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橋を渡って、城から空へ。

　ニウテラ壊滅の知らせは、瞬く間にナルオン中に広まった。
　スプレア軍のセメンド＝セメンチェス作戦は対象を喪失したために失敗とみなし、偵察部隊を引き
上げた。一方でウマポウンチからの撤退を決めず、フリーのクァンターとは調査部隊編成のために再
契約の手続きを進めていた。複合体に大量破壊兵器を持ち込んだのではないかと嫌疑がかかるのを防
ぐためで、議会は先手を取って調査に当たる決定を下した。編成を完了次第、正規兵と共に調査を行
うとの発表があった。
　一方でガルキアはニウテラの消滅を持って保護の意味を失ったとし、部隊を引き下げた。表向きに
はニウテラの自衛による自爆攻撃となっていたが、確証はなく民の間では情報が錯綜していた。
　ウマポウンチにあるキャンプは雇兵の正規兵による軍備を進めていた。フローターを介して次々と
正規兵のフローターが降下し、マイスのグリアンタを降ろしている。
　曇り空の元、キャンプではクァンターの再雇用と共に、去っていく側の報酬の手続きをしていた。
　ヒリポとマイケルの手続きは完了し、フローターに戻っていく。同じくフローターに戻っているハ
ンスの姿があった。
「よお、大金星だったな」ヒリポはハンスに話しかけた。
　ハンスはヒリポの方を向いた。「単に交戦データを提出しただけだ。作戦は失敗だから、大した金
はもらってないよ」
「前金はもらったし、失敗は前提だったからな」マイケルは笑いながら言った。
「前提か」ハンスはオウム返しに言った。
　ヒリポはうなづいた。「正確には捨て駒だ。でなけりゃ前金大量にもらえねえよ」
　ハンスは苦笑いをした。
「お前は調査部隊に行くのか」
　ハンスは首を振った。「ガルキアに戻る。複合体からの依頼は終わったからな。暫く療養だ。お前
達は契約したのか」
　マイケルはうなづいた。「調査部隊として契約した。報酬は少ないが、正規兵と一緒だから危険は
ないしな。楽に小銭が稼げると割り切ってるよ」
「不明のマイスはいないのか」
「本当に人一人いない。不明のマイスもないとの話だ」
　大型で装飾の付いたフローターが飛んできた。他のフローターに比べて明らかに浮いている。３人
はフローターを見た。フローターは自分達がいるエリアより遠い場所へ降下していった。
「複合体の直轄とは、人員不足か」
「関係ねえよ」ヒリポはハンスの方を向いた。
「オスカーと付きのクァンターは」
「ジェイロンに戻るってよ。当面は仕事を受けずに調査に専念するって話だ」
　ハンスはうなづいた。ベンデルクトーク隊にとって、調査と護衛が本来の仕事なのだから当然だ。
　「じゃあな。いい仕事っぷりだった。もっと経験積めば正規に就職出来るかもな」
「世辞でも言ってくれるとありがたい」ハンスはヒリポに手を差し出した。
　ヒリポは握手をし、ついでマイケルとも握手をした。
　ハンスは手を離し、フローターに向かっていった。ヒリポとマイケルはハンスと逆方向に歩いて
いった。
　降下したフローターからタラップが降りた。テレスとと共にアリスが降りてきた。
　兵士達は護衛のために囲った。
「監房へ。例のクァンターに面会を求めます」テレスは兵士に尋ねた。
　兵士はうなづき、キャンプの外れへと案内した。アリスはテレスの肩をつかみ、後をついていく。
　先には鉄条網が張ってあり、入り口に兵士が立って見張っている。立入禁止と言うより、中に入っ
た人間を外に出さない仕組みになっている。
　テレスは見張りの兵士に近づき、カードを見せた。兵士は端末を取りだし、カードを重ねて照合し
た。兵士は中へ目をやった。中へ案内した。
　中は石で積んだ壕の入り口が規則正しく設置してあり、電力を確保するための受信装置が置いてあ
る。蓄電技術を持たないナルオンでは、発電機から電波を飛ばして受信する仕組みで電力を確保して
いるのだ。兵士が一つ一つの穴につき一人の割合で立っている。案内をしている兵士は一つの壕の元
に来た。兵士は見張りの兵士に頭を下げた。
　兵士はアリスと共に中に入った。ＬＥＤの照明が照らしている。雨でありながら蒸していると言っ
た感覚はないが、代わりに寒い。
「暗いので気を付けてください」兵士はアリス達に声をかけた。
「安心しろ、元より何も見えん」
「私が目になりますから、問題ありません」テレスは兵士に声をかけた。
　兵士は奥に向かった。柵があり、奥でアランが体を動かしていた。他に時間をつぶす手段がないの
だ。
「アラン、客だ」兵士は籠を通して声をかけた。アランは体を動かすのをやめて柵に近づいた。袖が
汗で張り付いている。
　アランはテレスとアリスを交互に見た。薄暗くとも面識のある人間なので、輪郭だけで誰かは分か
る。
「現場まで人をからかいに来たんですか、人が悪いですね」
　テレスは兵士にカードを差し出した。「議員の名で保釈手続きをお願いします」



「今すぐとはいきませんが」
「カードに記した私、アリス＝マルゲラの命令だと言え。反発する奴がいるなら、私の元に連れて来
い」アリスは平然と言った。
「はい」
「早く行け」アリスは低い声を上げた。
　兵士は即座に出て行った。
「頭は冷えたか」
「冷えるばかりか固まっていくのが分かりますよ。規約違反だの何だのと文句を言ってたくせに解雇
もない。扱いに困るのは分かりますがね」
　テレスは笑みを浮かべた。相変わらずだと認識した。
「からかいに来る程あなたは暇じゃない。用件は仕事ですか」
　アリスは腕を組んだ。「１つの言葉と、質問をする。まずはニウテラ壊滅の任、ご苦労だった。成
果物の正体は意外だったがな。以後、リアラ＝グルパスは作戦発動により複合体の所有となりお前の
所有を離れる」
　アランは渋い表情をした。唯一の愛機を引きはがすとなれば、仕事に支障が出る。
「フォルタジアスで、かわいいメイドと三ツ星レストランの食事つき豪華ホテルの貸し切りがタダで
楽しめるぞ」
　アランは渋い表情をした。「監視付きの軟禁生活は、体がなまる」
「作戦の実行までにお前とマイスをつぶす気はないからな」
「質問は」
「対象がいないにもかかわらず、何故使用した」
「転移砲か」
　アリスはうなづいた。「ルガージ＝セイロで使えば一帯は壊滅するが作戦は成功し、今頃お前は英
雄でいられたんだがな」
　アランは壁に向かい、寄りかかって座った。「ペースメーカーです。拷問対策としてニウテラの市
長、ラッセルと共有していたんです。故に市長が死なない限りプログラムが適正に走らず使用出来な
い仕組みでした」アランは淡々と言った。拷問は対象から直に情報を手に入れる目的があるため、意
識を失うばかりか死亡しては意味をなさなくなる。現在では死亡しても脳細胞の接続跡をたどり記憶
を取り出す技術もある。しかしながら記憶は場所や時間などは別個に格納しているため、非常に細か
いジグソーパズル状となっている。故に組み立てに数年をかけるのが普通で、仮に組み立てが終わっ
ても主観なので当人の立場でなければ理解出来ない。となれば殺さないのが基本となる。死亡しない
限り起動できないシステムにしておけば、当人が拷問を受け起動方法を吐き出しても動かすのは不可
能になる。起動方法を知った後に殺しても既に遠隔で本来起動する権利を持つ人間が知っているので
意味をなさない。時間稼ぎの意味で重大な意味を成すシステムだった。
　アリスはガルキアから送信してきた、ラッセルの状態を思い出した。拘束衣の上から死を懇願して
いたうえ、最後は警備兵から銃を奪い自分で頭を撃ち抜いた。自らが死ななければ起動しない。アラ
ンがルガージ＝セイロに起動する必要があったのだ。「かみ合わせが悪かったか」
「守るシステムが裏目に出たんですよ。消滅したのではないですし、ジェイロンに特異点が現れたと
聞きますから、まだ機会はあります」
　兵士が憲兵を連れてきた。「釈放の書類を通しました。すみません」
「気にするな、君達は忠実に仕事をしている。誇りに思え」
　憲兵は鍵束から電子キーを取り出し、柵の鍵穴に差し込んで回して照合した。堅牢さからアナログ
の鍵と電子による照合を１セットにしている。電子音が鳴った。柵に手をかけて開けた。「出ろ」
　アランは柵から出てきた。アリスの方を向いた。「フォルタジアスに送還ですかね」
「ラギメトルを運んできた。グルパスの代わりだ。準備と武装の交換を終えたら、テストを兼ねて調
査部隊に参加しろ」
　アランは嫌そうな顔をした。「やっぱり仕事の話ですか。豪華なホテル暮らしと愚行権の凍結って
何なんですかね」伸びをし、あくびをした。
「自分でしかした行為の後処理も出来んのか。昔から後片付けも人任せにする癖がある。直してお
け」
「分かりましたよ。ホテル暮らしが遠い話になりましたな」
「ホテル暮らしが嫌ではないのか」
　アランは笑みを浮かべた。「天邪鬼でしてね。フローターに戻りますから、ラギメトルは出して置
いてください。場所は分かりますか」
「分からないが、自分が置いたフローターに運び出しているんですよね。でなくても、着替えと風呂
に入りたいので戻りますがね」
　テレスはアリスの手を取った。「なら、作業をスムーズに進めるために運んだフローターへ案内し
ます」
「堅苦しいね」アランは声を漏らした。
「完璧主義者は人の話を聞かんからな」アリスは平然と言った。
　アラン達は壕から出て行った。
　外は曇り空が暗くなっていた。７月で夏至を超えて徐々に日が長くなっているが、目に見えて分か
りにくい。アランを含めた整備兵達はアリスが搭乗したフローターからラギメトルを搬出し、調整作
業を行っていた。整備兵は互いに声を掛け合い、着々と作業を進めていく。
　アランはマイスをいじっているのを見てかゆい感覚を覚えて体が震え、思わず背中を掻いた。
「何か問題でも」テレスはアランに尋ねた。
「いや、むず痒い気がしまして。日が暮れるまでに終わるのですか」
「環境になれる程度なら、１時間もあれば十分よ。粗方フローター内で調整していましたから」
　アリスは腕を組んだ。「私は日が暮れても構わんがな」



「目が見えないんだから、日の光も何も真っ暗なままだろ」アランはぼやいた。
「聞こえているぞ、アラン」
　アランは顔をしかめた。
「忘れるな、お前はオリから出たにすぎん」
「分かっていますよ。籠の範囲が広がっただけですからね。助けてくれて感謝していますよ、議員」
アランはアリスの方を向いた。顔がこわばっているのに気付いた。「不明のマイスがニウテラを襲撃
した時とは違う。仕事は果たすから、安心して公務員らしくして下さいよ。何かにつけて現場に来る
と、迷惑がかかりますからね」
「公務が片付いたら顔を出す。食える飯でも作っておけ」
「悪いけど、自炊出来ないんです」アランはフローターに向かった。
「安い給料では食えなくなるぞ、嫁を見つけるかインスタントでもいいから覚えろ」アリスはアラン
に声を上げた。
「行きましょう」テレスはアリスの手を取り、別のフローターの置き場へと向かった。

　翌日は雨が降っていた。
　再契約した雇兵と正規兵の混成による調査部隊は、即席で編成し次々と降下した。戦闘を考慮する
必要がないので適性を無視して平成を決めても問題はない。故に班を契約次第、即座に編成し現場に
向かった。
　アランは複合体との取り決めで契約が自動で決まったので、即座に空いている枠に編入しニウテラ
に向かった。乗機はラギメトルだが、ハンスが乗っていたのと異なりベージュに近い赤のフローラル
デバイスとなっている。元々ラギメトルは複合体がリアラ＝グルパスの高性能さに目を付け、ニウテ
ラから提供を受けた表層のデータを解析した上で開発した経緯がある。故にニウテラへ試験名目で運
び出した装備が使用出来る。但し転移砲を含めた成果物や、運用に必要な他のマイスの比ではないフ
ローラルデバイスの性能やエネルギー関連は再現出来ていない。再現しようにも技術者を含めたデー
タがニウテラと共に消滅したためだ。
　アランの隊はニウテラのターミナル跡に入った。雨が降った後なので一面が巨大な水たまりになっ
ていて、湾や地下に向けて流れ込んでいるのが水面の油や中に混ざる泥の流れからわかる。建物は原
型がなく、直方体を組み合わせたオブジェクトでしかない。
　ラギメトルはハンスが提供したデータを元に、不明のマイスが交戦した場所の真下に向かった。水
溜まりが池と化しており、市街区域としての跡すらもない。
　アランは周辺を見回した。雨が降り続いていて、生命反応は何もない。水溜りの中をマイスで進め
る範囲で進んでいく。動いているのは同じく調査部隊として派遣したマイスのみだ。マイスもグリア
ンタとナルゲムを中心とした部隊だ。
　鉄とコンクリートの屑が浮かんでいる。地下に向かう穴を見つけた。隣に鉄骨があるので、建物が
倒れて地下に穴を開けたと推測できる。雨が地下へなだれ込み、滝になっている。
　グリアンタが１機、隣に来てラギメトルの肩に触れた。『でかい穴だな、アンタは地元の人間だっ
て聞いた。知ってるか』
　アランは端に映る立体地図に目をやった。ニウテラの地図では地下に避難シェルターがあるが、２
００メートル近い深さで建物が倒壊した程度で穴は開かない。避難シェルターとの間にインフラを目
的とした配線を通す地下空洞がある。「配線の穴だな。シェルターに人がいたとしても助かりはしな
い」
『分かっている。生命反応がないからな』
　ラギメトルは地面を見回し、キチン質の物体が埋まっていないか確認した。マイスの残骸からニウ
テラに駐在していた存在が分かる。所属が分かれば何者が手を引いていたのかの手がかりになる。カ
メラを通してスキャンをかけ、地形を調べる。特に水が滞る水たまりの中は流れた物体が沈殿してい
る。
「近辺の目的物を回収する。近辺を調べてくれ」
『了解だ』グリアンタはラギメトルの肩から手を離し、離れていった。
水たまりに足を踏み込んだ。土は水と空気が混じって柔らかくなっていて、足が埋まっていく。かか
とが埋まるが、防御障壁により水と泥の侵入を防いでいる。しかしながらのしかかる重量による影響
は防げず、足を持ち上げるにも重い。
　ラギメトルは水溜まりに手を入れ、泥の底を掬っては持ち上げて中身を確認した。キチン質のかけ
らは一切なく、粘り気のある泥と金属と石だけが手に残っている。キチン質がないのを確認し、１歩
を踏み込む。水溜まりに手を入れては掬い上げ、中身を調べては一歩を踏む。繰り返していくうち、
キチン質に似た物質のかけらを見つけた。宝石に似た半透明の物体で、白い半透明で構成している。
何のマイスの部品かは分からないが、組成を調べれば照合は出来る。脚部を展開し、本来物資を入れ
る空間を開いて泥ごと入れた。水ももれない程に密閉している空間なので、可動部に泥や水が入る問
題はない。近辺を調べ、キチン質のかけらを次々と回収していく。
　ウマポウンチのキャンプに帰還した時は日が暮れていた。
　アランはキャンプを照らす照明とアイドリング状態で鈍い光を放つラギメトルが見守る中、雨に濡
れた状態で整備兵と共に泥をかきだした。敷いたシートの上に泥が広がっていて、スコップでかきだ
してキチン質のカケラを回収して解析版に回していく。
　キャンプ内の解析班はありあわせの装備で解析を行う。
　アランは既に作業を終え、ラギメトルを置き場に置いた状態でフローターに入ってベッドに横た
わっていた。明日も調査を行う。休む時は休む必要がある。



　議会を終え、深夜に近づく時間帯だった。ルイスは議事堂の中にある王室こもっていた。ニケと、
もう一人の近衛兵は部屋の外に立っている。ニケは夜勤で眠気であくびをした。もう一人の近衛兵は
ニケの袖を引っ張った。ニケは我に返った。
　ルイスは中央のテーブルに座っていて、ヴァンプとラザロのバストアップの映像が浮かんでいる。
「ニウテラの殺りくを認めると言うのですか」ルイスは声を上げた。ヴァンプとラザロは涼しい表情
をしている。
『兵器の開発完了を持って、機密保持のためにニウテラを処分する。神の棺計画で決定事項となって
いる。貴方は王女の立場でありながら、条約を知らぬとは愚かとしか答えが出ません』ヴァンプの合
成音声が流れた。『残酷だと仰るなら、事実上占拠していた貴方の国が退避を進めるべきでした。交
戦となれば難民が出ると言ったのですが、貴方方は責任を我々にあるとして無視を決め込んだ。占拠
した時点で報復を含め犠牲が出るのは分かっていたはずです。分かっていないとすれば、ガルキアは
先を見ない無能集団が政治をしていると捉えても仕方がない』手元を見て何かを操作した。直後に
ヴァンプの隣に映像が浮かんだ。ガルキアの署名で、難民に関する書類だ。アランが目の当たりにし
たのと同じ内容だった。
　ルイスは書類に目を通した。無意識に手を握りしめた。ヴァンプの言葉通り、最終承認を行う立場
の人間が知らないとは、仕事をしていないのと同義だ。「難民に関する話は、スプレアの進軍に関わ
る内容です。成果物を使うとは想定していません」
『使うと分かっていたのにか』
「使うタイミングの問題です」
『機密兵器の使用を予め伝える奴がいるか。ニウテラの民は最初から処分するのが前提だ。当人達も
知った上で街に入っている。反対するとなれば、死を前提とした人々の覚悟を無意味にするも同然に
なる』ヴァンプは淡々と言った。。成果物はニウテラで開発した兵器はナルオン史上最大と言っても
過言ではない大量破壊兵器だ。故に複製を不可能にし、二度と製造出来なくする為に機密処理として
ニウテラを消滅する。代わりに街の外にいる遺族には生涯に渡る補償と地位を与える。条件を飲み、
同意の上で街に入ったのだ。
　ルイスの隣にニウテラの契約書が映った。機密の扱いと補償について長々と書いてあり、最後に複
合体の署名が入っている。
「特異点が不明の現在、ニウテラを壊滅する行為は適切ではないと、決めただけです」
『今は置いておく。話の本題からそれるからな』ラザロは話を切った。『次は未来の話だ』
　ルイスの隣に映っている契約書が消え、代わりにハンスのラギメトルの戦闘データが映った。ニウ
テラ上空にて、不明のマイスと交戦した報告書だ。同時にカメラでの映像も流れた。
『ニウテラ上空にて、雇兵がマイスと交戦した。ガルキアが保護していた名目上、敵対したのはガル
キアの所属で構わないか』
　ルイスは何も答えない。カメラに映っているのはニウテラを襲ったマイスが何なのか、分からな
かった。しかしながら、ガルキアが保護している以上、侵入したマイスと敵対しているとなれば、ガ
ルキアの所属と見るのは当然だ。
　報告書の前に、交戦したマイスのデータが現れた。更にニウテラを襲撃したマイスの映像が流れる。
データの照合から、同一機であるとの報告が流れる。
『交戦したマイスはニウテラを襲撃し、君達の正規兵が追い払ったマイスと同一の可能性が極めて高
い。となれば、君達は手を組んだか借り受けたか、アリス議員が以前言った自作自演かになる』
「私は知りません」ルイスは声を上げた。ウソや偽りを吐いたのではない、本当に知らないのだ。
「正規兵の部隊のみ駐留し、守っていると聞いていました。現地で組んだ可能性もあります、兵を尋
問して」
『現地の兵を含め、ニウテラ近辺に生命反応はなかった。残念だが証言出来る人間は自分の側に付い
ていた雇兵、しかもニウテラに入った１班だけだ』ヴァンプの声が響く。『何も知らないの一点張り
だな。まさかだが、お前は美味いスイーツを食べて寝るだけの生活をしているんじゃないのか』
　ルイスは顔をしかめた。安い挑発に乗る気はないが、何も知らないのは事実だ。「作戦の最終承認
は私が行います。知らないとなれば、軍が勝手に行ったとしか答えが出ません」
　ヴァンプは驚いた。『ガルキアは軍の統制一つ出来んのか』
「軍は現場で発生した事象について、現場で判断し行動するのが基本です。現地で何があったのか、
私の権限で即座に調査を行います」
『言われなくてもやるのが常識だ。軍の統制が出来ないとなれば、クーデターが起きる。お前の首一
つが体から離れるだけで済むならいいが、国民の血が流れるのはよその国でも嫌気がさす』
　ルイスはヴァンプをにらんだ。「貴方は」
『我々としても調査を行う必要がある。王女が望むのであれば合同部隊として共に調査をする用意が
ある。進軍で契約したクァンターを再契約した上で、正規兵と共にニウテラに派遣する』
「分かりました。繰り返しますが王の権限で部隊を選抜し、駐屯地より派遣します」
『了承した、直ちに通達を出す。派遣出来る状況になれば連絡する』ヴァンプからの通信が切れた。
　ルイスはラザロの方を向いた。「複合体は」
『必要はない。神の棺計画の概要通り、機密保持のため処分するのは決まっていたからな。そもそも
国家間の問題には関与しない。他に問題があるなら、双方の報告書を参考に議会にかけて判断する』
「分かりました」
　ラザロの通信が切れた。
　ルイスは机に浮かぶキーボードをたたき、ニウテラを保護するために配備したマイスのデータを取
り寄せる。マイスは本来、ストリームの安定により世界を維持するために製造した兵器だからだ。
クァンターが国家の法から外れ、越国家組織の複合体に属している理由でもある。仮に自分の知らな



い領域でマイスを製造しているとなれば、国家は条約違反とみなし国交を失い孤立する。大国といえ
ど１つの国で自給自足は不可能だ。従うより他にない。
　保護の概要と共に、予算や配備状況が次々と浮かび上がってくる。
　ルイスは余りの書類の多さに渋い表情をした。席を立ち、ドアを開けて脇に立っているニケに目を
やった。「ニケ、用件があります。来なさい」
　ニケは眉をひそめた。王女が自分を呼びつけるのは大抵、話し相手か記憶装置代わりに呼ぶかに決
まっている。面倒なのに変わりはないが、拒否は女王の命令である限り出来ない。「はい」
　ニケは部屋に入った。データが多重になって机から浮かび上がっている。即座に記憶と出力装置代
わりに呼んだのだと悟った。
　ルイスは机に座った。ニケは脇についた。「ニウテラの保護の際、配備した兵器の状況です」机を
軽く突いた。マイスをはじめとする兵器の状況が映る。メインはマイスと輸送するフローターで、ナ
ンバーからモカラのみの正規部隊で構成している。
　ニケは両手の指を小刻みに動かしながら見ている状況を脳に書き込んでいく。人の記憶は断片で覚
えていき、不必要な情報は細かく砕いた上で消去していく。故に断片化した記憶しか取り出せない、
俗に言う忘れる現象が発生する。ニケは現象を巻物の如く１つの連続したデータとして覚え、しかも
砕きもしないためにデータベースのごとく記憶を正確に取り出す能力を持つ。一方で忘れる行為を知
らないがために人が忘れるべき内容である、トラウマになる出来事も正確に記憶して思い出してしま
う欠点もある。
「マイスはモカラだけの部隊ですね」
　ルイスは机をたたいた。ヴァンプから提供を受けた、ニウテラ上空で発生した不明のマイスとの交
戦の記録だ。本来なら王宮内のアーカイブに向かって調査する必要があるが、有事で議会と部屋とを
行き来している状態だったために調査の時間が取りにくく、向かってもせいぜいがデータベースのア
クセス程度しかなかった。幸いなのは異常な記憶能力を持つニケがいた点だった。データベース内に
あるマイスのデータを覚えてくれていたので、今になってマイスの照合が可能となっている。
　ニケは指を小刻みに動かす。映像のマイスと、アーカイブで見たデータベース内にあるマイスの写
真とを照合していく。先程見たモカラとシルエットが異なる。かと言って仕様にあるマイスとことご
とく形状が異なるが、似ている機体は存在する。
「製造しているマイスと形状が異なります。あえて言うなら最初に映したグルパスに近い形状です。
でもグルパスは生産完了の上、現存しているのは３機のみです。しかも２機は博物館に静態保存して
あって、実質動いているのは１機しかありません」
「おかしいわね、映像に映っているマイスは２機よ」ルイスはうなった。２機が存在するとな
れば矛盾する。
「野良のクァンターを現地で雇用したんですかね」
　ルイスはあるニケの言葉から。光の盾計画では正規兵のみで編成した精鋭による強固な兵力増強を
目的とし、ニウテラは一つのテストケースとなっている。故にモカラのみで編成した部隊となってい
る。しかしながらテストケースは所詮テストでしかなく、前線の実情にそぐわないのも確かだ。前線
では兵力を確保し続けなければならない上、補給路が困難になりやすいので現地のリクルーターによ
るクァンターの雇用を含めた補充を条件付きながら白紙委任状の提出をもって認めている。強固な兵
力を維持する目的で現地から調達する制度を使い、自分の知らないマイスをテストとして運び込んだ
のだ。早速机をたたき、アドレスを出して軍に連絡を取った。ニウテラの部隊は壊滅したため、上層
部に連絡を取りざるを得ない。本来ならアーカイブでリストを見れば分かるが、会見の報告をする必
要があるため時間が惜しい状態になっていた。
　ウィンドウにガルキア軍のロゴが現れる。ルイスは顔をしかめた。何としても先手を取ると決めた。
「私です、ガルキアの女王ルイスです」
『唐突に何をおっしゃるかと思えば。司令部に御用ですか、女王』気さくな男の声が響いた。指令室
に直結している回線で、女王と近辺の人間しか利用しないため顔見知りとなっている。
「ニウテラについて話があります。現地で雇用した兵の中に、複合体で登録していないクァンターが
いますか」
『現地の雇兵ですか。既に報告書で提出済みですが、お待ち下さい』会話が途絶えた。
「アーカイブにリストを取りに行きますか。私でよければ向かいます」ニケはルイスに尋ねた。
「大丈夫です」
「はい」
　間もなく白紙委任状とリストが現れた。現地で補充した物資と人員のリストで、主にニウテラから
物資を補充している。しかしながら補充したクァンターのリストは白紙になっている。
　ルイスはリストのウィンドウをつまみ、ページをスクロールした。物資関連の補充だけでクァン
ターの補充はない。物資の搬入も決まった時間になっている。
「提出したリストは以上ですか」ルイスは話しかけた。
『はい、うそ偽りはありません』
　ルイスは眉をひそめた。求めている内容がないからだ。「クァンターを雇用していないのですか」
『フリーのクァンターはいません。というより必要がないと言った方がいいですかね。光の盾計画の
一環で上層の判断で機密扱いで新型をテストと称して運び込んだと聞いてますがね」
　ルイスとニケは驚いた。新型として運び込んだマイスこそ、スプレアと交戦した目的の機体だ。
「運び込んだ新型のリストはありますか」
『部署が独立していましてね、物資の管理をする場所だからと立ち入り出来ない区域があるんです』
　新しくウィンドウが開いた。キャンプの航空写真と地図が重なった図で、ニウテラを囲むドーナツ
状に広がっている。各エリアごとに分かれているが、立ち入り禁止エリアがターミナルだった場所の
近辺にあり、管理区域にしては広く、前線で展開するキャンプと同等になっている。
　直後に新しくウィンドウが現れた。写真を入れるフォルダのデータだ。ルイスはフォルダに触れた。
フォルダから写真のデータが飛び出てくる。キャンプの様子で、地図が写真を開くたび該当する場所



を示している。
　ルイスは写真を確認する。立ち入り禁止エリアに近い場所の写真で、フローターと輸送機が写って
いる。話をしている通り、物資の搬送なら矛盾はない。
　ニケは写真についている時刻のデータを見て違和感を覚えた。写真の時刻と物資搬入のリストに書
いてある時間とは、誤差を考慮しても明らかに異なっている。「民間の物資はフローターと輸送機、
双方で行うのですか」
「民間での輸送は輸送機で行うのよ。フローターはクァンター以外に持っていないから当然でしょ」
「ではなんで、フローターと輸送機が同じ場所にいるんですか。護衛にしても、正規の人間ですら立
ち入り出来ない場所に民間の輸送機を運ぶなんておかしいですよ」
『誰かいるのですか』
「近衛兵です、質問が聞こえましたか」
『聞こえてますよ。フローターより輸送機の方が多く運べるから、大量輸送の時には民間に協力して
もらうんです。リストにも書いてあります』
「リストに写真の時間に搬送したとリストには書いていません」ニケは平然と言った。「必要な物資
なら、内容物は汎用な上外に出しているはずですがリストに一切書いてありません」
　ルイスはニケの方を向いた。ニケはうなづいた。言葉にうそがないなら、立ち入り禁止エリアに搬
入した物資は、例外なく立ち入り禁止内で処理している。基地内で共有する物資ではないとなれば、
独自に何かをしていると捉えるのが普通だ。「確かに時間とあってない上立ち入り禁止エリアに直に、
まして機密にかかわる何かであれば民間に任せるなど出来ません」
『我々がリストを偽っているとでもいうのですか』声が荒くなった。
「リストに間違いがあれば、首が飛ぶのはあなた方です。不正など意図して出来る訳がありません。
となれば、誰かが勝手に利用していると推測するのが自然です。誰が禁止エリアを設定したのかご存
じですか」ルイスは冷静に尋ねた。今までの話を統合すれば、禁止エリアを設定した人間がテストの
名目で勝手に所属不明のマイスを運び込んだのだ。
「最終承認は女王、あなたが行うのではないですか」
「自分で承認したなら問い合わせはしません。推測でしかないのですが、現場判断で決定をした人物
とみています」
『なら光の盾計画の関係者でしょうね。ニウテラに関わっているのは確かですから』
　ルイスはうなづいた。光の盾計画で推進と関与に権限を持っている人間なら知っている。「わかり
ました、ありがとうございます」回線を切った。
「分かりましたか」
「ニケ、私の目的は何かわかりますか」
「計画の真相を真実の光にさらし、犠牲になる者を救うですね。前に聞きました」
　ルイスは開きっ放しになっているアドレスを突き、回線をつなげた。フェルナンド議員のアドレス
だ。
　回線がつなぎ、フェルナンドのバストアップが映る。宿舎にいる。「フェルナンド議員、聞こえ
て」
『女王、自らご連絡とは珍しい。ご機嫌うるわしいですね』
「太祖れた言葉はいらないわ。ニウテラの禁止エリアに何を運んだの」
『禁止エリアですか、食料の検疫でしてね』
「食料ではなく、所属不明のマイスではないのですか」ルイスは直球でフェルナンドに尋ねた。「貴
方が光の盾計画に権限を持つのは知っています。ニウテラのキャンプに立ち入り禁止エリアを設定し、
何を運び何をしていたのですか」
『ジェイクジブラスから、物資を運んでいましたよ』地図が現れ、ジェイクジブラス近辺が映った。
「医療ですか」ルイスは声を上げた。ジェイクジブラスはナルオンにおける医療研究で発展してきた
都市だ。となれば運んでいる物資は自ずと分かる。
『万が一に備えて備蓄していましたよ』
「薬ならリストに有ります。何故、リストに入れず立入禁止エリアに保管していたのですか」
『摂取次第で毒も同然、中毒になって秩序を壊したくないですからね。事実か否か、確認したいので
したら直接出向いて話を聞けばいいでしょう。私は議会がありますので失礼します』フェルナンドの
回線が切れた。
　ルイスは、フェルナンドの説明に納得出来なかった。確かに薬品は貴重な上に扱いも慎重に行う必
要がある。しかしながら、物資であるのに変わりはないので搬送した物資のリストに入れる必要があ
る。表に出すと問題になる薬物でも運んでいたか、薬物よりも表に出せない物資を運んでいたか。何
にせよ運んでいた元を調べる必要がある。ウィンドウの一つに触れ、メニューを閉じた。直後に浮か
んでいるウィンドウが一斉に消滅した。「ジェイクジブラスに向かいます。一緒に来て下さい」ルイ
スは席を立った。
「すみません、議会は」
「議員がいなければ問題ですが、私がいなくても回ります」ルイスはニケの方を向いた。不安げな表
情をしている。
「女王が議会を放置して外に出たとなれば問題になります。事実確認をする必要があるのはわかりま
すが、議会が終わるまで待つのも必要です」
　ルイスはニケの言葉にうなった。ニケの言葉通り、議会が終わった後に向かえば滞りなく調査が出
来る。しかし、時間が経過すればジェイクジブラスの側で証拠を処分し、なかったと白を切るかも知
れない。「会期は」
　ニケは腕時計型の端末を操作した。ウィンドウが開き、スケジュールが現れる。「緊急招集ですか
ら、２週間で終わりの予定です」
「遅いわ」ルイスは言い切った。２週間も王宮に缶詰になっている気はない。「議会に向かう途中で
両足を骨折しただのと言って、面会謝絶状態にあるとしておけば問題なくごまかせます」



　ニケはため息をついた。「前にも同じ手段で休みましたよね」
「すぐ骨が折れる女王だと認識してくれて、都合が良い話になりますね」
「だと良いんですけどね、国民が納得しませんよ」ニケは力なく言った。
「書き換えをお願いします」
　ニケは渋々、机を突いた。メニュー画面が開く。机に浮かぶキーボードを叩き、記憶を頼りに軍の
コードにアクセスした。
次々とウィンドウが開き、コードを求めてくる。求める情報を記憶の海から正確に取り出し、打ち込
んでいく。
　ルイスは、機械の如く正確に課題を潰していくニケの様子を見つめていた。

　ミリガンはホテルの部屋から出た。サイアスが待っていた。「終わったか。結果は」
「確定事項ではないが、察しの通りだ」
「よくある次回に続くか。政治家ってのは引き伸ばしが好きだな」
「時間は生きている限りある。政治の場合は死んでも続くがな」
　ミリガンは苦笑いをした。「代わりは一杯いるからな。要人からの招待だ、美味い飯だといいが」
「ウマポウンチはジョイアスから遠い。期待しない方が無難だ」ミリガンはサイアスと共に廊下を歩
いていった。アリスと会食を取るためだ。予め約束していた場所に向かい、ドアの前に来た。係員が
待っている。ミリガンとサイアスの顔を見て頭を下げ、ドアに手をかざした。自動でドアが開いた。
　窓から雲の隙間から月が照らしている。雨季において珍しく雲が途切れていた。中央にテーブルが
あり、料理が乗っている。アリスが座っており、隣にはテレスが座っている。アリスの手元には料理
はなく、コーヒーの入ったカップが置いてある。目が見えないので食事の作法が汚くなりやすく、不
快感を与えるので人前で食事をしない方針をとっている。代わりに相手に作法を求めない。
　係員はアリスの元に向かった。「ミリガン＝フォボス様とお連れ様が来ました」二人に声をかけた。
「座り給え、好きに食べ始めてもいいぞ」
　ミリガンはアリスの向かいにある空いている席に向かった。係員が椅子を下げた。
　二人は席に座り料理を見た。フェイジョアーダと野菜の入ったサラダが置いてある。生野菜は高級
品なので、相当な金を駆けて用意したのだと推測した。
「アリス議員、単に食事をおごるために呼んだのではあるまい」
「まずニウテラ侵攻についてスプレアが無実だと、複合体が決定を下した」
　テレスは机を突いた。複合体からの書類が浮かび上がった。ラザロの署名が入っている。
「では別の仮説があるのだな」
「後で話す」
　テレスは机を突いた。メニューが現れ、指でボタンを突く。ヒリポ達がマイスで映した光景が展開
し、再生した。雲の中から無数の光線が網状に拡散し、ニウテラ全体を覆っていく。「性能は上々だ。
２０年以上も開発に時間をかけただけの代物なだけはある」
「ガルキアの部隊も壊滅したか。文字通りの無差別だな」ミリガンの落ち着いた声が響いた。「我々
の部隊が近づかず、アランと同じ班にいたクァンターはすでに離れていたのが幸いした」
「作戦を遂行する側としては失格ですが、計画の執行者としての判断は適切でした」テレスは淡々と
した調子で言った。
　アリスはうなづいた。「適正のある人間でよかったな。無罪も証明できたし、安心したか」
「刑務所から出た気分になる」ミリガンはスプーンを手に取り、サラダを避けてフェイジョアーダを
口にした。ホテルで用意したとはいえ、火を通さない料理に手をかける程不用心ではない。
「懸念材料はある」アリスは机を突いた。メニュー画面が現れ、一つの項目に触れる。机に調査部隊
の捜索に関する報告書が次々に映った。ニウテラの場所と共に回収した物体と関係するデータの一覧
も現れた。アランが回収したキチン質の物体も解析結果は出ている。組成は既存のマイスと異なり、
パーツとしての設置場所も分かっていない。更にウィンドウが開き、ハンスが空中で交戦した時の状
況が映った。「ニウテラ上空に向かったマイスが、所属不明のマイスと交戦した。ニウテラにて現れ
たとなれば、共同で組んでいるかがルキアで製造した可能性が高い」
「ガルキアには話したのか」
「ラザロ市長が女王と会談をした」
「知っている」ミリガンは白々しく言った。「一緒に王と会談したと聞いている。ついでに結果も耳
にしている。女王は白を切っている。というより本当に知らないと言った印象だったとの話だ。不明
のマイスについて調査をするとも言っていたが、内部調査は信用できん」
「同じく。我が身を持って立証しているからね」サイアスは平然とした調子でいい、サラダを口にし
た。マーキー＝マーキーのサラダよりも歯ごたえがないが、水気はある。冷凍していた野菜を解凍し
てサラダにしたと見える。生の感覚は薄いが、冷凍している分虫は死んでいるので安全だ。味も落ち
ているだけで人工物が入ったが故の違和感はなく、毒はない。ミリガンの方を向いた。ミリガンはサ
イアスの目を見てうなづき、サラダに手を付けた。
「信用できるか否かは、息のかかった議員から聞き出しておくよ」
　ミリガンは驚いた。「スパイか」
「口が悪いな。神の棺計画は元々ガルキアが主導した計画だよ。関係した議員が我々とつながってい
ても構わんだろ。特に計画を推進した先代の王に近い者ならな」



「死して尚、慕う者がいるか。羨ましい限りだ」
「結果は目に見えてるけどな。がルキアでマイスを製造開発したとなれば条約違反になる。ならウソ
でも知らぬ存ぜぬを通さねばならない。適当な言い訳を作る時間を稼がせたな。複合体は交渉が下手
と見える」
「サイアス」ミリガンはサイアスを諭した。
「時間を稼ぐのが有効なのは我々も同じだ。でなければ容認はしない」
「して、時間を稼ぐメリットは」
　テレスは浮かび上がっているメニューに触れた。マイスに関するデータが次々と浮かび上がる。詳
細なデータは不明のままだが、大まかな部分は調査により明らかになっている。
「調査部隊が発掘した部品を解析した結果、モカラと異なっている組成の部品が見つかった。ニウテ
ラで独自開発をしていたと言い訳をすれば終わりだが、周辺区域となればガルキアがキャンプを張っ
ていた場所だ。不明のマイスと武装を運び込んでいた可能性がある」
「報告では撃破したと聞いている。マイス本体は回収出来ないのか
「四散したとの話だ」
　サイアスは顔をしかめた。「あり得ない。マイスは内部の爆発程度でバラバラになるほどヤワじゃ
ない」
「機密処理です」テレスは淡々と言った。
「だな。クァンター当人が言っているのだから、爆発は意図しない限り発生しない。搭乗していた
クァンターも既にバラバラに砕けている。人間は自然の産物だから、一旦土に混じれば溶けて分から
なくなる。特に今の季節ではな」
　テレスは机をなぞった。立体映像が浮かび上がった。調査部隊がニウテラに入った時の映像だ。マ
イスの視点で、雨の中で池に埋まったガレキの集合体と化したニウテラを進んでいる。人どころか生
命一つもない。
「生命反応は元より死体の一つも見つからないと聞いた。回収は不可能と言っていい。余計な穴を
作ったな」
「責めるか」
　ミリガンは首を振った。「いや」
「仮に不明のマイスがガルキア以外の、グリンゴを含めた勢力なら即座に報復なり何なり動く。動か
ないとなればガルキア側が抑えこんでいると見ていい」
「随分ガルキアを疑うな」サイアスはグラスに注いである酒を飲んだ。
「他に理由がないからな」
「ガルキアに原因を求める。複合体が唱える仮説か」
「脆い穴を見つければ掘り尽くす。捜査の基本だろ」アリスは笑みを浮かべ、手元にあるコーヒーの
カップに手探りで手をかけて口を付けた。
「掘った先に何もなかったら」
「穴を埋めて別の場所に向かうだけだ」
「破壊屋根性むき出しだな」サイアスは声を上げた。
「内部調査が完了するまでの間、査察を行うためにクァンターに依頼を出し、編成を行う」
「本拠地攻めか。複合体って血の気が多い連中の集まりだな」
　ミリガンは顔をしかめた。内部調査の結果を理由にガルキアに攻め込み、締め上げて白状を迫る算
段だ。複合体の側も時間を稼ぐ必要があるから、内部調査の時間を与えたのだと推測した。
「すぐに去るか」
「結果が出るまではウマポウンチに留まる。貸した国民はお前達の駒ではない。監視が必要だ」
「要人が不在では政に支障が出るのではないですか」テレスはミリガンに尋ねた。
　ミリガンは笑みを浮かべた。「王一人欠けた程度で機能しなくなる国家など、たかが知れている」
「王がいなくなっても構わんが、高貴な人間だし君も年だ。妻を持っておくといい。死んだ後の保険
になる」
「貴方の言葉を返してもらうよ」
　テレスは顔をしかめた。空気が淀んだ気がした。
「人間関係とは外から見て途切れていても、実際にはつながっているんだよ。薄っぺらい関係しか
持っていない奴には分からんがな」
「なるほど、参考にしよう」ミリガンはフェイジョアーダを食べ進めた。
　テレスは安堵した。
　料理を食べ終えた。ミリガンは丁寧にナプキンで口を拭いた。
「話した通り、当面はウマポウンチにいる。用となれば呼ぶ。階段でつまづいて死なないのを祈る」
「上に立つ者は恨みを買いやすい。翌日の死亡記事に酷評付きで載らないのを祈るよ」
　アリスとミリガンは互いに笑った。
　ミリガンとサイアスは席を立ち、頭を下げた。ドアに向かい、出ていった。
　ドアが閉まった。
「当面スプレアは動かんと見ていい。最も、複合体としても動かす気はない」
「ガルキアが関わっていたとしても、ですか」
「当然だ、条約違反だと分かれば奴らは反発し攻撃に移る。自衛で人員を派遣する場合ではなくなる
よ。複合体の自衛部隊を派遣する必要がある」
　メイド達はアリスに近づいた。「お下げします」食べ終えた料理の片付けを始めた。
「市長に交渉ですね」
「フェルナンドに問い合わせてくれ」
　テレスは驚いた。ラザロではなく、ガルキアの議員に問い合わせるとは懐柔策を取る気なのか。
「はい」アドレスを開き、フェルナンドの欄に触れる。



　議員宿舎内にある部屋は薄暗く、情報が部屋いっぱいに立体映像として映っていた。ニウテラの消
滅に関わる問題と、ジェイクジブラスから搬送したマイスの成果に関わる内容だ。フェルナンドが部
屋の中心で結果を観察している。
　フェルナンドはルイスからの回線を切り、笑みを浮かべた。女王は確実にジェイクジブラスに向
かっていく。事実が明らかになれば、計画は私欲に満ちた金と権力集めのツールでしか無いとわかり、
王が目指した本来の道へ戻っていく。問題は女王に道を戻す技量があるかだか、なければサポートを
するのが議会の役割だ。良き方向に向かう為に事務レベルの処理をするのは議員の職務にして得意技
だ。
　呼出音が鳴り響いた。浮かび上がった映像には議員の名前が映している。フェルナンドは映像に触
れた。音声回線だけが開いた。
「データは取れたか」
『ニウテラの成果物の前では、我々のマイスはカカシも同然だと言うデータは取れた。他は消えた
よ』
　フェルナンドは壊滅したニウテラの航空写真を見た。街としての原型はなく、土とコンクリートの
色で染まり、近くの湾は茶色く濁り油が浮いている。
『光の盾計画の主軸を表に突き出すとは、失態もいい所だ』
「出撃に同意したのは貴方達でしょう。私は予言者ではない、故に先に最悪な結果があるとは予見出
来なかった。互いに残念だったとしか答えられんよ」フェルナンドは平然と声を発した。ザインガン
が壊滅したか否かは関係ない。残骸からたどり着けば完了する。王が提唱した光の盾計画の目的を辱
めただけではない。ナルオンの危機に瀕している状態にもかかわらず、保身と見栄に拘る連中は、無
知な王の娘を持ち上げ、意のままに操っている。奴らには逆手を取って利用し、野心をくじく必要が
ある。明らか位に国に敵対する売国奴に成り果てる。光の盾計画を、王が提唱した本来の道に戻すた
めには必要な行為だ。覚悟の上だと決めている。「内部調査が近いうちに始まる。適当に作文を作っ
ても複合体は容易に見抜く。何にせよ査察は免れない」
『ガルキア国内に入り込むか』
「所属不明のマイスによる襲撃が自作自演だと疑えば、査察団と護衛のマイスを派遣するのは目に見
えている」
　うなり声が聞こえる。『表に出ている状態で排除は出来ない。機密を守る名目で回し、近づく奴ら
を排除する。自衛用のマイスだと言えば、言い訳はいくらでも出来る。最悪、施設を封じる』
「査察は正当な手段を用いる。女王が許可するかな」
『案を提出し女王を言いくるめる。自衛目的で訓練を受けた精鋭を護衛につけると言ってな』通信が
切れた。
　フェルナンドは一息つき、椅子にもたれて目を閉じた。内部調査と言っても結論は既に出ている。
自分達にとって不利な結果を表に出す理由はない。作文がうまい人間に言い訳を書いて提出する、始
末書と同じ程度の書類を出すだけだ。思考の迷路が疲労を促し、回復のために意識が闇に入り込む。
　突如、甲高い呼出音が鳴った。意識を現世に取り戻し、発信場所を確認する。ウマポウンチだ。回
線を開く。音声のみで画像データはない。
『久しいな、私だ。アリス＝マルゲラだ。フェルナンド、お前に話がある』
「なければ連絡しない。ニウテラの壊滅に関する質問なら予め言っておくが、ガルキアは一切関与し
ていない」
『壊滅の意図を知ってか。ニウテラ壊滅にかかわらなくとも、占拠には関わっているな』
　次々とデータが送り込んでくる。複合体が公開している内容に加え、調査部隊の報告書もある。
　フェルナンドは一通り目を通した。
『調査部隊を結成し、ニウテラを調べているのはわかるな』
　回収したマイスの部品が映り、データの内容が現れる。あらゆる類似したデータが多重に浮かぶが、
照合が出来ずエラーが出ている。
『回収したマイスの部品は、我々のデータベースで照合出来ないイレギュラーな存在だ。スプレアを
疑ったが進軍と壊滅をもって無実を証明した。自身の組織を壊滅するとはありえんからな』
「次は自分達に矢を向けるか」フェルナンドはうなった。
『当然だ。不明のマイスに関して、知っている内容を話せ』
「所属不明のマイスについて一切を知らないと話したら貴方は怒り狂い、ニウテラと同じ目に合わせ
ると脅しをかける。事実だとしてもだ」フェルナンドは白々しく声を上げた。「故に直に占拠や不明
のマイスに関する話は出来ない。議員としても立場でもある」
『なるほどな』アリスの納得した声が聞こえた。質問をしている側は、相手が自分が予想している答
え通りに答えてくれるのを期待している。想定外の答えに対して、脅してでも修正するか受け入れて
折れるかしか無い。答えを捻じ曲げる行為は労力がかかるため、無意識に相手に予想している答え通
りに向かうよう仕向ける。フェルナンドは見越していた。『ではガルキアが遂行している光の盾計画
について話してもらう。ニウテラにキャンプを張ったのは計画の一貫と予想している』
「光の盾計画の概要は既に渡っているかと存じる」フェルナンドは浮かんでいるメニュー画面に触れ、
光の盾計画の概要を開いた。内容は軍備の拡張と配備で、ガルキア国民から生え抜きの精鋭部隊を結
成し、独自に驚異からの防衛を行う計画だ。ガルキアの文様と共に、ルイスの署名が入っている。
「貴方の予想通りだ、ニウテラには光の盾計画の一環として防衛戦を
張った。約立たずに終わったがな。責める側は最大限の戦力で攻めてくる、前線に最強の兵器である
マイスを配備するのは当然だ」
『所属不明のマイスを雇用してか』
「雇用はしていない。光の盾計画は概要を見ればわかるが先代の王が提案した側の神の棺計画を縮小



し、実行しているに過ぎない。雇兵を使うプランはないよ」フェルナンドは笑みを浮かべた。
『先代の王だと』
「３０年前、貴方は議員ではなかったから理解に苦しむか」
『いや、概要は知っているよ。異世界の物質解析からの結果から得たテクノロジーによる防衛計画
だ』
「理解できるなら、テクノロジーの出処も分かっているはずだ」フェルナンドは淡々と言った。３０
年前にベイソン＝ニモラダに落ちた特異点の影響で世界のストリームが狂い、ナルオンはメインスト
リームの世界へと切り替わった。メインストリームの証である特異点の消失を防ぐため、解析したテ
クノロジーを持ってして封じて安定化を図るのが神の棺計画だ。驚異に対しての防衛、安定化を目的
としていて光の盾計画も同じだが驚異の対象と、何を持ってして防ぐかで異なっている。「我々は王
が提唱した当初の計画を引き継ぎ、光の盾計画を発動した。お分かりかな」
『当初の計画か』
「分からないなら調印しながらも仲違いを仕向け、計画を捻じ曲げた当時の人間から聞き出すとい
い」フェルナンドは大きく息を吐いた。技術解析を行ったがルキアはナルオンの人間は一切関与せず、
異世界から現れた驚異を異世界の技術のみで取り除く方針を取った。誰一人として関与せず、決着し
た後で戦争や政治の道具への利用を防ぐための技術封印の作業が容易なためだ。解析の結果、オリジ
ナルから抽出したメモリーと複合して作り上げたマイスとアッシュ＝クローンを作り上げた。しかし、
超国家組織として結成した複合体は計画を拒み大幅に変更した。オリジナルから引き継いだマイスで
はなく、ナルオンの人々の力を持って処理する方法を取ったのだ。大きく計画を変更した結果、流布
したマイスは闘争の道具として闊歩してしまった。本来の目的に動かすには最高の力を持って突き動
かす必要がある。
　地図が開いた。ジェイクジブラスを中心とした地図が開く。ニウテラから南西に７００キロメート
ルの場所にある。『３０年前に落下した物体の解析を行ったのはジェイクジブラスだな』
「ご名答だ、アリス議員。古株でなくとも理解するとは、カミソリ並に頭が切れると見える。早速査
察でもする気かな」
『確証が出来ればな。平和に進むのを祈るよ』
「善処するよ」
　通信が切れた。
　フェルナンドは指で眼前にあるメニュー画面に触れた。アドレスが開く。一つに触れて回線をつな
ぐ。暫くして開いた。「久しいな、複合体は調査を行い、ザインガンの残骸を回収した」複合体が
送った部品のデータに目をやった。部品が立体映像で回転している。
『元まで調べ尽くしていたか』
　フェルナンドは笑みを浮かべた。「いいや、今元を話した。複合体と言えど所詮人間の群れ、餌の
食いつきが予想通りすぎて身震いがしたよ」
『次は』
「明日、委員会に査察を掛け合う。議会は却下し、上方を知った奴らは何らかの形で妨害工作をする。
バレれば条約違反となり、責務を取って自分達の職を失うからな。奴らには覚悟はない」フェルナン
ドはアドレスを閉じ、別の場所に浮かんでいるウィンドウに触れた。不明のマイスの詳細なデータが
映っている。
『妨害工作の対処は』
「無視しろ、余計な世話をする気はない」
『了解です』通信が切れた。
　フェルナンドは多重に開くデータを見ていた。映っているマイスの名はザインガンと言い、医療都
市ジェイクジブラスにてガルキアが最初期に複合体と共同開発したマイスのグルパスを発展していく
形で開発した。独自の規格を持ち、互換は基礎データと元になったグルパスを除き、一切ない。条約
違反をしてでも開発したマイスは自らの国を守る為に存在してはいない。王が提唱した本来の目的に
戻すまでの時間が近づいてきた。幸いにも軍部も現状の待遇から王の遺志に同意している。運が向い
てきたと気づき、顔が緩んだ。
　翌日は議事堂に向かい、委員会室に入った。窓から光が差し込み、中央に円卓と椅子が置いてある。
議員達は既に座っている。議題は委員会で議論し、議会にかけるに値するか否かを決める。役割が明
確に見えるが、実際には議会にかける案件はほぼ決まっているも同然であり、実際には互いに意見を
確認し合う猫の会議も同然の儀式でしか無い。
　フェルナンドは席に座り、机に触れた。ガルキアの文様が浮かび上がり認証を行う。了承した後に
メニュー画面が現れる。同時に議員の出席状況と現在の議題が浮かぶ。現時点ではニウテラで起きた
事件の後処理と多大な損害を出したのが問題となっていた。モカラと正規兵を失い、ニウテラ近辺の
戦力の再編成を余儀なくしたからだ。壊滅自体はスプレアが進軍を行ったために発生した問題だと、
責任追及を行い損害を請求すると決定づけていた。既に結論が決まっているので、委員会の討論は
あってないもないも同然だ。議員も面倒な行為でしか無いと気付いている。分かっていても出席する
のは、仕事をしているとアピールが出来るからだ。振りでも出席しないと、国民は怠惰とみなし次の
選挙で不利になる。他の職種に比べて在任期間が少ない議員と言えど、急に仕事を失うのは嫌なのだ。
　日は次第に傾いていった。
　フェルナンドは退屈さにあくびが出た。「結論は既に出ている。議会へ運んで終わりにしてくれ。
次の議題を提案したい」
　議員達は一斉にフェルナンドの方を向いた。
「構わんが、簡単な議題にしてくれ」議長がフェルナンドに声をかけた。
　フェルナンドは立ち上がった。「複合体がニウテラに調査部隊を派遣し、調査を行っているのは以
前議会で話した通りだ。仮に複合体がザインガンを開発した場所を突き止め査察を求めてきた場合、
受け入れて開放するか否かを問いたい」
　フェルナンドの言葉に議員達の目が変わった。無論反対に決まっている。開発元のジェイクジブラ



スはナルオンで指折りの医療開発を主軸とした地上と地下に分かれた都市で、議員と言えど立ち入り
に制限がある。複合体とはいえ外部の人間を入れるのに抵抗があるのは当然だ。
「開放する理由はない。我々とて入場を制限している場所だ。賛成する理由はない」
「強制捜査に入るかもしれん。有事となれば複合体にまず勝てない。素直に受け入れる方が損害が少
ないと見るが」
「入れる前に破壊するまでだ」
　議員の言葉に、周囲はざわついた。
「都市一つをか」
「査察に来る奴らを潰す。不明のマイスに所属する連中が行ったテロ行為と声明を出せば問題あるま
い」
「問題しか無い」フェルナンドはつぶやいた。厳密な都市に不明のマイスに属する勢力が入り込んで
いる訳がない。声明を出して理解する程、複合体は素直ではない。「ジェイクジブラスは光の盾計画
の要が詰まっている。遂行のためには査察を阻止しなければならないのは分かっている。問題は女王
が手荒な真似を好まないのと、計画の全容を知らないという点だ。素直な女王はマイスをナルオンの
平和のためではなく私的目的に転用していると知れば条約違反を認め、査察を受け入れる。受け入れ
た時点で我々の敗北だ。失職し、最悪国家としての自治も失いかねなくなる」
「お前の言葉通りだ、だからこそ武力を持ってして排除する必要がある。懐柔でもするか」
「スプレアが複合体の圧力に屈し、進軍したのを見るに懐柔は通じない。逆に圧力をかけてくる可能
性が高い」フェルナンドは平然と言い切った。
「ならば我々は平和だの適正管理だのと言っておきながら他国の予算を食いつぶす複合体から、自立
せねばならん」
　議員達は一斉に拍手した。
「女王の意向を無視してか」
「フェルナンド、お前は知らないのか。女王は不在だ。体調不良とやらで近衛兵と共に療養のため王
宮を離れている」
　フェルナンドはメニュー画面を突いて状況を開いた。女王は１ヶ月に１度、引きこもる傾向がある。
今が休み時であれば女王に直に掛け合う機会もなく、議会も開催ができない。女王の言葉が必要だか
らだ。委員会はちょうど良い機会だと、査察への対処を議会にかけずに決めていく。予想はしていた。
素直に受け入れる訳がないからだ。複合体は力づくでも攻めに入り、ガルキア側は侵入を阻止するた
めに武力を含めた妨害工作に出る。交渉ならまだしも、互いのすれ違いによるケンカで始まる戦闘な
ど結果は見えている。力が強い側が勝つだけだ。ガルキアか複合体か、勝負をせずとも決まっている。
「把握した。ジェイクジブラスの防衛を強化するに当たり、女王がいない以上防衛強化の許可はおり
ない。まして計画の詳細を知らないとなればザインガンとアッシュ＝クローンの使用は出来ない。機
密を前に出す訳に行かないからな」
「分かっている」議員は怒り気味に言った。「ならばガルキア国内にいるクァンターに直接当たるし
かあるまい」
　フェルナンドは議員から目をそらした。正規兵で査察に来た複合体の人間を潰すには問題がある。
汚れ仕事にはフリーのクァンターが適任だ、扱う側にとって都合がいい。
「結論は出たな。我々はクァンターを持ってして査察に来た複合体の団を排除する。テロリストのせ
いにして逃げればいい。光の盾計画の糧を守る必要がある」
　議員達は大いに湧いた。拍手が部屋全体に響き渡る。
「ジェイクジブラスに糧があると分かれば、の話だがな」フェルナンドは白々しく言った。
「分かった場合の対処を議論したのだ。お前が持ち込んだ議題ではないか」
「でしたな」フェルナンドは力なく言った。
　議会は延々と続いた。タブーやらルール違反やらの議論で進んでいるようで進んでいない。
　議論が終わったのは日が暮れてからだった。議員達は疲れ切っていた。
「本日の議論を終わりにする」執行役の声が響いた。拍手が響いた。店じまいの合図だ。
　議員達は身の回りを整理して委員会室を去っていく。フェルナンドも議員達に混じって退室した。
　委員会の会議が終わった。
　フェルナンドは廊下を通り、地下の駐車場に出た。無人の送迎車に乗った。車が発信し、宿舎へと
向かう。窓から見える空は雲が覆い、月や星の光を遮っている。座席にある端末を机をなぞった。着
信の履歴が浮かび上がる。逐一確認し、アリスからの着信があるのに気付いた。履歴に触れ、回線を
回した。接続中の画面が現れ、間もなくつながった。
『アリス＝マルゲラだ。フェルナンドか。年寄りの夜は早い、寝かせてくれないか』
「着信に履歴があった。用件は」
『大した話ではない。光の盾計画に関する対処を話し合おうとしたんだが、女王と連絡がつかなくて
な。議員の伝で話がないかと問い合わせたんだ』
「女王は体調不良で王宮にもいない」
『女王自ら職務を放棄するか』
「月に一度体調不良で休む」
　アリスのうなり声が聞こえた。
「して、対処は」
『交渉が不可能なら、書簡を出した上で向かうしかあるまい。市長も同じ意見だ』
「盛大に歓迎してくれるよ」フェルナンドは淡々と言った。「スプレアの動向は」
『声明はなく、外交にしても公開する気はない。但し我々は手を貸さないと見ている』
「ガルキアと複合体の問題だからな」
『落とせば報復が待っているぞ』
「分かっている」
　通信が切れた。



　フェルナンドは窓からの景色を見た。高層ビルが並ぶ光景が映っている。窓から照明が点灯してい
るのが見える。査察官の輸送機を落とすとなれば外交問題となる。有りえない話だが、近い状態にな
るのは確かだ。自動車は議員宿舎に入った。

　３日後、書簡が複合体より議員達に届いた。内容は光の盾計画の概要の説明を求める要求だった。
本来は女王との会談で問う必要があるが、引きこもっている為に議員側に送ったのだ。複合体の意図
から外れて純粋な軍備拡張を行っているのではないか、ジェイクジブラスの医療技術を使っているの
ではないかと推測している。無回答の場合、疑いがかかっているジェイクジブラスに査察を強行する
と言った内容だった。
　フェルナンドは委員会の席で議員が熱を上げて演説をしている間、一通りの内容を読んだ。決定ま
でが早いが、回答期限の記述がない。水面下での取引と解決を求めるか、マイスを集めて現地で芋掘
りをする為の時間稼ぎを目的としているのが透けて見える。書簡の隣に議会側の通達が映っている。
無視を決める通達だ。ジェイクジブラスは徹底した医療都市であり、ガルキアや複合体とも中立な取
引を行う一つの巨大な企業としても成立している。故に議員と言えど立ち入りは容易ならぬ場所で、
何を開発しているか分からないと白を切る策に出た。周囲を見回した。熱を上げる演説は誰も聞いて
おらず、浮かび上がるウィンドウと、机に映るキーボードを叩いている。リクルーターへの指示と報
告を交換しているのだ。
　演説が終わった。議員達は音が途切れたのを確認し、勢いだけで拍手をした。議員達は自分達の職
を守るためにフリーのクァンターを雇い、ジェイクジブラスへの査察を力づくで食い止める策に出た。
女王がいない以上会見や懐柔は出来ず、ガルキアに責任が及ぶのを防ぐために正規兵も光の盾計画に
使うザインガンも出さない。あらゆる責任をフリーのクァンターにかぶせて逃げ切る気だ。
　フェルナンドの手が震えた。素直に従えば計画は終わるが、保身に走る回りくどい時間稼ぎに苛立
ちを覚えていく。目の前に頂上が見えるが登山道が尾根沿いのために回りくどく着けない状況に入っ
た。遭難と滑落は頂上に近いほど発生しやすい。滑落せず頂上に付くには焦りを抑えて平常を装う他
にない。装備も準備も十分なのだ、後は行動だけで完結する。余計な手出しはならない。手を出さず
自然に任せれば終わるのだと言い聞かせ、目の前で展開するアドレスと動向を眺めた。

　ハンスは暗く、ビビットな明りに塗れた酒場にいた。ルシエラが居住するガルキア領ソルド＝カス
テルに入った直後、仕事があると通達があった。複合体を介さずに回る仕事など小競り合いか汚れ仕
事か、日雇いの土木作業かしかない。疑念を持ちながらも仕事がない状態なので、話だけでもと打ち
合わせを持ちかけた所、町外れの酒場に落ち合うと伝を受けた。
　昼間にもかかわらず汚れを拭き取っていないカウンターに人が集まり、カシャッサを飲んで盛り上
がっている。上に取り付けてあるテレビは、スポーツのダイジェストをやかましい音楽と実況を混ぜ
て放っている。天井にある空調調整装置がテレビからの音にベースを与えている。辺境の街では酒を
飲んでスポーツを見る位しか娯楽がない。ハンスの机にはカシャッサと氷の入ったタンブラーが置い
てある。
　対面方向に、防止を深くかぶった男が座った。茶色の口ひげを生やしていて、顔の輪郭がわからな
い。毛羽立った安い生地の服を着ている。農家か山林関係者の格好で、金持ちの服装ではない。
「仕事とは何だ」
　男は黙って端末を出した。端末を操作した。ガルキアの国家のシンボルが映った後、立体映像が現
れる。ジェイクジブラスの地上の構図と依頼に概要が映る。「単純な話だ。複合体のフローターや輸
送機がジェイクジブラスに入る。知っての通りジェイクジブラスは徹底した機密主義を貫く都市だ。
規約違反とみなし排除をしてもらいたい」
「複合体が兵器を持ってくるのか」ハンスは男に尋ねた。他の勢力の所属機を破壊する行為は条約違
反だ。
「分からないから、先手を取って排除するのだ」
「民間機を落とせば報復を受けるぞ。責任が飛ぶぞ」
　男は黙った。
　ハンスは男の反応から意図を察した。民間機を落としてもフリーのクァンターとなれば、単純に足
切りで終わる。極端な話をすれば民兵が勝手にやっただけと白を切り、自分達は解雇で終了する。複
合体を介さない仕事は責任の範疇外として実績に残らずサポートも受け付けないが、元々フリーの
クァンターは複合体のサービスは自腹を切るのが基本なので関係はない。故に軍や民間企業はフリー
のクァンターは汚れ仕事がつきものになっている。自分も汚れ仕事は請け負っており、さして珍しく
はない。故に念を入れて尋ね、サポートが充実しているかを徹底して聞き出す必要がある。自分の身
を守るのは自分だけだからだ。
「お前が仕事を受ければ、市民権と関わる人間の階級を保証してやる」男は机を突いて仕事の概要の
隣に、報酬と市民権の証明書が映る。
　ハンスは視認した。ガルキアは治安が安定している代わり階級制となっており、生まれた場所と環
境により生涯の地位が決まっている。ルシエラは労働階級の出身であるために都市や都市に近い場所
に住めず、ほとんど家に戻らない理由となっていた。ハンスはジョイアス地方が壊滅した為に移民し
たため市民権はなく、ルシエラと同じく環境の鮮烈さからほとんど戻る理由はない。一種の苦行とも
言えるほどの努力を過剰に持ち上げる労働者階級を避けてニウテラに駐留する形になった。まともに
権利を持たず、努力を積んだとしてもなれるのはせいぜい集落の自治会長レベルでしかなく、より高



い職に付くには運が必要で、努力では無意味も同然となる。自分に周ってきた運を手放す気はない。
胸ポケットからカードを取り出し、男に差し出した。
　男は受け取り、端末と重ねた。ハンスの身分が浮かび上がる。内容を確認し、身分を映す映像を消
した。
「議員に報告をする。日時は追って連絡する」男はカードを出し、ハンスに渡した。ハンスは受け取
り、端末を取り出して重ねた。ガルキアの文様が現れ、次にガルキアとの契約内容が現れた。ハンス
は最後の部分に触れた。映像が消えた。
　男は片手を出した。ハンスは手を取り握手をした。
「市民権と階級は保証してくれるのか」
「仕事が終わったらな。仕事したらいい知らせを待つだけだ」男は笑みを浮かべ、ハンスから手を離
した。

　一週間後、スプレアと複合体はニウテラの調査は粗方必要な情報は集まったとして、規模を縮小し
正規兵のみの部隊で継続する決定を下した。ウマポウンチに展開していたキャンプは撤収の準備が進
み、資材をフローターに積み込んで去っていく。以降はターミナル内に設置した調査室に機能を移す
方針となった。
　既にほとんどのフリーのクァンターは去っており、置いてあるマイスは一機もなくフローターもま
ばらとなっている。
　曇り空の元、アランは自分のフローターの前でラギメトルを整備している状況を見ていた。グルパ
スはアラン個人の所有物ではなく複合体の管理となり。許可なくして搭乗はできなくなった。しかし
ソフトウェアはブラックボックス化している上に出力が他のマイスの比ではないため。ハードとソフ
トの両方でプロテクトをかけるのは不可能となっている。故に専属のクァンターであるアランを近づ
けない程度しか処置出来ない。アランは腕にブレスレット状のセンサーを付けている。アランが特定
のエリアから出た場合、知らせた上で電気ショックを与える仕組みになっている。
　アリスはアランの元に近づいてきた。
「アリス議員、仕事は」アランはアリスに尋ねた。
　アリスは立ち止まった。「完了した」
「アラン、フローターに入っていないのか」
「調査員が入っています。もう空を直に見るなんて出来なくなりますからね、フォルタジアスまで直
行ですか」
「無論だ。テレスが調整しているから私のフローターに追随する形になる。スプレア側も撤退し、フ
リーのクァンターは再契約の手続きに入っている。我々も準備が完了次第動く」
「調査は続けると」
　アリスは首を振った。「３割は正解だ。調査は大幅に縮小した上で継続する。別の仕事で依頼をか
ける。と言っても複合体を経由する依頼ではなく、直の依頼になる」
　アランはアリスの言葉に顔をしかめた。直の依頼となれば表向きに出来ない仕事だ。「集団で汚れ
仕事ですか」
「お前もやるか」
「出来れば、ですけどね」アランは腕をかざした。
「内容は旅行がてら話す」
　アランは再びラギメトルに目をやった。「ラギメトルとグルパスは」
「グルパスはお前のフローターに入れたままにしておく。誰も乗れん以上動かせもしない。ラギメト
ルは電源供給用に使う」
　テレスはフローターから出てきた調査員からカードを受け取り、アリスの元に来た。「アリス議員、
私どもの荷物の移動は終わりました」
「相変わらず先回りが早いな。食材も移したか」
「はい、料理人はスペースから入れるのは無理ですが私が行います」
　テレスは頭を下げ、アランのフローターに目をやった。調査は完了し、撤退する同時にクレーンが
ラギメトルを吊るし、フローターに格納する作業を開始した。
　アランは伸びをした。「当面、外遊びもお預けですかな」
「中でいくらでも運動できるぞ」
　テレスはアリスの手を取り、アランのフローターの方へ向かっていく。
　アランは二人の移動先に違和感を覚えた。「二人共、乗ってきたフローターは逆です」
　テレスはアリスの手を引っ張った。アリスは止まった。アランの方を向いた。
「私達が乗ってきたフローターは、正規兵が付随します。私とアリスはアラン、貴方のフローターに
乗ります」
　アランはテレスの言葉に驚いた。「おい待ってくれ、何の権限があって」
「私の権限だ。お前をフォルタジアスに連行するのが今の私の仕事だ。自分で監視するのに何の文句
もあるまい。ついでに積もる話がある」
「寝首をかきに来たら」
「お前に即疑いがかかるぞ。私に見せたくない何かが、女でも転がっているのか」
　アランは腕を組んだ。「独り身だよ」
「いい年して独り身とは。寂しければ紹介してやるぞ」
「一人用のフローターに人が乗り込むのを想定してないんですよ。客が寝る場所はないって」
「テレス、調査の結果は」
　テレスは端末と調査員から受け取ったカードを取り出し、重ねた。フローター内の構造が立体映像
で現れる。「構造としては居住空間は複数の搭乗者がいても問題ない構造になっています。各エリア



は規格に従い、バリアフリーでつながっています」
「なら大丈夫だ、文句はあるまい。連れて行ってくれ」
　アリスはテレスの手を引っ張った。
　テレスはアリスの手を取り、アランのフローターに向かった。フローターはタラップが降りたまま
の状態で、アリスをサポートしながら上がっていった。
　アランはぎこちない動きでタラップを上がるアリスの姿を見て、タラップに向かった。

　ジェイクジブラスは元々、地下空洞と頑丈な地盤を利用して地上と地下に工場を展開していた。ナ
ルオン最大の工業都市となったものの、ベイソン＝ニモラダにて起きた物体の墜落以降は技術者を複
合体に集めたために大幅に技術力が低下した。複合体の計画による副産物で需要が見込めるため、軍
部より要望の強かった製薬や医療を中心とした都市計画を打ち出した。開発によりナルオンにおける
重大な製薬、医療機械や技術の開発に貢献した巨大都市となった。同時に医療の発展はナルオン全体
の課題と位置づけ、国家の制約を下げる形で独立した自治を許可した。故にジェイクジブラスは国家
にある一都市としてより、一つの独立した企業としての面が強い。更に成り立ちから軍部が幅を利か
せているため、町の執政は軍部の人間で政府の方針を利用している傾向がある。さらに徹底した機密
主義により立ち入りに制限がかかっている。制限のない人間は都市に籍を持つ住民や研究者、及び当
初から医療機器の開発の要請を行い、成果物である医療器具や薬を大量に使用するお得意先である軍
部の関係者位しかいない。出入りは厳しいが、中に入れば出自を問わない軍に近いシステムにより身
分を咎める者はいない。故に貴族や王族からは堅苦しい状況や仕事、付き合いから逃げるために身分
を偽って入る避難所としても機能している。
　地上はスプレア最大の都市、ニモ＝モントジュニアスに比べて高層ビルが少なく、６階程度の平坦
な建物が多い。研究や開発は機密から地下にある工業エリアにて行っており、地上側はオフィスや住
居、迎賓や執政を行う設備が集まっている。
　大通りの中を二人の少女が歩いていた。少女達は派手さはないが気品のある服装で、片方は髪を後
頭部で結っている。もう一方は帽子をかぶっている。
　帽子をかぶった少女は、髪を結った少女の
元に近づいた。「大丈夫なんですか、ルイス様。偽造した個人情報では入れたのはいいんですけど、
通用するのは入り口だけです。地下に行くには無理があります」
「大丈夫です、ニケ」髪を結って返送しているルイスは平然と言った。二人はニケが偽造したＩＤを
取り出し、ガルキアの王都ロンジカステルから南西に７００キロメートル離れたジェイクジブラスま
で定期便で来た。ルイスはデータの形跡で刺客が追跡してくるのを防ぐため、複数の個人情報を所有
して適時書き換えてかく乱する方法をとっている。当然当人の意思で書き換えはできないので、ニケ
が他の役人が公務の際に行っていた書き換えの様子を記憶からたどり個人情報を書き換えた。ナルオ
ンでは自らが何を名乗っているかは人を認識するアイコンにならない。登録した番号を持ち、保有し
ている人間と紐づけがしてあるかで他者の識別と所属を決めている。故に書き換えたシステムと登録
した当人の整体システムに矛盾がなければ生体認証ですらも偽装は容易にできる。実際には理論上の
話であり、書き換えは容易に出来るわけではない。現にニケは書き換えができず近衛兵として登録し
たままの状態になっている。ジェイクジブラスに入れたのは要人警護の下見という名目で女王より派
遣を受けたと偽りの指令を受けた履歴があったからである。
　ニケはルイスの言葉に疑念を覚えた。思い付きで言う人ではないのは分かっているが、勢いで行動
を起こす人間なのもまた確かだ。今回は何故か要人警護と言う適当な任で簡単に通ったからいいが、
下手にごまかせばすり合わせが利かなくなってくる。
「私は軍部の最高責任者でもあります。故に貴族や幹部に話し、密命であるとして脅しでもかければ
嫌でも案内します。まずは迎賓館に行き、引きこもっている貴族に会って話を通します。軍部にコネ
を持っていれば容易につながります」
　ニケはルイスの言葉を聞き、腕に装着している端末に指を触れた。メニュー画面が開き、立体地図
が現れた。現在位置と周辺の位置が映っている。地図に触れた。「迎賓館までの場所を」表示が変わ
り、迎賓館までのルートが映った。
　ルイスはルートを確認した。「行きましょう」
「はい」ニケはルイスの隣に移動し、歩き出した。
　ニケは後をついていった。
　

　


