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地上を喰らう獣。

　ジェイクジブラスから北に１００キロメートル程北にある街、サイダ＝ド＝フーに設けた急造の
キャンプにて、ハンスはフローターからラギメトルを降ろしてルシエラと共に整備をしていた。
　サイダ＝ド＝フーはジェイクジブラスからあぶれた労働者階級や市民権のない人間が居住したのが
始まりとなっている。一介のスラムでしかなかった集落だったが、ジェイクジブラスを行き来する輸
送業者の待機所として発展した。街から漏れた違法まがいな物資により経済が成り立っている。スラ
ムが周辺に展開し、道も舗装している箇所はほぼ無い。脇を通る用水は底が見えないまでに汚れきっ
ている。中央の建物は軒並み撤去した上で整地し、クァンターの駐屯地となった。議員達はジェイク
ジブラスに比較的近い場所にある街に目をつけ、自分達の権力で住居を強制排除して待機エリアとし
て急造した。人々は土地も住居も失ったが、元々居住する権利はないので文句を言っても何も変わら
ない。
　ルシエラは脚部の板バネのテンションの調整をしている手を止め、周辺に広がる廃墟同然の街並み
を見た。駐屯地内部は平たんに地面を固め舗装している一方、外には排除した家の成れの果てで山が
出来ている。境には鉄条網付きの柵があり、部外者以外に入れない。元々済んでいた人々が集まり、
網にしがみついて中の様子を見ている。部屋を片付けるのに押入れに散らかっているおもちゃを放り
込んだのと同じだ。自分の元に来た人も、元々キャンプのある場所に住んでいた人だ。労働者階級の
人間として同情してしまう。「人がいるのに気づかないで、追い出すなんてね」
「移民には人権すらないからな。居住自体が違法だ、場所があるだけマシだ」隣で作業をしているハ
ンスは諦めの気持ちで言った。「上も下も信用出来ない以上、唯一の解決手段は金しかない。稼ぐ能
力がない奴は落ちるしかない」
　端末のタイマーが鳴った。依頼者の訓示が流れる時間だ。
　議員の姿がクァンターの端末から浮かび上がる。『偉大なる同志諸君、よくぞサイダ＝ド＝フーに
集まった。今より複合体はガルキアの主産業を司る都市、ジェイクジブラスを襲撃せんとしている。
非常におごましき行為であり、我々は断固として抵抗する』大げさな身振り手振りで演説を始めた。
撮影場所は煌びやかな背景からして、サイダ＝ド＝フーではない。
　ルシエラは演説を見て不快な表情をした。自らは現場と何も関係ない場所で、複合体と敵対してい
る姿をスポーツの如く観戦している。クァンターへの演説は戦意を高め楽しむ余興でしかない。
　議院の自己陶酔な演説が続いている。昼が近づくに従い、日が頂上に昇り次第に暑くなっていく。
　議員は咳をした。『以上で私の話を終わりにする。各員、ガルキアの国家に忠義を見せよ』映像が
閉じた。
　やる気のない拍手が鳴り響き、クァンターを含む関係者は解散した。ハンスとルシエラも持ち場に
戻った。
　若いクァンターがハンスの元に来た。「ハンス＝アリアントかい」
「いかにもだ」
　若いクァンターはラギメトルを見た。青い半透明のフローラルデバイスが鈍い光を放ち、太陽光を
反射している。「話に聞いたけど、本当にラギメトルに乗っているんだ。ニウテラから戻って来ただ
けの腕だ、新鋭機をも簡単に使いこなすのか」
　ハンスは渋い表情をした。クァンター達の間ではアランと共にニウテラから戻ってきた凄腕のクァ
ンターとして名が通っているが、本人は偶然戻っただけの認識しかない。「運が良かっただけだ」
「運も実力のうちです」若いクァンターは笑みを浮かべた。
　ルシエラは若いクァンターと目があった。「用でもあるの」
「大した話じゃないです。正午に複合体の査察がジェイクジブラスに入るって知らせなんで、出撃体
勢に入っておけって程度の伝言です」
「伝令役は居ないの」
　若いクァンターはうなづいた。「残念ながら。同業者に頼むなんて、急造にしてもひどいですよ」
「分かったわ、ありがとう」
　若いクァンターは手をかざし、去っていった。
「ハンス、急ぐわよ」ルシエラは作業に戻った。
　ハンスはうなづき、作業に入った。
　整備が終わり武装の装着が完了した頃、アラートが端末から鳴り響いた。
　ルシエラは端末を開いた。ジェイクジブラス近辺に査察団が来た知らせだ。
「行ってくる」ハンスはルシエラの方を向いてうなづき、ラギメトルの背部に回りんで腰部背後の操
縦席に乗り込んだ。中に入ると認証用と基礎データ偽装用のカードの２枚をスロットに入れた。腕の
筋電位読み取り用のパーツが脇から現れ、腕を挟み込む形で固定し、同様に足の筋電位読み取り用の
パーツが足を固定する。クァンターの記憶データや脳波、心拍をチェックしていく。認証を終えると、
外の光景と各情報がモニターに映る。足に力を入れた。
　ラギメトルがハンスの動きと連動し、起き上がると輸送機の下に歩いていった。駐屯地にいる場合、
戦場へフローターを使って輸送するケースはない。整備が可能な駐屯地がない場合に使用するのみだ。
部隊はナルゲムを中心としている。
　ルシエラはラギメトルの姿を見て顔をしかめた。新鋭機といえど、複合体と正面に向かって勝てる
訳がない。ハンスも分かっているはずだ。頃合いを見て撤退すると踏み、フローターに向かった。出
迎える準備が必要だ。



　ジェイクジブラスは８月の半ばを迎え、１年で最も雨量の少ない季節の真っ只中で快晴となってい
る。街の端にはターミナルを中心とした外交施設が並び、背の高いビルが中央に向かうに従って並ん
でいく。中央にはオフィスや執政を行う設備が集まっている。住居は地下と地上に独立して存在する
が、自然の光を求めるのか地上に住居を集まっている。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下に工場を展開する、ナルオン最大
の工業都市であった。都市計画が変更となったのはベイソン＝ニモラダにて墜落した物体の１つを運
び出し、解析した結果からだった。複合体の新設に伴い解析した結果を封印し、スプレアにフォルタ
ジアスを建設して技術者を引き抜いたのだ。技術力が低下し、空白地になる寸前となった為、かねて
より軍部より要望があった製薬や医療技術の開発を行う都市の建設をジェイクジブラスに適用すると
決めた。建築と開発は急ピッチで進んだ。結果、ナルオンにおける製薬や医療技術の開発が急激に進
み、巨大都市として再興した。同時に医療の発展はナルオンの課題と位置づけ、国家による制約を下
げる形で独立した自治を許可した。現在ジェイクジブラスは国家の都市としてより、一つの独立した
企業の敷地としての面が強い。
　大通りを行く自動運転の車の中で、２人の少女が後部座席に座っていた。少女達は派手さはないが
気品のある服装で、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です
よ」※
「大丈夫です、ニケ。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。ルイスはニケ
が偽造したカードを使い、ガルキアの首都である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刺客がデータのログで
追跡してくるのを防ぐ為、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。但し書き換えは存在する人間を消して架空の別人になる脱法行為であり、悪用を防ぐため当人
の意思で出来ない原則がある。ニケは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自身
の所属と身分を識別する。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、別人の
まま生体認証ですら通過出来る。当人の書き換えは出来ない原則から、ニケはＩＤを変更していない。
　ニケはルイスの言葉に疑念を覚えた。思い付きを言う人ではないのは分かっているが、子供である
が為に勢いで行動を起こす人間なのも確かだ。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の理由で簡単に通ったが、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。予め密命として軍を通して迎賓館で待ち合わせる約束をして
います。次に軍の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。一方で中
に入ってしまえば軍と同じく、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面もある。
「うまく行きますかね」ニケは座席に付いている端末に触れた。メニュー画面が浮かび、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。「迎賓館前へ」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。「他に手段はないのです」
　車は大通りから６車線もの車道に入っていった。ブロックごとに脇道が延びていて、６階建てのホ
テルや迎賓館が広場を介して並んでいるエリアに入った。車は大通りの前で止まった。ドアが開き、
二人は降りた。歩行者専用道路が網の目状に敷いてあり、車で移動すると遠回りになる。
　ルイスとニケは貴族階級を相手にする店が並んでいる。ルイスは珍しげに店を見ていたが、ニケが
引っ張るために悠長に見ている暇がない。人々は誰一人として女王に気づかず、買い物や雑談に精を
出している。貴族は自分さえ良ければ十分なので、他人に関心を寄せない。
　ニケは周辺に自分に気づいている振りをして襲いかかってくる者が居ないか、腰のナイフに手をか
けて警戒していた。記憶から襲ってくる人間のパターンは概ね把握している。人々の波の中から安全
なルートを選択し、ルイスを導いて進んでいく。
　歩行者専用道路を抜け、迎賓館の前に着いた。直方体の白を基調とした建物で、堅牢な門の入り口
には警察官が立っている。
　ニケは誰も襲ってこなかったのに安堵し、緊張の意図をわずかに緩めて入り口に近づいた。警察官
が二人の前に立ちふさがった。
「君達、子供の来る場所ではない。立ち去りなさい」
「すみません、要人を迎賓館まで警護しています。中に入れてもらえませんか」ニケはカードを取り
出し、警察官に差し出した。
　警察官は大笑いした。「お前みたいなガキが警護してるって何だよ。大人をからかわずに帰るん
だ」
　ニケはルイスの方を向いた。ルイスはうなづき、カードを差し出した。カードを受け取り、自分の
カードと共に警察官に差し出した。
　警察官はカードを受け取った。ガルキアの紋様を内部に記した半透明のカードだ。「お嬢ちゃん、
見てくれのカードでごっこ遊びでもする気か。大人をからかうんじゃない」
　ニケは真顔で警察官を見ている。
　警察官は渋い表情をし、端末を取り出して２枚のカードを重ねて読み取った。ルイスの顔写真と共
に王族階級の紋とガルキアの女王の署名が入った身分証明が映る。名前の欄には『アイラ＝カーペン
ター』と書いてある。一方にはニケの顔写真と共に、王族近衛兵のデータが映っている。ＩＤを書き



換えていないので、名前は本名のままだ。ニケに与えた任務の概要が映る。最後の行にガルキアの紋
と、女王ルイスの署名が映る。顔が青ざめ、ルイスの方を向いた。平然としている。子供と見ていた
少女が王族で、一緒にいる子供が自分より遥かに高い地位の近衛兵として警護をしている。疑いがあ
るがデータはウソをつかない。
「納得出来ないなら金を積んででも通してもらいます。１億ベラでも必要ですか」
　警察官はうなった後、かしこまり頭を下げた。「アイラ様、失礼しました。王族なら通すまでです。
ご案内は必要ですか」ウィンドウを閉じ、カードを返した。
　ルイスはカードを受け取り、ニケの方を向いた。「案内は無用です」
　警察官は端末を操作した。迎賓館の門が開いた。「お通り下さい。先程の無礼をご容赦下さい」
「構いません。悪態がなくば任に忠実と見えます。今まで通り使命を果たしなさい」ルイスとニケは
門から先に向かった。
　警察官は端末を操作して門を閉め、通信を入れた。『先程、王族のアイラ＝カーペンター様と付き
の兵が来ました。中に入れましたので来たら通して下さい』アイナとニケのデータを転送した。
　ルイスとニケは迎賓館の敷地に入った。緑の芝が覆い、花壇に花が咲き乱れている。先には迎賓館
の本館がある。広場を通って入り口まで来た。入り口には警察官が立っていて、アクリルガラスのド
アは閉まっている。
「アイナ＝カーペンターです、お通し下さい」
「近衛兵のニケ＝ローパーです」ニケはカードを渡した。
　警察官は端末を取り出し、カードを読み込んだ。ニケとアイラのデータが映り、確認した。「アイ
ラ様、話は聞いています。中にお入り下さい」端末を操作し、ドアを開けた。
　二人は開いたドアから中に入った。ロビーには人はなく、白を基調として廊下が左右に延びている。
ニケは左右の廊下を見回し、左側の廊下を進んでいった。ルイスが後に続いた。
　ニケは不安げな表情をした。近衛兵として迎賓館を含む主要な施設を通る経験を積んでおり、道順
も正確に覚えているが重い空気に緊張を覚えた。
「誰もいませんね」ルイスは緊張しているニケを察し、声をかけた。
「人を簡単に呼べる場所ではないですからね。王族が接待をするにしても、自分の別荘でパーティを
開くのが多いので、迎賓館は余り使わないんですよ」
「迎賓館で落ち合うのは失敗だったのかも知れません」
「無難ですよ」
　奥の間の扉に来た。警備員が立っている。ニケはカードを差し出した。警備員はカードを受け取り、
手に持っている端末と重ねた。ニケとアイラの個人データが眼前に映った。
「お通り下さい」端末を操作し、奥の間の扉を開けた。
「感謝します」ルイスは警備員に声をかけ、ニケと共に中に入った。
　奥の間は鏡面のごとく磨き抜いたクリーム色の床が、窓から入る光をなめらかに反射している。中
央のテーブルにヒゲをはやした男が座っていて、脇に険しい表情をした男が立っている。
　ニケは険しい表情をした男に既視感を覚えた。記憶からして誰かは容易に推測できるが、声に出す
気はない。空気が壊れるからだ。
　座っている男が立ち上がり、ルイスに近づいた。「ジェイクジブラスで組合の幹事をしています
ファルク＝ライトです。視聴も王族の方が見えると聞いて歓迎したかったのですが、急な用件で抜け
る羽目になってしまったので無理だと知らせを受けました。申し訳ありません」男はカードを差し出
した。ニケがカードを受け取った。脇にいる男に目をやった。
　男はやむなくうなづき、ニケからカードを取り上げるべく手を出した。ニケは素早く手をかわした。
次いで胸ぐらに手を伸ばした。
　ニケは男の手を引っ張り、もう片方の手で腰に手をかけて足を膝にかけて払った。男の膝が曲がり、
重心が傾いた。同時に男を地面にたたきつける要領で倒した。
　ルイスは驚いた。
「何をするのですか」ニケはファルクに尋ねた。
　ファルクはニケの行動に感心し、手をたたいた。「見事です、近衛兵の肩書を持つだけあります。
実は近衛兵である貴方に疑念を持っていましてね、試したまでです」
　ニケは男の腕を離した。
　男は起き上がり、ニケに手を差し出した。「突然の蛮行、すみませんでした。私はトライトン＝
ノースと言い、ファルクの秘書兼護衛として働いています」
　ニケは戸惑いつつ、トライトンと名乗った男と握手をした。
「話にある用件とは、ニウテラの一件ですか」ルイスはファルクに尋ねた。
　ファルクは端末を操作し、ルイスの前にジェイクジブラスの地図を出した。マーカーが市街地の南
方にあるターミナルに付いている。
「はい。正午頃に外れのターミナルに到着するとの知らせです。テロや暴動、混乱を防ぐため近辺の
市民は地下に移動しています」
　ルイスは表示しているウィンドウの隣に映る時計を見た。１１時半を示している。「議院の伝がな
くても構いませんか」
　トライトンは苦笑いをした。「議員は腰抜けでして、自分のみを守りたいが故誰一人としてジェイ
クジブラスに来ていません。案内ならば私でも十分です。危険を伴う採掘と都市開発をしている最深
層でない限り、お好きな場所にご案内します」
「ありがとうございます」ルイスは頭を下げた。
　ファルクはカードを差し出した。「お二方には迷子になっては困りますから、居場所を確認する
マーカーを渡しておきます。迷った場合、即座に駆けつけます」
　ニケはファルクから２枚のカードを受け取り、眺めた。半透明でジェイクジブラスの市章とナン
バーが入っている。１枚をルイスに渡した。
　ルイスはカードを受け取り、胸ポケットに閉まった。



　トライトンは頭を下げた。
「早速、地下の製薬メーカーの本社へ案内してくれますか」
「無論です」トライトンは明確に答え、ドアに向かった。「まずは地下都市へご案内します」
　ルイスはファルクに頭を下げた。「ありがとうございます」ニケと共にトライトンの元に向かった。
「トライトン」ファルクはトライトンに声をかけた。
　ドアが開く。トライトンは動かない。
「時期が早まった上に重なったが、やむを得ない。何かあった時には頼むぞ」
　トライトンはうなづいた。「地下通路に向かいます」間から出ていった。ルイスとニケは後をつい
ていった。
　間から廊下に向かい、一つのドアの前に来た。端末を取り出してドアの脇にあるセンサーに重ねて
照合した。ドアが開き、地下への階段が現れた。地下への階段を通り、ドアの前に来た。「通常、地
下への入り口は封鎖しています。迎賓館から地下に向かうという事態は避難時を除いてほぼないです
からね」
　トライトンはドアの取っ手に手をかけて開けた。本来は避難用の通路なので、電源がなくても人力
で開く設計になっている。冷気がドアから漏れる。トライトンの後ろにいるルイスとニケは冷気に緊
張を覚えた。先には地下通路が見える。
　地下通路は天井に設置したＬＥＤの照明が照らしていて、金属とセメントで固めた通路が更なる冷
たさを演出している。
　トライトンは地下通路を進んでいく。ルイスとニケは後をついていく。暫く進んでいくと、突き当
りのドアに着いた。
「地下都市のエレベーターですか」
「はい、エレベーターに乗って地下都市に向かいます」
　ニケは拍子抜けした。地下都市に向かうエレベーターとなれば、大掛かりな設備だと予想していた
からだ。目の前にあるエレベーターは他の建物にあるエレベーターと変わりはない。「意外に小さい
のですね」
「物資搬送のエレベーターなら、１ブロックの区画で最小です。人が行き来するのに膨大な面積は無
用ですから、自ずと小さくなります」
「避難用なのにエレベーターなんですか」
「電源は地下から確保していますからね。地上と地下はほぼ分離して管理していますから、地上の電
源が切れても地下の動力で動くのです」
　ニケはトライトンの返事に納得した。
「エレベーターの着地点は」ルイスはトライトンに尋ねた。
「企業の迎賓館からなら、ビジターセンターに直でつながっています」
　エレベーターの扉が開いた。トライトンは中に入った。ニケとルイスが後に続いた。
　エレベーターの内部は、王宮やホテルとの違いはない。あるとするなら外が透明なアクリル張りで
周囲を鉄骨の網で囲っている点だ。
　ドアが閉まった。エレベーターが下り始めた。ニケとルイスは余りに急だったのでよろけた。鉄骨
が下から上っていくのが見える。
「地下都市は地上より１０００メートル下にある地下空洞内にあります。天井より地下の高さは６０
０メートル程でして、地下都市に入るのに５分、ビジタールームまで更に５分かかります」
　ニケとルイスは驚いた。スケールの大きさとエレベーターの速度が理解出来ない。
　窓から見える光景が地面と鉄骨しか無い景色から、地下都市に変わった。真下には無数の建物が窓
から光を放っていて、建物と建物の間を道路が張り巡っている。天井部分からも建物と道路がつり下
がっている。無数の柱が天井から地面に延びていて、空洞を支えている。細い柱は鉄骨で構成してお
り、周囲に人員用のエレベーターが行き来している。太い柱は一見して天井を突き抜ける巨木に見え
る。内部に物資搬送用のエレベーターを設置し、天井側の都市と下側の都市とをつなぐエレベーター
が外側に付いている構造になっている。天井部分の建物や道路がない場所にはハッチがあり、フロー
ターやマイスが行き来可能な構造になっている。木々の緑は一切なく、ブロックを積み立てた構造に
なっている。
　ニケは窓に張り付き、都市の光景を眺めていた。初めての地下都市に興奮を覚えている。
「フォルタジアスと似ていますね」ルイスはトライトンに声をかけた。
「フォルタジアスはジェイクジブラスの都市計画を参考に建築した都市です。自然は曲線を好みます
が、人は直線を好む傾向があると聞いています。人工物のみで構成すると、自ずと直線を中心とした
都市になっていくのです」
「でも直線で構成した街って、無駄がなくて格好いいですよね」
　ニケの言葉にトライトンは苦笑いをした。
　エレベーターは最下階である地下都市の下側にあるビジターセンターに入った。徐々に速度が落ち
ていき、停止した。軽くなる感覚があるも、重力制御装置と空気の循環装置のおかげで違和感はない。
　ドアが開いた。無機質な廊下がある。
　トライトンは廊下を進んでいった。ニケとルイスは後に続いた。廊下を抜け、ドアの前に来た。ド
アノブに手をかけ、ドアを開けた。階段があり、上がっていくとサロンに出た。黒みがかった灰色を
基調とした空間で、天井に地上の情報が映っている。壁には自然の映像が映っていて、椅子のない
テーブルが置いてある。人はいるにはいるが、話もせずにテーブルに映る立体映像を見ながら紙コッ
プの中に入っている飲み物を飲んでいる。
「サロンです。休憩がてら先に行動について説明します」トライトンは誰も居ないテーブルに向かっ
た。
　ニケは余りに味気ない光景に眉をひそめた。地上から入った客を歓迎する場所としては粗末だ。
「何もないんですね」
「ニケ、失礼です」ルイスはニケを諭し、トライトンのいるテーブルに向かった。



「構いません。地下で接待はしませんから、不要なんですよ」トライトンはテーブルの中央を軽く突
いた。立体映像で飲み物のメニューが出る。地下水は硬いので飲料に向かず、工業用に回すのが殆ど
で加工しても匂いが消えないので味を付けている。飲み物の一つと個数を入力した。メニューが消え、
間もなくテーブルの中央が開いて飲料の入ったコップが３つ出てきた。率先してコップをつかんで中
身を飲んだ。安全であるのを証明する必要がある。
　ニケとルイスもトライトンに習い、コップを手に取り中身を飲んだ。消毒液が入っているのか、酸
味と苦味が混じった味がする。
　トライトンは机を突いた。立体映像のメニューが現れ、突いた。地下都市の全体図が映った。「地
上が商業や住居、政治を中心としているのに対し地下は製造を主軸としたエリアになっています」
　地下都市の図が拡大し、現在地が映る。現在地より地下に入り、研究棟を経てロビーに続くルート
の映像が映った。「研究に関する内容の確認を行なった上で、査察をすると聞いています」
「工場に入れないのですか」ルイスはトライトンに尋ねた。
「ホコリ一つも入れない程の厳しさの上、ほぼ自動で動いていますからね。私と言えど立ち入れば警
報が鳴りラインが止まります」
　ニケはカードを机に置き、
データの転送を開始した。カードの上に転送状況が映る。
「貴方が指定したルート以外の場所を見に行きたいと言えば、行けますか」ルイスは一息ついた。
「立ち入りに制限がかかっている都市ですから、機密に関わる場所があるかと存じます。製薬メー
カーは軍と関わっていると聞いていますから、尚更調べる必要があります」
　トライトンはうなった。「一般の工場見学レベルでは無理ですが、王族の査察となれば話は別です。
むしろ公開しなければ余計な疑念を抱く羽目になり、ロビー活動がやりにくくなります」
　トライトンの返答に、ルイスは疑念を覚えた。最初から公開する気なら今公開すればいい。
　ルイスは立体映像に触れ、製薬会社のビルを突いた。ビルの内部が顕になり、案内を表示する。研
究棟の地下はアリの巣状になっていて、他のビルや工場エリアと接続している。工場エリアに触れる
と、生産している薬品のリストが現れる。聞き慣れていない名称の羅列だ。ニケの方を向いた。ニケ
はデータの転送状況を見ている。ルイスの方を向いた。「すみません」
「いえ」ルイスは目をそらした。ニケはルイスが見ていた薬品のリストに目をやった。机の上で小刻
みに指を動かしながら記憶のライブラリーからデータを引き出す。名前から関連する記憶のデータは
存在しないのに気づき、首を振った。いくら記憶力が良くとも、意味が理解出来なければ記号の羅列
と同じだ。
　電子音が鳴った。データの転送が完了した。ニケは机に置いたカードを手に取り、胸ポケットから
カードホルダーを取り出して中にしまった。
「製薬メーカーのロビーから研究棟に向かいます。工場エリアへの立ち入りは不可能との話ですが、
説明はしてくれますよね」
「構いません。ではロビーへ案内願います」
　トライトンは席から奥にあるエスカレーターへと向かった。ニケとルイスは後に続いた。エスカ
レーターを降り、動く歩道が敷いてある通路を通っていく。立体映像で案内が流れ、同時に壁にやか
ましい音声と共に広告が映る。カメラから読み込んだ容姿から登録しているデータを照合し、当人に
合わせた広告を流すシステムになっている。
　地下道を通っていき、メーカーのロビーに来た。一見してターミナルの入り口にも見える程の広さ
で、人々が行き交っている。中央の柱にはエレベーターの扉が付いていて、脇に受付があり人が立っ
ている。
　トライトンは受付に向かった。「トライトンだ。内部の案内人をよこしてくれ」カードを受付に差
し出した。
　受付の人はカードを読み取り機の上に置いた。トライトンのデータと共に、査察の要請文書が受付
の眼前に映る。「了解しましたが、現在は不測の事態が発生しているので中に入れません」
　トライトンは眉をひそめた。「単に都合が悪いだけではないのか、言い訳にもならないぞ」
　受付の人は机に映るキーボードをたたき、トライトンに状況を見せた。地上のターミナル付近で戦
闘が現在進行形で発生していて、地上から地下への避難を拡大したとの知らせだ。「地下の避難区域
を開放する必要が出てきました。予め避難している人々を一旦追い出し整理を行うとの話です。混乱
を防ぐためにメーカー側は一旦閉鎖し、関係者以外の立ち入りを防ぐ措置を取っています」
「では何故、我々は入れたんだ」
「予め製薬メーカーに向かうと通達がありました。既に入る予定の人間を拒む選択はありません。む
しろ入った人達を保護の名目で外に出さなければ、問題は発生しません」受付嬢は淡々と言った。
　トライトンは避難の状況を見た。広場や一般住居の多い区域に地上からの民を置くシステムになっ
ている。予め避難している民のブロックは
「各ブロックでの対処の話と、査察で個人を受け入れるのと関係ない」
「確かに仰る通りですが、規則なので従ってもらいます」
　トライトンは端末を取り出し、メニュー画面を開いて地上のファルクに接続を試みた。回線が開か
ず接続エラーが出る。有事で情報の混乱を防ぐため、地上との通常回線を切っているのだ。懸念して
いた事態が発生したのを悟った。議員が雇ったクァンターが複合体の査察団と接触し、戦闘になった
のだ。「地上に戻るのも出来ないのですか」
「はい」受付の人はトライトンの質問に答えた。
　ニケは天井から映るニュースから地上に異常があるのを読み取った。戦闘が発生している点は直接
書いていないが、地上において一部の軍閥が蜂起を行ったと映っている。端末を開き眼前にメニュー
画面を開く。使用出来る回線の一覧を開く。公開している回線の接続が切れている。ついで女王の使
うホットラインを開く。回線は通常通り接続している。何らかの理由であらゆる回線を切っているの
ではなく、意図して一般に使う回線を切っていると見ていい。異常事態が発生したのは確かだ。ホッ
トラインから状況を転送した。



「近衛兵、来てくれませんか」
　映す直前、トライトンの声が響いた。
　ニケは端末を胸ポケットにしまい、ルイスと共にトライトンの元に向かった。
　受付の人はニケを疑いの目で見つめた。近衛兵と称しているが子供にしか見えない。ごっこ遊びに
大人が付き合っているだけではないか。
「彼女はアイラ様の付きの兵だ。本来は女王の付きだが、代理として同行している」
　ニケは頭を下げた。「ガルキア王家の近衛兵、ニケ＝ローパーです」カードを取り出し、カウン
ターに置いた。
　受付の人はニケのカードを手に取り、読み取り機に乗せた。ニケの情報が現れる。王家の近衛兵の
ナンバーが、ガルキアの紋様を背景に現れる。「申し訳ありませんでした」ニケにカードを返した。
ニケはカードを受け取った。
「何か問題でもあるのですか」ルイスはトライトンに尋ねた。
「地上で問題があり、地下への避難を拡大したと知らせがありました。混乱を防ぐ為、各メーカーは
直ちに閉鎖を行うとの方針です」
　ニケは顔をしかめた。問題が発生しているとなれば、情報統制も行っている。ホットラインしか通
じない理由だ。
「地下に人々が押し寄せるんですか」ニケは受付に尋ねた。
「貴族階級を優先して入れ、労働者階級の者は別個の場所に隔離します」
「何故、異なる階級の者を追い出すのですか」ルイスはトライトンに尋ねた。
「治安だ」トライトンは言い切った。共通点を持つ者同士で固まっていれば、暗黙の了解を共有して
いるのでトラブルは起きにくい。一方で異なる階級の場合は互いに知らぬ文化を持つため、すれ違い
が起き犯罪を誘発する要因となる。
「私達も出ていくのですか」ルイスは声を上げた。
「現時点では、状況が改善してから出直すより他にないですね」
　ルイスは眉間にシワを寄せた。今を除いて休みを取る機会はなく、お受けの人間が査察に来ていた
と分かればメーカーは警戒して資料を破棄にかかる可能性もある。
「撤退しないと追い出しを喰らいますか」ニケはトライトンに尋ねた。
「ガルキアにいるなら分かろう」
　ニケはうなった。ガルキアは徹底した階級制を取っている。階級の役割を超えた対処をすれば、警
察を含めた組織はいかなる手段を持ってしても修正にかかる。王族と言えど例外ではない。
「確かに避難の必要があるが、最深部にまで影響はない。二人は王族で査察に来ている。至急開放し
てくれ」
　受付の人はトライトンの要求に眉をひそめた。確かに最深部にまで影響はないが、安易に許可を出
す訳に行かない。「無理です。万が一の事態になった場合の保証が出来ません」ルイス達に目をやっ
た。中等学校の子供と引率している教師にしか見えない。
　トライトンは舌打ちをし、やむなく胸ポケットからカードを取り出した。「私の権限で最深部入れ
る。全コードを入れてくれ」カウンターにカードを置いた。
　受付の人はトライトンの突然の行動に疑念を抱いた。「何を根拠に権限と言っているのですか。貴
方は所詮、重役付きの使用人です。権限など」
「読み込んでから言え」トライトンは声を上げた。
　受付の人はカードをカード読み取り機の上に置いた。身分がカードの上に映る。目の色が変わった。
　ニケは受付の人の表情から、映っている内容を確認するべくのぞき込んだ。間仕切りがあって見え
ない。個人情報を外から見えなくするための措置だ。
「全コードを解除するのですか」受付の人は不安げにトライトンに尋ねた。
「承知済みだ。でなけれ査察に同行しない」
　受付の人はキーボードを打ち込んだ。深層部を含むキーを解除する鍵をカードにインプットしてい
く。状況を示すダイアログが映った。しばらくして完了した。カードを読み取り機から取り出してト
ライトンに差し出した。「認証を行いました」
　トライトンはカードを受け取り、ニケとルイスの方を向いた。「査察を再開します」
「最深部に行くのは分かりますが、沢山あるんですよね」ニケはトライトンに尋ねた。
　トライトンは端末を取り出し、操作した。製薬メーカーのビルが並ぶ立体地図が浮かび上がり、各
製薬メーカーのビルの下に地下通路が映る。地下通路は枝分かれしつつも次第に最下層にある一つの
スペースに統一している。『地下避難区物資確保エリア　食料及び物資の保持の為関係者以外立入不
可。無許可立入の場合自動で排除する』と書いてある。「最下層に向かいます」
「避難所ですか。でも立ち入り出来ないなんて不自然ですよね」
「理由は行けば分かります」トライトンは端末を操作した。立体地図が消えた。「案内します」ロ
ビーからエレベーターに向かった。
　ニケは疑念を覚えたが、地上に戻るのも叶わない以上、他に選択肢はない。ルイスの方を向いた。
ルイスはうなづいた。
　ニケとルイスはトライトンの後をついていった。

　アランのフローターはフォルタジアスに向けて上空を移動していた。周囲に雲が広がっていて、地
上が見えにくくなっている。
　フローター内のサロンでは、アリスとテレス、アランの３人がテーブルに座っていた。テーブル上
にはジェイクジブラスに関するデータが映像やウィンドウが無数に並べてあり、盲目のアリスが聞き
取る為に音声が流れている。



　アランはデータの一部を眺めた。複合体が派遣した査察団に関する内容だ。査察団のリストに素人
や科学者の肩書は一切無い。クァンターと乗機に関する内容のみだ。
「偽装か」アランは声を漏らした。査察ならクァンターより、ルガージ＝セイロにいたメア博士を含
めた専門家を呼んだ方が穏便に済むし成果も手に入りやすい。査察を偽装した武装集団をジェイクジ
ブラスに派遣し、相手の反応を見る気か。
「奴らが仕掛けてきた場合、即座に排除し内部に強行する。仕掛けないなら、護衛部隊を先行し派遣
したと言い訳をして本物の査察団を派遣する。用心する必要があるので慎重策を取ったに過ぎん」ア
リスは言い切った。
　アランはジェイクジブラスの地上部の立体地図を映した。南方と北方のターミナル近辺に高層ビル
が建ち並んでいて、中央にある政治中枢施設と企業の本社ビル群から四方八方に広場が広がっている。
「戦闘になれば周辺は廃墟になって、死体の山が雑草よりも転がる。余計な戦火を上げればガルキア
が抗議し、ますますカードを出さなくなる」
「最もですが、ガルキアが仕掛けなければ査察は滞りなく進みます。仮に仕掛ける場合、予め計画を
立てているのですから避難は既に行っていると予想出来ます」
　アランは渋い表情をした。「盾にするとしたら」
　アリスはため息をついた。「平時においては民間人の命は重く、兵士の命は軽い。有事となれば
逆に命の価値は逆転する。戦場において民間人など、カーペットにまとわりつく毛ですら無い」
　アランはうなった。アリスの言葉は正論だ。クァンターや兵士は育てるには相当な金を時間がかか
る。戦場で失えば損害に直結し、士気に影響する。消耗品として扱うにしても値段相応の価値は存在
する。逆に民間人は金を与えずとも増えていき、有事には文句を垂れる邪魔な存在でしかない。※
　ウィンドウが開いた。ジェイクジブラスに関する情報だ。上空から撮影した、マイスが都市部で入
り混じった写真が映る。中心になっているのはナルゲムだ。ガルキアがフリーのクァンターを雇い査
察団のフローターを攻撃している。
　情報が次々と更新していく。ジェイクジブラスが抗争の舞台となり、地図に選挙区の情報がダイレ
クトに重なって現れる。戦火は拡大していく。
「何が起きた」アリスはテレスとアランに尋ねた。
「アリス議員、貴方の予想通りだ。ガルキアがフリーのクァンターを雇って査察団を攻撃したらしく
てな、ターミナルから戦火が広がっている。ガルキアの主産業都市を火の海にして何が楽しいんだ」
　テレスは机を突いた。音声が流れ、アリスの耳に入っていく。アランは黙った。耳から入る情報に
余計な言葉を足さない為だ。
　アリスは音声を一通り聞き終えた。
「市民を守るのなら、分かっていても攻撃せず民の安全を優先するのだがな。奴らは軍の体裁を優先
したと見える」
「国民の命を切り捨てるとは、ひどい奴らだ。査察団を装った奴らは自衛を目的に戦闘しているん
じゃないだろ。何が目的だ」
　アリスはうなづいた。「奴らがニウテラを占拠した真の理由と、つながっていると見ている不明の
マイスに関する情報が眠っている可能性がある。データを回収するのが目的だ」
「ならロンジカステルにでも攻めればよかったのにな」
　アリスはアランの言葉に笑った。「可能性のある場所を選定したに過ぎん」
　アランはアリスの言葉に渋い表情をした。
　緊急の連絡が入ってきた。ガルキアの貴族が複合体に使う直通回線だ。テレスは回線を開く。
　ウィンドウが開いた。ガルキアの紋様が入っており、複合体への宛先と共にメッセージが映る。複
合体を通してクァンターに依頼をかける要請だ。
　アランはメッセージを呼んで眉をひそめた。依頼主はファルク＝ライトで、ジェイクジブラスに拠
点を構える製薬メーカーの組合員だ。依頼の内容は女王が隔離状態となり地下にこもってしまったの
で救出を求める内容だ。自分達で引き起こしたにも関わらず、重大な人物を避難せず地下に閉じ込め
るとは間が抜けている。
　テレスは次々に添付しているデータを展開していく。女王が偽装したＩＤと近衛兵の身分と位置を
探るためのビーコンのデータ、地下の立体地図と共に地下へのポートを開ける為に必要な電子キーの
情報が現れていく。
「何を受け取った」アリスは二人に尋ねた。
「ガルキアの製薬メーカーより複合体経由で緊急の依頼が来ました。女王が地下に隔離状態となった
為、救出しろとの内容です」
「信用出来ないな。おびき出して大将を落とすなんてのがあるかも知れない」
「ありえません」テレスはアランの言葉を否定した。「女王と近衛兵のデータから、ジェイクジブラ
スにいるのは確実です」
「何でまた、自分から火薬庫に埋まったんかね」アランは呆れた。
「お前の仕事と同じだよ、分かっていても必要があればやるだけだ」
「依頼報酬は」アランはテレスに尋ねた。
　テレスは机に浮かぶキーボードをたたいた。依頼報酬の詳細を示すウィンドウが開く。
　アランは依頼報酬の内容を見て眉をひそめた。「前金でインゴット１００、報酬で４００か。ガル
キア通貨換算なら４、５０００万ベラだっけか。平均より高いレベルだな」
「今は多少低いです。治安が安定しているのでインゴットの値が下がっていますから」
「直属のクァンターが受けるにしても遠いな。フォルタジアスにいるクァンターに回すか」
「くだらん話はいい」アリスはアランの方を向いた。「アラン、やるか」
　アランはアリスの言葉に眉をひそめた。「曲がりなりにも護送中ですけどね」
「複合体の議員、まして神の棺計画の主権を持つ委員会の人間からの誘いだ。護送中の権限など今す
ぐにでも消してやる。ホテルに引きこもるだけのペットまがいな生活とさようなら出来るし金も入る。
悪くない話だぞ」



「金は遺族も死ぬまで遊べる程に持ってる。金一つで動く安いクァンターじゃないんでな」
「私が色目を付けてやったからだ。貧困で死ねば神の棺計画へのトレーニングにもならん」
　アランはため息をついた。「グルパスで出るか」
「やめろ」アリスは鋭い口調で言った。「ラギメトルで出ろ。グルパスを壊せば例の兵器が特異点に
使えなくなるからな。ついでに言っておくが、可能な限り戦闘は避けろ。地下に入り女王を救出して
離脱すればいい。無駄に損傷して行動に支障をきたす真似はするな」
　テレスはキーボードを打ち込み、データを入れていく。「マイスに入れるカードを出して下さい」
「ダイレクトで通信は」
「ジェイクジブラスは戦闘中ですが」
　アランは仕方なく胸ポケットからマイスに入れるカードを出した。マイスは強力な量子通信を行っ
ているとは言え、戦闘に耐えうる程の防御障壁が発生すれば支障が出る。フローターから随時指示を
出すのは無理に近い。
　テレスはカードにデータを転送し始めた。「地下に向かう輸送ポートの場所とパスです」
「地上は敵だらけなのは分かるが、地下は」
「依頼人は何も伝えていません。地下への侵略まで想定してないのかも知れません」テレスはアラン
の腕輪に触れた。「腕輪を」
「外すのか」アランは両手をテレスに突き出した。
　テレスは机に置いてある端末を手に取り、アランの腕輪に重ねた。腕輪から放つ電子の光が消えて
外れた。
「逃げるかも知れないぞ」
「クァンターは信頼が基本だ。私の顔に泥でも塗りたくるか」
　テレスはカードを差し出した。「データの移行、完了しました」
　アランはカードを受け取り、足早にサロンを後にした。
「グルパスが改造していなければ、潰すいい機会でしたのにね」
　アリスは一瞬、眉間にシワを寄せた。「私どころか自分すらも偽りマイスに乗っていたのだ。遅か
れ早かれ去る運命にあった。セドリックもまた、私の婚約者を殺した罪を勝手にかぶり実力を生かせ
ずに去った。自分を偽り行き続ければ必ず自分に帰ってくる。アランには自分の目的に正直に生きろ
と教えていた。今、素直に実行している。血のつながりはなくとも、親孝行な息子だよ」
　アリスの言葉に、テレスの表情が緩んだ。
　アランは格納庫に向かい、ラギメトルとグルパスを交互に見比べた。共に膝を立ててかがみ込んだ
状態で鈍い光を放ち、フローターにエネルギーを与えている。
　グルパスは武装を取り外しており、背部ユニットはラギメトルに移し替えてある。台座にはクロス
ボウが転がっている。ラギメトルには飛び道具はあるがマイスの防御障壁を貫通する程の性能はない。
ジェイクジブラスでの戦闘は避けろと命令を受けたが、戦場となっている以上複数のマイスとの戦闘
は避けて通るのは不可能だ。ラギメトルの腰部背後にある操縦席に向かい、端末を操作した。操縦席
が開き、座席がせり出してきた。座席に飛び乗り、端末を手元の空いているスロットに差し込んで操
作した。操縦席は座席を飲む形で移動し、格納した。カードを取り出し、テレスからもらったカード
と認証用のカードを別々のスロットに入れた。腕と足を筋電位を読み込むカバーが覆い、頭部にもカ
バーがかぶさった。同時にウィンドウに脳波と記憶の認証を行う。次にモニターと脳裏に潜在してい
る記憶の断片が映る。マイスにマスクしてある潜在の記憶と、クァンターの潜在の記憶を照合して認
証を行っている。通常、クァンターの記憶はマスクしてある記憶と異なるためダミーの記憶を入れた
カードを使って認証するが、アランはダミーカードを使う必要はない。記憶が素で認証できるため、
いかなるマイスをも意思通り操作できる。理由は当人にも分からないが、知る気もないし知りたくも
ない。
　認証が完了し、脳裏とモニターに映る記憶の断片が消える。各部位のエネルギーとメンテナンス状
態が現れ次々とクリアしていく。モニターにカメラからの映像と情報が映った。
　テレスに通信を入れる。「脱出後、落ち合う場所は」
　立体地図が映り、スプレア領との境に点が付いた。「ガルキアの国境付近で留めておくわ」
「了解だ」アランは足に力を入れた。
　台座とラギメトルをつなぐタガが外れた。
　ラギメトルは立ち上がり、補助腕を伸ばしてクロスボウを掴んで背中に格納する。補助腕を介して
クロスボウに内蔵したデータを読み込み、火器制御プログラムを上書きした。
　アランは武装を確認した。次々に武装と装備箇所が映る。確認を終え、目をそらした。画面が閉じ
た。
　フローターの上部が開いた。上空は晴れている。ラギメトルは瞬時にフローターから空中に転移す
る。フローラルデバイスよりベージュに近い朱の光を放ちながら、ジェイクジブラスに向かって転移
を繰り返していく。
　フローターは上部を閉じ、ラギメトルが向かった先と逆方向に旋回した。

　ジェイクジブラスの街は戦場となっていた。マイスは道路を移動しながら破損した高層ビルを盾に
相手の状況を伺い、遭遇した敵と交戦していた。戦火は街の端にあるターミナルから中央へ広がって
いき、建物は壊れて道路は寸断していく。
　ハンスは次々に映る情報を確認しつつ、現在地と相手側の状況とを照らし合わせた。攻撃したフ
ローターは４機を確認している。クァンターのフローター１機あたりに格納しているマイスを最大の
５機と見積もった場合、２０機程が出ている勘定になる。実際には１方向以外にも飛来している可能
性があるので交戦した部隊全体ではないのは確実だが、護衛として見れば数として過剰と言えるまで



に多い。議員の目論見通り、複合体は最初から力づくで攻める気だったのだ。
　遠方から反応があり、転移を繰り返しナルゲムが現れた。周辺にマイスはいない。
　ラギメトルはスピアの柄を短く持ち、もう片方に小型剣を握っている。ナルゲムの転移に築くと即
座に側面に回り込み、同時にスピアを胸部へ突き出した。
　ナルゲムは片手に持っている小型剣でスピアの先端を弾き、もう片方に持っているスピアを大きく
振り上げ、ラギメトルに突きを繰り出す。
　ラギメトルは下がってかわす。
　ナルゲムは追撃をするべく大きく踏み込み、ラギメトルをスピアで突く。ラギメトルは背部ユニッ
トを前面に出した。搭載している紅玉状の装置から防御障壁が多重に発生する。防御衝撃はスピアを
止めて弾いた。
　ラギメトルはナルゲムの隙を突き、スピアで胸部を突き刺す。スピアはナルゲムの胸部を貫通し、
フローラルデバイスが放つ光が弱まっていく。スピアを抜いた。ナルゲムは機能を停止し、うつ伏せ
に倒れた。地面が揺れ、コンクリートのホコリが舞い散る。フローラルデバイスの光は消え、動かぬ
機械の塊となった。
　ハンスは戦闘を終えて冷静さを取り戻していく。周辺の状況を確認する。現在地はターミナルより
離れた市街地で、徐々に中央へ移動しつつある。防衛側が不利になっていると気づいた。新たな反応
がジェイクジブラスより離れた場所から高速で近づいているのを確認した。増援にしては複合体側の
マーカーではない。中立の第三勢力だ。
　ラギメトルは方向を転換し、広場に向かって転移を繰り返した。移動速度から、広場に着地すると
予測した。周辺はマイスの戦闘が行われているが、転移を駆使して回避していった。たった１機で攻
めるとなれば相当な性能の機体だ。早いうちに対処しないと危険だ。
　一方、アランのラギメトルは上空より転移を繰り返していた。地図上から着地位置を決めて徐々に
高度を落としてしていく。廃墟と化してマイスが行きかう地上が近づいていく。同時に背部ユニット
を展開し電導刃を抜き取る。広場に着地した。周囲に衝撃が響き、交戦していたマイス達は一斉に動
きを止めてアランのラギメトルがいる方を向いた。ホコリが舞い散っていて、詳細を視認出来ない。
　アランは着地した場所の状況を確認し、ポートのある場所を探した。広場から６キロメートル程中
央区域に近い場所にあるのを地図上で確認した。
　アランのラギメトルはかがんだ状態から起き上がった。フローラルデバイスの光が更に強まり、
ベージュの輝きを放つ。ポートの方向を見定め、即座に転移を開始した。
　周辺のナルゲムの部隊は、アランのラギメトルに向けて襲撃を開始した。防衛側についているクァ
ンターはアランのラギメトルを敵とみなした。
　アランのラギメトルは補助腕を介してクロスボウを展
開し、立ちふさがるマイスの胸部へ発射した。光をまとう弾頭は妨害する関門もなく、マイスの胸部
と頭部に刺さる。刺さったマイスはフローラルデバイスの光を失って機能を停止し、立ったまま動き
を止めた。
　アランのラギメトルは、障害の一つを排除し、先へと転移して進んでいく。マイスは追跡をかける
も、複合体と契約したマイスが道を阻んだ。目的が一致しているなら加担した方が得策だと判断した
のだ。互いのマイスは眼前の敵の排除へと目的を変え、交戦を始める。
　アランは状況を確認した。向かう者を排除するだけで十分であり、勢力に加担する気はない。
　アランのラギメトルは道路をたどって進んでいく。立ちふさがる建物のガレキは転移で飛び越え、
立ちふさがるマイスには速度を落とさず、すれ違う瞬間に電導刃で切り裂いていく。
　アランは市街の状況を確認した。徐々にポートに近づいているのと同時に、１機の反応が上空から
自機を追跡しているのに気付いた。自信があるのか、排除を至上の任としているのか。手足れなのは
確かで戦闘を避けるのは不可能だと判断し、足を止めて反応がある方を向いた。橋のかかった川が近
くにあり、高層ビルが密集している場所だ。反応が近づいてくる。
　上空から無数の炸裂弾が降ってきた。
　マイスは防御衝撃により、いかなる爆風でもダメージを与えるなど不可能だが、ばらまく意図はあ
る。ラギメトルの眼前で炸裂団が次々と爆発し、煙幕と爆風の粉塵が視界を遮る。煙幕を張って先制
を取るのが目的だ。
　アランの操縦席に映る光景が真っ白になっている。即座に周辺の立体物をソナー反射の原理で識別
し、周辺の建物を赤い輪郭で投影する。
　ラギメトルはビルに向かい、背を付けた。マイスを倒すには近接戦闘に持ち込む必要がある。確実
に不意を付くとするなら背後だ。死角になる背部さえカバーしておけば煙幕の動きから相手の位置を
視界で特定し、対処は出来る。
　アランは粉塵と煙幕の流れを観察した。変化はない。
　背部から反応があった。アランは足に力を入れた。
　ラギメトルは即座にビルから離れた。　直後に重低音が響き、建物の真ん中からスピアが突き出て
きた。ビルは支えを失い、スピアが刺さった箇所から上が崩れた。
　相手はスピアから手を離した。
　ラギメトルは橋の上に転移して煙幕から抜けた。相手は煙幕から抜けずにビルを背に様子を見る行
動を予測し、煙幕の中で攻撃してきた。経験が豊富なクァンターだ。
　アランは自分がいたビルを見た。煙幕が薄まっていく。背部ユニットを搭載した、フローラルデバ
イスから青い光を放つラギメトルが立っているのが見えた。機体の照合の結果、所有しているクァン
ターと関連するデータが現れる。ハンスのラギメトルだ。
　ハンスのラギメトルはスピアのケーブルを切り離した。背部ユニットを展開し、内部に搭載してい
る電導刃を抜いた。エネルギーが刀身に注ぎ、白い光を発する。アランのラギメトルを視界に捉えた。
　ハンスもアランのラギメトルを認識した。追跡したのを後悔したが、敵として認識した以上避ける
訳に行かない。
　ハンスのラギメトルはアランのラギメトルと同じ橋の上に乗り、歩いて間合いを詰めてくる。転移



を行いつつ近づくのが得策だが、移動範囲の予測データから、転移する位置とタイミングを読まれ不
意打ちを受ける危険がある。
　アランのラギメトルは背中の補助腕を回し、バルカン砲を腰に回した。ハンスのラギメトルの足元
に向けて発射する。バルカン砲はエネルギー弾を絶え間なく発射する。足元がアスファルトのホコリ
まみれになると同時に、橋がバルカンの弾丸で切断していく。足元が切断すれば、橋はバランスを失
いＶの字に傾いて下の川へ落ちていく。ホコリまみれの中で橋から下がって川べりへ離脱する。
　ハンスのラギメトルは飛び上がった。直後に足元から橋の付け根まで一気に傾き、崩れて川に落ち
た。激しい音が川から飛沫と共に飛ぶ。
　ハンスのラギメトルは飛び上がった勢いで間合いを詰め、アランのラギメトルを電導刃で突く。
　アランのラギメトルは横に動いてかわし、電導刃で横になぐ。足元を撃って足場を崩したのは落と
すのではなく、相手を予想通りに動かすためだ。
　ハンスのラギメトルは即座に背部ユニットをアランのラギメトルのいる方に動かし、多重に防御障
壁を展開して電導刃を受け止めた。防御障壁ごと切断する電導刃といえど、多重に展開する防御障壁
を切断するには刀身に負担をかける程のエネルギーを一点に集める必要がある。盾は武器より後手に
開発する分、防御性能を上回っているのだ。
　アランのラギメトルは踏み込んで脚部の打突機を展開し、階段に足をかける要領で背部ユニットか
ら展開する防御障壁に足をかけた。もう片方の足を地面から離した。同時に打突機の杭にエネルギー
がたまり、作動して杭が某所障壁に当たる。衝撃と重低音が周囲に広がっていく。打突機で防御障壁
は貫けないが、防御障壁に干渉する以上、位置をそらす程度の影響を与えるのは可能だ。
　アランのラギメトルは衝撃で中に浮かんだ状態になった。
　ハンスのラギメトルは衝撃で体が傾き、背部ユニットがそれた。
　アランは背部ユニットがそれたのを見逃さなかった。盾は他の武器を容易に弾く防御力を誇るが、
有効なのは正面からの攻撃に対してのみだ。接続している補助腕は可動の関係から防御障壁が薄くな
る。衝撃でそらし、接続部をむき出しにしたのだ。
　アランのラギメトルは、背中にあるもう一つの補助腕を使ってクロスボウをつかんだ。補助腕の部
分を捉えた。弾頭にエネルギーがたまり、光を発する。射程はほぼ至近距離なので距離によるチャー
ジの係数を気にする必要はない。薄くなっている防御障壁を貫けば十分だ。クロスボウを補助腕に向
かって発射する。クロスボウは補助腕の関節部にあたり、容易に分断する。無理にこじ開けたので急
所に当てる余裕はなかったが、重大な手札を切り捨てたのだから問題はない。転移し、体勢を整えて
橋につながっていた道路へ着地した。
　ハンスのラギメトルから背部ユニットが外れて落ちた。バランスを崩すも、立て直した。
　ハンスは焦りを覚えた。同じ機体と装備なら手札が少ない方が不利だ。
　アランのラギメトルは後退しつつクロスボウをハンスのラギメトルに向け、セットしているだけの
弾を発射した。背部ユニットの死角の部分を狙っていく。ハンスのラギメトルは残った１つの背部ユ
ニットで防ぎつつ、間合いを詰めて電導刃で突き刺しにかかる。
　アランのラギメトルは背部ユニットを前面に出し、防御障壁を重複して展開して防ぐ。ハンスのラ
ギメトルが行ったのと同じ手だ。背部ユニットを脇に動かして電導刃の軌道をずらす。
　ハンスのラギメトルは即座に反撃が来ると踏み、後退した。アランのラギメトルはハンスの判断が
早かったために反撃を行わず、背部ユニットを後ろに回し電導刃を青眼に構えた。
　アランはハンスのラギメトルを見据えている。片方とは言え、防御用の背部ユニットを切り離した
以上、死角が発生する。しかしながら相手も死角を確実に突いてくるのは分かっているので意識はす
る。ハンス程の天才がやすやすと急所をさらすなどあり得ない。いかにして意識を外し、当てていく
かが重要だ。息を呑み、前に体重をかける。
　ハンスは周囲を確認した。ビルが周囲を囲っている。相手は前方からしか来ないと予測した。
　アランのラギメトルはハンスのラギメトルに向けて蛇行しながら進んでいく。一方でハンスのラギ
メトルは相手に対して斜めの位置に構え、前方に背部ユニットを出して展開すると同時に、電導刃を
持つ腕を垂れ下がる形で持つ。背部ユニットで防御をし、払った直後に反撃で落とす戦法だ。正面か
ら挑む限り、死角はない。腰を下げて衝撃に備える。
　アランのラギメトルはハンスのラギメトルの元に転移し、飛び上がった。両手持ちの構えで一気に
両断する気だ。
　ハンスは笑みを浮かべた。自分の読み通りだ。
　アランは表示しているウィンドウの一つに目をやった。腰に搭載している照明弾の数を確認する。
６発のストックを確認した。
　アランのラギメトルの腰部にある、照明弾のランチャーが周りハンスのラギメトルを捉えた。照明
弾をランチャーにある状態で着火し、タイミングを図って発射した。照明弾はハンスのラギメトルの
防御障壁に当たり、弾くと同時に炸裂し光と音を発する。
　ハンスのモニターは眼前で発生した光で幻惑し、真っ白に焼けると同時に爆音が発生した。安全策
を取り、無意識に体重を後ろにかけた。
　ハンスのラギメトルは後退した。体勢が崩れたのだ。アランのラギメトルが唐竹に斬りつけた電導
刃は防御障壁の残像に当たって切断するも、実体ではないので空を切る。
　ハンスのラギメトルは補助腕を介して背中に搭載している予備のスピアをつかみ、アランのラギメ
トルに向けて投げつけた。スピアの柄の部分にはエネルギーを供給するためのケーブルが付いており、
有線ミサイルのワイヤーの如く尾を引いている。先端はエネルギーが集中して光を発している。当た
れば防御障壁を貫通する。
　アランのラギメトルは投げつけたスピアを転移して回避した。スピアは残像を貫通し、地面に落ち
て鈍い音とホコリを振動と共に放つ。
　ハンスは周囲を確認した。後退した場所は正面だけではなく、側面にもビルがない場所だ。背部ユ
ニットにより守る場所は１箇所だけしかない。死角を作り出してしまったと気づいた。
　ハンスのラギメトルは直感で正面から来ると予測し、前方に背部ユニットを置いた。



　アランのラギメトルはハンスのラギメトルの前に転移してきた。片手に電導刃を持っている。ハン
スの予想通りだ。
　アランはハンスの行動を予測していた。ビルのない側面に転移してきた。
　ハンスもまた、アランの行動を予測していた。側面に回った場合、攻撃に回ると決めていた。
　ハンスのラギメトルは体をひねって胸部へのダメージを避け、同時に電導刃で逆袈裟に斬りかかる。
アランのラギメトルの片方の腕と肩を切断した。アランの電導刃の軌道は大きくそれて外れた。
　ハンスは一瞬安堵した。必殺の武器を失ったのだ。アランは余計な武装を装備しない性分だ。手札
の数が少ない以上、落としてしまえば木偶に成り果てる。
　アランは切断した部位が軽くなったのを覚えた。切断を即座に察しながらもひるまず、接続してい
る側の拳を握りしめ力を入れた。
　アランのラギメトルが一歩を踏む。切断していないもう片方の腕の手甲部分がせり出してエネル
ギー発生装置が展開し、エネルギーがたまり光を放つ。スタークフィストだ。
　アランは歯を食いしばり、腕に力を入れた。
　アランのラギメトルに拳による突きを放つ。ハンスのラギメトルの防御障壁を貫き、腹部に入った。
　ハンスは衝撃に驚き、眼前に映るダメージの表示と衝撃に戦いた。電導刃は囮だ、本懐は拳だった
のだ。
　体勢を立て直すにしても、腹部にダメージがあり伝達系に支障をきたしているので動きが鈍い。
　アランのラギメトルの、腹部を殴った拳にエネルギーが更に集まっていく。
　アランはスタークフィストに溜まったエネルギーの出力が限界に達したのを確認した。一気に放て
ば腕が吹き飛ぶが、覚悟の上だ。ハンス程の手足れなら、確実にとどめを刺さねば自分が落ちる。
　アランのラギメトルの拳からエネルギーを開放する。衝撃と共に、ハンスのラギメトルの上半身が
吹き飛んだ。同時にアランのラギメトルの肘から先も吹き飛ぶ。衝撃と共に周辺区域に衝撃が響き、
ガレキとホコリが舞う。衝撃が消えた時、ハンスのラギメトルはフローラルデバイスの光を失い、下
半身があるだけの状態で立っていた。一方でアランのラギメトルは肩から先の片腕と、もう片方の腕
の肘から先を失っていた状態で立っていた。
　ハンスのラギメトルは膝を付き、うつ伏せに倒れた。
　アランは大破したハンスのラギメトルを見て、内部をスキャンした。操縦席内の様子を確認し、一
息つくと足に力を入れた。
　アランのラギメトルは一歩を踏み込んだ。バランスが悪く崩れかけたが、背部ユニットをバラン
サーとして調整した。ポートに向けて転移した。


