番組でも眺めて待っているといい。テレス、切っていいぞ』
『場所の指定は』
『警備の人間を介して繋げているなら、案内で行ける』



『行き方ではなくて、警備が』
『私からすれば、ダイナーだか何だろうが、部屋を歩くのと同じ危険だ。むしろ、命が終われば戻る
かもしれん。分かったな。切ってくれ』
『はい』
　直後に回線が切れた。
　ハンスは不可解なやり取りに眉をひそめた。議員とあろう者が、一人のクァンターのため足を運ぶ
とは聞いた試しがない。
　警備員はハンスとルシエラの方を向いた。「ハンスさん、行きますか」
「行くよ、案内してくれ。警備はいいのか」
　警備員は監視カメラから映る映像のうち、一つに触れた。ＡＩ制御の記述がある。映像は監視のた
めに見えるが、実際には不審者や不測の事態の対処は自動化しているので、人が監視する意味はない。
映像はＡＩが正常に動いているか確認する、機械のランプと同じ役割だ。「案内程度の時間なら、離
れてても大丈夫だ」
　警備員は席から立ち上がり、敷地内に向かった。ハンスとルシエラは後をついていった。
　工場の敷地内は簡素にまとまっていた。人工物だけで作った都市なので自然の木々は存在せず、先
には幾何学的で平坦な工場と、試験場が奥へと続いている。
　工場の脇にある建物の中に入った。小奇麗な空間でシーリングファンが回っている。テーブルが並
び、工場の広報の映像が、奥にあるカウンターの上部に映っている。昼過ぎなので所々に空いている
席があり、隙間に工員が席に座って雑談で盛り上がっている。古臭い印象があるが、かえって斬新に
見える。
「大丈夫だ、帰ってくれ」
　警備員はハンスに頭を下げて出ていった。
　ハンスはカウンターに向かった。「コーヒーとパンジケイジョを１つずつ２人前で」ハンスはカー
ドを出し、読み取り機の上に置いた。電子音が鳴った。
「あいよ」係員は無愛想な声を出し、作り置きしてあるコーヒーをカップに入れた。次に丸いパンを
皿に５、６個乗せてカウンターの上に置いた。２人分を出した。
　ハンスとルシエラは皿とカップを手に取り、空いているテーブルについた。
　ルシエラは置いてあるシュガーポッドから砂糖をすくい、コーヒーに入れた。フォルタジアスは工
業都市で粉塵にまみれているため、食品の保存や加工技術がいい加減で味がまずいのが定番となって
いる。工員達も食べられてカロリーが取れればいいと判断しているため、全体的に油っこく濃い目の
味付きとなっている。コーヒーやパンデケイジョと言った軽い食べ物も当然、まずい。大量の砂糖や
チーズでごまかして食べるのである。ルシエラは事情を知っているので、大量にコーヒーに砂糖を入
れてから飲んだ。お湯に溶かした砂糖の味しかしない。
　ハンスはパンジケイジョを一個つまんで口に入れた。チーズ味のガムでも差し支えない。
　窓から見える外の景色を眺めた。代わり映えしない、無機質な工場の敷地が見える。
　時間と共に出入りする人が変わっていく。食べ物が減っていき、皿とカップには何もなくなった。
　２人の女性が入ってきた。一人は妙齢で白い髪に白い肌をしている。もう一人は初老で赤く肩まで
ある髪で、目つきはサングラスをかけていて見えない。ヤセ型でスラックスのスーツを着ている。工
場にいる人間には不釣り合いの格好をしている。
　ハンスは店に来た女性を見て、即座に議員と秘書だと分かった。席を立ち二人の元に向かった。ル
シエラも二人の元に向かった。
「あなたがアリス議員ですか」
　赤い髪の女は、ルシエラの声がした方を向いた。「私がアリス＝マルゲラだ。もう一人の気配が
会ったが、気のせいか」アリスはテレスに尋ねた。
　ハンスはアリスの言葉に苛立った。自分を無視するとは酷い女だ。
　ルシエラはハンスの態度を見て、軽く方をたたいた。「相手は議員よ」
　ハンスは一息ついた。「ハンス＝アリアントだ。クァンターだ」ハンスは手を差し出した。
　白い髪の女性が握手をした。「テレス＝シルヴァです。アリス議員の秘書をしています」
　ハンスはアリスが握手をしなかったのに怒りを覚えたが、ルシエラを見て落ち着きを取り戻した。
「俺を舐めてるんじゃないか」
　ルシエラは顔をしかめた。ハンスはアリスの仕草から、彼女が盲目だと分かっていない。ハンスの
耳に顔を近づけた。「分からないの、目が見えてないのよ」
　ハンスはアリスを見た。平然とした表情をしている。確かに目が見えなければ目の前にいる自分の
存在も、誰に握手をするかは分からない。自分の鈍感さを恥じた。
「席は」
　ルシエラは自分が座っていた席に向かった。ハンスは後をついていった。
　テレスはアリスの手を取り、誘導して席に向かい座った。
　アリスはテレスの隣に座った。
　店員がアリス達の席に来た。「ご注文は」
「コーヒーを人数分頼む」
「大丈夫です、私達は飲んでましたから」
「飲めなければ置いておけばいい」
　店員は対応に困った。
「人数分で頼みた
い。聞こえなかったか」アリスは明瞭な声色で言った。
「はい」店員は去っていった。
　テレスは端末を操作し、机に置いた。
「私から話をする。ハンスか、君はアランを友人と言っていたな」
　ハンスはうなづいた。「ああ」



「今フォルタジアスにいるとなれば、ガルキアが保護する前に撤退したとなる。まずは間違いない
か」
「ああ」
「状況と経緯を改めて話してくれないか」
　ハンスは一息ついた。「ルシエラと格納庫にいた時に襲撃を受けた。識別不明のマイスで、撤退す
る時にアランの援護を受けた。で、腕を切り落として回収したんで鑑定のため、フォルタジアスに向
かってくれと言われた。金とラギメトルを報酬としてな」
「アランは」
「ジョイアスに行くと言っていた。野菜、いや物資搬送でも行ったんじゃないか」ハンスは曖昧に
言った。
　店員が盆を持ってハンス達の席に来た。盆の上に、コーヒーの入ったカップが４つ乗っている。一
つ一つをテーブルに置き、カードを最後に置いて去っていった。
　カードは即座にテレスが回収した。
　コーヒーの、苦々しさと酸味が混じった匂いが席に充満した。
「回収した腕の鑑定に署名が必要だと聞いています。ぜひお願いしたいのです」ルシエラはアリスに
訴えた。鑑定が進まねば、何のために４億バルの大金を受け取ったか分からなくなる。
　ハンスはコーヒーを手に取って飲んだ。熱さで味を感じる余裕はなかった。
　アリスはハンスのコーヒーを飲む音を聞き、ハンスが席にいると分かった。男は女に比べ、飲み方
に配慮がない。
「ニウテラか。解析しても構わんが、何も得るものはない。得たとして我々を脅すツールにするかね。
無駄だよ、我々は関与していないのだからね」
　ハンスはコーヒーカップを置いた。「証拠はあるのか」
「ない」アリスは言い切った。
　ハンスはアリスの言葉に激昂し、身を乗り出した。「無いくせに関与してないと言い切るってな、
いい度胸だ」
　他の客は一斉にハンス達を見た。
　ルシエラは恥ずかしさを覚えた。「やめなさい」ハンスを引っ張って宥めた。
「お前に質問しよう。我々が関与していると信じる証拠はあるか」アリスはハンスを諭した。
　ハンスは引き下がった。証拠などは一切無い。単に自分の妄想が正解だと願っているに過ぎない。
「あるのを証明するのは簡単だが、ないのを証明するのは不可能だ。だからないとしか言えない。冷
静になれば分かる話だ」
　テレスは冷静な表情でコーヒーを飲んだ。
「複合体は、マイスが何なのか知っているのですか」
「言った通りだ。証拠がないので何も答えがない。君達の言う通り、私の知らない派閥かも知れない
しゲリラかも知れん」
　ルシエラは顔をしかめた。ガルキアが侵攻してきたマイスを破壊し、部品を回収したとなれば、
真っ先に設備のあるフォルタジアスに送ってくる。証拠がないと言った以上、部品は送ってきていな
いと見える。となれば、破壊したマイスの部品は回収していないと判断できる。回収する程でもない
量産品か、身内だったかになる。だが解析に許可を出している以上、身内の存在というのはあり得な
い。仮に身内だとしたら解析を受けるとバレるので許可を降ろさない。だがアリスは許可を出した。
疑いを知らないのか本当に関係がないのか、ミスリードを仕掛けているかだ。
　アリスはコーヒーカップに手を触れようとした。カップの取っ手がつかめない。テレスがアリスの
手元にコーヒーカップを動かした。カップを掴み飲んだ。
「署名を得るにして、条件がある。いや頼みとも言う内容かな」
「何だ」
「ルシエラ、お前はマイスを整備をしていると言ったな」
「はい」
「私の部屋に来て、話をしてくれ。年を取ると話し相手一人を探すのにも苦労する。まして地位が上
がったとなれば尚だ」
「今すぐですか」
　アリスはうなづいた。
　ルシエラはうつむいた。「失礼ですが、ハンスとと共に格納庫に向かいます。フローターの買い付
けもありますから」
「明日以降に隙間はあるか」アリスはコーヒーを飲み干した。
　ルシエラは飲み干したコーヒーカップを見て驚いた。砂糖を大量に入れないと飲めないコーヒーを、
何も入れずに飲むとは相当鈍い舌か、慣れすぎているかだ。「明日なら」
　アリスは笑みを浮かべた。想定した返事だ。自分としても都合がいい。「ならいい」アリスはテレ
スの体に触れた。
　テレスはカードを出して机に置いた。青いカードで、フォルタジアスのマークが付いている。
「明日以降ならいつでも構わん。議会ビルの宿舎に来てくれ。警備に話はつける。後はロビーで待つ
だけでいい、案内をする。避けても外に出られんよう、ターミナル諸々に通達をしておく」
　ルシエラはアリスの言葉に驚いた。圧力をかけてでも話がしたいのか。
「夜でもいいのか」ハンスはアリスに尋ねた。
「フォルタジアスに昼夜の概念は薄い。ババアの説教話で襲ってくる睡魔に勝てるなら、深夜に来て
もいいぞ」
　テレスは端末を操作し、机に置いた。署名のウィンドウが浮かび上がった。アリスの手元に端末を
出し、指を掴んで液晶の部分に触れさせた。電子音と共に、認証が完了した旨のウィンドウが浮き上
がった。
「では明日に会おう。楽しみにしているよ」



　アリスは席を立った。テレスは端末を手に取り、立ち上がった。
　テレスはアリスの手を取り、カウンターに向かっていった。
　ルシエラは二人の様子を見ていた。
「変わった人ね、宿舎に呼びつけもせずに自分達から来るなんて」
「別にいいんじゃないか。署名を取ったから」
　テレスはカードをカウンターに出した。店員はカードを読み取り、返した。アリスを連れて外に出
た。
「俺達も出るか。格納庫に行けばいいんだろ」ハンスは席を立った。
「ええ」ルシエラも席を立った。勘定はテレスが払ったと見ていい。格納庫に向かい格納庫を解除し
てもらえば、ラギメトルが手に入る。目的の一つが達成できると分かり、アンドの吐息を漏らした。
　アリスはテレスに付き添い、後部座席に乗った。ドアは自動で閉まった。
　テレスは運転席に乗り、行き先を選んだ。自動で運転が始まった。「印象は」
「アランが戻ってきたら説教でもしてやろうと息こんでたんだがな。別人とは言え、ニウテラから出
た人間がいるとなれば、ガルキアにとって不利になる。マイスの解析結果次第では、方針を変えるや
もしれん」アリスは淡々と言った。今、ガルキアはニウテラを所属不明のマイスから保護している声
明を出している。マイスの正体が分かれば、ガルキアにとって不利になるのは言うまでもない。不明
だからこそ保護の名目が通るからだ。勢力がわかっていれば、守るのではなく攻める方にシフトして
たたけば終わる。保護名目で占領をする意味も理由もなくなる。「パパには状況を伝える。結果が出
るまで待ちに徹した方がいい」
「待ちの間に成果物を回収したら」
「神の棺計画で約束をしたはずだ。誰が使おうと、本来の目的であれば問わないと」
「別の目的で使う可能性は」
「政治目的で取ったなら、使わないよ」アリスは平然と言った。強大な兵器は戦争において終わりの
合図となるが、他にカードがないとアピールしているのも同然となる。戦争を終わりにする交渉を、
カードがない状態で望むのは間抜けでしかない。抑止力として持っているだけで有効なので、使わな
くなる。「成果物は使わなければ意味はない。プランの一部として組み込んでいるのだからな。勿体
つける政治屋に渡れば終わりだ、奪ったなら、脅してでも我々が取らねばなるまい」
　テレスは何も返事をしなかった。ずれが起きつつある。

　ハンスとルシエラは試験場に足を踏み入れた。警備員や工員に質問を受けても、アリスの署名を見
せれば簡単に道を譲った。ロビーに入った。
　薄汚れた空間の空中に、ウィンドウが幾重にも移っており、試験場の使用や開発状況が随時更新し
ていた。人々は試験場を通して映るマイスや兵器の試験状況や動きを見ていた。試作しているマイス
や兵器を購入する際のの参考にするためだ。奥には受付があり、工員やクァンター、整備士と言った
マイスに関連する人々と担当者がやり取りをしている。
　ハンスとルシエラは受付に向かい、手が空いている担当者の前に来た。「すみません」ハンスは端
末とカードを出し、重ねてデータを移した。「格納庫のマイスを出してテストをしたいんだが」受付
の人にカードを差し出した。
　受付の人はカードを受け取り、読み取り機の上に置いた。ハンスの個人情報と状況が浮かび上がっ
た。情報を見て、手元にあるキーボードで打ち込みを始めた。周辺にウィンドウが幾重にも現れる。
「はい、格納庫は解除出来ます。フローターに運び出しますか」
「調整してから運び出す。明日か明後日には」
　ルシエラが身を乗り出した。「調整場は使えるかしら。当分の間調整に使いたいの。模擬戦もお願
い」
「おい、話に割り込むなって。調整してさっさと出よう」
「調整って簡単に言うけどね、マイスは複雑なのよ。本番一発で出して動かなかったら死ぬわよ」
　受付の人は、二人のやり取りの対処に困った。「ケンカはお止めください」
　ルシエラは受付の人の言葉に我に返った。「すみません」
　ハンスは腕を組んだ。「どうぞ」
　ルシエラは咳払いをした。「調整場は出来れば本日中からお願い。模擬戦前後の調整も含めて３、
４日ね。１日中借りるけど大丈夫」
　受付の人はキーボードをたたいた。調整場の場所とスケジュールが映った。「調整場ですが、空い
ているのがＲ調整場ですね。遠くなりますが構いませんか」
　ルシエラは現在地とＲ調整場を交互に見た。重工業区域の中央付近に有り、住居区域と重なる場所
である現在地からバスを経由する程に遠い。他の調整場のスケジュールを見た。空いている時間はあ
るにはあるが断片的で、物資やマイスを都度運ぶ必要がある。置いたままに出来る方が楽だ。「Ｒ調
整場でお願い」
「分かりました。課金が必要です。模擬戦の場合ですと」
「ガレージはそのまま、整備場の貸し切り期間は最初にマイスの動きを見て決めるわ。後模擬戦は公
開でお願い。視聴料で経費は少しくらい浮くでしょ」
　受付の人は、ルシエラの矢継ぎ早な注文を受け止め、キーボードで打ち込んだ。スケジュールや空
き状況、模擬戦の相手の登録状態が次々と映る。
　ハンスは、処理を淡々と行っていく受付の人の技量に驚いた。「コンピュータに任せた方が早くな
いか」
「機械は融通が利かないわ。特に人の注文はね。だから人頼みになるの」ルシエラは閉じては現れる
情報を眺めていた。ウィンドウのうち、模擬戦のスケジュールに空きがある。



「模擬戦は難しいですね」
「空いてるのに」
「人がいないんです。新人ばかりでして、ベテランの相手は務まりません」
「確かにね」ルシエラはうなづいた。最近はシミュレーション上で調整し、出たデータをターミナル
の整備班に渡すか付きの整備士に任せればいい。大規模な場所が必要なうえ、損害やけがの危険があ
る模擬戦をする必要は薄れている。調整から新人の訓練と修練の場所へと変化している。
「ランクの調整か。単に調整するだけだから誰でもいい。格下なら運動性能を、格上なら耐久性能の
調整ができる」
　受付の人は模擬戦の申請をしている人物のリストを出した。「誰でもいいなら私どもで選びます。
最短で１０日になりますが、待てますか」
　ハンスはルシエラの方を向いた。「待てるか」
　ルシエラは憤慨した。「何で私に聞くのよ」
「俺は調整が終わらないと仕事ができないからな、待てと言えばずっと待ってる」
「私もよ。マイスとフローターがないとまともに仕事ができないんだから、待つしかないわ」
　ハンスの前に別のウィンドウが現れた。調整場の案内だ。今日から４日間使用できる。
「調整場に関しまして、考慮の結果以上になります」
「問題ないわ」
　ハンスは眉をひそめた。「４日で大丈夫か。模擬戦まで１０日もある、６日も空きが出るのはまず
いだろ」
「模擬戦の前後に場所を確保してくれるから、大丈夫よ」ルシエラは受付の人の方を向いた。
「了承しますか」
「はい」
「分かりました。では保証金をお支払いください」ハンスの元に、支払金額が映った。
　ハンスは金額を読まずに了承のボタンに触れた。ウィンドウが消えた。金なら４億バルもの金額を
もらっている。支払いには何も支障はない。
　受付の人はウィンドウを見て、送金が完了したのを確認した。
「ありがとうございます。相手と場所が次第連絡をします」
　受付の人は机の上においてアルカードホルダーからカードを取り出し、読み取り機の上に置いた。
データをカードに移した。まもなく移し終わった旨のダイアログが浮かび上がった。カードを手に取
り、ハンスに差し出した。
　ハンスは手を伸ばすも、直前にルシエラが手を出してカードを手にした。「ありがとう」受付に背
を向け、ベンチのある中央に向かっていった。
　ハンスはルシエラの後をついていった。「俺が取るカードだぞ」
「金が絡むのよ。金銭感覚のない人が持ってても無意味でしょ」
　ハンスは顔をしかめたが、間もなく穏やかな表情になった。切り抜けるだけの金があれば十分だ、
くれてやる気で預けておく。
　ルシエラはベンチに座り、空間内に映っている模擬戦を見ていた。武器とフローラルデバイスにプ
ロテクターを付けたマイスが１対１で戦闘を繰り広げている。本来はテストと調整を兼ねているのだ
が、興行として一般に公開している場合もある。動きや状況を観察し、新型のマイスの動きを頭に刻
み込む。
　ハンスは立った状態のままでウィンドウに映るマイスの模擬戦と結果を見ていた。
「すみません」中年の男がハンスに声をかけた。「ハンス＝アリアントさん、ですよね」
　ハンスは中年の男の方を向いた。工員の格好をした小太りの男だ。
「ウェイブと言います。マイスの格納庫にご案内致します。付いてきて下さい」ロビーから通路に向
かっていった。
　ハンスとルシエラはウェイブの後をついていった。
　工員が行き交う通路を通っていく。チューブ状で分岐が有り、中央に動く歩道が設置してある。油
臭さとオゾンが混ざった匂いが渡っている。ルシエラはこらえているが、ハンスは抑えきれず咳き込
んだ。
「大丈夫ですか」ウェイブはハンスの方を向いて尋ねた。
「気にするな」ハンスは咳き込みながら言った。
　分岐していく通路を通り、格納庫のギャラリーに出た。構造が体育館に近く、多くのマイスが組み
立て途中や膝を付いて座った状態で置いてある。整備士の怒号と随時搬入、搬出するマイスの駆動音
と足音が反響している。
　ウェイブは人を避けながら、下の階に通じるタラップに向かっていった。ハンスとルシエラは後を
付いていき、下の階に降りた。
　床は金属製で、整備士やクァンターが交渉をしている。下っ端の整備士は、作業中の整備し指示に
従い、部品を運んでいる。
　ウェイブは人や転がっている部品や箱を避けて奥へと進んでいく。ハンスやルシエラも人を避けて
進んでいった。足を止めた。「着きました」
　ハンスとルシエラは、ウェイブの先を見た。青く半透明の層を重ねたフローラルデバイスを装着し
た状態で、膝を付いて座っているラギメトルの姿があった。隣には外付け武器のラックが有り、スピ
アや細身の電導刃、グルパスと形状の異なる背部ユニットが立てかけてある。
「組み立て済みなの」
「即座に使えるまでに整備しろと、アリス議員が命令していました」
「念には念を入れていたのね」ルシエラは武器のラックの方を向いた。専用機とは言え、グルパスは
古い機体だ。万が一に備えてすぐに乗り換えが出来るよう、配慮していたと見える。現に武器ラック
にはニウテラで見た武器と同質の武器が置いてある。
「武装も移譲出来るの」



「使いこなせれば」ルシエラの質問に対し、ウェイブは適当に返した。「癖が強い上に後ろに引っ張
る感じがあるらしくて不評なんですよ。実際のテストもアランを除いて出来なかったって話です」
「確かに、重そうね」ルシエラは腕を組んだ。補助腕を使って背部ユニットを前方や速報に回せば重
心が大幅に、かつ急激に偏る。スタビライザーをつければカバーできるが、重くなるので動きが鈍る。
かと言って自動では対処に遅れが出る。アランはよく扱えたなと感心した。
「すぐに出せるのか」
「問題なく」
「調整場まで運んでおいて」ルシエラはカードを取り出した。
「ほら、出しなさい」
　ハンスは渋々端末を出し、ルシエラからカードを取って重ねた。調整場の場所が映った。
　ウェイブは場所を確認した。「Ｒ調整場ですね。３時間もあれば着きます。先に行って待っていて
下さい」
　ウェイブは近くにいる整備士の元に向かい、声をかけた。
　整備士は嫌そうな表情をした。
　ウェイブは必死になって整備士を説得した。
　周囲で作業をしていた整備士達は作業を止め、ウェイブの周りに集まってきた。
　ハンスはウェイブ達の様子を見た。整備士達がウェイブと議論を交わしている。当面時間がかかる
と判断し、映っている地図に従って出口に向かった。
「先に調整場に行くから」ルシエラはウェイブに声をかけ、ハンスの後を付いていった。
　ハンスとルシエラは案内に従い、外に出た。
　外は雨が降っていた。排気からビルや道路にかかるアクリルの屋根はなく、地面をぬらしていた。
　ハンスは傘を持っていなかったが、ルシエラが持っていた。
　ルシエラは傘を開き、ハンスが中に入って共に道を下っていった。ハンスが端末から出力している
案内では、道を下り比較的地面に近い場所に工業区域内を巡るバスのステーションがある。ステー
ションは屋根が付いていた。
　ルシエラとハンスは屋根の下に入った。ルシエラは傘を閉じた。
「いつの間に持ってきたんだ」
「天気予報を見なかったの、今はよく降るって言ってたでしょ」
　隣にいる工員が、二人を睨んだ。「静かにしろ」
　ハンスとルシエラは黙った。
　ステーションで待っていると、巡回バスが遠くの道路から来た。バスがステーションの前で止まり、
昇降口から工員達が降りてきた。一般客は殆どいない。
　ハンスは行き先を間違えたかと、端末から浮き上がっている地図を眺めた。バスに乗ってＲ調整場
に向かうルート案内が映っている。
　ルシエラはハンスの服を引っ張った。
　ハンスはバスに乗り込んだ。間もなくバスのドアが閉まった。
　バスが走り出した。金属で構成した建物と設備が並ぶ工業地帯を突き進んでいく。
　ハンスとルシエラは景色を眺めていた。窓からは天に突き上げる中枢ビルが雨を通して夕日に染ま
り始めていた。
　バスはステーション前で止まった。
　ハンスとルシエラは、工員の流れに従って降りた。通路を通っていき、Ｒ調整場に立ち入った。
　受付の前に来た。
「すみません、ウェイブからマイスを搬送する約束をしたルシエラと、クァンターのハンスです」ル
シエラはハンスの方を向いた。
　ハンスはかしこまった姿勢を取った。「ハンス＝アリアントだ」懐からカードを出し、受付に渡し
た。
　受付はカードを読み取り機の上に置いた。状況が手元に映った。
「ハンス＝アリアントさんですね。本調整場に搬送しているマイスと武装一式があります」
　ルシエラの手元にデータが映った。搬送の状況と格納先に関する内容だ。調整場の近くにあるガ
レージに保管するので、持ち出しは各自で行うと書いてある。
「フローターから運び出した荷物も一緒に保管できる」ルシエラは、受付に尋ねた。フローターから
運び出した荷物も一括して保管しておいた方が、荷物のガレージと調整場のガレージとを別個に扱う
より費用が少なくてすむ。持ち出しも楽になる。
「構いませんが一般のガレージと違うので、搬入と搬出に手間がかかります」
「大丈夫よ、自分でやるから」ルシエラは自分の端末を操作し、場所と格納している内容物のリスト
を立体映像で映し出して受付に見せた。クァンターと異なり、データを渡すカードがないので直に見
せるしかない。
　受付は一通りの映像を見て、手元のキーボードをたたき始めた。「搬送は１両日あれば運び出しが
出来ます。但し人員と荷物量に比例します。請求は後払いとなります」
　相場のリストがルシエラの前に映った。人員と日数、運び出す量に比例して上がっている。
「クレジットならいくらでもあるわ」ルシエラはハンスの方を向いた。ハンスはうなづくしかなかっ
た。女を知る男は、女の要求に明確な拒否が出来ないのを知っている。
「分かりました。では本日中に人員を手配し、明日より運び出します」ルシエラの前から相場のリス
トが消えた。代わりに調整場の規約が映った。細かい上に長く、一見程度では何も理解できない。
「移してくれ、搬入を確認したら見る」
　受付はキーボードをたたいた。カードの上にコピーを開始した旨のダイアログが現れた。間もなく
完了して消えた。
「以上です。期間は契約通り４日となります。撤収を含めた期間なので気をつけて下さい」
　受付はカードを手に取り、ハンスに差し出した。ハンスは受け取った。半透明のカードの中央がわ



ずかに黄色く光っている。カードの書き込みを行った証拠だ。
「先に見に行きましょ」ルシエラは調整場のフィールドに向かった。ハンスは後をついていった。
　フィールドは観客のいない、乾いた砂地のスタジアムだ。マイスや整備士、クァンター達がひしめ
き合っていて、一種のリハビリステーションの形相をなしている。観客席と場の間には堅牢な壁と水
族館で使う程の厚さを誇るアクリルガラスが遮っている。巻き散る砂や衝撃が入らない。観客席の
所々に簡易ながら指令室が設置してあり、整備士やオペレーターが指示を出せるようになっている。
調整は格納庫内で行うのが普通だが、大掛かりな調整は外でなければ出来ない。１２メートル程もあ
るので、全体を動かして調整するにはスペースがない。人里離れた場所で調整するのも有りだが、必
要な道具の発注に支障をきたす、初期不良に対応できない問題がある。受領したばかりのマイスは調
整上に運び出してチューニングや初期不良の確認、メンテナンスの手順を把握するのが当然となって
いる。
　ハンスとルシエラはマイスの調整風景を見ながら、観客席を回って関係者用の出入り口に向かった。
ガレージの直結通路になっている。薄汚れた暗めの通路を通って指定したガレージに入った。
　ガレージの内部は１つの個室となっており、一軒の家ほどのスペースがあり、マイスが直立しても
天井に付かない高さになっている。先には搬送通路があり、ラギメトルの武装や予備部品を整備士や
輸送班の人達が運び込んでいる。隅に備え付けの工具類とボックスが置いてある。
　ルシエラはボックスを開けて中身を覗き見た。一通りの真新しいツールがある。触れて軽くいじっ
た。金属部分が柔らかく、使い捨ての安物だとわかった。
　ハンスは整備士に近づいた。「ラギメトル本体はまだかよ」
「焦るなよ、本体の搬送は終わってるよ。今外にある」
　ハンスは武装を見上げた。「武器を早く置いても困るんだよな」
「軽いから先に運べたんだ。本体は間もなく来るよ」整備士は搬送口に向かった。
　武装を運び出していたトラクターは出ていった。別のトラクターが搬入した。ラギメトル本体を乗
せた台が搬送してきた。
　ハンスは笑みを浮かべた。
　トラクターは、輸送班の誘導により奥に入り定位置で止まった。
　整備士達がラギメトル本体を押さえつけているワイヤーをテンポよく外していく。格納庫で見た状
態と同じになった。
　トラクターがラギメトルの乗っている台を切り離し、搬出口から出て行った。
　整備士達と輸送班は各々の状況をチェックし、互いに話し合いハンスの元に向かった。「搬送終わ
りました」手元に持っている端末を操作した。サインを示すダイアログが浮かび上がった。
　ハンスは指でダイアログをなぞり、サインをした。ダイアログが閉じた。ズボンのポケットから財
布を取り出し、整備士と輸送班の数を目で確認して人数分の紙幣を出した。整備班の一人に差し出し
た。
　整備班は受け取り、去っていった。
　全員出て行き、搬送口が閉まった。
　ルシエラは床から伸びているケーブルと台が接続しているのを確認した。電力
の確保は出来ている。端末を取り出し、台に繋いで操作を始めた。鈍い音を発し、端末に電力のグラ
フが映った。徐々に伸びていく。マイスに電力が伝わっていく。
「まだ乗れないのか」
　ルシエラはハンスの言葉を無視して状況を観察していた。ナルゲムならフローラルデバイスに火が
入っている頃だが、ラギメトルには素振りがない。性能が高い分、始動するのに必要なエネルギーも
大きい。
　エネルギーのグラフが一気に下がった。同時に、フローラルデバイスに鈍い紫の光が現れた。火が
入った。
　ルシエラは安堵し、備え付けのはしごを伝って台に上がってラギメトル腰部に向かった。脇のフ
ローラルデバイスに隠れている内部部分を観察した。ナンバーが書いてある。端末を取り出し、内蔵
しているカメラで撮影して読み込んだ。ナンバーとラギメトルの製造リストを照合し、端末に登録し
た。
　ハンスもはしごを伝って台に上がり、ルシエラの隣に来た。「何をしてるんだ」
「リモートの照合よ」ルシエラの眼前に、次々とウィンドウが現れた。
腰部の操縦席を固定しているネジが回転して緩み、操縦席がスライドして現れた。
　ハンスは今まで乗っていたナルゲムと異なる機構に驚き、搭乗した。シートが自動で重心を読み取
り、エアで硬さを調整する。
「シートの感触は」
「大丈夫だ」
　ハンスは脇にあるスロットを確認し、１つ目のカードを入れた。マイスの基礎データ内にある記憶
データを偽るカードで、入れないとクァンターの脳内とマイスの記憶認証で不一致が起きる。次に癖
を是正するためのカードを入れた。操縦席がマイスの中に入った。
　ライトが点灯し、全体を照らす。操縦席内のコンソールに触れると、上から腕を覆うカバーが降り
来てかぶさった。同時に下から脚にカバーが伸びて覆いかぶさる形で固定した。共に筋電位を読み取
るセンサーと、手足の衝撃を防ぐ軟体組織で構成したカバーになっている。
内部のセンサーがハンスの脳波を読み取り、認証を行った。カードにより認証を偽っているので問題
なくチェックが完了する。立体映像が浮かび上がり、マイスの各部位と接続のチェック状況が映る。
次にクァンターの状態をシートや手足のカバーから読み取り映し出す。脈拍や脳波状況、健康状態が
映り起動画面に入る。
　全体の光景が周囲を覆い尽くすモニターから映った。ガレージの様子だ。情報を示す立体映像はナ
ルゲムに比べてアイコンや表示が異なっているものの、位置と情報内容は同じだ。
　ラギメトルと台とを固定しているフックが外れていく。フローラルデバイスから紫の光を発してい



く。フローラルデバイスがアイドリング状態に入った。
　ラギメトルが立ち上がった。
　ルシエラはラギメトルを見上げた。「ハンス、調子は」
　ハンスはモニターから映るルシエラを見た。端末を持って驚いた表情をしている。「動きは良好だ、
調整場に出る」
　ルシエラはハンスの言葉に驚いた。『駄目よ、ハードの調整が終わってないのよ』
「軽く準備運動するだけだ、壊れないさ」
　ハンスは脚に力を入れた。脚の筋電位を読み込んだ。
　ラギメトルは台から一歩を踏んだ。ルシエラは踏み潰れないよう離れた。ガレージの出入り口を見
た。緩やかに扉が開いた。ハンスが入口を照合したのだ。
　ルシエラは不安になりながらも、ラギメトルの様子を見守った。新型のマイスが動いている姿に不
安と同時に、初めて自分の手で組み立てたプラモデルを見た時に似た安堵感を覚えた。自分の手元で、
手の届かなかった新型のマイスが動いている。
　ラギメトルは外に向けて歩き出した。振動がガレージに響く。間もなく外に出ていった。
　ルシエラは端末をポケットに入れて通用口を通り、調整場に駆けた。調整場に出ても勢いを止めず、
近くにある司令室のドアに触れて押した。開かない。
　ルシエラはポケットから端末を取り出し、ドアの前にあるセンサーと重ねた。リレースイッチが切
り替わる音がした。ドアノブに手を駆けて開けた。
　内部は曇りの付いたアクリルガラスで区切ってあり、オペレーターの状況や音声がもれない仕組み
になっている。
　ルシエラは上にランプが点灯してないドアを開け、中に入った。
　誰もおらず、調整場を見回すドアと古めの機械類が置いてある机と椅子しかない。
　ルシエラは喘ぎを抑えるために深呼吸しつつ、計器に近づき端末を読み取り機の上に置いた。認証
を示すウィンドウが浮かび、メニューが現れた。椅子に座り、机に浮かび上がったキーボードで打ち
込み操作をした。ラギメトルの認証ナンバーを入れ、照合して状況を調べた。
　ラギメトルの状況が窓に映った。調整上の天井にかけてあるカメラが、ラギメトルの位置を調べて
追いかけている。地面から浮いた状態で、スラロームの動きをして外周を回っている。
　ルシエラは机に置いてあるインカムをかけた。「ハンス、聞こえる」
　しばらく経った。『ルシエラか。見ろよ調子いいぜ。加速も旋回もナルゲムと違って滑らかでよ』
　ラギメトルは急旋回をして立ち止まろうとした。片足がもう一方の脚に当たり、バランスを崩して
転んだ。砂ぼこりが舞う。
　ルシエラは呆れた。ナルゲムと同じ感覚で旋回をすれば、性能が異なる以上ズレが起きてバランス
を崩す。転んだ所に近くにいたマイスが駆けつけ、手を出して起こした。
『悪い悪い、違和感があるみたいだ』
　ルシエラは起き上がったラギメトルの脚部を見た。違和感を覚え、窓に触れてラギメトルの映像を
拡大した。脚部の板バネが緩んでいるのを見つけた。腕や腹部の板バネにも緩んでいる。「操縦の問
題もあるけど、板バネが緩んでるからテンションが伸びきれなくなってるわ。今日は調整できないか
ら戻って」
『緩み程度でか。なら自分ですぐ直す』
「バネ一つ締める工具がないわよ」
『ボックスに入ってたろ』
「やわらかすぎて使い物にならないわ。大体、素人が締めた程度で対処できるなら整備士なんていら
ないわよ。バネ締めなかったせいで死にましたって、笑い者になりたくなかったら戻りなさい。いい
わね」
『仕方ねえな』ラギメトルは浮かび上がり、引き返した。
　ルシエラはインカムを外し、端末を手に取った。機械の動作が止まった。背を向けて出ていった。
　ラギメトルはガレージに戻っていった。

　ハンスはホテルを予約した。ルシエラも同じ部屋に入った。短期滞在用のスイートルームで、一通
りの設備が整っている。
　ハンスはベッドに寝転がり、窓から見える夜景を眺めていた。景色は真っ黒の中、工場と中枢ビル
群の明かりが照らしていた。
　ルシエラは机の上で打ち込みを行っていた。ラギメトルのスペックと、ハンスが動かした状態とを
比べて明日に調整する部位を調べている。机の上に幾重にも渡ってデータが浮かび上がっている。
「素直に寝ようや。明日でもいいだろ」
「ラギメトルを受領した時、今調整するって言ってたでしょ。引き上げたら明日にしろって都合がい
いわね」
「怒るなって。俺だって新型を動かしてみたくなったんだ。融通利かせるために板バネ緩めてたって
知らなかったんだ」
　机に置いてあるハンスの端末から、ウィンドウが浮かび上がった。ダイレクトな音声通信だ。ウィ
ンドウに浮かんだ通信元を見た。日用品を格納しているガレージから、ラギメトルのあるガレージま
での輸送を請け負った組織だ。
　ルシエラは机をたたいた。「こんばんは、ルシエラよ」
『ハンス＝アリアントではないのですか』
　ハンスはベッドから起き上がり、ウィンドウの前に近付いた。音声のみで顔写真や映像の類はない。
「ハンスだ、トラブルでもあったか」



『搬送作業に問題有りません。明日には運び出します』
「深夜なのにご苦労だな。用件は」
『搬送中に議会から依頼が有りまして、確認のために連絡した次第です」
　ルシエラの頭の中で光が通過した。「議会って、回収したマイスの腕ですか」
『知っていましたか』
　映像が切り替わり、議会からの依頼書が映った。
　ルシエラとハンスは依頼書を眺めた。ニウテラ似て回収したマイスの腕部は議会側で回収し分析す
ると決定したため、差し押さえると言う文面だった。
「ハンスのマイスを調整しているルシエラよ。回収するってのは、所有者が変わるって意味」
『分かりません。我々は文面を持った役人から受け取っただけです。いかがしますか』
　ルシエラはため息をついた。議会が押さえると判断したのだ、回収した腕部には自分達に回したく
ない情報を含んでいると見える。となれば、結果は非公開となる。「鑑定の時間と料金は」
『議会が押さえるんですから、料金は議会持ちでしょうね』適当な声が響いた。
「考えさせて」ルシエラはベッドに腰掛けた。
　ハンスはベッドに近付いた。
「解析するとまずいと判断したのね」
「派閥争いがバレるからか」
「分からないわ、でも重大な何かがあるって議会側で判断したのは確かよ」
　ハンスは渋い表情をした。「情報が非公開となれば、アランの頼みが無下になる。友の約束すら守
れないのか。抵抗する手段はないか」
　ルシエラは首を振った。「議会に歯向かうなんて出来ないわ」
　ハンスはうなった。「明日、アリス議員の元に行くしかねえ。フローターの買い付けは後回しにな
るな」
「仕方ないわ」ルシエラは机に近付いた。「構わないわ、議会に回して。他の荷物はガレージに搬入
して」
『分かりました』
　ウィンドウが消えた。
　ハンスは机に乗った自分の端末を見ていた。自分が持ち込んだマイスの腕が黄昏を呼ぶホルンにな
らないかと不安になった。
　ルシエラはハンスの方を軽くたたいた。「私達がいくら頭の中をこねくり回しても無理よ。まず議
員に会ってカードを引きましょ」
　ハンスはベッドに向かい、寝転がった。やましい内容でもあるのかと思考が巡っていく。次第に蜘
蛛の巣と化した思考が眠気を引っ掛け、意識を奪っていった。

　翌朝、ハンスとルシエラは車に乗っていた。テレスが運転席に乗っていた。車は中枢ビル群へと向
かっていた。
「迎えが来るとは意外だった。議員って職業は暇なのかね」
「やめなさい」ルシエラはハンスを諭した。
　テレスは笑みを浮かべた。「構いませんよ。閉会しているだけです。四六時中開いていたら誰でも
疲労で倒れます」
　ハンスは外の景色を眺めた。中枢ビル群のエリアに入った。狭い区域に超高層ビルが生えていて、
密林を形成している。幹線道路が区域を螺旋の如く周回する設計になっていて、更に道路が細かく伸
びている。道路は地面についておらず、むしろ１００メートル以上の高い位置にある。
　車は幹線道路を外れ、ビル群の中央を突っ切る道路に入った。道路から脇道にそれ、ビルの中に
入った。駐車場の入口にゲートがあった。車が近くに来るとゲートが開いた。駐車場にはハンスが搭
乗しているのに似た車がまばらに停まっていた。
　車は適当に空いている場所に駐車した。
「着きました。ロビーへ案内します」
　テレスは車を降り、ビルの入口に向かった。
　ハンスとルシエラも車を降り、テレスの後に続いた。
　入口のドアが開いた。テレス達はロビーに入った。
　ロビーは白を基調とした明るい空間で、赤いソファと白い机が規則正しく並んでいる。壁にフォル
タジアス全体の航空写真や、政治中枢ビルの写真が簡素な額縁に入って飾ってある。
　ソファにはアリスが座っていた。
　テレス達はアリスの元に近付き、耳にかけているイヤホンを取り上げた。「昨日連絡をしましたハ
ンス＝アリアントとルシエラ＝ウォルトをお連れしました」
　アリスは声がした方を向いた。「連れてきたか」
　ルシエラは頭を下げた。「すみません、解析の件で突然連絡をしてしまいまして」
「いつでも構わんと言ったろ、気にするな」アリスは席を立ち、ソファに置いた杖を手にした。テレ
スはアリスの手を取った。「ハンスを連れてきたと言ったな」
「俺ならいるが」
「お前はロビーで待機しておけ。ルシエラに用がある、付いてこい」
　アリスはテレスが掴んでいる手を振った。
　ハンスは苛立った。連れてきておきながら、待っていろとは身勝手だ。「待ってくれ、俺は何で連
れてきたんだ」
「分からんのか。女一人で来れば年寄り連中が集まりだすのでな。男が付いてくれば、自然と離れて



動きやすくなる」
「只の護衛かよ」
「待っている間は好きにして構わん。議員など元々無礼講な連中だ、咎めはしない」
　テレスはアリスを連れてロビーからエレベーターホールに向かった。ルシエラは後をついていった。
　ハンスはソファに座り込み、天井を見た。白い天井と照明が目に刺激を与える。端末を取り出し、
操作した。ウィンドウが幾重にも開く。フローターのガイドが開いた。まだフローターを買っていな
いので、目星を立てておく必要がある。フローターの立体映像がウィンドウの前に映る。同時にアリ
スの口ぶりを浮かべた。誰かに似ている。ハンスは頭の中に釣り糸を垂らした。記憶の魚を引っ掛け、
釣り上げれば分かると想定した。
 エレベーターホールには白と黒を基調としていて、飾り気はない。エレベーターの扉が並んでいた。
一つ一つが業務用と間違えるほどの大きさだ。扉の前の床は黒いパネルになっている。
 アリスとテレスはエレベーターの前に来た。電子音が鳴った。扉の隣にある液晶画面から、エレベー
ターの現在の移動状況が浮かび上がった。
 ルシエラはアリスの後ろに来た。
 アリスは自分の後ろで足音が止まったのを聞き取った。
 エレベーターの扉が光を放った。同時に電子音が鳴り、扉が開いた。
 テレスはアリスの手を引っ張った。「場所は」
「空いているアーカイブへ」
「はい」テレスはアリスと共にエレベーターに乗った。
　ルシエラは後をついていき、エレベーターに乗った。
　エレベーターの中は床と天井を除き、透明なアクリルガラスで構成している。紫外線を遮るため、
黄色のフィルタを張り付けている。天から降りしきる雨と共に、隙間から日の光が差し込んでいる。
中枢ビル全体から地上を這いつくばる工場と高層の重工業地域、蛇の如く周囲を取り巻く道路が見え
る。
 　テレスの手元に建物の階層が立体映像で浮かび上がった。手を触れて操作し、アーカイブの階に触
れた。『Ａｐｒｏｖａｃａｏ』の文字が映り、間もなく消えた。
 　エレベーターが上昇し、時間が映った。
 「君の経歴はテレスが調べてくれた。ガルキア出身のメカニックとはね」
 「いけない」
 　アリスは笑みを浮かべた。「ケンカ腰になっても何も出ない。ニウテラを襲ったマイスの腕につい
て、メカニックの立場から意見を聞きたい」
 「板バネの構造からして違うわ。記憶やデータにもない。部品からして合わないのが多いから、規格
品の量産型ではない別の、設計思想から特注の機体よ。でも、ニウテラを襲ったマイスは多数いた。
大がかりな工場でも作らない限り無理ね。背後に大掛かりな組織があるわね」
「大がかりな組織が複合体、派閥争いで持ち出したマイスだと結論付けるかね。だが違う。クァン
ターは依頼がなければ動かない。いや動けないと言っていい。特に大がかりな依頼はな。大体依頼は
国家でなければ複合体で一括管理している。反乱があれば筒抜けになって先手を取っているよ」
「まさか外の存在、異世界から来た兵器だって言うの」
「マイスだよ。紛れもなくね」
「把握していないのに分かるの」
「マイスには、マイスでしか戦えない」
　アリスの言葉にルシエラは驚いた。ニウテラを襲った機体はアランのグルパスが破壊した。マイス
以外の存在なら、マイスをもっても対抗できないか他の兵器で撃破できるかだ。マイスでもってしか
破壊できないなら、相手はマイスか同等の存在だ。
　エレベーターが止まった。電子音が鳴りドアが開いた。
　テレスはアリスの手を取り、エレベーターから出て行った。
　ルシエラはアリスの後をついていった。
　３人は廊下を歩いていき、一つの扉の前に来た。テレスは扉の前に手を触れた。扉が幾何学模様に
分裂して開いた。
　中は球体の内部となっている。通路と立っている場所は透明なアクリルとなっており、真下も見え
る。テーブルが中央に置いてある。テレスとアリスは中央に向かった。
　扉が閉まり、薄暗くなった。
　ルシエラは興味深そうに下の部分をのぞき込んでいる。
　アリスは椅子に座った。
　テレスは机を指で突いた。キーボードが現れ、打ち込んだ。立体映像が無数に映りだした。
　ルシエラは映っている映像に驚いた。ハンスがウマポウンチでフローターの申請を出す際に提出し
たデータだ。ニウテラを襲撃するマイスの光景が映っている。
「ニウテラに関するデータを調べた際、貴方達が申請したデータが見つかりました。私達はガルキア
が保護したという報告しか知りません。状況をお話できますか」
　ルシエラは困惑した。データの真偽を突き止めて記録するため、自分達を宿舎に呼んだのか。「謎
のマイスが襲撃して、逃げてたのをアランが助けてくれたわ。脱出した後にアランが切った腕の鑑定
を頼んだって訳よ」
「アランは別方向に向かったと」
「ええ」
　テレスは顔をしかめた。



「疑っているのか、なら無駄だ。ウソは照合すれば分かる。自分達の話を勧めてくれ」
「詳細を聞かなくていいのですか」
「話したとしても、年寄りの頭では忘れてしまうよ。ニウテラを襲撃したマイスから逃げてきた。当
人が証言しただけでも十分な報酬だ。我々の話に入ろう」
「はい」テレスはキーボードを突いた。映像が切り替わった。
　映っている内容は複合体に格納しているデータで、カテゴリーから調べる形式になっている。映像
に関する音は流れていない。
　ルシエラは映像を目の前にして驚いた。「何が起きてるの」
　テレスはキーボードを打ち込んでいる。映像が次々に切り替わり、ニウテラの光景が一面に映る。
「ニウテラ」ルシエラは思わず声に出した。
「はい」映像は住居区域に次々切り替わる。ルシエラは懐かしさを覚えるも、違和感があった。「住
居区域ばかりね」
「複合体をもってしても、工場区域に立ち入れんからな。故に中立を名乗っている」
　テレスはキーボードを操作した。徐々に映像が過去に巻き戻っていく。
「ニウテラを建築した年が分かりますか」
「２０年前よ」
　テレスはキーボードを操作した。ルシエラの眼前にニウテラ建築のプロジェクトの概要と仕様が映
りだした。ルシエラは文字を追って確認した。官僚用語に塗れて難解になっている。仕様で映ってい
る立体映像は多少違うものの、自分がいたニウテラと似通っている。
「３０年前、ベイソン＝ニモラダが壊滅したのを知っているな」
「ニウテラと関係があるの」
「原因は異質な物体の落下だ。解析の結果、我々に驚異の存在と分かり強大な兵器と運用する土台を
作る必要があると結論づけた。土台の製造と開発を行うためにフォルタジアスを作り、強大な兵器を
作るためにニウテラを作ったという訳だ」
　ルシエラはウィンドウを操作し、ニウテラの開発履歴を調べた。ほぼ黒塗りになっている。履歴の
中に建築当時の技術者募集の求人があった。外に出られない条件があるが、賃金を含めた待遇は当時
からしても破格だ。自分でも迷いなく食いつく。兵器を製造するために各地から技術者を集め、デー
タを集めていたのか。「強大な兵器って何です」
「我々も知らん」
「知らないって何よ、命令したんじゃ」ルシエラは咳払いをした。「いえ、命令したのではないです
か」口調を改めて尋ねた。兵器を作るためにニウテラを作ったと言っておきながら、作った場所で何
を作っているかを知らない。余りに矛盾している。
「議会は計画を発令したに過ぎない。仕様や完成時期に至るまでニウテラに一任している。何故なら
外に漏れれば争奪戦となり、外交のトロフィーに成り下がる。兵器は本来の使用目的をなさなくなり、
内輪で騒ぐ間に驚異によりナルオンは消滅していく。最悪の事態を抑えるためにも、身内にすら隠す
必要があるのだよ」
　ルシエラは一息ついた。謎は一つ消えたが、マイスは何者なのかと言う根本は解決していない。
「マイスの腕、解析結果は私達にも教えてくれるのですか」ルシエラはアリスに尋ねた。意図しない
とはいえ関わった以上、結果を知らないまま終わるのは納得できない。
「無論だ」
　ルシエラは安堵した。周辺を飛び交う映像には、ニウテラに滞在していた自分でも知らない内容が
ある。次第に疑問が湧いてきた。「何故、私に教えたのです」
「君は部外者とは言え、ニウテラに滞在していたと聞いている。事態の背景を知らないまま、住む場
所をなくしたのは余りにも不憫だ。だから教えた」
「ならハンスも」
「クァンターに教えるな。男は力を手に入れ、誇示したがる生物だ。教えれば奪い取り自らに都合の
悪い存在を排除にかかる」
　ルシエラはため息を付いた。「誰も知らない兵器を誰が使うのです」アリスに尋ねた。マイスが使
う兵器をクァンターに一切知らせるな、使わせるなとは矛盾している。
「時が来れば、然るべき者の手元に来る。ハンスも滞在していたのなら、ニウテラに信頼を受けてい
たのだろう。なら資格はあるよ」
　ルシエラは黙り、ウィンドウに次々浮かぶニウテラの概要を眺め続けた。
　テレスはキーボードをたたいた。ウィンドウが消えた。「私達からの話は終わりです」
「近いうちに動きがあるやもしれん。連絡先を開放してくれ」
「動き」ルシエラはオウム返しに尋ねた。
「マイスの腕の解析結果から、場合によってはクァンターに一働きをしてもらうかもしれん。必要が
あれば君とマイスを優先して呼ぶ」
「分かりました」ルシエラはアリスに頭を下げた。
「いかがしますか」テレスはアリスに尋ねた。
「私はパイと話をするよ。彼女をロビーまで案内してやってくれ。終わったら戻って来い。年寄り一
人では一歩を動くにも重労働だ」
「はい」テレスはキーボードを突いた。コンフィングのリストが浮かび上がった。リストの一つに触
れ、システムを操作した。アリスの耳元に顔を寄せた。「行って参ります。すぐ戻りますのでご心配
なく」
　アリスはうなづいた。
　テレスは出口に向かって歩いていった。ルシエラは後をついていった。ドアの脇に触れた。ドアが
入った時と同じ動作で開いた。二人は出ていった。ドアが閉まり、低い音が響いた。
「アラン＝グレイザルに回線を繋げ」
　アリスの眼前にアランのリストが現れた。



『アリス＝マルゲラのアドレスリストより、アラン＝グレイザルへ接続します』人工無脳の声が聞こ
えた。しばらくの間、接続音だけが続く。
「切れ」回線が切れた。
　アリスは一息ついた。順調ならルガージ＝セイロに到着し特異点の監視任務を受けている。となれ
ば回線が接続できないのも当然だ。繋がる方がおかしい。「ラザロ＝マルゲラに繋げ」声を上げた。
回線が切り替わり、接続音が響いた。

　テレスとルシエラは廊下を渡り、エレベーターホールに着いた。テレスはドアに触れた。エレベー
ターの稼働状況が映った。
「失礼な質問だけど、アリス議員は目を治さないの。今の技術を持ってすれば元通りとは言わないけ
ど、光を識別する位に戻るわ」
　テレスはルシエラの質問に一瞬、顔が強張った。「生まれつきかも知れません」
「議員は、光を知っていた人よ」ルシエラはいい切った。元々光を知らない人間なら、ダイナーで置
いたコーヒーの位置を音で理解できる。迷ったのは光に頼っていた時期があった分、音への鋭敏さに
欠けがあるからだ。
「アリス議員の夫はテストクァンターとしてマイスに搭乗し、模擬戦を繰り返す仕事をしていまし
た」
　電子音が鳴り、エレベーターのドアが開いた。
　テレスとルシエラはエレベーターに入った。エレベーターが閉じ、テレスの手元に階数の表示が
映った。テレスは階数に触れた。間もなくエレベーターが動き出した。
「当時、クァンターは珍しい存在でした。故にスケジュールも過酷で、集中力を欠いた結果模擬戦で
の事故で亡くなりました。しかも、相手は夫より先にアリス議員にプロポーズした人でした」
　ルシエラは下がっていく外の景色を眺めた。地面に突起があり、突き刺さるのでないかと恐怖心を
覚えた。
「議員は激昂し、報復のため空いたマイスに搭乗しました。結果」
「脳をやられ
たのね」ルシエラはつぶやいた。マイスは癖の補正を行うため、クァンターとは基礎データ内の記憶
とクァンターの中にある潜在した無意識の記憶を読み取り照合する。基礎データが偽装出来るとは言
え、根本の部分は干渉する。干渉した段階で異なっていれば、深部まで入り込み読み取ろうとするの
で脳に負荷がかかりダメージを与えるケースがある。アリス議員は根本の段階から基礎データと異
なっていたため、照合と同期を理由に干渉するエネルギーが脳にダメージを与えたのだ。根本の違い
は現在でも修正出来ていない。クァンターが男しかいない理由だ。
　テレスは重くうなづいた。「光を失っただけで良かったと、医者は言っていました。最悪脳が潰れ
ていたと聞きます」
　ルシエラはテレスの話にうなづいた。肉体と精神の双方にダメージ受けた場合、自らの意思で忘れ
まいとして治さずに残すケースがある。アリス議員も過去の執着からダメージを治さなかった人だ。
　電子音が鳴り、エレベーターのドアが開いた。
「貴方は降りて下さい。私はアリス議員の元に戻ります。近々お呼び出しがあるかも知れません」
「分かりました。本日は忙しい中、ありがとうございました」
「気になさらないで下さい。貴方達を気に入っているんです」
　ルシエラはテレスに礼をし、エレベーターから出ていった。
　エレベーターのドアが閉まった。
　テレスは目の前に浮かぶウィンドウに触れた。エレベーターが上昇した。ルシエラはアリス議員に
似た、洞察力に優れた人だと認識した。
　ルシエラはエレベーターホールから、ロビーに来た。男の議員達がソファに座り、下品に談笑して
いた。離れた席では、ハンスが机に端末を乗せた状態でソファで寝ていた。端末からはフローターの
カタログが立体映像で浮かんでいた。
　ルシエラはアリス議員と異なる議員の姿と、ハンスの寝姿を見て呆れを覚えた。慇懃無礼なアリス
議員がまともに見えてきた。ハンスの元に近づき、肩を軽くたたいて顔を耳に近づけた。「起きなさ
い」
　ハンスの体が震え、意識が眠りの世界から現世に戻った。眼前にルシエラの姿を捉えた。「お前
か」
「終わったわよ」
「何の話をしたんだ」
「女同士の雑談よ」
「お前もアランみたいに返事をするなあ」
　ルシエラは笑みを浮かべた。
　ハンスは端末を手に取った。同時に立体映像が消えた。「買い付けに行くフローターの目星をつけ
たんだ。見に行くか」
「新品の、中古の」
「新品だ。メンテナンス費用で返って高くなるし、保険代で安く出来るから一緒だ」
「へえ」
　ハンスは立ち上がった。「中古がいいのか」
「貴方が決めたのなら何でもいいわ。私は一緒に移動するしか選択肢がないんだから」
　ハンスとルシエラはロビーの出口に向かった。自動ドアが開き、出ていこうとした。何かに気づい
て立ち止まった。「帰りの足は」



「あ」ルシエラは反射で声を出した。行きはテレスが車で迎えに来ていたが、帰りはいない。「バス
があるわよ。中枢なんだから、通っているわよ」
「言う通りだな」ハンスはロビーから出ていった。ルシエラは後をついていった。

　１０日経った。中枢ビルの最上階にある市長室は壁一面が透明なアクリルガラスで構成し、街全体
が見渡せる展望台となっている。ガラスは薄暗いフィルタがかかっていて、立体映像に支障をきたさ
ない仕掛けが施してあり、中央にある端末を兼ねたランドルト環に似た形状の白い机にはキーボード
を始めとした操作アイコンが写り込んでいる。机の中央に椅子がある。
　ラザロは椅子に座り、都市部相応の指先の動きで机のアイコンを指で突き、時にずらして操作して
いる。周辺には街の光景を示す立体映像や状況を示すウィンドウが多重に映っている。
　ウィンドウの一つが男の前面に写った。市長室の前でアリスとテレスが待機している光景が映って
いる。
　ラザロはアイコンの一つに触れた。自分と対面している側にある壁にあるドアが開いた。アリスと
テレスが立っている。
　ラザロは立ち上がり、アリスの元に向かった。「娘よ、来てくれたか」アリスを抱きしめた。
「娘ではなくアリス議員だよ。パイではなくラザロ市長。ご要件を」
　ラザロはアリスを離し苦笑いをした。「堅苦しいな、柔らかくしないと市民の支持が得られんぞ」
　ラザロは机に向かった。テレスはアリスの手を取り、ラザロの後をついて机に向かった。「来ても
らったのは言うまでもない、交渉の茶番を聞いてもらいたくてな」
「王との連絡が取れたのか」
　机の上に２つのウィンドウが映った。一方はガルキアの女王、ハインの姿が映った。もう一方には
白く胸まで乱雑に伸びた髪をした男が映っている。男の表情は髪に隠れて見えない。別のウィンドウ
には２名の名前とデータが映っている。一人はハインの名前が、もう一人はヴァンプレイスと映って
いる。
「だけではなく、ガルキアの女王までお越しいただけるとは光栄です」
『ニウテラの話となれば、やむを得ない』男の声が合成音声で響いた。


