
　緑色閃光（７）橋を越えて、城から奈落へ

　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、調査要請を含めて返
答をない。
　スプレアは大量破壊兵器を持ち込んだ疑惑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。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。
　ウマポウンチにあるキャンプでは、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、ハンスが正規兵のフローターを眺めているのを見つけて近づいた。
「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。
「失敗が前提か」ハンスは顔をしかめた。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。
「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」マイケルはアランに尋ねた。
「ガルキアに戻るよ。複合体からの依頼は終わったからな。お前達は」ハンスは二人に尋ねた。
「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、整備も無償でしてく
れるからな」ヒリポは軽快な調子で話した。迷わず再契約を受け入れるのを決めたと見える。
　上空から、行き来しているフローターと異なる音が聞こえてきた。
　３人は音がした方を見た。装飾のついた複合体直属部隊用のフローターで、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豪華なメンバーを呼ん出来たか」
「関係あるのか」ハンスはヒリポに尋ねた。
「上司になるかも知れねえからな」
　ヒリポとマイケルは笑った。
「オスカーと付きのクァンターは、一緒に仕事しないのか」ハンスはヒリポに尋ねた。
「お前と同じだ。当面は地元の仕事に集中するからって、ジェイロンに戻ったよ」ヒリポはハンスに
手を差し出した。「またな、経験が積んで正規兵に就職しろよ」
「市民権がないから、無理があるけどな」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た。
　一方、装飾のついたフローターはフローターを置くエリアから離れた場所に着陸した。兵士達が集
まり、タラップが降りてきた。ドアからアリスとテレスが出てきた。
　アリスはぎこちない動きで、テレスの肩を伝い降りてきた。降り切ると、兵士達は護衛の為にアリ
スとテレスを囲った。
「護衛任務ご苦労様です。監房にいる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。
「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。兵士達は後に続いた。
　アリス達は鉄条網で仕切ったエリアに来た。簡易なゲートと検問所が入り口に設置してあり、兵士
が周辺を見張っている。
　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。テレスと後ろに
いるアリスに目をやった。「通れ」力なく言い、胸ポケットから端末を取り出して操作した。ゲート
が開いた。
　兵士は中に二人を案内した。
　検問所の兵士は再び操作し、ゲートを閉めた。
　一帯は壕が規則正しく掘ってあり、電力確保の為に電波受信装置が置いてある。ナルオンには蓄電
技術がない。電力を電波に変換して飛ばし、受信して元に変換する方式で電力を確保している。
　兵士は一つの壕の前に来た。急造のセンサーが入り口に付いている。
　兵士は見張りの兵士に頭を下げ、カードを見せた。
　見張りの兵士は腰につけている端末を操作し、カードを重ねた。端末に身分が映る。確認後に端末
を操作し、センサーを解除した。「中へ」
　兵士はアリスと共に中に入った。ＬＥＤの照明により暗い印象はないが、熱が出ていないので寒い。
「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。服が張り付いているが、汗ではなく湿気が原因なので汗臭さはない。
　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」
「分かりました。中央で掛け合います」
「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声を上げた。
　兵士はたじろいだ。「は、はい」
「返事をしたなら、早く行け」



　兵士はアリスに屈し、駆けて行った。
「収監していると聞いて来た、冷えるな」
「偵察任務で殺りくですから、仕方がないですよ。仕事の依頼ですか」
「１つの言葉と質問がある。言葉だがニウテラ壊滅の任、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。
「報酬と言っては難だが、フォルタジアスでメイドと食事付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。「監視付きの軟禁とは、体が固まります」
「作戦の実行まで、お前とマイスを潰す気はないからな」
「残りの質問は」
「ルガージ＝セイロで使わなかった理由は何だ」
「ラッセルのペースメーカーです。拷問対策でリンクしていて、停止しない限りプログラムが走らな
い仕組みでした」アランは淡々と言った。拷問は情報を得る手段を失うため、立証が出来ない限り対
象を殺さないのが基本だ。例え脳から記憶を取り出しても解析に時間がかかり、終わっても記憶が当
人からの主観である以上理解出来ない。想定外の人間に使用出来なくする為、防御に万全を期してい
たのだ。無論、ニウテラの人々が最後を自分の意思で選択出来る余地を入れる為でもある。
　テレ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。最後は自分が警備兵から銃を奪い、頭を撃ち抜いた。アランがルガージ＝セイロにいる間に死
ななければ、転移砲の封印が解除出来ず対象に使用出来かったからだ。「市長の死亡時、いた場所
は」
「ニモ＝モントジュニアスでした。特異点が去った後でしたよ。守る為のシステムが裏目に出ました。
申し訳ないとしか言葉が出ません」
「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」アリスは声を荒げてア
ランに言った。
「まだ使い道はあるんですね」
　アリスはうなづいた。
　兵士が憲兵を連れてきた。「上官に話を通しました。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
んで回した。電子音が鳴り、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」
「グルパスの代わりにラギメトルを運ん出来た。私がウマポウンチに滞在している間、テストを兼ね
て調査部隊に参加しろ」
「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。
「体が固まると言ってたろ」
　アランはアリスを見て笑みを浮かべた。「親譲りのひねくれ者でしてね。先に風呂に入ってもいい
ですか」
「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。一緒
に風呂に入る趣味はない。「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。８月に入り日が徐々に長くなっているが、曇り空なので分かりにくい。
　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。アリスがニウテラ壊滅の報を聞いた時、グルパスがアランから離れて乗機がなくなるの防ぐた
めにコネを使って搬入したマイスだ。ハンスが乗っていたのと異なり、グルパスを意識したベージュ
に近い赤のフローラルデバイスになっている。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元に開発した。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は無論、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は再現出来ていない。
　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」
「環境に慣れる程度なら、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。私はお前をオリにぶちこめる権利があるのだからな」
「分かっていますよ、議員」アランはアリスの方を向いた。顔が強張っている。「仕事は果たします
から、安心して公務員らしくして下さい。何かにつけて現場に来ると、迷惑がかかりますから」
「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」
「安い給料でレストラン通いは命を縮めるぞ。料理の出来る嫁を見つけるか、インスタントでもいい
から覚えておけ」アリスはアランに声を上げた。
　アランはアリスから目をそらした。「ひねくれ者に相手がいればいいんですけどね」



　ラギメトルの整備はテレスが予想通り、日暮れ前に完了した。
　整備士はアランに近づいた。「終了しました。受領お願いします」カードを差し出した。
　アランはカードを受け取り、代わりにズボンのポケットから財布を取り出し、紙幣を出した。
　整備士は紙幣を受け取り、頭を下げて去っていった。
「終わったか」アリスはアランに声をかけた。
「では戻る。仕事の吉報を待っててくれ」アランは自分のフローターに向かった。
　テレスは端末を操作し、時間を映した。１６時１５分を示している。「公務の続きを」テレスはア
リスの手を取り、フローターに戻った。
　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。契約次第、即座に班を編成し現場に向
かっていく。
　アランの元には起床と共に、集合時間と編入する部隊の知らせが入った。一通りの準備を終えると
集合時間にブリーフィングルームに入り簡単な説明を受けた。説明を終えると外に出てラギメトルに
搭乗した。マイスを起動する際、照合と稼働に使う記憶をごまかす為ダミーデータの入ったカードを
入れる必要がある。アランはスロットにカードを入れずに起動した。ダミーを使わずとも記憶の照合
が可能だからだ。搭乗後は部隊に合流し、輸送機に入った。
　輸送機はニウテラ上空まで飛んでいき、目的のポイントに到着するとハッチを開いた。
　マイスは次々と降下し、ニウテラのターミナル跡に降下した。ぬかるみで沈むも、空間を固定して
いるのでつま先が沈む程度で済んだ。
　ターミナル周辺は一面が池と錯覚する程の水たまりになっていた。ガレキは無造作に地面に刺さっ
ているか転がっていて、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る。
水たまりの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。
　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。座標を含めた詳細なデータ
はハンスが提供している。現地はガレキがあるだけで目印はない。映る座標だけを頼りに進んでいく。
地下に向かう穴の前に来た。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出来る。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」
　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。土は泥となっていて足が埋まっていく。防御障壁で水と
泥の侵入を防いでいるが泥の抵抗は防げず、足を持ち上げるのが重くなっている。
　奥へ進んでいくと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
た。反応があった場所に着いた。水たまりの底の泥の中に反応がある。手を泥に入れた。手甲部分が
展開し、拳の前へ回った。同時にエネルギー発生装置が現れ、エネルギーが収束していく。
　アランは武装の状況を確認した。武装名の欄にスタークフィストと表示していて、エネルギーの収
束状況が映っている。収束率が２０パーセントを超えた時、十分だと判断し手に力を入れた。
　直後に、ラギメトルはスタークフィストに溜め込んだエネルギーを開放した。衝撃と共に泥と水が
一気に弾け飛び、１０メートル程の穴が開いた。
　アランは驚いた。出力を抑えたとは言え、相当な衝撃だ。最大にすれば腕が壊れるのではないかと
疑念を持った。
　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。泥に塗れているが、かろうじてマイスの胸部の一
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聞いているので、モカラでなければ不
明のマイスである可能性は高い。「モカラと違うな、回収する必要がある」
『放ったらかしには出来ないからな。回収班に回す』
　グリアンタは泥で埋まる前に部品を拾い上げた。
「俺は近辺を探す。早めに戻ってきてくれ」
『了解した』
　グリアンタはラギメトルから離れた。
　残ったラギメトルは近辺を調べ始めた。周辺に散らばるキチン質のかけらを次々と回収していく。
　暫くしてグリアンタが戻ってきた。共にかけらを回収していく。
　日が傾き始めた。アランの班は合流地点に向かい、待ち合わせていた輸送機に乗った。空が闇に染
まっている頃にウマポウンチに帰還した。
　解散するなり、兵士達は回収した発掘物を運び出し、地面に直に敷いたシートの上に次々と置いて
いく。アランは小雨が降る中、キャンプを照らす照明の元で他のクァンターや兵士達と共にシートの



上に置いた発掘物の洗い出しを行った。次第に部品の全容が現れた。アランが発見した物体はマイス
の胸から腹部の一部で、フローラルデバイスが砕けている。内部のシリンダーや板バネは落下の衝撃
で曲がっていた。殆どの接続箇所に焼き切った形跡がある。
　アランは焼き切れた部位を見て不審を覚えた。マイスに限らず機械は接続や可動部は脆く消耗しや
すい。故に外部からの干渉を受けにくい設計とした上で堅牢な素材を使うのが普通だ。設計上、外部
から各部位を精密に焼き切るのは無理に近い。内部から意図して高温を発し、各部位の接続を切り離
したと見るのが自然だ。では何故、各部位の接続を切り離す必要があるのかが分からない。頭の中で
仮説を組み立てていくうち、めまいを覚えたのでやめた。解析班が確実な答えを出してくれるし、自
分には何も関係ない。兵士やクァンター達に別れのあいさつを告げ、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、ベッドを見ると体に埋まっていた疲れが吹き出した。疲労は鉛の衣とな
り体を重くしていく。浴室に向かう抵抗を見せたが疲労には勝てずにベッドに伏した。疲労が体を押
さえつけ、意識を奪っていった。

　夜に入った頃、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。
　ターミナルは係員が忙しく動きごった返している。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、人手が追いついていない。
　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」
　係員は端末を操作し、ホテルの案内を入力した。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、地図が立体映像で映る。「行く
か」
「了解っと」
　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辺境だ。期待は出来んよ」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。街の夜景が窓を通して見える。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２０分を示している。
　サイアスはミリガンに目をやった。「会談の時間に間に合えばいいがな」
　ミリガンは腕に装着している端末を操作した。スケジュールが映る。２１より会談の予定が入って
いる。「通信さえ出来れば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。廊下は照明を反射するツヤのある白を基調に、
赤いカーペットが敷いてある。指定した人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。
　会食を行う広間に入った。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」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。



　テレスはメイドに目をやり、机の上にある端末を操作した。ミリガンの前に料理のメニューと成分
が映った。「成分は計測済みです。最も、毒を盛る理由はありませんが」
　メイドは頭を下げた。
　ミリガンは料理に目をくれず、アリスの方を向いた。平然とした表情をしている。「アリス議員、
我々を呼んだのは単に食事をおごるためではあるまい」
「お前程の地位となれば、他愛ない会話すらも金を払わんと出来んからな。おごる金だけで済むなら
安い。まず議会はニウテラ侵攻に関して、スプレアは無実だと決定を下した」
　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。
「相変わらずの上から目線だな」サイアスはぼやいた。
「立場がある」ミリガンはアリスの方を向いた。「アリス議員。まずと言ったな、次があるのか」
　テレスは端末を操作した。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。生存者の確認はない。
「ガルキアの目論見は分からないままになったがな」
　アリスは笑みを浮かべた。「別口で調べればボロが出る。近道がふさがって回り道になっただけだ。
君達の無罪も証明出来たし、厄介なガルキア兵も消えた。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。生の感覚は薄いが、人工物が入ったが故の違和
感はない。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がある」
「対象の特異点が消失した件か」
「１つ目はな。発見次第駒を召喚し、指示を出す。もう一つは不明のマイスだ」
　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」
　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。通常、爆発しやすい部分は頑丈にして外部の刺激を
受けない仕組みになっている。故に爆発するとなれば頑丈な部分から炸裂する。構造上弱い関節部分
が爆発するなどりえない。欠陥か、わざと壊れる仕掛けをしているのか。
「機密処理ですね」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」
　ミリガンは顔をしかめた。「クァンターごと処分とは、何もかも想定済みか」
「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み口にした。
「ニウテラで独自開発をしていたのを利用したと釈明すれば終わりですが、何にせよガルキアが関
わっているのに変わりありません」
　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。
　ミリガンはサイアスの言葉にうなづき、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蹴破る。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。「俺達にしたのと同じ手段を取るか。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。
　サイアスは苦笑いをした。「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。制裁したいだけか」
「回答に期待していない。返答の真意が問題だ」ミリガンは淡々と言った。
「言う通りだ。人の真偽を見抜くのは無理だが、内情を聞き出し外堀を埋めるのは容易に出来る」
　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の王と付きの研究者が主導した計画だ。彼らが我々とつな
がっているのが自然だよ」
　ミリガンはアリスの言葉にうなづいた。「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、利権を求める輩を抑え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」
　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」
「結果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。時間があれば雇兵を募り編成する時間が出来る。正規兵が不要になれば自分
達は場を貸すだけとなり、関与は最小限で済む。皿に残った料理を食べ始めた。
「お前達も参加するか」
　ミリガンは首を振った。「まさか、ケンカで国力を消耗する気はない。例え君達が勝ち馬でも、
我々にメリットはなく無駄な血が流れるだけだ」
「では一切手を貸さないと」テレスはミリガンに尋ねた。
　ミリガンはうなづいた。
「仕事は視察のみですか」テレスは続けて、ミリガンに尋ねた。
　ミリガンはワインを飲んで口の中に残っている食べ物を処理した。「調査結果を持ち帰ろと勅命が
出た。報告が来るまではウマポウンチに留まる」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。
　サイアスはため息を着いた。「人使いが荒くてね、酷いもんだ」
「貴方程の要人が不在では、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。
「要人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」ミリガンは机を叩き、勅命を
閉じた。
「王がなくとも機能は存続するが、妻を持っておかんと次でもめるぞ」
「アリス議員、貴方に言葉を返す」
　アリスは笑みを浮かべた。「次はあるから言えるんだよ」
「ならいい、杞憂だったと流してくれ」
　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、
我々は当面はウマポウンチにいる。用があれば訪ねてくれ」
「用が出来ないのを祈るよ」
　ミリガンとサイアスは席を立ち、頭を下げるとドアに向かった。ドアが開き、部屋から出ていった。
　ドアが閉まった。
「スプレアは動かんか。臆病者だが、統治する者なら的確だ」
「がルキアの兵が消滅した以上、攻める理由を失いましたからね」
　アリスはうなづいた。「査察は我々が直に依頼を出して徴収をかける。本当に何も知らぬスプレア
を扇動しても得はない。弱体化すればガルキアが調子に乗るだけだ」
　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。
「」
　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」
「フェルナンドに問い合わせてくれ。話をつける」
「ラザロ市長に回さなくてももいいのですか」
「会談の後で聞き出す。今の時間、暇をしているのは奴しかいないからな」
　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。
「ニウテラ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。別の話だ」
　フェルナンドはため息を着いた。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分かるな』
　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』
「ニウテラの壊滅が問題ではなく、不明のマイスの存在に不満があるか」フェルナンドは脳から湧い
た言葉を吐き出した。異物を回収すれば、元について可能性がある部分を追求をする。ごく自然な行
為だ。
『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
をかけるのは予想出来る」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。仮に知っていたとしても議員としても立場から話す気もない」
『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う』
「概要はニュースレターで回したが」フェルナンドは笑みを浮かべた「君は目が見えないんだったな、
無知も仕方ないな」
『見えない分、疑り深くてな』
　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。ガルキアの文様と
共に、ルイスの署名が入っている。「光の盾計画は、単純に言えば脅威からの防衛計画だ。現在防衛
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薄い。故に防衛
を生え抜きのクァンターのみとし、統一した装備に切り替えてコストを下げ信頼を上げる計画だ」概
要から文字を拾って読み上げた。
『計画の一環として、生え抜きのクァンターと新型の装備をニウテラに部隊を配備したと言う訳か』
「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。兵法では攻める側は最
大限の戦力で一度に向かってくる。対抗するには最強の兵器であるマイスを配備するしか手段はな
い」
『所属不明のマイスを雇用してか』
「耳まで遠くなったのか。生え抜きと言ったが」
『不明のマイスも生え抜きか』
　フェルナンドはうなづいた。「光の盾計画は、先代の王が提唱した神の棺計画を縮小し実行してい
るに過ぎない」淡々と言った。
『当初の神の棺計画か。複合体が出来る前だな』
「仰る通りだ」
『計画変更の際に未だ動いていると見ていいかな」
今の返答以上の話をする気はない。明日の仕事で忙しいからな」フェルナンドは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。
『分かったよ。面倒をかけたな』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。５分前に着信があるにもかかわらず、気づかなかったのか。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、お前のせいでザインガンとアッシュ＝クローンを失った。回復
までに時間がかかるのは確かだ、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分かった。十分な成果だ」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』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、表に出れば完了
する。保身に走る議員から見れば売国奴だが、奴らはナルオンを守る手段を保身のツールに利用せん
としている。お互い様だ。
『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
ているとなれば、データはまだしも都市の一区画にも渡る設備の移動に骨が折れるのはすぐ分かる。
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。
『研究データを捨てたとして、証拠を隠せばいい』
「表に出ている光の盾計画とつながっているのだ、複合体はつながりを見逃す無能者ではない」
　議員は八方ふさがりの状況にうなだれた。『排除するしかあるまい』
「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。楽に支持を得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」
『ニウテラの処理について聞きたくてな。ザインガンとアッシュ＝クローンの件で責任を追って辞め
ないかと心配なんだ』
「気にしなくていい、辞め時は決めている」
『複合体は調査部隊を派遣していると聞いているが、進捗は耳にしたか』
「詳細はわからんが、ザインガンと交戦したのは確かだ。撃破したとなれば破片を回収していると推
測出来る。間もなく査察が来る。となれば議員共は手段を問わず強攻策を取る。バレれば条約違反と
なり自分達の職を失うからな」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。



『対処は』
「神の棺計画において無駄な消耗は避ける必要がある。アッシュ＝クローンとザインガンは表に出す
な議院の命令と言えどもだ」
『貴方の命令でも、ですか』
「当然だ」
『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。不明のマイスに関するデータが映っている。名称の
欄に『ザインガン』と表記がある。本機は複合体と共同開発したグルパスから発展、改良した機体だ。
国家の私物に堕した遺物を、王が提唱した本来の目的に戻す。軍部も王の為に尽くしているのもあり、
完了への道は順調に進んでいる。時計に目をやった。２１時３０分を示している。女王は会談をして
いる頃だ。結果次第で自分の首の行方が決まると想像した時、軽く笑いがこみ上げてきた。


