
　議会が終了した。
　ルイスは会談に臨む為、議事堂内にある専用の部屋に入った。
　部屋の中は屋上と壁についた黄色い照明が部屋を照らし、赤いカーペットが敷いてある。
　ルイスは中央にある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。ルイスの険しい表情と対象に涼しい表情をしている。脇に映る時計は２１時３０分を示し
ていた。
「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。
『ニウテラの処分は機密処理における決定事項だ。王女の立場でありながら知らぬ上に抗議をすると
はな。抗議の前に我々は交戦すれば難民が出ると言ったが、お前達は責任を押し付け無視を決め込ん
だ。行動が矛盾しているぞ』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。
「難民の処理を無視したのは、スプレアが即時戦闘を行わないと判断したからです。宣戦布告もなく
中立の領土に攻め込むとは想定していません。まして特異点が不明の現在、ニウテラを壊滅する行為
は適切ではなく想定出来ませんでした」
『想定出来ないとは、成果物を使用する可能性を想定せず占領していたのか』
「ニウテラに不明のマイスが侵攻した際に使用しませんでした。故に我々の保護下では使用しないと
判断しました。私共の想定が甘かったのは認めますが、通達さえあればと悔いています」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。
『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ている』
　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。
「私はニウテラの人々以外の、駐留しているガルキアの国民すらも無差別に殺した行為に抗議する
と」
『同じ話を蒸し返すな。ニウテラは壊滅が前提だ。嫌なら占領し、駐留しなければ良かっただけだ』
ヴァンプは声を荒げて言った。
『ヴァンプ、我々は女王の失態を責める為に会談をしたのではない。過去は過去だ、今は置いてお
く』ラザロはルイスの方を向いた。『我々は未来の話をしに会談を開いたんだ、過去の話で時間を潰
す気はない』
　ルイスの隣に映っている契約書が消え、不明のマイスと交戦した報告書が映った。同時に交戦時の
映像も流れた。
『ニウテラ上空にて、我が国の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と見ていいか』ラザロはルイスに尋ねた。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。
　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か分からないからだ。
　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、君達が追い払ったマイスと同一の可能性がある。仮に同一と
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。何にせよ敵対
者と関係を持ったと言える。経緯は分かるかね』
「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。
「私は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ので、
現地の司令官から聞き出します」
『残念だが女王、現地の兵を含めニウテラ近辺に人間の生命反応はない。現地の兵は誰もいないんだ。
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班しかいない』ヴァンプの
声が響く。『貴方がいかに無知なのは分かった。話を聞いても無駄だな』
　ルイスは顔をしかめた。安い挑発に乗る気はない。「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」
『調査は指摘する前にやるのが常識だ。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
首が飾りにな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」
『頭が無能なら首が飛ぶと言っただけだ。軍は利口だ、政治すらも利用し権力を拡大する。畑に伸び
る毒草を刈り取るのは法務と政に関わる者の仕事だ。処刑の主役になりたくなければ仕事をしろ』
「分かっています」ルイスは力なく声を上げた。自分でも後手に回っているのが分かる。
『我々は調査を続行する。結果は完了次第、複合体を経由して公開する』
「分かりました。繰り返しますが私達も調査を進め、不明のマイスと経緯について調べます」
『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。「複合体も調査をするのですか」
『様子見だ。神の棺計画の概要通り、機密保持の為にニウテラを処分するのは決まっていたからな。
通常通りに動いているのだから調査をする意味はない。但し不明のマイスについて解決していない以
上、結果次第ではきつい焼きを入れるかも知れん』
「分かりました」
『以上だ』
　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、ニウテラの保護に関する概要が目の前に映る。ニウテラ
は不明のマイスに対処出来ず、スプレアも最も近い都市がウマポウンチなので出動に時間がかかる。
以上の理由から保護による駐留を正当と見なす内容だ。一通り読むと席を立ち、扉を勢いよく開けた。
　扉の脇にいるニケと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」
「はい」ニケは部屋に入った。データが多重に浮かび上がっている光景がある。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。２２時を示している。「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。人間の記憶は細かく
砕いた上で覚え、不必要な部分は削り似た内容は自動で上書きする仕組みになっている。故に記憶は
断片となり、次第にぼやけていく。対してニケは記憶を砕かず１つの連続したデータとしてしまいこ
み、ファイルの如く正確に関連する記憶を取り出す能力を持っている。ルイスが同い年のニケを近衛
兵に徴用した理由だ。「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。ニウテラ上空で発生した不明のマイスとの交戦記録が映った。「交戦して
いるマイスの型は分かりますか」
　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マイスの写真の記憶とを照合して
いった。マイスのシルエットが一致しない。「製造しているマイスと形状が異なります。以前アーカ
イブでグルパスに近い形状ですが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います。動いているのは１機しかありません」アーカイブに行った時に
映っていた内容を記憶から取り出し、声に出した。
「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機の存在は、ニケの言葉
と矛盾する。ニケがウソをつく理由はない。
「野良のクァンターを現地で雇用したんですかね」ニケは力なく言った。
　ルイスはニケの言葉を聞き、気づいた。前線では兵力を安定して維持する必要がある一方、後方か
ら遠いため補給不足に陥りやすい。光の盾計画では正規兵のみの防衛となっているため尚更不足しや
すく、現場判断で現地にあった不明のマイスを補充した可能性がある。
「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、むしろ気分は晴れました」ルイスは顔を上げて机をたたき、王宮の状況を映した。
メールのフォームが浮かび、机に浮かぶキーボードで打ち込んでいく。アドレスを出した。議員のリ
ストが映る。出自の欄を見ていき、軍からの出身者をピックアップしていった。抜き出したのはフェ
ルナンドとゼルのリストだ。フォームに署名を入れた上で召喚状を入力し、送信した。「議員を召喚
し話をします。ニケ、貴方も同行なさい」
　ニケはフォームに打ち込んだ日付を見て驚いた。明日の夜だ。「自分は命令ですから従いますが女
王、体調やスケジュールは大丈夫ですか」
「大丈夫です。言い訳を返さない為にも時間を与えない方が重要です」
「議会で問いただすのは駄目なんですか」
「議題の提案で突き返し、弁を吐いて逃げるだけです。逃げが通じない状況を作るのが重要です。お
願いします」
　ニケはため息を付いた。ルイスが協力を頼むのは決まって、作業を和むための話し相手を求める時
だ。「明日が辛いですよ」
　ルイスは席を立った。「今から話す内容は他言無用です。ニウテラの壊滅は最初から決まっていま
した」机を突いた。神の棺計画の概要が映った。
　ニケは驚き、概要に目を通した。ニウテラの壊滅は成果物の完成を持って消滅とする旨の内容が書
いてある。「壊滅すると分かっているのに、何でニウテラに軍を置いたのですか。兵士に死んでく
れって言ってるのと同じですよ」
　ルイスはうつむいた。「最終承認をしたのは私です。しかし案を提案したのは軍です」
「光の盾計画ですね」
　ルイスはうなづいた。「計画では正規兵のみで防衛を行うとなっていましたが、実際に映像で見た
通り不明のマイスが存在しています。現地で雇用したか利用したか分かりませんが、計画が曲がって
いるのです。軍は私の知らない領域で動いていた。いえ、動いているのです」
「現場判断ではないのですか」
「クァンターは信頼が基本です。中立都市を襲撃した上、複合体に登録していないマイスを雇用する
などありえません。軍は自分達の権利や計画を利用し、増長を始めています。国家のバランスが崩れ
るかも知れない事態を目の前にしながら、のんきに議論や事務など出来ません。最優先で処理しま
す」ルイスは強い口調で言った。
　ニケはルイスの表情を見て、体が震えた。決意に満ちた表情をしている。「はい」返事をした。拒
否は出来ない。従うしかないのだ。

　フェルナンドは翌日に議事堂に向かい、委員会室に入った。光が窓から差し込んでいて、円卓と椅
子が中央に置いてある。議員達は既に席に座っていた。委員会は案を議会にかけるに値するかを決め
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。議論など予行練習でしかない。議員も面
倒な行為でしか無いと気付いているが、国民は出席しない議員を怠惰とみなして支持しなくなるので
仕方なく出席していた。



　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。メニュー画面
が現れ、議員の出席状況と共にまな板に乗せる議題が浮かんだ。一通り確認した。
　時間になるとブザーが鳴った。委員会が始まり、議員の演説とくだらない野次が行きかっていた。
議題は次々と可決していく。
「次の議題は」議長の言葉が響いた。
　議員は手を上げなかった。無難に可決して早く仕事を切り上げたかった。
　フェルナンドが立ち上がった。今でなければ自分の案を出せない。「私が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」
　フェルナンドは席を離れ、壇上に向かった。「諸君。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。複合体がザインガンの存在、及び生産場所を
突き止めるのも時間の問題だ。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」
　議員達の表情がフェルナンドの言葉に険しくなった。無論反対に決まっている。
　若い議員が立ち上がった。「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。
　フェルナンドは一息ついた。「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。国防がらみでスプレアも後押しをするのは容易に想像出来
る。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。グリンゴ出身の不法滞在者がガルキア領内に居住しているのは事実
だが、犯罪に手を染める者はいない。自らの居場所を失いたくないからだ。
「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。武力を持ってしてでも阻止す
る必要がある。排除だ」議院は大声を上げた。称賛の野次が飛び交う。
　フェルナンドはため息をついた。保身に走る議員達が、素直に査察を受け入れる訳がない。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。ケンカ
で始まる戦闘など、力比べしかない。ガルキアがスプレアと複合体の連合と戦えば結果は見えている。
「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。正規兵し
か戦力がない状況だ。勝ち目はない」
　年老いた議員が立ち上がった。「フリーのクァンターを使えばいい。査察決定に不服を持った軍閥
が勝手に行動したとすれば問題はない」
　議員達のどよめきが沸いた。正規兵で査察要因を潰すには問題がある為、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。立ち上がり、盛大な拍手で支持した。
「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」議長
は意見をまとめ、声を上げた。
　議員達は大いに湧いた。拍手が部屋全体に響き渡る。
「分かりました。議題に上がった場合は委員会側の総意としてまとめます」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て操作を始めた。着信の履歴が浮かび上がった。アリスからの着信
が、履歴の中にあるのに気付いた。履歴に触れて回線を回した。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』
「自分の都合を押し付けるな、公務中に連絡とは呆れるとは、用件は何だ」
『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』
「女王は急に入った公務への対処をしている。終わり次第引きこもる予定だ」
『職務放棄をする気か』
「月に一度、仕事を離れる」
　アリスのうなり声が聞こえた。
「査察を出すか」
『封じた設備が現在でも使用しているとなれば、やむを得まい』
　フェルナンドは顔をしかめた。「委員会は査察を拒否する決定を下す。査察は不可能だ」
『強行してでもか。矢が降るぞ』
「最悪の事態を防ぎ、突入したら犠牲を抑えるのが頭の仕事だ。善処する」
　通信が切れた。
　フェルナンドは窓からの景色を見た。照明が超高層ビルの窓から点灯しているのが見える。
　自動車は議員宿舎を抜け、ロンジカステルの中央にある王宮に向かった。



　王宮前前のゲート前に来た。バーが設置してあり、人員はなく自動で通る仕組みとなっている。車
は問題はなく通過し、王宮前の広場に向かった。カードに予め召喚状がインプットしてあり、車から
読み込んだ情報で認証したのだ。
　車は敷地の車道を通り、王宮近くにある駐車場に止まった。フェルナンドは車から降り、ドアを閉
めた。街灯の光が緑に染まる庭園を照らしている。
　フェルナンドは白いレンガで固めた歩道を歩き、王宮に向かった。人気はなく、足音だけが耳に入
る。
　王宮の前に着いた。白を基調とした建物で、簡素ながら圧迫感がある。入り口はサングラスをした
ガードマンが見張っている。拳銃が腰のホルスターに入っていて、脇には相手を即死出来る程の電流
を流す警棒を差している。双方共に相手に見せつける形で装備している。相手の死を厭わない装備は、
施設がいかに重大かを物語っている。
　フェルナンドは入り口に向かった。ガードマンの後ろにはバーがないゲートがある。簡単に通過出
来ると認識しがちだが、実際には赤外線のセンサーが巡っている。異常を検知した場合、即座に天井
に設置したセンサーがレーザーを発射し、対象を焼き切る仕組みになっている。
　フェルナンドはカードを取り出し、ガードマンに見せた。「フェルナンドだ。女王から召喚状を受
け取り参上した」
　ガードマンの一人はカードを受け取り、ゲートの脇にある読み取り機に乗せた。召喚状とフェルナ
ンドの身分が現れる。
　もう一人はフェルナンドの前に立ちふさがり、スーツの中から簡易な探知機を取り出した。フェル
ナンドの体をさする動作で読み取っていった。読み取った内容物は内蔵している人工無脳により照合
を行い、火器を含め禁止している持ち物を検知する仕組みだ。
　ガードマンは召喚状の署名から内容を照合する。『Ｐｏｓｉｔｉｖｏ』と表示が出る。
　照合を行ったガードマンは、フェルナンドを調べていたガードマンに近づいた。「女王からの客
だ」
　ガードマンはゲートの脇に下がった。代わりに別のガードマンが来た。顔は違うが服装が同じなの
でロボットに見える。「通過して下さい、案内します」ゲートを通過した。
　フェルナンドはガードマンの後をついていった。
　廊下の壁はツヤがあり、屋上から吊り下がった照明の光を反射して輝いていた。簡素な空間を好む
フェルナンドにとって、輝かしい廊下は無駄な荷物が雑多に積んである空間と同じに見えた。
　廊下をまっすぐ通り、突き当りのドアの前に来た。ガードマンがドアを開けた。
　フェルナンドは中に入った。
　ガラス製のシャンデリアと壁に設置したブラケットライトが、ガルキアの紋を縫い付けた赤いカー
ペットを照らしていた。廊下と同じく大理石で出来た空間は、照明の光を乱反射して輝きを放ってい
る。部屋の奥に壇があり、ルイスが壇上に設置してある玉座に座っていた。脇にはニケが立って警護
している。
　フェルナンドは広間の中央まで歩き、かがみ込んだ。「女王陛下。召喚状を賜り参上致しました」
　ルイスは玉座から立ち上がった。「フェルナンド議員。忙しない中、突然の召喚に応じ感謝致しま
す」
「ありがたきお言葉です」
「フェルナンド。私が召喚したのですから理由を述べねばなりません」ルイスの前に知らせが映った。
「来ましたか、開けなさい」
　ドアが開いた。恰幅のいい男が入ってくる。フェルナンドの隣まで移動し、かがみ込んだ。「女王
陛下、お招きいただき参上しました」
　フェルナンドは男を見た。自分と同じ議員のゼルだ。
　ドアが閉まった。
　ルイスはウィンドウを閉じ、一息ついた。「繰り返しますが私のわがままによる突然の命令に従い、
感謝いたします。お二人は軍部出身の議員であり、現在でもつながりがあるとして話を聞き出すべく
召喚状を出しました。ニウテラについて話があります」玉座に座り、設置してある球体状のコンソー
ルに触れた。ニウテラに派遣した兵力のリストが映る。映っているクァンターの所属は皆正規兵で、
紐づけしているマイスはモカラのみとなっている。「現地に派遣したクァンターは光の盾計画のテス
トを名目とし、例外なく正規兵のみとなっています。事実ですね」
「はい、女王陛下」確かに軍が派遣したクァンターは正規兵のみでフリーのクァンターはいません」
フェルナンドは平然と答えた。「ご存知ですが、光の盾計画は防衛を正規兵のみとし、コストを下げ
つつ信頼と練度を上げるのを目的としています。テストケースとして派遣しましたが、壊滅と言う最
悪の結果を招きました。私の先見がなかったが故のミスです。お詫びの言葉も出ません」
　ルイスの前からリストが消えた。「話を戻します。派遣したマイスですが、ニウテラの規模の割に
数が少ないと認識しています」
「と言いますと」ゼルは声を上げた。
「兵の現地雇用を行い、補充していたと聞いています。事実ですか」
　フェルナンドはルイスの言葉に顔をしかめた。不明のマイスについて話を聞き出す気だ。
　ゼルはルイスを見据えた。「軍からは現地雇用の話は一切聞いていません。リストがあるにしても
後で出すか、軍で回して終わりにするかです。ニウテラが壊滅して間もなくですから、処理に時間が
かかっていると推測出来ます。現在でも断片的な資料しか届いておらず、まとまった報告書の作成が
出来ないのです」
「では、現時点で存在する資料を公開なさい」
　ゼルは立ち上がり、袖をめくって腕時計型の端末を取り出してなぞった。メニュー画面が眼前に現
れ、リストの欄に触れる。メニュー画面がルイスの前に立体映像として現れた。
　ルイスはメニュー画面を開いた。写真のフォルダと共に、白紙委任状とリストのウィンドウが映っ
た。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。
「何故、公開しないのですか」
「専門の知識にさほど明るくない女王陛下でも問題なく理解する為、報告書は簡潔にまとめる必要が
あります。資料がまとまらない限りは断片でしかなく、お見苦しいとの判断から手元に留めていまし
た」ゼルの表情にゆらぎが現れた。焦りが出ている。
「リストに載せていないクァンターやマイスはいますか」
「いえ」
　ルイスはゼルの言葉に苛立った。現場の人間が知らないマイスが交戦したと言うのか。コンソール
に手をかけ、不明のマイスと交戦している映像を映さんとした。※
「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」
　フェルナンドの言葉にルイスは黙った。
「光の盾計画ですか」
　フェルナンドはうなづいた。「ウワサでは計画の一環として、テストと称して新型を運び込んだと
聞いてます。私も現役ではないので立証は出来ませんがね」
　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。
「ウワサの元は分かりますか」
『前線でよく出る話です。前線はテストをするにはうってつけですからね、試作兵器の運用を提案す
るのはごく自然です。仮に通ったなら整備諸々が根本から違いますから、専用のエリアに置いた上で
ごく一部の隊のみ供給します』
　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
た場所の近辺にある。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。不明の
マイスはガルキアで開発した新兵器の可能性がある。「リストに乗せていないのは、私も知り得ない
程の機密兵器を運んでいるからですか」
「繰り返しますが、私どもは現役ではないですから詳細は分かりかねます。機密に関わる兵器を運用
するなら、新設した特殊部隊ですかね」フェルナンドは腕時計型の端末を操作した。「私が知り得る
限りの情報です」
　ルイスの前に写真を入れるフォルダのデータが映った。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、部隊単位の物資は専用の輸送機で行うわ」ルイ
スはニケの質問に答えた。クァンターが個人で使う物資はフローター内に格納して輸送する。一方で
部隊が共同で使用する物資は輸送機で輸送する仕組みになっている。
　ニケは写真とルイスの言葉に違和感を覚え、顔をしかめた。
　フェルナンドはニケの表情の変化殻状況を察した。「問題でもありましたか」
「写真に書いてある時間に輸送した旨が、リストに書いていません」ニケは平然と言った。「しかも
出納リストに、対象のエリアから物資を運び出した記録が残っていません。書類から見ればエリア内
に何も運んでいないと判断できますが、写真があるとなれば矛盾しています」
　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
入した物資は外に出さず、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。ましてフローターも共に写っている。マイスとクァン
ターを輸送している可能性がある。
「軍がリストを偽っているとでもいうのですか」ゼルは声を荒げた。
　フェルナンドは冷ややかな表情でゼルの状態を見ている。自分が持っている写真とリストを照合す
れば、誰もがおかしいと分かる。近衛兵にすら簡単に見抜けたのだ。矛盾はウソから発生し、ウソは
事実を隠すために存在する。
「では何故、矛盾が発生しているのですか」
　ゼルはルイスの言葉に黙った。いかなる言い訳をしても突き返してくるのが予想出来た。
　フェルナンドは、ゼルの肩を軽くたたいた。「確かに機密に関わるエリアは存在し、リストに載せ
ていない物資も運んでいました。エリアを指定したのは私です」ルイスに向かって明確な口調で答え
た。
「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、薬物や医療道具を運んでいました」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。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。「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」
「女王、私のお話する内容を責めませんか」
　ルイスはうなづいた。「はい」
「前線では平時と異なる状況のため、予測し得ない事態が発生します。不安や恐怖、緊張と言った不
確定要素が強いのです。故に統制が取りにくくなり士気が低下し、、身体能力にも影響を及ぼします。
状況次第では違法な薬物を使用し統制を行い身体機能を向上する必要があるのです。更に医療技術を
持たない兵が簡易ながら手術をする必要が出てきた場合や敵軍兵士を尋問する際、違法と言える程の
強力な薬剤が必要になってきます。かといって補給物資のリストに載せて民間に公開すれば事情を知



らないオンブズマンより、人体実験をしているのかとクレームが来ます。軍の職務としてやむを得ず
載せない方針を取っています。また平時では違法な薬物である以上、現場指揮官の判断以外で持ち出
しが出来ないため外に持ち出していません。前線での持ち出しを行ったか否かは現地で保管したリス
トにあるのですがキャンプ諸共消失しました。輸送した事実を確認したいのでしたら、直接輸送元の
ジェイクジブラスに出向いて話を聞くしかないとしか言えません」
　ルイスは、フェルナンドの説明に対し、矛盾は少ないが腑に落ちない部分がある。確かに前線では
緊急性を伴うので、違法な薬品でも使えるなら仕入れる必要がある。しかし、輸送したのは薬品だけ
ではない。不明のマイスやクァンターを入れている可能性があるからだ。
「不明のマイスが仮に試作した新型となれば、薬物と同じく危険視してリストに載せずに輸送します
か」
「民間に供給する薬物ならまだしも、軍が直接管理しているマイスやクァンターについては、私ども
は現役ではないので分かりません。しかしながら薬物に紛れる形で輸送している自体は十分ありえま
す」フェルナンドは淡々と答えた。
　ゼルはフェルナンドの回答を聞き、顔がわずかに歪んだ。「軍が女王の知らぬ兵器の輸送をするな
どありえません。ましてマイスとクァンターは正規兵しかいないと、リストに書いてあるではないで
すか」
「ゼル、話をやめろ。同じ話の繰り返しになるだけだ。女王は我々から言い訳を聞きに召喚したので
はない」フェルナンドはゼルを諭した。
　ゼルは黙った。
「分かりました」ルイスは大きく息を吐いた。突き詰めた質問をしても、知らぬ存ぜぬで押し通すだ
けで無駄な時間を浪費するだけだ。「私からの話は以上です。引き下がりなさい」
　フェルナンドとゼルはひざまづき、引き下がって広間から出ていった。
　ドアが閉まった。
　ルイスは緩やかに息を吐き、落ち着きを戻した。コンソールを操作し、ジェイクジブラスの回線を
開く。ウィンドウが開き、メニュー画面から製薬メーカーにアクセスをするも入れない。「ニケ、
ジェイクジブラスに向かいます」ニケの方を向いた。不安げな表情をしている。
「メーカーや軍人を召喚して聞き出せばいいだけです。自ら向かわなくとも十分です」
「民間人に召喚状を出す訳に行きません。軍の人間を呼び出してもゼルやフェルナンドと同じ答えし
か帰ってこないのは容易に想像出来ます」
　ニケは眉をひそめた。女王の位に休みはない。公務は常にある。地位があるからと言って自分勝手
に予定を切り捨てるなど容易に出来ない。ルイスの前に回った。「公務を捨てる気ですか」
「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」ルイスは立ち上
がった。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。今月は特別調子が悪いと
言えば数日の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。
「休みと言っても現地に赴いての調査ですから、ある種公務と言えます。もちろん近いスケジュール
は消化しますから、ジェイクジブラスに向かうのは１週間後です。書き換えをお願いします」ルイス
はコンソールからカードを取り出し、ニケに差し出した。
　ニケは渋々カードを受け取り、胸のポケットから端末を取り出して重ねた。認証を行い眼前にメ
ニュー画面が開く。同時に空中にキーボード状のウィンドウが浮かぶ。記憶を頼りに指でウィンドウ
を突いて打ち込み、軍のコードにアクセスした。次々とウィンドウが開く。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、機械の如く正確に関門を潰していくニケの様子を見つめていた。
　フェルナンドとゼルは退室し、外に出るまで互いに無言を貫いた。ガードマンの案内で外に出た。
王宮に向かう時に通った庭園を通る。人気はなく夜の寒気が肌に刺さる。
「女王が軍の動きに勘づけば計画は破綻する。まだ早すぎるのではないか」ゼルはフェルナンドに話
しかけた。「軍としてはまだ女王に知らせる必要はないとの話だ。急に呼びつけたからとは言え、話
し過ぎだ。まるで調査に来てくれと言っているも同然だ」
「近いうちに査察がある。隠し通すのに限界が近い」
　ゼルはため息をついた。「９月になれば議会が多忙になる時期だ。今の時期に問題を持ち込む必要
はない。瀬戸際まで軍と我々で持たせ、一気に決着して女王に話をつければいい」
「だといいがな」フェルナンドはゼルと別の道を歩いていった。車が置いてある場所が異なっている
からだ。
　ゼルはフェルナンドの後ろ姿を見て不安を覚え、別の道を進んでいった。

　ハンスは酒場にいた。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ホログラムから、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。人々は映像を見て盛り上がっている。テーブルにはマ
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。
　暫く経った。
　男がハンスの元に現れた。茶色の口ひげを生やしていて、帽子を深くかぶっ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。
「君がハンスか、お初にお目にかかる」男はハンスと対面する形で席に座った。



　ハンスは男をにらみつけた。「仕事とは何だ」男に尋ねた。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、仕事の連絡がリクルーターから入ってきた。複合体を介さずに来る仕事は
襲撃やテロを含めた汚れ仕事か、日雇いの土木作業と決まっている。並の人間が嫌う仕事だが、フ
リーのクァンターにとっては仕事の一部だ。話を聞く為に指定した酒場に来たのだ。
　男は端末を出し、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の概要が映った。「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ルガージ＝セイロに匹敵する外客を寄
せ付けない都市だ。警告の攻撃及び排除をしてもらいたい」机に乗せた端末を操作した。依頼の概要
がハンスの前に映った。
　ハンスは驚いた。「複合体を標的にするのかよ」
「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ん」
「自治の問題は分かる。俺も似た任務を行っていたからな。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。下手をすれば報復が待っている。ニウテラと同じ目に合うぞ」
　男の顔が一瞬、強張った。「複合体と言えど、好まない輩なら排除の理由になる」
　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サポートが付かないが、フリーのクァンターは元から経費を自腹を切っている
ので関係ない。しかし仕事に寄っては割に合わず命の危険もある。故に徹底して仕事の本位を聞き出
す必要がある。自分の身を守るのは自分だけだ。
「割に合わないな、話を切り上げる」ハンスは席を立った。
「お前が仕事を受ければ、市民権を保証してやる」男は机を突いた。男の手元に報酬と市民権の証明
書が映る。
　ハンスは男の方を向いた。
　ハンスは証明書を確認した。ガルキアは階級制となっていて、所属している階級に寄って居住する
土地や職に制限がある。ハンスはジョイアス地方が壊滅した後に保護名目の特例でガルキアに入った
移民のために市民権すらもなく、居住するにはガルキアの権限からそれた自治区のジェイロンかスラ
ムしか住む場所がない。家族はスラム近辺に身分を隠して住んでいて、自分の仕送りだけが生命線に
なっている。「家族の保証は付くのか」
「無論だ」
「家族だけじゃない、ルシエラと家族にも保証を与えろ」ハンスは端末を操作し、ルシエラのデータ
を出した。
　男はルシエラのデータを見た。労働階級となっている。ガルキアの国民の中では下から数えた方が
早い。
「何の関係だ」
「付きの整備士だ。家族に移民で世話になった恩がある」
　男は顔をしかめた。「義理堅い奴だ」
「嫌なら他のクァンターに当たってくれ」
　男は笑みを浮かべた。「いや、安い話だ。報酬の上積みかと踏んでいたよ」カードを取り出し、ハ
ンスに差し出した。
　ハンスは男からカードを受け取り、端末と重ねた。カードに入っている電子マネーの金額が映った。
ハンスは目を丸くした。
「前金だ。ニウテラから生還する程のクァンターをみすみす逃す愚行はせんよ」
　ハンスは席に座り、胸ポケットからカードを取り出して男に差し出した。
　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。時期が来れば詳細の連絡をする。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。
「逃げるかも知れないぞ」
「フリーのクァンターは信頼が基本だと聞いている」
　ハンスは片手を差し出した。男は手を取り握手をした。互いに笑っている。
「契約祝いだ、おごりにしてやる」男は伝票として机の中央に置いてあるカードを取った。直後にチ
ビートスをつかみ口にした。

　１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、調査部隊の規
模を縮小する決定をした。以後はスプレアの正規兵のみで調査を行い、機能はウマポウンチのターミ
ナル内に設置した調査室に移す方針となった。
　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、ほとんどのフリーのクァンターは去っ
ていた。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、整備士達がラギメトルとグルパスを自分のフローターに運び入れる状況を見ていた。
　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、搭
乗は複合体の許可なくして近づけなくなった。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く、拘束してもすぐに外してしまう。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て、武装を外すにも撤収が進んでいる現状では設備がないので対
処が出来ない。故に稼働状態のまま運び入れる羽目になった。



　アランはグルパスに近づけない為、腕にブレスレット状のセンサーを付けていた。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。
　アリスはアランの隣で立っている。音から作業の状況を確認している。
「グルパスは没収しないんですか」アランはアリスに尋ねた。
「両方をお前のフローターに固定する。でないとお前のフローターが動かせん」
「没収しなくていいんですか」
「しても解析出来ん。置いておくだけ邪魔だ」
「搬入したら即出るのですか」
「今日は物資の搬入と手続きを行い、明日にウマポウンチからフォルタジアスに向かう」
「以後も調査は続けるのですか」
　アリスは首を振った。「調査は大幅に縮小した上で継続し、フリーのクァンターには希望者に次の
仕事を与える。と言っても複合体を経由する依頼ではなく、直の依頼になるがな」
　アランはアリスの言葉に眉をひそめた。「次って、何の仕事ですか」
　アリスは笑みを浮かべた。「興味があるか。旅行がてら話してやるよ」
　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、居住に必要な物資搬入
の手続きを終えました」
「相変わらず先回りが早いな。食材も移したか」
「はい。料理人は入れませんから、私が行います」テレスは頭を下げた。
　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。当面付き合ってやる。見えはしないがな」アリスはテレスの方を向
いた。「ホテルへ案内してくれ。お前も付いてこい。泊まりだ」
　テレスはアリスの手を取った。
　アランはアリスの言葉に驚いた。「何で自分もついていくんですか。護衛なら優秀なガードがいま
すし、宿はフローターがあるから不要です」
　アリスはテレスの手を引っ張った。
　テレスはアランの方を向いた。「物資搬入の手続きを終えたと言いました。貴方のフローターに物
資を搬入しますから、一晩貴方のフローターは立ち入り出来ません」
　アランは顔をしかめた。「調査か」
　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。「既に終わっています。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」
「自分のフローターに何をする気ですか」
「私とアリスはアラン、貴方のフローターに乗りフォルたジアスに向かいます」
　アランはテレスの言葉に驚いた。
「私が乗ってきたフローターは回収した物品とマイスの輸送に使う。軍は信用ならん職種でな、私は
連れ添う気はない。お前のフローターに乗った方が遥かに安全だと判断したんだよ」
「表向きは罪人ですよ。何の権限があってフリーのクァンターに乗るんですか」
「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
がある」
　アランはため息を付いた。「自分が寝首をかきに来たら、対処出来るのですか」
「私の身に何か起きれば、お前が一番最初に疑いがかかる。既に決定事項だ、訴えたくば議会にでも
問い合わせろ」アリスはテレスの手を引っ張った。「テレス、行くぞ」
　テレスはキャンプから出入り口の駐車場に向かっていった。
　アランは頭をかいた。「分かりました、付いていきますよ」アリスの元に向かった。
　翌日、アランのフローターはフォルタジアスに向けて出立した。


