
緑色閃光（９）鋼の子宮に生命を。

　アランは周辺の状況を確認した。マイスが近づく気配はなく、地下に向かうポートまで２キロ半に
なる。
　アランのラギメトルはポートの方向へ旋回し、垂直に浮かび上がって転移を繰り返した。
　ポートのある場所に来た。周辺一帯は広場で白いブロックで構成している。ポートは物資の行き来
を行う関係から、立ち入りを制限している場所に設置してある。
　ラギメトルはポートの上に浮かぶ形で乗り、腰部に搭載しているワイヤー付きのセンサーを飛ばし
てポートの接続部に差し込んだ。
　アランの眼前にポートの認証コードが浮かぶ。１６進数で１億桁ものコードを一定時間内に打ち込
まないと開かない仕組みだ。しかもコードは一定の法則で常に変動する為、変動表を参照した上で次
のコードを予測して打つ必要がある。
　アランは出撃する前にテレスからコードをもらっているため、問題なく自動で打ち込みが出来る。
周辺を警戒し、マイスが来るのを警戒する。今になって転移してきても、既に認証をしているために
開くのは確定済みで問題はない。戦闘にしても手負いではあるが補助腕による戦闘は可能で、電導刃
も抜いていない予備が１本ある。背部ユニットも２基とも健在なので腕でカバー出来る。離脱も問題
なく行える。両腕の破損程度で引き下がる気はない。
　コードの認証が解除し、ポートのハッチが開いた。内部は四角くくり抜いたチューブ状になってい
る。
　ラギメトルは開いたポートの中に入り、地下都市へと向かって高速で移動する。内部のハッチが
次々と開いていき、合わせて降下していく。
　最後のハッチが開き、チューブを抜けた。
　地下都市が眼下に広がる。天井にも建物や道路が吊り下がっていて、至る場所に柱がある。他の
ポートが開いておらず、地上のマイスは自機を除き入っていない。
　ポートのハッチが閉じていった。
　アランは周辺を見回す。侵略の形跡も、外から入ってきたマイスも存在しない。避難しているなら、
素直に終わるまで放置すればいい。地上部の状況から地下への侵略も時間の問題だと焦り、早めに依
頼を出したのだと判断した。周囲をスキャンし、防衛隊の動きと女王の位置を読み取る。遠方の駐屯
地からマイスが出撃したのを確認した。信号と動きから正規兵のモカラと分かる。振り切ってもゴー
ルが製薬メーカーの本部と決まっている以上、本部近辺にいるモカラを相手にするしかない。クァン
ターは仕事で発生する破壊行為について、依頼主の責任に転嫁出来るが当人は製薬メーカーの監事だ。
ガルキアから抗議が来れば交渉で不利になったと自分を責め立ててくる。上の人間ほど責任を取らな
いのは、いかなる組織でも同じだ。正当防衛になる言い訳が必要になる。
　アランは２機のモカラが近づいて来るのを確認した。
　モカラが近づき、ラギメトルの脇に触れた。
『貴様、何をしている』モカラのクァンターから通信が入った。『無所属のクァンターか、用がない
なら大人しく投降しろ』
「仕事で来た。でなければ地下に来ない。離してくれ、交戦する気はない」アランは顔をしかめ、手
足に力を入れた。話が出来ても交渉に応じる訳がない。隙をついて離脱する策を頭の中で練る。
『一帯は立入禁止だ。交戦する気がないなら投降しろ』
　アランは舌打ちをした。融通がきかない人間に女王の話をしても信用しないのは目に見えている。
　モカラの一機は補助腕を使って背中に搭載している小型剣を取り出した。武装を弾くのが基本の使
い方だが、マイスの内部機構を切断するの程度はできる。『投降しないのなら強制するより他にない、
制御系以外を止める』小型剣で首の接続パイプを切ろうとした。
　ラギメトルは補助腕を動かし、モカラに背部ユニットの防御障壁の発生装置部分を突きつけた。同
時に、エネルギーが発生し防御障壁が展開する。防御障壁は干渉を防ぐ以外に、壁に触れたあらゆる
物体を弾く効果がある。同じ出力の防御障壁同士が触れれば相殺するが、背部ユニットから発生する
防御障壁はフローラルデバイスから発生する防御障壁の比ではない。直に起動して弾けば縮めたバネ
を開放する原理で吹き飛ぶ。
　モカラは制御を失い、フローラルデバイスの出力が下がり光を失う。防御障壁による空間の固定機
能を失って重力に従って落下し、地下都市の市街区域に落ちた。
　ラギメトルは反動で加速し、転移して残ったモカラを撒きにかかる。脅迫は実行可能だからこそ有
効な交渉手段だ。正当防衛は回避を目的に吹き飛ばしたのだから成立する。
　残った１機のモカラはラギメトルを追跡した。
　ラギメトルはフローラルデバイスの出力を上げ、転移を繰り返してモカラを撒く。モカラは転移を
繰り返すラギメトルに追跡する。ラギメトルは街中に入り、道路の上で転移を繰り返す。追跡を諦め
ないモカラを見て、撒くのは無意味だと察した。立ち止まり、誰も居ない道路の上に立つ。
　モカラはラギメトルと対峙してスピアを構えた。
　アランは渋い表情をした。諦めてくれれば戦闘をせずに終わったのに、面倒が増える。アリスに言
い訳が立たない。
『フリーのマイスが迷い込んだか。抵抗をするな、大人しく投降しろ』モカラから音声が響く。防御
障壁による通信が出来ない為、音声を直に発して投降を促す。
　アランは顔をしかめ、モカラを見据えた。投降して素直に女王の元に案内してくれる訳がない。
ラギメトルは背部ユニットを１つ落とした。残った１つの背部ユニットを展開し、電導刃を背部ユ
ニットを落とした補助腕でつかみ片手で正眼に構える。
　モカラが転移し、ラギメトルの前に転移してきた。地形からやむを得ないのか、正面から挑む自信
があるのか堂々としている。スピアを引いている。
　アランは背中を丸めた。補助腕がスピアの勢いに耐えきれるか分からないが、払えば十分だ。



　ラギメトルの脚部に搭載している打突機の芯を射出し、地面に突き刺した。わずかにかがむ。電導
刃でモカラが突き出したスピアを払う。反動で揺らぐが重心を低く取っている上に打突機の芯が刺
さっているために脚部で耐える。払ってスピアの筋がそれた。補助腕の衝撃は背部から脚部に流して
破損を防いだ。モカラはラギメトルの眼前にいる。返しの刃で斜めに切りつけた。モカラを肩から腹
部にかけて、斜めに切断した。
　モカラはフローラルデバイスの光を失い、上半身と下半身が分かれて倒れた。背部ユニットで防げ
ば弾いた上で間合いが離れ、警戒する。長期戦になれば手負いの分不利になる。即座に決着するには
スピアを背部ユニットではなく電導刃で払い、間合いを保った状態で切るのが確実だと判断した。ア
ランとマイスのノイズのない滑らかな動きと、払った瞬間の間合いを見抜いたからこそ可能な戦術だ。
　打突機の芯が戻り、足が自由になった。
　アランは状況を確認した。他の援軍はいない。管轄外なのか他に手が回っているのか分からないが、
有利な状態だ。
　ラギメトルは背部ユニットに電導刃を格納するとかがんで背部ユニットを補助腕で拾ってセットし
た。旋回し、目的地のメーカーのビルに接近していく。
　アランは周辺の地図情報を映し、フローターの置き場を捜索した。フローターから物資を搬入する
には直接行った方が効率がいい。フローターを地下都市へ運ぶ手段がある以上、直に停留しておく場
所もある。案の定、メーカーのビルの裏に広大な土地とハッチがあるのを見つけた。転移を繰り返し、
ビルの裏に向かい着地した。
　ラギメトルは腰部からハッチの脇にあるセンサーに向かってワイヤーを飛ばし、ハッチと接続した。
　アランはカードの情報を元にハッチの認証番号を自動で入力しているのを眺めている。
　暫く経った。エラーコードが現れた。予め受け取ったコードと異なるのは当然だ。ハッチの壁をす
り抜けて転移するのも可能と言えば可能だが、転移した先に物体があればめり込む形で融合し、動け
なくなる。転移した先の空間に何もないのを確定しない限り、転移には危険を伴う。生体センサーを
起動し、女王の位置を確認した。製薬会社のビルの最下層を示している。
　ラギメトルは庭園に向かった。植物は一切なく、ブロックで出来上がった地面と遺跡を模した柱が
配置してある。庭園に着地した。フローラルデバイスの出力を落とし、エネルギーを足元から飛ばし
て反射状況を読み取る。
　データがアランの眼前に現れた。直線で構成した空洞が下層に向けて重なっている。地階が広がっ
ているのだ。
　ラギメトルのフローラルデバイスの出力を上がった。脚部の打突機を起動し、芯を地面にたたきつ
けた。衝撃で地下階への穴が開く。空間に固定している為、宙に浮いた状態になっている。打突機の
芯を格納し、背部ユニットを足の補助腕に接続し直して足の裏に伸ばした。足にスキー板が付いた格
好になった。背部ユニットを防御障壁を展開すると下方面へ瞬時に加速し、地階の床を突き破った。
次々と下層の床と天井を突き抜けて下降していった。

　ルイス達は階段を下り、誰も居ない通路を歩いていた。ＬＥＤの白く冷たい光が照らしていて、窓
一つもない。四角いチューブの中を歩いている印象がある。
　先頭を歩いているトライトンの前には、立体地図が映っている。最下層の空間まで近づいている。
「避難している人がいるのに人もロボットも居ないなんて、物資の搬送をしているのですか」ルイス
はトライトンに尋ねた。
「物資は緊急事態に搬送します」
「ジェイクジブラスが壊滅するかもしれない状況にですか。何の緊急なんですか」
「想定外の事態です。フリーのクァンターと交渉で対処出来る都市一つ程度、ナルオンの消失に比べ
れば大した損害ではないです」
　ニケは顔をしかめた。「ジェイクジブラスの襲撃は想定していたのですか」
「無論です」
　ニケはトライトンの返事に疑念を覚えた。襲撃を想定していたのなら、ルイスを巻き込む事態にな
るのも想定出来ていた。偶然ではなく必然としてわざと巻き込んでいるとするなら、乗じて亡き者に
する策謀だったのか。
「私は人を守る義務があるので、あえて聞きます。製薬会社はルイ、いえアイラ様を巻き込み王族を
亡き者とするか人質にしてクーデターを起こす気ですか」
　トライトンは鼻で笑った。「半分は正しく、半分は異なると言っておきます」
「半分とはなんですか」ルイスはトライトンに向かって、声を荒げて尋ねた。「自治権を持っている
からと言って、国家に反発するなどつけあがるにも程があります」
　トライトンは冷ややかな目でルイスを見た。ルイスはトライトンの目つきに一瞬、固まった。「貴
方にとって国家とは何ですか、女王」
　ニケは素早くルイスの前に出た。予想通り、アイラ＝カーペンターの名前が偽名だと知っている。
「今の国家は貴方が統治しているのではない。ナルオンやガルキアの行方を憂いず、今さえ良ければ
自らの地位を守るのに腐心している幼稚な議員により統治しているのです」
「トライトン、いえフェルナンド議員。女王を暗殺し、議会に権利を移す気ですか」
　ニケがフェルナンドと呼ぶ男は笑い、ニケとルイスの方を向いた。「消しているなら既にやってい
ますよ。無能な議会に権利を移すなど、子供にプロスポーツの審判を任せるよりも愚かな行為です」
付け髭を外した。見覚えのあるフェルナンド議員の顔だ。
「何が目的ですか」



「議員が貴方達の知らぬ場所で何をしていたのかをお見せします。概ね予想通りですがね。付いてき
て下さい。貴方の目的と私の目的が合致した場所へご案内します」フェルナンドは通路を歩いていっ
た。
　ニケは釈然としなかった。フェルナンドは自分達の動向や襲撃を利用しているのは確かだが、目的
が分からない。ついていくのは危険が伴うが、今すぐ撤退するにしても深層部なので無理だ。
「行きましょう」ルイスはニケに話しかけた。私達を消す気がないのは確かです。何かあった場合は
お願いします」
　ニケはうなづき、フェルナンドの後に続いた。
　通路の突き当たりに来た。天井まで２０メートル以上ある。床に至るまで金属で囲った空間だ。ド
アが５０メートル程奥にある。ドアも天井に至るまでの高さまである。
「緊急用物資を運ぶにしては広いですね」
「女王、貴方は光の盾計画の全容を知っていますか」フェルナンドは端末を取り出し、ドアの脇にあ
るセンサーに重ねた。パスコードがセンサーの上にある液晶に次々と流れて表示していく。
「国家による軍備強化計画です。他国のクァンターによる防衛は、素行の悪さから日に日に民の不安
を煽っていると仰っていました。故に純粋な生え抜きの兵力による防衛計画だと」
　フェルナンドはうなづいた。「貴族にとって民の不安を抑えるのは義務です。しかし、抑えるのは
忠義以外では持続はしない。力による統制は容易ですが、時と共に強化していく締め付けに耐えるな
ど出来ません。力を弱い者に向けてはならない。議員は誰一人として理解していないのです」
　センサーはフェルナンドの端末の認証を終えた。ドアが重い音を立てて開いていった。先には多重
のアクリルガラスが囲っている空間と、周辺に広がる通路がある。
　フェルナンドは中に入った。
　ルイスとニケも中に入り、アクリルガラス越しに状況を観察した。空間の床は円筒を横にして半円
に切った形状で、コンサートホールの座席に似た構造になっている。席に当たる部分には無数のカプ
セルが横たわっていて、ロボットが腕のピンをカプセルの脇にあるコネクタに挿して調べている。カ
プセルの中に裸体の男の姿が確認出来る。
「アッシュ＝クローンです」フェルナンドは平然と声に出した。「３０年前の遺産ですよ」
「３０年前ですか」
　フェルナンドはうなづき、アクリルガラスに触れた。メニュー画面がガラスに浮かび上がり、操作
を開始した。３０年前にルガージ＝セイロにて物体が落下した状況が映る。「３０年前、ルガージ＝
セイロに物体が落下し壊滅したのはご存知ですね」
「知っているも何も、元凶の発端です」ニケはフェルナンドの質問に答えた。
　フェルナンドはうなづき、アクリルガラスを軽く突いた。物体の解析データが映像と共に現れる。
機械部品と操縦者に関するデータだ。「落ちた物体はで、一つは特異点として現在追跡中です。もう
一つは、機能を停止した人型兵器でした。特異点の側も一方の解析で人型兵器と分かっていますが
ね」
　ルイスは浮かび上がっているウィンドウに触れ、詳細を確認した。搭乗していた少年の記憶の解析
結果に関する内容だ。隣のウィンドウには、操縦者だった少年の遺体の写真と詳細なデータが映って
いる。遺体の損壊が少なく、遺伝子を分析して脳を取り出し記憶を解析したと表記してある。記憶の
断片が無数のウィンドウに分かれて映っている。別のウィンドウには遺伝子に関する報告が映ってい
る。遺伝子は進化の過程を残すため複雑な形状を持つが、少年の遺伝子はランチボックスに入ってい
るサンドイッチ並に整頓してある。自然発生した人間ではないので、解析も複製も容易く行えたと記
述してある。
　ニケはガラス越しに見える人の入ったカプセルを見て、状況を把握した。異世界から来た少年の遺
体から脳を取り出し、記憶を解析した上に塩基レベルにまで分解して複製したのだ。
「本来、神の棺計画は死亡した操縦者の脳から記憶を取り出し、遺伝子を複製したクローンに埋め込
んでテクノロジーや文化に至るまでを取り出す計画でした」
　ルイスの周辺に初期の神の棺計画のあらましと結果が映る。計画の筋は詳細に書いてあるが、大ま
かな内容はフェルナンドの言葉通りだった。記憶は自身が経験した主観なので、当人でなければ理解
できず肉体が異なっていれば違和感がでて再現ができなくなる。故に記憶を移植したクローンを作り、
少年の人生をトレースして取り出すと書いてある。記憶を移植して作り出したクローンはアッシュ＝
クローンと呼ばず『人間レコード』と呼んでいた。クローンは人間ではなく、記憶のレコードを格納
したコンピュータと同じ扱いだ。人を機械も同然に扱うとは、余りに倫理に反している。
「結果は失敗でした。記憶は無意識に随時書き換えていく傾向がありましてね。現在の記憶と混濁し
てしまい、複数のクローンは人数分のパターンの答えを示しだしたのです。無論、我々に正解は分か
りませんから何も分からないままでした。今となっては当然ですが、未知の実験でしたから想像が足
りなかったのです」
　ニケのまぶたが細かく動いた。記憶を書き換えていく能があるのに、自分にはなく無尽蔵に書き込
み固まっていく。
「複製したクローンは」ルイスはフェルナンドに尋ねた。
「役に立たない以上不要です。遺伝子を解析し廃棄処分しました」フェルナンドは簡単に答えた。
「廃棄って、殺したのですか」ニケの体が震えた。
「書類上では例外なく」フェルナンドは表情人使えずに答えた。
　ニケの脳裏に幼い頃の父親の記憶が映った。父親は平然とした表情で自分に拳を叩き込んでいる。
痛みと恐怖が感覚として再生する。歯を食いしばり、フェルナンドに殴りかかった。自分の父親も、
立場の弱い子供を融通の利く家畜として扱い、都合が悪くなると処分する。目の前に立っている男は、
自分にクズの印を押した父親と同じだ。
　フェルナンドはニケの拳を簡単に受け止めた。感覚はテレビのスイッチが切れるのと同じ状態で切
れ、目の前にある光景に戻った。フェルナンドが自分の拳を受けとたのに気づき、驚いた。



「私は元軍の人間ですから、格闘の訓練は受けています」フェルナンドは力を緩めた。「人を家畜と
して扱い、不要となれば処分する。貴方が人を守る立場である以上憤り、力に訴える気持ちは分かり
ます。しかし過去は私を殴っても変わりません」
　ニケはフェルナンドの言葉に我に返った。自分の記憶は過去の出来事だ。亡霊と同じで現れたとし
ても今に何も影響はない。例えフェルナンドに当たっても何も解決しない。理性では分かっているが、
関連する記憶が不意に出てきて我を奪っていく。「すみません議員、発作が出てしまいました」ニケ
は力なく言った。
　ルイスはフェルナンドの動きからして状況を悟った。軍部の人間なのだから、格闘の心得があるの
は当然だ。自分達を地下に誘導するために地上部でわざとニケの攻撃を受けたのだと気づいた。
「当時はメインストリームを維持する手がかりがなく、他に手段もなかったのです」フェルナンドは
ため息を付いた。「人の命を使い捨てのリーダーにするなど、言い訳にもなりません。現に複合体は
計画が失敗したのが分かると手のひらを返し、我々が行った手段に反発しました。庭師を称する存在
に機体を解析したデータを元にマイスを与え、ニウテラにて作り上げた次元回廊へ特異点を吹き飛ば
し固定するシステムを守る。現在の神の棺計画へ軌道修正をしたのです」
　ルイスはクローンの入ったカプセルを見つめた。計画が失敗してもクローンは存在している。他に
利用価値があるからだ。「クローンを培養する理由があるのですか、仮に育て上げたとして、何に使
う気だったのですか」ルイスはフェルナンドに尋ねた。
　フェルナンドはアクリルガラスに映るメニュー画面を操作した。ルイスの前に流れ図が現れた。一
つの計画から光の盾計画と神の棺計画に分岐し、別個の計画の概要が映る。
「マイスはオリジナルの記憶と遺伝データから作る体を基準に照合と補正をかけます。故にオリジナ
ルの記憶を持つアッシュ＝クローンとは相性がよく、限界まで性能を引き出すのが容易です。議員は
特性に目をつけ、自国を守る名目でクローンとマイスを独自開発しました。廃棄した光の盾計画を都
合のいい解釈で再始動したのです」
　流れ図のうち、光の盾計画の部分が拡大し詳細が映る。大量のアッシュ＝クローンを製造し、下の
階にある専用機、ザインガンで防衛するという内容だ。日増しに拡大する外部のクァンターへの不満
に対する回答としている。貴族は戦場に行かずに済み、平民は外部のクァンターの素行の悪さから逃
れる。更にクローンは画一に製造する為に均一で士気が安定する。少年の記憶を埋め込んでいる為、
同じく少年の記憶を基礎データとしているマイスとの相性もよく戦闘能力も高い。国民は誰も傷つか
ない、最強の国防が成立する。
「貴方も軍に居たんですよね。計画は当初から知っていたなら、水際で止める手段もあったはずで
す」ニケはフェルナンドに尋ねた。
「私が計画を知ったのは２年前です。先代の王が崩御し、編さん委員に招集を受けて調査を行ってい
た時です」
　フェルナンドはメニュー画面を操作した。次々と閉じていく。
　ガルキアでは王が崩御した際、王に近い者が委員を指名し編さん委員会を設立する。王の評価を正
確に記録し歴史を紡ぐ為、実績を調査した上で吟味してライブラリーに登録するのが目的となる。
「王の実績の内、光の盾計画に関連するマイスとクローンについて不穏な動きがあると分かりました。
計画は神の棺計画として引き継いでいる以上、ナルオンにて継続するメリットはほぼないに等しい。
しかし計画は動いている。私や議院、女王ですらも知らない場所でです」フェルナンドはため息をつ
いた。「つかんだのは尻尾だけで、委員会も王の実績を調べるのみでしたので深入りはせず調査を終
えました。しかし私や協力者は諦めず、全容を調べていったのです。王がナルオンの未来の為、身を
引いた計画を何故掘り返すのかとね」
　ルイスはフェルナンドの計画の一端を悟った。調査の結果、ジェイクジブラスの地下に計画の遺産
を利用していると判明したのだ。しかし元軍部の人間で表に立っている人間である以上、協力者が居
ても容易に立ち入りが出来ないので工作活動が出来ない。故にジェイクジブラスが複合体の査察や襲
撃で混乱する時を狙って自分達を呼び出して利用し、地下に向かい破壊工作でもして光の盾計画を潰
す気だったのだ。「私とて人を道具の如く製造し、自らの利権を維持する為に使用するなど許しはし
ません。最初から言えば、私の口から破棄を決め」
「貴方は理想しか見えていない」フェルナンドは大声を上げた。ニケとルイスは迫力に屈した。
「私兵と言っても国家のための私兵だ。ナルオンの維持という未来など現在が、国家の土壌が固まっ
ていなければつかめないと国民は知っているのです。誰もが報いを受ける国家の方針を捨てて世界の
平和を取れと、現在と自分達の幸福しか見えない国民や議員に説得出来るのですか」
　ルイスはうなだれた。国民も議員も所詮人間だ、自分達が現在いる環境の改善しか望まない。関わ
りのない未来など誰かが作ってくれる、勝手に現れると信じ切ってしまっているのだ。盲信の酒が脳
の隅々にまで染み込んでしまった人間から酔いを抜き、荒野しかない世界で他人の為に開拓しろと言
える訳がない。女王である以上、国民を酔わせてでも幸福に導くのが義務だからだ。「計画は」
「計画が我々の知らない場所で動いているのは、無知なままでいる方が有利に働くだからだ。止める
手段は」
　フェルナンドが話している時、爆発音がアクリルガラスを通して響いた。フェルナンド達はとっさ
にかがんだ。
　爆風と共に上方から手負いのラギメトルが降りてきた。チリや破片が次々とカプセルの上に降りか
かっている。警報はない。
　アランは降りてきた場所を読み込んだ。機密扱いとなっており黒塗りとなっているがデータベース
には存在している。カプセルに入った自分に似た姿の人間を見て確信した。自分がフォルタジアスを
出るきっかけになった計画は未だに継続している。分かっているとは言え、、同じ姿の人間が大量に
転がっているのを見ていると段々気分が悪くなってくる。アクリルガラス板越しにいるフェルナンド
達を確認した。
　ニケは恐る恐るアクリルガラスの向こう側をのぞき見た。天井に穴が開いていて、ラギメトルが空
中で固定した状態で自分達の方を向いている。



　アランはフローラルデバイスの出力を落とし、量子通信が可能な状態にしてから無線回路の一覧を
映した。片っ端から無線回路割り込んでいき、接続の反応がない回線を切り捨てていった。ローカル
な回線は傍受出来る範囲が狭い関係から暗号を随時切り替える必要はなく、固定しているので解析は
容易に出来る。予想通り解析が終わり、最深部の通信回線に割り込んだ。
　アクリルガラスに操縦席内のの映像が映る。フェルナンドは起き上がり、アランの顔を見た。ク
ローンのデータと同じ黒髪だ。
『アラン＝グレイザル、フリーのクァンターだ。依頼により女王の救助に来た』
　アランはアクリルガラスを通して見える三人のデータを読み取った。立っている男にはトライトン
の名が、かがんでいる二人の少女にはニケとアイラの名前が映っている。女王の名前はなく、関連し
ているとすればニケが女王直属の近衛兵である点位しかない。発信機の反応の位置はルイスとニケを
示している。
　ラギメトルと三人のにらみ合いが続いた。フェルナンドは状況を察し、ルイスに手をかざした。
「私はフェルナンド議員だ。個人情報は書き換えてある。ルイス女王は今、アイラ＝カーペンターと
なっている。私もトライトンとなっているはずだ」
　ルイスはアクリルガラスを見た。見も知らないクァンターが映っている。「上では何が起きている
のですか」
　アランはフェルナンドと名乗った男の言葉に偽りはないと確信した。状況はアランの側が有利だ。
出来合いのウソだと分かればアクリルガラスを破壊して三人を握りつぶしながら尋問できる。わかっ
ているなら素直に話すのが賢明だ。
『改めて女王、依頼によりジェイクジブラスより救出に参りました』アランの声が響いた。
　ルイスは恐る恐るアクリルガラスを見た。手負いのラギメトルが宙に浮かんでいる姿がある。「上
では何が起きているのですか」
『査察団に偽装したクァンターが、防衛側のフリーのクァンターと交戦しています』
「君は査察団に属しているのか」
『両方に属していない。女王を救出する依頼を受けて来ただけです』
「女王を助けて次に何をする」フェルナンドはアランに尋ねた。
『ジェイクジブラスから脱出し、アリス議員の乗っているフローターと落ち合います』
　ルイスはアリスの言葉に反応した。議員が事態を察して手を回したのだ。
　フェルナンドはラギメトルの状態を確認した。両腕はなく、一方は肩から切断している。補助腕で
カバーしている状態だ。両方に属していない以上、防衛側と侵攻側の双方との交戦は必然となる。損
傷がひどい状態で戦えば不利になる。『今搭乗しているマイスに皆を乗せるのか。損傷している状態
では不安だ」
『気持ちは分かるが、他に手段がない』アランはフェルナンドの言葉に答えた。
　フェルナンドはアクリルガラスに触れた。メニュー画面から、立体地図を展開する。「今立ってい
る場所、クローンが転がっている場所の下の階にザインガンと呼ぶマイスが転がっている。ガルキア
で製造したマイスだから、少なくとも半分を敵に回さずに済む。アッシュ＝クローンの専用機で記憶
認証のスロットがないが、仮説が正しければ君でも操縦出来る。私達は降りて操縦席前に向かう。君
も同じ場所に向かってくれ」
『貴方が途中で逃げ出す可能性は』
「私も人間だ、命が惜しい。脱出する手段が他にないから素直に従う」
『了解しました議員』通信が切れ、ラギメトルは周囲に衝撃を出さない為に遅めに下降していった。
「女王、コントロールセンターで認証を。次いでブリッジに向かいます」フェルナンドは女王の手を
つかもうとした。
　ニケはとっさにフェルナンドの手を払った。
　フェルナンドはルイスに失礼な行為をしたと気づき、目を背けた。
　ルイスはフェルナンドの方を向いた。「何故、私が認証を解く必要があるのですか」
「女王以外に認証出来ない仕組みにしました。でなければとっくに地上に向けて動いています」フェ
ルナンドは、アクリルガラス越しにクローンのカプセルとザインガンの姿を眺めた。
「ジェイクジブラスが戦場になっているのに動かせないなんて」
「議員の都合で動かす訳にいかない、せめてもの抵抗です」フェルナンドは奥へと向かって歩いて
いった。
　ルイスとニケはフェルナンドの後をついていった。
　コントロールセンターは通路から階段を降りていった先にある。
　フェルナンドはドアの脇にあるセンサーと端末を重ねた。コードが流れ照合を行う。認証が終わり、
ドアが開いた。
　コントロールセンターは、壁が透明なアクリルガラス張りの壁となっていた。コンソールと椅子が
壁に並んで置いてある。フェルナンド達が入った途端、センサーが反応し天井の電灯が部屋を照らし
た。コンソールの上には情報を示すウィンドウが一面に展開した。
　ニケは周囲を興味深く見回した。細かく手を動かし頭に情報をインプットしていく。
　ルイスは部屋の中央に立った。ウィンドウが部屋一杯に幾重も展開している。
　フェルナンドはルイスの前に来た。「マイスの初期認証を解除して下さい」
　ルイスはコンソールの前に来て見回した。メニュー画面が浮かんでいて、何が何に繋がっているの
か分からない。
　ニケがルイスの隣に来た。
「分かりますか」ルイスはニケに尋ねた。
「コンソール自体は軍が使っていたのと似ています」ニケはコンソールに手を付いた。手に付いた部
分にキーボードが浮かび上がり、操作を始めた。メニュー画面からデータベースを経由して深層へと
入っていく。



　フェルナンドはルイスと異なる場所のコンソールで操作を始めた。アッシュ＝クローンやザインガ
ンの詳細なデータが現れる。関連している光の盾計画のデータを取り出した。カードをスロットに入
れてコピーを目論むも、認証出来ていないのでガードが起動して動かない。
　ニケの眼前に認証画面が浮かぶ。
「女王、画面に入りました。認証をお願いします」
　ルイスはニケの元に向かった。コンソールにはザインガンの管理状況と認証を行うエリアが映って
いる。ルイスはエリア内に手のひらを当てた。ルイスの静脈を読み取り、認証画面が切り替わる。
次々とウィンドウが現れ、ザインガンとフローラルデバイスのロックを次々と解除していく。
　同時にプロテクトも無効になった。女王は名前のみとは言え、軍の最終決定権を持っている。認証
が完了すればあらゆる干渉を了承したとみなす。コピーガードも例外ではない。フェルナンドはカー
ドにデータをコピーしていった。コピーは一度しか出来ないが問題はない。状況を示すダイアログが
現れた。
　ニケはキーボードをたたき、ザインガンの１機に火を入れる手続きをしている。手順はわからない
が、ガイダンスに従っていけば１機位は火が入る。
　１機の回路がつながり、フローラルデバイスが起動した。起動可能になるまで１０分程度かかる。
「１０分です」ニケはフェルナンドに向けて声を上げた。「ナンバー１４番のマイスを起動しました。
停止状態からアイドリングに入るまで１０分かかります」
　フェルナンドはデータのコピー状況を見ていた。
「何をしているのですか、議員」ニケはフェルナンドに近づいた。直前にデータのコピーが終わり、
ウィンドウの表示が消えていった。
「気にしないでくれ、軽い調整だ」フェルナンドはスロットに手をかざした。センサーが認証し、
カードが抜き出ると回収して透かして見た。カードにコピーしたデータのサムネイルが映っている。
僅かな笑みを浮かべて胸ポケットに入れた。
　ルイスがフェルナンドの元に近づいた。「問題でも出ましたか」
「いえ、順調です」
　ルイスはフェルナンドの言葉に首を傾げた。質問の答えになっていない。
「いえ、私の話です。話は聞いていました、１４番目のザインガンを起動したんですよね」
「はい」
　フェルナンドは腕時計型の端末を操作した。立体地図が映り、ザインガンを格納しているエリアが
映った。アッシュ＝クローンを保管しているエリアの真下だ。「案内します」コントロールセンター
を出ていった。ニケとルイスは後に続いた。

　ラギメトルは、背部ユニットを背中に移した。脚部の補助腕から背部の補助腕へと接続を変更し、
空間で最もくぼんだ場所の脇に着地した。
　アランは置いてあるモニターに映るカプセルを拡大した。自分と似た姿をした、黒髪の若い男が裸
体で中に入っている。一見して死体と何ら変わらない。カプセルには１６進法で番号が振ってあり、
状況がアクリルガラス越しに表示してある。内部は呼吸と栄養補給が可能な液体で満ちている。排泄
物や老廃物の処理は中の液体の循環と共に行っていて、髪の毛は水流により適当な長さに切断してい
る。潜在意識に埋め込んだ記憶により別の世界に居た人間を演じる木偶だ。頭の奥底に眠る忌まわし
き記憶を埋め込んだニセの記憶と認識しないまま、道具として死んでいった方が幸せなのかもしれな
い。処分にしても、自分が死ぬ感覚をもう一度経験するに過ぎない。周辺を見回した。カプセルが整
頓して並んでいて、ロボットはアランが立ち入っているにも関わらず排除をせず、カプセルや接続し
ているパイプのメンテナンスをしている。自衛能力も防衛プログラムもない。侵入者は来る前に排除
するシステムになっているし、侵入した場合は閉じ込めて脱出不能とすれば問題はない。深層部が機
密の塊なので、最初から閉じ込めて存在ごと消去するシステムになっている。深層部まで破壊してお
きながら警報は鳴らず、避難設備も一切ない理由だ。フェルナンドの言葉を頼りにするしかない。ル
イス達の反応を確認した。下の空間に居ないのは分かった。
　ラギメトルの脚部に搭載している打突機を起動し、芯を床に打ち込んだ。衝撃と爆風が走る。
　下の階への穴が開いた。周囲のアッシュ＝クローンのカプセルも壊れている。内部の状況は分から
ない。ロボット達が駆けつけて状況を確認している。下の階に向けて穴に飛び込んだ。
　下の階には無数のザインガンが列になって並んでいる。腰の背部に操縦席にカプセルを乗せる為の
プラグが接続してある機体が前列に並んでいる。後ろの列にあるマイスは操縦席が閉じていて、ブ
リッジがかかっている。カプセルを直に付けるタイプと通常のクァンターが乗るのと同じタイプの２
種が置いてある。操縦席が閉じているタイプのフローラルデバイスが僅かな光を放っている。火が
入っているのだ。
　ラギメトルは１機のザインガンの前に向かい、蹴り飛ばした。金属とキチン質の部品が金属の床に
こすれる音を立てて転がっていく。クァンターもフローラルデバイスも起動していないマイスなど、
只の人形だ。空いた場所に片膝を付き、フローラルデバイスの出力をアイドリングまで落とした。光
が鈍くなり、操縦席が腰の背部から突き出てきた。床に向けてワイヤーが降りる。
　アランはカードをスロットから抜いて操縦席から立ち上がり、ワイヤーに付いた足場に足を乗せた。
ワイヤーが徐々に下がる。足場から飛び降り、ラギメトルを見た。腕がない状態で、フローラルデバ
イスも傷だらけで衝撃による湾曲や破損がある。ため息をついた。フェルナンドが不安がるのも無理
はない。「済まないなマム。せっかくのプレゼントを壊しちまった」はしごに向かい、登ってブリッ
ジに上がった。



　ブリッジは金属製で、組み立てが容易なプラモデルに似た構造になっている。接続している箇所に
遊びがある。根本が頑丈に出来ているので、揺れはない。別の施設をマイスを格納するドックとして
急造したのだと分かった。
　アランは空間の様子を見渡した。人はなく、アッシュ＝クローンを制御していたのと同じ容姿のロ
ボットが巡回している。自衛、異常検知能力がないのも同じだ。ルイス達は未だ来ていない。火が
入っているザインガンに向かった。関節の板バネや接続しているブレーキやサスペンション、フロー
ラルデバイスの基礎構造がグルパスに似ている。操縦に難があるのか不安だが、脱出するに当たって
良好な手段は他にない。
　ニウテラにて見かけた、通信機能を強化していると推測出来るザインガンの元に向かった。フロー
ラルデバイスが尖っていて、レーダーとアンテナ幾重も伸びている。
　足音が遠くから近づいて来る。
　アランは足音がした方を向いた。フェルナンド達が駆けつけてきた。
「認証は」アランはフェルナンドに尋ねた。
「遠隔操作で解除した。通常の端末で開く」アランは後からついてきたニケとルイスに目をやった。
　アランはうなづき、操縦席の脇に付いているセンサーに端末を重ねた。端末の上に認証と登録の手
続きを行っている旨のウィンドウが浮かんだ。認証を解除している場合、端末とマイスとの間に鍵を
作る作業が必要になる。開けるだけならセンサーの認証と特定のコードで緊急と判断して無理に開け
る手段もあるが、起動認証と異なるので稼働出来なくなる。マイスを開発していた頃、試作機のテス
トで外部の干渉による操縦席の開閉を厳しくしすぎた為にテストを行ったクァンターの救出が遅れた。
事故の反省から、外部の強力な干渉がある場合に開くシステムになっている。
　鍵の作成と登録が完了した。操縦席が机の引き出しのごとく突き出た。
　アランは開きっぱなしの操縦席に乗り、端末を格納してスロットにカードを２枚挿入した。１枚は
認証用のカードで、もう一枚はテレスからもらったデータが入っている。操縦席が作動した。
　ニケは違和感を覚えた。「２枚しか入れないんですか」
「ダミーカードを入れるスロットはない。オリジナルの記憶を保持していれば不要だからな」
「でも記憶は皆違いますよ」
フェルナンドはアランと、転がっているカプセルとを交互に見た。アランとカプセルの中の男の姿は
似た容姿を持っている。「仮説が正しければ、問題なく通じる」
　アランはフェルナンドの方を向いた。「貴方は」
「フェルナンドだ。ロンジカステルの議員をしている」
　アランは操縦席の感触を確かめた。
「仮説、仮説って議員止めて科学者が性に合ってますよ。いい人居ますから紹介しますか」アランは
フェルナンドにぼやいた。
「議員の方が性に合っている。近々無職になる予定だがね」
「再就職先のご参考に」アランはルイスの方を向いた。「後ろにスペースがある。乗っかるんだ」
「３人はいけますか」ルイスはフェルナンドの方を向いた。
　ニケは背部のスペースを見て驚いた。２人分しか空いてない。「重量オーバーですよ」
　アランは笑みを浮かべた。「実際に乗ってもないのに言うな。人間の体重位、マイスにとって誤差
でも何でもない」
「トラックの運転手ですか」ニケはぼやいた。
　ルイスは座席の後ろのスペースに乗っかり、座席に手をかけた。続いてニケとフェルナンドが乗っ
た。
　アランは操縦席の脇のボタンを操作した。操縦席はザインガンに格納した。
　真っ暗な状態でシステムが起動した。脚部と腕部に筋電位を検知する装置が覆いかぶさり、頭部に
もフード状のセンサーが被さった。脳波と記憶による認証を開始した。アランの脳裏に埋め込んだ記
憶が映る。同時にウィンドウにも脳裏に映っているのと同じ記憶が映る。すぐに消え、認証を終えた。
　全体にザインガンから見た光景が映り、立体映像で情報が展開する。
　フェルナンドは確信した。アランはアッシュ＝クローンの一体だ。
「脱出方法は」
「ザインガンを出すハッチが近くにある。マーカーが認識していれば問題なく開く」フェルナンドは
アランに声をかけた。
　台座のタグが外れた。ザインガンが拘束を解いて立ち上がる。
　アランは立体地図を展開し、空間からハッチを探す。予めザインガンにインプットしてあるデータ
からハッチの座標を見つけ、天井にあるハッチに向けて移動した。動作の反応はグルパスとほぼ同じ
だ。
　ハッチの前に来た。搭載してあるセンサーがマーカーを検知する。ガルキアのザインガンだと分か
るとハッチが重く、鈍い金属音を立てて開いた。
　アランはモニターを通して、置いてあるラギメトルを見た。膝を付いた状態でかがんでいる。電子
音が鳴った。ハッチが開ききったのだ。前を向いた。
　ザインガンは開いたハッチから飛び込み、通路を上がっていく。
　ニケはアランの周囲に展開しているウィンドウの情報を見つめていた。高度計が上がっている。
「何でカードがなくても動くって、分かったんですか」ニケはフェルナンドに尋ねた。
　アランは顔をしかめた。「マイスが何で動くんですかっていう質問と似てるな。答えは分からなく
ても動く。単純に相性がいいって言う仮説が当たっただけだ」
「予想が外れてたら」
「ラギメトルで脱出してた」
　アランの返事に、ニケはうなった。



「議員、何故一般に搭乗出来るマイスがあるんですか」アランはフェルナンドに尋ねた。「クローン
が搭乗するならカプセルをモジュールにした方が効率がいいはずです。しかし、自分が乗っているの
はノーマルの操縦席です。クローンを引きずり出して乗せるのは非効率ではないですかね」
「私も計画を知ったのは最近だから、方針については知らない。通常のクァンターも搭乗出来るシス
テムにしているのは、多様性の問題かと予測出来る」
「確かに」アランはうなづいた。
「多様性ですか」ニケはアランに尋ねた。
「均一した生物ってのは、特定の病気に弱いと感染が拡大して瞬く間に全滅する。皆同じだからな。
クローンも同じ事態にしない為にある程度外に出して教育し、一般のクァンターと同じ状態にして動
かしてもらう。もしもの事態を考慮して研究してたって訳だ。実際にはクァンターまがいのクローン
は居なかったがな」
「君は」フェルナンドはアランに尋ねた。
「クァンターになったのは自分の意思ですから、偶然ですよ」
　フェルナンドはため息を付いた。偶然により自分と女王は助かったのか。
　ザインガンは鉄骨と鉄板で出来た垂直な通路を抜け、地下都市に飛び出た。
　アランは周囲の状況と座標から、飛び出た場所を確認した。建物の裏で、自機が出てきたのは認証
に失敗したハッチだ。開いた状態のままで閉じる気配がない。近くには地下に突入する時に破壊して
作った穴が開いていて、３機のモカラが待機している。
　モカラは飛び出してきたザインガンに気づき、即座に展開し前方を塞いだ。
　アランはモカラを観察した。本来なら戦闘を避けて逃亡するのが最適解だが、正規兵が囲っている
以上は選択を取るのは出来ない。ウィンドウに映る武装のリストを確認する。電導刃はないが、バル
カン砲とスピアが搭載してある。
　ザインガンのフローラルデバイスの出力が上がっていき、茶色みがかった緑の光を放つ。
　ニケはモニターを通して映る状況を見て、不安になった。「モカラも敵に回すんですか。女王がい
るって言えば見逃してくれますよね」
「ニケと言ったな。見も知らない相手が、私は女王だから見逃して下さいって言って素直に従うか」
「無理ですよ、だって私は女王を知っています。見も知らない人が名乗ってもウソだってすぐに分か
ります」
「今の状況も同じだ」アランの顔が強張った。「相手も女王を知っている。王族は即座に避難する。
まして女だ、マイスに乗るなんてありえない。見逃してくれと言ってもウソだと識別する要素は満載
だ」
　ニケはうなだれた。「戦うしかないんですか」
　ルイスはアランの元に身を乗り出した。「私が直に事情を話して説得します。通信出来ますか」
「決めつけている相手に説得が通じるんですか」
「決めつけているなら証拠を見せれば疑わず、素直に従いますから有利です」
「根拠は」
「議会にも似た人は居ます。黙ってもらう常套手段です」ルイスはカードをとりだし、スイッチを操
作してカードのロックを解除してアランの前に出した。「私のデータを格納しているエリアにリンク
をかけて引っ張ってきて下さい」
　アランは均衡を保っている現状を利用し、目でデータを追ってロックを外してから腕をカバーから
出した。ルイスからカードを受け取り、空いているスロットに差し込んでアクセスを行った。幸いに
も搭乗しているザインガンは通信機能を強化しているので、防御障壁を強化しても最低限の通信は可
能になっている。ジェイクジブラスのデータベースにアクセスし、リンクを貼っている場所からカー
ドのデータを引き出す。アイラ＝カーペンターのデータが映った。
「暴れますよ、かまない為にも歯を食いしばってかがんでくれ」腕をカバーに入れ、カバーに目を
やった。カバーのロックがかかり、筋電位の受付を再開した。足に力を入れた。ニケ達は同時に衝撃
に備えてかがんだ。
　ザインガンは目の前にいるモカラの眼前に突撃し、抱きしめて首相撲の体勢に入った。マイスはフ
ローラルデバイスのセンサーに通信機能を搭載しており、接触すると鍵を介さずとも通信が可能にな
る。
　操縦席が揺れた。操縦席は弾力性のあるガスで密閉する為に衝撃を軽減するが、モニターの揺れと
同期しなければ酔いが発生するので無効には出来ない。
「マーカーを確認したか、ガルキアの所属機だ。敵じゃない」アランは声を上げ、アイラのデータを
モカラ側に転送した。
『何を言っている、マーカーではガルキアだが、属している部隊が確認できない。偽装している可能
性がある。投降し我々に従え』
　ルイスは立ち上がった。アランは脳波コントロールでモニターに備え付けてあるカメラを起動した。
アランの姿と共にニケやルイス、フェルナンドの姿が端に映る。「頭が硬いんですね。今搭乗してい
るクァンターは、下に落ちていたマイスを使って私達を保護してくれたんです。貴方達は同じ国民の
民を、まして王族たる私を襲う気ですか」
　周囲に展開しているモカラがザインガンに近づいてきた。抱き合っているモカラは手を上げ、静止
した。
『お言葉ですが、フリーのクァンターが何者か分からない。マイスはデータにないとなれば怪しむの
は』
「隠密作戦をわざわざ公開する者がいますか。極秘作戦の中での行動である以上、公開しないのは至
極当然です。信用出来ないなら作戦完了時に問い合わせなさい」
『しかし、所属不明機は敵と』
　フェルナンドは大きく息を吐いた。「フェルナンド議員だ。私も極秘作戦で保護を受けた身だ。文
句があるなら後日、上司に問い合わせろ。明確な回答が出る。懸命な頭脳を持っているなら、交戦し



て損害が出るのを考慮すれば楽だと理解出来るはずだ。責任は私や上が取る。君達は任務をこなして
いると報告するから、持ち場に戻ってくれ」
『議員か』暫くの間、沈黙が続いた。見逃すか否か、頭の中で議論をしている状態だ。『分かった。
素直に出ていけ。但し敵対、破壊行動を見せれば即座に落とす』
「出ていくのが目的だから、壊す気なんかねえよ。土産ついでに言っておくが、調査委員会が入るま
で穴に入るのはやめとけ。作文どころか、頭から離れた体を拝む羽目になる」アランは力を抜いた。
　ザインガンはモカラから離れ、即座にハッチに向かって転移していった。
　２機のモカラは追撃をかける体勢に入ったが、ザインガンと絡んでいたモカラが前に出て止めた。
『見逃すのですか』
『王族とフェルナンド議員が乗っていた。保護の為に極秘で救出をしに来たとの話だ』
『信ぴょう性は』
「声門分析の結果、フェルナンド議員に関しては本人の可能性が高い。ガルキアのマーカーを持って
いる以上、先制攻撃を仕掛ければ同士討ちになり、上から作文とお説教のフルコースが飛んでくる。
まして攻撃の意思がない以上、手を出すのはまずい』
『問題が起きたら責任を取ってもらいますよ』
『議員がいるんだ、剣を向けたとなれば大問題になる。配置に戻るぞ』
　３機のモカラは穴がある場所へ戻っていった。
得は無理だと判断していたアランをからかう）
　アランは天井にあるハッチの位置を立体地図から検索した。位置を現在地から座標で照合した。
　ザインガンはハッチのある場所に向かった。
　ハッチは閉じている。脇にあるセンサーがザインガンのマーカーを認識した。照合し、開いた。先
には地上部へつながる穴が開いている。開ききる前に中に入り、高速で移動して通過していった。
　操縦席に映る地図は、地下と地上とをつなぐ穴と現在地に切り替わった。
「地上に出れば一気に加速して目的地に着きます。モカラを説得出来たからいいですが、失敗したら
皆で牢屋で薬を飲みながら音楽鑑賞する事態になっていました」
　フェルナンドは笑みを浮かべた。「不眠状態で自白剤を使っても、同じ答えしか返ってこないが
ね」
「女王を薬漬けにしたとなれば正規兵どころか、人生を懲戒解雇するレベルですよ」
　アランの言葉にフェルナンドは笑った。
「女王、地下で逃げ場がないので指示に従いましたが、地上では逃げ場はいくらでもあります。だ要
求は飲みませんよ」
「乗っても居ないのにと、言っていた人の言葉ではないですよ」
「俺がか」
「忘れたんですか。マイスに乗る時、私が重量オーバーですと言ったら乗っても居ないのにと返しま
したよね。根拠も経験もない予測で判断している点では互いに同じです」
　アランは気難しい表情をした。ニケの言葉通り、モカラへの対処は自身の経験と予測を行動の基準
にしている。結果と予測が一致するのは、予測が的中する為に行動しているからに過ぎない。逆に自
身の介入が不可能な領域では、予測が当てはまるケースはほとんどない。重量オーバーを指摘したの
も、戦闘ではなく対話を決めたのは同じで経験からの判断だ。他者の経験は自分が介入不可能な領域
で結果を手に入れるための重要な鍵だ。「負けたよ」。
　ザインガンは通路内を高速で上昇し、地上に向かっていった。
　ルイスは転移を繰り返していく光景を見ていた。足元の光景を見て、自分が落ちるのではないかと
不安になった。
「アラン、君は議員のいるフローターに向かうと言ったな。議員は女王の救出以外に何を求めてい
る」
「依頼人諸々に関しては機密事項です。もしかしたら、別の依頼人かも知れない」
「仮にアリス議員に会えるとなれば、会見をしたい。大丈夫か」
「本人に聞いて下さい。自分は待ち合わせの場所に運ぶまでの仕事ですからね」
　ザインガンは通路を抜け、地上部に出た。日の光が差し込んでくる。日が傾き、空が黄色に染まり
始めていた。戦火はジェイクジブラス全体にまで飛び火しているが、マイスの数は少ない。互いに補
充していない以上、少なくなっていくのは当然だ。上空へと転移を繰り返す。他のマイスが捕捉する
と厄介になるからだ。脱出時は戻る必要がある以上、戦闘は避ける必要がある。ジェイクジブラスの
街全体が見渡せる程に上昇していく。モニターを通してジェイクジブラスの街が小さくなっていくの
が見える。※
　アランはハンスは無事かと心の奥底で心配になった。目の前に立体地図が浮かび、フローターのあ
る座標を示した。マイスらしき点が自機に向かって飛んでくる。
「また戦うんですか」
「地下とは違う、逃げ切る方が楽だ」アランはニケの質問に答えた。
　ザインガンはフローターのある場所へ転移を繰り返して移動した。
　立体地図ではマイスを示す点が離れていく。ニケは安心した。
「フェルナンド議員。処分したクローンの製造を再開した理由は何ですか」ルイスはフェルナンドに
尋ねた。
「異世界の技術には異世界の技術と人員で対抗する。他に手段がない以上はやむを得ないという判断
からです」
「使い捨ての道具は大量生産が基本だからね」アランはフェルナンドの言葉に口をはさんだ。
　ルイスはアランの言葉に憤りを覚えた。人を道具として製造し、使い捨てるなど倫理から外れてい
る。「人を道具として扱うなんて」
「女王、クァンターも同じですよ。貴重な戦力として複合体の分厚い権力に守ってもらっているのは、
誰もやりたがらないからです。皆、自分達が使い捨ての道具だって分かっているんですよ」



　アランの言葉にルイスは眉をひそめた。「クローンの利点はわかりました。では何故クァンターに
移行したんですか」
「融通の利かなさと実戦経験がなさです」
　アランはフェルナンドの言葉にうなづいた。ザインガンと推測するマイスとはニウテラにて交戦し
た。交戦したマイスがクローンとみなすなら、僅かな数で街を占拠するまでの統制能力に優れる一方、
個々の戦闘力はエースと同等と言えるまでに低い。
「ニウテラにマイスを派遣したのも、経験を積ませる為ですか」アランはフェルナンドに尋ねた。
　フェルナンドはアランから目を背け、表示している立体地図に目をやった。ジェイクジブラスから
離れ、国境付近にまで近づいている。「他にも理由はある」
　アランの顔が強張った。ニウテラに派遣したののは確かだ。
　ザインガンは転移を繰り返し、地図上に映るフローターの座標が近づいた。フローターの位置に重
なった時、降下した。ガルキアとスプレアの国境付近で、低木が生い茂る森の中にフローターが着地
しているのが見える。フローターの隣に着地する体勢に入り、指定した位置に着地した。土ボコりが
舞い散る。フローラルデバイスの光が弱くなり、膝を付く体勢になった。操縦席が突き出し、地面に
向けてワイヤーが垂れ下がった。
　ニケは足元を見た。地面まで離れている。落ちないか不安になった。
　アランはニケの方を向いた。「ワイヤーを握って足場に足をかけて降りるんだ」
　ニケは恐る恐るワイヤーを握りしめ、足場に手をかけた。徐々に下がっていく。地面に飛び降りて
も問題ない高さになった時に飛び降りた。ルイスとフェルナンドが同じ手段で降り、最後にアランが
端末とカードを取り出して降りた。
　アランは端末を操作した。操縦席を格納した。
　フローターのタラップが降り、テレスがアリスを伴って降りてきた。
　テレスはザインガンを見て、眉をひそめた。出て行った時と異なるマイスだ。
「アラン、ラギメトルは」
「壊れたんで仕方なく置いてきました。議員には謝ります」アランはアリスの元に向かった。「議員、
申し訳ありません。ラギメトルは中破した為にジェイクジブラスに置いてきました。現地にあるマイ
スで」
「女王は救助したのか」
「はい」
「依頼を達成したのだから十分だ。お前はマイスがなくなろうと、軟禁状態になって出撃できなくな
るのだから関係ない。補充なら軟禁中に対処すればいい」アリスは笑みを浮かべた。アラン自身を失
わなかっただけ良好だ。神の棺計画の重大な駒だからだ。
　テレスはマイスを見回した。「記憶にないマイスですね」
「ザインガンだ。ガルキアが複合体と関係なく光の盾計画のために設計開発していたマイスだ。アッ
シュ＝クローン、いや廃棄した最初期の神の棺計画にて製造したクローンによる運用を前提にしてい
る」フェルナンドはアランの前に出た。
　アリスはフェルナンドの声に唸った。「フェルナンド議員、お前もいたか。運用とは何だ」
　「言葉通りです。ガルキアは独自にマイスを製造し、ニウテラに派遣していました。詳細を話すよ
り、ジェイクジブラスの戦闘を止めるのが先です」フェルナンドはアリスの隣にいるテレスの方を向
き、カードを取り出して差し出した。最深部でコピーしたデータが入っている。「光の盾計画の全容
です。指定した回線にて公開して下さい。戦闘は互いに目的が達成できていないから発生しているの
です。一方の目的が達成すれば戦う理由はなくなります」
　アリスはテレスの方を向いた。「処理を頼む」
「一緒に行きますか」
「私は議員の話し相手を務める。何かあればアランがいる、問題はない」
「分かりました」テレスは返事をし、フローターに向かった。
「フリーのクァンターを信頼するかね」アランはぼやいた。
「人の本当の信頼は、他人に推測も理解も出来んよ」
　アランはアリスの言葉に渋い表情をした。
「では議員。計画の詳細はデータから引き出すとして、君の腹の内を聞こうか。まず計画の真意はな
んだ」
「私からお話しします、アリス議員」ルイスはフェルナンドの前に出ます。「フェルナンド議員の話
では、議会は私の兵を確保するために３０年前にルガージ＝セイロに落下した物体から」
「物体を解析し、クローンを作ったのは知っているよ。複合体が作ったのだからね」
「計画は廃棄したとなっていますが、実際には議会が私の兵を確保するために継続していたのです」
　アリスはうなった。ジェイクジブラスで提唱した計画は失敗し、倫理にも問題があった為に継続や
やり直しが不可能とみなし廃棄した。現在でも続いているとなれば、マイスやクァンターの目的が根
本からずれていく。
「厳密には国防目的だ。表向きにはクァンターに代わり、支持が得やすく統制を取るのが容易なアッ
シュ＝クローンと呼ぶ個体と独自開発したマイスへ入れ替えでした。光の盾計画私兵による内部統制
も行う作戦だった。光の盾計画光の」
「実際には」
「先代の王は、ナルオンの平和の為の計画であり国の為ではないと仰っていました。王が廃棄した計
画を再生し、私兵に転用するなど、旧王制派の人間としてはあるまじき行為とみなし反逆し本来の意
図に戻す計画を立てました。ニウテラへの侵攻が一端です」
　ルイスはフェルナンドの言葉に驚いた。「ニウテラは保護であると」
「議員を焚きつける言い分です」
「技術を欲したと」アランはフェルナンドに尋ねた。



　フェルナンドは首を振った。「派遣したクローンを鍛えるのが一つで、もう一つは複合体やスプレ
アにマイスを独自開発しているのを知らせるためです。現に不明のマイスとして知れ渡り、証拠を回
収した上でジェイクジブラスに向かって来た。混乱に乗じて情報を公開し、計画を表に出せば終わり
です。自動で瓦解し、マイスとクローンは複合体の管理下に入り神の棺計画に組み込んでいきます。
王が求めた本来の計画に統合していく形となり、保身を図った議員と計画を推進した我々は犯罪者と
して敗北して終わります」
「何もかも、お前の計画通りに運んだと言う訳か」アリスはフェルナンドに尋ねた。
　フェルナンドはうなづいた。「成果物によるニウテラの壊滅や特異点の消失は想定外でしたがね。
大まかな計画はロードマップの通りに進みました」
　アランの端末から呼出音が響いた。端末を取り出し、回線を開いた。テレスから連絡があった旨の
表示が浮かんだ。アランはテレスと回線をつなぐ。「テレスか、用件は」
『指定した回線に入りました。データを流します』
　メニュー画面が変わり、光の盾計画の概要とデータが映る。大まかな点は最深部で見たのと同じだ
が、更なる詳細なデータが映っている。背部にガルキアの紋様が入っている。最重要機密の印だ。
『ついでにガルキアの正規兵側に女王を預かっているとして迎えの要請を出しました。１時間以内に
フローターがつく予定です』
「了解した」アリスは軽く返事をした。
　テレスとの通信が切れた。
「話を戻してすまないが、国防は誰がやるんですか議員」アランはフェルナンドに尋ねた。クァン
ターが防衛する現状では無理があるのでクローンに変更する計画を立てたのだ。計画が続行不可能に
なる以上、別の何かでなければ納得はしない。
「民が愛国心を基準に、自らの意思で選ぶ。議員があてにならん以上、まとめは女王にゆだねるより
他にない」フェルナンドはルイスの方を向いた。
　ルイスは困惑した。自分に議会を超えた統制が出来るか不安になった。
「議員の私兵になる前に旧王政派の同志と組んで公開し、ナルオンを救う戦力として提供する。王の
意思を体現する為に利用しただけですが、現在の状況にそぐわないのなら只の国家機密を漏らした売
国奴です」
　ルイスはフェルナンドの方を向いた。フェルナンドは頭を下げた。「ええと、最初に対処する内容
は」目が泳いだ状態で、ニケの方を向いた。ニケも何をしていいのか戸惑い、ルイスから目をそらし
た。
　アランはザインガンの方に向かった。
　ルイスは大きく息を吸った。「フェルナンド議員。貴方は派閥争いの為にスプレアや複合体を巻き
込み、機密情報を公開し我が国を混乱に陥れました。帰還した後、調査の上関係者を逮捕して取り調
べます。無論、貴方も例外なくです」
「承知の上です、女王」フェルナンドは返事をした。国家の機密をバラす売国奴になろうとも、王の
遺志を体現できれば首をも差し出す覚悟はある。同意した軍部や製薬会社の人間も同じだ。
「逮捕するとなれば、王都に護送するのか。私としても話が聞きたい。フェルナンドの身を借りても
いいか」アリスはルイスに尋ねた。
「壊さずに返すなら」ルイスは明確に言った。
　アリスは笑みを浮かべた。「壊すまでもない。役目を終えた人間は素直に話すよ。隠す理由も責任
もないのだからな。まずは迎えが来るまで、フローターの中で円卓会議と行くか」
　アランはアリスに近づいてきた。
「マイスを粗方観察しました。ザインガンと言っていましたが、グルパスに近い印象です。解体する
まで分かりませんがね」
「ほう、転用出来るかもしれんな」
「出来ればいいんですけどね、古すぎて予備部品も特注の有様ですし」
　アランはルイスの方を向いた。
「女王、持ってきたマイスはガルキアの所属だから返す必要があるんですよね。グルパスは複合体の
所属で使えないので、自分で持ってるマイスは置いてきたラギメトルしかない。修理の必要があるの
で回収しますから、開ける日付を教えて下さい」
　ルイスは眉をひそめた。ラギメトルをサルベージする為には、アッシュ＝クローンを含めた機密が
詰まった部屋に回収部隊を派遣する必要がある。調査をする必要があるので、簡単に派遣は出来ない
の取り出しには難がある。「調査に時間がかかりますので、クァンターの側で回収するのはほぼ無理
です。なので私どもで回収し修理して返還します。間が空きますが、乗ってきたマイスを使って下さ
い」
　アランはため息を付いた。「不明のマイスである以上、解体するのが自然ですよ。何が仕込んであ
るか分からないですし、技術解析の必要もありますからね」
「例のマイスは信用出来ないと」
「当たり前です」
　ルイスはニケの方を向いた。ニケはルイスの目線に気づいた。「戻るまでの間、補償としてニケを
預けます。何かあれば彼女を介して報告して下さい」
　ニケはルイスの言葉に驚いた。「待って下さい、女王。私は片時も離れずそばにいるのが職務です。
離れろとは近衛兵としての任を解くも同然です」
「ニケ、私は事後処理の為に議会と王宮に缶詰になります。外の情勢を知る機会はほぼないのです。
貴方が私の目となり、状況を感じ取って来て下さい。貴方の記憶力を持ってすれば容易です。いいで
すか、貴方にしか出来ない特別な任務です」
　ニケはアランの方を向いた。寄宿舎に入る前の記憶が脳裏に浮かぶ。アランと同じ年頃の父親に暴
力を受けていた記憶が正確に現れた。父親の姿とアランの姿が重なる。不安になるが、自分に手を差
し伸べてくれたルイスの頼みなら、断るなど出来ない。「了解しました」力なく言った。



「私からも辞令を出しておきます。頼みましたよ」
「はい」ニケはルイスに頭を下げた。
　アランはニケを見た。不安で顔が青くなっている。「女王の命令となれば従います」たどたどしく
言い、頭を下げた。
　開きっぱなしのメニュー画面が切り替わった。データの詳細が更に映っている。「よろしくな、ア
ラン＝グレイザルだ」アランは手を差し出した。
「ニケ＝ローパーです。女王の近衛兵です」ニケはアランと握手をした。
　直後にウィンドウが現れ、ジェイクジブラスの戦闘が止まったと知らせが入った。幸いにも中枢ま
では届かず、建物の損壊は周辺区域のみに留まった。複合体が求めているデータが露わになった為に
防衛側のクァンターは戦う意味を失い、同じく査察団に偽装していた
　迎賓館の中にある部屋の一室で、ファルクは次々と映るデータを目の当たりにして笑みを浮かべた。
目的は完了した。王の遺志を表に出し、私兵にならず計画を統合する形で引き継いだのだ。自分や関
わっている製薬会社、軍にも捜索のメスが入る。地位も名誉も失うが、元より腹に決めていたので問
題はない。人は覚悟がある限り、いかなる出来事にも不安にならず正面から臨む能力を持っている。
席を立ち、間を後にした。捕まれば当面風呂にも入れなくなる。自由が利くうちに、出来る部分を埋
めておく必要があった。


