
Tricolore Universe Fragments

Fragment #006

“愛の逃避攻”

　フェニキア東部の岩石砂漠は広大で険しい。ここでは群れを成す動物は珍しく、繁殖期を例外と

すればほとんどの種が個体での生活を送る。誰かに分けてあげられるほど、自然の恵みは余ってな

どいないのだ。しかし険しさと余裕のなさで言うならば、とある TU部隊の指揮を執る、E・ウォ

ズナッハ少尉の表情も負けてはいなかった。

「《エルク 4》、足場が悪くても岩には登るな。視認確率を上げるんじゃない」

「も、申し訳ありません」

「《エルク 3》と《エルク 6》は先行しすぎだ。《エルク 2》の足に合わせろ」

「了解、《エルクリーダー》」

　《エルクリーダー》、E・ウォズナッハ少尉はきびきびと隊員の手綱を絞る。なにしろ軍の機密に

属する重要物資を輸送する隠密行動中なのだ。この辺りを哨戒しているかもしれない敵軍はもとよ

り、議会軍の仲間にも行動を目撃されてはならない、という命令である。

　もっとも、これは隊員全員が知らされている基本の部分であって、ウォズナッハ少尉が直接受け

た命令はさらに複雑なのである。たとえば、《エルク 2》が赤子を抱くようにして運んでいる特大

のカプセル錠のような物体の正体。隊員たちはそれを知らないが、ウォズナッハ少尉はその取扱い

上の注意事項に至るまで詳細な情報を与えられている。与えられたということは、責任を持って管

理しろということで、ウォズナッハ少尉の緊張は常の比ではない。

　エルク隊は現在七機の TUで構成されている。機種はすべて同一で、議会軍の最新量産型である

ツィーズ。塗装も一緒に済ませてあるので、個々の違いは手に持つ武器くらいのものだが、ただし

ウォズナッハ少尉の機体だけはもうひとつ違いがあった。背中に大きな推進装置を備え付けられて

いる。十中八九の人からマントと形容されるそれは、なるほど半端者ばかりの部下の尻を叩いたり

拭いたりして回るには便利な代物かもしれなかったが、ウォズナッハ少尉が意識するのは軽やかさ

よりもむしろ、のしかかる重責だった。

　エルク隊の隊員には、実のところ格好のつく経歴の者はひとりもいない。配属時点で実戦経験ゼ

ロの新米だったり、捕虜交換で引き上げてきたばかりで新型のツィーズはさっぱり勝手がわからな

いという輩だったり、そもそも TUの操縦には向いていないのではないかと配置換えを上申したい

ところを、貴族のコネで入隊しているのでぐっと堪えねばならない厄介者だったりする。とにかく

E・ウォズナッハの気苦労はとても多いのである。

　時刻が早朝の五時を回る。

　――頃合か。

「全員、止まれ。ここで休憩にする」

　ウォズナッハ少尉は号令をかけ、《エルク 7》にカムフラージュネットを張るよう指示を出した。
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隊のツィーズが岩陰に腰を下ろし、《エルク 7》の手で順々にネットをかぶせてもらうなか、少尉は

《エルク 2》から問題の荷を受け取り、いくつかの表示灯の明滅パターンから中身の状態を確かめ

る。表示灯には何のラベルも注意書きも添えられていないので、その意味するところはウォズナッ

ハ少尉以外には判読不能である。もっとも、一度覚えてしまえば難しいことはなかった。表示灯の

パターンは出発してからずっと同じままである。つまり、荷は良好な状態を維持している。

　思わず安堵のため息を漏らしてしまってから、少尉は慌てて送話がオフになっていることを確か

め、改めて深い吐息を重ねた。隊員の前では厳格な隊長の役を演じ続けなければならず、間違って

もいたわりや同情を誘うような弱々しい顔を見せてはならない。E・ウォズナッハはそのよう固く

自分を律している。それ以外に、この泥沼化したフェニキアの戦場で若手ばかりの隊を支えていく

方針は思いつかない。

　フェニキアは昔から議会軍と条約軍が戦ってきた土地である。もっとも、回数が多いわりに大規

模な戦いはめったになかった。これはフェニキアが両軍の実効支配領域の境界という重要な位置に

ありながら、しかし土地自体は開墾に不向きであるがゆえに、どちらもあまり本気で占領など考え

てこなかった経緯がある。議会軍がこの地を貴族軍人の面子を立てるステージとして役立てている

のは公然の秘密だが、対する条約軍側でも士官学校の卒業要件にここでの戦闘参加を含めている、

という冗談も聞く。二重の意味で不毛な土地だと、ウォズナッハはつくづく思っていた。

　――思っていたが、今は違う。

　事情が変わったのは、去年の暮れのことである。今までずっと宇宙に勢力を置いていた信託軍

が、どういう心境の変化か、地上に兵力を投入しはじめたのだ。戦力を分散させない信託軍は地上

にも闇雲に降ってきたわけではなく、数えるほどの地域のみが新たな戦場となった。そしてフェニ

キアはその稀有な例のひとつというわけである。

　およそ考古学者にしか受けないぼろぼろの遺跡がこのフェニキアの唯一の名所である。そんな土

地に彼らは一体どういうメリットを求めているのか。議会軍の将兵の九割九部がその真相を議論

し、あるいは賭けの対象にしている。ちなみにウォズナッハは「ピラミッドを立てて住むため」に

賭けている。このオッズは実は相対的には高めに評価されている。聞いたところでは《エルク 3》

は「砂風呂を楽しむため」にかなり注ぎ込んだという話であるし、《エルク 7》は「ダーツの矢が当

たったから」で高配当を狙っているらしい。誰が正解を判定するのか、という至極まっとうな疑問

は誰も口にしない。戦場の空気に押しつぶされないための、ただの――しかし重大な――遊びなの

だから。

「隊長！　カムフラージュ完了したッス！」

　《エルク 7》が手筈どおりの作業を終えたらしく、連絡を入れてきた。見ると、もはや立ってい

るのはウォズナッハと《エルク 7》の二機のツィーズだけになっている。いい手際だ、とウォズ

ナッハは感心する。

「よし。では私のぶんも頼む」

　最後に周囲をぐるりと見回して、マント付きのツィーズを座らせようとする。が、荷を抱えたま

まなのでバランスが取りづらい。

「あ、隊長、それオレが持つッス」

Fragment #006　“愛の逃避攻” 2



Tricolore Universe Fragments

　立ち往生していると、《エルク 7》がウォズナッハ機の懐からひょいと荷をさらった。小脇に

しっかりと抱えて、もう片手でカムフラージュネットを――。

　――ネットではない。《エルク 7》が構えているのは TU用のハンドガンだった。

「はーい、隊長、そのまま動かないでもらいたいッス」

　銃口をウォズナッハ機に突きつけて、《エルク 7》は言った。荷を検分する際に武装は解除して

しまったので、手の出しようがない。

「どういうつもりだ、《エルク 7》！」

「オレ、脱走するッス。逃げるッス。こんな戦場とはオサラバするッス」

　銃口を下げずにあとずさる《エルク 7》。それを取り押さえようと他の隊員たちが動き出したが、

威勢がいいのは「ふざけるな」、「血迷ったか」、「それ滑ってるから」という言葉だけだった。カム

フラージュネットをしっかりかぶっていた五機のツィーズは、そこに仕込まれていたらしい高分子

粘着剤によってすっかり雁字搦めにされていた。下手に一斉に動いたせいで、余計に絡まってし

まった感がある。絵に描いたような部下の無能っぷりにウォズナッハは少し凹む。

「そのままネットにくるまっててもらわないと困るッス。苦楽をともにしたみんなを傷つけたくは

ないッス。それから……。隊長、こいつは頂いていくッス。手土産ッス」

　《エルク 7》は荷――あるいはカプセル、もしくは極秘任務の輸送対象――を小脇に抱えたまま

岩場を離れ、誰でもどうぞ見つけてくださいといわんばかりの広々とした荒野へと向かって行く。

部下五人が射撃の的になってしまっているために、ウォズナッハはそれを見送るしかない立場に

ある。

「危険だ《エルク 7》。考え直せ。ここを逃げてどこへ行くというんだ。君の居場所は議会軍を置い

て他にないぞ」

「そんなの押し付けッス。オレは自由に生きるッス」

「何を言っている。君は孤児だった。身寄りのない君を養育したのは議会軍だ。飢えずにあがなっ

た命を、次の世代に返済する義務がある。つまり、兵士として立派に戦えということだ。働いてか

ら金をもらう職業軍人とはわけが違う。君は先に対価を得ているんだ。ただの脱走罪では済まない

ぞ。しかし、今ならまだ無かったことにできる。引き返せ、《エルク 7》」

　どんどん遠ざかっていたツィーズが、歩みを止めた。

「オ、オレ……、戻るわけには行かないッス！　どうしても行かなければならないッス！」

　痛切そうに叫ぶ《エルク 7》を、さてこれ以上何と言って制止すればいいのか。ネタの尽きた

ウォズナッハは少し考えた。考えているうちにネットに絡まったままの《エルク 3》が割り込んだ。

「いったいどんな理由があって脱走なんてするんだ、トビオ！　俺を先パイ、先パイと慕ってくれ

たのは嘘だったのか！」

　慕うってどういう意味だ、と一瞬気になってしまった E・ウォズナッハだったが、そんな己の思

考を恥じ入る必要はすぐになくなった。

　《エルク 7》、トビオ・キンブル上等兵はあらん限りの声で宣言した。

「オレ、捕虜収容所で愛に目覚めたッス！　この愛を全うするため、条約軍に投降するッス！」
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* * * * *

　結局、呆気に取られて見送ってしまった。《エルク 7》の姿はもう見えない。

　――トビオ・キンブルめ。あんな恥ずかしい台詞をよくも堂々と。

　 E・ウォズナッハはコクピットシートの上で身じろぎした。まったく、聞かされるほうも居心地

が悪い。

「《エルクリーダー》、お待たせしました。もう動けます」

　《エルク 2》がネットを振り払って……、もとい、納豆のように糸を引くネットをぶら下げたま

ま立ち上がる。背後にはまだもつれて転んでいる連中もいるが、復旧にそう時間はかかるまいと

ウォズナッハは判断した。

「休息は延期だ。移動を再開する」

「えっ。《エルク 7》を追わないでいいのでありますか」

　と、《エルク 5》。ウォズナッハ少尉としてもそうしたい気持ちはあったが、状況はそれを許さな

かった。

「奴は条約軍と合流をするつもりだ。追いかければ、我々も接敵するおそれがある。そうでなくて

も、奴が条約軍に接触した時点で、我々の存在も露見する可能性が高い。移動は急を要する」

「しかし、預かった荷を奪われました」

「ああ、困った。困ったが、おまえたちの命を危険に晒してまで奪還する価値は、あれにはある

まい」

「受け取り主がそれで納得するでしょうか。たしか……」

　しないだろう、とウォズナッハは心の中で即答する。

　相手は頑固一徹で有名なアモン・ダイドウ中佐である。五年前のニヒルバウン戦において、敗色

濃厚な戦況のなか援軍が来るまで陣を守り抜いた男。勲章も特注品の改造 TUも手に入れたダイ

ドウ中佐だが、あまりに頑固一徹すぎて融通が利かず、出世が滞り気味なことでも知られている。

届けるはずだった荷は脱走した部下に奪われました、などと報告した日には、中佐愛蔵の専用

TU、アーマッジが封印を解かれることだろう。

「――わからない」と、これは本音。「が、咎を受けるのは私だけだ。おまえたちには累が及ばない

ように取り計らう」

　感動のあまり歓声をあげる部下たち。実はダイドウ中佐をなだめてくれる後ろ盾のアテがある、

という点は伏せる。忠誠心は得られるときに得ておくのがウォズナッハ少尉のモットーである。

　《エルク 7》の欠けたエルク隊六機のツィーズが動き出してから数分後。長距離通信装備をオプ

ションで装備している《エルク 6》が、《エルクリーダー》、ウォズナッハ宛のメッセージを受信し

た。暗号化されたそれは、ウォズナッハ少尉の手持ちのキーコードを入力してはじめて文章として

読むことができる。タッチパネルでキーを入れると、数行の文章が表示された。

　ある事態の急変。警告。命令内容の変更。バックアップの派遣……。衝撃的なキーワードが心臓

の鼓動を早めていく。

「――まずい」
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　文面を読み終えるよりも、E・ウォズナッハの膝が震え出すほうが早かった。

* * * * *

　ついさっきまで《エルク 7》であった若者、トビオ・キンブルは、迷うことなく荒野を西に突き

進み、砂丘砂漠に出ていた。砂粒を乗せた風が装甲をなでると、カサカサという音がコクピットに

も聞こえてくる。

　このまま行けばやがて緑地に、そして森に出るはずだが、そこまでの距離はかなりのものだ。い

ろいろなものから隠れて進まねばならないことも考えると、遠大な迂回は必至だった。その里程を

無補給で越えるだけの水と食料、そして燃料はない。しかしトビオはなにも血迷ったわけではな

かった。この脱走は、綿密に計画したうえでの行動である。手筈は整えてあるのだ。

「ここまでは計画通り……っと」

　目印の潅木を発見したトビオはそこでツィーズを停止させた。前を見て、後ろをふりかえり、そ

してまた前に向き直る。どちらを見ても、風に吹かれる自然物があるばかりだ。フェニキアヒトカ

ゲの一匹でも横切らないものかと期待してそのまましばらく眺めていたが、前後ともに変化はな

い。フェニキアヒトカゲはみな昼寝中らしく、迎えの到着も遅れているようだった。

「早くしてくれないと困るんだけどなぁ……。隊長、絶対追って来るよな」

　手持ち無沙汰なので、小脇に抱えていたカプセル状の荷物を、潅木の茂みの中に置く。下の地面

を少しツィーズのつま先で掘ってやると、カプセルはすっかり潅木に隠れてしまった。さらに念の

ため上から枝葉を散らしたトビオが、もう何もやることがないな、と呆けていると、西の稜線によ

うやく数個の人影が現れた。

　人の形はしているが、砂漠を横一列で歩いてくるその一団は決して人ではない。トビオがツィー

ズに乗っているように、向こうもすべて TUである。シルエットからすると、条約軍の高機動型

TUゼブが一機と、その両翼に最新量産型であるキャスクが二機ずつ。総計五機でのお出まし

だった。

　陣形を変えることも、歩調を速めることもなくそのまま進んでくる五機の条約軍 TU。中央の機

体、ゼブは旧式である。その一機だけは戦闘をする気がない、つまり交渉相手がそれに乗っている

のだとトビオは理解した。と、そのゼブがトビオのツィーズに向かって手を振る。直後、無線の着

信音。

　やはり交渉相手に間違いない、と T・キンブルは安心する。彼の腕前ではあの旧式のゼブを相手

にするので精一杯であり、護衛のキャスクには、たとえ一対一であったとしても、とてもとても手

が出ない。トビオはツィーズの手をふりかえし、受信をオン。

「やあ、来ているな、キンブル君」

　画面に映し出されたのは、たまねぎ形の頭をした、世間では漏れなくオッサンと呼ばれる年齢の

男だった。会うのは初めてではないので、トビオは用意ができていた。決して噴き出したりはし

ない。

「よろしくお願いするッス、コギト・コルト少佐。――いけね、そちらでは参河って言うんでし

たね」
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「うむ。まぁ、どちらでもよいのだが」コギト・コルトは通話画面以外のどこかを見渡す。「予定通

りではないようだな。亡命希望者は二名という話だった」

「ええ、連れは到着が遅れているッス。少しお待ちいただきたいッス」

「それと手土産もだ。連れが持ってくるのか」

「そうッス」

　トビオは満面の笑顔で嘘をついた。つかねばならなかった。極端に言えば、交渉相手はブツさえ

手に入ればいいと思っている。ここでトビオの連れを待っても、彼らが得るものは亡命者の世話と

いう面倒だけ。

「ふむ。肝心の物がないのではな……。君だけ連れて帰ったところで、『会』の中での私の立つ瀬が

ない。ここは待つとしよう」

「世間話でもどうッスか」

「悪くないな。最近そちらはどうだね、キンブル君」

「戦争が激しいですからねー。街の活気はイマイチみたいッス。まぁ、オレたちみたいなのが飲み

に行くと、ヤケ酒で騒がしくなるっていう話なんスが」

「酒か。しまったな。そちらの酒を何本か調達してきてもらうのだった。この戦時下ではなかなか

出回らんのだ」

「いやいやー、オレたち下っ端の兵士には安酒しか手に入れられないッスよー」

「ふむ、兵の待遇は悪いのか、議会軍は。我が条約軍では祝いとなれば成人したての十五の新兵と

も美酒を分かち合うぞ」

「本当にいいですよねー、そちらは。実際、捕虜になっていた頃のほうが扱いは良かったかもしれ

ないッスね。オレの場合は特別かもしれないッスけど」

「そりゃ君、収容所で惚れた女の話をしきりに周りに聞かせていたそうじゃないかね。監守だって

人の子だ。毎日つまらないつまらないと思って仕事をしているところへ、君みたいな面白い手合い

が現れてみろ、そりゃ差し入れもするし便宜も図っただろうさ」

「その節はいろいろとお世話になりました」

「まぁこうしてひとりの青年が開眼して我が方に降るというのだから、投資としては安かったかも

しれんな」

　コギト参河は歯を見せ声を立てて笑う。トビオは白けた。一介の兵士にそれほどの価値があるわ

けもない。まったく心にもないことを、と誰かに言ってやりたいところだったがが、そんな相手も

いない。なので無難に無邪気に笑っておく。

　しばらく取りとめもない話をしていると、トビオの背後から近づく議会軍 TUの存在をレーダー

が捉えた。コギト・コルトの護衛たちはずっと真面目に監視をしていたに違いなく、手にした武器

をそれぞれ構えて警戒態勢に移行する。

「もうひとりの亡命者か？」

　護衛機のキャスクから初めて声がかかる。緊張を感じ取ったトビオはひとまずイエスと答えた。

本当は、まだわからない。待ちわびた連れの到着であって欲しいが、果たして……。

　接近する議会軍 TUは、登録された識別信号を発していた。機種はツィーズ。モニターにはコー
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ルサインも併せて表示される。

　《エルクリーダー》。

「隊長か！」

　その歩みが急激に速まった。トビオの鼓動もぐんぐん高まる。巻き上がる砂塵は、《エルクリー

ダー》がもはや歩いてはいないのだと知らせている。マント型ブースターを使っているのだ。

　――うわっ、交戦ムード丸出しじゃないか！　こんな大勢を相手に！

　隊長に死んで欲しいなどとはこれっぽっちも思っていない。穏便に済ますにはどうしたものかと

トビオが焦っていると、キャスクの一機がトビオ機の横を走りぬけた。

「敵性と判断する！」

　迫り来るマント付きツィーズの前に立ちはだかり、得物の「カムラ・ブレード」を後ろ手に構え

るキャスク。一方、砂塵のなかから飛び出てきた《エルクリーダー》も、先端が三叉に分かれた新

型装甲切断機「コーカサスナッター」を今にもキャスクに突きつけようとしていた。

「待ってくれ！　その TUは……」

　制止の声が届く間もなく、二機の刃が交錯した。キャスクが片足を軸にして全身でふるったカム

ラ・ブレードは、大きく美しい弧を描いてツィーズを襲ったが、ツィーズはこれを体をよじって回

避――いや、当たっている。当たっているが、装甲の表層を削らせるに留めて、コーカサスナッ

ターをキャスクの脇腹に突き刺していた。高速で震動する刃が装甲を削り火花を散らす。キャスク

はたまらず肩の円盤状スラスターユニットを噴かして間合いを抜け、さらに太腿の大型スラスター

にも点火して大きく跳躍。味方のもとへと後退した。

「戻れ、《エルク 7》！」

　コギト・コルトを映したポップアップ通信ウインドウの隣に、E・ウォズナッハの顔が並ぶ。

「何をするッスか、隊長！　これじゃ亡命できなくなるッス！」

「それでいい。早くそいつらから離れて、こっちへ来なさい」

「もー！　計画が台無しッス！」トビオは髪を掻き毟る。「今すぐ武装解除して、コギト参河に……」

　なんとかこの場を収めようとトビオ・キンブルは考えたが、事態の推移のほうがすばやかった。

「たばかったのか、キンブル君。我々をおびき出して手柄とする魂胆だったのではあるまいな」

　たまねぎ頭が不審に満ち満ちた表情を向けてくる。こうなると噴き出すのは吐息ではなく冷や汗

である。

「誤解ッス！　このツィーズは、えーと、味方ッス。攻撃しないで欲しいッス」

「全く説得力がないぞキンブル君。そこのツィーズは迷うことなく我々に攻撃を仕掛けてきた。だ

いいち、約束の荷を持っていないじゃないか」

「そ、それは……」

　トビオはミスを痛感した。荷を隠して保険にしたつもりだったが、裏目に出てしまった。

　しかし、この事態を予測などできただろうか？　 E・ウォズナッハが単機で追って来たまではい

いが、そのまま条約軍に攻撃を加えるなど、予定ではありえないことだった。

　――いつから、どこで、何が狂ったのだろう？

「聞きなさい、《エルク 7》、トビオ・キンブル！」
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　と、これはウォズナッハ少尉から。

「隊長こそ人の話を聞いて欲しいッス。キャスク四機相手に勝てるつもりッスか！？　ここはおと

なしくして下さい。だいたいなんだってこんなことを……」

「だから話を聞けっ、トビオ！」

「ハ、ハイ！」と、これはもう脊髄反射。

「荷は？」

「渡していません」

「ならどこに？」

「隠しました！」

「隠したのか！」

　コギト・コルトと E・ウォズナッハの反応が重なる。トビオはどちらの通信もオープンで維持し

ていたので、会話はすべて筒抜けである。

「コギト参河、そこの茂み、怪しいです」

　キャスクのパイロットがコギトへと向けた報告が、これまたオープンのままの回線を通じてトビ

オの耳に届く。

「やべ、見つかった」

　荷を隠したことをなんと言い繕ったものか。トビオが逡巡していると、いきなり横に強烈な加速

度がかかった。何かが、機体にぶつかってきた。

「隊長！？」

「索敵怠るな！　バカ！」

　体当たりしてきたのはウォズナッハ少尉のツィーズだった。そしてトビオ機が立っていたあたり

には、上空からの渾身の急降下攻撃をかわされたキャスクが、勢い余って砂に埋もれた右腕を引き

抜いている姿があった。

「誤解なんッス！　コギト参河！　攻撃しないで下さいッス！」

「それが追撃機というなら話もわかるが、君はその TUを味方だと言う。筋の通った説明をしても

らわねば、部下のキルマーク集めの餌食となってもらうしかない」

「荷を隠したのはちょっとした出来心ッス。申し訳ないッス。でも本当に、この TUは……、この

パイロットは、以前からお話していたオレの連れッス！」

「ふむ」コギトの目が細められる。同時にキャスクもトビオのほうへにじり寄るのを停止した。

「――たしかに、声は女のようだが」

「そう、彼女こそエリカ・ウォズナッハ。オレの愛してやまない隊長ッス！　たとえ誰であろうと

彼女を傷つけさせはしないッス！！」

* * * * *

　耳を塞ぎたくなるほど恥ずかしい叫び声を上げて、《エルク 7》、トビオ・キンブルは乗機に武器

を放り捨てさせ、両手を上げてさせ、降参の意を示す。その頭をエリカ・ウォズナッハは自機の拳

でどついた。
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「えーい、まだわからんのか、こいつめ！」

「さっきから何なんっすか、隊長。せっかく隊のみんなをうまいこと巻いて、ふたりっきりになれ

て……。これで隊長さえ武装解除すれば、ちゃんと亡命が……」

「もう亡命はできないって言ってるの！」

　ひときわ強い声に、トビオはようやく、エリカが重大な知らせを持ってきたのだと悟ったよう

だった。

「――どういうことッスか？」

「さっき情報部から緊急の暗号電文を受け取ったわ。それによると、コギト・コルトは内通疑惑で

ビグベン……」そこでエリカは息を継ぎ、飛び掛ってきたキャスクの斬撃をコーカサスナッターで

受け流す。「つまり、向こうの情報局に目をつけられた。彼はもう、亡命者を受け入れられる立場

にはないのよ」

「ばれてしまってはしかたがない」

　四機のキャスクを前面に押し立てたコギト・コルトが、同期通話に切り替えた画面の中で不気味

に笑う。顔が不気味なのに声まで不気味にならないでくれ、とエリカは悪寒を覚える。

「そうだよ、キンブル君。本当に残念だが、ビグベンに嗅ぎ回られている今、君のように目立つ男

は邪魔なんだ。どうか理解してくれ。――ああ、土産だけは頂いて帰らせてもらうよ」

　コギトの乗ったゼブは、もう掘り出したカプセルを手にしていた。空いているほうの手は頭上に

持ち上げられ、そこで一秒保持。そしてすっと振り下ろされる。――攻撃開始。

「トビオ、武器を拾って！」

　四機のキャスクが向かってくる。ダメージを与えたのは一機だけで、残り三機はピンピンしてい

る。対するエリカたちは二機。しかもトビオの操縦は、贔屓目に見ても平均を超えない。この状況

でエリカに提示される選択肢は少なかった。

「逃げるわよ！」

　二機のツィーズはきびすを返し、一目散に走り出す。

　あまり好ましくないのだが、じきに仲間のバックアップが駆けつける。それまで逃げ切ればエリ

カたちの勝利である。荷はそのあと回収できるだろう。まだ取り返しはつく。エリカはすべての算

段を整え直す。――が。

「うわっ」

　トビオのツィーズが砂に足を取られて盛大に転んだ。エリカはマントで急制動をかけると、トビ

オ機を助け起こそうと手を伸ばす。

「トビオ、大丈夫？　起きて！　早く！」

　キャスクがどんどん近づいてくる。しかしいくら機体を揺すっても、トビオの声は返って来ない

しツィーズも動く気配がない。どうやら衝撃で昏倒したようだった。

　万事休す。

　エリカは覚悟を決めた。

* * * * *
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　トビオが目を開けると、エリカ・ウォズナッハのツィーズが心配そうに覗き込んでいる姿がモニ

ターに映し出されていた。何があったのかをおぼろげに思い出し、生身で膝枕のほうがよかった

なぁと妄想しつつ、やがて通話要求のアラームに気づく。スイッチオン。愛する隊長のそばかす顔

がポップアップウインドウに現れた。

「トビオ！」

「隊長……」

「動ける？　いや、でもまだ TUは動かさないで。見えるでしょ、あれ」

　促されてトビオが静かに首を振り向けると、ツィーズの首も追随して動く。その先には三機の

TUの姿があった。ゼブでもキャスクでもない。そもそも条約軍 TUではない。蟹の触覚のような

目や、くすんだ色味の装甲と鮮やかな関節部の組み合わせは、全く異種の雰囲気を持っている。

「信託軍のユーサンなんとか！」

「ユーサン・ビサージュ！」

「そう、それ！」

　フェニキアの戦場を過去に類を見ない混乱状態に陥れた張本人、信託軍の擁する地上侵攻用 TU

である。

「いきなり現れたの。条約軍は彼らに負けて、ほうほうのていで逃げ出したわ」

「ああ、それでッスね。なるほど……」

　気を失う直前の状況を思い出し、トビオは現状に合点がいった。気づけば、近くには一機のキャ

スクが倒れて取り残されていた。

「で、今は何をお取り込み中なんスかね？」

　トビオたちには興味のかけらも持ち合わせないとでも言わんばかりに、三機のユーサン・ビサー

ジュは向かい合って佇んでいるばかりだった。おそらく相談しているのだろう、とトビオは察す

る。ユーサン・ビサージュの一機は例のカプセルを抱えていた。

「漁夫の利を得に来たようね。情報部にスパイがいたのかもしれない……。ともかく、このまま動

けないふりをしてやり過ごすから」

「了解、と言いたいところッスけど……」

　トビオはひとつの計画を思いついた。

　――やる価値はある。愛のために！

　すっくと立ち上がるトビオのツィーズ。何事かを相談していたユーサン・ビサージュたちが初め

てツィーズを注視した。

「バカ、何をする気？」

「おーい！　そこのあんたたち！」

　信託軍の人間と話したことなどなかったが――だいいち、生の姿も見たことがない――、トビオ

は通じると信じて呼びかけた。

「オレたち軍を脱走して、駆け落ちする先を探しているッス。よかったらいい場所紹介してくれな

いッスか？」
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* * * * *

　――ああ、もう、このバカ。

　エリカ・ウォズナッハは愛してしまった男の突拍子もない行動に呆れていた。

　トビオが問いかけてから、もう何分が経っただろうか。ユーサン・ビサージュたちは一度顔を見

合わせたきり、あとはひたすらこちらを見つめている。トビオは良い返事を期待しているせいか、

珍しく黙っている。

「あ、手間賃としてそれはお譲りするッス」

　と思っていたら裏切られたエリカ。

「トビオ、そんな条件を持ち出せる立場じゃないでしょ……」

　ユーサン・ビサージュからの視線が痛い。そのうち一機は目をぱちくりさせるかのように、セン

サーが明滅している。

「じゃあ、一度取り返せばいいッスね」

「は？」

　エリカが意味を理解したときには、もうトビオはユーサン・ビサージュに向かって突進してい

た。さきほど落としていたハンドガンを拾い上げ、ろくに狙いも定めず撃ち放つ。

　これにはさすがにユーサン・ビサージュも動いた。両翼の二機が散開して射界から抜け、カプセ

ルを抱えていた中央の機体だけがそこに残る。その一機は緑色に発光する棒、「イローダー」を取

り出すと、それを高速で振り回して断続的な着弾を受け止めるという離れ業を見せる。

　トビオはハンドガンが効かないと見たらしく、潔くそれを放り捨てると、腰に提げていた手斧状

の小型ナッターを抜き放つ。左右に散った二機がトビオの側面と背後に回り込もうと動く。包囲さ

れつつあることに気づいているのかいないのか、トビオはカプセルを抱えたユーサン・ビサージュ

に小型ナッターで斬りかかった。

　エリカは理性ではなく感情で動いてしまっていた。マントブースター最大出力で加速。トビオの

背後につこうとしていたユーサン・ビサージュを突き倒し、推力を使い果たしたマントをパージ。

その反作用も利用してさらに跳躍。そのときすでに、行く手ではトビオ機が片腕をイローダーに貫

かれていた。そして、次なる一撃が今にも繰り出されようとしている。

「させない！」

　エリカはトビオとユーサン・ビサージュの間に割って入った。着地と同時に突き出したコーカサ

スナッターだったが、それはひらりとかわされ、次の瞬間、緑色の燐光を放つ棒がエリカ機の腹部

に直撃。衝撃が走ったあと、対崩壊作用によりじわじわと装甲が侵食され、崩れていく。エリカは

ユーサン・ビサージュを突き飛ばしてその攻撃から逃れようとしたが、その思いつきは少々手遅れ

だった。ノーマークの三機目のユーサン・ビサージュがトビオとエリカの背後につき、両手に構え

たイローダーを、ツィーズのバランサー収納部である股関節付近に突き立てていた。

　二機のツィーズは自立のための平衡感覚を失い、相次いでその場に崩れ落ちる。

　エリカは後悔していいはずだったが、不思議と気分はすがすがしかった。

「ごめんね、トビオ……」
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　すでにトビオ側の通信機能が失われており、声が届かないのはわかっていたが、エリカはその言

葉を胸にしまっておくことはできなかった。

　仰向けに倒れたツィーズのメインカメラは、モニターに青空を映し出している。と、それを遮る

影が現れた。カプセルを抱えたままのユーサン・ビサージュが、エリカ機の顔と正対して覗き込ん

でいる。その蟹目が意味を持ったパターンで明滅する。

＜予定通りの行動ではなかったな＞

　エリカは光の示す意味を、言葉を、理解できた。

「やっぱりあの棒術はイダ・ブラケット、あなたね」

　エリカは音声を翻訳装置にかけてメインカメラのアクティブサーチライトの明滅に変換する。

＜いかにも＞

「予定なら、コギト・コルトを見限った時点で、もう狂っていたわ」

＜そうだ。彼に「資料」を与えてケダブールの内紛を助長する策は、急遽中止となった。しかし、

計画はもう動き出していた。何も知らないおまえの部下は、コギト・コルトに資料を渡すべく、予

定通り脱走してしまった。コギトは資料だけを回収して配達人を始末するだろう。そうなると資料

の回収は困難になる。いずれコギトはビグベンに資料を押収され、やがてそれはギルバーグ派の手

に落ちる。それではギルバーグの一極支配を促進してしまい、逆効果だ。＜御柱＞の方々の意に反

する。だからその可能性を抹消するべく俺たちが派遣された＞

「不本意そうね。戦いは好きなタチだと思っていたけど」

＜ああ、気に食わんね。久々に派手に暴れられると思って来てみればこんな結果だ。挙句に、スパ

イごときと、その飼い犬に噛み付かれるとは。いったいどうして裏切った＞

「それは前からよ」

　エリカは自嘲する。そう、エリカは裏切っていた。脱走兵とそれを追う隊長、という構図を装っ

て味方を欺き、手に手を取ってケダブールへと駆け落ちするという計画は、実はトビオ・キンブル

をも欺いたものだった。エリカ・ウォズナッハの目的は、条約軍将校とのパイプを作って捕虜収容

所から帰ってきた《エルク 7》を籠絡し、議会軍のもとにある「資料」を条約軍保守派に引き渡さ

せることだった。それは資料を運ぶひとりがそのまま亡命すれば事足りる。貴重な工作員の配置を

変える必要はどこにもなかった。エリカはトビオとともに亡命するふりをしていたが、予定通り脱

走したトビオを追いかけず、ひとりで亡命させることを命じられていたのだった。トビオの期待と

信頼と愛を裏切って。

＜なるほど、情が移ったか＞

　明滅パターンで伝えられる彼らの言葉は完全ではなく、情報量を落とした圧縮通信に過ぎない。

それゆえにイダ・ブラケットの言葉の含意は不明だった。侮蔑か、同情か、あるいは他の何かか。

彼ら信託軍、自称でいうところの＜真静＞の人々のメンタリティはエリカにもまだ掴めないところ

が多い。

　しかしエリカはもう、余人にどう思われようと構わなかった。コギト・コルトの立場を知ったと

き最もエリカが怖れたのは、任務の失敗ではなく、トビオ・キンブルが帰らぬ人となる可能性だっ

た。いつかはまた会えるだろう、という自己欺瞞を否定された瞬間に、エリカは偽らぬ己の思いに
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気づかされた。だからこそ四機のキャスクを相手に喧嘩も売れたし、逆らってはならない内通相手

にも刃を向けた。すべては、愛する男を守るため。

＜おまえに選択肢を与える＞

　イダ・ブラケットは沈黙を破ってそう告げた。

＜ずっと協議していたのは、実はそのことだ。ギルバーグの手に渡ることが無いようにやむなく奪

還したが、この資料は、俺たちが持ち帰ったところで意味はない。それならばまだ、命令書通りに

アモン・ダイドウのもとへ送り届けたほうが、まだ利用価値が見込める。そこで、第一の選択肢

だ。これを持って隊に戻り、スパイであることを隠して協力を続行せよ＞

「なるほどね。で、第二は？　ここで死ぬか、とか？」

＜それを希望するならすぐにでも処理してやるが、提示する選択肢はそれではない。――頼むか

ら、この窮屈な圧縮言語で無駄話をさせるな＞

「ごめんなさい。それで、その選択肢って？」

＜気絶しているそこの男とともに、資料をもってどこへなりと行け＞

「え？」

＜ヌラ・リヒオン師はおそらくそれを望まれるだろう。「そのほうが白い」とな＞

　たしか、白は彼ら＜真静＞の間では至高の象徴だったか。エリカは記憶を辿り、ヌラ・リヒオン

とやらのアブノーマルな表現の意を理解した。そして権力者がその調子なら、案外トビオの賭けは

勝ち目があるかもしれない、という雑念がよぎる。

＜ただし、この砂漠を抜ける手助けはしない。それは肩入れになるからな。どうにか生き延びるす

べを探ることだ＞

　それはエリカ・ウォズナッハにとって難しい選択だった。議会軍に連絡を取ってうまく事情を説

明すれば、ひとまず命は助かるだろう。しかし、それではトビオは脱走罪を免れない。エリカ自身

も、行動の不審を見咎められて議会軍情報部の内部調査の対象となりかねなかった。もし、議会軍

の工作員としてばかりでなく信託軍、すなわち＜真静＞の工作員としても活動していることが露見

すれば、受ける刑はトビオよりも厳しいものになるだろう。かといって、TUを破壊された今、こ

の砂漠を徒歩で抜けるのもまた命を賭した道のりとなる。逃げ延びたあとの自由は甘美な罠とも言

える。――トビオならば「オッズが高いッス」と笑うかもしれないが。

＜いずれにしても、これはおまえに預ける＞

　ユーサン・ビサージュがかがみ、カプセルをエリカのツィーズの機上に置こうとする。が、その

動きを途中で止めた。

＜気が変わった＞

　イダは機体の向きを横にそらし、エリカ機ではなくトビオ機の傍らにカプセルを置いた。すると

トビオ機の姿勢はまるで、赤子に添い寝する父親のように見えた。

「ありがとう」

　その言葉が翻訳機の登録語彙に含まれているかどうか謎だったが、エリカは言っておかねばなら

ないと感じた。これに対し、腰を上げたイダのユーサン・ビサージュは数拍のあいだ動きを止めた

が、やがて緑の目をゆっくりと明滅させた。
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＜その圧縮言語だけは嫌いじゃない＞

　それを最後の言葉とし、イダたち三人の駆るユーサン・ビサージュは何事もなかったかのように

立ち去った。

* * * * *

　砂粒の装甲に当たる音ばかりが耳に響く。おまえを助けるものは何もない、と砂漠が宣告してい

るようだとエリカは思った。

　エリカは動かなくなったツィーズのコクピットを降り、砂の大地を踏みしめた。そしてすぐ近く

に倒れているトビオのツィーズへと歩み寄ると、機体の襟元に隠された外部操作パネルを使って、

コクピットハッチを開放する。ハッチの前面に回りこむと、ぐったりとしたトビオの姿があった。

胸をかすかに上下させるだけで、頭や手足を動かす気配はない。

「トビオ！」

　慌ててコクピットの中に上がりこみ、エリカはトビオの息を確かめる。

　――ぐったりかと思えば、ぐっすりか。

　周期的で穏やかな寝息が頬に当たってこそばゆい。

「この幸せ者め」

　行く先の苦難はさておいて、エリカ・ウォズナッハは刹那の幸福を噛み締める。

　自分の口には収まりきらないほど大量の幸せが溢れてきたので、他の口にお裾分けしてやらねば

ならなかった。

* * * * *

　気がつくと、トビオの視界いっぱいに大きなたまねぎが見えていた。

「はへ？」

　思わず間抜けな声を出すと、そのたまねぎがくるりと回転した。――コギト・コルトがふりか

えった。

「ようやく気がついたかね、キンブル君」

　トビオはコギトの操縦するゼブのコクピットに乗せられていた。といっても狭い隙間に体を曲げ

て押し込められている状態で、反射的にたまねぎ頭との距離を取ろうとしたトビオはしたたかに頭

をぶつけた。

「お化けでも見るような目つきだな」コギト・コルトは笑う。「まあ、しかたないか。君はどうや

ら、私たちが信託軍に敗れたと聞かされたらしいからな。おおかた TU戦の苦手な私はまっさきに

戦死したとでも思ったのだろう」

　そんなこと関係なく距離をとりたいッス、という台詞は飲み込んで、トビオはコクピット内に視

線を巡らし現状の把握に努めた。

　モニターにゼブの損傷を示すメッセージや画像は出ていない。ポップアップ表示から外の景色に

注意を移すと、随行するキャスク三機の姿に気づく。そしてここが森の中であることもわかった。

「ここはどこッスか？　いやそれよりなにより、エリカはどこに？」
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「フェニキア西部の森林地帯だ。もうしばらく行けばダマスコ要塞に着く。君の彼女は右手のキャ

スクに同乗してもらっているよ。――安心したまえ、あの機体のパイロットも女だ」

　ほっと胸を撫で下ろすトビオ。

「正直、助けてもらえるとは思っていなかったッス」

「何を言うんだね。君が前回届けてくれた議会軍の研究資料は、我々の『計画』に大きな進展をも

たらした。その功績は高く買っているし、それなりの処遇はするつもりだ。さっきの演技を本当だ

と思ったのかね？」

「いえ、そうじゃないんスけど、彼女のことッス」

「ああ、エリカ・ウォズナッハを助けたことか。たしかに、私はこの際始末するつもりだったよ、

彼女のことは」

「ああ、やっぱり」

「かねてより我々が推測していた通り、君を焚きつけるエリカ・ウォズナッハは工作員だった。し

かも議会軍情報部でありながら、信託軍とも繋がっていた曲者だ。飼いならせない犬は害獣でしか

ない。連れて帰れば必ず害をなす。君のたっての頼みとはいえ、彼女に関してだけは譲歩できな

かった」

　やはりあのキャスクの勢いは本当にエリカを殺すつもりだったのだと、トビオは今更ながらに身

震いする。

「そのコギト参河がどこで心変わりをしたのか、教えて頂けるッスか」

「なに、彼女に先に助けられたからだよ」

　コギトは事の経緯を説明した。それは、エリカから聞かされていたトビオの気絶中の出来事と

は、いくつもの点で食い違っていた。

　まず第一に、コギトたちはユーサン・ビサージュと交戦していなかった。倒れていたキャスク

は、エリカのコーカサスナッターに仕留められたものであるらしい。ちなみにパイロットは無事

で、左手を歩いているキャスクのコクピットでトビオと同じように窮屈な思いをしているらしい。

　ではどうしてコギトたちは姿を消したのか。しかも手土産を放棄して。

　トビオの疑問はコギトによって即座に説明された。曰く、一機のキャスクを屠ったものの残る三

機に包囲されたエリカは、実力行使での脱出を諦めたものか、コギトに対して重要な情報提供を申

し出たのだという。

「我々『オーラリ会』が招聘した研究者、レーモン・レーセル博士が脱走した。そうエリカ君は言

い出したのだ」

「それってたしか、前回の資料を欲しがっていた人ッスよね」

「そうとも。彼はあの資料を参考にして新たな実験サンプルの作成に成功した。それは我々オーラ

リ会が条約軍の最大派閥に対抗するための重要な鍵だったのだが、レーモン博士はそのサンプルと

ともに姿を消してしまったというのだ。つまり、その話が真実ならば、もう手土産など持って帰っ

ても受け取る者がいないことになる。それと言うのも、当該研究は博士ひとりで統括していたよう

なものだったからね。他の研究者たちは末端のことしかわからないのだ」

「なんともややこしいッスね」
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「その複雑な事情を、議会軍の情報部が把握しているとは思えなかった。未明まで派閥の拠点に居

た私だってまだ聞いていない話だ。にわかに信じられるものではない。するとエリカ君はそれが信

託軍経由の情報であることを自ら明かした。そして、もうすぐ信託軍の増援が現れるから一分一秒

を争って撤退したほうが身のためだと。工作員にしては手持ちのカードを見せすぎだったな。

まぁ、つまるところそれだけ切実に生き延びたかったのだろうね。君とともに。まったく幸せな

奴だ」

「いやあ、照れるッス。――それで、いったん離れて拠点と連絡を取ったんスか？」

「ああ。するとエリカ君の知らせが事実であったばかりか、事態はさらに急展開しているとわかっ

た。我々の会派の拠点たるダマスコ要塞が危ないというのだ。ギルバーグ派がダマスコ要塞へと連

なる防衛ラインを故意に緩めた結果だ。こうなるといつ議会軍や信託軍の侵攻を受けてもおかしく

ない。ギルバーグが敵襲を装って自ら我々をつぶしにかかるかもしれん。ダマスコ要塞を失うこと

は、条約軍にとってはあまり大きな損害ではないが、我々オーラリ会にとっては最大のピンチだ。

現在ダマスコ要塞の駐屯部隊は出払っていて、攻撃を受ければ陥落は必定。しかし我々はこうして

ダマスコ要塞へと引き返し、防戦態勢を整えようとしている。他の前線の仲間にも私から連絡を入

れた。なんとかダマスコ要塞は守りきれるだろう。これもエリカ君の情報提供がなければ見過ごし

ていた危機だった。私はその恩に報いるため、一度砂漠へ引き返し、君とともに彼女を回収した

のだ」

「カプセルもッスか？」

「そこに気づくとはなかなか抜け目ないな、キンブル君。実は、せっかくなので回収し、森に隠し

てきた。この森は依然として数世紀にわたる環境醸成の只中だからな、まあ誰にも見つかるまい」

　コギト・コルトはご満悦の様子だった。この窮地を凌いだキーパーソンとして、オーラリ会での

自分の発言力が強くなると考えているのだろう。そう思うとトビオとしては手放しでは喜べない。

そしておそらくダマスコ要塞の防戦ではトビオも戦力として使役されるに違いない。エリカも条約

軍 TUを操縦できるようなら同様の扱いだろう。

　しかし、このオッズは配当が高い。勝ち抜けばエリカとの新たな生活が待っている。トビオ・キ

ンブルは俄然みなぎる心身を自覚した。

　――オレは幸せ者だ。

　エリカはコギトから事前に忠告されていた通り、信託軍と通じたスパイだった。そしてコギトは

言及を避けたことだが、彼女が任務を忠実に遂行した場合、亡命がトビオひとりきりのものになっ

たに違いないとも思う。彼女が最初に懇意にしてくれたのも、捕虜にされるような戦場に配置され

たのも、捕虜交換で帰還した後に再び同じ隊に配属されたことも、人目を忍んで愛をはぐくんだの

も、すべては彼女が情報部と信託軍から受けた指示に従った結果だったのだろう。

　けれどもトビオは彼女の愛を信じた。そしてエリカも最後には応えてくれた。彼女はトビオとと

もに議会軍を抜け、そして信託軍とも切れる決意をしてくれたのだ。――いや、まだ信託軍との繋

がりは消えていないかもしれない。それでも、信託軍からの命令よりもトビオのことを大事にして

くれることは先の一件で明らかになった。彼女は、トビオを守るためだけに仲間のユーサン・ビ

サージュに牙を剥いたのだから。
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　エリカの愛を確かめるため、命を賭してユーサン・ビサージュに挑みかかった甲斐があった。ト

ビオが今までに得たことのない高配当である。これがいつもの賭けであれば、あぶく銭で仲間に酒

を振舞ったのだが、こればかりは他人に分けてやる気などこれっぽっちも持ち合わせないトビオで

あった。

＜了＞
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