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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。
　ガルキアはニウテラの消滅により保護の意味を失ったと声明を出したのみで、以降調査要請を含め
て返答をせず沈黙を貫いていた。
　一方でスプレアは偵察部隊を解散し、調査部隊編成のため再契約の手続きを進めていた。大量破壊
兵器を持ち込み使用したのではないかと嫌疑がかかる前に調査を行い、真偽を明らかにする方針を決
めたからだ。
　ウマポウンチにあるキャンプでは、雇兵の正規兵による軍備を進めていた。次々と正規兵のフロー
ターが降下し、グリアンタを降ろしている。
　ヒリポとマイケルは、生騎兵のフローターを眺めていた。二人共調査部隊の契約を済ませ、整備を
受ける手続きを進めていた。フローターに戻っているハンスを見かけた。
「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、割に合わ
なかったな」
「前金から、失敗する確率が高いのは何となく分かってたよ」マイケルは笑いながら言った。
「前提か」ハンスは気難しい表情をした。捨て駒扱いになるのはフリーのクァンターとして珍しくな
いが、気分は悪い。
　ヒリポはうなづいた。「生きて帰ってきただけマシだよ。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」
　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。
「複合体の要人か。しかもマイス付きとはクァンターを兼任してるのかね」
「知る意味があるのか」
　ヒリポは笑った。「確かに。上司になるかもしれねえ俺達ならまだしも、お前は関係ないからな」
「オスカーと付きのクァンターは」ハンスはヒリポに尋ねた。
「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」ヒリポはハンスに手を
差し出した。「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」ハンスはは握手をし、ついでマイケルとも握手をした。
　ヒリポとマイケルは手を離し、フローターに向かっていった。ハンスは二人と逆方向に歩いていっ
た。
　装飾のついたフローターは着陸した。兵士達が集まってきた。タラップが降りた。アリスがぎこち
ない動きで、前にいるテレスの肩を伝い降りてきた。
　兵士達は護衛のために囲った。
「護衛任務ご苦労さまです。監房へ。例のクァンターに面会を求めます」テレスは兵士に声をかけた。
「議員と言えど、面会は手続きを」
「兵士は忠実に命令をこなす職種だと聞いているが。責任は私が取る。黙って従え」
「分かりました」兵士の一人がキャンプの外れへと案内した。テレスはアリスの手を取り、後をつい
ていく。
　鉄条網で仕切ったエリアに来た。入り口にゲートと検問所が有り、兵士が見張っている。立入禁止
と言うより、中にいる人間を外に出さないシステムになっている
　テレスは検問所に立っている兵士にカードを見せた。検問所の兵士は端末を取りだし、カードを重
ねて照合した。身分が浮かび上がる。兵士はテレスとアリスに目をやった。「通すのですか」
　兵士はうなづいた。
　検問所の兵士はため息をついた。「通れ」力なく言った。
　兵士は中に二人を案内した。
　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。兵士が一つの穴につき一人の割合で立っている。兵士は一つの壕の前に来た。入り口には急造
のセンサーが付いている。兵士は見張りの兵士に頭を下げ、腰につけている端末を操作してセンサー
を解除した。
　兵士はアリスと共に中に入った。ＬＥＤの照明が足元までと行かないが照らしていて、暗くて一が
見えないといった点はない。暗い印象はないが、日が差しておらず、照明から熱が出ないので寒い。
「足元に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。柵で仕切ってあり、アランが奥で体を動かしていた。他に時間をつぶす手段
がないからだ。
　兵士は策の前で足を止めた。「アラン、客だ」兵士は声をかけた。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。面識のある人間なので、輪郭だけで誰かは分かる。
「議員。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」



「中央でかけあいます」
「結論が見えているのに議論をする気か。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」アリスは強い口調で兵士に言った。
　兵士はたじろいだ。「は、はい」
「返事をしたなら、早く行け」アリスは低い声を上げた。
　兵士は駆けて行った。
「収監していると聞いてきた。冷えるな」
「冷えるばかりか、固まっていくのが分かりますよ」
　テレスは笑みを浮かべた。相変わらずだと認識した。
「本懐は仕事ですか」
　アリスは腕を組んだ。「１つの言葉と質問だ。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お前の所有を離れ、複合体の管理と
なる」
　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。
「代わりにフォルタジアスで、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」
　アランは渋い表情をした。「監視付きの軟禁か」
「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」
「ルガージ＝セイロで使わなかった理由は」
　アランは壁に向かい、寄りかかって座った。「ラッセルのペースメーカーです。拷問対策として停
止し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
は対象を殺さないのが基本だ。死亡してしまえば情報を得る手段がなくなるからだ。死亡しない限り
起動出来ないシステムにしておけば、当人が起動方法を吐き出しても生存している限り起動できない。
起動方法を知った後に殺しても認証を行うプログラムの入ったカードが別になっている上、端末経由
で適切なタイミングでない状況で死亡を知れば異常事態だと把握できる。最悪、対象者が事態を知っ
て即破壊すればいいのだ。脳細胞の接続跡をたどり記憶を取り出しても時間や場所と言った細かい情
報を別個に格納しているため、抽出と解析に数年はかかる。仮に解析が終わっても主観である以上、
当人の立場でなければ理解出来ない。セキュリティや状況を確認する意味で重大な意味を成すシステ
ムだ。
　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。アランがルガージ＝セイロにいる時に
死ななければ起動しないと分かっていたからだ。
「市長が死んだと知ったのは対象が去った後でした。守るためのシステムが裏目に出ました」
「まだ終わってはいない。ジェイロンに特異点が現れたと聞いているからな」
　アランはうなづいた。
　兵士が憲兵を連れてきた。「上官に通しました所、釈放を容認すると決定が下りました」
　憲兵はアランの方を向いた。「釈放だ」柵に近づくと鍵束から電子キーを取り出し、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。「即送還ですか」
「私が現地に留まっている間、仕事をしてもらう。グルパスの代わりにラギメトルを運んできた。準
備を終えたらテストを兼ねて調査部隊に参加しろ」
「やっぱり仕事の話ですか。豪華なホテル暮らしって何なんですかね」アランは伸びをし、あくびを
した。
「体がなまると言ってたろ」
　アランはアリスを見て笑みを浮かべた。「親譲りの天邪鬼でしてね。先に風呂に入ってもいいです
かね」
「逃げる気か」
　アランはため息を付いた。アリスは用心深い性格なので、付いてくるかと言えば付いてくる。「な
らラギメトルを引き取ってから、着替えと風呂に入ります」
「商談成立だな」
　アランはアリスの肩を軽くたたいた。「押し込みですけどね」
　テレスはアリスの手を取った。「フローターへ案内します」アリスを連れて、壕から外に向かって
歩き出した。
　アランは二人の後をついていった。
　外は暗くなっていた。７月で夏至を超えて徐々に日が長くなっているが、曇り空なので目に見えて
分かりにくい。
　テレスは自分達が降り立ったフローターの前に来た。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
る。
　現在整備しているラギメトルは、アリスがニウテラ壊滅の報を聞いた時にアランの乗機が離れてな
くなるのを防ぐために急きょ手を回して搬入したマイスだ。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。本機は複合体がリアラ＝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不安定ながら使用出来る。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。
　アランはラギメトルを見て、かゆい感覚を覚えて体が震えた。



　テレスはアランの様子を見て、不審を覚えた。「嫌ですか」
「自分が乗るマイスを他人が整備しているのを見るのは初めてでして、かゆい感じがします。日が暮
れるまでに終わりますかね」
「環境になれる程度なら、フローターで調整していたから１時間もあれば十分よ」
　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」
　アランはため息を付いた。
「忘れるな、お前はオリから出たにすぎん」
「分かっています。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。顔が強
張っている。「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。
「安い給料でレストラン通いは命を縮めるぞ。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。
　ラギメトルの整備はテレスが指摘した通り、日暮れ前に完了した。
　アランは整備士からラギメトルを登録するとフローターに戻った。
　翌日は雨が降っていた。ニウテラの消滅時程ではない。
　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。
　アランは契約後即座に空いている枠に編入し、ラギメトルに搭乗した。マイスを起動する際には照
合と稼働に使う記憶をごまかすダミーデータの入ったカードを入れる必要があるが、アランはスロッ
トに入れずに起動した。相性がいいから不要となっているが、実際には別の理由がある。搭乗後は編
入した部隊に合流し、輸送機に入ってニウテラに向かった。
　ニウテラ上空で降下したマイスの部隊はニウテラのターミナル跡に降下した。雨が降った後なので
一面が巨大な水たまりになっている。水は水面に浮かぶ油や水中の泥の流れから、湾に流れ込んでい
るのが分かる。建物は原型を失い、むき出しの鉄筋に付着するコンクリートのオブジェクトに成り果
てていた。
　ラギメトルはハンスが不明のマイスが交戦した場所の真下に向かった。座標をはじめとする詳細な
データはハンスが提供している。現地は池と化しており、市街区域としての形跡はない。
　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。
　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、元々何があったか分かる
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メートル近い深さにあるので建物が倒壊した程度で穴は開かない。周辺が盛り上がっている点か
らして、内部のエネルギーが破裂して出来たと見ていい。所々にインフラを目的とした配線を通す地
下空洞がある。流れているエネルギーが転移砲の影響で増幅して次々と破裂したのだ。「内部から破
裂したんだ。生きている人間はいない」
『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
メラを通して水が流れる状況を読み取り、漂着した物体の質を読み取っていく。
「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。
　ラギメトルは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。防御障壁により水と泥の侵入を防いでいるが、のしかかる重量は防げない。足を持ち上
げるにも重い。
　キチン質の塊と思しき反応が出た。アランは場所を確認してラギメトルを動かしていく。
　ラギメトルは反応が会った場所に着くと、水溜まりに手を入れた。手の甲部分に内蔵してあるエネ
ルギー収束装置にエネルギーが溜まっていく。直後に手の甲が展開し、赤い宝玉が埋まった形状のセ
ンサーが現れる。直後にエネルギーを放出する。衝撃と共に泥と水が一気に弾け飛び、自身を中心に
１０メートル程の穴が開いた。
　周辺を調査していたグリアンタの部隊は、ラギメトルが放った衝撃に驚いた。１機がラギメトルに
近づき、肩に触れた。『我々の任務は調査だ、破壊工作はやめろ』
　アランはカメラに映っている光景を見て、顔をしかめた。「見ろよ」
　グリアンタはラギメトルが見ている方を向いた。マイスの部品で、泥に塗れているがかろうじて胸
部の一部だと分かる。
　アランがデータベースに照合してみると、いかなるマイスにも当てはまらない。ハンスが交戦した
マイスかは不明だが、ニウテラのキャンプにはモカラが多いとなっていると聞いているのでモからで
なければ例のマイスである可能性は高い。「部品形状から当てはまらないが、念を入れて回収する必
要がある」
『放ったらかしには出来ないからな』
　グリアンタは部品の前に向かい、拾い上げた。



「俺は元の場所に向かって調べる」
『了解した』
　ラギメトルはグリアンタから離れ、近辺を調べていった。キチン質のかけらを次々と回収していき、
日が傾き始めた頃に合流地点に向かい、待ち合わせていた輸送機に乗ってキャンプに戻った。
　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シートの上に置いたマイスの部品の洗い出しを行った。水を吹き付けて泥を
洗い出す。次第に部品の全容が現れた。マイスの胸から腹部の一部で、フローラルデバイスも破壊し
て一部しか付着していない。内部のシリンダーや板バネは一部が落下の衝撃で曲がっている。ほとん
どの破損箇所に焼き切った形跡がある。意図して切り離した可能性がある。
　日が暮れて夜になっているので詳細な状況は分からず、雨が止む翌日以降に解析班が行う手続きを
取った。
　アランは作業を終え、ラギメトルを置き場に置いた状態で自身のフローターに入った。居住エリア
内の寝室に向かいベッドを見ると疲れが吹き出した。浴室に向かうか迷ったが、疲労の前には勝てず
ベッドに向かい即座に寝転んだ。疲労が体を押さえつけ、意識を奪っていった。

　サイアスは、ミリガンを伴いスプレアの紋が入ったフローターでウマポウンチのターミナルに入っ
た。現地に入った頃は既に夜となっていた。
　ターミナルは係員でごった返している。元々何もない街にキャンプを設置した関係で人の流入が激
しくなり、人手が追いつかないのだ。
　フローターが案内に従い着地した。直後にフローターからタラップが降り、サイアスとミリガンが
降りてきた。
　係員は二人に近づいてきた。
　サイアスとミリガンは慣れた手付きでカードと紙幣を取り出し、係員に渡した。
　係員は二人から受け取ったカードを照合した。サイアスとミリガンの個人情報と共に、ウマポウン
チ内の施設をフリーで通す旨の書類が映った。
　サイアスは端末を操作し、ホテルの映像と部屋番号を映した。「場所は分かるか」
「案内します」
　ミリガンはサイアスの前に出た。「案内は不要だ。場所のデータをくれ。自分達だけでいく」
「慎重にも程がある。周りを信じた方が人生楽になる」
「人の上に立つと、職業柄疑り深くなる。仕方ない」
　サイアスは係員の方を向いた。「だとさ」
　係員は端末を操作し、ホテルの案内をインプットした。カードを取り出し、重ねてデータを移すと
サイアスに差し出した。
　サイアスはカードを受け取り、端末に重ねた。データを読み取り、指定した場所が立体映像で映っ
た。「行くか」
　ミリガンはうなづいた。
「すみませんが護衛は」
「王宮の所属とは言え、一介の職員に必要か」
　係員は渋い表情をした。
「気にするなよ、俺達が特別なんだ」
　サイアスはミリガンを連れてターミナルを出ていった。
　通路を通り、直結しているホテルに向かっていく。
　ミリガンは苦笑いをした。「複合体の要人からの招待だ、美味い飯だといいがな」
「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通路を歩
いていった。
　開けた場所からホテルのロビーに出た。設備の割に人はいない。ターミナルに止めているフロー
ターの殆どがキャンプに直行しているためだ。
　サイアスとミリガンは案内に従い、エレベーターの前に来た。ドアが開き、中に入り、立体映像を
切ると壁に付いているコンソールと端末を重ねた。コンソールが認識し、扉が閉じてエレベーターが
上昇した。窓からは街の夜景が見える。光の点は暗闇の中でわずかに見える。元々何もない都市なの
で、目立った照明はない。
　ミリガンは腕の端末を見て時間を確認した。２０時を示している。
　サイアスはミリガンに目をやった。「会談は２１時からだったか、時間に間に合えばいいがな」
「適当に切り上げれば後は宿泊する部屋でも出来る。便利な世の中になったな」
「年寄りの話は長いぞ」
「切り上げるのも上手いさ、年季があるからな」
　エレベーターが目的の階に付いた。ドアが開いた。廊下は城を基調に、赤いカーペットが敷いてあ
る。指定した人だけが立ち入るエリアとなっているため、人は誰もいない。サイアスとミリガンは廊
下を歩いていく。
　係員が奥の扉の脇に待っていた。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、雨季には珍しく雲が途切れて月が出ている光景が見える。中央に純白のクロスを敷いた
テーブルがあり、食器が乗っている。アリスが座っており、隣にはテレスが座っている。
　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」



　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。
　サイアスとミリガンは席に座った。
「指定した料理を持ってきてくれ」アリスは声を上げた。ドアの脇に立っている係員は頭を下げ、ド
アを開けて出ていった。
　開いたままのドアからメイドが料理を乗せたカーゴを押して入ってきた。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出来る。
　メイドはミリガンとサイアスの元に向かい、料理を丁寧に置いた。次にグラスを置き、ワインの栓
を抜いて注いだ。注ぎ終えると頭を下げて下がった。
　アリスの側では別のメイドがコーヒーのは言ったカップを置いている。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極力会食で食事をしない方針をとっている。
「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」
「無論だ。まずニウテラ侵攻に関して、スプレアは無実であると決まった」
　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。
「相変わらずの上から目線だな」サイアスはぼやいた。
　ミリガンはサイアスの方を向いた。「立場がある」アリスに顔を向けた。「アリス議員。まずと
言ったな、次があるのか」
　テレスは机を突いた。メニューが現れ、指でボタンを突く。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映像が現れた。
　サイアスとミリガンは映像に見入っている。
「性能は上々だ。開発に２０年以上もかけただけはある」
　映像が止まり、ニウテラの地図と壊滅状況が映った。生存者はいないと書いてある。
「駐留していたガルキアの部隊諸共か。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。
「一方でガルキアの目論見が不明のままになったのは厄介だ。余計な穴を作ってしまったな」
「責めるか」
　ミリガンは首を振った。「元より葬る気だったのだから、十分だ。君達も同じ気持ちではないか」
「貴方の仰る通りです」テレスは淡々とした調子で言った。
　アリスはうなづいた。「無罪も証明できたし、安心したろ」
「刑務所から出た気分だ」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、フェイジョアーダを口にした。
「駒は無事に稼働し、足跡も消えた。神の棺計画は順調に進んでいるが懸念材料はある」
「対象の特異点が消失した件か」
「知っているなら話すまでもないが、対処できん問題は放置するしか無い。不明のマイスだよ」
　テレスは机を突いた。メニュー画面が現れ、一つの項目に触れる。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となっている。
「交戦したクァンターの報告では、不明のマイスは撃破後に爆発四散したとの話だ。提出した映像か
らも確認している」
　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で砕ける程ヤワじゃない」
　テレスは浮かび上がる映像に触れて軽く指を動かした。映像が止まり、巻き戻る。爆発した瞬間で
停止した。各関節部分から爆発が発生している。マイスに限らず機械は構造から可動部
分は弱く壊れやすい。弱い部分から爆発しているとなれば、わざと破壊する仕組みになっていると判
断出来る。「機密処理です」
「人間諸共消滅とは、何もかも想定済みか」サイアスは顔をしかめた。
「人が少ないグリンゴではあり得ない処理だ。となればガルキアが関わっている可能性がある」
　アリスは笑みを浮かべ、手探りでコーヒーのカップをつかんだ。「珍しく気が合うな」
　テレスは机をなぞった。アランが発見したマイスの部品が映った。「調査部隊が発掘した部品を解
析した結果、現行のマイスと異なっているのが分かりました。ニウテラで独自開発をしていたのを利
用したと言い訳をすれば終わりですが、ガルキアが関わっているのに変わりありません」
「随分ガルキアを疑うな」サイアスはグラスをつかみ、軽く振って混ぜてからワインの匂いをかいだ。
アルコール混じりの豊潤な匂いしかない。混ざりものがない証拠だ。軽く口に入れ、舌で転がした。
口の中にワインの匂いが広がる。ざらついた感触もなく、何も入っていないと確信して飲み込んだ。
ミリガンに顔を近づけた。「問題ない」耳元でささやいた。
　ミリガンは再明日の言葉にうなづき、テレスの方を向いた。「我々に疑いがないと見るや、次はガ
ルキアに目を向けるか。忙しいな」
「脆い穴を見つければ掘り尽くす。捜査の基本だ」アリスは笑みを浮かべ、コーヒーカップに口を付
けた。
　テレスは映像を切った。
「ガルキアは、素直にお前達の意見を受け入れてくれるかな」
「分かっているよ、だからこそクァンターに依頼を出し、編成を行う」
　サイアスはアリスの言葉に不快感を示した。「血の気の多い奴だな。戦争の火種でもぶち込みたい
のか」
「我々は戦争を起こす気はない。条約に違反している可能性があるから査察をする。拒めば制裁する
だけだ。自分の領土を廃墟にしたくなければ君達と同じく、素直に従えばいいだけだよ」アリスは平
然と言った。
　ミリガンは顔をしかめた。ガルキアに攻め込み締め上げて白状を迫る算段だ。「会談を無視して裏
で回す気か」
「会談の結果次第だ」



　サイアスは苦笑いをした。「結果は分かりきってるだろ。不明のマイスと関わっていてもいなくて
も、いいえとしか答えが出ない。はいなんて回答はないってのは誰でも分かる。だからアンタの所は
粛々と軍備を整えてる」
「回答に期待していない。回答が本当なのか否かが問題だ」
「ウソ発見器にかける気か」サイアスは笑いながら言った。
「真偽を見抜くのは無理だが、正解率を上げる手段はある。息のかかった議員から内情を聞き出せば
いい」
　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」
「王は素晴らしい人物だった。国家の柵を越えて技術を提供し、超国家組織の複合体の設立に尽力し
てくれた。亡くなったと聞いた時は親の死と同じ程に胸に刺さった」アリスは淡々と言った。
　サイアスは腕の端末に目をやった。２０時３０分を示している。
「悪いが、昔話で感傷に浸る時間はない。会談の返答次第で動くと言ったが、即日か」
「返答の裏付けが確証に変わった場合だ」
　ミリガンはアリスの返答を聞いて安堵した。即日となれば戦力不足を理由に自分達を焚きつけてく
るのが目に見えている。雇兵のクァンターのみであれば、自分達は場を貸すだけで関与しなくて済み、
国民の命を他者の都合のために差し出さなくて良くなる。皿に残った料理を食べ始めた。続けて何を
質問しても自分の望む回答は来ないと判断した。
「視察するのみで出立ですか」テレスはミリガンに尋ねた。
「調査結果が出るまではウマポウンチに留まる。王の勅命でね。人使いが荒くて酷いもんだ」サイア
スは、食事を取っているミリガンの代わりに答えた。
　ミリガンはワインを飲み、口の中に残っている食べ物を処理した。「サイアスの言葉通りだ」
机を軽く突いた。王からの勅命が映った。テレスは内容を読んだ。複合体の増長を防ぐ為にウマポウ
ンチへ派遣すると書いてあり、ヴァンプの署名が付いている。
「何がある」アリスはテレスに尋ねた。
「スプレアの王は、我々の監視任務で派遣したとの話です」
「信用がないな」アリスは力なく言った。
「疑り深いのは構いませんが、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」
　テレスは顔をしかめた。空気が淀んだ気がした。
「人間関係とは相手がいなくなれば終わりではない、魂がある限り続く。ガルキアを見れば分かろ
う」
「確かに、ミームを引き継ぐ者がいる限り意識は続いているな。また一つ賢くなったよ」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。
　ミリガンとサイアスは料理を食べ終えた。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にたくなければ、
嗅ぎ回る癖は止めておけ」
「忠告、ありがたく受け取る。仕事がうまく行くのを祈っている。明日の朝刊を楽しみにしている
よ」
　ミリガンとサイアスは席を立ち、頭を下げた。
「期待しない方がいい。不眠症になる。ではまた」ミリガンは笑みを浮かべた。
　テレスとアリスは席を立って頭を下げた。
　ミリガンとサイアスはドアに向かい、部屋から出ていった。
　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」
　アリスはテレスの方を向いた。「時刻は」
　テレスは机を軽く突いた。時刻が浮き出てきた。２０時５０分を示している。「２０時５０分で
す」
「遅れるか、申し訳なかったな」
「はい」
「フェルナンドに問い合わせてくれ。話をつける」
「根回しですか」
「只の雑談だ。互いに年を取ると下らん話が恋しくなってくる」
　テレスはアドレスのリストを開き、中にあるフェルナンドの欄に触れた。



　議員宿舎内にある部屋は薄暗く、立体映像が所狭しと映っていた。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。フェルナンドは部屋の中心で結果を観
察し、手を動かして映像を整理していた。
　呼出音が鳴り響いた。発信場所はウマポウンチだ。現地の人間からの報告だと予測し、回線を開い
た。
『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』
　フェルナンドは顔をしかめた。予想外の客だった。
「用件は予想がつく。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」
『君も勘が鈍ったか。神の棺計画を知っているなら、君の言った質問はしない」
　フェルナンドは笑みを浮かべた。ニウテラの壊滅は神の棺計画のロードマップの一つだ、原因も結
果も分かっているので質問をする訳がない。無論分かった上で尋ねている。計画について質問する程
に忘れている人間にかかわる気はないからだ。
　フェルナンドの前にデータが次々浮かび上がる。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。テレスが送り込んだデータだ。
　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だと分かった。国民を第一に取る国家が、自身の組織を壊滅する行
為に加担するとはありえんからな』
「スプレアが無関係だから、次は自分達に矢を向ける方針をとったか」
『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知らないと話せば貴方は怒り狂い、ニウテラと同じ目に合わせると脅し
をかけるのは予想できる」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。議員としても立場を含めてだ」
『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
りに修正を仕向ける。回答からの展開を見越していた為、返答を拒否したのだと判断した。『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おう』
「光の盾計画は、単純に言えば脅威からの防衛計画だ。現時点では防衛をフリーのクァンターと混合
して任せているが故に高コスト、かつ国民からの信頼を失っている。生え抜きのクァンターのみとし、
精鋭の装備に切り替えて純度を挙げてコストを下げる」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。
『テスト名目でニウテラに部隊を配備したか』
「仰る通りだ。ニウテラには光の盾計画の一環として新鋭の部隊を配備した。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」
『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」
『概要は聞いている』
「聞いているなら、現在の神の棺計画に至る道筋も分かる」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、ナルオンはサブストリーム
から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特異点を封じて安定化を図る計画を発動した。当初、解析を
行ったガ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からの物質から解
析した技術のみで取り除く方針を提唱した。既存のテクノロジーへの応用を禁じた方式で、決着した
後の封印を含めた処理が容易なためだった。だが一国家を中心にすれば、技術独占の問題が起きると
議論となった。結果として超国家組織の複合体を設立し、計画と副産物のマイスとクァンターの管理
を行う形で落ち着いた。また計画も大幅に変更となり、技術を解析して作ったマイスは闘争の道具と
して闊歩してしまった。世界を守る為のマイスとクァンターは余りにも人に近づきすぎた。ガルキア
の人々にとって恐怖の対象になりつつある。脅威から守る本来の目的に特化して切り離さねばならな
い。「我々は王が提唱した当初の計画を引き継ぎ、脅威から守る為だけに技術を純粋に引き継ぐ光の
盾計画を発動した。お分かりかな」
『異世界からの技術を純粋に引き継ぐか。となれば、解析した技術を使って不明のマイスを作ったと
見ていいか』
　映像が現れた。回収した不明のマイスの部品とデータだ。
　フェルナンドは映像に目をやり、失笑がこみあげてくるのを抑えた。複合体にはまだ優秀な人間が
いる。捨てたものではない。「議員の立場から答える気はない」
『了解した、また疑問があれば質問しに行く』
「時間が合えばな」
　通信が切れた。



　フェルナンドは脇に着信記録があるのに気付いた。時刻は２１時１５分だ。現在時刻は２１時２０
分を示している。意外に長い間会話をしていたのだと気づいた。　
　指で眼前にあるメニュー画面に触れた。アドレスが開く。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。議員のバストアップが開いた。
『ニウテラ壊滅の知らせは聞いたな、お前のせいでとんだ損害を出した。稼働できるザインガンは僅
かになったんだ、責任は取ってくれるよな』
「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。十分だよ」
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。「ついでに言えば複合体がザインガンの部品を回
収した。解析が終わりジェイクジブラスに査察が来るのも時間の問題だ」
『お前の推進した計画がことごとく裏目に出ているぞ。最初から分かっていればな』議員は怒りをぶ
ちまけた。
「私は予言者ではない。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。残骸を回収したのが重要だ。後は解析したどり着けば完了
する。議員共はナルオンの危機にもかかわらず保身に走り、無知な王の娘を持ち上げ意のままに操っ
ている。王の遺志を達成するには奴らから決別する必要がある。明らか位に国に敵対する売国奴に成
り果てるが、覚悟の上だ。
『査察にしても場所までは分かるまい。内部調査として適当な場所をでっちあげればいい』
　フェルナンドはため息をついた。「場所は分かるに決まっている。共同で行っていた計画を続投し
ていると分かれば、データはまだしも設備の移動に骨が折れるのはすぐ分かる。アッシュ＝クローン
は特に繊細だ、中止して積み上げた産物を捨てない限り移動は不可能と言っていい。マイスの製造、
維持管理には多大な設備が必要だ。複合体がフォルタジアスとして一つの街を作った程にな。更に隠
匿が出来るとなれば答えは一つしか出ない」
　議員は不安げな表情をした。
『今すぐ移動すれば』
「奴らは我々に疑いを向け、監視を強める可能性がある。ザインガンの輸送は行わず今まで通りジェ
イクジブラスに押しとどめるしかない。無論アッシュ＝クローンもだ」
　議員は八方ふさがりの状況にうなだれた。『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。同時に議員バストアップが消えた。
　フェルナンドは一息つき、椅子にもたれて目を閉じた。楽がしたいがために計画に飛びついたツケ
だ。通信が入り、コールの表示が出る。体を起こし、表示に触れた。軍部のアドレスが浮かび上がり、
音声のみの表示に切り替わった。『久しいな』
「今日は客が多いな。用件は」
『ザインガンをなくしたので議会でもめるのは必至だと不安になってな』
「気にしなくていい、仕事だ。ザインガンの解析を進めていると知らせが入った」
『なら査察が飛んでくるな。奴ら場所は分っているのか』
　フェルナンドは笑みを浮かべた。「頭が働いてくれるなら間もなくわかる。間違っていれば査察の
知らせが来た時に修正してやればいい」
『次は』
「明日に方針を決める。情報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
自分達の職を失うからな。覚悟はないから全力で止めに入る」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、関われば一緒に墓の穴を掘る羽目になる」
『了解だ』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。計画の終
了は目前だが、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目の前に頂上が
あっても焦らず、平常を装って尾根を歩く他にない。目標が近いが故に地道に歩くのが重要だと言い
聞かせつつ、落ち着くために時計に目をやった。２１時３０分を示している。今は女王は会談をして
いる頃だ。結果が出て査察の話が来れば軍部出身の自分か軍に連絡が来る。状況を知った上で次の行
動を決めればいい。

　ルイスは王室にこもっていた。議会が終わった後、会談に臨むためだ。ニケともう一人の近衛兵は
部屋の外に立っている。
　眠気がニケに襲い掛かり、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。我に返り、
王室のドアを見た。頑丈に閉まっている。
　ルイスは王室の中央にテーブルに座っていた。机には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。脇に映る時計は２１時３０分を示している。



「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
た内容だ。王女の立場でありながら知らぬ上に抗議をするとは、愚行としか答えが出ない』ヴァンプ
の合成音声が流れた。『交戦となれば難民が出ると言ったが、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、犠牲が出るのは予測は出来る。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。
「難民に関する話は、スプレアの進軍に関わる内容です。成果物の使用は想定していません」
『使うと分かっていたのにか』
「タイミングの問題です」ルイスの声が徐々に強まってきた。直後に興奮していると気づき、落ち着
くために深呼吸をした。反論に終始する余り、相手の意図が感情のもやに隠れ始めている。
『成果物は機密扱いだ。使用を予め伝える奴はいない。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』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。人々は条件を飲み、同意の上で自らの意思で街に入ったのだ。
　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言っているのです。使用前に壊れ
た場合、修復する人間がいなければ終わりです」
『兵器の完成には入念なテストが必要で、対象にニウテラを選んだ。予め計画で同意していた内容だ。
まさか女王、計画書すらも即位した時に目を通さなかったと白を切る気か』
　ルイスは黙った。ヴァンプに対して何も反論出来ない。
『今は置いておく』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。
報告書には同一機の可能性があると書いてある。
『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。何に
せよ関係を持ったと言えるが、分かるかね』
「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、撤退し
た兵から聞いておきます」
『残念だが女王、現地の兵を含めニウテラ近辺に生命反応はなかった。撤退したガルキアの兵士は誰
もいないと見ている。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。『勝手に行った結果が壊滅だと言いたいのか。無責任な承認者だ』
「何とでも言っても構いませんが、軍は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、
報告がないので知らない以外に選択がないだけです。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。「貴方は私に死ねと言いたいのですか」
『頭が無能なら飛ぶだけだと言っただけだ。軍は利口だ、政治すらも利用し権力を拡大する。権力者
の芽を刈り取るのは法務と政に関わる者の仕事だ。怠慢は許されん』
「分かっています」ルイスはうなづいた。
『我々としても調査を行う。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
派遣して調査する。報告は適時伝える』
「分かりました。繰り返しますが私達は内部調査を進め、不明のマイスについて調べます」
『了承した』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
複合体は国家間の問題には関与出来ない。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、ストリームの不安定さを招いた特異点に対処し安定を図る世界を維持する
ために製造した兵器だ。国家間の闘争の駒のために作った兵器ではないので、複合体以外での製造は



出来ない。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、根本が崩れ複合体からマイス
とクァンターの供給は不可能になる。国家の弱体化程度ならいいが、最悪信頼を失い国交を失う危険
がある。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、ドアに向かい勢いよく開けた。
　近衛兵は何事かと驚いた。
　ルイスは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、話し相手か記憶と出力装置代わりにする
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不可能だ。「はい」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。ニケは脇について時計を見た。２１時５０分を示している。「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のが分かる。
　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、細かく砕いた上で不必要な部分は消去していく。故に断片化した記憶しか取り出せずに忘
れていく。対して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、しかも砕かない為に
データベースのごとく関連する記憶を正確に取り出す能力を持つ。一方で忘れを知らないがために負
の記憶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。当初から不審が有り調べると決めていたが、有事で議会と部屋とを行き来している状態
だったためにデータベースのアクセス程度しか出来なかった。異常な記憶能力を持つニケがいたのが
せめてもの幸いだった。機密から持ち出しの出来ないマイスのデータを覚えてくれていたので、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が、仕様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何かに気づいた。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ている。テストとしてニウテラの部隊をモカラのみで部隊を編成している理
由だ。しかしながら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。ニウテラに限らず
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認めている。光の盾計画で戦力が不足しやす
い現状を理由に、現地から調達する制度を使って不明のマイスを運び込んだのだ。
「具合でも悪いのですか。医務室に連絡します」ニケはうつむき気味になっているルイスに声をかけ
た。
「大丈夫です、むしろ爽快になりました」ルイスは顔を上げて机をたたき、アドレスを出した。専用
回線を指で突き、軍に連絡を取った。ウィンドウにガルキア軍のロゴが現れた。連絡が付いた。「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。お待ち下さい』会話が途絶えた。
「雇兵のリストはアーカイブのリストにはありませんでした」ニケはルイスに話しかけた。
「後で出すか、軍で回して終わりにするかですね。ニウテラが壊滅して間もなくですから、両方でも
言い分は通ります」ルイスは淡々とした調子で言った。ニウテラの壊滅は余りにも急だったので、軍
としても処理が出来ていないのは容易に想像出来る。
　間もなくフォルダが立体映像で現れた。
　ルイスはフォルダを開いた。写真のフォルダと共に、署名の付いた白紙委任状とリストのウィンド
ウが現れた。白紙委任状は現地で補充した物資と人員に関する許可と内容で、主にニウテラから物資
を補充する旨が書いてある。一方でリストは補給物資と納品した内容だけでクァンターとマイスにつ
いて書いていない。リストのウィンドウに触れてめくるも、決まった時間に行う物資の補充だけで
クァンターやマイスの補充はない。
「提出したリストは以上ですか」ルイスは話しかけた。
『最終承認を行う女王に、ウソを報告する意味はないです』
　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
一環として、お偉いさんの判断でテストと称して新型を運び込んだと聞いてますがね。あくまでウワ
サですよ』
　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。
「ウワサの元は分かりますか」
『前線でよく出る話です。現地もお偉いさんも前線での新鋭機のテストは提案しますからね。通るか



は別の話ですけど、仮に通ったなら整備諸々が違いますから、専用のエリアに置いておきます』
　ルイスは新しくウィンドウを開いた。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。運び出
した新型を置いておくエリアは十分にある。「立入禁止エリアがありますが、何を置いていたのです
か」
『さあ、私どもには分かりません。何せ後方の部署が独立していまして、奴らに問い合わせても白紙
委任状以外に何も返事がないんですよ。特殊工作部隊って奴ですかね。最近になって非公開の組織を
編成したって聞きましたからね』
　ルイスは話を聞きながら、新しくウィンドウを出した。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。写真に付いている時刻とリストに書
いてあった物資搬入の時間とは、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」
「フローターはクァンター以外に持っていないから、輸送機で行うのが普通よ」
「では何で、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、外に供給していますよね。でもエリア内に何があるか知らないとなれば、物
資は外に出ず中で蓄積しているか消費しています」
　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。大量輸送しているとなれば、民間機による輸送ではなく、
偽装している可能性がある。「民間機と時間と合ってない上、立入禁止エリア以外で供給していない
となれば別の何かを偽装しながら輸送しているとしても不思議ではありません」
『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、首が飛ぶのは貴方達です。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。ニウテラのキャンプに機密の物体を民間の輸送機に偽装して運び込
んでいる。何者かが指示を出していて新型の何かを輸送している可能性がある。不明のマイスだとす
れば矛盾はない。
「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。私を通さず現場判断で指示を出している。可能な人物
に心当たりはありますか」
『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し、軍が推進した独自
の計画です。貴方と言えど余り口出しは出来ない領域ですからね』
　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。「情報あ
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て犠牲になる者を救う、ですね。前に聞きました」
　ルイスは開いたまま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。今日は客人が多い故、質問は簡素にして頂きたい』
「前置きを抜きに要件を言います。ニウテラの禁止エリアを設定したのは貴方ですね」
『禁止エリアですか。確かに指示を出したのは私です』
「では立ち入り禁止エリアに何を運んだのですか」ルイスは直球でフェルナンドに尋ねた。
『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。
　ルイスは地図に目をやった。ルイスは声を上げた。ジェイクジブラスは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医療品だと分かる。「医療ですか」
『万が一に備えて備蓄していました』
「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」
『薬品は怪我や病気への対処だけではなく、ストレスや士気の低下を防ぐために違法まがいな興奮剤
も運びます。違法と指摘すると困るのでリストに書かなかったと言い訳をしてくれば反論なしで終わ
りです。現地の証拠はキャンプ諸共消え、リストにもないとなれば証明は出来ません。事実か否か、
確認したいのでしたら直接ジェイクジブラスに出向いて話を聞くしかないですね。私は明日も議会が
ありますので資料整理の時間が必要です。故に失礼します』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。確かに前線では緊急性を伴うので違法まがい
の薬品でも使えるなら入れる必要がある。しかし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。フェルナンドの指摘通り、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」
　ルイスはニケの方を向いた。不安げな表情をしている。「女王は飾りの地位です。議員はいないと
問題ですが、女王がいなくても回ります」
「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って下さい」
　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言い訳の裏付けを作り、軍と組んで最初か
らなかったと白を切るのは必至だ。「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。「月に一度の休みを使
います。特別調子が悪いと言えば時間稼ぎは出来ます」
　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」
「休みが増えるのは嫌ですか」
「国民が納得しませんよ」ニケは力なく言った。
「休みと言っても表向きですけどね。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。

　翌日になった。
　フェルナンドは議事堂に向かい、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。委員会は案を議会にかけるに値するか否かを決めるために開く
会議だが、実際には案件はほぼ決まっているも同然で、猫の会議も同然でしか無い。既に結論が決
まっているので、委員会の討論はないも同然だ。議員も面倒な行為でしか無いと気付いているが、出
席するのは国民に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。
　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。議題はニウテラで起きた事件
の損害と後処理に関する内容だ。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し、ス
プレアと複合体に責任を押し付け最終承認を行った女王に責任追及を行うと決定づけていた。神の棺
計画による必然による損害を頑なに認めない思考が現れた格好だ。
　フェルナンドは議員の演説とくだらない野次に眠気を覚え、次第に意識を失い心地よさを覚えた。
着信の表示が現れた。確認するとアリスからだ。眠りの入りの妨害を受けたくだ苛立ちと、公務中と
の判断が混じった為に回線を切った。
　暫くして議員が壇上から立ち去り、拍手が湧いた。
　同時にフェルナンドは立ち上がった。今でなければ自分の案を出せないと判断した。「突然だが申
し訳ない。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り、壇上に向かった。「複合体がニウテラとウマポウンチに調査部隊を派
遣し、我々に疑念を抱いているのは承知の通りだ」端末が置いてある机を軽く叩いた。昨日行った会
談の結果に関する報告が浮かび上がる。「ザインガンの存在、及び生産場所を突き止めるのも時間の
問題かと言える。複合体が査察を求めてきた場合、情報を開示し受け入れ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。
　議員の一人が立ち上がった。「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。大体、複合体如きが場所まで特定出来るのかね」
　拍手が湧いた。
　フェルナンドは昨日話をした議員の席を見た。座ったまま気難しい表情で会談の報告書を見ている。
「最悪の事態を想定するが故、場所の特定が出来た場合を前提としている。強制捜査となれば拒否は
出来ない。スプレアも絡んでいる以上、素直に受け入れる方が損害が少ないと見ている」
「入れる前に破壊するまでだ」議員の一人は声を上げた。周囲がざわつく。
「査察に来る奴らを潰す。グリンゴのテロ行為と声明を出せば問題あるまい」
　フェルナンドは顔をしかめた。ガルキア領内にグリンゴ出身者がいるのは確かだが、真っ先に疑い
のかかる人間が行動を起こす訳がない。犯罪行為を犯せば、軽微でも疑いがかかり即追放を受ける立
場だからだ。複合体もグリンゴの立場を把握している。となれば議院の言い訳など何の意味もない。
「ジェイクジブラスは光の盾計画の要が詰まっている。査察を受け入れ、計画の全容が判明した時点
で条約違反が表に出る。何としても阻止する必要がある」壇上で演説している議員の声が、興奮で
徐々に大きくなっていく。議員達から、意見を後押しする野次が飛んだ。「我々は自らの意思で武力
を用いて排除する必要がある」
　議院の拍手が委員会室に響く。



　フェルナンドはうなだれた。予想はしていた。保身に走る議員達が、素直に査察を受け入れる訳が
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力が強い側が勝つだ
けだ。ガルキアと複合体で力比べをすれば結果は見えている。「把握した。分かっているが疑いがか
かっている以上ザインガンとアッシュ＝クローンは出せない。となれば正規兵を使うか」
「フリーのクァンターを使う。軍の派閥抗争で査察決定のが勝手に行動したとすればいい」
　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。表向き査察を受け入れつつ、クァンターを持ってしてジェイクジブラスを訪れる複
合体の査察団を排除する。査察受け入れに反対する軍の一派が独断で行ったと説明すればいい。だ
な」フェルナンドは淡々と説明した。
　議員達は大いに湧いた。拍手が部屋全体に響き渡る。
「素晴らしいぞフェルナンド。君は意見をまとめるのが上手い」
　フェルナンドは壇上を降り、席についた。複合体が簡単に網にかかる訳がない。だが餌に寄ってく
れなければ王の遺志は叶わない。
　委員会は以後も続いたが、大した案も議論なくルーチンワークで完結した。
「以上で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。閉会の合図だ。
　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端末を手に取り、退室して地下の駐車場に向かった。駐車場には
無人の送迎車が置いてある。適当な１台に向かい、後部座席に乗ると座席にある端末にカードをかざ
した。
　車は身分を認証して発進し、宿舎へと向かっていく。
　フェルナンドは端末を取り出し、捜査を始めた。ウィンドウを展開する。ルイスのデータにアクセ
スした。特に体調が悪く１週間もの休みを申請している。更にアクセスをかけ、関連する人物のデー
タを見た。わずかに笑みを浮かべた。データを書き換えた形跡があるのに気づいた。スケジュールを
操作した。次に着信の履歴が浮かび上がった。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』
「自分の都合を押し付けるな、公務中に連絡とは呆れて何も言えん。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。と言っても本当かは分からんがな」
　アリスのうなり声が聞こえた。
「査察を出すか」
『封じた行為や設備が現在でも使用しているとなれば』
　フェルナンドは顔をしかめた。場所の検討はついている。
「委員会は査察を拒否する決定を下す。女王のいない今、代理の総理を介して通達が来る」
『矢が降るぞ』
「脅しをかけても払う者はいないが、善処はする。余計な犠牲を払う気はない」
　通信が切れた。
　フェルナンドは窓からの景色を見た。超高層ビルの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。

　ハンスはけばく薄い照明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からだ。複合体を介さずに回る仕事など汚れ仕事か、日雇い
の土木作業しかない。仕事がない状態なので話だけでもと返信をすると、町外れの酒場に落ち合うと
伝を受けたので指定した場所に向かった。
　昼間にもかかわらず、暗い中でも分かる小汚い客がカウンターに集まり、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
ぜて放っていた。天井にある空調調整装置がテレビからの音にノイズを与えている。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。ハンスの机にはマテ茶で満ちているグァンボとチビート
スの乗った皿が置いてある。
　対面方向に、帽子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。近く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。規約違反とみなし警告の攻撃及び排除をしてもらいたい」
　男は机に乗せた端末を操作した。複合体より議員達に届いた書簡だ。内容はジェイクジブラスの査
察要求だ。議員あてとなっているが名前と詳細な役職は伏せてある。複合体が求める使用目的から逸
脱し、純粋な軍備拡張を行っているのではないかと推測している。



「知らせを出して来るのに、まして複合体の査察団を落とすのか」ハンスは男に尋ねた。
「街の自治は各々に委ねている。ニウテラもウマポウンチも、外から来た者はことごとく排除してい
る。ジェイクジブラスも同じ選択をとっているに過ぎない」
「自治の問題は分かる。俺も似た任務を行った経験があるからな。だが複合体直属の、まして査察団
を落とすのはあり得ない」
　男の顔が一瞬、こわばった。「了承をとっていない組織だ、排除の理由になる」
　ハンスは男の反応から意図を察した。自治の問題ではない、受け入れない何かを守るために排除す
るのだ。複合体が問題にすれば民兵が勝手にやっただけと白を切り、自分達を解雇して終了する。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、フリーのクァン
ターはあらゆる経費を自腹を切るのが基本なので関係ない。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。
「お前が仕事を受ければ、市民権を保証してやる」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。
　ハンスは証明書を確認した。ガルキアは治安が安定している代わり階級制となっていて、居住でき
る土地も制限がある。生まれた場所で生涯の地位が決まっていると言われている程だ。労働階級は努
力を積んだとしてもせいぜい集落の自治会長レベルでしかなれず、より高い職に付くには見えない壁
がある。ハンスはジョイアス地方が壊滅した後に移民した為に市民権すらもなく、ガルキアに戻って
も現在打ち合わせをしている辺境かスラムしか住む場所がない。
　ハンスは端末を操作し、ルシエラのデータを出した。「付きの整備士だ。彼女の階
級を保障しろ」
　男はルシエラのデータを見た。労働階級だ。ハンス程ではないが階級は低く職や居住地に制限があ
る。階級が上がれば居住地だけではなく税金や移動に融通が利く。「欲張りな奴だ、議員に陳情して
やる」
　ハンスは胸ポケットからカードを取り出し、男に差し出した。運を手放す気はない。
　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。時期が来れば前金と詳細の連絡をする。ソルド＝カステル市内で待機しろ」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。「仕事の吉報を期待している」手を放し、伝票
のカードを取って会計に向かった。
　ハンスは手元を見た。男は料理に手を付けていない。仕事の話をしに場所を借りに来ただけだと推
測し、チビートスを手に取りほおばった。

　二人の少女が快晴のジェイクジブラスの大通りを歩いていた。　６階程度の平坦な建物が規則正し
く並びオフィスや住居、迎賓や執政を行う設備が集まっている。地下空洞がある関係で超高層ビルを
建てる地盤がないためだ。研究や開発は機密や利便性から地下にある工業エリアにて行っている。
元々は巨大な地下空洞を利用して地上と地下に工場を展開してナルオン最大の工業都市となった。ベ
イソン＝ニモラダにて起きた物体の墜落時は解析を行い、結果を提供し計画の発表を行った。以降は
計画の変更により解析技術を封印し、複合体の引き抜きにより大幅に技術力が低下した。ガルキアは
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受け入れた。開発による変更と解析技術
の水平移動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が進み、一つの巨大都市と
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。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。
　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。次の策はあります」髪を結って変装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。ルイスに限らず上級階級の人間はデータの形跡で刺客が追跡し
てくるのを防ぐため、外に出向く時は複数の個人情報を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出来ないので、ニケが他の役人が公務の際に行っていた書き換え作業を
記憶からたどり、同じ方法でアクセスして個人情報を書き換えた。ナルオンの人間は登録した番号と
紐づけて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情報に矛盾がな
ければ生体認証ですらも偽装は容易に出来る。但し書き換えは存在する人間を消して架空の別人にす
る違法行為で、存在を消す必要がある女王以外には不可能となっている。現にニケは近衛兵のままだ。
　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。今回は女王より要人警護の為にジェイクジブラスへ派遣する命令を
受けたと、あからさまな偽りの命令を書き込んだので簡単に通ったが、下手なごまかしを繰り返せば、
徐々に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。軍部へのコ



ネが強い議員を訪ね、地下エリアに案内してもらいます」ルイスは得意げに言った。ジェイクジブラ
スは軍部が都市計画を推進した関係上、軍の関係者が幅を利かせている。町の重役は退役軍人で占め、
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。制限なく立ち入りができる人間は都市に籍
を持つ住民や研究者、及び成果物である医療器具や薬を大量に使用するお得意先しかいない。代わり
に中に入れば軍と同じく、出自を咎める者はなく居住も滞在に自由が利く。故に上級階級からは堅苦
しい仕事や付き合いから逃げるため、身分を偽って訪れる避難所として機能している。
　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。
　

※
　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。以降はウマポウンチの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。
　アランは自分のフローターの格納庫で、整備士達がラギメトルとグルパスを固定する状況を見てい
た。腕にブレスレット状のセンサーを付けていて、特定のエリア以外に移動した出た場合には電気
ショックを与えて動きを止め、位置情報を対象者に知らせる仕組みになっている。
　リアラ＝グルパスはアランの専用機にもかかわらず個人の所有物ではなく複合体の管理となり、複
合体の許可なくして搭乗は出来なくなった。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。故にアランを近づけない以外に対処方法はない。
　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。戻るだけだ」
「フォルタジアスまで直行ですか」アランはアリスに尋ねた。
「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し、再契約のクァンターは
別の仕事で振り分ける。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。「腕輪を外してくれればやりますよ」
　アリスは笑みを浮かべた。「興味があるか。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。「グルパスは没収しないんですか」
「両方お固定する。誰も乗れん以上動かせもしない。ラギメトルはお前のマイスだからな、好きにい
じってくれて構わん」
　テレスは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ので、私が行います」テレスは頭を下げた。
　整備士達の作業が終わった。一人が近づいてきた。「固定作業を完了しました」
　テレスはカードと共に、複数枚を重ねた紙幣を整備士達に差し出した。「全員分です」
　整備士はカードと紙幣を受け取り、整備士達の元に向かった。整備士達は紙幣を聞排しながら格納
庫から出て行った。
　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。当面付きやってやる。見えはしないがな」アリスはテレスの方を向
いた。「居住区へ案内しろ」
　テレスはアリスの手を取った。
　アランはアリスの言葉に違和感を覚えた。「待ってください、居住区に行く意味はないですよね」
　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。「議員、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。女でも転がっているのか」



　アランは腕を組んだ。「独り身です」
「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、格納庫からギャラリーにつながる階段に向かった。
　アランはアリスとテレスの様子を見ていた。アリスがぎこちない動きで狭い階段を上っていた。助
けるか否か迷ったが、無視して待っていた。プライドの高い人間は頼まなくとも手を出す人間を嫌う
のを知っていたからだ。
　アリスとテレスが階段を登り切り、ギャラリーを通って廊下のドアを開けて格納庫から出て行った。
　アランは二人が出て行ったのを確認し、二人が通った場所と別のドアに向かい格納庫を出て行った。


