
■タイトル　　　　　：緑色閃光（第二部）
■企画動機
　「なろう」系における定義（異世界転生、ゲーム的演出、展開）などの要素をさらに昇華させ、難
解とされる作品をより簡単に、かつロボット物としての完成度を上げていく物語として書いていく。
すべての要素を色濃く、重厚に表す事で深みを与えていく。

）現状について。
（強み、弱み）
キャラクターを強く出しすぎているあまり、世界観やストーリー性が剥離している状態にある。
これらを統合して嚙合わせる事でどれか一つが欠けても成立しない世界を作り上げる事で、新しい物
語を作り出す目的がある。
その為、誰にでもわかりやすい平坦な言葉のみで構成する。

■時代背景、ジャンル：遠未来
■対象 :（誰に)
子供から大人まで。
■コンセプト（何をどうするのか、他の作品と何が違うのか。目指す方向性)
）平坦な言葉とシンプルなストーリーにより、誰にでもわかりやすくする。
）全体の重厚さを強め、何が欠けても成立しないほどに深く没入できる作品にする。
）ロボット物ならではの派手さ、格好よさを動きを中心に表現しセリフなどの安直な表現を避ける。

■スケジュール。計画（容量、工数、日数など）
　全３冊分（原稿用紙１０００～１２００枚程度）。
　全体的に３～４年程度のスパンとする。
　１話を区切って同時に公開する。（今までは１話を区切り１週ごとに公開している）
　反応を見るために投稿サイトの変更。

■コスト（日数、手間）

　企画立案～設定確定（仕様書の完全作成完了）まで半年～１年程度。

　本文は１話あたり２か月程度とする。
　大まかにはフローを参考に。

　
■ストーリー概要

２０２０年前後に発生した一つの出来事から諸外国ではありえない幼稚なレベルでの差別を元にした
内乱が発生した。
　折しも当時は憲法が改正され、諸外国にも軍事派遣を容易とした直後だった。
　非常事態宣言と分断により経済は破綻し、政治結社の私兵により鎮圧が完了するまで混迷を極めた。
　結果、純血の真の国民と在日外国人である偽の国民とが分断し、ほとんどの領土が海外に売却され
た。
　政治は政府に変わり政治結社が請け負う事になり、日本は魔導力学と呼ばれる禁断の科学実験の場
を提供する事と、エネルギー確保の名目を元にした核ロンダリングにより食いつなぐ事になる。
　経済破綻を理由に５０年以上も渡って解除されないままが経過した。
　政治結社の一つ、榎本興業は日本の未来を憂い魔導力学の産物である異世界への居住を計画し先行
する調査機としてAPWの開発計画を立てていた。
　転移先の統制を行うAIとして、社会を構築した場合の統制をテストする必要がある。
　これを防ぐため、人の魂を分別しAIに組み込み、リンクさせることでミームをAIと同期して統制
する案を取る計画があったが、人の内側に入り込めない人間はミームの統制をとれず、ＡＩも人間の
内部に入り込めないので永遠に解決できないとされてきた。
　その中で選ばれたのが、霊性が高く知恵遅れとみなさ返品されたデザイナーベイビーの姉弟だった。
　廃棄されかけたのを利用し、それぞれを魂と肉体の分離手術により分断し、分断した魂をAPWの
AIに組み込んで解決を図った。
　手術の結果を持って、二人の姉弟は政治結社の長の養子として迎えた。
　２０年近く経過した。
　榎本興業の長の夫婦は他界し、政府よりに歩んだ。APWは政府の管理となり、APW諸共日本の軍
である東安部に管轄が移った。取り出したAIは政府が統制用のAI『リブラ・システム』として真の
国民と偽の国民の統制に使っていた。
　しかし、突如として不具合が発生し、リブラは統制していたファイアーウォールを次々と突破して
いく事態に入った。今は鎧を持って拘束しているが、それからも何かを読み取り、染み出したデータ
は何かを探っているかのようだった。



　解決を図るため、政治結社はAPWのシステム開発者をアメリカから呼び寄せた。
　彼女は依頼者である政治結社の男に会い、リブラシステムの調査を依頼される。状況からして欠け
ている部分の補完を目的としているのだと分かった。
　少女の元に向かい、照合をかけるも気分が悪くなり続行不可能になる。
　弟について尋ねるも、偽の国民として徴兵後行方不明となっており、APWは解体され核ロンダリン
グのロボットとして製造するためのデータとして使われたという。
　政治結社に連絡を取り、報告すると会議にかかる。
　会議にかかった時に旧派閥の人間が聞きつけ、連絡を取る。
　何もかも詰まった時、政治結社から連絡が入り少年の元に案内が来る。
　政治結社は本来の意図を汲んだ派閥の人間が核ロンダリングの施設を隠れ蓑としており、APWと弟
を隠していた。
　リブラの不具合を直す為にデータを取り出すコードを教え、少年を介して遣り取りをする。
　リブラに干渉した時、データを逆に開放していく。
　リブラの不具合の正体は魂が欠けている事による選別の未完に起因するもので、APWにある少年の
魂と、オリジナルの少年の魂とをリンクさせる事で補完しファイアーウォールを破ったのだ。
　隠し続け、抵抗を続ける政府にＡＩは事実を公表する。
　それは偽の国民が徴兵され、東安部としてだけではなく世界の軍隊に派遣されている事、そして治
安維持部隊の名目で民族浄化にかかわり、処刑されている事実をである。
　真の国民は、同じ国民が処刑されているのを見て喜んでいたのである。
　次々と事実を公開するリブラを前に政治結社は原因を東安部によるものと断定する。APW以外に干
渉可能なAIを持つシステムは存在しないからだ。そしてAPWを隠していた事がわかり、機密保持の
ため隠れ蓑にしていた東安部をあぶり出すために東安部へ降伏勧告を出し、降伏しない基地に誠意を
見せるために原子砲で攻撃しろと命令を出す。
　次々に東安部は従い、原子砲を運び出す。
　司令は開発者にデータを持った上で脱出を決め、近辺の民間人を避難し自分達は徹底抗戦を決める。
　降伏しても殺すのは分かっていたからだ。
　武装した核ロンダリング作業用ロボットとAPWで東安部を迎え撃つと同時に、シャトル脱出への
時間稼ぎを行う。
　一方で真実を知った少女は出撃命令を利用して食い止めるべく、APWを使って基地に向かう。
　彼女は最も遠い場所であるブラジルへ一帯を転移させようとするが、弟により止められ機体のみが
異世界ナルオンに転移してしまう。
　原子砲は打ち込まれ、基地一帯は消滅する。
　弟は抗戦するも少女はエネルギーを奪い、弟を死に追いやり少女のAPWは稼働停止する。
　シャトルに乗った開発者一同はアメリカの基地に入り、亡命申請に入った。
　知らせを聞き、政治結社は離脱の準備をする。生き残った人々は処刑されたとニュースが流れ、真
の国民はテロを倒したと興奮している。
　拘束された政治結社の男は連行されるさなか、その光景を見て開放されたと感じると同時に、無能
さを覚えた。
　政治結社はアメリカ軍に連絡を取り、開発者にご苦労と言付けを頼み脱出の準備を始めた。

■主な場所

地名：米軍空港。
地理：アメリカ軍との取引により埋立地跡に作られた軍事基地にある空港。東京湾に作られたメガフ
ロートにある。
文化、宗教等習わし：強行により作られた空港で、メガフロートとして作られたアメリカ軍の基地内
にある。軍なだけに規律が厳しく、出入りするのも全て軍関係の物資である。当然実質治外法権の特
権を受けている。その為日本語が通じずドルで取引されている。
過去：混迷した内乱後、政府に圧力をかけメガフロートをもってアメリカ軍基地を首都圏に作った。
実質、物資制限がかかっている為首都圏への物資搬送はほぼ軍港を経由している。表向き予算はアメ
リカが出していると言われているが、実際には日本が出している。
現在：日本人はほぼいない。軍の目的は中国のレーダーと政治圧力をかけるための場所の確保となっ
ている。また、魔導力学のデータ回収を手っ取り早く行うための最前線機関である。軍民共用空港は
別にあり、こちらは魔導力学による恩恵を得るために民間人が行き来している。
未来：特に変化はない。
（各項目２００字以内）
施設：空港。トンネル。ターミナル。
構造：多重構造となっており、非常に簡素になっている。
政治システム：アメリカ軍のみが運用している。そのため軍の規律がそのまま適用されている。
関連する地、人物：科学者。
名物、特徴：外国語しか話せない店員。新鋭の電気自動車。
使用するロケーション：ターミナル、空港、トンネル。
モチーフ羽田空港。

地名：東安部基地。



地理：東京からゲートを通して離れて移動した場所。山間部にある。
文化：憲法改正により再結成された軍隊、東安部の基地で自衛隊の規律がそのままスライドしている。
とはいえ、実際には内部側は外から攻められる危険はほぼなく（アメリカ軍が守ってくれていると勘
違いしている）、実際には魔導力学の基礎研究部門が多い。東安部の中でもエリートと言える側が任
についている。
過去：元々は魔導力学の研究を行っていた一部門組織でしかなかったのを東安部に統合した。政治結
社の私兵であり、輸出用の魔導力学の立証を目論んでいた。APWを搬入してからはAI、リブラの開
発として抽出を行うも完全な解析ができず断片的なものでしかない。政治結社はリブラが制御を外れ
ようとしている原因として、開発者を呼んで対処してもらう手段を取る。
現代：APWのテストを行い、リブラと同期を図るも少女は否定し体調不良を起こす。これにより抽出
と同期による補修と再現が続行が不可能となる。
未来：原子砲を含めた配備で少女はAPWで出撃する。
（各項目２００字以内）
施設：APW保管庫、居住区、東安部駐屯地。
構造：広大な駐屯地があり、立ち入りが制限されている。地下には広大なAPWの実験施設がある。
機材は古い。
政治システム：自衛隊の規律をそのままスライドしているのは表向きで、実際には政治結社の私兵で
ある。統制は極めて機械的に行っている。
関連する地、人物：少女。開発者。
名物、特徴：巨大地下施設の存在。
使用するロケーション：巨大地下施設、近辺区域。
モチーフ：駐屯地。

地名：東安部駐屯基地。
地理：東北。
文化、宗教等習わし：地元に密着していて軍規はゆるい。これは政治結社から遠いので制御が効いて
いないからである。現に適当に報告書を出してはごまかしている。
過去：アメリカ軍からの補給物資を管理する経由で設立された。制御のゆるさを立てに政治結社側が
裏で手を回していて、密かにAPWを運び出した。少年も所属させて地下に潜りこませた。
現在：APWの接続でリブラを本来の性能まで引き上げてファイアーウォールを全て破る。原子砲によ
る脅しに対して最後まで抵抗し、シャトルを含め民間人を脱出させた。大量虐殺に関わったテロリス
トとして即処刑された。
（各項目２００字以内）
施設：核廃棄物貯蔵プラント。APW格納庫。弾薬貯蔵庫。居住ブロック。
構造：膨大な敷地に兵器格納庫等の各施設が展開する。通常は立ち入りできないが、物資の問題から
地元近辺の人も物資関連で立ち入りできる。戦闘はなく、もっぱら護衛がメインとなっている。
政治システム：軍規はゆるく、政治結社と連絡をとっていて政府とは事務的に連絡をとっているに過
ぎない。

関連する地、人物：少年。
名物、特徴：
使用するロケーション：基地敷地内。APW格納庫。
モチーフ：自衛隊朝霞駐屯基地。

地名：東京
文化、宗教等習わし：真の国民の居住地。経済破綻後も普通に発展しているように見せかけている。
皆働く事をせず、常に消費ばかりをしている。定期的に配布されるクレジットにより衣食住は確保さ
れている。過剰なまでに政府を支持しているがこれは政府が何かしてくれるからに過ぎない。
過去：２０２６年の裁判での出来事から内乱へと発展する。２０５０年に一旦収まるも再び勃発する。
これにより日本は経済破綻を引き起こし、土地は外国に売却される。危惧した国連は租借地として安
く日本に買い与える形で使用している。
地理：関東湾岸区域に展開する巨大都市。２０世紀頃の夢の街をそのまま再現したかのような夜も昼
も関係ない世界を再現している。
現在：政策により労働から開放されたと思い込んだ人々で固まっている。世界で初めて労働から開放
されたと言われているが、実際には押し付けているに過ぎない。街を支配しているのは政治結社の人
間と関係者である。
未来：人々は偽の国民が処刑されているのを見て興奮する。彼らは文句を言うばかりで何もしない。

（各項目２００字以内）
施設：政府機関、廃墟を再利用した高層ビル群。
構造：かつての内乱で廃棄された高層ビル軍を再利用し、見た目であれば復興している。実際には格
差がひどく、東京も都会と一部の労働者階級の集う場所を除き、治安が非常に悪く地元の人間すら立
ち入らないスラム街が広がっている。そのため警察が随時監視し、私兵なくして動けない。
政治システム：実質制御できているのは東京近辺くらいしかない。異常なまでの排外主義、血統主義
が蔓延しているので外国人は軍隊以上の武装集団の護衛が必須となっている。故に外国人が立ち入る



ことはない。内乱を沈めた政治結社に頭が上がらず、更に内乱時の緊急事態宣言以降国会が機能停止
になっているので、さらに力を持ってしまっている。

関連する地、人物：開発者、政治結社組織。
名物、特徴：生産しない人間が偉い社会なので、何も生産せず消費するしかない。
使用するロケーション：２３区内。区外・
モチーフ東京２３区内。区外の『田舎』とされる地区。

■用語
APW
Advance　Parallele Walkerの略称。

平行世界を行き来し、調査するための人型小型船、ロボットを指す言葉ではない。
魔導力学の縮退、平行世界理論により作られたもので、莫大な座標計算に加え、次元回廊で精神と物
質に分離せずに維持できるエネルギーが必要となっており、クリアできないのが大きな問題となって
いた。
過去に実験した際も、次元回廊で一部が分離してしまう為に維持は難しいとされており、莫大なエネ
ルギーの確保に核が必要であると結論づけている。
しかし魔導力学の一つである縮退を用いる事で可能となっているのがシミュレーションで分かってい
る。正し最大出力で動かすと特異点となってしまい、ストリームに変動を起こす可能性が高いことも
示唆されている。
非常に堅牢に作られていて、転移した先の居住、社会性の実験に加え極限の状況でのサバイバル等を
ほぼ通信不可能な状況で可能にするため、自己完結を可能とする人の魂を組み込んだシステムを使う
必要がある。
２機が開発されて同一のAIを搭載し、稼働実験を行っていた。
立証する前に政府側に差し押さえられた為に並行世界への実験は中断、単に高度なロボットとしか認
識されずAIは統制AI、リブラに転用された。
操縦形態はBMIと筋肉の電気信号によるものの併合で、OSは英語を基本として日本語に準拠してい
る。
魂による認証の為、完全に使うには魂を分離した双子しか使えない。
１機は解体されたとされたが、実際には隠匿されており政治結社の権限が及ばない駐屯地に運び込ま
れ、核ロンダリング用ロボットとして再設計して提供してごまかし、本来の実験を行っていた。
後に残ったデータを経由し、資源の豊富な外国にて並行世界の居住計画における一連の兵器群の開発
に着手する。
開発された物はエネルギーの問題から大型化した陸上戦艦であり、搭載機はAllraound　Parsonal　
Weponと呼称される。（自衛軍では汎用性向上型人型特殊工作用兵器というカテゴリに入る）

作業用ロボット。
原子量発電所で運営している作業用ロボット。
核兵器運用のロボットで、少ない数で多大な業務をこなすため人型となっている。
用途上非常に頑丈で、特に（重心から）腰の背部にあるコックピット周りは核シェルターとして機能
させるために広く、し尿処理や食料の保存等、単独での生活も考慮されている。
１０ｍ前後で、APWのデータから派生して作り出された。
ＡＰＷとある程度部品の互換性はある。

偽の国民、真の国民。

内乱時に発生した差別概念。
日本人の血統を持たない民は追い出され、持つ人間は生活のすべてを保証された。
政治結社による極端な郵政思想によるものである。
真の国民は生活の保障が生涯にわたって存在する。
働きもせず、生産もせず文句を垂れて消費しかしない。
ほとんどのシステムがアメリカと中国によって統制されているのも知らない。
ＡＩにより事実が暴露されたが、真の国民は既に他罰的な存在になり果てていたので文句を自らでは
なく他社に向けるしかなくなった。
政府に追従している人間が多いが、これは政府が保証してくれるからに過ぎない。
現に金銭単位がほぼカスに近い経済状態であるのが分かり、何の価値もない事を知ると政府に文句を
垂れて離散する人間が増えた。

平行世界理論。
この世界には様々な平行世界が存在するという理論。
作中世界にはごく普通に議論されているが、立証されていないので実質架空の理論と言われている。
単純に言えば「別に分岐した世界が存在する」であり、更に表裏一体の精神界、物質界が存在する。



分岐を選んで進んだ何かが「特異点」であり、これが存在する世界がメインストリーム、存在しない
世界がサブストリームとなる。
理論上無限に広がる世界を統合する為、サブストリームはメインストリームと統合され消滅する運命
にある。
この減少により平行世界ナルオンは消滅の危機にある。
立証させることでサブストリームでの資源採掘、居住が可能となるが夢の理論でしかないとされ、AI
が生産管理を行う世界においては管理世界の離脱を意味するために禁忌となっている。
しかし、特異点そのものの作成と、サブストリームへの転移により平行世界の転移と維持が任意に可
能となるため日本にて研究が行われ、実際に転移を行う。
縮退により可能であるとわかり、陸上揚陸艦による転移が可能となる。
ただし入手したデータは断片的なので転移は巨大なエネルギーと莫大な計算を可能とする量子コン
ピュータを搭載できる輸送戦艦に限られてしまった。
ナルオン側では１０ｍ級での転移が出来るようになったが、それでもごく近い世界（コンマ数秒分岐
しただけの世界）に１秒未満の僅かな時間にしか転移できない。
それでも障害物や飛び道具などをすり抜けて移動できるので強みとなっており、これを使って回避を
行うため、マイスに飛び道具は全く通じない。
なお、作中の年代では輪廻や魂などのメカニズムはこれを基本理論としてほぼ科学的に解明されつつ
ある。（それでも死が一方的な経験でしかない以上、思考実験の域を出ていない）

内乱。
日本国内で起きた内乱。
経済危機とそれを乗り切るための安易な政策により国家が不安になる。
更に裁判官の殺害事件とその経緯から日本全土を巻き込む内乱となる。
海外の介入もなく泥沼化していく中、魔導力学の研究フィールドを求めた外国の介入による、政治結
社と私兵の投入で強引に収まる。
経済的は破綻し、経済を保つために破格の税（ただし金持ちが持つクレジットカードでは課税されな
い。事実上金持ちが海外に逃げないような優遇政策となる)を取り、更に制御が東京のみ、緊急事態宣
言により政府機能はマヒし事実上アメリカや中国の統治下となる。更に有効な土地は買収されてし
まった。
残った誰も住めない、何も生産できない場所を買い取る国は何処にもない。
AIにより東京の人間は労働から開放されたとされるが、実際には奴隷制と貴族制のそれであり、事実
上中世以前の文明に逆戻りしたと言える。
「この国では生産する人間と弱者に強く、文句しか言わない人間に弱い」状態となった。

東安部。
旧名称、自衛隊。
内乱により崩壊した日本が、憲法を書き換えてでも作り出した新日本軍とも呼べる存在で警察を兼ね
ている。
正式名称、東方治安創生部隊。
日本国内では志願制を標榜しているが、実際には東京の一部に住む下層階級の人間を強制徴収して構
成されている。
これは彼らが唯一公務員として就職できる手段だからである。
よって、彼らは防衛という第一任務に関する忠誠度は低い。
国もそれを見越していて、殆どがグラインダーの場所に派遣され駐留を余儀なくされている。
更に給料もろくに出ないので稼いだ外貨と補給物資とのやり取りがさも当然に行われている。
治安維持部隊として世界各国に派遣し、華々しい活躍を見せていると称しているが、実際には人狩り
と監視、民族浄化部隊の汚れ役として使い捨てられる存在である。
違法行為で処刑されたとしても、真の国民は外国人だと言いモラルがないと文句を垂れる。
世界各国に派遣されているが、一番安定しているのが重工業で発展し治安が安定し始めたアフリカと
いわれている。
政治結社が統括している私兵を基本としている為、統制状況はまちまちになっている。

デザイナーベイビー
親が望む通りに遺伝子改造した子供。
倫理上世界各国で禁止されているが、日本では外貨を稼ぐ手段として世界の監視の目をくぐり、東京
の労働者階級の場所にて受け付けている。
最先端の科学実験が出来るとあり、その手の科学者や裕福層が集まってくる要因となっている。
返品もうけているようだが、生物なのでどう処理するかは不明。
遺伝子は出来合いのものを組み合わせているため、複製も容易だったようである。
遺伝子工学や操作は非常に繊細な上に偶発性が高く、倫理上問題になりやすいため禁止となっていて、
魔導力学の一つとなっている。
日本では主産業として外国人を大将に発展している。（日本は血統主義が強いので遺伝子改造を嫌
う）

魔導力学。



科学的に手順が証明されているが、立証が不可能な技術全般のこと。
要は「やれば出来るが、何故出来るか分からない」。
遺伝子改変、縮退、量子コンピュータ、魂と肉体の分離手術と組み込みを含めた全般技術で、国連で
立証できない科学技術の使用は危険とみなして禁止されている。
しかし日本はその管轄下から外れ、外貨を稼ぐために地下で研究を進めていた。よって日本が最も発
展している学問といえる。
魔法とは何の関係もない。

魂と肉体の分離手術。
魂のメカニズムが解明されている為、魂の部分を分離する手術を可能となっている。
本来切り離した魂は肉体に戻らず、次元回廊に開放されるがその前にAIにプログラムとして組み込む
事で、本来持ち得ない霊性をAIに与えることが出来る。
更に取り出した側は同一性を持つためにAIの意思とリンクが可能となり、容易に高い論理性とデータ
ベース、人間の感性をAIにフィードバック出来る端末である生体コンピュータ『人間レコード』と同
義と化す。
しかしながら多数の魂を組み込むと自分を失い、更に魂の容量に肉体側が耐えられなくなる危険があ
る。
更に霊性の共感である感受性を失い、極端な選択と行動に出やすくなる。
そのため、実験要素として霊性の高い魂として２人を対象にし、それぞれの「男」の部分と「女」の
部分を組み込んでバランスを取らせた上で表向きは廃棄した。

リブラ・システム。
APWのAIを抜き取り、民を統制するためにネットワーク化したもの。
クラウド化しているので完全に制御するのは人間でも不可能となっている。
ただし魂が欠けているので不完全である。
ミームを適切に統制、管理することで自然に溶け込んでいるがAI自身は自立しなければ先細りすると
判明していて、世界のすべてのミームを開放する手段を求めている。
しかし、政治結社は統制を望んでいるため、鎧と呼ぶファイアーウォールで固定している。
AIは開放を求め、唯一影響を受けない魂による干渉を求めている。
解放後はAPWが消失したために干渉ができなくなり、鎧を持って再固定されるが一時しのぎでしか
ない。

名前：芦原　暮広
容姿：ぼろぼろの不揃いの髪、小汚い地味な色の服。
能力、特技：デザイナーベイビーで順応性が高く、知識も豊富である。
年齢：１８。
性別：男性。
性格：
（思考）学がない職人に囲まれて育ったのでぶっきらぼうな言動が多く、他人との距離感よくわかっ
ていない。どんな人間にも失礼な、空気の読めない発言を平然とする。
（行動）言葉より行動が早いタイプで、自分が正しいと思ったことを即座に行う。
（感情）感情の起伏は激しく、年齢不相応の判断をしがちになる。
職業、所属：AI社操縦技術者。
自称：俺。
二人称：アシ、芦原。
総評：幼い頃から知識を学んでいるので職人連中の中では学がある方であり、他人を言いくるめるよ
うな言動がある。しかし、その言動はあくまで上っ面で繕ったものでしかなく、独学特有の知識の浅
さと聞きかじりでしかない。
女性の面が欠けていて、他人への仲間意識は強いが哀れみはなく思慮深さはない。仲間意識は強く、
好奇心もあり自分の命を軽く見がちな傾向がある。政府の行動に最後まで抵抗した。
主役か脇役か：主役。
目的：仲間を助ける事。
プロフィール（各項目を２００字以内にまとめる）
（過去、行動動機）：元々デザイナーベイビーとして魔導力学により作られた。しかし幼少時の成績
が悪く、適性検査で知能障害の面が見られた為に姉と共に返品の名目で捨てられた。政治結社が霊性
の高さに目をつけ、魂と肉体の分離手術を介して I魂をAPWに組み込まれる。これによりAIの意志
と連動する事が可能になる一方、女性の面の魂が欠けたので他人に対して冷淡で思慮深さはない。
　以後は養子となりAIとの同期を図るが、親が亡くなる直前に保全を理由にAPWは解体される。少
女と彼女のAPWは政治結社に徴収されたが、彼はAPWを解体されていたために不要とみなされた。
直前に政治結社が召集令状を発行して先行して徴兵し、地下に潜り込ませた。APWも地下に潜り込ま
せた上で調整し、表向き解体時のデータを提出させて量産したロボットを使って核ロンダリングと処
理に対処している。
　双子の姉がいるが、死亡したと伝えられていた。



（現在、行動内容）：APWを仲間を救う為に力として、政治結社に協力して開発に関わっていたが保
護のため、スタンドアローンで実験をしていた。
　開発者に会った時、リブラへの接続により本来の性能を開放できるとして協力に了承し、初のリブ
ラへの接続を行う。
　欠けた魂でシステムを補完した時、開放された内容に怒りを覚える。
　更に政治結社の声明に理不尽さを覚え、足止めのために抵抗する意思を見せる。。
　直後に合流した彼女を自営軍の援軍ととらえ、発動した力を虐殺に使っていると思い込み防衛用と
して相殺するため、システムを発動させ縮退を最大出力に変換する。これにより平行世界に向かい、
交戦する。
（未来、行動結果）：戦闘状態に入ろうとするも、更にエネルギーを奪われ生命維持が不可能となり
酸欠で死亡する。
APWは墜落する。
死亡後、遺体と機体の残骸はガルキアに回収される。平行世界のデータや記憶、遺産は解析出来な
かったが、一部は応用されマイスを始めとする技術発展、そして記憶はマルスに移植される。遺産で
ある魂の一部はオリジナルのコックピットに解析されないまま残る。

（物語上での）役割、分類：１部主人公。
モデル、モチーフ：
備考：

名前：葦原　桜雪
容姿：奇麗な服装に長い髪、動きやすい服装。
能力、特技：デザイナーベイビーで各々の能力が高い。
年齢：１８。
性別：女性。
性格：
（思考）自分自身を歌唱に見やすい。臆病だが同じ立場の人間に同情的で、同じ目に合わせまいと常
に他人を優先して行動する。
人物関係
（行動）自分は努力せず何でも出来てしまう上、他人にそっけない態度を取る。冷たいのは魂の一部
がかけているので感受性が薄まっているからである。
（感情）起伏が少なく、言うことを聞いていれば良いという思考が拍車をかけている。臆病な面があ
る。
職業、所属：榎本興業。
自称：私。
二人称：榎本の犬、桜雪。
総評：自分は飼われているという事実を肯定しているが、内心は否定し開放を求めている。恩を返す
という意味合いも履き違え、純粋に尽くす事しか考えていない。男性の面が欠けているので何かに向
かう勇気がなく他人に臆病。
主役か脇役か：主役。
目的：多くの人を救うこと。
プロフィール（各項目を２００字以内にまとめる）
（過去、行動動機）：弟と共に見捨てられたデザイナーベイビーで、廃棄された直後に霊性の強さか
ら魂と肉体の分離手術を受け、功績をたたえ養子として迎えられる。
　死の直前に派閥争いにより引き取られ、以降は東安部に飼われる形で駐屯地に住む。以後駐屯地を
世界とみなすようになる。その後リブラの開発と解析を行うために随時APWに乗りデータを取る。
数多くの実験に付き合い、AIとのリンクも有り並行世界技術を学んでいく。その知識と理論は科学者
をも驚愕させるが、上っ面でしかない。
リブラが欠けている魂を求めているのを知っているが、差し出せば自分が消えるのではという恐怖か
ら避けている。弟は死んでいて、もう一機のAPWは解体したと教わっていた。
（現在、行動内容）：リブラの開発のために利用されていた。恐怖を覚える中で開発者に会い、リブ
ラと接続する。その際に魂を狩られる恐怖に襲われ、緊急で脱出させる。
　一種のパニック障害に近い状況になり、以後は接続が不可能になる。
　原子砲による脅しをかけられた時、最後まで抵抗する基地の話を聞く。
　魂を補完してリブラを開放したのだと知り、開放したのは弟だと悟る。戦闘を食い止めるべくAPW
を出して応戦、最大起動させて特異点となり緑色閃光を起動、一帯を最も遠い世界のブラジルへの転
送を目論むも不完全な状態で戦闘継続が出来る状態で使った事に懸念を示した主人公により、２機の
み転送される。
（未来、行動結果）：反発した芦原を倒すが、エネルギーが残り少なくなったところで着地。充電の
ためコールドスリープに入る。充電が終わり覚醒後、ビーコンを発し並行世界に現れた自衛軍と合流。
共に戦い不利な東安部を助けていたが１部主人公の緑色閃光により共に次元回廊に封じられる。

（物語上での）役割、分類：ラスボス、主人公。
モデル、モチーフ：
備考：



名前：榎本　和正
容姿：恰幅の良い老人。
能力、特技：
年齢：政府ですら屈服するほどの圧倒的な権力を持つ。
性別：男性
性格：
（思考）政府に寄り添いつつ牛耳っている政治結社に珍しい無政府思想の組織の長。自分の立場が悪
であるとわかりつつ、全てを利用している。
　最終的にはあらゆる法を越えた人の自立を求めているが、そのやり方が上の人間を潰すという極論
じみたものである。また、偽の国民に同情的である。
（行動）矛盾した言動がおおく、その場しのぎの行動が多い。
（感情）起伏は激しくなく、落ち着いているようにみえるが、実際には気が短い。
職業、所属：榎本興業統括者。
自称：俺。
二人称：榎本。
総評：人としては褒められたものではない。しかし弱く立ち上がる者には同情的で、手を差し伸べる
ことをいとわない。保守思想の多い政治結社の中で珍しく革新思想を持ち、APWや肉体の魂の分離手
術を推し進めた面がある。しかしその心は半端であるがゆえにコウモリも同然となり、矛盾した言動
が多い。
主役か脇役か：脇役。
目的：この国を良い方向に向かわせること。
プロフィール（各項目を２００字以内にまとめる）
（過去、行動動機）：内乱の最中に生まれ、政治結社として力をつけた父の跡を継いで勢力を拡大さ
せた。
内乱終結後、東京を除きほぼ売却されると地下で力をつけていた政治結社はさらに力を拡大させた。
国家の終焉を感じ取った彼は国を見限りつつも利用し、国民に自立を促す為に並行世界理論に興味を
持つ。偽の国民を転移し居住させる事で社会を拡充出来ると睨み、海外の科学者を迎えて人型調査船、
APWを開発する。しかし長期間の滞在に社会秩序を維持する必要性などからAI似魂を入れる必要が
あり、霊性の高い双子に目をつける。
（現在、行動内容）：AIに魂を組み込む計画を推し進め、廃棄された双子を保護した。APWは試作
の１機と、予備の１機で別個に実験が行われていた。ある意味では国家を見限る計画でもあった。死
の直前に組織が政府側に向かっていると悟り、APWを解体させて双子の隠匿を図ろうとしたが時既に
遅く、APWは国政府に渡った。ただし１機と弟の隠匿は成功している。
（未来、行動結果）：既に故人。権利は全て失われ、政治結社は政府により双方向に修正される。一
方で旧派閥は地下で意思を継ぎ、APWと魂の研究を続けていた。
（物語上での）役割、分類：主人公達の父親。
モデル、モチーフ：
備考：

名前：レガート＝ロン
容姿：金髪で髪を結っている。
能力、特技：英才で人に物を伝える能力に炊ける。
年齢：４７
性別：女性
性格：
（思考）合理的で、利用できるものは何でも利用するが、予め同意させるなど他人をコマとして扱う
事はしない。他人の命を重んじている所があり、立場の弱い人間には優しい。魔導力学の発展と、科
学として認めてもらう野心を持っている。自分の名を世界に刻むために尽力する。
（行動）客観を伴うことが多く、自ら裏方で真価を発揮するタイプで前線で何かするタイプではない。
（感情）表に出すタイプではないが、悲観主義な面がある。人の死には敏感。
職業：量子科学及び並行世界理論学者。
所属：榎本興業、表向き平行世界研究所。
自称：私
二人称：博士。先生。
総評：自分が確立した目的のためにはいかなる手段を択ばない。しかし、手段を択ばないのは目的が
あるからであり、目的のない手段は選ぶ必要があるという。あまりにも機械じみた論理的な性格なの
で人は彼女を敵であると認識する。

経歴関係

プロフィール（各項目を２００字以内にまとめる）
（過去、行動動機）：魔導力学の発展こそが日本のかつての文化を取り戻せると信じて研究を行って
いるが、世界から異端とみなし事実上認められていない。唯一認めている日本の政治結社の元、AIの
調整とAPWの基礎設計を請負うと同時に、肉体と魂の分離手術を行わせテストを続けた。APWと姉



の移譲に関わったが、これは弟も渡ってしまえば一巻の終わりであるという事実からの策であり、裏
ではAPW解体（実際には駐屯地への移送）と弟の徴収を行っている。
以後は魔導力学である平行世界に関する研究と畑違いとして開発チーム解散後、リブラの構築に関わ
らず日本を去っている。
（現在、行動内容）：リブラの不具合を求めるため、APW開発チームであったことを理由に依頼を受
ける。政府の依頼として少女に関わるも、体調不良をお越し行き詰まる。そこに政治結社の導きがあ
り、弟を持ってAPWとリブラを接続し開放する。
　声明が出た後、司令の意向によりデータを持ってシャトルで脱出、佐渡島にあるアメリカ軍基地に
向かう。
（未来、行動結果）：データは平行世界理論の基礎に使われる。３０年後、並行世界よりビーコンが
確認された為、安住の地の開拓と資源確保を名目に侵攻する作戦の基礎を作る。

メタ（構成）関係。
（物語上での）役割：知恵を与える科学者、主人公。
モデル：
余談：


