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砲刀三昧」

　ダリアの誇りはなんといっても父である。

　彼女の父、ダウエ・ダウアは、ケダブール条約機構軍の
は

栄えある武人であった。で

あった、というのは、何も当人が鬼籍に入ったからではない。前線を離れ、部隊指揮か

らも外れ、次代を
にな

担う
わこうど

若人たちを
きた

鍛えるべく教壇に立っているというだけである。世間

が彼を過去の武人として扱うだけのことであり、ダリアにしてみれば、父は今も武人で

あるに違いないのだ。

　さて、その勇敢で実直な父については、大人の腕にぶら下がって遊んでいた時分よ

り、人々が多くの武勇談を聞かせてくれた。口々に語られる
い つ わ

逸話の数々に心が
はず

弾んでや

まなかったダリアであるが、父と直接に触れ合える時間は決して多くなかった。父がま

とまった休暇を取ることはなく、何ヵ月も長く一緒にいられたのは生まれてこの方たっ

たの二度だけ。いずれも父が負傷し、あるいは病を
わずら

患って、自宅療養となったとき

だった。その他のときは一泊していくかどうかといった具合で、結局ダリアと父との交

流は主にメールによって成立していた。そして、父の知人を介した伝聞がその隙間を

補っていたが、ダリアの満たされない心の隙は深かった。
キャスケット ケダ
ブール条約機構軍のエー
スパイロット用 TU。こ
の時代においてはすでに
退役しているが、スペック
を維持した量産型のキャ
スク、その砲戦派生型で
あるキャスキーが普及し
ている。

　そんな彼女を取り巻く友人たちは、始終一緒に暮らしていたら絶対うざったいからと

笑ったものだが、ダリアは、そんなことはない、もっと一緒にいられたほうがよかっ

た、と思っていた。けれどもダリアは
ば か

莫迦ではなかったので、それが
わがまま

我儘であることを

自覚していた。父ダウアは有能で信頼されている人間であり、それだけの仕事が彼には

ある。それをこなさぬ父はダリアの尊敬する父ではない。父には会いたいが、あまり

しょっちゅう会ってくれても困る。そんな
かっとう

葛藤だけで手一杯だったダリアは、ろくに恋

もすることなく学生生活を終えてしまい、大方の予想を裏切ることなく軍に入隊する道

を歩んだ。

キャスキー キャス
クの砲戦派生型。ダリア
が受領した頃は砲戦専用
として設計された TU バ
スビーの生産が需要に追
いついておらず、キャス
キーはその穴埋めのため
に、キャスクの生産ライ
ンを引き継いで鋭意増産
中だった。

　士官学校の初等課程で教練を終えたダリアは、希望通り TU部隊のパイロットと

なった。今では言わずと知れた巨大人型兵器 TUは、ダリアが子供の頃に登場した新

兵器。けれども彼女は新しいものに
ひ

惹かれたわけではない。父が、TU黎明期の有能な

戦闘指揮官として名を
は

馳せていたからだ。そのときダウアはもう自ら TUに乗ること

はなくなっていたが、まだ指揮官としての仕事は続けていたから、ダリアは自分が TU

に乗ることで父のそばに近づけると考えたのであった。そして、ゆくゆくは父のような

立派な隊長になるのだと夢見ていた。

　
さいさき

幸先は悪くなかった。ダリアの拝領した TUキャスキーは、往年の名機キャスケット

の系譜に連なる、すこぶる素性のいい機体。さんざん扱いに手こずらされた訓練機より

もずっと
す な お

素直にダリアの意思に従い、両肩の回転砲塔は敵機にしつこく食いつく火線を

放つ。議会軍の TUはほとんど反撃もできずに倒れていく。戦果はいつも上々だった。

　配属された部隊の隊長は、父ダウアのように自ら TUに乗り込むタイプで、ニヒルバ
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ウン以来のエースパイロットという噂のちょっといい男である。名をカラール・サマー

ルという。この点においてもダリアの軍隊生活は悪くない滑り出しだった。サマール

は新任のダリアとあまり言葉を交わさなかったが、ダリアはクールでニヒルなこの上官

がちょっとばかり気がかりになってしまった。もう少し
ちょくせつ

直截に言うならば、
ほ

惚れてし

まったのである。といってもダリアと歳の近い女子隊員の半数は同じ
ありさま

有様であったか

ら、これは流行り病に
かか

罹ったのと大差ない。しかし当人にそのような客観的視座はな

く、カラール・サマールの指揮の下で最大限の戦果を達成することがダウエ・ダリアの

至上命題となっていた。
ニヒルバウン 山岳
地帯。帰還暦 520 年、地
下資源を巡って条約軍と
議会軍が衝突し、当時稀
に見る大規模な TU 戦が
繰り広げられた。

　しかし、滑落の刻は訪れた。

バスビー 条約軍の
砲戦用 TU。ホバー走行
で移動し、肩の超低反動
キャノンで敵を狙い撃つ。
開発後しばらく配備を見
送られていたため、急速
な需要拡大に生産が追い
つかず、優秀なパイロッ
トに優先配備されていた。

　その日、ダリアは常のように敵 TUに
けんせい

牽制射撃を加え、味方の集中砲火が待ち受ける

場所へと追い込んでいた。サマールに指揮されて半年が過ぎ、それくらいの役割はひと

りでやれるようになっていた。

　慢心があった。己の技術に自信がついていたから。そして火砲の力が各地で議会軍

を押し返しており、あの難攻不落のモソチェゾの大要塞もとうとう解体に追い込んだと

いうニュースが流れていたから。

　――そんな言い訳はすべてあとから考えたものだった。

　ダリアは作戦通り標的を追い込んだのに、誰もそれを狙撃しない。そのとき初めて彼

女は異常に気がついた。味方が、所定の位置にいない。

　背後の岩場に身を隠そうとしたダリアは、まさにその岩場から飛び出してきた
あお

蒼い

TUの奇襲を受けた。ひょろっとした、あまり強そうな印象のない外見だったが、それ

はダリアをここでも油断させることになった。倒せると踏んだダリアは逃げるよりも

攻撃を選んだが、回転砲塔から伸びた火線は
まと

的を外した。そのままダリアの視野から消

えた蒼い影は、再びダリアの眼前に現れたかと思うと、手にした棒のようなものでキャ

スキーの面と腹を打った。ダリアはなおも火炎放射器で反撃を試みたが、あれほど素直

だったキャスキーが言うことを聞かない。打撃で操縦系統がやられていたのである。

　このときのダリアに、次の一撃で自分が負ける、死ぬかもしれないという状況判断は

できていなかった。しかしそのとどめの一撃は加えられなかった。横合いから空を切

り裂いて飛んできた砲弾が彼女を救ったのだ。蒼い TUは腕を吹き飛ばされ、ダリア

にそれ以上手出しすることなく岩場へと姿を消した。

　敵の足取りは追えなかった。ダリア自身はかすり傷も負わず生き残ったが、愛機の

キャスキーは
すうよう

枢要な部分を破壊されてしまっていた。砲戦仕様 TUの供給が間に合っ

ていなかった頃のことであり、当然、次の日からの任務にダリアは参加することができ

なくなった。そして、彼女が隊から外されるまでに長い月日はかからなかった。
サブラウ 竹刀に似
た放電棒のみを武器とし、
神出鬼没に戦場に現れて
は火砲を装備する TU を
襲っていた TU。その行
為は「火砲狩り」として恐
れられた。

　「火砲狩り」。自分を襲った蒼い TUがそう呼ばれていることをダリアはあとから

知った。白兵戦仕様の TUには手を出さず、砲戦仕様の TUのみを狙い、そしてしば

しば獲物の火砲をもぎ取って行くのだという。それによる条約軍の被害は決して少な

くないようだった。しかし、彼女がいた隊においては、被害は TU一機のみ。つまり、

ダリアだけだ。

　 TUを失い、敬愛するカラール・サマールから引き離されたダリアは、華々しい合戦

の場からも退場することになった。転属先は第 75
しちょう

輜重隊第 4分隊。現時点においても
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ダリアが所属している、
へいたん

兵站支援に従事する地味な部隊である。

　ダウエ・ダウアの経歴に、輜重隊への配属は記されていない。輜重隊上がりの武人を

ダリアは見たことも聞いたこともない。ダリアは嘆いた。自分の人生計画はずたずた

に引き裂かれてしまった、と。

　以来、ダウエ・ダリアは
うら

恨んでいる。火砲で
はち

蜂の巣にしてもまだ足りないと思ってい

る。「火砲狩り」と呼ばれるあの蒼い TUを……。

　今回はそんな彼女の物語。
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序幕

　昔は TUでホバー走行というと邪道だと思っていたけれど、実際にやってみるとな

かなか気分がいい。
壱恒 壱等恒官。条約
軍士官の階級で、議会軍
の大尉に相当する。

　砂煙を巻き上げながら、未舗装の地面の上をすいすいと滑走しているのは、砲戦用

TUのバスビー。昔の主力だったカロやダルと違って、この TUの体つきはずいぶん

ほっそりとしている。ただし肩の回転砲塔と、
すね

脛から下の末端肥大が目立つので、決し

て貧弱な印象はない。――そんなの当然。カラール・サマール
いっこう

壱恒はこの機体で数々の

武勇伝を生んできたのだから。操縦しているのがこの私、ダウエ・ダリアだとはいって

も、議会軍のツィーズや信託軍のユーサン・ビサージュよりはよほど強そうに見えてい

ることだろう！

「やけに景気よく飛ばしているけど、それ、お届けモノなんだからね？　慣らし運転を

任されてるわけじゃないんだから、丁寧に扱いなさいよ？」

　バスビーの華麗な
まいしん

邁進を
ひが

僻んだものか、同僚が文句をつけてきた。バスビーを遅れて
ついずい

追随する TUワバのコクピットからだ。

「あなたはそのポンコツを大事に操縦してくるといいわ。知ってるでしょうけど、私は

ずっと最新鋭のキャスキーに乗っていたの。バスビーの扱いくらい、朝飯前よ」
ツィーズ この時期
の議会軍の地上用主力
TU。といってもフェニ
キア大戦役の始まった頃
から使われている機種で
あり、そろそろ代替わり
が噂されている。

　ワバの下半身は細身の
り た い

履帯になっていて、よく蛇に例えられるけれど、走破性を追求

したその姿が評価されたのももう昔のことだ。TUの装甲と携行火力が重視される今、

ワバなんてもう旧式機もいいところだった。もしもまともに整備されていたらワバ

だってこのバスビーのホバー走行について来られるのかも知れないけれど、
しちょう

輜重隊配備

のワバは主にレッカー用だから、高速移動に関するスペック維持は放棄されて久しい。

結局、私は速度を出せない哀れな同僚とワバを置き去りにして、目的地へと向けて加速

した。

　あまり飛ばしてももったいない。――そのことに気づかなかったわけじゃない。

　なぜなら、同僚の言うとおり、このバスビーはただの預かりものだから。TU輸送車

も大型輸送機も手配できなかったから、例のごとく届け先まで自走させることになっ

て、私はその操縦役を言いつけられただけ。

　つまり目的地に着くのが早ければ早いほど、バスビーに乗っていられる時間は短く

なってしまう。

　それを損だと思うけちな私がいる一方で、せっかくバスビーに乗ったのだからそのホ

バー走行を堪能しない手はない、と主張する欲張りな私がいる。
せ

競り勝ったのは後者の

私で、彼女の勝因はストレスの消化という大義名分を押さえていた点にあるのだろう

――と、私は冷静に自己分析もできる。
ユーサン・ビサー
ジュ 信託軍（自称では
＜真静＞）の地上用 TU。

　そう、私はもう、周りのことも自分のことも見えていないひよっこじゃない。輜重隊

なんてつまらない仕事のなかでも、じゅうぶんに己を
けんさん

研鑽してきた。

　だから誰か、早く私を引き上げて欲しい。輝かしい
かっせん

合戦の場こそが私のいるべきとこ
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ろ。そこで父に恥じない
ぶ く ん

武勲を示したい。カラール壱恒にも認めてもらえる手柄を立

てたい。それなのに……。

　現実は冷酷非情だ。だって、私がどんなに努力しても、一向に輜重隊を出られる気配

がない。

　転属希望は
い く ど

幾度となく出した。もう手本を見なくてもばっちり書式通りに書くこと

ができるくらいに。最初は花形の
ゆうよく

遊弋隊ばかり希望に書いていたけれど、私もとっくに

大人――そろそろ二十歳。つまり、あの精神成熟の遅い統一国家連合でもいい加減に成

人扱いされる頃――だから、もうちょっと堅実な候補も記入するようにしている。たと

えば、要塞守備隊とか、州都警視隊とか、荘園巡視隊とか。あと、時代遅れじゃあるけ

れど、一応は探題の直属になる抜刀隊も。
ワバ 条約軍の陸戦用
TU。独特な無限軌道式
の脚部と変形機構を持ち、
一般に歩行機能が弱い条
約軍 TU のなかでは突出
した走破性を持っていた。

　私はこんなに譲歩しているのに、どうして上の人は取り合ってくれないのだろう。も

しかしたら、
わ い ろ

賄賂と
ざんげん

讒言で動く
か ん り

奸吏が人事を
ぎゅうじ

牛耳っているのかもしれない。だとしたら

条約機構軍の危機！　見過ごしてはおれないわ……。

　そんなことを考えていると、通信機が聞きなれない電子音を発した。えっと、このパ

ターンはなんだっけ？　あ、そうそう、これは相手を指名した
ひ と く

秘匿回線を受信したとき

の音だ。つまり、誰かが私個人に話しかけている……！
遊弋隊 各地をオンデ
マンドに転戦する参謀部
直轄のエース部隊。常勝
の誉れ高いクリフ・キリ
フなどが有名だが、名を
知られない末端に至るま
ですべて俊英揃いである
のが遊弋隊の真の力の源。
ダリアが希望するのは無
謀も無恥も甚だしい。

要塞守備隊 読んで
字の如く要塞の守備隊。
当然勤務地は田舎。おま
けにむさくるしいので女
性兵士はあまり希望しな
い。かくして男臭さが増
していく悪循環。

州都警視隊 州都の
治安維持部隊。前線に近
いと敵襲も受けるが、安
全圏の州であれば仕事は
見回りや災害救助などに
終始する。配属されると
あまり出世しないの常だ
が、州都のショッピング
街で休暇を満喫できるの
で一定の人気がある。

荘園巡視隊 州都警
視隊と任務内容が近いが、
こちらは国家管理下の都
市ではなく開発領主のも
つ荘園を守るのが務め。
土木作業や、領主の私用
に借り出されるのは公然
の秘密。癒着の温床でも
ある。州都警視隊以上に
任地の当たり外れが大き
いが、野望を秘めた若者
たちにはそこそこ人気。

　私は胸の高鳴りを
おさ

抑えながら通話を
じゅだく

受諾した。

「応答せよ、そこのバスビーのパイロット」

　同年輩か、少し年下らしき女性の声。同僚の誰の声とも違う。いや、
こ わ ね

声音がどうとい

うか、調子がぜんぜん違っている。なんだかとても偉そう。どこかのエリート将校か

も？　私の緊張は
が ぜ ん

俄然高まる。

「は、はいっ。自分はバスビーに乗っております！」

　答えながら、ぐるりとあたりを見回してみたけれど、TUや車輛、軍事施設の影は見

当たらない。レッカーをやっている同僚のワバはだいぶ引き離したのでこれも視界に

はいない。いったいどこから話しかけているのだろう。そして、どういう用件で。きっ

と何か命令か、お
たず

尋ねがあるに違いないが、自分はその要求にきちんと応じられるだろ

うか。いやいや。そんな弱気でいてはダメだ。応じられる。応じてみせる。私は脈拍

の増大をなぜか耳たぶのところで感じながら相手の次なる言葉を待った。

「南から接近している飛行物体が探知できるか？」

　即座にレーダーを見る。たしかに、何かこちらへまっすぐ飛んで来ているようだ。で

もレーダーだけじゃ鳥か飛行機かわからない。私はバスビーに南の空を振り
あお

仰がせて、

目視確認を試みた。

　うわ、太陽が
まぶ

眩しいじゃないの。もう。

「――確認しました。航空機……ではないですね。ビツーでしょうか」

「そう、我が軍の所有する飛行 TUビツーだ。低反動砲の使用を許可するので、あれを

即刻
げきつい

撃墜するように。いい？」

「は？　どういうことでありますか？」

「説明している暇はない……と言いたいところだけれど、他に命じる相手が見つからな

いから、特別に教えてあげる。そこから北にまっすぐ飛ぶと、ほどなく
かんしょう

緩衝地帯上空
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に入る。そしてそこをつっきると、そこはもう統一国家連合の支配領域。ところで、そ

のビツーは現在我が軍からの呼びかけに全く応答しない。救難信号は出ていないし、不

時着を試みる様子もない。故障した様子もなく、巡航速度の二割増しでまっすぐ北へと

飛行中だ。我が軍はこれをパイロットの亡命行為と判断し、阻止を決定した。これはケ

ララ探題の意思と考えてよい。――狙いは定めたか？」
抜刀隊 探題直轄部
隊。大昔は本当に全員刀
を携帯していたが今はそ
んな規則はない。探題に
対する叛乱の抑止力であ
り、常に探題に詰めてい
る。普段は近辺の治安維
持、農作業、戦技研究など
に従事。遊弋隊と同じよ
うに派遣されることもあ
るが、その場合でも半数
は探題に残されるのが常。
装備も隊員もロートル率
が高い傾向。この時期に
おいては砲戦用 TU に活
躍の場を奪われた接近戦
用 TU が多く回されてお
り、再び抜刀隊の名にふ
さわしい部隊構成になっ
ている。

「はっ。ただちに！」

探題 ケダブール条約
機構が新興開拓地や占領
地などの辺境各地におい
た政治と軍事の中枢機関。

　バスビーには初めて乗るので、当然肩の回転砲塔を使ったこともないんだけれど、操

作はキャスキーと同じと聞いたことがあるので迷うことはなかった。実際、私は何の

つっかかりもなく、接近する飛行 TUの緑の機体を照準の中央に
とら

捉えることができた。

　ビツーのほうはまだこっちに気づいていないのか、回避運動を取る様子がない。

　――本当に撃って大丈夫なんだろうか。

　亡命が事実なら、それは到底許せることじゃない。言われなくても撃ち落とすに決

まっている。けど、あのビツーが
よ

避ける気配を見せないのは、このバスビーが見えてい

ないわけでも回避運動のための燃料をケチっているわけでもパイロットが気絶してし

まっているわけでもなくて、単に自分がこのバスビーから撃たれることがあるなんて夢

にも思っていないからじゃないんだろうか？

　そもそも、私に命令しているこの子は何者？　ケララ探題の意思なんて言われても、

今の私には確かめようも何もないじゃない。反射的に従ってしまったけれど、この子が

本当に偉い士官なのかどうか、ケダブール条約機構軍の軍人なのかどうか、まだわから

ない。それなのに、取り返しのつかないことをしてしまってもいいの？　どうする

の、私？

　ビツーが頭上を通過する。

　お父さんの残念そうな顔が浮かんだ。カラール壱恒の
ぶ べ つ

侮蔑の横顔を思い出した。

　私は手柄を立てるんだ。

　バリバリと空を切り裂いて、バスビーの両肩の砲身から飛び出た弾が、まっすぐビ

ツーの背中に襲いかかる。

　当たった。爆発を確認。
ビ ツ ー 条 約 軍 の
TU。ロケットブース
ターを装着して初期加速
を行い、弾道飛行で目的
地を強襲する戦術をとる。
歩行は苦手。もう古い部
類に入るが、飛行可能と
いう長所が残っているの
でまだまだ活躍中。実は
地上用のワバと近縁。

　でも、直撃じゃなかった。ビツーの翼は無残に途中で折れ、姿勢はがくんと前のめり

に傾いて地面への落下軌道に入っているけれど、まだ滑空と、片肺でのジェット推進を

続けている。

　慌てて次弾を装填しようとしたら、そこへあの子から通信が入った。

「待て、もう撃つな。次に撃ったら砲弾が緩衝地帯に落ちる」

　弾を回収されると国際法上まずい状況にあるらしい。それくらい、全部説明されなく

てもわかる。だって今は普通の戦時とは違う。ワームホール停戦が発効しているのだ

もの。

　私は煙を出しながら落ちていくビツーを見守った。緩衝地帯の手前で落ちてくれれ

ば
やっかい

厄介が少ない。せめてパイロットだけでも手前に……って、そうだ、早く脱出しなさ

いよ、パイロット。命は
お

惜しいでしょう！

　そんな私の心の声はやっぱりビツーのコクピットまでは届かなくて、パイロットが脱

出することもなく、緑の機体は森の中――この戦線に設定された緩衝地帯のど真ん中へ
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と落ちていった。ああ、もう、よりによってそんなところに。でも緩衝地帯を飛び越さ

なかっただけまだマシ？

「ふむ。森に落ちたか。今ならまだ間に合う。墜落したビツーを探し出し、パイロット

を確保しろ。コクピットは、可能ならレコーダーを回収し、無理なときは丸ごと破壊す

ること。――ああ、パイロットは死体になっていてもきちんと持ち帰るように」

　どうも私より若そうなのに、なんて冷血な言動なの。

　相手はたぶんエリートだから、その感想は当然胸のうちにしまっておいて、私は別の

ことを口にした。

「緩衝地帯への立ち入りは、停戦条約に違反しませんか？」

「あなたは人命救助をしようとしているのよ。軍事行動を取るつもりは毛頭ないのだけ

れど、悲しいかなバスビーの火砲は固定装備だから放り出すわけにはいかない。しかた

ないのでそのまま武装した TUで緩衝地帯に足を踏み入れるの。それとも、代わりに

ビツーのパイロットを助けてくれる誰かがそこから見える？　見えないわよね」

　ああ、そういうことか。

「了解」

　私は針路を変更して、進行を再開した。今まで
う か い

迂回するように通っていた森、緩衝地

帯を真正面に見
す

据えて。

　人家も何もない土地なので、輸送路から離れても足場に困ることはなかったのだけれ

ど、やがて行く手に、土色に
にご

濁った幅広い河が現れた。深さはよくわからない。ワバに

乗っていたらここで橋を探すはめになったに違いないけれど、このバスビーなら何の問

題もなかった。思ったとおり、脚部ホバーにロケットエンジンを併用すると、
み な も

水面の上

を走って突破することができた。

　河を越えると、もう森は目の前だった。

「ここって、もう緩衝地帯なのかな」

　河べりの砂地を進みながら、私はそこに何の目印も存在しないことに気がついた。　

森が緩衝地帯――というのは、隊長に聞かされた
おおざっぱ

大雑把な話であって、私は正確な定義

を知らない。そしてたぶん隊長も知らない。そういう人だ。あの人が持っている資料

にはちゃんと書かれてあるのだろうけれど、ろくに見ないまま机の上にほったらかして

いるのだ。けれどこの件に関しては私にも責める資格がない。私だって、今こうしてそ

こに踏み入ろうとするまで、知りたいとは思わなかった。そういう情報を頭に入れてお

く必要があるのは、緩衝地帯の手前に
ちゅうとん

駐屯している部隊の人間であって、そこに補給

物資を届ける人間――つまり私たち――ではないのだから。

　ところで、わざわざ声に出して
つぶや

呟いてみたのは、通信相手からの反応があるかもし

れないと思ったからだった。けれど、うんともすんとも言ってこなかった。というか、

もう回線が閉じていた。河のこちら側までは届かなかったのだろうか。

　まあ、いいわ。やるべきことはわかっているもの。

　森の木々は、おおかたがバスビーの胸までの高さだった。いっそ頭まですっぽり隠し

てくれる高さがあれば、見
とが

咎められることもないのだけれど……。まあ、いいわね。こ

れは人命救助という大義名分のある行為なんだから、見られたところでどうということ

もない。というか、今考えたら、議会軍の連中だって向こうの境界線から見張っている
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に決まっている。だからいまさら取り
つくろ

繕ったところで無駄なことなのかも。

　さて。ビツーはどこに
お

墜ちているのだろう。

　森に入れたはいいのだけれど、空に見えていた煙の筋はもうかなり薄く拡散してし

まって、それを頼りに墜落地点を探すことはできない。
お

生い
しげ

茂る植物の中では、ビツー

の機体色はちょっとした保護色になるから、かなり注意して探す必要がありそうだっ

た。もっとも、バスビーの大きな足と肩の回転砲塔が木に引っかかるせいで、どうせ

ゆっくりとしか進めないのだけれど。

　――あった。

　五分ほど探し回って、ようやく私は墜落したビツーを見つけることができた。その足

元には押し倒された木々が積み重なり、上半身は大きな二本の木の間に
はさ

挟まって受け止

められたようだった。それで結構クッションが効いたらしく、墜落による機体の損壊は

少ないように見える。背中の被弾箇所も
ち ん か

鎮火していて、今からむくっと起き上がって動

き出してもおかしくない気がした。――うん、その可能性は
ゆうりょ

憂慮するべきだわ。そんな

ことが起きないように、まずはパイロットを捕まえてしまおう。

　ビツーの肩に手をかけて、コクピットをあらためようとしたそのときだった。接近警

報が鳴り響き、私は反射的に回転砲塔の照準動作を取りながら、レーダーの示す TUら

しき物体をふりかえった。

　そして見た。TUの頭が、こちらへ向かって歩いて来る姿を。

　レール移動式の単眼がこちらを見ている。あれは議会軍の典型的な TU用センサー

だ。けれどそのレールは、普通なら縦向きなのに、この TUの場合、横向きについてい

る。レールのほうも、最近の機種では露出を抑えて装甲で守るのが主流なのに、こいつ

のは頭部本体を取り巻くように設置されていて、時代遅れの感じがする。

　そう、時代遅れ。

　私はこの TUを知っている。機種として知っているのではなく、この・機・体を知って

いる。火砲を使用する TUばかりを付け狙った所属不明機、通称「火砲狩り」。

　私の人生を狂わせた憎き敵が、今、目の前にいる。私のほうへ近寄ってくる。せっか

く手柄をあげようとしているのに、そのチャンスを奪おうというの？　私が火砲のつい

た TUに乗っている、ただそれだけの理由で……。

　許せるものか。邪魔させてなるものか。恨みを晴らさずにおくものか。

　ここで会ったが百年目、
ね ん ぐ

年貢の納め時と知れ、このテロリストめ！

　私は先手を取った。あの電撃棒の間合いに入ってしまう前に、「火砲狩り」を回転砲

塔の
まと

的に収め、ロックオンとともに
かんぱつ

間髪をいれず攻撃……。

　しようと思ったのに。

　次の瞬間、頭を吹き飛ばされたのは「火砲狩り」じゃなくて私の乗ったバスビーのほ

うだった。

　いったい、何が起きたの……？

　わけがわからないまま、私は意識を失った。
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二幕

　ケララ探題に出頭を命じられたのは、翌日の昼のことだった。

　顔に
ばんそうこう

絆創膏――軍医が絶対はがすなと言っていた――を貼ったまま探題庁舎の廊下

を歩くのはかなり恥ずかしかったけれど、指示された部屋の前に立った瞬間には、緊張

でそれどころではなくなっていた。木製の高価そうなドアを、傷がつかないよう優し

く、けれど弱すぎて覇気がないと思われない程度には力強く、ノック。

「入って」

　タイムラグ二秒。相手は怒っているのかもしれない。

「ダウエ・ダリア
さんゆう

参遊、参りました」
参遊 参等遊官。条約
軍下士官の階級で、議会
軍の伍長に相当する。

　入室して即座に敬礼。

「やってくれたな」

　ああ、やっぱり。

　待ち構えていたのは、まだ学生の顔立ちの女の子で、その声には覚えがあった。そし

て軍装に身を包んでいることといい、偉そうな口調といい、きのう秘匿回線で話した彼

女と同一人物に違いない。まずその点において、そして、やはりこの子はオカンムリら

しいというもうひとつの点においても、私の推測は当たっていた。

「ビツーのコクピットの破壊、亡命者の確保、そのどちらも失敗。しかし、まあそのこ

とはいい。君はあの機体の正規の乗り手ではなかったそうだな？　その割には、私の急

な命令に
じゅうなん

柔軟に対応していたと評価しよう。だが、そのあとがひどすぎた」

　心底
あき

呆れた顔の少女が言わんとすることは、これもまあ、推測できる。

「緩衝地帯で火砲を使用したこと、ですか」

「
・
使
・
用
・
し
・
よ
・
う
・
と
・
し
・
た、だな。

み す い

未遂で終わって良かった。何を血迷ってあんなことを？　

もちろん始末書はあとで書かされるだろうが、ここで
ほ ん ね

本音を聞いておきたい」

「自分が遭遇した TUはご覧になりましたか？　あれは敵性、いえ、テロリストの TU

でした。任務を妨害されると判断し、咄嗟に排除を……」

「『火砲狩り』」

　少女は溜め息をひとつ
も

漏らした。私は首を
かし

傾げたくなった。

「ご
ぞ ん じ

存知でしたら、なぜ」

「君はご存じないのかな？　あの『火砲狩り』、サブラウは、今は地球府停戦監視団の一

員だ」

「――え？」

　頭の中が真っ白になった。

「巡回中だったサブラウは、緩衝地帯へ進入した君のバスビーを発見して、退去勧告の

ため接近した。それに向かって問答無用で攻撃などして、どうなるかわかっているの

か？　重大な国際問題だ。残念ながら、我がケダブール条約機構はいま、停戦を解除さ

れるわけにはいかない状態にある。つまり、血迷った一介の参遊ごときを
よ う ご

擁護するとい
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う選択肢はない。統一国家連合議会が協定違反を見咎めて強気に出てきた場合、下手を

すると、君の処分もこのケララ探題の裁量を超える。この意味はわかるかな？」

　それくらいわかるわよ、小娘。
バーラト亜大陸
暗黒時代以前はインド亜
大陸と呼ばれていた地域。
地球府による自然環境の
回復は前世紀に完了して
おり、今ではむしろ育ち
すぎた森林の開拓に手を
焼いているほど。

　かつて議会軍が全域を制圧していたバーラト亜大陸の南部を、血と汗を代価に奪い

取った先人たちが、前線における政治と軍事の中心として築いたのがこのケララ探題

だ。以来、バーラト亜大陸に常駐する部隊――私の所属する第 75
しちょう

輜重隊もそのひとつ

だ――に関する賞罰はケララ探題が独自に下せるようになっている。その権限の範囲

を超えるという処分となると、軍籍の
はくだつ

剥奪か、悪くすると――銃殺刑！

　もう功績どころじゃない。私の命が危うくなってしまった。ああ、お父さん、ダリア

はどうすればいいの？

　私はこのとき、
は た め

傍目に見てわかるほど身震いしていたかもしれない。少女は私に向け

ていたきつい視線をふと
やわ

和らげると、今度は
ほ ほ え

微笑んだ。

「でも安心なさい。私が手を打ってあげたから」

「――どういう、ことですか？」

　少女の返事を待っていると、うしろで小さくドアがノックされた。

「ちょうどお見えになったようだ。――どうぞ」

　ドアに向かって発せられた「どうぞ」は
アーシック

地球語だった。何が何だかわからないまま、

私はとにあえず脇にどいて、新たな入室者を迎えた。

　現れたのは、落ち着いた雰囲気の女性。年のころは、私より少し上だろうか。ビジネ

ススーツと縁の細い
め が ね

眼鏡がよく似合っている。

「地球府より参りましたカミラ・カルタ・アルタミラです。こちらは、情報局のテグス・

テヒネ様のお部屋で間違いないでしょうか？」

　今まで聞いてきたなかで、いちばん滑らかで聞き取りやすい
アーシック

地球語だった。だからこ

そ聞き捨てならなかった。彼女の
よど

淀みない口から、「情報局」という言葉が出たことは。

どうやら組織名を訳し間違っているのではない。ということは、このテグス・テヒネと

いう娘は……。

「はい。お待ちしておりました。私が情報局ケララ支局長代理、テグス・テヒネです。

そしてそこに
ひか

控えているのが――」

　少女テヒネは私のほうに顔を向け、自然と、カミラという地球府職員の視線も私に注

がれた。私は体中の汗腺が活発化するのを認識した。

「――停戦監視団への参加を志望しているダウエ・ダリア参遊です」
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三幕

　停戦監視団の拠点は、意外なことに、私がバスビーを届けるはずだった基地からさほ

ど遠くない場所にあった。基地というよりは、大きめの農場だ。畑や宿舎、食品加工施

設に囲まれて中央に大きな倉庫があり、その一画に、飼料用らしい草にまみれて TUが

何機か収められていた。

　倉庫の外に置いてある TUを見つけた私は、どきりとしてそこで立ち止まった。

　――違う。

　サブラウではなかった。それは議会軍の標準的な TU、ツィーズだ。ひよわそうな円

柱状の手足は、キャスキーで何度も撃ち抜いた覚えがある。

「おかしなものね」

　母国語で呟くと、さっきまで隣を歩いていたカミラ――立ち止まった私に気づかず先

に行ってしまっていた――がふりむいて、苦笑する。
アーシック

地球語以外も、使えるらしい。

「しかたないのです。地球府では、あなたがたほど TUを使いませんから。専用の設備

がある施設は限られているのです」

「ああ、違うんですよ、カミラさん。そうじゃなくて……。私、森の向こうはすべて議

会軍が実効支配していると思っていたから」

　カミラはなるほど、という顔をした。

「よく誤解されています。特に若い方には」

　カミラはそのまま、ちょっとした青空講義をはじめた。

　実は、森とその北面の農耕地帯は地球府の管轄領域であるらしい。半世紀前、統一国

家連合はこの一帯で地球府が行っていた荒地の農地化事業を支援するという名目で、労

働力と、「防災部隊」としての軍を派遣した。カミラが言うには、彼らは地球府の農地

化事業を大いに助けたそうで、その結果、半世紀かかると想定されていた計画は二十年

で安定軌道に乗った。余裕ができた地球府は、さっそく次の事業を進めるために、職員

の主力をよそに移した。残ったのは、統一国家連合が計画通りに農地化を推進している

ことを確かめる監査要員や、この農学の一大実験の結果を見守る研究者ぐらいのもの。

地球府の施設は人が減ってがらがらになり、対照的に周辺の議会軍施設と入植者たちの

住宅地は賑やかになっていった。

　その空いていた施設、つまりこの農場が、停戦監視団の基地のひとつとして使われる

ことに決まった。再び多くの人間を迎えることになったわけだが、カミラはこれについ

ても苦笑した。

「一時的なものです。私も、そしてここに来ている監視団の皆さんも、ほとんどはここ

の常駐要員ではありません。今でこそ、こうして倉庫の外に TUを並べるような有様

ですが……。目下の
けんあん

懸案事項が片付けば、私たちは別の拠点へ移動することになってい

ます」

「忙しいんですね」
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「人手も財源も限られていますから。本拠地はシルダリヤに置いていますが、大半の人

員は、普段はこうして任地を転々としているのです」

　私もその引越しにつきあわされるのだろうか。いやいや、そんなことにはならないは

ず。カミラの言う目下の懸案事項が何なのか判然としないけれど、私にとっての懸案事

項さえ片付いてしまえば、テグス・テヒネは私が軍に戻れるよう手配してくれるはず

だ。でも、もちろん、そんなことはカミラには秘密。私はにっこり微笑んだ。

「私も停戦監視団に力添えできて嬉しいです。カミラさん」

「感謝しています。参加を志願してくれたあなたと、快く TUを都合してくださったケ

ララ探題に」

「私が使う TUは、どこに？　先だって
はんにゅう

搬入済みと聞いているんですけど。実は機種

も知らされていなくて」

「そうだったんですか。たしかに昨日のうちに受け取ってあります。ちょうど詰所の近

くですから、寄って行きましょうか」

「是非お願いします」

　それは私の本音だった。テヒネがどれほどの権力を持っているのかわからないけれ

ど、ここでどんな TUが待っているかで、それが
お

推し
はか

量れるというものだ。もし旧式の

ダルやゼブなんかだったら、もうあの娘相手に背筋を伸ばす必要もなくなるだろう。逆

に、バスビーやそのファミリー機なんか準備されていたら、年上相手に無礼なところは

許してあげてもいい。

　期待を胸に、カミラと一本道を歩いていくと、遠くに
さく

柵が見えてきた。敷地の北側の

境界なのだろう。いくつか見える建物の中で、詰所というのがどれであるかも見当がつ

いた。そばに、TUを
おお

覆っているらしい天幕が見えていたからだ。

　詰所とその天幕を挟んだ位置には、柵が途切れて門になっている部分が
のぞ

覗いて見え、

ちょうど、数階建ての高さの大型車輛がそこを通って中に入って来るところだった。デ

ザインからして、どうやらケダブール条約機構の同胞のものらしい。けれど今まで見た

ことがないタイプで、少なくともケララ探題の指揮下にある部隊ではなさそうだった。

　のどかな農園に地鳴りのようなエンジン音を響かせていた大型車輛は、ゆっくりと転

回して天幕の
そば

傍で停まった。並んだところでわかったのだけれど、車高が天幕の高さに

ひけをとらない。TUを積んでいるのだろう。機種はなんだろうか。

　思わず早足になってしまったけれど、カミラもそれに遅れなかった。おや、と思って

いると、行く手で大型車輛から降りてきた人影のひとつが、こちらへ大きく両手を振っ

て見せる。

「おーい、カミラー！　いま着いたわよー！」

　やたら元気のある女の声だ。
アーシック

地球語ではあるのだけれど、カミラのそれとは響きが違

う。声音の問題じゃないな、と私は確信した。これは品性の問題。女はその場でぴょん

ぴょん
と

跳びはねるものだから、彼女の着ている赤いワンピースの、あまり長くはない
すそ

裾

が、ひらひらと踊っていた。およそ軍人らしくない。

「遠路ご苦労様でした、ホリハさん」

　叫ばなくても声が届くところまで近づくと、カミラも嬉しそうに笑った。探題でテヒ

ネに見せた微笑とは、ちょっと様子が違う。
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「本当に遠かったわ。港からこっちにはハイウェイもないし、地球府の施設以外じゃ
う か つ

迂闊に休憩もできないし、おまけにこの暑さだろ？　けっこう
こた

堪えたよ。ボチオが空さ

え飛べればね……」

　赤いワンピースの女、ホリハが、大型車輛のタイヤをえいえいと蹴飛ばす。ボチオと

いうのが車のほうの名前らしい。やはり聞き覚えがないので車種名ではなく
・
こ
・
の
・
車の

名だろうか。

「――と。カミラちゃん、こちらは新人？　見かけない子だけど」

　ふりむいたホリハの視線には私がいる。

「ダウエ・ダリア参遊です。本日付で停戦監視団に参加することとなりました。以後、

よろしくお願いいたします」

「ふーん、ダウエね……。ダウエ・ダウアの？」

「はい、娘です。父をご存知でしたか」

「そりゃ、バヨ部隊の運用においちゃ右に出るものはなかったからね。アタシらが使っ

てる TUはバヨを改造したものだし、できれば一度、いろいろテクニックをご教授願い

たいもんだね」

　ということは、面識はないらしい。良かった。お父さんがこういう女と知り合いじゃ

なくて。けれど、父を
ほ

褒められたので素直に鼻が高くなる。

「それは難しいでしょう、団長」

　頭上から男の低い声がした。ボチオの車体を見上げると、三階ほどの高さのドアか

ら、屈強の見本のような男が体を乗り出し、そこからタラップを垂らしていた。男は恒

官の軍帽と軍用のズボンを着用しているけれど、階級章も部隊章もあるべきところに見

当たらない。

「どうしてだい、コッソン」

　垂れてきたタラップの下端から一歩距離を取りながら、ホリハは頭上に問いかける。

「ダウエ
に か

弐河は、ネデルの兵学校で
きょうべん

教鞭を取っていると聞き及びます。俺たち
ようへい

傭兵には

――」コッソンと呼ばれた男は一階ぶんの高さを残してタラップから手を離し、着地し

た。「近づくことも難しい場所です」
弐河 弐等河官。条約
軍士官の階級で、議会軍
の中佐に相当する。

ネデル 欧州の一都
市。かつてネーデルラン
ドと呼ばれた地域に位置
し、陸海の交易で栄えて
いる。郊外には条約軍最
大規模の兵学校がある。

「なるほどね」

　ホリハは
うなず

頷き、コッソンはカミラに
えしゃく

会釈している。近くに来て気づいたが、眼帯を

している。その眼帯で死角になっているというわけでもないだろうに、私には
いちべつ

一瞥もく

れない。無礼なヤツ。

　ふむふむ。なるほどね、はこちらもだ。傭兵。道理で、風紀も何もないわけだ。この

連中なら、軍事施設に入るどころか、ネデルの税関を通ろうとする時点で締め出されて

しまうだろう。陸路でなく海路だったら上陸拒否だ。

「ダリアさん、こちらは傭兵団レグラヌーズ団長のホリネ・ホリハさんと、コッシュ・

コッソンさん、それから……」

「うわー、キャスクだー」

　無礼者たちに代わって、カミラが紹介を始めてくれたけど、そこへボチオの裏手から

子供の声が聞こえてきた。ボチオの向こう側といえば、さっき見えていた天幕がある。

――私の TUか！
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「ふむ。塗装しなおしてあるけど、新品じゃないなー。やっぱり生産ラインはほとんど

キャスキーに転換されちゃったんだなー。残念だー。あ、でもでも！　これケララ探題

の抜刀隊が使ってたやつかも！　よし、調べてみよう」

　地球府の職員の息子だろうか、勝手なことを言ってはしゃいでいる。というか、ガタ

ゴトと音がしているのは何？　まさかコクピットハッチが開いているんじゃ……。

　私は走り出した。ボチオの車体をぐるりと回り、天幕の隙間に、ダボダボの作業着を

着た少年の背中を発見。

「こら子供！　乗るな！　触るんじゃない！」

　 TUによじ登ろうとしていた少年の裾を捕まえ、地面に引きとおして、それから腕を

ねじ上げる。

「イタタ！　痛いよ！」

　少年はたまらず悲鳴を上げたが、私は力を
ゆる

緩めない。TUは紛れもなくキャスクだっ

た。キャスキーより少し旧式だけど、いい素性であることに違いはない。せっかっく宛

がわれた大事なその TUを、どこかの子供の好奇心でいたずらされてはかなわない。

たとえ未遂であっても、その罪は重いといわざるを得ない！

「
ひ と

他人の TUに勝手に触るんじゃないわよ。どこの子？　親のところまでしょっ引いて

やるわ」

　ひとまず天幕から出ようと、もがく少年をぐいぐい引きずって行く。すると外では三

人が様子を見に来ていた。ちょうどいい、カミラにどこのガキだか問い
ただ

質そう。失礼に

もほどがある。

　と、そのガキは引きずられながらうしろ――私にとっては正面――をふりむき、目を

輝かせた。待ち受ける三人の姿を見て、そこに何がしかの救いを見出したようだった。

「たすけてよー。
だっきゅう

脱臼するー。ホリ
ねえ

姐ー」

「団長と呼べ、ブシー」

「そうよ、たまには団長とお呼び、ブシー坊や」

「ブシー君を放してあげて下さい、ダリアさん」

　三人の口ぶりによって私は悟った。ふむ、この子も傭兵の一員というわけね。カミラ

にまで言われてはしょうがないので、私は
つか

掴んでいたブシーの腕を放してやった。ブ

シーは小型犬のようにホリハのもとへと駆けていく。

「
しつけ

躾がなっていないのでは？」

　ホリハに向かってそう言ってやると、鼻で笑われた。

「誰の躾の話をしているんだい？」

「私は大人です」

「一人前の？」

　それを聞かれると、ちょっと痛い。この連中は私がここへ来た経緯を知らないから、

見栄を張ってもいいのだけれど、ばれたあとで困るかもしれない。さて、何と言い返そ

うか。

「それなんですよ、ホリハさん」

　ちょっと考えている間にカミラが口を挟んだ。自分の思いつきに満足している表

情だ。
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「――ダリアさんは、停戦監視団の活動は初めてです。そこで、熟達したレグラヌーズ

の皆さんに、最初の数日だけ指導をしてもらえないかと思うんですよ。いかがで

しょう？」

「いかがでしょう、って、それ、あたしらがこの娘をチームに加えて行動するってこと

かい？」

　迷惑そうに問い返したホリハに、カミラは笑って「ええ」と答えた。どうやら、第一

印象のままの人物ではないらしい。

「ホリ姐、オレ、キャスクの整備してみたい」

「ブシー坊やの意見は聞いていないよ。――コッソン」

「ダウアの娘です。恩を売って損はないでしょう」

「フム。オーケー、カミラ」ホリハは
しぶしぶ

渋々のように頷いた。「この娘、ウチで預かろう

じゃないか。いっぱしの仕事ができるようになるまでね」

　そんなわけで、私は傭兵団レグラヌーズと行動を共にすることになった。
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四幕

　カミラから衣食住関係の説明を受け終わった私は、さっそく部屋に入って荷物を解

き、生活用品その他を配置することにした。といっても、洗面具を鏡のそばに置き、着

替えをベッドの脇に置いたらほとんどおしまい。それからふと、地球府職員以外はほと

んど制服をつけていなかったことを思い出し、
いっちょうら

一帳羅の私服に着替えると、部屋の中で

することは完全になくなってしまった。まだ半時もたっていない。

　寝床の具合を確かめるべく、ベッドにダイブ。

　――期待していたわけじゃない。輜重隊が割り当てられる寝床より上等なものなん

て。だから、おでこも鼻の頭も痛くはなかった。本当に。ぜんぜん。絶対。

　まあ、いいわ。ここに長居をするつもりはないもの。

　私は任務を片付けることを考えた。機会が巡ってこないことには身動きが取れない

けれど、いざ動くときのための準備なら、今でもできることがある。この部屋でやるべ

きことはもう片付いてしまったけれど、外に出てやっておくべきことはいくつもあっ

た。さてさて、まずはキャスクのチェックだ。実際に動かさないのなら、私服でもかま

わないだろう。

　数分後、私はさっきの天幕に駆け戻っていた。もちろん、レグラヌーズの傭兵たちに

見つからないように細心の注意を払って。子分扱いで妙な雑用を押し付けられてはた

まらない。

　悪ガキの難から逃れたキャスクと改めて対面。再塗装されたばかりの鮮やかな青。

一般機は初代主力 TUであるカロ以来の伝統として、紫で塗られていた。けれど、停戦

監視団参加機はこの色に塗ることに決まったらしい。青は拠点防御用 TUにいくつか

先例がある。停戦監視団参加機が専守防衛方針であることを、この色を通じて対外的に

訴える作戦なのかもしれない。でも憶測に過ぎない。例によって、テグス・テヒネから

は何も聞いていないから。

　まあ上の人の狙いはともかく。私はちょっと面白くない。だってこれ、にっくきサブ

ラウと同系色なんだもの。まあ、向こうはもっと
いんうつ

陰鬱なくすんだ色味をしているから、

その点このキャスクは
さわ

爽やかなのが救いだ。

　サブラウといえば、いったいどこにいるのだろう。どこか見えない場所に格納されて

いるのか、出払っているのか、まだその姿を目にしていない。けれど、出くわすのは

きっと時間の問題だ。テグス・テヒネからはサブラウに手を出すなとうるさく言われて

いるけれど……。やっぱりオトシマエはつけなくちゃいけない。TU戦がダメでも、そ

の乗り手――なんか覚えにくいヘンな名前だった――を見つけて、どうにか一泡吹かせ

てやらないと！

　と、グッと拳を握り締める私を、誰かが見ているのに気づいた。天幕の隅。

　ぎょっとしたけれど、なんのことはない、視線の正体はただの子供だった。ブシー・

ブモクより幼く、まだ十歳にもならないくらいで、おとなしそうな顔立ち。どこの子な
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のだろう、なにやら見慣れない服を着ている。ゆったりとした
き じ

生地の使い方は私たちの

服と似ているけれど、裾がやけに長くて動きにくそう。実際、男の子は私と目が合って

も全然動く気配がなかった。

「こんにちは」

　見るからに無害ではあったけれど、子供というのは油断ならない。私のキャスクにべ

たべた触られてはたまらないので、ひとまず外に連れ出そうと歩み寄る。もちろん、い

たいけな少年を怖がらせたりはしない。ゆっくりと、にこやかに。

「あなた、どこの子？　ここは危ないから、お父さんかお母さんのところへ連れて行っ

てあげるね」

　手を差し出す。――けれど男の子はまるで手など見えていないかのように、ただ私を

見上げるばかりだった。

「私の言葉がわからない？」

　男の子、無言。

　おかしいな。
アーシック

地球語はそんなに下手じゃないはずだけど。カミラとは普通に会話し

たし。

　ひとしきり首をかしげて、私はある可能性に気づいた。

「――もしかして、
しゃべ

喋れない？」

　そもそも耳が聞こえないのだとしたら口にするだけ無駄な
せ り ふ

台詞だったけれど、幸いそ

うではなかったようだ。男の子は小さく頷いた。

　心因性の発話障害だろうか。そういえば怖いほど表情のない子だ。なにかしらフク

ザツな家庭環境にあるのかもしれない。私は普通の――つまり普段は優しく、ときに厳

しい――お母さんと、立派なお父さんがいてくれたから、幸せだったと思わなきゃいけ

ないのだろう。幸せな私は、どうやら不幸らしいこの子に、人一倍親切にしてあげるべ

きだと思った。

「よし、お姉さんに任せなさい」

　男の子と身振り手振りを交えて対話して、なんとか帰る方向を聞き出せた。警戒を解

いてくれたのか、今度は素直に手を引かれて歩いてくれる。ついでにちょっと世間話で

もして優しいお姉さんっぷりを鮮烈に記憶させてやろうというアイデアが浮かんでき

たので、私はそれを実行した。

「私……お姉さんはね、今日からここに来たんだよ。しばらくここでみんなとお仕事を

することになったから」

　何のお仕事？　と普通の子なら
たず

訊ねるところだろう。けれど彼にはそれができない。

私は彼の視線から同様の意図を察して――我ながらなかなか勘がいい――話の先を続

ける。

「きみ、停戦ってわかるかな。今はみんな戦争をお休みするっていう約束をしているの。

でもそれを守らない悪い人や、約束の意味を勘違いをしている人もいるかもしれないか

ら、誰かが見張りをやることになったわけ。それが停戦監視団で、最近ここに集まって

いる人たちはたいがいがその停戦監視団の一員なの。私もそれに加わったってわけ。

わかる？」
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　少年は頷く。これからどう話が面白くなるのか期待している表情――のように思え

た。困った。オチは考えていなかったんだけど。あ、そうだ。あれをこっそり話してし

まおう。うん、この子相手なら問題ない。私はにやにやしながら少年を振り返った。

「でも、ここだけの話」と言って、ここでちょっと間を置く私は演技の才能もあるかも

しれない。「私はみんなとは別の秘密の任務……、そうね、お仕事を言いつけられてい

るの。ここからすぐ南の森に、TUが空から落っこちたのは知ってるかな？　――見

た？　そう。私も。あれはきっと名人が撃ち落したに違いないよ。って、話がそれた

ね。実は、あの落っこちた TUのパイロットをこっそり探し出すのが、私の秘密のお仕

事なの」

　だいぶ
か

噛み
くだ

砕いたけれど、実際テグス・テヒネから命じられた内容はそんなところ

だった。私はただの
ちょうばつ

懲罰として、あるいは奉仕活動による思想矯正のためにここへ追

いやられたわけじゃない。テグス・テヒネは生意気だけれど優秀だ。つまり、私はバス

ビーに乗っていたあのときから継続した任務を遂行中なのだ！

　あのとき言われたビツーのコクピット破壊については、もう時すでに遅しなので現場

ではどうしようもなく、コクピットを含むすべての部品の回収は外交の領域に入ってし

まった。ならばせめて亡命者らしきパイロットの生死と所在の確認を、というのが私の

担うところ。停戦監視団はパイロットについて行方不明と発表しているけれど、何か隠

している可能性が高い。内部にいれば情報もつかみやすかろうということで私は送り

込まれた。一応、生け捕りが優先ということになったけれど、連れ帰るのが無理だと判

断したら殺せといわれている。その責任は情報局で負ってくれるらしく、私に損はな

い。うまくやれば私は無罪放免で、未来ある情報局ケララ
・
支
・
局
・
長とのコネが私自身の今

後の栄転のきっかけになるかもしれなくて、もう笑いが止まらない……というケースも

期待できるのだ。そうでなきゃ、議会軍と同じ
かま

釜の飯など食べには来ない。

「いい、秘密よ？　絶対だからね」

　念を押す。けど、これも演出の一環であって、最初から私は秘密
ろうえい

漏洩の心配なんてし

ていない。どうせ彼は誰にも話せはしないのだもの。

　それからも他愛のない話をしながら畑をつっきり、浄水施設のところで折れると、そ

の先に倉庫が見えた。シャッターが閉まっている。その手前にはどうやら人影。どう

やら男かな、と思ったときにはもうその視線はこちらを向いていて、ずっと引いて来た

小さな手のぬくもりがすっと消え去った。少年が駆けて行く。行く手の男はそれを

じっと待ち受ける。笑っているようだった。

「お父さんを心配させるんじゃないよ！」

　ふたりの関係を理解した私は、背中に声をかける。自分も昔、迷子になってだいぶ心

配をかけた。最近は思い出すこともなかった出来事だ。

　男の子は父親の足にしがみついた。父親は息子の黒髪をわしゃわしゃと
な

撫で回すと、

引き返そうとしていた私に向かって深々と頭を下げた。息子のほうも慌ててそれに
なら

倣

う。その動作のぎこちなさがかわいらしかった。
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五幕

　長い寄り道をしてしまったので、部屋に戻るともう
ゆ う げ

夕餉の頃合だった。たしか食堂に

行けば食事が用意してあるとカミラは言っていた。おなかがグウと鳴る。

　あの三人に声をかけるべきなのだろうか？　いろいろ教えてもらう必要は確かにあ

るけれど、素性の悪い傭兵たちと親密になる気にはなれないし、ホリネ・ホリハに対し

て手下のようにいちいち行動の
うかが

伺いを立てるのは
なおさら

尚更ゴメンだ。軍人の
かがみ

鑑ダウエ・ダ

ウアの娘のすることじゃない。よし、ひとりで行こう。

　と思ったのだけれど、ドアを開けたそこには少年ブシーが立っていた。にんまり笑っ

て私を見上げる。

「ねーちゃん、夕餉だぜ」

　これを断ったら無礼になる。人の誘いをむげに断る無礼な新米士官をその昔父が説

教し、行いを改めた士官はその後たいそう出世したという美談を私は思い出していた。

礼儀は大事だ。相手が相手とはいえ。――私は
たんそく

嘆息ひとつのおまけつきでブシーの誘

いを受け、レグラヌーズの三人と一緒に食堂へと向かった。

　向かったのだが。

「まだ準備中なんじゃないですか？」

　私は三人のうち誰にともなく――もとい、ひとり除外。悪ガキ相手に敬語を使ったつ

もりはない――言った。食堂の席には全く人影がなかったからだ。

「他に人が来ていないだけさ」

　レグラヌーズの面々は立ち止まることもなく
ちゅうぼう

厨房のほうへ歩いていく。私は首を傾

げながらあとを追った。

「準備はしてくれてるよ。そういう
て は ず

手筈をカミラたちが整えてくれてるからね」

　なるほど、たしかに。
バーラト芋 帰還暦
200 年頃、地球府がバー
ラト亜大陸の開墾地で新
たに栽培に成功した品種。
クセのない味と高い栄養
価のため、現在ではバー
ラト亜大陸全域で作られ、
文化圏を問わず常食され
ている。酒も作られてい
るが、こちらは一転して
クセが強くなっているの
で人を選ぶ。

ブチペッコ 惑星ケ
ダバス原産のペッコ科の
家畜。アカペッコを食肉
用に品種改良したもので、
野生には生息しない。玄
人はブチ模様で肉質を見
極める。

　トレイを持って進むと、大きなお皿が差し出された。
の

載っているのは、バーラト
いも

芋の

サモサと、ブチペッコのステーキ。けれどそれは面積の半分でしかなくて、残りいっぱ

いにみずみずしいサラダがどっさり。小さい器に注がれて渡されたスープは、これはな

にかしら？　ま、いいか。食べられればなんでも。ご
ち そ う

馳走を期待していたわけじゃ

ない。

　四人で、食堂の隅の席に着く。通過した大部分の席は掃除中。やっぱりなんだかおか

しい。だって夕餉の時間なのよ？　なんで準備中なの？　なんで私たちしか食べに来

ないの？

「いただきまーす」

　ブシーの一声を合図にしたように、三人の傭兵たちは食べ物を口に運びはじめる。ま

わりの様子を変とは感じていないようだ。

「前の任地でもこんな感じだったんですか？」

　思い切って私は聞いてみた。
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「いや、前のところでは芋は出なくてパンばっかりだったね」

「あれは参ったよ」

「しかしクロワッサンは
うま

旨かった」

「いえ、そうではなく！」慌てて制止。「私たちしか食べに来ていないし、厨房もそのつ

もりでしか作っていないみたいじゃないですか。みんな出払ってでもいるんでしょ

うか」

　傭兵たちは一様に食事の手を止めてきょとんとし、一斉に吹き出した。

「そりゃそうさ」

「だってまだ
ひ

陽があるもの」

「我々の夕餉にはちょうどいい時間だ」

　ますます意味がわからない。周りに視線がないのがせめてもの救いだけれど、なんな

んだろうこの
くつじょく

屈辱は！

「いいかい、ダリア。ひとつ大事なことを教えておこうかね」

　ホリネ・ホリハが
さと

諭す口調になったところで、ブシーが吹いた。

「ひとつでいいの？」

　その頭上に大きな拳が伸びてきてポンと叩く。

「ひとつずつ確実に覚えるのが大事なのだ」

　うわなにこれバカにされてる？

　コホン、と
せき

咳払いをしてホリハは先を続ける。

「あたしたちの、ケダバスの文化がどこでも通用するとは思わないこと。文化の違いっ

てのは、なにも言葉や食べる物ばかりじゃない。普段あたしらが何気なくやる身振り手

振りの意味、生活リズム……、そこいらもちょっとずつ、けれど確実に違うのさ」
ケダバス 暗黒時代
に地球を離れた人類が移
住した惑星のひとつ。ケ
ダブール条約機構の加盟
国は、ケダバスからの帰
還者とその末裔たちが人
口のほとんどを占める。

「つまり、夕餉をこの時間帯に食べるのは、惑星ケダバスの環境に合わせて生まれた習

慣だってことだね」

　ホリハの話とブチペッコのステーキを同時に
そしゃく

咀嚼してブシーが言い添える。

「もっ、もちろん、それくらい知ってましたよ！」

　私は思わず机を叩いていた。
ぎょうぎ

行儀が悪いと気づいたけれど、勢いを引っ込めるわけに

はいかなかった。

「平時はともかく、警戒態勢ならシフトずらして食べそうなものなのに、なんだか平和

そうだなって思っただけです！」

　半分、というか七割はウソ。でも心にもないことを言ったわけじゃない。本当に、こ

の地球府の基地は平和すぎる。停戦中だから？　その
り こ う

履行を監視する仕事をするのが

あんたらの仕事じゃなかったの！？

「言いたいことはわかるけど、たいがい
ながちょうば

長丁場になるからね。あたしたちにゃ交替人員

もロクにいない。全員がずっと続けられる生活リズムじゃないと持たないさ」

「扱いが悪いなら帰る、と言い出す者もいる」

「オレはいろんな TUが見られるからこの仕事好きー」

　ガキの自己主張は無視するとしても、年長者ふたりの言うことには私も頷かざるを得

なかった。なるほど、そういえば停戦監視団の募集に応じて集まってきたのは軍人ばか

りではないのだった。レグラヌーズのような傭兵だって他に仕事の選択肢はあるだろ
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うし、志半ば金半ばといったところで参加しているのだろう。ボランティアの士気は

もっと程度の差が激しいと想像に
かた

難くない。そりゃ待遇が悪けりゃ帰るよね。

「まあ気張るのは結構だけど、ヘマはやめとくれね。フォローするあたしらのことも考

えてさ」

　これを聞いて食事の手を止めたのは眼帯男だ。

「団長、明日から同行させる気ですか？」

「しょうがないだろう、カミラがああ言うんだもの。仕事は実際にやって覚えるのが一

番さ」

「おー、ビツーの回収作業にダリアねーちゃんも参加かー」

　――ビツーの回収！

　思いがけないチャンスが巡ってきた。

　墜落したビツーはもう片付けられたものと思っていたのに、明日ようやく実施するつ

もりらしい。たしかに停戦監視団は人員不足。おかげで助かってしまった。亡命者の
ゆ く え

行方を追ううえで、これほど重要な情報を得るチャンスは他にない。

「ビツーといえば、パイロットはどうしたんです？　生きているんですか？」

　ついでなので、何も知らないふりをして探りを入れる。

「知らないよ、あたしらも今日こっちに着いたんだから。そんなことがあった、ってこ

とだけ移動中に連絡は受けたけどね。コッソン、あんた何か聞いてるかい？」

「いえ。確かなのは、誰の死体も見ちゃいません、ってくらいですかね」

「ならオグ・アム・イットウに聞くのがいいよ、ダリアねーちゃん」

　会話に間が空くと必ず何か口を挟むのか、このガキは。でもなんだか聞き覚えのある

名前……。

「あ、ねーちゃん知らないか。でも TU乗りなら『火砲狩り』は聞いたことあるよね。

墜落したビツーに最初に接触したのは『火砲狩り』のサブラウで、オグ・アム・イット

ウっておっちゃんはそのパイロットなんだ」

　そう、それだ！

「へえ、どこに行ったら会えるの、その人？」

　二度も煮え湯を飲まされた相手だけに、今ここにいたならフォークで突き刺してやり

たいところなんだけど、そんな事情を向こうが知る
よし

由もない。ビツーの墜落の一件とは

何ら関係なく、志に打たれて停戦監視団に参加している、という自分の設定プロフィー

ルを意識し、努めて平静を装って私は尋ねた。

「うーん、このへんにはサブラウも見当たらないから、別の
むね

棟に泊まっているみたいだ

けど……。あの人森のなかにも泊まっちゃうからなー、今どこにいるかはわかんない

や。でも、明日の任務には一緒に行くんじゃないかな？　そんとき会えるよ。話すと

おっもしろいからさ、期待してて！」

「ふーん」

　やけにサブラウのパイロットに
なつ

懐いているのが気に食わない。私はこんなガキに気

に入られる必要はないので、決して悔しいわけじゃないのだけれど、なんだろうこの腹

立たしさは。

　ああ、そうか。バカにされているような気がしてしまうんだ。おまえが負けたサブラ
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ウを操縦しているのは実は気さくなおっさんだよ、そんなのに負けたんだよ、っていう

ふうに。でも、サブラウに倒されたバスビーに私が乗っていたなんて、ここでは誰も知

らないことだ。知らないからこそ、この連中も、無邪気に私にサブラウとそのパイロッ

トの話をしている。嫌がらせではないのだ。妙に反応して警戒心を持たれては今後の

任務に支障をきたす。そう、亡命者はきっとここらに潜伏しているに違いないが、私だ

けで探し出すのは難しい。だから、母国語で構えずに話せるこの三人は情報収集の重要

な手段なのだ。表面上は仲良くしておかなければ。がんばれ私！

「ところで」

　と切り出しながら自然な話題を考える。

「皆さんは停戦まではどちらに？」

　どうせそこらの
へ ん ぴ

辺鄙な戦場で、せせこましい夜盗まがいの商売でもしていたんでしょ

うけど。

「どこって言われてもねぇ……。行ったり来たりさ。運び屋の手伝いをすることもある

し、済んだら現地でまた仕事もらうし、まぁ旅商人に似てるかもね。アハハ」

　明らかに何かをごまかした笑い声。和むどころかこの空気は……。ささっとあとの

二人の様子に視線を配ったものの、ブシー・ブモクはこれまたわかりやすく急に窓の外

を
なが

眺め始めるし、コッシュ・コッソンはといえば相変わらずのいかつい
そうごう

相好をキープし

ているので探りの入れようもない。

　言えない事情がある、っぽい。

　もし何か後ろ暗いことがあるのだとしたら、弱みを握って協力を引き出すチャンス！

　けれど、今は深追いすることもない。料理はだいたい片付きつつある。あとはお風呂

に入って、明日に備えてしっかり寝ておきたい。ビツーの回収に寝坊で遅れるなんてヘ

マだけはできない。

　結局、そのあと話題が弾むこともなく夕餉は終わり、私たちはそれぞれに部屋に引き

上げた。

　間違っても小僧に連れ出される前に、と思ってすぐにお風呂に行った。浴場は広かっ

た。何か農業用の機械も洗うことがあるのかもしれない。これまた私しか使っている

人がいなかったのでちょっとだけ浴槽で泳いでみたりもした。ケララ探題の下士官用

の浴場よりはずっと快適だった。

　脱衣所で髪を乾かしていると、背後を誰かが通り抜けて浴室へと入って行った。鏡越

しにそれを見た私は思わずふりかえってみたけれど、腰まである長い黒髪がすりガラス

の向こうに消えるところを
かろ

辛うじて見られただけだった。型の古いドライヤーを使っ

ていたせいか、一体いつの間に脱衣所に現れて服を脱いだのかもわからなかった。

　追いかけて自己紹介でもしようか、と一瞬考えたけれど、無闇に目立つようなことも
はばか

憚られたのでやめた。あと、せっかく乾かした髪をまた
ぬ

濡らしちゃうのも面倒だし。

　部屋に戻ってベッドにダイブし、持ち込んだ荷物のなかで最大の容積を持つ愛用抱き

枕を掴んで即座に就寝モードに入った。あの長い髪の女性の名前はどんなだろうとか、

明日はそれ以外にもいろんな人の顔と名前を覚えないといけないだろうな、なんて思い

ながら。

Count in Crimes 22



砲刀三昧 五幕

　そして私は夜中に飛び起きた。

「――亡命者が男だなんて、誰も言ってないじゃない」
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六幕

　きのうお風呂で見た女、あれがどうも怪しい気がする。これはもう、あれ。直感。女

の勘。

　でも、そもそもの失敗は調査対象に先入観を持ってしまったことなのだから、ここで

勘を重視しすぎるのも良くない。そのことは今朝から何度も何度も自分に言い聞かせ

ている。言い聞かせるのに忙しすぎて、レグラヌーズの連中と約束を
か

交わした
あ さ げ

朝餉の刻

限に少し遅れてしまったくらいだ。そういうわけで自己暗示はもう完璧。軽く生まれ

変わったと言っても過言じゃない私は、老若男女を問うことなく、地球府職員と停戦監

視団全員に油断なくチェックを入れている。そう、トイレに入るときといえども。

　――って、え？

　ドアを開けると目の前に年輩の男性が立っていた。

「おや？」

　わずかに首を傾げるその紳士は、実にきちんとした身なりと、穏やかな目をしてい

た。これは現場を押さえられて慌てる不審者の様子じゃない。ということは……。

「ま、まちがえました、すいません！」

　理解と同時に頭を下げた。そして紳士とまた顔をあわせるのは恥ずかしすぎたので、

そのまま私は逃げ出した。

　あとで落ち着いて見てみると確かにそこは男子トイレで、女子トイレはホールを挟ん

で対称の位置にあった。なんというミス！　なんという赤っ恥！　老紳士以外誰にも

見られていないことがせめてもの救いだった。あとは、あの老紳士が言いふらさないで

くれることを祈るばかり。

　私は鏡を前に大きく深呼吸をした。

　要は、焦らず慎重に。そういうこと。

　よし。今度こそ自己暗示は完璧。激しく生まれ変わったと言っても過言じゃない私

は、老若男女を問うことなく、しかし場所には気をつけながら、地球府職員と停戦監視

団全員に油断なくチェックを入れている。

　――のだがっ。
二十面鳥 かつて地
球に生息した七面鳥を遺
伝子から再生し、さらに
品種改良を加えたもの。
二十という数字の由来は、
八から十九までの失敗作
の存在を示唆するとかし
ないとか。栄養価に対し
て飼料の効率がいいもの
の、肉の味はさっぱりと
しているので、料理の腕
が重要。

　今日は午前中から出動があるというのに、あいかわらず施設内の人影はまばらで、特

に気になるような人物はいない。例の長い髪の女も見当たらない。とりあえず目に入

るのは、同じテーブルで朝食にがっつく三人組だけ。こうなっては、食器を返すときに

厨房の人たちもチェックすべきかもしれない。いや、さすがにそれはやりすぎか。むし

ろ私が不審者に思われてしまう。どうにも空回り、そして手詰まりだ。

「なんか難しい顔してるね、この子は」

　ホリネ・ホリハが二十面鳥の蒸し焼きに噛り付きながら私を見る。飲み込んでから喋

れってのよ、この女。まったく、傭兵
ふ ぜ い

風情はこれだから……。

「きっと緊張しているんだよ、初仕事の朝だから！」
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「違うわよ！」

　ちょうど口の中が片付いたので、頭の悪い少年の勝手な想像は即座に否定する。

「私は実戦を何度も経験しているの。議会軍の TUを相手に負けたことなんてないし、

ましてや、
おく

臆したことなんて」

「おー、勇ましいー。パチパチパチ」

　と、無邪気に拍手するブシーとは違い、ホリハはうさん臭そうな目でこちらを見てい

る。私は念を押して言ってやった。

「ホントですからね？」

　そう、嘘じゃない。「火砲狩り」、すなわちサブラウはテロリストであって、議会軍の

所属ではないはずだ。あれさえ除けば、戦場で私のキャスキーは負け無しだった。――

もっとも、カラール壱恒に守られていたから負けなかった、という見方を否定はできな

いけれど。

　朝食を終えると、四人
そろ

揃って会議室へ移動した。そこで今日の仕事内容についての打

ち合わせがあるのだった。

「おはようございます、皆さん」

　と会釈して出迎えたのは。

　――お風呂で見かけた髪の長い女！

　だったのだけど。

「おはよう。今日は下ろしているんだね、カミラ」

「ええ、ちょっと朝から忙しくて。見苦しかったらすみません」

「見苦しいなんてことないさ」

「そうだよカミラ。まぁ兄貴は異論あるかもしれないけどねー。なんせ四十を前にして

もうハゲだから……うわわわわわ、痛い痛いやめてやめてごめんごめん剃ってるんだよ

ね剃ってるんですよねっ！」

　というやりとりを聞くまでもなく、この眼前の女はカミラ・カルタ・アルタミラに違

いなかった。

「あの、カミラさん？」

「はい？」

「夕べ、お風呂で……」

「あ、もしかしてダリアさん、あのときいらしたんですか？　ごめんなさい、気づかな

くて。実は私、裸眼視力がずいぶん低いんです」

　カミラの眼鏡は、言われてみれば結構レンズに厚みあるようだった。縁が細いのは、

印象が重たくなるのを避けるためなのかもしれない。

　しっかし。地球府のエスニックな髪型だなとは思っていたけど、下ろすと私より長

かったのね。これはびっくり。誰が容疑者よ、誰が……。

　私が自分の
たび

度重なるミスに打ちひしがれている間に、打ち合わせは本題に入った。ビ

ツーの墜落位置や、年配の地球府職員が言うところの「最も樹木へのダメージが最も少

ない」進入ルート、そして運び出したビツーを河で待機する船に載せるまでの段取りな

んかについての説明があった。実を言えばショックから立ち直るまでの話は耳を右か

ら左へ抜けていたんだけれど、落ち着いてから聞いたぶんに関しては特に難しいことな
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どなかった。誰の命もかかっていない、簡単な任務だ。

　カミラたち地球府職員には悪いけれど、退屈になった私は、本来の任務のための思索

に没頭した。例の亡命者が墜落直後に脱出していたなら、どのルートを使っただろう

か。あるいは、何者かが亡命者を助け出すのにどのルートが使われただろうか、と。

　ビツーのコクピットには誰もいなかった。それが地球府の公式見解のようだけど、そ

れを
う

鵜
の

呑みにできないのは自明のことだ。地球府には、この世界が戦争をやっていると

いう意識がイマイチ欠如している。悲哀の空気を
かも

醸し出すのが
うま

巧い役者が、命からがら

逃げ出してきたと涙ながらに訴えれば、何の疑問も抱かずにそれを
かくま

匿うだろう。まし

てや、ビツーの被弾時か墜落時に
け が

怪我を負っている可能性は高いわけで、そうなると彼

らの単純な博愛精神が事実
いんぺい

隠蔽の動機となることは想像に
かた

難くない。

　私の推測では、亡命者は自力で森のどこかへ潜伏しているか、地球府によって保護さ

れている。墜落時に、あるいは私の砲撃時に死んでいたというケースも最初は考えられ

たけれど、今ではその線は消去されている。死体は何も訴えないし、それなら地球府が

死体を隠す必要はないからだ。――これは別にテヒネに説明されたわけじゃなく、私が

自分で推測したところだ。

　生きているなら、さしあたって居場所は突き止めないといけない。仕事で森へ入れる

のは、願ってもない情報収集のチャンスだ。できれば、地球府が指定したのとは別の

ルートを通ってみたい。そこに足跡なり
けっこん

血痕なりを見つけられるかもしれない。問題

は、いつならそれができるか。レグラヌーズに指導を受けて仕事をする、という立ち位

置では、自由には動き回れそうにない。何かいい口実が必要だ。

　さあ、どうしよう。

　それを思いつかないまま、私はキャスクに乗って森へと足を踏み入れてしまった。

　朝のトイレでの失敗が繰り返し思い返されて、集中できなかったせいだ。あのときの

老紳士の顔が、一秒見たかどうかというその顔が、どうしてだか何度もフラッシュバッ

クする。こうも気になるのはあの老紳士が実は亡命者だからだ、と女の勘が囁くけれど

も、
もくさつ

黙殺。あの年齢で TUに、しかもビツーのような加速度のきつい機体に乗れるはず

がない。そう考えると、老若男女を問わずというのは間違いで、ビツーに乗れる身体条

件を満足する人間にターゲットを絞り込んだほうが効果的だ。賢い、私。

　私がそんな考え事をしていたから、というわけじゃないけれど、レグラヌーズの TU

バコはだいぶ先行している。バコは小柄な TUなので、ちょっとくらい樹木が密に生

えていてもへっちゃらなのだ。森の奥へ入るに従って、樹木の背が高くなってきたの

で、もうバコの姿は枝葉の
かげ

陰に隠れてしまっている。ガサガサと揺れる枝葉の動きや、

小鳥の飛び立つ様子からその位置が知れる程度。こんな森の中であんなのに待ち伏せ

されたら、いくら最新鋭の TUだって遅れを取るだろう。――と思い当たって、なんだ

かそれが先日の自分の状況とよく似ていることに気づく。

　そういえば、私はどうやってサブラウに負けたんだろう。私がバスビーの肩の回転砲

塔を向けたとき、まだサブラウとの距離は十分にあったはず。サブラウは飛び道具を

持っていなかったから、次の瞬間に私が倒されてしまったというのは、妙じゃないだろ

うか。砲塔が整備不良で暴発した？　まさか。そんなことはない。ビツーを狙撃した

ときには何も問題なかった。
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　すると、もしかすると、レグラヌーズがあのとき近くに潜んでいたのか。そう考える

と合点が行く。バコの腕には
とげ

棘つきの鉄球が装備されているけど、あれはブシーの自慢

話によれば、射出機構が仕込んである。バコの体格と射程なら、サブラウに気を取られ

ていた私のバスビーを不意打ちで仕留めることができたに違いない。私の
ふ に ん

赴任と同時

にやって来たようなふりをして、レグラヌーズは実は前からここに来ていたんじゃない

だろうか。あの日バスビーに乗っていたのが私ダウエ・ダリアであることを停戦監視団

はすでに知っていて、そのうえでわざと私をレグラヌーズとチームにしたんだとし

たら……。

　私は
だま

騙されていることになる。バカにされている。コケにされている。
さら

晒し者に

なっている。トイレでの一件なんて比較にならない。とんだ赤恥をかかされている。

もし本当にそうだったなら、私は、私は、私は……どうする？

　深呼吸。

　落ち着いて、慌てるもんじゃないわダウエ・ダリア。何もそうと決まったわけじゃな

いんだから。もとより誰にも隙など見せていない。今だって、私はレグラヌーズの背後

を押さえているのだ。もしこれが何かの壮大な
わな

罠だとしても、私は自分の力でそれを打

ち破ってみせる。

　そう、その意気。気を取り直して前を見つめる。ビツーの墜落地点はもうすぐだ。

　やがてバコたちが立ち止まり、手を振って合図をした。私の乗るキャスクの視点位置

は森の木々よりも高いので、バコの奥にビツーの機体も視認することができた。墜落し

たそのままの状態で放置されていたようだ。そのすぐそばには、ここからではまだ見え

ないけど、私の乗っていたバスビーも倒れているはず。ああ、思い出すと
いらいら

苛々してく

る。おのれサブラウめ。

　そのサブラウの姿が、今日になっても見当たらない。それとなくカミラに聞いてみた

ところでは、どうやらこの緩衝地帯の森の西端、河の下流側の監視に立っているよう

だった。ここからでは距離がある。夜の会議には出てくるらしいから、そのときにパイ

ロットの、オグ・アム・イットウの顔を見ることができそうだけど……。

「ダリア、こっちまでおいで。バコの馬力じゃ、こいつを抱え上げるにはちょいと難が

あるよ」

　ホリハからの無線。ややノイジーなのは、別に通信装置の故障ではなくて、森の木々

が電波を吸収・発信していて信号が劣化するからだろう。この森に生えている木の
ほとん

殆

どは、地球府がずいぶん昔に開発した環境回復用の品種で、生長から枯死に至るまでを

自在にコントロールできるという特性がある。その制御に電波を使ったので、副作用と

して、森の中では電波による通信や探知に支障が出てしまうわけ。これは教養の試験

じゃ頻出問題だったので今でも
そら

諳んじられる。これらの便利な植物群と、制御を
つかさど

司 る
プ ラ ン タ ワ ー

植生管理塔を地球各地に広めることで、地球府は惑星規模の環境回復に成功した。あ、

回復というより改造である、って先生が言っていたっけ。まあ、こうして人が住めれば

何でもいいのよ。暗黒時代以前の地球の植生がずっと均一だったわけでもなし。

　けれど、環境回復が達成されると、この性質は邪魔なだけだった。環境回復目標はほ
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ぼ達成されたということで、地球府は徐々にプランタワーを使わない方向にシフトして

いる。大げさな
いっかつ

一括管理なんてしないでも、自然のバランスでなるようになる。
よう

要はそ

ういうこと。現に、この森にプランタワーは見当たらない。それでも電波をやり取りす

るような木々がまだ残っているのは、これらの生命力が強過ぎるせい。管理型じゃない

普通の植物は、置換を意図して種や苗を植えても、生存競争に負けてなかなか定着しな

いのだ。――と、ここまで詳しく書けば教科の筆記試験で優が取れる。当然私は取っ

た。ふふん。

　そんな私はキャスクを思いっきり跳躍させて、バコのすぐ傍に着地してみせた。鮮や

かな軌道コントロール。

　なのに。

「ちゃんと減速かけて下りな」

　映像着信。ホリハは褒めるどころか、心底呆れたといわんばかりの顔だった。

「ね、燃料の節約ですよ。予算が少ないってカミラさんも言っていましたし！」

「そういうのは、時と場合によるんだよ。――どうだい？」

　後半は視線がそれた。コッシュ・コッソンとブシー・ブモクの作業進捗を尋ねたらし

い。ふたりのバコは、ビツーの胴体に吸い付くように密着しており、まるで
じか

直に聴診を

する医者のようだった。単に重みを支えているというふうじゃない。

「やはりこれは、まずい」

「まずいまずい！　激マズだよ！」

　何がまずいのだろう、と気になりつつも、私はとりあえずビツーの上体をキャスクに

がっちりと抱えさせた。

「すまんな」と、無口な眼帯男は意外にも礼を言う。そして、荷重から解放されたコッ

ソンのバコは、おもむろにビツーの装甲を剥がしはじめた。ブシーもそれに倣う。

　やがてふたりのバコはビツーを半分裸にしてしまった。そして異口同音に「まずい」

と
うな

唸った。

「団長、解除は難しいですね。善後策は、専門家を呼ぶか、すぐに運び出すか、どちら

かです」

「動かしたら起爆する、っていう可能性は？」

「低いでしょう。被弾し、墜落しても、これはまだ起爆していないのです」

　ちょっとちょっと、一体何の話をしているの。

「フム。これはカミラに伝えて、偉いさんの指示を待ったほうが良さそうだねェ」

「だよねー。俺たちじゃ責任取れないよねー」

「事が事だからな」

　三人がここで腰砕けになるのはこれまた意外だった。勝手に処理してしまう流れか

と思ったのに。でも意外といえば、そんなことより何より、爆発物の件だ。推進系が爆

発しそう、という話には聞こえなかった。誰かが意図的に、ビツーの外装の下に爆発物

を仕込んでいた……。どう聞いてもそんな話だ。

「亡命に使われたビツーに、なんで爆発物なんかが……」

「ん？　亡命？」

　しまったと思ったときには遅かった。そして慌てて口を
ふさ

塞いでしまったのもまた失態
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だった。なにもまずいことなど言っていない、というふうに振る舞うべきだったのに。

「初耳だね。このビツーは、亡命しようとしてたのかい？」

　レグラヌーズは知らなかったのだ。そもそも、ビツーの墜落の事情は何も知らないこ

とにしろと、テグス・テヒネにはきつく注意されていたのだった。

「そういう、噂です」思いつきで私は切り抜ける。「ケララ探題の食堂じゃ、そんなこと

も……。本当のところは知りませんよ。私は一介の参遊ですから！」

「ふぅん？　そんな話がね」

　ホリハは何かしら疑念を抱いたように見えたが、さしあたって爆弾ビツーをどう処理

するか、というところに話を戻した。

「ひとまず、アタシが通信できるところまで戻って、カミラちゃんに状況を報告してく

るよ。ここで爆発なんて起こして、対岸に議会軍を呼び集めるような結果は
ご め ん

御免だから

ね。ふたりは調査続行。ダリア、あんたはそのままビツーを支えながら、できる範囲で

警戒を。かかりな！」

　慣れた調子で指示を出し、来た道を引き返していくホリハのバコ。

　ビツーを支えるのは私の筋肉じゃなくキャスクのアクチュエータだったので、別に作

業にきついことはなかった。位相固定制御を入力して、あとはキャスクの顔を左右に振

りながら周囲の異変をチェックするだけ。そもそも森の外周部、つまりは南北に分かれ

て流れる運河に面した部分には、サブラウたち他の停戦監視団 TUや車輛が配置され

ている。何か異変があれば彼らが信号弾を上げる手筈だ。たしかカミラはそう説明し

ていた。ということは、あまり意味のない仕事をやっていることになる。

　やっぱり、一人前扱いはされていないな。

　なんだって私は、こんな傭兵たちや、テグス・テヒネのような少女から下に見られな

ければならないのだろう。私は一応、士官学校を出ている。初等課程しか行っていない

から士官にはなれなかったけど、そのうちなれる予定なのだ。成人してそのまま軍に就

職した兵卒とは違う。リーダーとしての教育と訓練をきちんと受けた人間だと、軍が認

めてくれた存在なのだ。なのに……、いや、その軍ですら、私の不運を能力不足と勘違

いして、輜重隊なんかで私を腐らせている。誰も私のことをわかってくれていない。

「ダリア、後ろだ！」

　コッソンが珍しく焦った声を出すものだから、最初誰が喋ったのかわからなかった。

おかげで反応が遅れた。警報にせかされ、やむなくビツーを放り出した私の判断はきっ

と適切だった。適切だったけれども、そもそも状況は私に不利だった。不利すぎた。自

由の身になって反転した私のキャスクに、木々の合間から飛び出してきた一機の TU

が襲いかかる。黒い、小柄の TU。長い白刃が閃く。

　私はひらりと斬撃をかわした。キャスクの追従速度は、重武装のキャスキーよりも二

割速い。それはシミュレーションできっちり体に覚えさせてあった。――けれど知ら

ないものはどうしようもなかった。避けた先に邪魔な樹が生えているなんて、シミュ

レータのメニューには入っていなかったんだから！　私のキャスクは完全に体勢を
くず

崩

した。そのまま背中で樹を押し倒す
かっこう

恰好になる。

　襲撃者は私にそれ以上構わず、ビツーとバコのほうに踏み込んだ。私に代わり再びビ

ツーを支えているバコは、避けることができない。コッソンのバコがそのままの位置で
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腕から鉄球を射出したが、黒い TUはこれをワンテンポの余裕をもってかわし、彼らの

眼前に着地するや否や、細い刀身を水平に突き出した。

　私は思わず目をつぶっていた。

　けれどコッソンの絶叫もブシーの悲鳴も聞こえなかった。

「起爆スイッチ、オーン！」

　場違いに
ゆ か い

愉快そうな女の声がした。ホリハではない。もっと若くて
す

澄んだ声。でも

テグス・テヒネでも私の輜重隊の同僚とも違う。

「あっぶないよー？　爆発しちゃうよー？　あと二十五秒ー！　よし、あたしは逃げる

ね。バイバイっ！」

　黒い TUの乗り手は、それだけ宣言すると大きく跳び退った。着地先で背中を樹に

ぶつけるヘマもなく、軽やかに身を
ひるがえ

翻 して木々のなかへと溶け込んでいく。――言葉

通り、その姿は枝葉の影の中に同化して見えなくなった。黒体迷彩素子、いわゆるブ

ラックペッパーを外装にコーティングしているらしい。
ブラックペッパー
学術的には黒体迷彩素子
と呼ばれるもの。完全黒
体に限りなく近づけられ
た光学素子で、電磁波から
可視光までも吸収し、ほと
んど反射させない特性を
持つ。当然、人の目には黒
く見える。素子は微細で、
ステルス用のコーティン
グとして用いられる。た
だし、吸収による高熱化が
塗布対象や素子そのもの
の性能を劣化させるため、
必要なとき以外は光を透
過もしくは反射するモー
ドシフト機能が開発され
るまでは、耐久性の観点
から実用性はかなり低く
評価されていた。モード
シフト技術が進んだ現在
であっても、障害物との
擦過や被弾などで機能が
損なわれる弱点は克服さ
れておらず、需要は特殊
部隊装備品などに限定さ
れている。また、白昼で
はその黒さゆえに目立ち
がちだったが、無数の素
子の波長選択性を個別に
制御し周囲の景色に溶け
込む能動光学迷彩機能も
近年開発された。ただし
塗布対象の面積や立体的
な複雑さに応じて演算処
理量が途方もなく増大し
ていくため、この機能を
用いるにはそれに見合う
演算処理能力が必要とさ
れる。

「逃がすものかっ！」

「ダリア姉ちゃん、危ないって！」

「黙ってなさいガキ！」

　私は黒い TUを追った。ブシーの心配は
き ゆ う

杞憂とわかっている。なぜなら、あの TU

は爆発範囲を計算に入れて行動しているから。だからぴったりくっついて追っていけ

ば私が爆発に巻き込まれることはないわけで、恐怖することなど何もなかった。向こう

の手の内はわかったから、キャスクの運動性とパワーをもってすれば、あんな小型 TU

はどうってことない。

　そのはずだったのに。

　爆発音は聞こえなかった。衝撃波も、地響きも感じなかった。なのにキャスクは完全

に停電状態になって、激しく転倒。コクピットは闇に包まれたけれど、私は重力の方向

から、キャスクが無様に四つん這いになったことを理解した。

　――電磁パルス爆弾！

　キャスクの電装品は一瞬の強烈な過電流によってほとんど故障か、一時的誤作動状態

に
おちい

陥ってしまった。黒い TUはあらかじめ対電磁パルス防護を備えていて、今頃しめ

しめと逃げ延びようとしている。

　そうわかると私は腹が立ってきた。ここまでコケにされて、このコクピットでおめお

めと回収を待つ身にはなれない。そんなことはバスビーのときでもうじゅうぶん

だった。

　私はキャスクの背中のハッチから外に出た。機械式の補助動力があるとはいっても、

ハッチの手動開閉はなかなか重たかった。けれど息をついている
ひま

暇なんてない。私は

徒歩で追跡を再開した。いくら姿を消せても、足跡は残る。それを探して、
たど

辿っていけ

ばいいのだ。

　待ってなさい不届き者。森の外まであぶりだしてあげるわ。
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七幕

　森は思っていたよりもずっと
けわ

険しかった。TUの視界からは平坦に見えた地面も、実

は足裏マッサージ器みたいに起伏に富んでいたし、ぐねぐねと
へび

蛇みたいにのたうつ木の

根っこに、何度も足を取られた。腐りかけた倒木を踏み抜いたのなんかもう最悪で、
くつ

靴

を抜くときに何かの幼虫がうじゃうじゃ詰まっているのを見せられてしまった！

　息が上がる。湿った空気を吸い込むと、一緒に小さな羽虫が飛び込んで来そうになっ

て、慌てて手で防ぐ。溜め息とともに見つめた足が、痛む。

　もうイヤだ。距離は開く一方だし、ここら辺で追跡なんてやめてしまおうか。だいた

いあの TU、捕まってるかもしれないわけだし。

　けれど、相手が TUを乗り捨てていたらと思うと、やっぱりこの追跡の意義は大き

い。森から出るには大きな河を越さないといけないから、TUの大きさではどうしたっ

て目につく。あそこをザブザブとやっていたらブラックペッパーだって意味はないの

だもの。うん、絶対、TUを捨てて身一つで逃げる気に違いない。あるいはしばらく隠

れているつもりか。そのどっちかしかない。

　あの女がビツーに乗っていた亡命者なのか、
びんじょう

便乗して行動を起こしたどっかのテロ

リストなのかは知らないけど、爆弾の謎を知っている可能性はとても高い。捕まえて
じんもん

尋問できれば、停戦監視団のなかでの手柄になるし、テグス・テヒネにいい顔ができ

る。減刑は
もちろん

勿論、プラスのポイントにだってなるかも！　私はカラール壱恒のクールな

横顔を思い浮かべ、闘士を
ふる

奮い立たせた。ダウエ・ダリアはやってみせます、壱恒！

　と、力んだ第一歩がまた
く

朽ち木を踏み抜いた。足が
つらぬ

貫いたその先に、体重を支えて

くれる地面は待っていなかった。体が前に倒れこむ。そして草の向こうに見えた地面

はなぜだかとても遠い。手をつく先がない。――つまりこれって。

　私は急斜面をごろごろと転げ落ちた。

　やがて
こうばい

勾配が
ゆる

緩やかになって、頭をしたたかに打ち付けて停止した。打ったところを

さすりながら頭上を見やると、なんと高さ三十尺くらいのところに、さっきの朽ち木が

垂れ下がっている。

　どうやら、巨大な
つち

槌で
うが

穿ったような
く ぼ ち

窪地にはまりこんだようだった。急な斜面には

しっかりした木が根付いていないので、登るのはちょっと大変そうだ。でも、底面のほ

うは畑ひとつ作れるくらいの広さがある。大木もないし、実は畑に向いていたりし

て……なんて思って見回していたら、景色が揺らいだ。

　え、
のうしんとう

脳震盪？

　頭を両手で支えてみたけど、特にふらつく感じはなかった。というか、その手の指は

はっきり見えている。揺らいでいるのは数
けん

間先の景色だけ。

　――ここにいた！

　やっぱり追ってきたのは間違いじゃなった。正面に見えるのは、能動光学迷彩モード

にシフトしたブラックペッパーが映し出す、
にせ

偽の景色なのだ。あの女はこの窪地に TU
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を隠して、様子を見ているらしい。けれど迷彩モードのまま放置はできないはずで、必

ず TUを動かすか、生身で出てくるかを選ばなきゃいけない。そのどちらかで、私の取

るべき行動も変わる。TUをまた動かすようなら信号弾を撃ち上げるべきで、TUを捨

てるのであれば奇襲して捕まえるべきだった。さあ、どっちを選ぶの？　私は近くの木

の陰に隠れて、相手の動きを待った。

　数分待っただろうか。見えていた景色が次第に変容し、黒い TUの姿があらわに

なった。この色でもあまり目立ちそうにない。深い窪地だし、遠目にはわからないだろ

う。いい隠し場所を都合よく見つけたものだけれど、ここに私がいたのが運の尽きとい

うものだった。ふふふふふ。

　 TUを降りて出てきたのはやはり女だった。向こうの斜面に向かっていく後姿しか

見えないけれど、体つきからして多分そう。そして、背中いっぱいに広がる、長くて黒

い髪……。

　――カミラ？

　そのとき私は思わず声を上げてしまったんだろうか。女が突然きょろきょろと辺り

を見回した。私は慌てて首を引っ込めたものの、でもやっぱり向こうの顔を確かめられ

るという誘惑に駆られて、覗き見しないではいられなかった。そしてうまいこと、私の

ほうから一方的に横顔を観察することができた。

「なによ、あれ」

　思わず呟いたのを今度は自覚した。

　見るのは一、二秒で充分だった。顔を見極めるために長く目を
こ

凝らす必要はなかっ

た。だってその女の顔には古めかしいガスマスクが装着されていたのだから。

　何のつもりなのだろう。顔を知られないための
ふくめん

覆面？　もっと他に用心することが

あるでしょうに。だいたい、それなら軽い布でもいい。あんな重たいものを付ける目的

なんて、本当に有毒ガスが出ている場所に進入するくらいしか……。くらいしか……。

しか……。

　意識が遠のく。

　耳元で、がさっと落ち葉の
つぶ

潰される音がした。自分が倒れたのだとわかった。どんど

ん思考が
かんまん

緩慢になっていく。

　気づくと女の姿が消えている。逃がすわけにはいかないのに。

　自分の姿勢がどうなっているかもよく認識できないまま、とにかく私は
あ が

足掻いた。け

れどすべては無駄だった。

　どれくらい暴れていたかわからない。それからのことで覚えているのは、最後に見た

のが何だったかということだけ。それは、昨日会ったあの口の利けない男の子が、心配

そうに私を見下ろす姿だった。
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八幕

　地の底で悪魔が
ほ

咆えている。

　今はまだその声は遠いけれど、悪魔は子供のにおいをかぎつけて毎日少しずつ近づい

てくるのだ。

　そして捕まった子供は食べられてしまう。

　――そんな話を小さいときに聞かされた。懐かしい。何年ぶりに思い出したのだろ

う。あれはたしか、祖父の作り話だ。大規模な都市基盤更新工事があって、それで毎日

のように低い地響きが続いていた時期があった。夜中まで続く唸りを怖がり、泣いて母

を困らせる私に向かって、祖父は作り話で追い打ちかけた。恐れのあまり私が泣くこと

も忘れてしまうと、祖父は私の髪を優しく
な

撫でながら、「でも大丈夫だ」と笑うのだっ

た。ダリアがいい子にしていれば、必ずダウアが守ってくれるから、と。私はそれで泣

き止んだ……のだろう。よくは覚えていない。それくらい昔の話。

　意識がはっきりしてきた。

　私は見慣れぬ部屋のベッドに寝かされていた。

　ひと目で木造とわかるのは、壁紙もなく木肌が露出しているからだ。手を伸ばして触

ると、意外と表面はつるつるしている。コーティングか。それも
は け

刷毛で塗ったように見

える。

　体を起こして室内を見渡す。すぐ近くに
い す

椅子があって、そこに私の上着がかけられて

いた。誰かがそこに座って看病をしてくれたのだろうか。――そうだ、私は倒れたん

だった。あれは毒ガス？　あの女、捕まえたらタダじゃおかないわ……っと、まだ頭が

少しふらつく。安静に、安静に。

　この部屋は誰かの寝室のようだった。
たな

棚と机――これも木製――があって、本や、
がく

額

に収まった写真が並んでいる。本は専門書と文庫本、写真の被写体は風景と動植物が専

門らしい。人の写ったものが見当たらないので確たる証拠はないのだけれど、主人は年

配の男性だな、と私は感じ取る。そして脳裏に
ひらめ

閃いたのは、トイレで出くわしたあの

老紳士のことだった。そうか、あれは……。

　そのとき、控えめにドアがノックされた。立ち上がり、椅子から上着を取って羽織り

ながら、私は「どうぞ」と答える。

　ゆっくりとドアを開けて、遠慮がちに顔を覗かせたのは、黒髪の少年だった。

「あ、やっぱりきみだったのね」

　少年はこくりと頷くと、逃げるようにして背後の明りのなかに消えていく。そう、寝

室は暗かった。出窓がひとつあったけれど、そこから入ってくるのは日没後の弱々しい

光だけだったのだ。八時間は眠っていたのだろう。カミラに連絡をしないと。いえ、ケ

ララ探題が先ね。テグス・テヒネにあの黒い TUとそのパイロットのことを伝えない

といけない。

　やるべきことの優先順位を考えながら、私は少年を追って寝室を出た。そしてそこで
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思考が止まった。

　なんておいしそうなスープだろう！

　私はテーブルの上で湯気を立てている
なべ

鍋に、目も心も奪われてしまった。たっぷりと
いろど

彩りよく入れられた野菜。そして肉がいい具合にとろけていることがその光沢から察

せられる。おなかがきゅっと痛む。夕餉にはいい頃合だと体が言っている。

「具合はどうかね、ダリアさん」

　おじさんと呼ぼうか、おじいさんと呼ぼうか、ちょっと考えてしまう感じの男性が台

所から歩いてきた。エプロンをつけている。テーブルの席のひとつに少年が着いてい

るのを除いて、他に人影は見当たらない。つまりこのスープはこの男性が作ったものら

しい。

　大丈夫です、と口で言うより早くお腹が返事をした。

「結構、結構。私はテルバート・ジブという。この子、ディグ・ロウから、森で君が倒

れていると知らされたので、ここに運び込んで手当てをさせてもらった。まずはそれだ

けわかれば、君の頭はもう落ち着けただろう？　他の質問にはあとでお答えすることと

して、まずは君のお腹のほうを落ち着けてやったほうがいい。さ、
か

掛けて。どうぞお食

べなさい。お口に合うといいが」

　断る理由はなかった。

　テルバート・ジブと名乗った紳士は、少年ディグ・ロウと一緒におかわりに手を出し

た私をにこやかに見つめながら、事情の説明をしてくれた。

　まず、彼が地球府の定める森の管理人であり、昔からここに住んでいること。生まれ

はケダブール条約機構に加盟する某国なのだけれど、若いころに交流事業の一環で参加

した地球府の活動にやりがいを感じ、それを終生の仕事とするべく地球府に籍を移した

らしいこと。そして、この森のことなら何でも知っている、ということ。

　私は彼の話を聞いて驚いた。地球府に移籍した、というところだ。
まれ

稀にそういう人が

いると聞いたことはあったけれど、自分が会うなんて思ってもみなかった。そしてなに

より、こんな優しそうで、おいしいスープを作れる紳士が、祖国を捨てた過去を持って

いることが衝撃的だった。自分を育ててくれた国家を離れるだなんて、そんな、亡命者

と同じことをしたなんて。私には想像できない世界だ。でも、想像できなくても、テル

バート・ジブという人間は目の前にいる。絵空事じゃない。

　私は動揺を隠した。この紳士は悪い人ではない。スープの味にかけて、そしてディ

グ・ロウを預かっているというその行いにかけて、そう言える、と思う。

　彼がディグ・ロウの面倒を見ている事情は、こうだ。ディグ・ロウは父ひとり子ひと

りの身の上で、停戦監視団の仕事に
つ

就いている父親は、一日中息子についているわけに

はいかない。以前は親交のある人物が交代でディグ・ロウの世話をしていたのだが、今

回のバーラト亜大陸における活動ではそういった
ち き

知己を頼れず、人づての紹介で、テル

バートがディグ・ロウを預かることになった。口の利けない子供の世話はさぞ大変だろ

う、と私は思ったが、それは心の中にとどめておいた。

　最後に、なぜ私が倒れて意識を失ったかについて。これは、あの黒い TUとは関係な

く、あの窪地に生えている植物の中に、
しょうき

瘴気を発する性質のものがあったかららしい。

そんな危険な森だとは全く初耳だった、と漏らすと、さらに説明を加えてくれた。森に
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は当然ながらたくさんの種類の植物がいて、なかには瘴気を吸収して別の成分のガスを

出す植物がいる。それを吸ってまた別の成分に変えて排出する植物もいて、巡り巡っ

て、瘴気は無害なものに置換されるのだという。

「そんな危険な植物、絶滅対象にならないんですか？　地球府の昔からの事業って、そ

ういうのですよね？」

　スープも食べ終えていたので、ここは聞き返した。いくら森の外まで瘴気が及ぶこと

はないといったって、危険がないわけじゃない。数百年のノウハウを持つ地球府なら、

特定種の絶滅くらい簡単なはず。こうして私が倒れるような事例も生じたわけだから、

その責任問題は問われるべきだと思えた。

「たしかに、瘴気は暗黒時代までの環境汚染に由来するもので、昔はそんな植物が陸地

の大半を覆っていたから、地球府も精力的にこの絶滅に取り組んだ。あらゆる手段を

使ってね。そして最も効率的だったのが、プランタワーによる一括制御方式だ」

「知っています。プランタワーがなければ、あの瘴気を出す植物を取り除くことはでき

ないんですか？　あの窪地、そう広くはないですよね。他の場所にも生えているとした

ら、それこそ……」

　テルバートはそこで視線をそらし、ディグ・ロウに、食器を片付けて隣の部屋で遊ん

でいるように伝える。無言でうなずいたディグ・ロウが実際にそうするまで、私たちの

間には沈黙が流れた。

「――プランタワーを使うべきと思うかい？」

　ドアの閉まる音を聞いてから、テルバートは話を続けた。

「ええ、そう思います。使えるなら、ですけど」

　でも、この森には無い。経済的な事情か、何かややこしい規則があるのか、ともかく

この森にはプランタワーを設置できないのかもしれない。少しの間押し黙っていたテ

ルバートは、そういう悩みを
かか

抱えているように思えた。けれど、それはおかしい。プラ

ンタワーが無いなら無いで、他の方法で取り組めばいい話じゃないの？　面倒な方法は

やりたくないので現状を放置している、というのであれば、私はテルバート・ジブとい

う紳士に
らくたん

落胆しなければならない。あるいは、彼の属する地球府という組織に。――

もっとも、こっちはもとからそう高く評価していたわけじゃないけれど。

「ダリアさん。プランタワーは、必ずしも良い物ではないんだ。少なくとも私はそう考

えている」

「それは、建設費と維持費の問題ですか？」

「いや、プランタワーには管理対象の生態系や規模に合わせて最適化された、たくさん

のモデルがある。適切なモデルさえ選べば、コストは解決できない問題ではないよ。私

が良くないと思っているのは、厳密に言うと、プランタワーそのものじゃない。それに

依存し続けてしまう体質、体制のほうなんだ」

　その話なら、わかる。地球府がプランタワーを削減している経緯については、テスト

でもばっちり解答できている。

　けれど、テルバート・ジブの続けた言葉は私の予想と違っていた。

「プランタワーを廃棄しないと、地球が危ない」

「え？」
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　唐突な発言を理解できなかった私は、身を乗り出した。

「どういう意味です？」

「プランタワーは生態系を操作する。改変の影響はその場だけにとどまらず、周辺にも

及ぶんだ。だからプランタワーの運用にはじゅうぶんな注意を払わないといけない。

たいてい、近隣のプランタワーと
そ う ご

相互に情報をやり取りして、問題が起きないように調

整する。しかし地球府の人員は限られているから、すべてのプランタワーはよそのタ

ワーや基地から遠隔操作ができるようになっている。実は、バーラト亜大陸全域の植生

を管理するのに必要な人員は、理論上、たった五人で済むんだ。これは衛星通信網のお

かげでね、もし地球上を周回するすべての人工衛星を掌握すれば、地球上の緑地の大半

に設置されたプランタワーを、一挙に制御可能になる。それが、私たちが
うれ

憂えているポ

イントなんだ」

　私はその意味を考えた。答えはすぐに出る。

「特定の地域の植物を枯らして、不毛の地にすることもできる……？」

「そう。植物の生長と
こ し

枯死を管理するプランタワーは、戦略兵器になりうるんだ。間

違った運用が続けば地球規模での環境悪化を招きかねないし、これを使い続けるのはリ

スクが大きい」

「でも、その話は仮定がおかしいです。交戦規定で、成層圏から軌道ステーションまで

の高度では戦闘を行わないことになっています。衛星通信網はその交戦禁止高度にあ

るから、これをどこかの勢力が独り占めにするなんてありえない！」

　テルバートは寂しそうに笑った。

「交戦規定が永遠に
じゅんしゅ

遵守されるならね」

　耳が痛かった。地球を再度破壊することのないようにと定められた交戦規定は、数百

年に及ぶ
こうそう

抗争を
へ

経てもなお守られ続けているけれど、そのすべてが遵守されているわけ

では、決してない。私はそれをよく知っている。規定を無視した戦場の
ただなか

只中に、それを

破った側として、私はいたのだから。

　条約軍の火砲使用は、交戦規定に違反している。

　罪悪感は持っていない。交戦規定に
り ふ じ ん

理不尽なことが書いてあるから無視しただけの

ことで、ケダブール条約機構のその選択が間違っていたとは、今でも私は考えていな

い。けれど、交戦規定に書かれていることが無条件に守られるわけではないことを、こ

の私自身が証明してしまっている以上、テルバートの
き ぐ

危惧を
こだいもうそう

誇大妄想と笑うことはでき

ない。

　でも。

「プランタワーの通信機能を有線だけ受け付けるように制約すれば、衛星通信網が
うば

奪わ

れても、外部から制御を乗っ取られることは防げるのではないですか？」
ウワシティ ケダ
ブール条約機構首長国で
あるウワシュの首都。軍
をはじめとする多くの合
同機関の本拠地が置かれ
ている。

「うん、それは
いく

幾つかある対応策のなかで、有望なもののひとつだよ。でも、有線通信

のインフラはごく限られている。現状、衛星通信網をオミットしてしまうと、プランタ

ワーはその機能を
いちじる

著 しく制限されることになる。私たちが、地球府が、そうする。で

なければ周辺環境への
い と

意図せぬ悪影響を生じてしまうから。しかし、ウワシティの
じゅうちん

重鎮たちも、統一国家連合議会の議員たちも、地球府のその動きを実力をもって拒む

だろう。彼らは互いに相手に勝つ気でいて、そして使える武器を手放す
いさぎよ

潔 さは持って
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いない」

　つまり、将来起こるかもしれない
み ぞ う

未曾有の危機を回避するため現在の不利益を容認す

るか、確実に受ける不利益を避けて未来の危険への備えを先延ばしにするか、という対

立なのだろう。簡単に選べるものじゃないし、国家単位で意思を統一できるはずもな

い。必ず誰かが不満を持つ。それは火種になり、いつしか、同じ星系から戻った仲間内

での紛争にも繋がるのかもしれない。そう考えると、私はテルバートとは別の立場か

ら、やはりプランタワーを今のまま使い続けるのは好ましくない、と感じた。

「森の瘴気を完全に絶つために、私にできることは限られている。プランタワーを使わ

ず、大規模な遺伝子操作も行わないとなると、本当に地道に木を切ったり、
つ ぎ き

接木による

無害化を試みたりしていくしかない。もう、長いこと、それをやってきた。そしてあの

窪地や他の幾つかの場所だけに瘴気を追いやることができた。でも完全になくすには、

また倍の時間が必要になりそうだ。消えたと思ったら別の場所に種や胞子が飛んでい

るのだから、参るよ」

　テルバートの顔と手に刻まれた
しわ

皺が、突然増えたように感じられた。私が思っていた

よりずっと、森の管理は大仕事だったのだ。彼がこれまでにやってきた仕事。そしてこ

れから成す仕事。自分が生きているうちには果たしきれないという
あきら

諦めも彼にはある

のかもしれない。けれど、前に進むことをやめてはいないのだ、この紳士は。テルバー

ト・ジブの
た い だ

怠惰を疑ったことを、私は恥じた。

「――老人の
ぐ ち

愚痴が出てしまった。忘れてくれ、ダリアさん。あの窪地に何の警告も表

示せずにおいたのは、私のミスだったよ。普段、都会育ちの人間がこの森に入ってくる

ことなどなかったから、油断をしていた。カミラ君の説明不足も注意しておかなくて

は。そうだ、カミラ君に電話をかけたほうがいいな。停戦監視団の仕事の具体的なこと

は、部外者の私が
ことづて

言伝を受けるわけにもいかなかったのでね」

　テルバートは立ち上がり、私を電話のもとへ案内してくれた。

　家は原始的だけれど通信設備はわりと新しいものが使われていて、端末は立体映像通

信にも対応していた。ケダブールでは見ない型だけど、同じ人間が手にとって使うもの

だから、簡単な通話を行うのにテルバートの説明を受ける必要はなかった。壁に
は

貼られ

たメモ用紙が電話帳代わりになっていて、そこにカミラの名を見つけた私は、その横に

書いてある番号をプッシュしていく。最後に発信ボタンを押すのだ、とわかったけれ

ど、そこで私は
は

躊躇した。

　黒い TUから降りてきたあのガスマスクの女は、いったい誰だったのか。

　 TUよりも深い黒に染まった長い髪、あれはカミラとよく似ていた。声は違う感じ

だったけれど、裏声で出せないことはない。万が一、あれがカミラだったとしたら、彼

女にどういう事情があったというのだろう。ビツーの回収を指揮しておきながら、自ら

それを妨害しに現れる……。必然性は見当たらない。もしカミラがビツーにセットさ

れた爆弾の存在を知っていて、それを起爆させたかったのだとしたら、今日の任務開始

を待たずにひとりで決行すればよかったはず。やはりカミラとあのガスマスクの女と

は別人だ、と結論づけて、私は発信ボタンを押した。

　一回目のコールが終わらないうちに相手が出た。カミラだった。向こうの機器の制

約か、通信は音声のみのモードに切り替わった。背後が少々うるさい。何やら取り込み
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中らしい。

　声を聞いたカミラは、まず私の回復を喜んでくれた。そして、ビツーに設置されてい

た爆弾は電磁パルスだけを発するタイプのもので直接的な殺傷力はなく、レグラヌーズ

の三人は無事であったこと、ビツーを含むすべての TUは現場から撤去したこと、黒い

TUは依然として見つかっていないことなどを説明してくれた。これからのことについ

ては、明朝、停戦監視団の TUが迎えに来るので、一緒に基地まで戻って来るようにと

だけ指示された。つまり、次の仕事が待っている。カミラの背後の
けんそう

喧騒がいつまでも収

まらない様子から、明日何をどうするかなんて誰も知らないのだ、と察せられた。

　窪地で黒い TUを見たことを私は言い出せなかった。あれが絶対にカミラでないと

いう保証はない、と疑念が再来したせいだった。幸いガスマスクの女は私が見ていたこ

とに気づかなかったようだから、このことを黙秘しても、疑われることはない。誰から

も。――いや、そうでもないか。あの子、ディグ・ロウは、黒い TUの姿を見たはずだ

し、もしかしたらガスマスクの女が向かった先も知っているかもしれない。

　電話を終えて、テルバートに食事と宿の件も含めて礼を述べると、私はディグ・ロウ

少年が遊びに行った別室のドアをノックした。どうせ返事はないだろうし、着替えの最

中だとしてもお互い困る歳ではない、と判断して、勝手に入る。

　ディグ・ロウは部屋の真ん中、
じゅうだん

絨毯の上にさらに紙を広げたところに座っていた。

手にはナイフと木片。削って遊んでいる最中だったのを、私のノックが聞こえて中断し

たようだった。喜ぶでもなく、警戒するでもなく、それでいて少年の視線は明らかに何

かの意図を持って私に訴えているように感じられた。

　ふと、彼には母がいないというテルバートの話を思い出す。

　私はにっこり微笑んで、「ディグくん」と呼びかけながら歩み寄ると、絨毯に腰を下

ろした。

「何を
ほ

彫っているの？」

　と訊ね、慌てて別の言葉を捜す。目的語を取る疑問文はタブーだ、と気づいたから

だ。彼が首の振り方の縦横で答えられるような質問じゃないといけない。

「女の人？」

　それは、適当に思い浮かんだ言葉ではなくて、実際、ディグ・ロウの握っている木片

は、もう木片というよりも人形に近かった。子供の作るものにしては、巧いというか、

凝っている。ディグ・ロウや彼の父親が着ていたような、ゆったりとした服を表現して

あるのがわかる。けれど、ちょっと形が違う。女物だから違うんだ、と気づいたのは、

その人形には腰まで届く長い髪があったからだった。――これもカミラと似ている。

「お母さん、かな」

　ディグ・ロウは無言で作業を再開し、少し間をおいてから首を縦に振った。この少年

は何歳くらいで母を失ったのだろう、という疑問が浮かぶ。甘えた思い出はあるのだろ

うか。

　その点、私は幸せだった。祖父は四年前に亡くなってしまったけれど、父母ともに元

気だ。過去形ではなく、今も幸せというべきなのかもしれない。

　物思いに
ふけ

耽っていると、いつの間にやら木彫り人形は完成していた。さすがに顔の
ぞうけい

造詣はけっこう適当なので、知った人間でも、顔の部分だけで誰が誰とは判別できそう
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にない。

　未来の民芸職人は作品を天井の明かりにかざして一通り
なが

眺めたあと、
かたわ

傍らにあった
かわ

革の袋に手を伸ばし、新たな木片を取り出した。彫り終えた母の人形と見比べ、満足す

るまで何度か木片を取り替えると、母の人形は絨毯の上に立たせて、再びナイフを手に

取る。いったいどれだけ作る気なのか、よく見れば木彫り人形はもう数個が完成して並

んでいた。全部形が違う。当然そこにあの父親のぶんもあるだろうと思ったら、ない。

奇抜なファッションと髪型だったから、見落としはないはず。

「ディグくん、お父さんのは彫らないの？」

　次に彫りだしたものも、どうやら女性らしいのに気づき、私は問いかけた。例によっ

て小さな民芸職人の反応は遅い。テルバートとのやり取りからして、ちゃんと聞こえて

理解をしているはずなのに。手を動かすのに熱中していて、聞こえないのかもしれな

い。この調子では、黒い TUやガスマスクの女について事情聴取するのは難しそう

だった。

　引き上げようか、と思い始めたとき、少年が
つぶや

呟いた。

「――ロウ」

　呟いたのだ！　私はびっくりして言葉を失う。

「ディグ・ロウ。ディグと呼ぶのは、家族と、母様の血筋の者だけ。あなたはどちらで

もないからディグ・ロウと呼ばないといけない」

　初めて聞いた少年の声は、
よど

澱みなく、そして不機嫌さをストレートに表現していた。

しかし腹が立つのはこちらのほうだ。

「あなた、喋れるんなら、どうして昨日は黙っていたのよ！？」

　ついつい声も大きくなった。テグス・テヒネやブシー・ブモクは子供といっても仕事

をしているし、準大人といったところだ。だから百歩譲って生意気な態度も容認できな

いでもない。だって私はもっと大人だもの。――でもこんな小さな子供に無視され

るってどういうことよ？　さすがにそれは許せるものではなかった。

「父様が言ってた。怪しい人とむやみに話をしてはいけないって」

　挑発するのでもなければ許しを請うわけでもなく、事情を説明するディグ・ロウの調

子は淡々としている。

「じゃあどうして今は喋っているのよ」

「きのう、父様に
しか

叱られたから。あれは一緒にお仕事をする同志だから怪しい人ではな

いって。お世話になったから、もう
はらから

同胞だって。テルバートさんにも言われたけど、ぼ

く、話をするのは苦手だから、やっぱり黙っていた」

　まったく、なんて子供だろう。引っ込み思案にもほどがあるんじゃないだろうか。普

通に口が利けると知っていたら、あんな話は……。あんな話は！　まずい！

「あなた、あのこと、誰かに喋った？」そこから先は、台所のテルバートに聞こえない

よう、声を落とす。「あの、秘密の任務のこと」

「言ってないよ。ラム・ダブの民は約束を守るもの。父様にだって内緒だ」

　と、これは自慢げに言うディグ・ロウ。毎度フルネームで呼ばないといけないとは、

面倒な風習だ。ラム・ダブの民とかいうのも初耳。統一国家連合側の少数民族、といっ

たところだろうけど。
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「ところで、聞きたいことがあるんだけど、いいかな」

　頷くディグ・ロウ。本当に喋るのは好まないらしい。けれど口を利けるからには、話

してもらわない手はない。

「私が倒れていた窪地か、その近くで、ガスマスクをつけた女の人を見なかった？　そ

れか、黒い TU。ちょっと小柄のヤツ」

「見てないよ。でも、機械音が聞こえたから、近くにいたんだと思う」

「見てないって、TU？　それとも人のほう？」

「どっちも。音がしていただけ。人のにおいもしたけれど、お姉さんのにおいと、区別

がつかなかった」

「においか……。ね、どっちに行ったか、わからない？」

「この家とは、違う方向。あとは知らない。ぼくはお姉さんが倒れているのを見て、急

いでテルバートさんを呼びに行ったから」

「そっか。――そういえば、見つけてもらったお礼を言っていなかったね。ありがとう。

お姉さん、助かったよ」

　そう言って微笑みかけると、少年は私から目を背けて、休めていた木彫りの手を再開

した。おや、と思って顔を覗き込もうとすると、背中を向けられてしまった。照れてい

るのかもしれない。

　かわいいところもあるじゃない、と思ってにやにや眺めていると、やがてテルバート

の声がした。

「ベッドの用意ができたよ、ダリアさん」

　リビングに戻ると、テルバートがこれまでと別の部屋を指差して待っていた。

「息子の部屋を片付けた。夜はこちらで休んでくれ」

「息子さんがいるのですか？」

「実は養子だがね。今は修学旅行に行っている。帰ってくるのは二ヵ月後かな」

「そんなに？　ずいぶんと長いですね」

　私の経験した修学旅行は最長で五泊六日だったのに。うらやましい。

「およそ半年の日程なんだ。各地の地球府の活動拠点を巡って学問や実技を学ぶ、文字

通りの修学旅行だよ」

　訂正。全然うらやましくない。

　テルバートの息子の部屋は、使われていなかったにしては、
ほこり

埃もなく
き れ い

綺麗だった。

ベッドもきっちりメイクされている。
きちょうめん

几帳面な人だ。それか世話好きか。ディグ・ロウ

を預かるのも楽しくてやっているに違いない。

　昼間のほとんどを寝ていたので、ちゃんと眠れるか心配だったけれど、どうやらそれ

は杞憂のようだった。ディグ・ロウがテルバートにおやすみの挨拶をする声を聞き、ド

アの隙間から差し込んでいたリビングの灯りが消えるのを見届けるうちに、心地よい夢

の世界へのいざないが訪れる。

　地の底で悪魔が咆えている。

　今はまだその声は遠いけれど、悪魔は子供のにおいをかぎつけて毎日少しずつ近づい

てくるのだ。

Count in Crimes 40



砲刀三昧 八幕

　そして捕まった子供は食べられてしまう。
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九幕

　昼間に眠りすぎたせいだ。目が覚めて、何より先に私はそう思った。

　しかし、違った。

　ベッドの上で半身を起こした私は、その音に、床から伝わる震動に、気がついた。

　地の底で悪魔が咆えている。いいや、違う、悪魔なんて実在しない。でもこれは幻聴

じゃない。いったい、これは何の揺れ？

　上着から支給品のペンライトを取り出し、その
あか

灯りを頼りに靴を
は

履いて、リビングに

出た。部屋の照明は消えたままで、屋内からの物音は聞こえない。外からの音のせいで

聞き取れないだけかもしれない。それくらいには、うるさい。会話をしていても気づく

程度だ。

　寝るときからもうこの震動は始まっていたんだろう。でも、こんなに強くはなかっ

た。つまり、震動はどんどん強くなっている。密かに、少しずつ。

　ディグ・ロウの寝ている部屋を覗いてみた。悪魔が襲ってくる、なんてうなされては

いなかった。よく眠っているようで、頬っぺたに触っても身じろぎひとつしない。

　続いてテルバートの寝室、昼間私が寝かされていたあの部屋に向かった。テルバート

に確かめたかった。ディグ・ロウが熟睡しているので、やっぱりこの揺れは幻覚かもし

れないとも思えてきたから。彼なら、起こしてもいいだろう。子供ではないんだから。

　ノックをして、返事を待つのもばかばかしかったので、そのまま勝手にドアを開け

る。私の目はもう闇に慣れてきていたので、ペンライトを消しても、窓から差し込む月

明りで部屋の様子が
うかが

窺える。ベッドの上にテルバートの姿はなかった。きっと外の様

子を見に行ったのだ。でなければ、トイレ。

　トイレでまた思い出した。今朝というか昨日というか、とにかく私が恥をかいたあの

トイレで出会った老紳士のことだ。あれは、すぐ思い当たらなかったのが恥ずかしくて

ますます人には言いづらいけど、ケダブール条約機構の首長国であるウワシュの政府要

人だ。たしか、今は書記長とかいう肩書きだったと思う。名はライプ・ラスプ。その名

を語られることは多いけれど、メディア露出は殆どない。だからといって、顔にすぐピ

ンと来なかったことの言い訳にはならない、それくらいの VIPだ。とんだ
そ そ う

粗相をして

しまった。顔を覚えられてないといいけど。そうしたら、これから予定している活躍

を、書記長の私に対する第一印象にできる。

　けれど、事情が飲み込めない。ライプ書記長がどうして、停戦監視団基地となった地

球府施設のトイレになんていたのだろう。公務でずっとウワシティにいるものと思っ

ていたけれど、何かのお忍びだろうか。ああ、きっとそうだ。停戦監視団の編成につい

ては、予算的な実現性についてもいろいろいわれたけど、それ以上に、編成後の停戦監

視の実効性が最大の争点だった……はず。たしかニュースではそう言っていた、と誰か

から聞いたような気がする。書記長は自らの目で停戦監視団の存在価値を
ぎ ん み

吟味するた

めに、ここに来たんだろう。なるほど、メディア露出を避けていたのは、こういうとき
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のためだったのね。さすが頭がいいわ、書記長は。

　でも、テグス・テヒネはライプ書記長のお忍びを知っているんだろうか。きっと知ら

ないだろう。でなければ私に何か注意をしたはずだ。なら、知らせたほうがいいかもし

れない。そうだ、電話だ。中立の地球府は探題への電話回線を持っているはず。使い方

はわかっている。テルバートはいない。ディグ・ロウは眠っている。今のうち、今の

うち。

　やはりトイレにもテルバートがいないことを確かめ、私は電話の前に立った。探題へ

の連絡先は……あった。情報局直通のものじゃないけど、内線番号を差し替えて押せ

ば、
つな

繋がるだろう。テルバートが帰ってこないうちに、と私は急いで番号をプッシュす

る。繋がらない。この音はもしかしてお話中の意味？　とも思ったけれど、情報局がそ

んな間抜けな応答システムを使っているはずはなかった。必ず自動応答が作動するは

ずで、つまり、回線がそもそも繋がっていない、と私は結論に至った。押し間違いを

疑ってもう一度かけてみてもダメだったので、私は連絡をあきらめた。セキュリティの
つ ご う

都合で地球府からはかからないか、別の番号を使うようになっているのかもしれない。

だいたい、テヒネは連絡はこちらから取るとか偉そうに宣言するだけで何も教えてくれ

なかった。そのツケが彼女自身に返って来ているわけで、私としてはいい気味だった。

　手持ちの忠義心を使い果たした私は、悪魔の、地鳴りの正体を確かめたい、という衝

動に駆られた。テルバートが外へ出ているということは、これは幻覚ではないわけで、

私たちに危険を及ぼす
たぐい

類のものなら対処が必要だった。でも、近くに火山はないし、

土砂崩れを起こすような雨も記憶にない。いったい何なのだろう。

　屋外へ出ると、森の空気はひんやりとしていて、ちょっと肌寒かった。けれどそれよ

りなにより、地鳴りがもっと強く感じられることが気になった。想像していたよりも、

震動の発生源は近そうだ。たぶん、この森の中にそれはある。もしかして、あの黒い

TUがまた何かテロ行為を
くわだ

企てているのかもしれない。明日の朝まで待っていて大丈

夫だろうか。

　テルバートが見当たらない。遠くか、裏手か。とりあえず裏に回ってみよう、と回れ

右をする。そして私は目にしたのだった。間違いなくこの地鳴りの発生源と断定でき

る、その巨大な構造物……、プランタワーを。

　暗いので距離感がつかめない。そうすると縮尺が計算できないので、あのプランタ

ワーがどれくらいの大きさなのかはわからないけれど、その頂点は少なくともこの森の

どの樹木よりも高い位置にある。うっすらと見えるシルエットは円筒型。実際には上

のほうが少しずつ細っているはずなのだけれど、それは見てもわからなかった。

　いずれにせよ、巨大なものだ。とんでもなく大量のブラックペッパーを塗っても、迷

彩効果はあくまで周りに紛れる程度であって、ただ一本だけ
きつりつ

屹立するそれを隠し通すこ

とはできない。ではどうして、昼間にはなかったものが、今は見えるのだろう？

　もっと近づいて、情報を集めようと思った。そのときにはテルバートのことは頭から

離れていた。テルバートの家を左手に通過すると、草木を
か

刈ってある道を見つけたので

それに
そ

沿って進む。昼間とは違って、足元がよく見えなくても、楽に歩ける。

　二、三分進むと、見晴らしがよくなった。さっきよりもプランタワーがよく見える。

きれいな円筒と思った外形は、実は途中に段差があって、それぞれの段は傾斜のない円
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筒なのだけれど、上の段のほうが径が小さくなっている。積み木のようなその構造か

ら、ようやく私は理解した。あのプランタワーは、いま、生えてきているのだ。収納式

のアンテナを伸ばすように、内側の段を順々に押し上げている。震動、いや振動は、そ

の動力のものに違いない。昼間は、
い く え

幾重の年輪を
てい

呈した巨大な切り株のような状態で、

埋もれていたのだろう。気づかないはずだ。いや、カミラたちはもう気づいているは

ず。慌てていたのは、これのことだろう。予定外の出来事なのだ。そうすると、このプ

ランタワーが姿を現したきっかけは……。

「EMPで？」

　飛び上がるほど私はびっくりした。ちょうど思っていた単語を口にする声が聞こえた

のだ。年配の男性の声。たぶん、テルバートだろう。気になるのは、独り言にしては声

が大きかったこと。そう、彼の声は、私に向けられた様子ではなかったのだ。そして私

からは離れている。
EMP

電磁パルスというのも私の聞き違いかもしれない、そんな距離だ。

　テルバートと、もうひとりの、話す声がする。私は足を忍ばせて近づいた。なぜな

ら、もうひとりというのは明らかに若い女の声で、そして私にはどうも聞き覚えのある

ものだったから。

「――だから、電磁パルス障害は副次的効果なんですっ。もー、信じてくださいよ、お

じさん。おじいさん？」

　やっぱり、あの黒い TUのパイロットの声だ。どこにいるのかまだ見つけられない

けれど、声はしっかり聞こえるようになったので、私は手近な木に寄り添って聞き耳を

立てる。

「わかった、わかった。EMPはあくまでプランタワーを強制的に再起動させるための

手段で、停戦監視団に危害を加えるつもりではなかったのだね？　それは、納得するこ

とにしよう。しかし……」

　と、これもテルバートで間違いないみたいだった。しつこい訪問販売をうまくあしら

えずに困惑しているお
じい

爺さん、といった様子だ。

「やっぱり本人が来ないと信用できないってカンジですねー。まー、しょーがないとは

思いますけど、こっちにも事情はあるわけでー。とにかく、エシュオムは怪我でムリさ

せられないんです。あ、証拠を持って来ましたよ。あたしがエシュオムから信頼されて

いる証拠です。――はい、これっ」

　少し間があって、「これは？」とテルバートの声。

「お手紙です。息子さん宛の。
じきひつ

直筆なんですけど、差出人はエシュオムじゃなくて、な

んだっけ……、そう、オヴァフさん。確かめてもらってもいいですよ。ライトはあり

ます？」

　すると、注視していたのとすこしずれた方向で、ほのかに光が灯った。テルバート

と、女の姿。ガスマスクはつけていないけれど、わかるのはそこまで。顔はわから

ない。

「――たしかに、これはオヴァフの筆跡のようだ。士官になったと聞いたが、まだ田舎

育ちの
くせ

癖が残っているな。懐かしいよ」

「えっと、私よく把握できてないんですけど、オヴァフさんって誰さん？　ケダブール

じゃ有名な人？」
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「まだ有名になるような歳じゃないが、まあ、モカウ家の人間だからね。姓を名乗れば

注目はされるだろう」

「あー、そういえばおじさんってもともとケダブールの人でしたね。エシュオムが言っ

てましたー。たしかおじさんもモカウさんなんですよね？」

「最近じゃあまり名乗らないが、そうだよ。私はテルバート・ジブ・モカウ。祖国では

モカウ・テルバートだ。地縁は切ったが血縁は捨てたつもりはない。兄のサウトニーと

も、その子供たちとも、たまに連絡は取っている。なかでもオヴァフだけは直接こっち

へ遊びに来たこともあってね、息子とはそのとき仲良くなった」

「エシュオムもそのとき？」

「ああ、あれは使用人の中でも特別で、オヴァフの友人役を任されていたからね。旅だ

ろうといつも一緒にいたよ。それが今回はひとりで来たと言うから、なかなか信じられ

なかったが……。オヴァフの私信を
たずさ

携えているとなると、エシュオムがここに来てい

るという話も信用できる」

「よかった！　わかってもらえましたかっ！」

「それで、エシュオムは私に何をさせたいのだね？　封印していたプランタワーを勝手

に起動させておいて……。
いたずら

悪戯の謝罪なら、怪我をしていようがなんだろうが、代理人

は受け付けないよ」

「そのことなんです。プランタワー」

　女の調子は、ここで急に改まった。カミラと似ている……気もする。わからない。

「テルバートさんは、プランタワーが人類に必要不可欠だと思われますか？　それとも、

プランタワーがなくとも人は地球で生きていけると信じていらっしゃいますか？」

「プランタワーは、いつか地球を滅ぼす。破滅の定義は難しいが、少なくとも、人類の

生存環境としては、破壊されてしまうだろう。私は、そのリスクを回避したい。
ばんなん

万難を

排してでも。――あくまで個人的意見だ。誰かに押し付けるつもりはない」

「たしかに聞かせていただきました。エシュオムに伝えておきます」

「帰るのかね？　私は何もしていないが。君は何をしに来た？」

「エシュオムが墜落時にすぐ EMPを使ってプランタワーの再起動をかけなかったのは、

ためらいが、心残りがあったからです。それは、あなたの今の返答を聞くことでした。

脱出したエシュオムは傷を負った身でこちらまで辿り着きましたが、見知らぬ男児を見

かけたため、引き返しました。それで私が、彼の気がかりを
ふっしょく

払拭するために、ここへ

参りました」

「君のことは信用しよう。だから、私をエシュオムのところへ連れて行ってくれ。傷の

手当ては、ちゃんとできているのかね？」

「どうか、それはご
ようしゃ

容赦を。手当てはできる限りのことをしておりますし、彼の命に別

状はございません。そして、会ったとしても彼はこれ以上を語らないでしょう。察する

に、明日起こること、それを前もってあなたが知るのはとても酷なことです」

「それは、プランタワーへの犯行予告としか思えない。エシュオムはテロリストにでも

なるつもりか」

「あるいは、世間ではそう呼ばれることになるかもしれません。私に言えることは、あ

なたの知る彼はおそらく変わってはいない、ということだけです」
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　そして女は
きびす

踵を返して駆け出す。テルバートは女の背中に向かって叫んだ。

「停戦監視団にこのことを伝えるぞ」

「ご随意にー！　もとよりあの人たちの目をごまかしきれるとは思っていないんでー！」

　最後はまたあの調子に戻って、女は闇の中に消えてしまった。

　女を追いかけなかったのは、森の危険性を思い知ったからというのもあるけれど、な

により、頭が混乱していたからだった。

　モカウ家といえば、近代史に名が載る実業家一族だ。ケダブール条約機構加盟国の多

くは貴族制度を持たないので、
ファミリー

「家」といえば
にんきょう

任侠ものの娯楽作品を思い浮かべるのが

普通だけれど、モカウ家はケダブール条約機構きっての
コングロマリット

複合企業を経営する一族として

有名だ。
ざいばつ

財閥と呼ぶ人もいる。

　テルバートは、ただ祖国を捨てたわけじゃなかった。モカウ家だなんて、そんなすご

い家庭環境を捨てて……、いや、本人
いわ

曰く捨ててはいないらしいけれど、とにかく私が

想像できるいろいろなおいしい環境を捨て去って、こんな森で暮らしている。もっと楽

にいい暮らしができたでしょうに。理解できない。でもそのテルバートも、生家の使用

人が、
おい

甥の友人がテロリストとなったことを、理解できないでいる。

　そう、亡命を図ったのはモカウ家の使用人、エシュオムというのだ。正しくは、亡命

ではなく、プランタワーへのテロ未遂の犯人だ。そして犯行は再び繰り返されようとし

ている。未然に阻止すれば大きな手柄だ。でも私ひとりがこの情報を持っていも、私の

力だけではどうにもならない。情報を伝え、助けを求めないといけない。幸いなことに

情報は豊富に得られた。犯人の名、性別、身元はわかったし、おおよその年齢も絞り込

める。黒い TUがその仲間であることも間違いない。これは大きな収穫だ。テグス・

テヒネに早急に連絡をつけないといけない。隙があればまた電話を試みよう。ダメで

も、あした停戦監視団の基地から、なんとかできないか考えてみよう。私を志願者とし

てカミラに紹介したのはテヒネなのだから、そこへ連絡を取りたいという私の願いが、

停戦監視団内で怪しまれることはないと思う。あとは、どうやってこの重要な情報をそ

れとなく伝えるかだけれど……。ああ、ダメ、もう脳の
か ど う

稼動限界。家に戻ろう。テル

バートはまだ
ぼうぜん

呆然としている。彼よりは先に帰って、ベッドに入っておかないと。そし

て、少し、少しだけ休むのよ。
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十幕

　朝はディグ・ロウに起こされた。眠い目をこすって顔を洗いに行く。

　あれから熟睡はできなかった。三度目に起きると地鳴りが収まっていた。たぶんプ

ランタワーが収納部分の展開を終えたのだろう。そのときも含めて、夜明けまで目が覚

めるたびにケララ探題へと電話を試したけれど、結局、一度も繋がらなかった。あの女

が、回線を切断したのかもしれない。プランタワーの
りゅうき

隆起で回線が切断されてしまっ

た、という可能性もある。朝餉が済んだら戸外の回線の状態を調べておこう。ところで

今朝は何を作ったのだろう、またもや、いいにおい。

　机に並べられていたのは、ホットケーキとハムサラダだった。ほどなく三人が席に着

く。ディグ・ロウとテルバートのふたりが、大地への感謝と祝福の言葉を短く口にし

た。決まり文句らしい。私も私なりにいただきますと宣言し、食事開始。

　予想とたがわずホットケーキはおいしかった。ふっくらしっとり、しかし表面は香ば

しい、これまでの人生で最高のホットケーキだった。ハムサラダのほうも文句のつけよ

うがない。サラダに使った野菜は、テルバートが森の一部に畑を耕して作ったものと、

地球府の菜園から届けられるものとがある、などという話で時間が過ぎていく。

「食欲は昨日通りとして……顔色がよくなったね。瘴気はすっかり抜けたようだ」

　食べ終わると、テルバートはそう言って微笑んだ。まるで、プランタワーの出現も、

それを破壊すると遠まわしに宣告したあの女のことも、すべて忘れてしまったかのよう

な
くったく

屈託のない笑顔。聞かれていたとは思っていないだろうから、当然といえば当

然、か。

　もともと身一つだったので、朝食を済ませるともう支度することもなかった。散歩

を、と言って外に出ると、プランタワーはやはり存在する。展開を終えたその高さは、

もう五百尺を超えているかもしれない。中層の外壁が全体に緑がかって見えるのは、
つた

蔦

や
こけ

苔のせいだろう。これは、幻じゃない。

　それから回線の埋設位置を探り当てて、人為的な断線の有無を調べてみたけれど、異

状は見当たらなかった。家に戻るとテルバートは普通にどこかと通話していた。昨夜

の件が話題に出ているかもしれないと思って、ディグ・ロウの相手をするふりをして耳

を澄ましたけれど、通話は終わってしまう。テルバートに昨夜のことを問いただせずタ

イミングが見つからない。――いや、問い
ただ

質して、どうするんだろう。テルバートがど

う思っていようと、あの女はエシュオムというテロリストと一緒にプランタワーを襲う

のだ。これから停戦監視団で、そして私が連絡すれば情報局のほうでも、対応に動く。

それでいいし、それしかない。テルバートのことは、今は放っておこう。

　周期的な地響きが近づいてきた。プランタワーの地鳴りとは違う。聞きなれた種類

の音だ。装備のつけ忘れがないのを確認して外で出迎えると、案の定、回収の TUが

やって来ていた。バコが一機。レグラヌーズの誰か。

「この子も連れて行ってやってくれ。話はついている」
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　テルバートがディグ・ロウを連れて来る。ディグ・ロウは革袋を両手で抱くように抱

えていた。あの木彫り人形とその材料、ナイフが入っているのだろう。

「でも、どこに？」

　 TUは普通、一人乗りだし、増してや小型のバコのことだから、コクピットにゆとり

があるとは思えない。私が扱いに困っていると、バコのスピーカーから指示が飛んで

きた。

「ディグ・ロウはコクピットへ。おまえはバコの手に乗せていく」

　その声の低さでコッシュ・コッソンだとわかった。あのムキムキ眼帯男と同じコク

ピットに収まるなんて、こちらからお断りしたいところだけど、この言い方にはムカッ

ときた。何か言ってやろうかと思ったけれど、踏みとどまる。私の受け入れを渋ってい

たホリハに、ダウエ・ダウアの娘だから得にもなる、と言って取り成してくれたのは、

この男だったから。

　テルバートに頭を下げて、バコの手に乗る。
あさつゆ

朝露のせいか、湿っていた。先にコク

ピットに乗り込んだディグ・ロウは、こういう状況に慣れているようで、嫌がることも

怖がることもなかった。

　コッソンはプランタワーを避けるように大きく迂回して北上する。エシュオムとい

う男がプランタワーを狙っているわけだから、単機で、しかも私やティグ・ロウという

お荷物つきで近づくのは得策じゃない。というわけで、都合はいいわけだけれど、その

事情をコッソンは知らないはずだった。単純に、あの地中から出てきたプランタワーそ

のものを警戒しているのかもしれない。いつ作られたものか正確なところは知らない

けれど、日光の下で見ると、祖父が生まれる前に作られたんじゃないかと見当がつく。

いつ崩れても、驚きはしない。

　そのプランタワーが横に見えるようになり、そして振り返らないと見えないように

なっても、コッソンはまっすぐ進み続けた。おかしい、と私は気づく。森は運河を分か

つ中州でもあり、北側にだけ、TUでも通れる橋が設けてある。停戦監視団はその橋を

使って森の中に TUを入れていて、昨日私もそこを通った。けれどコッソンは、今回は

そこを使わないつもりのようなのだ。だとすると。

「このまま
と か

渡河するつもりですか？」

　ヘルメットは使っていないから、コッソンが外部音声を拾っていることに期待して、

問いかける。無口だから、聞こえていても返事しないつもりかもしれない。そういえば

ディグ・ロウとふたり揃って口数が少ないけれどコクピット内はどんな様子だろう。い

ろいろ想像していると、音量を
しぼ

絞った外部スピーカーで返事があった。

「未明から、橋の近くに議会軍が展開している。彼らを刺激したくない。上流に回れば
あ さ せ

浅瀬がある」

「議会軍が展開って……、昨日の件が伝わったせいで？　それともあのプランタ

ワーの？」

「さあな。
ろうきゅう

老朽化しているプランタワーの倒壊に備えて、というのが停戦監視団に対す

る通告文にあったが、それだけではないだろう」

「この森にもプランタワーがあったことを、みんな知っていたんですか？」

「かつて存在した、ということなら誰でも知っていた。しかし、現存したとは知らな
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かっただろう。多くの人間は」

　それは、そうか。あんな大きな構造物、地中に収納して姿を消すことはできても、歴

史から存在を
まっしょう

抹消できるはずがない。大昔にあったみたいな暗黒時代がまた訪れない

限り、無理だ。納得したけれど、依然気になるのはコッソンの言い回しだった。

「自分は知っていた、という口ぶりですね」

「知っていなければ任務にならない。俺たちは、あのプランタワーの調査を行うために、

ここへ来たんだ。詳しいことは帰ってからカミラに聞け」

　そういえば、ビツーの墜落は直前に起きたわけで、停戦監視団の本来の目的ではな

かったのだった。明確な緩衝地帯を設けたこの戦線では、これまで停戦
り こ う

履行に関して問

題が起きたなんて聞いていなかったし、どうして停戦監視団がここへ TU部隊を集結

させたのか、その本来の目的はまだカミラから聞かされていなかった。――隠されてい

たのかもしれない、と気づく。私がカミラに疑念を抱くよりも前に、カミラのほうが私

を信用してはいなかった……のかもしれない。ライプ書記長の件だって、聞かされては

いないのだ。

「ダリア、なぜ、疑われるような行動を取った」

　心を読んだかのような、コッソンの突然の発言に、
きも

肝が縮んだ。

「何のこと？」

　カマをかけられて引っかかるのは
あ ほ う

阿呆だ。士官学校を初等課程しか出ていなくても

情報戦の基礎は習得している。その要領に従って、私はとぼけてみせた。

「あの侵入者、黒いカットナッター使いを、ひとりで追ったことだ。TUでならともか

く、生身で追跡を続けることはなかった」
カットナッター
議会軍 TU 用の装甲切
断機、ナッターシステム
の一種。刀剣状の外見が
特徴で、振動破砕面の面
積が小さく、軽量。刀身
の靱性に欠けるため他の
ナッターシステムに比べ
るとその扱いは至難であ
り、パイロットたちの評
判は一般に芳しくなかっ
た。しかし使いこなした
場合には戦闘パターンの
幅を大きく広げることが
でき、その使い手は味方
ばかりでなく敵からも賞
賛を浴びた。

「それで何故疑われているんですか、私は」

「俺たちがモニタできないところに姿を消したのが問題だ。それで、侵入者との内通を

疑われている。そもそも、あの侵入者の行動は、俺たちの行動計画が漏れていなければ

成立しにくい。EMPによるプランタワー起動も、早い段階で TUによる強行突入を行

えば展開開始前に実行停止命令を入力できた。それを果たせなかったのは、奴がわざわ

ざ俺たちのビツー回収のタイミングに合わせて現れ、三機の TUを EMPの余波で稼

動不能に陥れたからだ。あれは巧いやり方だった。停戦監視団は軍隊じゃない。少な

くとも、犠牲を
いと

厭わず目的を完遂する、という組織ではない。だから下手に追撃して被

害を増やすよりは、ひとまず三機の回収と復旧、そしてこれ以上の侵入を防ぐため外縁

部の警戒態勢の維持を優先した。それで、森の真ん中でプランタワーが動き出したと気

づいたときにはもう遅かった。一度展開が始まるとあとには引き返せない。――偶然

と考えるよりは、内通者の存在を疑うべき状況だ。するとダリア、もともとこっちにい

て今度初めて停戦監視団に入ってきたおまえがいちばん怪しい、となる。わざと迎撃に

失敗したのではないか、という見方も出ている」

　無口なくせに喋りだすと長いのはディグ・ロウ以上だな、なんて感心している場合で

はなかった。疑惑は否定しないとまずい。でも、停戦監視団の理念に心から賛同して参

加しているので信用して下さい、なんて言うと嘘になるのでボロが出そうだ。どうした

らいいんだろう。――理屈で通らないときは人情かな、と私は閃く。

「ホリハさんやブシー坊も、私を疑っているんでしょうか……」
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「いや、疑っていない。あからさまに怪しすぎる。気づかれないようにやらなければ内

通とは言えん。それにスパイにしては
そ こ つ

粗忽に過ぎるからな、おまえは。その説明が停戦

監視団のお偉方に通ったから、迎えに来た。そうでなければまだあの家に
なんきん

軟禁だった」

　そうか、それでか。だから電話が通じなかったのだ。私が外部と連絡を取れないよう

に、外から操作したのだろう。コッソンの言っていることは、嘘みたいに意外な話だけ

れど、残念ながら嘘ではない、ということか。

　河の音が聞こえてくる。話しているうちに森の外縁部まで着いてしまった。川から

北は基本的に議会軍が展開可能な地域だけれど、この真北の一帯は停戦監視団の基地を

設置した関係で非武装の緩衝地帯になっているので、議会軍の姿はない。停戦監視団の

見張りが数人、TUが一機だけ、待っている。ブシーのバコだ、とはすぐに察しがつい

た。両手を挙げて喜ぶようなモーションを仕込んでいるのは、あのバカな、無邪気な少

年に間違いないだろうから。

　ちょっと顔についた水滴は、渡河の
し ぶ き

飛沫のせいにできてよかった。
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十一幕

　基地に戻った私は、ディグ・ロウと一緒に、プランタワー再起動対策会議室という札

のかかった部屋に案内された。主だったメンバーが集まっているのだな、というのは部

屋の人数を見ればすぐにわかる。会議室と
めい

銘打ったわりに、ろくに机も椅子も並べてい

ないのは、部屋が
せま

狭いせいか、備品が足りないからか。ともかく、あんなに
ひ と け

人気がな

かったのに、いったいどこから
わ

湧いて出たのだろう。

　誰かが
お ん ど

音頭を取っている様子もなく、好き好きに数人単位で集まって、いろいろ相談

しているのが現状のようだ。ディグ・ロウは父親を探しに駆けて行く。私はカミラの姿

を見つけたのでそちらに向かい、そしてその向かいに背の低い少女、テグス・テヒネが

いるのに気づいて驚く。

「ダウエ・ダリア、帰参いたしました！」

　敬礼し、割って入る。

「お帰りなさい、ダリアさん。もう調子はよろしいですか？」

「ええ、おかげさまで」

　こちらの
どうよう

動揺を知るはずもなく、ダリアは笑っている。テルバートといい、地球府の

人間はどうしてこうも屈託のない表情ができるのだろう。

「いろいろあったようだな、ダウエ参遊」

　と、見下す調子で見上げてくるのは予想済みだったけれど、そのあとに来ると思って

いたお叱りの言葉はなかった。カミラの手前だろうか。

「受領したばかりのキャスクを壊してしまいました。申し訳ありません」

　状況を利用して先に謝っておく。

「いや、ビツーはケララ探題の管轄区内で
ごうだつ

強奪されたものだった。機体に電磁パルス爆

弾が装着されていたことを察知できなかったのは情報局の責任だ。君はよくやってく

れている」

「支局長代理は、今日はどうしてこちらに？」

「プランタワーのおかげで、運河の両岸が緊張状態になっているからな、両軍の関係者

がここで腹の探り合いをしている。君の上官も来ているぞ。あとで少し時間を作って

くれ。三人で話をしよう」

　いい年して輜重隊の仕事もろくに把握できていないあの役立たずの隊長が、何を？　

そうは思ったけれど、にこやかなムードを崩すべきではないと判断し、「了解」と答

える。

「ではアルタミラ管理補佐官、あの件はこちらで処理いたしますので」

「はい、よろしくお願いします」

　テヒネは立ち去り、カミラとふたりきりになった。

　カミラは手短に、両軍の緊張状態について説明した。どちらもプランタワーの倒壊に

備えた災害対策出動だと通告しているものの、あれが地球府の意思と関係なく強引に再
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起動させられたことは、上級将校の間では公然の秘密らしい。さらに、地球府が黒い

TUの件を持ち出すと、両軍は互いを犯人と決め付けるような有様だという。もしプラ

ンタワーが崩れるようなことがあれば、どうなるかわかったものではない。そして悪い

ことに、崩壊の可能性は高い。エシュオムとかいうテロリストはそれをやろうとしてい

るのだから。

　
ゆ う よ

猶予はない。いろいろなことを、はっきりさせる時だ。

「あの、カミラさん、もしかして姉妹がいませんか？」

　と、ヘンな質問になってしまったのは、道中レグラヌーズと話した感じでは、カミラ

にはアリバイがあるとわかったからだ。ミステリーによくある双子オチかもしれない、

という線は、バカバカしくてもチェックしておかないといけなかった。

「あ、はい。姉がいます。もう他界しましたが」

　私、絶句。

「――ごめんなさい。悪いことを」

　しばらく口をパクパクさせたあと、ようやくそれだけ言って頭を下げる。

「私は大丈夫です。けど、そうですね、ここではあまりしたくない話です。――あの子

がいるところでは」

　カミラの視線が流れた先に、ディグ・ロウとその父親がいた。父親は全然違うほうを

向いていたはずなのに、まるでカミラの視線を感じ取ったかのように一瞬こちらを見る

と、息子を抱き上げて肩に乗せ、向かってくる。遠目に見たときには比較対象がディ

グ・ロウだけだったからわからなかったけれど、この人、大柄だ。コッシュ・コッソン

といい勝負。

「カルマの話をしていたのか」

　父親はカミラに向かって訊ねた。するとカミラは、私が初めて見る、困ったような笑

顔に切り替わった。この笑みは、偽者だ、とわかる。

「あら、あなたの耳のよさは分かっているつもりでしたけれど。どうしてわざわざ近

寄ってくるのでしょう？　ディグのことを考えてあげてください」

「ロウとて、いつまでも何もできぬ
ち ご

稚児ではない。カルマの死は、いずれは越えねばな

らぬ壁。そしてロウはもう、私が教えてやらずとも、自分で聞き分けることができるの

だ。そなたの声を、このざわつきの中でも」

　
しんらつ

辛辣なカミラに対して、この男の言葉とまなざしは穏やかだった。

「あの……、私がいけませんでした。知らなくて」

　カミラを落ち着けたくて、私はとりあえず謝る。

「謝らなくていいよ」

　と、頭上からした声は、父の肩に乗ったディグ・ロウのものだった。

「ぼくはもう、母様のことでは、泣かないもの。だからカミラも怒らないで。お願い」

　――ディグと呼ぶのは、家族と、母様の血筋の者だけ。

　ディグ・ロウの言葉を思い出し、私はようやく彼らの関係を明確に理解できた。カミ

ラはこの子のおばに違いない。そして、義理の兄弟との間には、ちょっとした不和があ

るようだ。教育方針に不満がある、といったところだろう。父親は仕事であまりディ

グ・ロウの世話を見てやれていない、とテルバートは言っていた。
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「ディグがそう言うのであれば……」カミラは
ふしょうぶしょう

不承不承、
ほこ

矛を収める。「私も、カルマ姉

さんのことで
も

揉めたくはありませんからね。この件は水に流しましょう」

　そして二人は握手する。仲直り。よかった、と私は胸をなでおろす。別に大人同士の

反目なんて放っておくけど、ディグ・ロウのような小さな子供が悲しむことは、避けた

かった。

「ところでオグ・アム。あのカットナッターの使い手のことなのですけど……」

「――オグ・アム！？」

　話題を変えたカミラを、思わず私は
さえぎ

遮っていた。

　オグ・アム。それは、その名は、火砲狩りのサブラウの乗り手のものだ。オグ・ア

ム・イットウ。私をカラール壱恒から遠ざけ、墜落直後のビツーの回収も邪魔してくれ

た張本人。

「おお、一昨日は愚息が世話になり申した。
せっしゃ

拙者、オグ・アム・イットウと申す。以後、

よしなに」

　オグ・アムは私のほうに向き直り、右手を差し出す。

　私はその手を見つめ、ディグ・ロウから伝え聞いたこの男の言葉を思い出していた。

　一緒に仕事をする同志。
はらから

同胞。

　――冗談じゃない。

　私はオグ・アムの
し

逞い手を衝動に任せてはねのけた。そしてこちらを
け げ ん

怪訝そうに見下

ろしている顔を、きっとにらみつける。

「敵と握手するつもりはないわ。私はダウエ・ダリア参遊。戦場でおまえのテロ行為に
あ

遭い、名誉も将来も奪われた者だ！」

　言ってやった。とうとう言ってやった。周囲が静まり返るのがわかったけど、それこ

そ望むところだった。どうよ、オグ・アム・イットウ。善人
づら

面をして停戦監視団に加

わっていても、おまえのテロリストとしての過去は消えはしない。衆人の目の前で、お

まえは自分の過去の罪を認められる？　独善に巻き込まれて人生を台無しにされかけ

たこの私に何て言い訳をするのかしら？　開き直ればもうこれ以上の
ぎ ぜ ん

偽善は通用しな

くなる。謝罪よ、謝罪するのよ。普通の謝り方では済ませない。
ど げ ざ

土下座でもさせてやろ

うか……。

「拙者は信念に基づいて行動している。火砲を狩って回ったのもそうならば、今こうし

て停戦監視団の一員として働いているのもそうなのだ。ダリア殿、おぬしは拙者を敵と

呼んだが、拙者としては、ここでこうして信念を同じくする者を敵と呼ぶ気はない」

　再びオグ・アムは手を差し出す。私はそれを無視した。私は
き べ ん

詭弁にごまかされたりし

ない。

「お姉さん、水に流そう」

　和解を求めるディグ・ロウの小さな声を、私は、「うるさい」の一言ではねのけた。

大きな声を出してしまってから、しまった、と思う。視線を上げてディグ・ロウを見

る。さっき母のことではもう泣かないと健気に宣言したその顔が、今にも泣き出しそう

だった。

　私ははっとした。
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　ごめん。ごめん、ディグ・ロウ。でも、これは譲るわけにはいかないの。ここであっ

さり水に流せば、もう私の名誉は戻ってこない気がするから……。

　いつの間にか、私も涙ぐんでいた。オグ・アムにそれを見られるのは負けだという認

識が働いて、私は
だ っ と

脱兎のごとくその場を逃げ出した。室内のどこからかブシーの呼び止

める声が聞こえたけれど、戻れるわけがなかった。

　廊下に出ると、もう涙を
こら

堪えられなくなっていた。トイレに逃げ込もうと思いつき、

立ち止まらずに走り続ける。そして、どうして私は悲しいのだろう、と考えた。敵に対

して、言いたかったことを言ってやったのに。それなのに。

　トイレに駆け込み、化粧台の鏡の前に立つと、ちょっと
ぬぐ

拭ったくらいでは隠せない有

様になっているのがわかった。うなだれ、化粧台に手をついて、重く溜め息をつく。

　たとえ構ってもらえる時間が短くても、ディグ・ロウが父を深く
した

慕っているのは明ら

かだ。あの子にとって、父親を悪く言われることはとても悲しいことだ、と想像でき

る。それは私がまさにそうだったから。いや、私以上にその想いは強いだろう。彼には

母親がいないのだから。そこまでわかっているのに、その私が、あの子を傷つけてし

まった。自己
け ん お

嫌悪の波が押し寄せる。

　大人同士の反目なんてありふれている。どこにでもあるし、どこででもできる。だっ

たら、そう、子供の前でやることはなかったのだ。大人は場所を選べるのだから。オ

グ・アム・イットウを許せない私の気持ちを
け ん じ

堅持することと、あの子の心を傷つけない

こと、どちらも満足するやり方がきっとある。私はそれを見つけなくちゃいけない。自

分で。誰かには頼れない。――これまで私はなんて子供だったんだろう。

「
たんりょ

短慮を反省することは、覚えたようだな」

　すぐうしろで男の声がして、私はびっくりして顔を上げた。背後に立った人物が、鏡

に映っている。条約軍将校の制服。壱恒の階級章をつけた襟の上に、よく知った男性の

顔が乗っていた。

　またやってしまった。ここは男子トイレだ。

　――じゃなくて。

　どうしてここにいるのですか、カラール・サマール隊長。
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十二幕

　情報局の
ぼうちょう

防諜仕様車は後部座席が個室のようになっている。そこで私からすべての

話を聞き終えたテグス・テヒネは、出来の悪い生徒がようやく課題を解き終えたときの

教師みたいに力強く頷いた。

「なるほど、それは貴重な情報だな。今度は
せ じ

世辞ではなく、よくやったと言っておこう」

　やっぱりいっぺん殴ったほうがよさそうだ、この小娘は。でも実行に移すほどの元気

は、今の私にはない。

「相手がモカウ家ゆかりの者となると、探題支局の一存で思い切ったことは出来ない。

ビグベンに……、本部に伺いを立てよう。返答が得られるまで、あの男、エシュオムが

現れた場合の対応は、生け捕りとする。もうひとりの女のほうも、正体がわかるまでは

同様だ」
ビグベン ウワシュ
管理下の都市のひとつで、
暗黒時代以前のロンドン
の町並みを一部再現して
ある。情報局の本部はウ
ワシティではなくビグベ
ンに置かれており、このこ
とから情報局本部を指す
隠語としても用いられる。

「そんな面倒な条件、オレにも適用するつもりか？」

　と、これはカラール・サマール壱恒。私が気を落ち着かせるのを待って、ここまで連

れてきてくれた。テヒネが言っていた隊長とは輜重隊の隊長ではなく、かつての隊長で

あるカラール壱恒のことだったのだ。なんでも、機種転換訓練のため部隊ごと後方に下

がっていたところを、情報局が今回の任務のために引っ張ったらしい。情報局は TU

クラスの装備を運用する実行部隊を持っていないから、こうした短期の
しゅっこう

出向
ようせい

要請は珍

しくない。軍規に関する私の記憶が確かなら、カラール壱恒は今、一時的に情報局の指

揮下に組み込まれている状態だ。

「当然でしょ。まあ、停戦監視団に参加してないあんたは森には入れないから、出番は

本当に緊急時のみだけどね」

　テヒネは壱恒に向かって対等の口の利き方をする。壱恒もそれを不服とはしていな

いようだ。それは私にとっては不満なことだけれど、文句を言える立場ではない。――

おっと、危ない、こっちにテヒネの視線が戻った。

「ダリア、鍵を握るのは君だ。もうひと働きして、汚名返上、名誉
ばんかい

挽回といこう」

　私は
しんみょう

神妙に頷いた。あんな空気を作ってしまった以上、一刻も早く仕事を済ませて、

停戦監視団から引き上げたい。

「私は何をすれば？」

「元通り、アルタミラ管理補佐官の指示で働いてくれ。プランタワーをエシュオムらが

襲撃した場合は、身柄の確保を最優先に行動」

「
そ し

阻止はしなくていいんですか？」

「もちろん破壊活動の前に捕まえるのが理想的だが、これは原則だ。重視するべきは、

奴らの身柄を確保、あるいは彼らの目的を掴むことであって、その期待があるなら、多

少泳がせるのも選択肢のひとつだろう。大丈夫だ、事後処理には情報局で
じんりょく

尽力する。

悪いようにはしない」

「でも、それではライプ書記長に危険が
およ

及びませんか」
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　昨日のトイレの老人が本当にライプ・ラスプだったことは、私の報告より先にテヒネ

から聞かされて、確認できている。

「その心配はない。プランタワー調査団はひとまずここを離れた。こうも両軍が展開し

てしまっては、いつ見つかるとも限らないからな。それに、あの男の目的が」

　プランタワー調査団というのは、ライプ書記長に加えて、科学者や、統一国家連合や

＜真静＞の人間も含めて、総勢十余名。地球府が停戦監視団をここに集めたのは、本来

その警護が目的だった。それを両陣営の一般市民の目から
あざむ

欺くため、いや軍人や政治

家であろうとごく一部の人間を除いてその真実を知ることがないように、計画は仕組ま

れたという。

　ケララ探題管内での政治闘争と、敗者の亡命。それがケダブール条約機構から提示さ

れたカムフラージュ計画の序章部分にあたる。闘争からキナ臭さをかぎつけた停戦監

視団が監視強化のために部隊を増強し、そこへビツーによる亡命が起こることで建前の

真実味をあとから補強する。もちろん亡命は、計画においては、やらせだった。両陣営

の上層部は了解済みで、私のような現場の人間だけが
おど

踊らされて、そして目隠しをされ

る。そうやって、プランタワー調査団の存在を覆い隠すのだ。

　しかし偽の亡命計画は、乗っ取られた。エシュオムによって。エシュオムはビツーに

電磁パルス爆弾を仕込み、それを地下に封印されたプランタワーの真上で起爆させるこ

とによって、プランタワー再起動プログラムの実行キーに代えようとした。ビツーの離

陸後に異変に気づいたテヒネは、偶然緩衝地帯の手前にいた私を見つけ、狂った計画の

歯車を除去しようとした。そして
う よ

紆余
きょくせつ

曲折を経て現在に至る、というわけだった。

　そもそもプランタワー調査団とはこそこそと何を調べて回っているのか。三大勢力

の人間が揃っているというあたりから、今次停戦と深く関係がありそうだけれど、それ

は「下っ
ぱ

端の知るべきことではない」のだそうだ。腹は立たない。どうせ、テヒネも遠

くビグベンにある本部から同じように言われているのだろう。私に対して偉そうにし

ているのは、ただの強がりだ。今はそうわかる。

「妙な顔をしているな」

「な、何でもありません！」

「フン、そんな調子では困るぞ、ダウエ参遊。――さて、私はこれからアルタミラ管理

補佐官に襲撃情報について知らせてくる」

　車を出ようとするテヒネを、私は慌てて引き止めた。

「あ、えっと、大丈夫でしょうか？」

「何がだ」

　と、これはカラール壱恒。私は内心ドギマギしながら、考えを整理して述べる。

「これは停戦監視団から正式に通告されたことではないのですが、私には昨夜まで、ス

パイとしての
け ん ぎ

嫌疑がかかっていました。森で夜を明かしたときに回線がケララ探題へ

通じなかったのは、私が外部と情報交換するのを防止するための意図的な操作だったと

考えられます。
こ ん い

懇意の傭兵たちのおかげでなんとか疑いから逃れられましたが、このタ

イミングでこちらから襲撃者の情報を出すのは、もう一度疑ってくれとわざわざ頼むよ

うなことにはなりませんか」

　フム、とカラール壱恒のよくわからない
あいづち

相槌。テヒネはそれまでドアかけていた手を
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離し、腰を据え直した。

「隊員がどうかはともかく、停戦監視団の意思決定機関は、君を疑ってはいないだろう。

その電話回線の一時的不通は、こちらで処置したものだ。昨夜、ケララ支局のネット

ワークに不正アクセスがあったので、私の権限で、外部とのあらゆる通信を遮断した

のだ」

「不正アクセス……。それもエシュオムの仲間の
し わ ざ

仕業ですか？」

「現段階では、わかっていない。確かなことは、最終防壁に至るまでのすべてのセキュ

リティを突破されたことだけだ。それ以下のセキュリティレベルにあったすべての情

報は盗まれたか、
かいざん

改竄された可能性がある。
こんせき

痕跡を解析すればエシュオムとの関連も明

らかになるだろう。しかし時間的に、それは後回しにするしかない。システムの再起動

だけで一晩かかったのだ。おかげで私は寝ていない」

　
そで

袖に手を入れてさするテヒネ。
かゆ

痒いというより、肌荒れが心配のようだ。まだ若い

のに。

「ま、専門外のことに首を突っ込むのはやめて、ここはテヒネに任せろ、ダウエ・ダ

リア」

　カラール壱恒に私は頷く。もっとも、何を言われても横になど振れないけれど。

「そう、君がやらなければならないことは、自信を持って任務に取り組むこと。そして

仲間の信用を勝ち得ること。以上」

　そしてテヒネは車を出る。カラール壱恒はこのまま情報局の車で、運河の上流の橋を

通って南岸に戻るそうなので、私も降りないといけない。私の仕事は、ここにあるのだ

から。

　でも、最後にひとつ聞いておきたかった。こんな質問は、カラール壱恒のもとにいた

頃は思いつかなかったし、たとえ思いついても恐れ多くて絶対に聞けなかった。でも今

は聞ける。

「あの、カラール隊長。ひとつ聞いていいですか？」

「オレはもうおまえの隊長ではないが、何だ？」

　クールでいて、しかし甘い、罪作りなマスクが私を正面から見据えている。胸中のさ

まざまな雑念を追い払って、私は続けた。

「隊長はバスビー量産以前から、砲戦 TUの運用や開発に積極的に関わってきたと聞い

ています」

「そうだな」

「地表上での砲戦には、地球府の交戦規定で厳しい制限が設けられています。バスビー

やキャスキーの火力は、明らかにこの制限
わく

枠を超過するものです。運用開始当初、統一

国家連合では規定無視だと激しく
ひ な ん

批難が巻き起こったそうですね」

「そうらしいな」

「隊長は、いえ、カラール壱恒は、砲戦を行うことに疑念は抱いたことはないのでしょ

うか？」

　言ってしまった。とうとう言ってしまった。これはとても失礼な質問だ。砲撃は最

も有効な攻撃手段である、と何度も教え込まれてきたのに。それを
いまさら

今更。

　カラール壱恒はしばらく無言のままだった。やっぱり怒らせたのだ。どうしよう、と
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思っていると、彼は胸ポケットにひっかけていたサングラスを手に取って、それをか

けた。

「それが質問か？」

「――はい」

「いいだろう、教えてやる」

　私は
なまつば

生唾を飲み込む。

「訓練中におまえらに垂れた
ご た く

御託はウソだ。あれはマニュアルにそう指導しろと書いて

あるからそう言っただけのことだ。戦術研究家の出す論文の内容とは関係なく、砲戦は

昔からの、今のおまえより若かった頃からの、オレのポリシーだ。信念を持ってやって

いる。初めのうちはやれ砲戦狂だのと
さげす

蔑まれたが、それでもオレはやめる気などな

かった。これっぽっちもな。ポリシーとはそういうもんだ」

　サングラスで隠された壱恒の瞳はどんな過去を振り返っているのだろうか。重ねて

聞いてみたい衝動に駆られたけれど、それは我慢した。他人の、元部下ごときの、立ち

入っていい領域ではないように思われたから。

「ありがとうございます」

　そう口に出すと、いや十分に聞きたいことは聞けたな、という気持ちになった。

　車を降りて、地面に立つ。私は、自分の足で、立っている。

　行って来ます、壱恒。
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十三幕

　私はまた森にやってきた。

　キャスクが電磁パルスで受けたダメージはもう回復している。レグラヌーズのバコ

も平気のようだ。そういえばブシーも、復旧作業で寝ていない、お肌がピンチ、なんて

言っていた。

　停戦監視団は、森の南北の見張りを条約軍、議会軍に預け、手持ちの TUをすべてプ

ランタワーの包囲に差し向けた。エシュオムによる襲撃――その名は伏せて発表され

た――があるとわかった以上、プランタワーを再び地下に収納するのが最も危険が少な

いと判断された結果だ。

　プランタワーを包囲するまでは、何の妨害もなく完了した。エシュオムに先んじるこ

とができた、と思いたいけれど、プランタワーを具体的にどう襲おうとしているのかが

わかっていない以上、警戒は緩められない。
チマーキ 条約軍の
量産型 TU。ダル・ゼブ
の二機種が主力であった
時代からキャスクが主力
となる時代までの過渡期
において、各地で条約軍
の前線を支えた。すでに
正規軍向けの生産は終了
している。

　対策会議室で話し合っておいた通り、私たちは二手に分かれた。プランタワー内を生

身で登っていって制御室に向かう突入班と、周りでエシュオムの襲撃に備える防衛班。

私は防衛班で、レグラヌーズは突入班だ。電磁パルスで再起動できたのだから封印も電

磁パルスでできるのでは、という意見も出たものの、経年劣化や人為的操作によってこ

ちらが思った通りには動かないおそれがある、という慎重論が採用された。

「あたしらがいなくても大丈夫かい？」

　 TUを降りる前に、ホリネ・ホリハが話しかけてきた。パイロット不在となる TU

は、プランタワーともども私たち防衛班が守ることになる。

「任せてください、ホリハさん。そちらも気をつけて。テロリストが中に
ひそ

潜んでいる可

能性だって、あるんですから」

「はいよ。――なんだい、やけに素直じゃないか。気持ちわ……」
バリクンビラ トパ
ス製作所のクンビラ系量
産モデル。エジンエンジ
ン搭載。マイナーチェン
ジを経つつ、議会軍の対
テロ特殊部隊クインティ
リオン・クオリティーズ
の主力として活躍したが、
寄る年波に勝てず、一線を
退いた。開発・製造元のト
パスはこの旧式化したバ
リクンビラに若干手を入
れたのち、地球府に納入。
以後、バリクンビラは地
球府の発行する「交戦規
定」を戦場で宣伝する役
目を得た。不心得者への
対処として、戦闘能力は
残されているが、同世代
の TU に比べると遜色が
あるのは否めない。

　後半は独り言だったらしく、最後まで聞き取る前に通話は切れる。皮肉を言っている

のではなく、この人は単に表裏がないのだな、と気づく。

　やがて、慎重に罠の有無を調べていたコッソンが作業を終え、突入班を手招きする。

レグラヌーズと他の突入班メンバーはそれぞれ武器や工具を携えて、暗い穴――外壁に

設けられたメンテナンス用の出入口――の奥に消えていった。

　防衛班として残ったのは、私のキャスクのほかに、設立当初に条約軍から派遣された

という老兵の操るチマーキの改造機、統一国家連合側の傭兵たちが使う二機のツィー

ズ、地球府の旧式 TUバリクンビラに、さっき初めて見た＜真静＞のユーサン・ビサー

ジュ。これはパイロットとも面識がない。そして、オグ・アム・イットウのサブラウ。

　防衛班は比較的性能の高い TUを割り振ってある。ただしバリクンビラは例外で、

これはバコと同様小型だし、なにより古すぎて、戦闘力はあてにならない。私はこんな

骨董品を戦場で見たことがない。それでも防衛班にバリクンビラが残っているのは、

TUではなくその中身、操縦している地球府職員のほうが必要だったからだ。エズミと
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いう名の中年の管理補佐官らしいのだけれど、万一プランタワーが崩落などして条約軍

と議会軍が一触即発の事態となった場合には、彼が双方をなだめてくれる……とカミラ

は期待している。周りの停戦監視団メンバーも文句は言っていないので、私もとりあえ

ず信用しておく。ただ、TUは動かせるものの本質は武人ではなく官僚タイプとのこと

なので、放っておくと襲撃時に危ない。そこでチマーキがガードについている。乗って

いるのがエズミより
としかさ

年嵩の老兵、というのはちょっと笑えてしまう。

　突入から一時間が過ぎても、エシュオムの襲撃はなかった。突入班は途中で崩れた壁

に行き当たり、制御室への到着が遅れているとのこと。まだしばらくここでの警戒を続

けなければならない。――ならないのだけれど、集中力には限界がある。あまりに何も

ないので、あくびのひとつも、出始めた。なにせ、私は昨夜よく眠れていないのだ。

　エシュオムの戦力とは何だろうか、と、私は眠気覚ましに考え始める。乗ってきたビ

ツーは停戦監視団が回収したし、この森に武器が
たくわ

蓄えてあったとも思えないから、人

ひとりが携帯できる程度の武器しか持っていないだろう。対装甲ロケットとか、爆弾と

かだ。いずれにしてもこの巨大なプランターを崩落させてしまうほどの量はないと思

う。ただ、あの黒い TUが森に忍び込んだところは誰も見ていないので、そのとき一緒

に何か武器を持ち込んだ可能性や、TUでも通れるような地下通路が存在する可能性も

考慮したほうがよさそうだ。TUが密かに運べる武器といっても、やっぱりたかがしれ

ているけれど、もしも地下通路があったのだとすると、敵 TUは何機になるかわからな

い。ヘタしたらこの防衛班より多いかも。――よし、緊張感が戻ってきたわ！　なんか

膝が震えているのは、武者震いというやつね！

　敵襲、という声が通信回線に飛び込んできたのは、そんなときだった。

　叫んだのは傭兵ツィーズの片割れで、そのときにはもう例の TUが、ブラックペッ

パーの能動光学迷彩モードを解除しながらその脇をすり抜けていた。森の背景色に溶

け込んでいた機体が、見る見るその本来の色、黒に変わっていく。対照的に白いのは、

手にしたカットナッターの白刃。ツィーズは下半身の関節をやられたらしく、黒い TU

の背後で無様に倒れる。

　私も周りの防衛班も一斉に動いた。

　まず、倒されたツィーズの相棒が、黒い TUの行く手に立ちはだかる。リーチの長い

柄の先に V字形の装甲切断機を備えた「サスナッター」を正面から突き出して、その

小柄な機体を捕まえようとしたものの、相手は身軽にジャンプしてサスナッターの上に

着地。荷重に耐えかねたサスナッターの柄がポッキリと折れ、ひらりと振るわれた反撃

のカットナッターが、ツィーズの手首を切り落とす。
カムラ・ブレード
カムラーとも。条約軍の
標準的な TU 用手持ち式
近接武器。形状は様々だ
が、リーチを長くするよ
りは手首や胴体を守るよ
うに刃を配置しているも
のが多い。

　ツィーズを突破してプランタワーへと迫ろうとする敵に、私は横合いからカムラ・ブ

レードで飛びかかった。瞬発力ではツィーズより勝っているし、相手が小型機ならパ

ワーでも押せる、という勝算があった。相手はスピード重視でほぼ直進している。やれ

る、と見極めて加速を最大まで上げようとしたとき……。

「ダリア殿、下がれ！」

　不意にかけられた声に従って、私はやろうとしていたのとは全く逆の操作をした。

キャスクの肩と太腿のスラスターが逆噴射をかけ、下半身全体をサスペンションにして

停止する。すると目の前を茶色の機体が高速で通り抜けていった。
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　新手。やはり増援はいたのだ。

　その姿はよく知ったものだった。ワバ。輜重隊でレッカーとして使っていたものと

同型機。でもそいつは、私が見たことのない高速移動で割り込んできた。声が……、オ

グ・アムの声が聞こえていなかったら、キャスクの脇腹に鋭い爪の一撃を受けていただ

ろう。危なかった。

　オグ・アムのサブラウは黒い TUを足止めしていた。ワバはユーサン・ビサージュが

取り押さえようとしていたけれど、蛇のように伏せた走行形態に変形したワバは、その

足元をすり抜ける。その先には、戦力外のエズミのバリクンビラと、それを守るチマー

キのみ。

　こんなときに火砲があれば、という口惜しさをばねにして、私はキャスクを再び
ちょうやく

跳躍させた。その間、チマーキが網を投げてワバを捕獲しようとしたものの、案の定、

ワバは爪で網目を裂いてこれを抜け出す。でも、私が追いつく時間は稼いでくれた。私

はワバの背中を踏みつけ、それでもなお前進しようとするワバにキャスクをしがみつか

せる。そして右手のカムラ・ブレードを振るい、コクピットには被害を出さないよう

に、まずは肩の付け根を狙った。――少しそれた。装甲にはじかれた勢いで、カムラ・

ブレードが手からすり抜ける。

「まだまだっ！」

　モーションシフト。メインウェポンを素手に。キャスクの両の
こぶし

拳が、交互にワバの

頭を襲う。

　一、二、三、四、五。速度は緩んだものの、ワバはまだ止まらない。プランタワーは

もう目前だった。

　六、七、八、九、十。キャスクの手がひしゃげたのがわかる。しかしワバの装甲だっ

て歪んでいる。走行姿勢が大きくぶれる。

　十一、十二、十三……。ワバは突入班の放置した TUの間をすり抜けつつ、キャスク

をそこへ押し付けた。十五発目の拳を叩き込んだところで、私はとうとう振り落とさ

れる。

　背中の重圧から逃れたワバは、スラスターを援用し、プランタワーの殆ど垂直な壁を

登り始めた。頂上を目指すつもりのようだ。

「まずい、頂上に行かせてはいかん！」

　エズミ管理補佐官の声。たぶん血相が変わっているけれど、それを画面で見る余裕は

なかった。何がどうまずいのか、とは考えず、私はその瞬間、自分のやるべきことだけ

を意識した。

　私がキャスクの機体を起こしている間に、後方からチマーキが、頭上を飛び越えて

行った。キャスクほどの推力はないけれど身軽な機体だ。でもワバの壁面登りも想像

以上のスピードで、どうやらワバのジャンプは届きそうにない。――と思ったら、チ

マーキの老兵には奥の手があった。改造した左腕からアンカーを射出し、プランタワー

の壁面、ワバのまだ通過していない点に打ち込む。じっとしていられなかった私が推力

不足を承知でジャンプしたときには、アンカーの巻き上げ機構の助力で再上昇したチ

マーキが、ワバの高さに追いつこうとしていた。

　しかし。思いもしない邪魔が入った。
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　ワバに追いつくかに見えたチマーキが、突然横合いからの衝撃を受けて、空中で揺れ

たのだ。次に、アンカーと繋がったチマーキの左腕がちぎれ、上からの張力を失った機

体が落下に転じる。

「ちぃっ。おい、ダウエの娘っこ、任せるぞ」

　老兵の言わんとするところは、ピンときた。確認する間も惜しいので迷わず実行

する。

「失礼します！」

　私は推力をいったん絞り、チマーキを空中で踏みつけた。そして反作用を受けると同

時に推力を全開に戻し、高度を稼ぐ。でも、まだ足りない。ワバはすでに頂上近い。

　そのとき私の目の前を、本体からちぎれてもなおアンカーを巻き上げているチマーキ

の左腕が通り過ぎようとした。その腕を両手で抱え込む。上昇速度が伸びた。行ける。

私は瞬発用のブースターを点火し、とうとうワバを追い越した。アンカーが打ち込まれ

た壁に着地すると、避けきれずにこちらに突っ込んでくるワバのほうをふりかえり、私

は機体重量を丸ごと乗せた
こんしん

渾身の、十六発目の鉄拳をその顔面に叩き込んだ。

　壁から引き
は

剥がされたワバに、スラスター推力だけで高度を維持することはできな

かった。チマーキの腕を放り出してしまった私のキャスクにも、それはできない。二機

揃って、頭から落ちていく。

　私は適当な高度で逆噴射をかけようとしたけれど、ダメだった。警告を無視した
かじょう

過剰

燃焼で、スラスターの推力が出ない。このまま地面にぶつかったら、いくら土が柔いと

いっても、危険だった。脱出装置の作動手順を慌てて思い出そうとするけれど、パニ

クって、かえって思い出せない。エアバッグだけで持つだろうか。いや、たぶん持たな

い。ああ、地面が、近づいてくる……！

　しかし、私は助かった。地上から百尺ほどのところで、ツィーズが受け止めてくれた

のだ。ツィーズのスラスター噴射で落下速度を減殺しながら、軟着陸とまではいかな

かったけれど、窒息しそうなエアバッグには登場を辞退したもらえた。

「ありがとう」

　と、礼を言ったものの、まだそんな
なご

和やかムードになるには早かった。ワバは自力で

着地寸前に減速し、一目散に逃げ出す。サブラウとやりあっていた黒い TUも、蹴りを

繰り出してサブラウを突き倒すと、ワバをかばうようにして撤退に移る。その方向は、

北だ。

「エズミさん、橋のほうの議会軍に捕獲の要請を！」

　そう、こんなときこそエズミ管理補佐官の出番のはずだった。しかし。

「やっているんだが、なんてことだ、ジャミングされているぞ」

「エズミ殿」オグ・アムの声。「これはそれほど強力なジャミングではないようだ。プラ

ンタワーの高度からなら、北の議会軍に届くはず。突入班に中継を」

「ああ、その手があったか」

「お頼み申す。拙者は、あれのあとを追う」

　そう言ったオグ・アムの乗機サブラウは、しかし、唯一の
え も の

得物のはずの放電棒が途中

で切断されている。カット・ナッターにやられたようだ。武器の相性が悪い。

「私も！」
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　指のつぶれた手では武器を持てないが、体当たりやキックでも効果はある。

　結局、サブラウに、私のキャスクと、私を受け止めてくれた傭兵のツィーズが続く。

「気をつけるのだぞ。あれは……」

　私たちを見送るチマーキの老兵の声は、早くも樹木のノイズと謎のジャミングによっ

て聞こえなくなった。でも、何を伝えたかったかは、わかっている。ワバを順調に追い

詰めていたチマーキが、どうして墜落したのか？　それは、狙撃されたからだ。あの弾

道は、北からのものだ。

「議会軍がテロリストに加担しているんじゃないでしょうね」

　私はツィーズの傭兵に向かってそう聞いてみた。

「知るか。傭兵が正規軍の作戦なんて知るかよ。――だがな、もし議会軍がグルだろう

と、俺と相棒のツィーズを傷物にしてくれた礼はしてやるぜ」

　威勢の良さは結構だけれど、このツィーズも右の手首はやられていて、武器は相棒か

ら借り受けた小振りのソーナッターだけだ。火砲に立ち向かうには、
ぜいじゃく

脆弱すぎる。こ

れは悲観的観測じゃなくて、間違いのない事実。私の部隊は幾度となく、近接武器しか

持っていない TUを火砲で一方的に攻撃してきたのだから。

　最大速度で突っ切ると、北の橋に出るのにたいした時間はかからなかった。そして、

まさにその橋の真ん中に、ワバと黒い TUの姿を発見した。

　橋の近辺には議会軍が遠巻きに展開しているはずだったのに、その姿はなかった。で

も、いったいどういうこと、なんて怒っている余裕はもらえない。橋の北側に議会軍は

いなかったけれど、代わりに一機だけ、所属不明機が立っていた。そいつは恐竜型の火

砲搭載機で、砲門をこちらへ向けて踏ん張っていた。

「あれはディーマイオ……、ガンナータイプかよっ！　おい、よけろ！」

　と警告を発した傭兵のツィーズが真っ先に狙撃された。二連発で、そのどちらかが命

中し、ツィーズは前のめりに倒れ込んだ。私は奥歯を
か

噛み締めてその横を通過する。次

弾
そうてん

装填まで、何秒だろう……？

　
はやがね

早鐘の
こ ど う

鼓動を感じつつ橋へと迫る。ワバと黒い TUは迎撃の構えを見せず、橋の下

流側の水面を見下ろしている。
ディーマイオ TU
以前に開発された二足歩
行兵器。一般的な TU よ
りずっと小さい。基本設
計は古いが、マニピュレー
タや武装などは最新の技
術をフィードバックして
改良が続けられている。

　と、その水面に突然、大きな飛沫が上がった。同時に、ディーマイオから砲撃。サブ

ラウを狙ったようだったが、まだ走っているから、当たってはいない。視線を河のほう

に戻すと、橋の下流側に島が出現していた。そして地面の一部が
ふた

蓋のようにはね上が

る。いや、それはまさしく蓋なのだった。私はその形を記憶の中から見つけ出す。

　ノル・エム。

　ノル・エル型の高機動潜水艦を、強襲揚陸用に設計変更したものだ。この運河なら進

入も可能だろう。あれなら、少しくらいの TUは積める。そのための艦なのだから。

ジャミングをかけている犯人も、多分あれだ。

「オグ・アム！　あいつら、潜水艦で逃げる気よ」
ノル・エル 条約軍の
高機動潜水艦。　ジャミングが強くて通信は届かなかったので、私はスピーカー出力でそれを伝えた。

「あいわかった！」

　何をわかったというのか、叫び返したオグ・アムは、スラスターの不調でスピード不

足の私を置いて、橋へと先に突っ込んだ。華麗なフットワークで、ディーマイオに砲撃
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の狙いをつけさせない。

　一方その先では、破損したワバを収容不能と諦めたものか、エシュオムらしき人物が

機体を捨てて外へ出てきていた。黒い TUはそれを掌に乗せようとしていたのだが、

砲撃をかいくぐったサブラウが迫っていることに気づき、カットナッターを構えて阻止

に動く。そして、代わりにエシュオムを拾おうというのか、ディーマイオが北岸から橋

へと踏み入った。砲撃がやんだその隙に、私も橋へと辿り着く。

　カットナッターに対して放電棒ではやっぱり相性が悪く、サブラウは根元から放電棒

を折られてしまった。そこへカバーに入った私は、
ひざ

膝
げ

蹴りを繰り出して黒い TUを突き

飛ばす。黒い TUは受身を取って起き上がろうとしたけれど、そこへ回り込んだサブラ

ウが、手刀で相手の武器を叩き落す。飛ばされたカットナッターは河へと落ちていく。

「コルアーニラも下がれ！」

　ディーマイオのパイロットの声。女だ。それに応じた黒い TU――コルアーニラとい

うのは TUの名だろう――が右に跳躍し、収容用の
かんぱん

甲板を
か わ も

川面に出して待機していた

ノル・エムへと跳び移る。ディーマイオもいつの間にかノル・エムの甲板上に移ってお

り、橋に残っているのは私とオグ・アムだけだった。

「逃がすものかっ！」

　と、飛び出そうとしたものの、ディーマイオの砲口がこちらに狙いを定めようとして

いた。

　――撃たれる！？

「目をつぶってはいかん」

　オグ・アムの声。私は、目を閉じていたことに気づく。
デジャヴュ

既視感。

　私はしっかりとモニターを
ぎょうし

凝視した。砲口が完全にこちらを向くさまが、スローモー

ションのように見て取れた。被弾のそのときまで。――私がではなく、ディーマイオが

背負った砲塔が、左から飛んできた一筋の光に貫通された、その瞬間までを。

　武器を破壊されたディーマイオは、手で掴んだエシュオムを抱きかかえるようにし

て、甲板の収容ハッチに逃げ込んだ。もうノル・エムは潜航を開始している。コルアー

ニラもそれに続こうとし、しかしハッチを閉じる前に、こちらを振り向いた。

「できたら、私たちの邪魔はしないで」

　それは昨日の女の声だったけれど、
こんがん

懇願するようなその響きは、テルバートとの話の

途中で見せたものと同じだった。ハッチが閉まるなか、女は外部出力で話し続ける。

「
カウント・タルタロス

タルタロス卿の
たくら

企みは、阻止しなければならないのよ。でないと……」

　その先は、ハッチと川面に
へだ

隔てられ、聞こえない。

　水面下のノル・エムの位置を示す水飛沫は、見る見るうちに河口へと遠ざかってい

く。キャスクもサブラウも水密どころじゃない傷を負っていて、私はオグ・アムととも

に、川面の痕跡が消えてなくなるまで、ただ橋の上で手を
こまぬ

拱いているしかなかった。
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十四幕

「本当にいいのか？　君は、過失を
そうさい

相殺するに十分な働きをした。そうビグベンも評価

しているのだ」

　あのときと同じ防諜仕様車の後部座席で、テグス・テヒネは私に念を押した。

「はい。そのこととはもう、関係がないのです。私は引き続き停戦監視団に参加したい

と思います」

　テヒネはしばらく私を見つめたあと、溜め息をついた。

「君は誤解をしているな。輜重隊の仕事は、君が思っているよりもずっと重要だ。軍は

決して、君を軽視しているわけではないのだぞ？」

　そう、私はそう誤解をしてきた。でも。

「だからこそ、今度は自分の目で、この手と足を使って、すべてを誤解なく確かめたい

のです」

　プランタワー調査団は何を密かに調べようとしていたのか。エシュオムはそのプラ

ンタワーをどうしようとしていたのか。そして、彼を支援する一味が最後に口にした

「タルタロス卿」とは何者なのか。これらの疑問のすべては、テヒネが権限を最大限に

行使しても、回答を得らえなかった。

　だから、私は志願する。停戦監視団の一員として働き、自分と違う視点を持つさまざ

まな人たちから教わり、知らずに来た世界の隅々の有様をこの目に焼き付けたい。私

は、もっと成長したいのだ。それは、もしかしたら本来私がやるべきことじゃないのか

もしれない。でも、私はそれを、どうしてもやりたいのだ。

「なるほどな、今回の任務は、君にとっても
ゆうえき

有益だったようだ」テヒネはさも意外そう

に微笑んで、しかしすぐに、情報局ケララ支局長代理の顔に戻る。「ならば許可しよう。

君の身分は、当面の間、情報局への出向扱いとする。つまり、二重の出向という形にな

るが、忘れるな。君のボスは、私だ」

「了解です。テグス支局長代理」

「よろしい。では、ダウエ・ダリア
に ゆ う

弐遊。君は停戦監視団の任務に参加しつつ、エシュ

オム一味と『タルタロス卿』に関する情報を収集せよ」
弐遊 弐等遊官。条約
軍下士官の階級で、議会
軍の軍曹に相当する。

「はっ」と敬礼したものの、私はすぐに首を傾げた。「――いま、弐遊、と
おっしゃ

仰 いまし

たか？」

「そうだ。参遊ではいろいろと不便だろうから、昇進させておく。私の権限で、だ。ボ

スの力を甘く見るな」

「はっ。ありがとうございます」

「よろしい。必要な書類はあとで届ける。まずは停戦監視団の基地に戻り、我々の知ら

ぬところで事態の始末が進まないように監視せよ」

　帰って休んでよい、ということだ。そうテヒネの顔が言っている。

「あの、カラール壱恒は、どちらでしょうか」
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　車を降りる前に、これだけは聞いておきたかった。

「もうここを離れている。カラール・サマールを原隊に復帰させろ、と上層部から命令

が来たのでな。私信があるなら、ここで書き残して行け。私が伝えておいてやる。おそ

らく、しばらくは連絡が取れないだろうからな」

　では、と私は遠慮なくボスに伝言を頼んだ。筆記の必要はなかった。壱恒に伝えたい

ことは、そう長い言葉ではなかったから。

　テヒネの防諜仕様車を見送ったあと、私は、自分用の部屋に戻った。まだ一度しか寝

ていない、あの硬かったベッドの上で、愛用の抱き枕が、なんだか浮いて見える。

　
な じ

馴染む暇もなかった。

　プランタワーの封印処置は、明日にでも実行される運びだ。注目を集めすぎたこの場

所をプランタワー調査団は敬遠し、調査のスケジュールを大幅に書き換えてどこかよそ

へ向かったらしい。つまり私が、私たちが、ここから離れる日は近い。

　ドアがノックされる。開けると、廊下にはオグ・アム・イットウと息子ディグ・ロウ

が立っていた。

「ダリア殿。今朝のことなのだが」

　オグ・アムは若干言いにくそうに何かを伝えようとする。私は掌をかざしてそれを制

した。

「謝罪は受けない。こちらも謝らない。お互い、信念に従っているのだものね。あなた

の言うように、私たちは同志よ。目的のために連携よくやっていきましょう。――

でも」

　私は大きく息を吸う。そして
ぎょうかく

仰角三十度に腕を伸ばし、オグ・アム・イットウの顔

に人差し指を突きつけて宣言した。

「いつかケリをつける。そのときは負けない」

「承知した。では……」

　オグ・アムの右手がすばやく動いて、私の手を取っていた。そしてにっこり笑う。

「握手だ」

　大きくてごわごわしているけれど、それは優しいぬくもりを持っている。お父さんの

手と同じだ、と私は感じた。そしてそこへ、小さな手が勢いよく重ねられる。ディグ・

ロウが床から跳び上がって、私とオグ・アムの手にぶら下がったのだ。

「握手」

　まなざしが、何かを真剣に訴えている。私は、オグ・アムの手をきちんと握り返し、

ぶら下がっているディグ・ロウの手に左手を重ねてやった。

「はい、握手」

　そのときディグ・ロウは、私が見たなかでいちばん嬉しそうに、笑ってくれた。
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　かくしてダリアは停戦監視団に自らの意思で身を投じた。

　これにて今回の話は
し ま

仕舞いとなるが、ここでひととき彼女の始点を離れ、語っておく

べき一幕がある。

　その日の夕刻、ケララ探題のテグス・テヒネの部屋には、まだ出発していないカラー

ル・サマールの姿があった。

「悪いわね、サマール。とんぼ返りになってしまって」

　あまり他人には見せない素の口調で、テグス・テヒネは一回り年上の将校に
わ

詫びを入

れる。

「まあ、いいさ。バスベットの狙撃性能を実戦で確かめられた。それに何より、敵の姿

をスコープに捉えられたからな」

「おまけに昔の部下にも会えたし？」

　その言葉に険を感じないほどカラール・サマールは鈍感ではなかった。

「何が言いたい？」

「別に。――部下から伝言を預かってきたわ。『助けて頂いてありがとうございまし

た』ってよ」

「フン、昔の話など」
バスベット バス
ビーとともに企画・設計
された砲撃用 TU。特に
遠距離支援と対空防御に
特化した性能を持つ。交
戦規定抵触を憂慮する一
派の横槍により生産開始
が遅れ、この時期ようや
く部隊配備が決定した。
カラール・サマールが今
回使ったのはこれの量産
1 号機。

　サマールは、「火砲狩り」、サブラウとの交戦を思い起こす。あれは、そもそも自分の

配置にミスがあった。慢心があった。そうでなければ、サブラウなど逃がさず返り討ち

にしていた、という確信がサマールにはある。己のミスについて決して他人に語ったこ

とはないが、当時から、サマールの認識には変化がない。

「で、それだけか？　情報局のホープが持ってくる情報にしてはシケているな」

「いいえ。ダリアはこう付け加えたわ。『三度も』って。――どうも気づいたみたいね。

昨日の見事な援護射撃を誰がどこからやったのか。そして、先日サブラウに
ろうぜき

狼藉をはた

らこうとしたバスビーを、罪が発生する前に稼動不能にしてやったのが誰だったのか

も。ま、生じていない罪を餌に働かされていたことは、知らないほうが幸せだったとは

思うけど」

　サマールはにやりと笑った。が、その顔はテヒネには
そむ

背けていたので、誰にも見られ

てはいない。その背中をテヒネはむすっと睨み、やがてこう言った。

「ずいぶん気をかけているのね」

「何がだ」

　不機嫌が伝染して、サマールもまた
まゆ

眉をひそめた。

「ダウエ・ダリアよ」

「勘違いするなよ、小娘」サマールはサングラスをかけながらふりむき、テヒネを指差

した。「ダウアの娘に手など出せるか、面倒くさい」

「そう？　捕まえておくなら今のうちよ？　あれは遠からず、もっといい兵士になる。

もしかしたら、勇猛なダウエ・ダウアも、
れ い り

怜悧なカラール・サマールも及ばない優秀な

兵士にだって、なるかもしれない」

　いや、それは違う。それを言うなら「もっといい女になる」だ。サマールはそう思っ

たが、口にはしない。どのみち面倒くさいことになるのは目に見えているのだ。
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砲刀三昧

　ダリアはダウエ・ダウアの娘である。

　ただの娘で終わるのか、別の何かに化けるのか。それは彼女のこれから次第である。
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