
緑色閃光　第二部
序「オーバーチュア（後編）」

　榎本を乗せた車は東安部の駐屯地に来た。
　ゲートを通り、駐屯地内に入って地下駐車場に止まった。
　榎本は自動で開いたドアから降り、施設の中に入った。
　施設内の入り口は白を基調とした廊下でゲートがあり、武装した見張りが立っている。
　榎本は認証装置に手を置いた。身分を認証し、ゲートが開いた。同時に見張りの前に置いてある
ディスプレイに榎本の身分が映った。
「榎本様ですね、お通り下さい」見張りは廊下の端に寄った。
　榎本はゲートを通過した。
　廊下を通り、エレベーターホールに出た。壁や天井にディスプレイが張り付いていて、外部の情報
を映し出している。ホールの前でローランドが待っていた。
「直に来るとは珍しい」榎本はローランドに手を差し出した。
　ローランドは握手をした。「用件が用件です」
　エレベーターのドアが開いた。二人はエレベーターの中に入った。
　ドアが閉じた。
　ローランドはカードを取り出し、エレベーターのコントロールパネルについている認証装置にかざ
した。電子音が鳴り、エレベーターが動き出した。
「ご報告の通り、手術は成功です。むしろ予想以上の成果です」
「予想以上とは」
　エレベーターが止まった。ドアが開き、廊下に出た。
　廊下は医療関係者が行き来している。ローランドと榎本は行き交う人々を避けつつ、フロアに向
かった。
　フロアの前に一つの事務所が出来上がる程のスペースがある。スペースには計器類が置いてあり、
コードが地面に散らばっている。
　白衣をまとったレガートが、両開きの白く塗った自動ドアの前で待っていた。
　レガートは榎本とローランドを確認し、近づいた。名札には『Ｌｅｇａｔ　Ｒｏｎｇ』と書いてあ
る。「レガート・ロンです。人工知能と精神の関連分野を究める魔道力学者です」榎本に手を差し出
した。
　榎本は握手をした。
「よく適応に優れた素体を見つけましたね」
　榎本はレガートの顔を見た。レガートは愛想笑いを浮かべた。「魔導力学で作った人工物だ。混じ
り気を取り除いているので探すのは容易だった」
　レガートはドアの前にあるセキュリティ端末に手をかざした。手の静脈と指紋を読み取り、認証す
るとドアが開いた。
　ドアから先は機械の空調音と関係者の声が響いていた。船のドック程の空間が、榎本達が立ってい
るギャラリーの眼下に広がっている。壁は真っ白で所狭しと機械類が置いてある。部屋の中央にカプ
セルが２つ置いてあり、カプセルから無数のコードが接続してある。
「大掛かりだな、魂と人工知能をリンクするだけだと聞いていたが」
「人工知能が魂を持っていかない為のリミッターです。また、リブラの影響を外すためのファイアー
ウォールも必要ですから、自ずと大掛かりになります」
「別の人工知能を開発したのか」榎本はレガートに尋ねた。
「仕様を出せば学生でも作れる代物でして、愛称はキファと言います」レガートはギャラリーから階
段へ歩いていく。榎本達もレガートに続いた。
　レガートは階段を降り、作業エリアに入った。看護師を含めた技術者達が駆け回り、モニターを見
ながらコントロールパネルで調整している。「失礼」コントロールパネルで操作をしている作業員に
声をかけた。
　作業員はレガートに目をやった。後ろにいる榎本とローランドを見て頭を下げ、引き下がった。
　レガートはコントロールパネルを操作した。ディスプレイに映っているデータが切り替わっていく。
　榎本とローランドはディスプレイに目を移した。データは二名の子供と人工知能のデータリンクの
状況を示している。
「人工知能は個別に分ける為に片方をアウストラリス、もう片方をボレアリスと言います。生物の分
類で言えばキファは目で、アウストラリスとボレアリスは科に当たります」ローランドはレガートに
代わり榎本に説明した。共にてんびん座の星の名前でキファは皿を、アウストラリスは南でボレアリ
スは北を意味する。
「一つの魂を分けて管理するのか」
「いえ、二人とも無事に手術を終えましたので、各個に格納します」ローランドは小型の板状の端末
を操作し、榎本に見せた。双子と人工知能の接続状況を簡易で数値と図で示している。
　榎本はローランドの言葉と端末のデータに驚いた。
「意外な成果だな」
　ローランドは端末を切り、懐にしまった。
　レガートの表情が緩んだ。「人工知能はネットワークの中にある無数の情報を平等に取り込みます。
だから情報の取捨選択は出来ないし、刺激を与えない限り虚実を見抜けない。でも人の魂とリンクを
すれば、人間の側で人工知能の情報を整理し取捨し、経験からウソを見抜いて自動で最適な判断を可
能とします。さらに言えば人が誰もが経験するけど語るのが不可能な経験も取得して学び、共有出来
ます」
　ディスプレイにデータが映る。人工知能側のデータは立方体を映していて、子供の側は人の神経を
模している。データの点が互いに転送しあっている。



「誰もが経験するとは」ローランドはレガートに尋ねた。
「死よ」レガートは言い切った。
　榎本は顔をしかめた。「人工知能が死を経験するのか」
「現時点の科学を持ってしても生きている、死んでいるの定義は人工知能を持ってしても識別は出来
ません。人間でも境界が不明で定義がないので仕方ないのです。しかし、魂とリンクしていれば肉体
が活動を停止するだけではなく、魂が肉体から遊離するまでを経験しながらも死を傍観出来ます」レ
ガートは笑みを浮かべた。探求の興味が湧けば興奮を覚える。科学者の悪癖だ。
「リンクすると人工知能側と情報が共有できるのは分かった。人間に変化はあるか」
「変化はないわ」レガートは言い切った。
「何もないのか」ローランドはレガートに尋ねた。
　レガートはうなづき、コントロールパネルを操作した。ディスプレイの画面が切り替わり、神経配
列の状況が映る。同時に通常の人間の神経配列が映った。特に違いはない。「人工知能の接続に肉体
改造は無意味です。当然、精神外科手術もしていません。未知の領域だから確信は持てませんが、人
は感覚を１つでも失えば支障をきたします。人工知能がリンクしている相手を不利にするメリットは
ないのですから、通常の人間として維持をすると見ています」
　榎本は２つのカプセルに目をやった。子供はカプセルの中にいる。外に出たとしても駐屯地と研究
所が世界になる。普通の人間としてではなく、国家の道具として存在し続ける為だ。成長とともに自
ら望まずに手に入れた能力を疎ましくなり、捨てやしないかと不安になった。「リンクの拒否は出来
ないか」
「断ち切るのは可能ですが、記憶は人工知能と共有しています。生物の意識は記憶の連続で成立して
いますから、退行を起こす可能性があります。」
　榎本はうなり、カプセルに近づいた。白いカプセルは外と遮断していて、顔すらも見えない。無数
のコードが触手となって各端末に伸びている。
　榎本はカプセルに触れた。液体が中に入っている影響で揺れている。「二人の名はアウストラリス、
ボレアリスでいいのか」
「いえ、共に人工知能の名です」
　榎本は顔をしかめ、顎に手を当てた。「人間としての名前はないのか」
「あくまで実験台ですから、名前をつけていません。あえて呼ぶなら製造コードです」
　ローランドはうなづいた。
「俺が付けても構わないか」榎本はローランドに確認を取った。
「名は決めているのか」ローランドは榎本に尋ねた。
　榎本はうなづいた。「名前の件は昨日、寺に泊まった時に相談した。男の側は芦原暮弘、女は芦原
沙雪にする」
　ローランドは不快な表情をして２つのカプセルを見つめた。カプセルに搭載している液晶には、魂
と中に入っている人物の状況が数値やグラフで映っている。
　榎本はローランドの表情を見て、気難しい表情をした。「日本人でない者に日本人の名を与えるの
は嫌か」
　ローランドは何も答えなかった。名は当人のアイデンティティを示す。血が入っている地域に根ざ
した名を与えないのか。
「我が国家の未来を担う者だ。出身如何を問わず名を刻むのなら、属する場所に基づいた名を与える
と決めていた。嫌ならお前が付ければ良い」
「いえ」ローランドは榎本の案を否定した。名前程度に反対しても意味はない。
　レガートはカプセルの脇にあるコントロールパネルに触れた。「中を見ますか」
「見えるのか」
「カバーを外すだけなら」レガートはコントロールパネルを操作した。カプセルの外装は二重構造に
なっている。白い外装が折りたたみ、透明なアクリルで覆った二重目の透明な外装が現れる。中には
液体がカプセルに接続したチューブを通して流れていて、裸体の子供が眠った状態で見える。子供の
体には識別を示すマークが入れ墨になって書き込んであり、コードが接続してある。コードはカプセ
ルに接続しているコードとつながっている。透明なカプセルには中に入っている子供の各部位に対応
した状況を映している。
「死んでいるのか」
　レガートはテーブルに置いてある板状の端末を手に取り、榎本に見せた。
　榎本は端末に映っているデータを見た。生命活動は脳と中枢神経を除き最低限の活動状態に留めて
いる。
「魂と人工知能との共有をしている段階です。予想より親和性が高く、まもなく完了します」レガー
トは端末に触れてアイコンを突いた。画面が切り替わり、スケジュールに切り替わった。異常がなけ
れば午後にでも生命維持は外す予定だ。
「意外に早いな」
「外面の手術はしていませんから縫合や感染症を確認する手間がないのです。代わりに外と接触し学
習する必要があるので、早めに出す必要があります。以降は東安部で教育と開発に入りますね」
「ソフトの問題は解決した。残りはハードか」榎本はレガートに端末を差し出した。レガートは端末
を受け取った。
　ローランドは榎本の方を向いた。「用は済んだか」
「概ねな、好調すぎて不安な程だ。会合に行く」
「政治の側に回ると、途端に忙しいですね。リブラに任せておけば十分なのに」
「人工知能が相手なら楽だよ。人間の相手は人間がしなければならん」
「お館様は話好きですね」
　榎本はローランドの話にうなづき、引き返した。
　レガートは二人が去っていったのを見て、カプセルのコントロールパネルを操作した。白い外装が



開き、カプセルを覆った。
「レガート、お前が来てくれて助かる」ローランドは周囲を見回し、作業をしているクルー達を確認
した。こなれているものの、計器の扱いに戸惑う場面もある。魔導力学は原理が不明なので、解析や
技術の注入は状況に応じた対処が基本になる。知識を下地とした経験やセンスが重要だ。レガートは
若くして両方を持っている。
「積荷は」
「榎本が来る前に連絡があった。貨物船はまもなく到着する」
　榎本は扉に来ると、隣りにある認証端末に手のひらをかざした。手についているチップを認証し、
扉が開いた。スペースから出た。
「時間ね、港に行くわ」
「直に確認するか」
「本当なら最後まで立ち会う必要があるわ。でもマスターから要請が出ている。仕方ないわ」
　ローランドは眉をひそめた。荷物の確認なら専門の係員に任せればいい。レガートに港に向かう指
示を出した理由が理解できない。「戻りは」
「早くて夜間ね。時間からして間に合わないけど、一通りの作業は既に終わっている。安定した時点
でロードマップに従えば十分よ」
「榎本ではないが、早くはないか」
「予定通りよ」
　ローランドは笑みを浮かべた。「随分自信家だな」
「信頼しているのよ」レガートはスペースの奥にあるクルー専用の扉に向かい、隣にあるセキュリ
ティ端末にカードを差し出した。リブラと埋め込んだチップで照合出来ない外国人は入国管理を兼ね
たカードで認証する。一見時代遅れな仕組みだが確実だ。理由を問わず紛失した人間を即座に不法入
国者として識別して追放できる。排外主義が至上の日本にとって、利用価値のない外国人を追放する
のに都合がいいシステムだ。１兆桁にも渡る１６進法のパスコードを特定の法則により随時切り替え
ている。入室する際のコードと退室する際のコードの変化と法則を照合する仕組みだ。法則自体も多
重の暗号となっていて、たとえ破ったとしても別の法則で照合する。破るのは不可能に近い。
　セキュリティ端末はカードに埋め込んだチップの情報を照合した。認証を終え、扉が開いた。
　レガートはスペースから出て行き、廊下を通り、エレベーターに乗って下の階に降りた。地下の駅
に向かい、止まっているか列車に乗った。東安部の隊員も乗っている。列車は港にある駅に向けて動
き出した。地下から地上に向かっていく。
　1時間程が経過した。
　列車は地上に出た。急に窓から光が入る。レガートはまぶしさから目をつぶり、すぐに開けた。
　ガラスを通して穀倉地帯が広がっているのが見えた。緑の稲に染まった大地が続く。地上に出てい
る作物は手間をかけて作った高級品で真の国民に渡る。偽の国民が食べるのは地下の工場で栽培して
いる種だ。地上で栽培している種に比べ、劣っていて味も悪い。※
　列車は港に近い駅で止まった。遠くにガントリークレーンの列が見える。ドアが開き、東安部の隊
員達は次々通りて待ち合わせていた東安部の隊員達と貨物の搬送作業を開始した。
　レガートは列車から降りた。かつての益を利用した設備で、改札口もない。駐車場に向かい、ゲー
トの前にある端末にカードを通した。
　端末はカードを認証し、歩行者用のゲートが開いた。同時に液晶画面に車のナンバーが映りレシー
トがスロットから出てきた。
　レガートはレシートを受け取り、書いてある番号の標識がある駐車スペースに向かった。東安部の
車が止まっている。後部座席に近づくとドアが開いた。車は無人だ。
　レガートは車に乗り込んだ。ドアが閉まった。「港湾まで」
『了解しました』合成音声が車内に響く。直後に車がゲート前に向けて進んだ。ゲートは自動で開く。
車は駐車場から港に向かって走り出した。※
　車は人気のない道路を進んでいく。道路を通るのは東安部の車両だけだ。港の入り口で止まった。
駐車場はゲートで遮っていて、東安部の隊員がゲートの前で警護をしている。
　車のドアが開き、レガートが降りた。
　レガートは東安部の隊員に近づいた。隊員は警戒し、身構えた。「レガート・ロンよ。朝鮮からカ
ロリウムの輸送船が来ているわね。入れなさい」カードを取り出し、隊員に投げた。
　隊員の一人はカードを受け取った。身分証明のカードは日本の在住外国人にとって生命と同義だ。
明け渡すのは相応の覚悟での行為だ。
　隊員はゲートの脇にある携帯型の照合装置にカードをかざした。カードを認証し、レガート・ロン
の身分がディスプレイに映る。目の前に立っている当人と見比べた。相違はない。
「確かに本人と認めます、ドクター・ロン。何用ですか」
「カロリウムの検品よ。正式の依頼を受けているわ。直前まで用件が立て込んでたから、一般通用口
できたの」レガートは片手を振って呼び寄せるジェスチャーをした。「カードを返しなさい。私とい
えど、なければ国外追放を受けるのよ」
　隊員は我に返り、レガートにカードを返した。
　レガートはカードを受け取り、車に戻った。ゲートが開いた。車は港の敷地に入った。
　港の内部は一つの町として成立している。東安部の管轄で、人材や物資の搬送をメインとしている。
輸送車がが緻密な計画により配置した、ショッピングモールと似た構造の倉庫を行き来している。立
ち並ぶ倉庫のうち、一つに向かった。入口のゲートで止まった。
『ご用件は』車の中に合成音声が響いた。
　レガートは社内に設置してある入力装置で打ち込み、カードを重ねて身分と共に東安部の紹介状を
転送した。
　電子音が鳴った。『了解しました』
　ゲートが開いた。車は倉庫の中に入った。



　内部はドックになっていて、車が積んでいるコンテナを中のガントリークレーンで運び出している。
　車は開いたままのドックに入った。内部ではコンテナを積んだ車が運び出す作業を待っている。空
いている個所に止まり、ドアが開いた。
　レガートは降りて数十メートルもの高さがある天井を見た。天井はＬＥＤの照明が設置してあり、
昼間以上の明るい状況を作り出している。金属の擦れる音やぶつかる音が響き渡っている。
「ドクター・ロンですね」東安部の隊員が駆けつけてきた。「お待ちしていました。ご案内します」
　隊員は作業者が複数入るほどのスペースの台に移動した。台の上には無数のコンテナが乗っている。
　レガートも隊員に続き、台の上に乗った。
「防護服を」隊員は備え付けてある防護服をレガートに渡した。
　レガートは防護服を受け取り、身につけた。空調が行き届いているとはいえ、地下は冷えるので防
護服の着用は必須になる。
　隊員は天井に向けて手を挙げた。
　天井に付いているオペレート室の隊員は、ガラスを通して手を挙げた隊員を確認した。台の端から
金属の柵がせりあがってきた。直後に台が下がっていく。台は地下に物資を運ぶエレベーターになっ
ている。カロリウム弾頭を保管している場所は地下２００メートル以上の場所にある。カロリウムは
運動エネルギーを一瞬で凍結してコーティングする技術で生成した物質で、当初は容量限界のある
バッテリーに代わるエネルギー輸送手段として開発していた。実際には一定の電圧を放出し続ける
バッテリーと異なり、トリガーで運動エネルギーを開放すると一瞬で１兆度を超えるプラズマとなり
周辺を消滅する熱を発生する。明らかな欠陥品だったが、兵器として使用した場合、核分裂兵器と異
なり効果範囲がエネルギーの圧縮量により制御可能で、放射性物質が発生ししない。気化爆弾と異な
り爆風が発生せず、範囲外に影響は出ず一帯をプラズマの熱で消滅する仕組みから、一帯に生物兵器
や放射性物質があっても無害に掃除出来ると都合がよかった。先進国は核兵器に代わりカロリウム弾
頭のロケット弾を開発し、都合よく使用して拠点だけではなく殺りくの証拠をも破壊した。紛争地域
を更地に変換し、自らの地位を引き上げる立役者になったのである。だがあまりに資源を奪ったため、
国連は直ちに使用を禁止した。特に大都市を破壊できる威力の弾頭は抑止力以外の価値はなく、周囲
一帯がプラズマになる程の熱でこもる。機械が立ち入る程の熱になるのに数年かかるため周辺一帯の
立ち入りも困難になる。国連への届けでは内乱で疲弊した日本にカロリウムの研究とエネルギー供給
を目的にサンプルを送っているとしている。実際には自国のカロリウム弾頭を保有してないとアピー
ルする為に朝鮮経由で日本に運び込んでいる。直に運ばないのは戦略兵器であるが故、海外に運び出
しているとなれば国際問題に発展するためだ。電気泳動で運動エネルギーを徐々に開放して内部の熱
量を消費する仕組みで処分しているが、処分するのに繊細な作業と膨大な設備が必要で、１基あたり
数十年はかかると見積もっている。故に処分場ではなく保管庫になっている。
　台は直に降りていく。コンクリートの壁が昇っていく光景が続く。時折頑丈に閉まっている扉と階
数を示す張り紙が現れる。
　壁煮汁したマークが地下５２０メートルを示し、扉の下部分と台のした部分が重なる形で止まった。
台に設置してある照明の光だけが場所を正確に照らしている。扉は２０メートルほどの高さで、大型
自動車が５台並んでも余裕のある幅をしている。
　扉が鈍い金属音を立てて自動で開く。地下に入り込むのは関係者しかいない。セキュリティは不要
だ。扉の先から空気がなだれ込み、風が吹く。外と内部の空気圧を調整しているのだ。防護服を通し
て冷気が肌に当たる。
　風は間もなく止んだ。
　扉の先には無数のコンテナが積んである。天井は立っている場所から１００メートル近くあり、コ
ンクリートで作った分厚い棚の上に無数のコンテナが積んである。中央にはコンテナを積んだ車が止
まっていて、ガントリークレーンと５メートルほどの人形のロボットがコンテナを運び出して棚に運
んでいる。
　２キロメートル先は穴があり、下には列車が待機している。コンテナを列車に積み、各駐屯地にあ
る解体所へと運ぶ。カロリウムは駐屯地で解体して発電のエネルギーとして再利用する。世界ではカ
ロリウムを利用してエネルギーを得る手段は時代遅れになった。自然の摂理を利用し、安全にエネル
ギーを得る技術が確立した為である。日本では新技術に懐疑を示し、信頼できる技術を拡張する方針
を取ったために時代についていけなくなった。当時から人々に侵攻していた排外主義が拍車をかけた。
技術だけではない。人の営みを含めたあらゆるシステムの更新と受け入れを拒絶したのだ。外国は新
たな技術の売り込みが不可能と判断し、日本を見捨てていった。一方で技術の負の遺産である廃棄物
との相性は良好で、こぞって日本に廃棄物処理を依頼した。他国が日本を見捨てながら無視をしな
かった理由である。
　コンテナを運び出すため、複数のロボットが近づいてくる。高さが６、７メートルほどの作業用の
人型ロボットで、中に人が入っている。
　ロボット達は一様にレガートの前に集まった。
　操縦している隊員は、カメラを通してレガートの姿を認めた。操縦桿から手を離して脇に搭載して
いるキーボードに手をかけてレガートの顔にカーソルを合わせた。照合し、身分を映す。
『ドクター・ロンですね。司令より話を聞いています。荷物を取りに向かいます。しばしお待ちを』
　ロボット達は１機を除き一斉に解散した。
「私宛に宅配でも来ているの」レガートはロボットに尋ねた。
『私どもには理解できません。ドクター・ロン、司令は荷物の内容物が分からないと突き返したので
すがお館様は分かる人物がいると、貴方を紹介したのです。貴方が来た時、一連の解析と検品をと
言っていました』
「検品程度なら、私でなくても十分でしょ」
『出来ていれば、他のクルーに連絡しています』
　ロボット達は棚に並んでいるコンテナの番号を照合し、キーを入力して開けた。内部には２メート
ルの立法体のケースをはじめ、大きさが画一になっていないケースが入っている。ラベルがあるが読



めず、開け口にはセキュリティ端末がセットしてある。ロボットはケースに記述してあるコードを読
み込んだ。青いケースのグラフィックと共に、最初に対象者が開けろと指示が映る。指示通りに青い
立方体のケースを取り出し、両手に抱えてエレベーターを向かう。人型なので階段を降りるのも容易
だが、内容物に振動に弱い物質が入っている可能性があるので、壁のない作業用エレベーターを使っ
た。ロボット自体の振動は腕とマニュピュレーターの振動を相殺して荷物に届かない仕組みになって
いる。
　ロボット達はケースを持った状態でレガートの前に現れた。ケースを置いた。『内容物は不明です
が、最初に取り出せと指示がありました』
「スキャンはしたの」
『しました、火薬を含めた化学物質は確認できません。精密機器の可能性が９５％で、９８％は安全
だとリブラが判断しています』
「２%爆発するのよ」レガートは顔をしかめた。
「高が２％ですよ」レガートの隣りにいる隊員はケースに近づいた。セキュリティ端末はバッテリー
式で、認証した場合のみ外れる仕組みになっている。
　レガートはロボット達が運び出したケースを見た。青い立方体で、鏡面販社をしている。「運び出
したコンテナ、５０個のうち１個は確実に爆発するのよ。耐爆スーツでも持っているならまだしもね、
素人が爆弾解体を請け負うなんて聞いた試しはないわよ」ケースに近づき、セキュリティ端末に目を
やった。
　セキュリティ端末はカードスロットと液晶しかないシンプルな形状をしている。扉を開けるバーの
前に設置してある。爆発物の類いはないと隊員が言っているのを信じるしかない。
　ロボットは隊員に向けて人差し指を上げた。隊員は板状の端末を取り出した。タブレットにデータ
を転送する。
　端末のディスプレイにデータが映る。住所や経由地は英語で記述してある。
　隊員はレガートに端末を渡した。
　レガートは端末の内容を読んだ。送り主はアメリカの量子物理学研究所になっている。個人名とし
て榎本の名前がローマ字で打ち込んで
ある。荷物の詳細は量子サンプルと記述している。欧州の研究所で解析し、固定してから朝鮮の船に
乗せたと記述している。地球を半周するまでに回りくどく輸送する理由は偽装しかない。魔道力学者
を指名したとなれば非合法な物資だと分かる。カードを取り出し、スロットに通した。
　セキュリティ端末から電子音が鳴った。直後にモーター音がして外れた。
　レガートはセキュリティ端末を取り外し、後ろに投げ捨てるとケースのボタンを押した。ロックが
外れ中身が現れる。
　中身は透明なアクリルの立方体の中に入ったカードが入っている。他は何も入っていない。
　レガートはカードを手に取った。在留外国人が所有するカードと同じ規格だ。違いは半透明で内部
に小型チップとディスプレイが付いている。
　隊員は興味深くカードを眺めているレガートの隣に来た。「何かありましたか」
　レガートはタブレット状の端末を取り出し、カードを重ねて読み込んだ。
　端末はカード内のデータを読み込み、ディスプレイに写した。メッセージが現れる。
　レガートはメッセージを一通り読んだ。コンテナの内部に入っている物資の目録と共にカードに予
めインプットしてある内容が映っている。
「何かありましたか」隊員はレガートに尋ねた。
「ＡＰＷの部品よ、東安部の駐屯地に運んで」
　隊員はロボットに近づいた。
「ケースが入っていたコンテナを運べってよ」
　ロボット達は一斉にレガートの方を向いた。『了解です』
「何が入っていたんですか」隊員はレガートに尋ねた。
「ＡＰＷの部品よ。魔道力学の塊だから、合法で運べないのよ」レガートは簡潔に答えた。実際に物
資を確認するだけなら、港で検品をする意味はない。わざわざ港で確認したのは意味がある。カード
を直にレガートが確実に受け取る為に仕組んだのが一つで、もう一つはカードに記録してある内容を
確認する為だ。カードの内容は目録だけではない、魔道力学者でなければ分からない、ジャーゴンに
似た別のデータも入れている。海外ではオンライン経由のメッセージは傍聴しているので、魔道力学
に関する内容はシャットアウトを受ける。故に偽装し、回りくどい手段で輸送している。
　レガートは神妙な表情をした。検品と照合なら東安部に持ち運んでいても可能だ。何故港に連れ出
したのか分からない。

　榎本は会議室で代理ロボットと対峙していた。手元にはキーボードとディスプレイが置いてある。
　代理ロボットは鳥を模した形状で、後ろにモニターがある。モニターには東安部のキースの上半身
が映っている。
『確かに君の言う通りだ。リブラは２０年以上稼働を続け、ある意味では限界にきていると仮定でき
る』
　会議室が暗くなり、東京の光景が映像として周囲に映る。高層ビルの元でロボットが巡回している
中、人々が談話しながら行きかい、モニターに流れるニュースに目を向けている。流れているニュー
スは軒並み日本人の活躍や偽の国民の犯罪報道だ。映像を見ている人々は憤慨している。
『一方で真の国民が何も生産をせず、消費するだけの経済を与えて満足している状況を変えろと言っ
ても無理がある。幸せにまみれた人間が簡単に手放すかといえば否だ』
「永遠の幸福、快楽を人は地獄と呼ぶがね」榎本は代理ロボットをにらんだ。永遠に当たり続ける



ギャンブルを続けるギャンブラーはいない。ギャンブルは外れるから欲望を駆り立てるのだ。「仮に
永遠の幸福があるとすれば、永遠の不幸も存在する。偽の国民は真の国民の代わりに不幸を背負って
いる。リブラは幸福のみに生きる者と不幸のみに生きる者を同列に扱うのをストレスと判断している
のではないかね」
『何をもって平等か、不平等かは人の目線で決まるよ』
　映像が消え、会議室は明るくなった。
『リブラは我が国の安定、最適な継続の手段として現在のシステムを採用した。君は今の世界がディ
ストピアの世界を体現しているとでも言うのかね。人工知能は人を管理する存在に堕していない。確
かに飽きが来ているのは分かる。異世界に西部開拓のロマンを見るのは勝手だよ。リブラの輪から自
立せよと、最もな弁を垂れるが我々はかごの中を世界とみなして暮らした方が楽なんだ。誰一人とし
て望まぬ事業を続ける意味があるのかね』
「放棄せよと。すでに計画は指導している。君も軍の人間なら、一度動けば止めるのは容易ならざる
のは理解出来る」
『止めろとは言っていない』キースは首を振った。代理ロボットの首も連動した。『アナログの魂と
デジタルの人工知能を融合した、君が開発した新世代のシステムをリブラの後継に据え組み込む。
徐々に入れ替え高次の安定を呼び起こせばいい。真の国民は騒ぎ立てる以外に子供以外に何も生産で
きない、言わば図体のデカい幼児だ。自立しろと促しても転落死を招くだけだ』
「国民の自立を遮ろと」
『飼っている猫を外に出しても、野生の猫のえさになるだけだ。君は真の国民を、遺伝子を滅ぼすつ
もりかね』
　榎本は渋い表情をした。「偽の国民でありながら、今の地位を甘んじて受け入れるか」
『一緒に自立せよとは、徒競走で手をつなぐのと同じ愚行だ。偽の国民は偽の国民のみでの自立を望
む。かつてアメリカがイギリスの呪縛から抜けたのと同じだ』
「では現状、計画に賛同しないと」
『リブラ制御の権利を譲らん限りな』
　榎本はうつむき、手元にあるディスプレイに目をやった。計画のロードマップを中心とした情報と
共にリブラの設立時のシミュレーションが映っている。リ
ブラは無限に情報を吸収し、木の根の如く細かく伸びていく。土である人々を固定し、安定に導く存
在だ。自然のままに伸びつづける現象は平等で、真の国民だけではなく政治結社の人間すらも干渉で
きない。根に絡まり続ける土を柔らかくするには、一旦根を払わねばならない。
　モニターの電源が切れた。
　榎本はため息をついた。キースの言動も理解できる。搾取を徹底した真の国民と仲良くしろと言っ
ても無理がある。時間薬で薄める手段もあるが、自分のはるか先の世代にならねば薄まらず消えもし
ない。かつての世界大戦から一世紀以上が経過しても民俗の怨恨は残っている。一旦埋め込んだミー
ムの傷は世代を超えても生々しく残るのだ。計画を推進し、現状から受け入れるしかない。寿命が尽
きる前に計画が形だけでも出来上がっているのかと不安になる。
　時計を見た。午後１時半を示している。予定では双子を開放する時刻だ。席を立ち会議室を出て双
子がいるスペースに向かった。
　スペースではカプセルから水を抜く作業を開始している。
　榎本が中に入った。
　隊員の一人か駆け寄ってきた。「お館様、御用ですか」
　榎本は双子の方を見た。スペースではカプセルから水を抜く作業をしている。レガートの姿はない。
「立ち会いに来た」双子の元にクルーの邪魔にならない距離に近づいた。
「レガートはいないのか」
「港から戻ってくる頃です」クルーの一人は軽快に答えた。
　透明なカプセルから徐々に水を抜き、空気を入れる。
「負担がかからんのか」榎本はクルーに尋ねた。
「液体を肺から取り除く作業と、空気になじませる工程があります。抜いてから暫くは空気に馴染ま
せないと駄目ですね」
　カプセルの中にいる双子がむせ始めた。肺に空気が入ったので肺の中の液体が気化している。肺の
中の水を取り出す不随意運動が始まった。
「本当に大丈夫かね」
「液体呼吸は一般の手術にも使っています。幼児を含め死亡例はないです。安全ですよ」
　榎本は双子の状態を明きずに見ていた。水が抜け、双子は咳き込み続けている。体中に付いている
コードが痛々しさを増長していた。

　暮弘と沙雪と名付けた双子は、翌日には回復していた。体調も問題ない。
　榎本はクルーと話をして、二人を駐屯地の地下にある植物園に案内した。レガートも共に散歩をし
ている。
　植物園は作物の遺伝子プールだけではなく、人工の環境における植物の生育状況の測定をしている。
また鑑賞を兼ねた娯楽と安心を提供する場所を兼ねている。２０メートルほどの高さの天井に付く照
明は、地上に着く頃には柔らかく差し込む。露の付いた植物は艶やかな色を放っている。
　双子は同じ格好で植物園の通路を駆けている。両名とも坊主頭なので区別がつかない。
「昨日、検品をしました」レザートはタブレット上の端末を起動し、リストを写した。リストには魔
道力学の一つである縮退に関するデータが映っている。「駐屯地に運んで作業をすれば十分ではない
ですか。何故、港にまで私を動かしたのですか」



「港での作業を含め、主作業は君をメインとしたい。故にクルーから切り離して作業をする必要があ
る」
「切り離す」レガートはオウム返しに尋ねた。
　榎本は立ち止まり、周囲を見つめた。熱帯雨林を模したエリアで、濃い緑の葉を生やした木々と艶
やかな色の花を咲かせたランを中心とする植物が生い茂っている。
「計画の最終目的は分かるな」
「異世界への居住です」
　榎本はうなづいた。「正解だ。宇宙開発以来、人類が別世界に旅立つ計画だ。禁術である魔道力学
の粋をつぎ込みＡＰＷを作っても足りんほどにな。一方で巨大なテクノロジーを自らの益に引き込み、
本筋からそらす輩も現れる」
　レガートは顔をしかめた。
「特に魂と人工知能が融合したシステムは、リブラに依存する人間にとって驚異となる」
「私に守れと」
　榎本はうなづいた。
　レガートは榎本の前に出た。「私は一介の、ましてアメリカの魔道力学者ですよ。あなたの国の遺
産を、他国の人間が守れって無理です」
「月は誰が所有しているか知っているか」榎本は天井を見てレガートに尋ねた。天井は無数のＬＥＤ
の照明が備え付けてあり、真っ白な光を放っている。
　レガートは黙った。
「異世界も同じだ。純粋なフロンティアなら誰の所有物でもなく人類が共有する遺産だ。魔道力学は
禁忌だ。一方で人が生き延びる為の知恵の一つでもある。人類の文化として、科学の中に魔道力学を
組み込むのを目標とする君なら分かろう。目標をありのままに達成するには、野心や私情にとらわれ
ず純粋さを失わない者達に託すより他にない」
　暮弘と沙雪は植物の前で立ち止まった。
　暮弘はまだら模様の入った、硬い葉の植物に興味を持ち触った。幼子の体力では葉を曲げるにも無
理がある。「硬いね、剣みたいで格好いい」
「葉っぱだけで花も咲いてないじゃない」
　暮弘は沙雪の方を向いた。眉間にシワを寄せている。「葉っぱが格好いいんだからいいの」
「変なの」沙雪は近くに生えているピンク色がかった白い花に興味を持ち、植物の生えるエリアに入
るために花壇へ足を踏み込んだ。
「いけないんだ」暮弘は沙雪に注意した。
「何よ、勝手に植物に触ってたくせに」沙雪は怒り気味に声を上げた。
「触るだけならいいんだよ」
「だめに決まってるじゃない」沙雪は暮弘の方をつかんで揺らした。
　レガートは二人がもめているのを見て、近づいた。「何をしてるの」
　暮弘はレガートのズボンの裾を引っ張った。「だめだって言ってるのに、勝手に中に入っちゃうん
だよ」
「だって、近づかないとお花が見えないんだもん」沙雪はレガートに近づいた。
　レガートは花壇で土が見えている箇所を見つけて足を踏み込んだ。「来なさい」
　暮弘と沙雪はレガートに続き、白い花に近づいた。
「きれいな花」沙雪は白い花を見つめていた。
「時期がずれているけど、シンビジューム・インシグネって植物よ」
　暮弘は眉をひそめた。「長い名前だね」
「シンビジュームってランの中のインシグネって種類なの」
「ランってすごいの」沙雪は興味深く沙雪に尋ねた。
　暮弘は白い花を見つめている。近づいてみるとイネ科の植物に似た細い葉をしている。葉はまっす
ぐ伸びずに途中で曲がっている。つかむと簡単に崩れる印象がある。「葉っぱがかっこいい奴の方が
いいよ」
「格好いい」レガートはオウム返しに尋ねた。
　暮弘はうなづき、ズボンの袖を引っ張って硬い葉の植物の元に案内した。
　レガートは暮弘についていった。
　暮弘は硬い葉の植物の前に来た。葉は先に向かうに従い細くなっていて、剣に似ている。横方向に
濃い緑の縞模様がある。
「サンセベリアね」
「サンセベリア。シンビジュームと違うの。花は咲かないの」
　レガートは笑みを浮かべた。「シンビジュームと違う種類よ。花は咲くけど、インシグネとは違う
形をしているの」
　暮弘は興味深くレガートの話を聞いていた。
　榎本はレガートに近づいた。「私は東京に戻る。二人の面倒を含め、計画の後続を任せる」きびす
を返して植物園の出口に向かった。
　レガートは榎本の背を見た。年齢と裏腹に背筋が伸びていて堅い。先を憂い困惑した表情をした。
　直後に沙雪が来てレガートのズボンの袖を引っ張った。「ねえねえ、もっと花が咲いている場所が
あるよ」
　レガートは笑みを浮かべた。「案内して」
　沙雪は通路に出て花が咲いている場所に向かって走り始めた。暮弘とレガートが続いた。



　榎本正和は６年後に世を去った。体の外側に何も問題はなかったが内蔵に疾患があり、判明した頃
には年齢もあって対処が遅れた。
　妻との間に子供はなく、一夫多妻制を認めている中でも妻を一人しか取らず、更に子供もいなかっ
た為に後継はなくＡＰＷを中心とした平行世界の探索計画は頓挫した。
　榎本が主宰していた太陽社は２つの派閥へ分化した。一つは榎本の意思を純粋に反映する側で、偽
の国民と一体となり国家の将来を担う者達が集まった。もう一つは国家に付随する側で、リブラの崩
壊に備え別のシステムに移行し現状を維持しつつ国家の生産性を拡張し地位を上げていく者達が集
まった。
　ＡＰＷに搭載した人工知能のキファと魂をリンクしていた双子の消息は不明となり、関係者一同も
表舞台から消えた。
　日本は硬直し、１０年以上何も変わらずに時だけが過ぎていた。


