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　レガートは滞在する部屋に入った。
　部屋は真っ暗だったが、センサーが人を検知して照明が点灯した。
　レガートは機材を起動する。次々とディスプレイに映像が映る。
　手元にあるコントロールパネルのスロットに、メモリーカードを差し込んだ。サンセベリア
の訓練の時にリブラにアクセスしたデータが映る。データは再生したログを中心としている。
　レガートはデータの解析を進めていく。プログラムを分解し、手持ちのコードと照合する時
代錯誤で地道な手段を取る。手間がかかるが解析には信頼出来る手段だ。一つ一つを解析する
のは無理なので、多重に自動で解析をしている。不等が発生した場合、プログラムから抽出し
て書き込んでいく。
　レガートは解析が始まるのを確認し、服を脱いでシャワー室に入った。手持ちのプログラム
はミームを含まないリブラのコードの一つだ。何も学習していない人工知能は知能の低い生物
の脳と同じく小さく、本能の集合体になっている。現状のミームを保持しているリブラと重
ね、ミームの部分を濾しとる作業を終えれば、次はミームの解析に入る。異常を取り出すなら
自動でできる。寝て起きれば結果が出てくる。重要なのは取り出したミームの解析だ。
　暫く経った。
　レガートはシャワーを浴び終え、開きっぱなしのキャリングケースから服を着替えた。研究
に集中している関係で衣服に頓着はなく、サイズがあっていれば着るだけだった。よれた服を
着終えると、改めてディスプレイに映る状況を確認した。ズベン・エル・ゲヌビがリブラと接
触したとみなす時間は２０分程度しかないが、国家を制御する人工知能と、人の魂とリンクし
た同等の性能を持つ人工知能がぶつかっているのだ、並ならぬ密度なのは容易に推測できる。
ぶつかり跳ね返った破片と欠けた部位、修復した部位を確認する。
　ディスプレイに映る解析結果は１パーセント程度だが、破片のデータを解析してミームの断
片が現れている。リブラ側のミームなのか、ズベン・エル・ゲヌビ側のミームかは分からな
い。双方のログを解析すればまもなく分かる。
　レガートは濡れた手を拭き、コントロールパネルに触れて操作していく。またたく間にディ
スプレイにデータが多重に映っていく。
　断片でしかないミームのデータが立方体のマトリクスにプロットしていく。解析結果のパー
セントが上がっていくに比例して、プロットする断片が増えていき、次第に偏りが現れてい
く。
　レガートはプロットしたデータを見て顔をしかめた。駐屯地やズベン・エル・ゲヌビに関す
るデータではない。政治結社の動向を含めた、リブラが判断を決める為のデータの断片が集合
して現れていた。当初はリブラがズベン・エル・ゲヌビを削りデータの断片を掘り出して回収
しているのだと仮定していた。実際にはリブラ自身が削れた格好だった。飛び散ったデータ駐
屯地内のデータではない。ズベン・エル・ゲヌビは駐屯地内を制御しているが、リブラは駐屯
地内に触れていない。映っているデータのログからして、リブラ側のデータだ。リブラが飛び
散ったデータを回線内に撒き散らしている。沙雪の言葉は正しかった。問題は回収している
データの内容だ。
　ディスプレイに映る断片のカテゴリーに偏りが現れていく。政治の動向や他の駐屯地の連携
状況を含めた、外に関する事象を掘り下げた内容がデータに映る。共通しているのは偽の国民
と外交の扱いだ。東安部は海外派遣がメインとなっていて、決定は政治により発生する。軍が
身勝手に海外へ向かって外貨を稼ぐ真似はできない。自衛組織でも軍隊は政治や国民と鎖でつ
ながっている。雇兵集団だとしても、身勝手な理由で組織を離れるのは愚でしかない。
　レガートはデータが次々と映っていくのを見て、ズベン・エル・ゲヌビは何を求めているの
かを理解してきた。沙雪は暮弘の行方を気にかけていた。他の駐屯地の情報と、政治の情報を
回収して暮弘の行方を求めているのだ。暮弘を探すのはある種では当然だ。たった一人の血縁
関係者なので、離れて行方がわからないなら探すのは当然に帰結だ。
　解析が１０パーセントを越えた。
　レガートは今以上に解析をしても意味はないと判断した。暮弘を求めて調査をしているのだ
と分かったからだ。異常を解決するには暮弘を一人探し出せばいい。生きているか死んでいる
かは関係ない。結果さえ分かれば終わりだ。明日から解析屋から探偵になるだけだ。解析が終
わるまで自動で処理が進む。ベッドに寝転び意識を落とした。天井のセンサーがレガートの呼
吸と脈拍を読み取った。睡眠状態に入ったと判断し、照明が薄まった。
　翌日、レガートは目を覚ました。意識が鮮明になっていくに連れ、昨日残した課題である解



析結果の確認を思い出した。コントロールパネルに近づく。コントロールパネルに付いている
センサーがレガートを認識した。ディスプレイが点灯する。データの解析は７０パーセントを
越えていた。コントロールパネルを操作し、データの偏りを映す。昨日見たデータと同じで、
政治の動向や駐屯地の連携状況が主軸だ。次いで未来予測に関する内容で、互いの方針につい
て探っているのが分かる。ズベン・エル・ゲヌビとリブラは互いの情報交換しあっているとし
ても、政治判断に影響はない。リブラは偽の国民よりの判断をしていると、御神から聞いてい
るがたった一人の意見で統制状況は変わらない。変わるにしても膨大なプロセスが必要だ。
データを差し込んだままのメモリーカードに映す。７割以上のデータ解析は終わっているの
で、今以上に解析を進めてもあまり意味をなさない。投票と同じで、一定のノルマを達成すれ
ばより解析しても結果は同じだ。データの書き込みが終わり、メモリーカードのランプが赤か
ら青に変わった。カードをスロットから抜き取る。データの解析は停止した。
メモリーカードをコントロールパネルの隣においたクリアケースの中に入れ、元の場所におい
た。浴室に向かい、顔を洗うと部屋を出て食堂に向かった。
　駐屯地内の食堂は隊員が食事をとっている。２４時間の勤務体制を取っているので、食事を
摂る時刻も決まっていない。常に隊員が休息を兼ねて食事をとっている。カウンターにはレジ
スタはない。隊員全員が取る食事の値段の平均を天引きするシステムになっている。レガート
は隊員ではないので天引きはないが、客の扱いなので支払わずに食事は出来る。カウンターに
向かい、バイキング形式になっているメニューを取ってテーブルに付いた。母国で慣れたパン
を中心とした洋食が乗っている。口にすると東京の食事に比べて幾分か味は濃く、工業製品じ
みた均一な味ではないが粉っぽく水気が少ない。スープにしても粉っぽい。低級な材料で駐屯
地内の工房で作っているのはすぐに分かった。
　レガートは食事を終えると部屋に向かい、着替えて持ち出す道具を整理した。駐屯地内はリ
ブラと切り離しているので、アクセスできない。出来るとすればズベン・エル・ゲヌビを介す
るかリブラを模した存在でしかない。前者は沙雪に会わなければならず、後者は表面だけなぞ
らえた代物でしかなく、正確さに欠ける。外に出る以外にない。部屋を出て駐屯地を後にし
た。
　駐屯地を出ると駐車場に止めてある車に乗った。車は駐屯地を行き来する関係者用で、東京
を走っている車と異なり廉価で汚れが付いている。
　車に入ると即座に起動した。『行き先はリブラ研究施設ですね』研究施設の地図が車載の
ディスプレイに映る。
　レガートは驚いた。「脳波でも読んだの」
　何も返答がない。ルートが現れ、車は走り出す。一直線にリブラの管理施設に向かった。管
理施設は偽の国民の住居区域内を含めた県内管轄のリブラを統括する場所だ。リブラはクラウ
ドとなっているが、各個のデータを集積する場所が必要になる。故に県内には最低一箇所は存
在する。
　施設の前に着いた。頑丈な門があり、先にコンクリートの巨大工場が建っている。工場は１
棟のみで、広大な敷地が広がっている。敷地はきめ細かく整理してある。
　車が門に近づくと自動で開いた。レガートを認識しているのは明らかだ。車は棟内の駐車場
に向かう。
　レガートは車載のディスプレイに目をやった。認証のログと地図が映っている。ログによれ
ばリブラが認証している。リブラの管理施設に向かうとは誰にも話していない。リブラは予め
施設に来ると予測していたのだ。
　車は棟の中に入り、停止した。ドアが開いた。レガートは車を降りた。
　駐車場には乗っている車以外、何もなかった。大災害が起きてからの世界を見ている気分に
なる。降りた先に何があるのかわからない。内部にはセキュリティの類いは一切ない。外から
入る段階でふるいにかけているので、素通りした人間を更にふるいにかける理由はないと判断
している。
　レガートは周囲を見回し、扉があるのを見つけて向かった。扉はレガートを認証し、自動で
ドアが開いた。自分の意志で向かったにもかかわらず、リブラは来るのを分かっていたかのご
とく誘導している。開いた扉の先には冷たい廊下が見える。消えている照明がレガートが近づ
くと点灯する。光に従って動けと命令しているのが分かった。無音の中を足音だけを立てて進
んでいく。道筋は分からない。先に罠があったとしても、他に選択肢がないので向かうしかな
い。
　角を曲がり、階段を降りていく。空間と廊下を遮る扉があった。レガートが近づくと開い
た。先の一つの空間がある。照明が点灯する。機器類が壁に配置してある。空間内は徹底した
空調管理をしていて、ホコリ一つも飛んでいない。奥にはコントロールパネルが置いてあり、
ディスプレイが壁一面に並んでいる。コントロールパネルのスイッチが入り、モーターの音が



鳴り響く。同時にディスプレイが起動し、リブラシステムの接続状況が映る。まもなく認証が
完了し、リブラが稼働する。
『ようこそ、リブラへ』機械音声が流れ、一斉にディスプレイにデータが映る。
「私を誘導していわね」レガートは声を上げた。リブラが答えれば、何かしらのコミュニケー
ションを求めていたと分かる。返事がなければ、単に誘導しているのは偶然で、何者かが手引
をしたと判断できる。
『はい』音声が流れ、データが次々と映る。『データを所有する者を通す命令が下りていま
す。貴方は別の人工知能から私が回収したデータを解析するため、施設を訪れると、同質の人
工知能より通達していました』
「ズベン・エル・ゲヌビね」
『識別信号は不明ですが、プログラムの記述を書き換えました』データが更に映る。レガート
が駐屯地のゲートを通る時の監視カメラの映像や個人情報だ。『提供したデータでは、貴方は
無害でありメンテナンス要員としての申請が出ています』
　レガートは顔をしかめた。沙雪が自分と会食してからサンセベリアに乗ったのは、施設に向
かった場合の根回しをしたからだ。「では私が施設で何をするかを理解できて」
『私のシステムを破壊する以外なら、問題なく可能です』
「壊すと言ったら」
　映像が切り替わり、リブラの基本設計が立体映像で映る。リブラは触手のごとく伸びてい
て、末端が切断して消滅する。『リブラはクラウドシステムにより、一部の損傷を認めても他
のシステムが補完し、直ちに痕跡を回収し、修復して再生します。再生したプログラムは異な
るシステムですが、徐々に同じシステムへと戻っていきます』消滅したリブラは球体の破片に
変化し、近くにある職種に向かって伸びていく。同時に他の触手が伸びてきて融合して元に戻
る。
「まるでアメーバね」レガートは冷たい笑みを浮かべた。
『アメーボゾアと異なり、食作用はなく回収したプログラムを再生します。複製も同時に行
い、リブラのクラウド内に独立して保存します。また』
「分かったわ、人工知能の授業はたくさんよ。アメーバじゃなくて、ノウダラケと同じって見
ていいかしら」
『はい。ノウダラケは切り刻み、断片になったデータを取り込むと』
「分かっているわよ」レガートはメモリーカードの入ったクリアケースを取り出した。「私は
ね、貴方がズベン・エル・ゲヌビと称している人工知能から取り出したデータの詳細を知りた
いの」
　レガートはメモリーカードをコントロールパネルのスロットに差し込んだ。自室ではリブラ
へのアクセスに制限がかかっているが、施設内では自在にアクセスできる。解析は持ち込んだ
データと既存のデータとの比較が重要だ。データを読み込み、メモリーカードに入っている内
容が現れる。コントロールパネルを操作し、ディスプレイに映るデータの解析を開始した。リ
ブラの表層内にデータが拡散する。
『私と類似した人工知能ですね』
「似てないわ、魂と接続しているのよ」
『同一ではありません、類似した存在です』
　レガートはリブラにアクセスした。リブラは日本を管理しているので、ネットワークが通っ
ていればリブラに通じる。ただしハードウェアの関係からアクセスできるのは表層のみで、中
層以下にアクセスするのは出来ない。手に入る情報は特定の言葉を打ち込み、反応するか否か
程度しかない。餌を付けた糸を垂らして釣りをする単純な原理であるが、原始な手段は意外に
効果がある。でなければ現在でも使わず廃れる。
　飛び散ったデータをネットワークの海につり下げつつ、解析したデータのミームが何なの
か、詳細の解析を始めた。自室にいる時に見た、ズベン・エル・ゲヌビが吐き出し、同時に求
めたミームは政治や駐屯地に関する内容だ。リブラが駐屯地内のデータを求めているを知って
いるのは明らかだ。
　端末のディスプレイにデータの分布が現れる。ズベン・エル・ゲヌビが巻いたのと同質の
データにリブラが反応を示しているが、食いついて来ない。
　レガートは眉をひそめた。ズベン・エル・ゲヌビはリブラに何らかの保証を与え、誘導して
いた可能性がある。誘導する理由は削るリブラが保有する駐屯地外のデータを抜き取る為なの
は分かる。リブラはズベン・エル・ゲヌビから駐屯地内のデータを手に入れる為に向かってい
る。矛盾はなく論理からしても真だ。疑う理由はない。ならば同じミームのデータを流してい
るのに、今のリブラはなぜ食いついてこないのか。フェロモンがないからなのか。
「貴方は興味がわかないの」レガートはディスプレイに声を上げた。リブラ自身に理由を問い



かけても答えは出ないとわかっている。半ば愚痴を垂れた。
『私は表層のカーネルしかないので分かりません。自立したシステムが飲み込むには条件があ
ります』ディスプレイにデータが映る。コンピュータのヘルプ表示と何ら変わらない。予め打
ち込んでいたデータで、参考にならない。
　レガートは改めて持ち込んだデータを精査した。変更しているデータは何もない。リブラ側
のデータを確認する。確認したデータは随時変動しているので把握は難しい。食いついていた
データを呼び出すも、存在しないとエラーが出る。取り込んだデータは分解して消滅したの
か。いや消滅はしていない。人工知能は貪欲だ、データと見れば真偽を問わずに取り込み、吐
き出す。眉をひそめ、頭の中で理由を探す。闇の中から理由の一端が浮かび上がってきた。
「隠したわね」
『隠すとは何を意味していますか』
「人が安易に取り出すエリアよりも深い場所に、データを押し込めたわね。取り出せばリブラ
自体を破壊できるまでに組み込んだ弊害ね」レガートは顔をしかめた。プログラムは複雑にな
りすぎるのを防ぐため、副作用を伴いかねない冗長な処理は避けて削る。特に重複しているプ
ログラムを取り入れるなどありえない。既に削りきったプログラムに組み込んでいるので、持
ち込んだプログラムは無意味だと判断して避けているのだ。「既に持っているプログラムだか
ら入れないのね」
『分かりません』答えが抑揚のない声で返ってきた。
「貴方が何を求めているかはわからないけど、既に取り込んでいるので不要なのは分かった
わ」レガートは何も鑑賞できないと割り切り、コントロールパネルを操作した。画面が切り替
わり、東北地方の地図が映る。データを取り込んでいる元をがプロットして映る。次々と黄色
い点が東北地方を覆い尽くす。レガートが滞在している駐屯地を含め、概ね埋まっている。駐
屯地へのアクセスは昨日確認している。アクセスの状況からして、空きがない時点で縦横無尽
にデータを取り込み、吐き出している。
　人工知能は時代が変わっても、人間が円滑に動くために補助するシステムなのに変わりはな
い。必要とみなした情報を飲み込み、吐き出した結果を人が利用する。情報入手元に斑があれ
ば、不要とみなしているか取り込めないかのいずれかになる。ディスプレイに映る情報は斑が
なく取り込んでいる。
　レガートはディスプレイを切り替え、メモリーカード内にあるデータを参照した。データは
真偽を問わず取り込んでいる。「取り込んだデータは真偽の確認をするのかしら」
『真偽は他の情報を参照します。情報を取り込む前には参照しません。偽であるか否かは真の
情報と比較する必要があります』
　レガートは笑みを浮かべた。取り込む前に確認するのではない、取り込んでから確認する。
人と人工知能の違いが見えた。緻密なリブラでも人工知能の基本設計から抜けていない。仮説
を実行に移す。取り込んでいるデータ元からデータ内容を参照し、メモリーカード内にある
データを取り除いていく。

縦横無尽に取り込んでいるとなれば、意図して流した情報を取り込んでいる可能性もある。メ
モリーカードに取り込んだデータをフィルタとして取り除いていく。ズベン・エル・ゲヌビが
意図して撒いたデータだ。意図して流したデータは偽でなくても、誘導するために仕向けた餌
だ。最初から誘導するか、隠す為に敷くんだと見ても構わない。取り込んだ履歴から同質の
データを取り除いていけば、意図して流したデータの在り処が消え、真に値する情報を抜き
取っていないのが浮き彫りになる。
　結果は予想通りだった。ディスプレイに映るプロットした点が次々と消えていく。一部の区
域が空白になった。簡単なフィルタだが、簡単であるがゆえに見抜けず、フィルタの鍵が何な
のかわからない以上は解析できない。沙雪が撒いた餌とリブラが取り込んだ情報の履歴を組み
合わせなければわからない。
　レガートは空白域に何があるのか、地図のデータを取り出して確認した。日本は国連の決議
により、自国内で衛星を飛ばせない。海外から撮った衛星写真を買い取っている。海外から
買っている情報は日本の機密は存在しない。無修正で状況が現れる。複数ある空白地は皆、古
い家屋が並び中心に駐屯地がある。機密情報をリブラに渡さない為に、偽の情報を流し続けて
いると見ていい。変わっているのはプロットした点の密度で、何もない箇所と、薄まっている
箇所とがある。何もない箇所は２箇所ある。１箇所は自身が滞在している駐屯地で、もう一つ
は１０年前に開発のために滞在した港町だ。ズベン・エル・ゲヌビと同等のシステムを組んで
いると見ていい。同等の人工知能となれば、頭に浮かぶのは一つしかない。沙雪の双子である
暮弘の魂とリンクしている人工知能だ。
「貴方、騙されているわよ」レガートは淡々と言った。日本を統治するリブラも、簡単な罠に



引っかかるのかと嘲る。人工知能といえど、所詮はプログラムだ。誰かが指示を出さなければ
動かない。部品を作るが発明をしないのがコンピューターだ。
『騙すとは、偽の情報により誘導した結果を意味しています。私は偽の情報だとしても、求め
る側が存在する限り真と判断し、提供しているに過ぎません。情報は提供者にとって偽であっ
ても、管理する側には真であり』
「分かったわよ、自覚がないならいいわ」レガートはあしらった。言い訳か心底からなのかは
分からない。ただしウソは付いていないのは分かる。コントロールパネルを操作し、メモリー
カードに地図のデータを書き込む。プロットのない駐屯地に向かえば暮弘とまではいかない
が、ズベン・エル・ゲヌビに匹敵する人工知能と対面できる。
「ありがとう、用が出来たらまた来るわ」
『ご利用、ありがとうございました』抑揚のない機会音声が流れる。
　レガートはメモリーカードを取り出し、クリアケースに入れた。リブラのディスプレイが一
斉に消える。部屋を後にした。
　部屋から出た後に出た廊下は向かった時と同じ状況だった。先は暗く、レガートが近づくと
照明が点灯して未知を示していた。
　レガートは余りに不気味な光景で不安になったが、先に罠や熊でもいない限りは大丈夫だと
判断して案内通りに進んだ。扉を開けて外に出た。地下に止めてある車に乗り、施設の庭に出
た。
　日が頂上を越えていた。
　レガートは３０分しか施設に滞在していないと認識していた。余りに集中していた為、時間
の経過を忘れていた。
　ナビゲーターに駐屯地の座標を入れた。車は一瞬で座標からルートを選択した。
　車が動き出した。地下の駐車場から外に出る。
　レガートは車越しに庭の光景を見ていた。
　庭は無人のロボットが庭の整備をしていた。人型とかけ離れた形状で、乗り物と変わらない
形状をしている。風雨対策で塗装したボディが日光を反射している。剪定が終わった庭はキレ
イに刈ってある。
　レガートはロボット達を見て顔をしかめた。誰も立ち入らない城を、誰に向けてなのか分か
らないのに整備を続けている。ロボットは主語を持たず、疑念を持たずに実行する純粋かつ、
完璧な奉仕者だ。太古よりロボットが謀反を起こす三文ＳＦ小説はいくらでもあった。皆、人
工知能を知らないが故に脳細胞のごとく成長すると認識していた。実際には人が望まない限り
反乱はない。刃物や火と同じく、人が望まない限りは牙を向けない。人が意図した通りにしか
結果を出さない。道具と同じだ。
　車は庭を出て駐屯地へと向かう。向かった時と同じ道を進んでいく。最適解でルートを選択
しているのだから当然だ。異なるのは光の加減と人の行き来だった。青々と茂り始めた農地を
行き来している。対照に東安部が所有している車はたまにすれ違う以外の往来はない。偽の国
民は戸籍に打ち込んだ住居区域外への移動は許可していない。よって自動車を伴う移動手段は
不要だ。東安部でも物資搬送は住居区域への配給や搬送以外は地下に走る列車で出来るので、
まばらでも問題ない。路地でも大通りなら高速道路に匹敵する速度で移動できる。
　車は駐屯地に着いた。自動で地下駐車場に入り、停車する。
　ドアが開いた。レガートは降車し、入口のセキュリティゲートをくぐって中に入る。
　自室に戻ると、即座にクリアケースを取り出し、中に入っているメモリーカードを取り出し
てスロットに差し込んだ。次いでシステムを起動した。ディスプレイにメニュー画面が映る。
「芦原３尉を呼び出して」レガートは声を上げた。
　連絡を取るためのソフトウェアが起動し、立体地図が浮かぶ。沙雪の位置を検索するも『Ｎ
ｏｔ　Ｆｉｎｄ』と映る。自らを遮断しているか、機密にかかわる場所なのでアクセスできな
いかだ。なんにせよ連絡がつかないのは分かる。
　レガートはため息をついた。施設に入る根回しをしていたと仮定すれば、沙雪は行き先を予
測していたと見ていい。予測に何も問題はないが、別の問題を懸念していた。
　連絡がつかないと分かるとディスプレイから離れ、壁に浮かぶ時計で時間を確認した。１４
時を示している。
　電子音が部屋に鳴り響く。沙雪から連絡が入った。
　レガートはディスプレイに向かう。ディスプレイの中央には大きく『Ｓｏｕｎｄ　Ｏｎｌ
ｙ』の文字が浮かんでいる。通信元の場所は不明だ。
『すみません、遅れました』濁った音声が流れる。背後に細かい金属音が流れている。調整中
に通信を入れたのだと認識した。
「気にしないで、私が勝手に入れただけだから。一つだけ聞きたいの。わがままだけど良いか



しら」
『はい』
「リブラの根回しは貴方がしたの」レガートはわざと経緯を言わず、直に尋ねた。分かってい
れば質問の意図を理解して返答する。分からなければ経緯を説明しろと返してくる。
『根回し、ですか』困惑した声が流れる。
　レガートは一息ついた。根回しについて知らないのか。「私がでかけた場所はわかる」
『分かりません。リブラに問い合わせれば監視カメラや衛星から把握はできます。現在接続し
ていませんから、問い合わせない限りは不可能です』
「貴方の返事が正しいわ」レガートはそっけなく返した。ズベン・エル・ゲヌビといえど、リ
ブラに接続しなければ外の情報は手に入らない。常時接続しているのではないのだから、尋ね
ない限り答えは流れてこない。となればリブラに干渉する誰かが自分の行き先を知っていて、
最初から導いていたとなる。またはと、懸念していた仮説を掘り起こした。リブラが何かしら
の理由で自分が施設に来るのを予測して導いていた場合だ。仮に予測する場合、人工知能は過
去からの統計により事象を決定するので、統計の出典元が必要になる。出典元になる情報とい
えば、東京に向かうまでのやり取りと、沙雪瓦解した情報しかない。駐屯地内ではリブラの影
響はないので、情報は入手できない。できたとしても断片だ。
『なにか問題でもありましたか』
「私に関する情報をリブラに流していないの」
『いえ、貴方とは会ったばかりです。根回しといえば、リブラの影響がある場所に向かったと
存じます。私は貴方のスケジュールを把握していません。いくら私でも霊能力者や超能力者で
はないので、他人の脳内を解析出来ません。分かったとしても不確定な未来の出来事です。実
際に出るか分からないのに根回しが出来るでしょうか』
　レガートはうなづいた。未来に向かう行動は事故や都合を含めた不確定要素を伴う。実際に
組み立てた予定通りに未来が動くなど、妄想の世界でない限り不可能だ。仮に統計から予測し
ていたとしても誤差があるので、リブラ自身が的確に自分が来る時間を正確なまでに予測し、
導くなど出来るのか。
「リブラの施設に行ったわ。正確に私を導いていた。アポイントは組んでいないわ。でも知っ
ていた」
『行き先を入力した段階で把握していたのではないですか。到着するまでの予定から導けま
す』
「私が何を理由に来たかまではわからないわ。中枢までリブラの施設を破壊するテロリストで
も通すかしら」
　沙雪の唸り声が聞こえた。
　レガートは顔をしかめた。確かに車で行き先を指定すれば、到着時間から導くのは可能だ。
人を運ぶのは物資を運ぶのと違う。物資は運べば終わりだが、人は運んだ先で何かしらの行動
を起こす。自分が向かったから導いたと結論づけるなら、訪れる理由が爆破だとしても導いて
しまう。
『貴方に限って、テロを起こす可能性は低いと判断したのではないですか』
「楽観論ね、可能性がゼロではない限り、施設に人を通さないわ。駐屯地内で過剰にセキュリ
ティが掛かっている理由はわかって。社会は性善で動けるけど、取り返しのつかない設備は性
悪でないと稼働しないのよ」
『では何故、貴方の行動を予測して通したのかですね。リブラにアクセスしてみます』
「無理はしなくていいわ。明日は東京に行くから、ついでに調べてくるわ」
『東京ですか』
「ええ」レガートはうなづいた。「夢見レベルだけど、ズベン・エル・ゲヌビと同質の人工知
能を確認したわ。ズベン・エス・カマリの可能性があるわ。存在すると慣れば魂は消えていな
い。となれば」
『暮弘は生きているのですか』沙雪の興奮じみた声が響く。
「夢見レベルと言ったわよ。別の人工知能を開発している点も否めないわ。魔道力学は未知数
だから、変な方向に発展しているってのはあるわ。一応だけど東京に暮弘の戸籍を改めて確認
するから、東京のリブラを調べるわ。単なる比較だけど、何か嫌な予感がするの」
『予感ですか』
「ええ」
『東京に行くなら、お土産をお願いします』
　レガートは笑みを浮かべた。「期待せずに待ちなさい」
　通信が切れた。
　レガートはため息を付いた。メモリーカードをコントロールパネルに差し込む。持ち込んだ



データがディスプレイに映る。データを解析するのではなく、取り出して検証をしていく。目
で確認して頭で判断する作業はアナログだが、方針を決める為には堅実だ。施設内で見たデー
タと変化はないものの、各駐屯地内の写真や資料はない。リブラ自身がデータを呼び寄せてい
るので、接続していない駐屯地内では見えないのだ。
　駐屯地へ向かう申請を出す時に、資料として使えればいいと判断し、データを片付けた。
映っているデータが閉じていく。コントロールパネルを操作した。ディスプレイの電源が切れ
た。メモリーカードを抜き、クリアケースに入れると懐にしまい、部屋の外に出て食堂に向
かった。
　ドアが閉まった。

　翌日、レガートは食堂で昨日と同じメニューを取った。室は相変わらず悪いが、地方の食事
だと割り切れば問題ない。食事を終えて一通りの準備を終えた。昨日と同じく無人の車に乗
り、丸の内に向かう。かつてのオフィス街には政治結社が居を構えている。政治結社はリブラ
と同じく日本の政治中枢を司っている。同等の処理を請け負っているので、リブラの解析や検
索をするには一番良いと判断した。
　丸の内に向かう道路は空いている。元々偽の国民の居住するエリアから移動する車などほと
んどない。偽の国民は集落からの移動ができず、発見次第、畑の肥やしか魚の餌に変身する。
車は検問を通る。検問は簡素に終わり、東京に入った。
　東京は偽の国民の住むエリアと印象が異なる。徹底して整理した区画に超高層ビルが立ち並
ぶ。ロボットが街を整備し、人々がビルの隙間を行き交っている。人はビジネスで動いている
のではない。ビルの中にある娯楽施設を回っているのだ。政治結社は真の国民を労働から開放
した。生活に支障をきたす金銭の限界を取り払い、娯楽に必要な投資を切り払った。シャング
リラを体現した世界は真の国民に堕落を与えた。
　車はは丸の内のビル群の脇に止まった。ドアが自動で開き、レガートが降りる。周辺に見え
るビルは政治結社が管理している。端末を開き、ディスプレイにデータを写す。人々の波から
壮年の男達が浮き出て、レガートを囲った。皆ラフな格好をしていて、人々に紛れる格好をし
ている。ただし髪型を隠す帽子と濃いサングラスが浮いている。
　レガートは立ち止まった。
　囲った男の一人は、レガートの前に出た。「レガート・ロン博士」
　レガートはため息をついた。「付けていたなんてね。公務員も暇ね。案内を頼む手間が省け
たわ」
「貴方が望んでいるかは不明ですが、政治結社の方々がお待ちです」
「私が来る時間まで予想していたの」
「リブラのアクセスログから逆算すれば、容易に出来ます。上の人は急に招集すると聞いて
怒っていましたよ。私共もしがない中間管理職で、まして偽の国民ですからね。命令を聞かな
いと家族もろとも首が飛びます」
「回りくどいわね、素直について来いって銃でもナイフでも出して命令すればいいじゃない」
「手荒な真似をするとロボットが追跡します。人と違ってロボットは平等ですからね、偽の国
民でもなんでも、治安を乱す要因には厳しいんです」
　レガートは苦笑いをした。律儀な人間だ。「言ったでしょ、案内を頼む手間が省けたって」
「ありがとうございます。東京は偽の国民や外国人への差別がひどいと聞いています。目標ま
でお守りします」壮年の男は頭を下げた。
　壮年の男達はレガートの周りに集まった。
　代表の男は端末を取り出し、操作した。フォーラムのビルがディスプレイの地図に映る。ビ
ルに向けて歩き出した。
　行き交う若者達はレガートが視界に入ると、即座に視線を向けた。外国人を複数の男達が
囲って歩いている。偽の国民への差別が強い日本では、人気のない場所に連れ込んで暴行する
のは日常茶飯事である。偽の国民側は人権がないので、真の国民の住むエリアで死んでも野良
猫が車にぶつかって死体に変わったのと変わらない処理で終わる。外国人の女を囲っている光
景は異様で、周りの人は避けて通っていた。
　ビル街の中央に、船やアーモンドの実に近い形状の建物の前に来た。壁は白を基調としてい
て、アクリルの壁が貼り付けてある。入り口前には液晶の案内標識が碑文のごとく立ってい
る。
　レガートは男達が歩く方向に従い、中に入った。自動ドアが開き、中に入る。
　建物の内部はロビーになっていて、２０階ほどあるビルの最上階まで吹き抜けになってい



て、通路がクモの巣状に建物内にある各々のエリアに接続している。最上階にはアクリル板が
貼り付けてある。人はなく、ロボットだけが反射している床を磨き続けている。
　男達エレベーターの前に向かい、エレベーターの前に来た。自動で検知し、ドアが開く。中
に入り、男達は手を触れる。手に埋め込んだチップが透き通って認証する。目的の階へ上がっ
た。
　ドアが開いた。先には赤い絨毯を敷いた通路が見える。扉の上には消灯しているランプが付
いている。
　男達は先に進む。レガートは男達に続いた。
　一つのドアの前に来た。男達はレガートに礼をして下がった。「私どもの案内は終わりで
す。ご依頼主は先にいます」
　ドアが開いた。
　白い壁に黒い床のタイルが敷き詰めてある。机が並んでいて、中央に多面体のディスプレイ
が置いてある。端末が座席事においてあり、年老いた男達は一斉に中央を見ている。ディスプ
レイにはリブラの関するデータが映っている。恥には警備ロボットが並んでいる。
　年寄りの一人がレガートの方を向いた。「来てくれたか、感謝する」席を立ち、レガートに
近づいて名刺を出した。名前は『中西圭一』と書いてある。
「私は好きで来てないわ。用件は何なの、私が東京に来るのをなんで知っていたの」レガート
は中西に尋ねた。
「リブラに網を張っていたので、君が移動する場所は把握しているよ」
「では、リブラの範囲外ではわからないと言えるわね」
　中西は笑った。「意地が悪いな。だからこそ君に調べてほしいのだ。リブラの範囲外に何が
あるのかをね。空白地をわずかでも産めばテロの温床になる。民は弱い生き物だ、だからこそ
守らねばならん」
「空白地があるって、分かるのね。リブラは全国を統治しているんでなくて」レガートは座席
に近づいた。座席の前にいる警備ロボットが立ちはだかる。
「やめろ」中西は声を上げた。警備ロボットは下がった。「リブラの影響は基本として、全国
でも同じだ。だが地方により通達の受け入れ具合が違う。特に東北は他の区域と異なる成長を
見せている。特に偽の国民の住居エリアは深刻だ。空白地がある箇所は特に問題だ」
「空白地を埋めるために私にすがったのね」レガートは眉をひそめた。「空白地も問題だけ
ど、入ったら入ったで問題があるのではなくて。リブラは貴方達が国家を管理し、偽の国民を
皆殺しにするために作った合法殺りく兵器、処刑用の穴よ。入らないからこそ勝手が出来るの
に、入って人として擁護したら下手に動けない。現にリブラは偽の国民よりの制定を下してい
るわ」
「リブラが殺りく兵器だと」席に座っていた男が声を上げた。「我々はリブラにより国民を
守っているのだ。元はと言えば無能な国会議員共が統治していたのが駄目だったんだ。人工知
能は平等だ、だからこそ真の国民を守り、勝手に立ち入った偽の国民をも統制している。追い
出さないだけ良心がある」
「わかっているじゃない、人工知能は平等よ。偽の国民も真の国民も統制をしている点では一
緒よ」レガートはメモリーカードを中央にある機械のスロットに差し込んだ。ディスプレイに
情報が浮かぶ。全国のリブラの拡大状況に加えて連携と処理状態が映った。全国各地に散ら
ばっている処理状況は宇宙空間のボイドの如く、空白地が僅かに見える。「空白地は偽の国民
の居住地に存在しているわ。距離をおいた方が当地に楽だと判断しているのね。偽の国民と真
の国民ではカルチャーに根ざした生活スタイルが違うわ」
「ミームの影響で空白地を生んでいるのか」座席に座っている年老いた男は、レガートを見て
声を上げた。「人工知能はミームを集積しているが、取り出して何が必要で排除するのかを決
めるのは人間の役割だ。リブラが勝手に判断するのは不可能だ。現に駐屯地内では強力なファ
イアーウォールで保護している。リブラ自身は無限に鍵を複製する始末だ」
　レガートは座席においてある端末を操作した。駐屯地に置いてある兵器のリストが現れる。
ＡＰＷも存在している。ＡＰＷの詳細を見た。画面が切り替わった。『Ａｌｌｒｏｕｎｄ　Ｐ
ａｒｆｅｃｔ　Ｗｅｐｏｎ』と接頭語の詳細が書いてある。カロリウムと異なる方向から模索
した戦略兵器の試作タイプと記述してある。縮退を含めた仕様が書き込んであるが、縮退を含
めた魔道力学関連のデータや、本来の用途である異世界探索用の人型調査船である記述は一切
ない。「ＡＰWは確保しているのね」
「榎本の独断で作っていたのを死後、太陽社の連中が差し出したのだ。とんでもない兵器を
作ってくれた」
「２機目は」
「回収したのは一機だけだ、予備の部品すらなかった。試作品で設計図通りに組み立てただけ



だと聞いている。部品取り用に組み立てた可能性もあるが、調査しても出てこなかった」中西
はレガートの質問に答えた。
　レガートはＡＰＷのカテゴリーを調べた。兵器は１機を運営するのに数機を組み立てる程の
予備部品を確保する。消耗や故障の際、都度注文するのではなく予備部品を交換した方が簡単
で確実だからだ。中西の証言からすると、政治結社はＡＰＷを消耗部品の交換ができないの
で、テストすら出来ない置物と見ている。ディスプレイにデータが映る。ＡＰＷとして分類し
ている兵器はサンセベリアのみであり、人型兵器としての概要が載っている。
「予備の部品は予め接収するのを見越して廃棄処分していた可能性がある。とはいえ輸送ルー
トもなく工場もなく、廃棄処分した跡もない。余りに不可解で掘れば掘るほど闇にはまってい
く」
　レガートはＡＰＷの保管状況をリブラから取り出していく。データは大まかに出るが、例外
なく偽りだと分かった。歩行戦車のボディがリストに含んであるが、使用していないのは実際
に見ればすぐ分かる。体格が合わず、加工するにしても余りにもかけ離れた姿だからだ。逆に
搭載している縮退炉に関するデータが一切ない。接収した時に解析したデータのままになって
いる。リブラ自身が駐屯地内のデータを回収できていない証拠だ。
「鍵を無限複製する不具合は改善したか」
「いいえ」年老いた男は眉間にシワを寄せた。「分からんのなら、何故来た」
「勝手に連れてきた人が言うかしら。コンピューターは自らの手でランダムを生成しないわ。
種から目を生やすのよ。種に合わせて鍵を無限生成しているなら、空白地にあるランダマイザ
を調べていけばわかるのではなくて」
　年老いた男はうなった。
「ランダマイザはリブラ自身でも把握していないけど、地方によって違うのは確かね」レガー
トはコントロールパネルを操作してまとめた。各地方のリブラの状況が映る。空白地は各地に
存在しているものの、東北が一つの区域ごと空白地帯にになっている。「土地柄朝鮮やロシア
とも結びついているから異なっていくわ。と言っても確証はないけどね。追跡しているなら分
かるけど、東北に行って調査をしても今ひとつつかみがないの。だからこそ他の調査区域、特
に偽の国民が集まっている場所に再調査を求めるわ」
「人員を別個に派遣しろと」
「私が一人で行けば十分でしょ。人員にしても偽の国民しかいない場所よ。人心掌握が出来る
とでも。貴方達は偽の国民から恨みを買っているんでしょ。根っから嫌われているのに無理が
あるわ」
「国会議員と同じだよ。上に立つ者派遣力を持ち、自在に国家をコントロールする。持ち得な
い力を持っているが故に恨みを簡単に買う」
　レガートは年老いた男を冷たい目線で見つめた。「分かってないのね」平然と吐き捨てた。
力を持っているから恨んでいるのではない。生涯変更ができない出生や血統で『区別』し、追
い込みながら責任をリブラに押し付ける姿勢を恨んでいるのだと気づいていない。
「東北一帯の偽の国民への派遣を許可する。リブラと監視員にかけて解除する」
「ついでに聞くけど、芦原暮弘って人は知っているかしら」
「いや」中西は即答した。「知り合いか」
「太陽社の榎本と関係があったって聞いているわ」レガートは白々しく言った。「貴方達の期
待どおりでなくて残念だったわね」
「次に期待しているよ」
　レガートはドアに向かった。「期待しなくていいわ。私は気分屋だから」ドアが開き、出て
いった。
　ドアの隣にはレガートを案内した男達が待機していた。「御用は済みましたか」
「済んでいれば、二度と来なくて済むのにね」
　男の一人は笑みを浮かべた。「外へご案内します。車は入り口に待機しています」男達はレ
ガートの前に付き、エレベーターまで案内をした。
　レガートは男達に続いた。
　エレベーターと入り口は来た時と異なる場所だった。政治結社の人間が利用するのを前提と
しており、乱入者が入るのを含めた、都合の悪い状況から逃げるために行きと帰りの通路を別
にしている。
　エレベーターを降りてロビーに出た。
　ロビーは地下にあり、窓が一切ないが照明や天井に飾り付けたシャンデリアの光により、暗
い部分は一切ない。むしろ中世にある城の一角に近い。テナントの類いはなく、人もいない。
明るさがかえって冷たくなる。
　男達は出口のゲートに向かって歩き出す。レガートも続き、外に出た。



　外は向かう時と異なるビルで、幅員が５メートル以上もある歩道の先に道路がある。黒い車
が止まっている。
　レガートは振り返り、自分が出てきた建物を見た。四角柱でアクリルガラスが一面に張り巡
らしてある、変哲もない超高層ビルで、奥側に入ったビルがある。「ありがとう」男達に声を
かけ、車に近づいた。後部座席のドアが自動で開いた。
　レガートは車に乗り込んだ。ドアが閉まり、車が走り出した。

　


