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□１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　他の採取施設へと降下した部隊と合流するために移動する

302 部隊。

　兄の安否が分かるかもしれないという淡い期待を抱きアドも同

行する事に。

　そして、 レーネと名乗る少女もアド同様、 部隊に同行する事と

なった。

　イクスを使いこなすべく訓練するアド。

　ルート上の障害であるマキナ 「番人」 を倒すために戦う。

　メインエレベータの崩壊から辛うじて脱出することが出来た 302

降下部隊。

　流石に想定されていたとはいえ、 初めての実戦を経験した事

に因る動揺は未だに消えてはいない。 些細な物音にでも戦闘

態勢に入ってしまう程ピリピリとした空気が全体を支配していた。

「索敵コード 0144」

「この世界は、 全くの未知の領域だ！　指示があるまでファング

アウトは許さん」

　ヒュージ戦闘隊長の声が聴覚神経に直接響いてくる。

「サー」

　即座にオフェンスセクションからの返信。

　他の隊員達の返答に交じってアドも答えを返す。

　と、 言ってもアドはまだ部隊の一員として認められているわけ

ではなく、 未だに邪魔なお客さん扱いを受けている。

「アド！　ノロノロしてねぇで俺の代わりにとっととレンジ ・ サルー

- � - © サンライズ



トしやがれ！」

「サルート？」

「あ～ん !?　そんなことも知らねーのかよ！」

「サルートは規模 （size）、 行動 （activity）、 位置 （location）、

部隊 （unit）、時間 （time）、装備 （equipment） の頭文字だ！」

　そういってガンロウは、 にやにやしながらアドにちょっかいを出

してくる。

　大柄な男は自慢の体格を生かし、 打ち捨てられていた大型マ

キナをジョイントすることで戦闘で破壊された輸送車の代わりに

輸送の役目を担っていた。

　部隊はメインエレベーター消失の後、 地上 （テラ） との通信

が不調となり、 原隊のみで決断を下さなければならなくなってい

た。
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　そして今後の行動方針を部隊内で討議する際に、 当然アドの

処遇も会議の舞台を再び賑わした。

「現状、 部隊の半数を失ってしまい、 引くも進むもままならない」

「初期設定されていた目標施設 【ナジア 05】 採取施設が崩壊

した以上第二目標にターゲットを絞るほかない」

　ここまでのダリル総隊長の発言に、 口を差し挟む者は誰もい

なかった。

「そこで改めて確認だが……」

「アド ・ アーウィンの処遇についてだ」

「前回、 第一次降下部隊が送り込まれた 「ナジア 03」 への移

動を完遂するためには少しでも人手はほしい」

「先の戦闘で 04 数機が失われている」

「しかし……」

「しかし、 一般人のアド君を隊の戦力とする事は本意ではない。

ましてやまともにモーションするか不確定なガラクタスーツでは

……」

　この発言に俄かに辺りがざわめき始める。

「またいつもの慎重論かよっ！」

「さっきの戦闘でも、 どの部隊より戦果をあげてるじゃねーか！」

　ダリル総隊長の案に誰しもが異議を唱える中、 ファング部隊の

面々が声を上げた。

　ヒュージが言い放つ。

「第一次降下部隊の中でも、 もっとも優秀で身を挺して部隊を

救ったイオス ・ アーウィン隊長……」

「アドはイオス隊長のその技量に勝るとも劣らぬ能力を垣間見せ

てくれた。 先の戦闘でも皆確認したはずだ」

- � - © サンライズ



「第一スラスト ・ ファング隊 ・ 指揮官として、 この件については

私の部隊で責任を持つ」

　メカニクスセクションのロンが続いた。

「製造不明のファング……レーネ曰くスラスト ・ ファング Type オ

プティマイザー ・ イクスは 04 の機能と遜色なく、 未解析パーツ

の転用方法がアンロックされれば、 その戦闘能力は現状計り知

れません」

「このまま放棄するよりは、 今後の為に随行させるのが肝要かと

……」

「既に、 アド君以外にプラグセット不可能ですから……」

　暫く討議は続いたが、 結局大半の意見に押される形で、 ダリ

ル総隊長はアドの随行を許可した。 あくまでも民間人のスタンス

で部隊に関わるようにと念を押される形で……。

　そしてアドは討議の渦中でレーネの方に振り返って彼女の気

持ちを聞いてみた。

「レーネはどうしたい？　このまま一緒に行くか？」

「……私はアドに着いていく」

　レーネはそれ以上は、 語らなかった。

「そっか。 わかったよ」

　通常であれば地下で発見された正体不明の人間をそのまま連

れて行くなど考えられない。 アドは事と次第によっては大暴れも

辞さないつもりでいた。

　ところが、 レーネについては驚くほど話題にならなかった。

　アドと一緒に密航していたことになっており、 アドの処遇が決

まった時点で同行が許されることになった。

　第一ファングチーフのイリアがどういう訳か、 レーネの事を気に
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入っており先回りしてダリル総隊長やヒュージに根回しをしてい

たお蔭で議題にすらならかった。

　もっとも、 この地下の世界に人間がいたこと自体が部隊内に公

になれば、 無事に地上に戻った際に面倒な事になりかねない。

　政府機関にこの事が伝われば部隊全てが、 無期限強制降下

の処分が下されるに違いない。 強制降下……殺人のないテラ ・

テクトリウムで二度と地上に戻る事の出来ない地下への放逐は

絶対死を意味していた。

　地下は人類が、 生存出来ない汚れた土地であるはずで人間

が生存してはならない禁忌の場所なのだから……

　ふとレーネが、 小声で話し出す。

「1000 年前のこの星は不毛の世界になっていた……私達でさえ

この星の本来の姿は解らない……」

　この地は完全に再生していたが、 かつての地上から 1000 年

近く隔絶され、 自然とは程遠い天空の地上で生活をしていたア

ド達からすれば、 そこはまさに究極の異世界といっても過言で

はない。

　地下に残っていた作業機械が何かの原因で新たな生命体ギ

ガンティック ・ マキナとなり、 彼らによって 1000 年掛けて浄化さ

れてきた大地は砂漠をも見違えるほどの世界へと変貌させてい

る。

　よみがえった緑の中にはある種の違和感も感じられた。

　一見植物に思える巨大な物体は、 プレートを支える支柱に

1000 年掛けて不純物が固着したことで茶色い輝きを鈍く発して

いる。

「人類は本当にここに戻ってこれる資格があるのかしら……」
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　何を言っているのかアドには理解できなかったが、 少なくとも

かつての不毛地帯ではなくなっている事は理解できた。

　自分たちの処遇が確定しつつある中でアドは、自分の事、レー

ネの事、 今までの状況をぼんやりと考えていると会議はいつの

間にか最後の議題に入っていた。

「最後に進行ルートの確認だが……」

　ダリル総隊長が発議を促した。

「現在位置は、 地上で保管されていた BC ミレニアム時代のマッ

プによるとミッドガード地下、 ユーラシアプレート西砂漠地帯だ。

各自データは見えているな」

　アドはレーネと一緒に PVD （パーソナル ・ ヴァーチャル ・ ディ

スプレイ） を見ていた。

「北に進み極点より南下するルート」

「南海岸線を進み北進するルート」

「東に進み大陸を横断するルート」

「BC マップを元にすれば以上 3 つのルートが選択可能だが、

時間を無駄には出来ない」

「このまま北東に進行しつつ、 高山地帯を迂回し崩落したヴァナ

ランドに残るナジア 03 タワーに向かう最短ルートを選択する」

「このルートは、 第一次降下部隊から齎された情報を加味したう

えで策定した」

「安全が確認されているルートが一つもない以上、 最短で目的

地にたどり着くことが我々の使命だ」

　ヒュージ戦闘隊長の案が安全だとは誰も思わないが、 地下世

界の解析が完全にできていない以上、 少しでも情報があるルー

トの選択は反対する理由など誰にも無かった。
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　討議後、 数時間の休憩 ・ 点検 ・ 整備を終え部隊は新たな目

的地 「ナジア 03 タワー」 に向けて移動を開始した。

□２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　目的地に向かう間に、 アドはイクスの操作の慣熟を命じられて

いる。 偶然とはいえ強制連動してしまった以上、 部隊としては

当然の命令であった。

「どうすれば言うこと聞いてくれるんだよ !?」

　当然のごとく、 作業用ファングと戦闘用スラスト ・ ファングでは、

使用目的も搭載機能も全く別物。 ましてや製造不明機体のイク

スのコントロールは難解を極める。

　そうこうして居るうちに耳元で、 アラートが鳴り響いた！

「前方プレート残骸至近にマキナの反応！」

「イリアチーム散開！　前方探査 !!」

　ヒュージ隊長の指示が即座に飛ぶ！

「俺も行きます！」

　慣熟起動中であったアドもイリアチームに続こうとする。

「アドは後方待機！　いきなりチームの連携に連動は無理だ！」

「でも！」

　アドが答えようとした時、 前方で閃光と爆音が響き渡った。

「マキナ確認。 Type ギガンティック！　アーカイブ ・ サーチ！」

　イリアがサーチの声をかけたと同時にアドのスピーカーにレー

ネの声が響いてきた。

「あれは前ミレニアム紀、 アジアンブロック製掘削車両用
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MB-2500 ビームドリル連装砲ベースのマキナ……ナジア 05 の

ゲートキーパー」

「レーネ !?」

　アドは、不思議に思ったがそんな疑問よりもこの事態を優先し、

すぐに全部隊に報告した。

「ゲートキーパーだって！　前世紀のビームドリル掘削機まで

マキナになっているのかよ！　いったいどうなってんだこの世界

は !!　早く地上に帰りてぇ」

　ガンロウが叫ぶ！

「御託はいい！　全隊迎撃戦闘用意！」

　ヒュージ隊長の命令が耳元で響く。

　ゲートキーパーは、 異様な形態を部隊の前に晒した。
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　連装ビームドリルから機械とは思えぬ昆虫のような脚がはえ、

かつてタイヤであったであろう物を脚としてゆっくりとこちらに向

かってくる。

「高エネルギー反応！　発砲可能性大！　マキナ攻撃来ます !!」

「部隊散開！　前方範囲より回避！　個々に攻撃開始！」

　イリアからの通信で即座にヒュージが指示をだす。

　すぐさま 2 度目の閃光と爆発があたり一面に巻き起こった。

　奴の攻撃は、 たかが掘削機の威力ではなく地表面がガラス結

晶化する程、 強力な高熱を発するビームだった。 このような兵

器はテラ ・ テクトリウムでは考えられなかった。

「あんなの喰らったらひとたまりもないぞ！」

「隊長！　どうしましょう !?」

「奴の足は遅い！　あわてずに本体に肉薄！　攻撃を加える！」
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「私の部隊がおとりになり、その間隙をついてイリアの部隊がビー

ム収束機メインコアを破壊！

　ヒュージの指示が再びスピーカーに鳴り響いた。

　マキナの前方に展開したヒュージの部隊が、 20 ｍｍレールガ

ンで牽制しつつ第一ファングチームが左右側面からメインコアに

向かって突撃を開始する。

　ヒュージ隊の的確な牽制で足の遅いマキナを瞬時に圧倒する

かに思えた。

　しかし、 コアに攻撃が届く寸前、 思いもかけぬ反撃を食らうこ

とになった。

　移動する為の脚だと思われていた部分から、 鋼鉄の蔓がファ

ング部隊に襲い掛かった。
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　一本一本がまるで意思が在るかのごとく別々の軌道を描きな

がら突撃したファングをからめ捕り締め上げる。

「隊長！　高圧力で巻きつかれています！　04 のパワーでは離

脱不可能」

「た、 たすけてくれーうぉぉぉぉぉ～」

　とらわれたファングが次々に粉砕されていく。

　イリアは辛うじて、 足に絡みついた蔓をジョイントブレイクし逃

れることに成功していたが、 僚機を破壊し更なる獲物を求めて　

意思を持つ蔓が再度イリアに襲い掛かってきた。

「うおおおおおおお」



　襲い掛かってきた蔓に、 アドが立ちはだかった！

　豹マキナから回収した高重層メタファイバーの爪をジョイント

し、 襲いくる蔓の攻撃を切り裂いていく。

「イリアさん、 退却して！　俺が持ちこたえているうちに！」

「アド！　ありがとう」

「04 イリア後方に下がる！」

　イリアの退却を見届けて、メインコアの場所をサーチしつつビー

ムドリルにアドは何とか取りついた。

　しかし、 自分のボディに傷が付こうがお構いなしに蔓は攻撃の

手を止めることがない。

　イクスの操作を完全につかみ切れていないアドは蔓の攻撃を

徐々に食らい始めていた。

　ヒュージ隊の牽制も徐々に効果が薄れ始めている。

「くそ！　くそ！　くそ！」

　ついに、 アドの右腕を蔓が貫いた！

「もう……ダメか……兄さん……」

　激痛で意識が遠のき始めたその時、 レーネの声がアドの頭の

中に囁いてくる。

「落ち着いて……アド」

「あなたが思考する通りにイクスは従う……」

「あなたが望む通りにイクスは答える……」

「レーネ !?」

　これまで聞いた事の無い頭の芯に響いてくるレーネの囁きと共

に、 途轍もない情報が頭の中に流れ込んできた。

　それはオプティマイザーイクスの誕生からこれまでのすべての

歴史、 この世界のマキナのすべての情報、 創世の神アンスロポ
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ス ・ マキナの理想……。

「イクス ・ コントロール ・ シークエンス Set!　AD you have control」

　アドは、 イクスが自分の体の一部となるような感覚と衝撃を覚

えた。

　同時に激痛は消え、 新たな命が宿ったかのごとく意識が目覚

めていく。

「いくよ！　レーネ！」

　イクスはまさにアドの手足、 いやアドそのものとなり、 それまで

のアドの動きとは全く別次元戦闘が開始された。

　腕に突き刺さっていた蔓は、 新たにジョイントしボディに取り込

んでゲートキーパーと同じようにウェポンラックから無数の蔓を再

生し、 ゲートキーパーの蔓をすべて封じてしまった。



「高エネルギー反応再確認。 発砲可能性大！　回避不能！」

　ビームドリルが、 狂気の咆哮を正に挙げんとしたその瞬間、

「メインコアは、 連装砲塔の間！　表面のカーボン装甲の下 1

メートル」

　レーネがささやくと同時に稼働さえ出来なかった、 120 ㎜レー

ルガンを構えメインコアに向けて撃ち放った。

　間一髪、 砲撃寸前に弾丸がメインコアを貫き、 ゲートキーパー

の息の根を止めることが出来た。

　ゲートキーパーを仕留めたことを報告すると直ぐに全部隊に集

合のコールがかかった。

　集合場所に合流したアドは部隊全てから歓喜の声で迎えられ

た。

「アド！　すげェじゃねーか。 さすが俺が見込んだだけのことは

ある！」

　アドはガンロウの調子のいい掛け声に照れながらも、 部隊帰

還の申告をダリル総隊長に言った。

「アド ・ アーウィン、 帰投しました」

「よくやってくれたアド。しかしこちらの命令を無視して戦闘を行っ

たことは認める訳にはいかない。 以後気を付けるように」

　相変わらずのダリル総隊長の言動だったが、 それなりに自分

の事を認めてくれているであろう態度にややほっとしていた。

　イリアも駆け寄ってきてアドに声をかけた。

「アド、 ありがとう貴方のお蔭で生き延びたわ。 お返しといって

はなんだけど今後第一ファングチームの 5 番機として正式に部

隊に加わって頂戴」

「これから宜しくね」
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　ヒュージもこちらを見てうなずいている。

　アドは、 レーネのもとに駆け寄って戦闘中の話をした。

「さっきの戦闘中に頭の中にレーネの声が聞こえてきたんだ。 あ

れっていった……」

　レーネは不意に、 アドの口を押えて囁いた。

「あなたと私は、 二人で一つなの……いずれわかる……」

「いずれって……」

　聞き直そうとするアドに、 それ以上の会話を続けることを拒む

かのようにレーネはそっと抱き着いて目を閉じた。

「……まあ、 いいか……」

　そして、 休む暇もなく部隊は再び 「ナジア 03」 に向かって進

行を開始した。

第 3 話 完
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■ヒュージ　男性　22歳　　　　　　　　　　　
アドが所属するチームの指揮官。 厳しくも面倒見が良く、 若い

隊員にとっての兄貴分である。

スラスト ・ ファング装着員としても優秀。 大小様々な火器の扱い

に長けており、 彼のファングは複数の火器を装備している。 ア

ドの兄であるイオスとは訓練所での友人だった。

●キャラクター設定 �-1
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●キャラクター設定 �-�

■ヒュージ（表情）
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●キャラクター設定 �-�

■ダリル　男性　37歳　　　　　　　　　　　　
第 302 部隊の総隊長。 何事に対しても慎重主義だが、 何故か

他人からは臆病と評されてしまう。
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●キャラクター設定 �-�

■ダリル（2）
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●キャラクター設定 �-�

■ガンロウ　男性　27歳　　　　　　　　　　　
第 302 部隊のスラスト ・ ファング装着員。

装着員としては限度に近い大柄な体格。 ギガンティック ・ マキ

ナのボディを接続しコントロール可能という特性を持っており、

戦場で手に入れた大型のマキナと接続し、 車両を失った部隊

の輸送役としても活躍する。
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●キャラクター設定 �-�

■ガンロウ（2）
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●メカニック設定 �-1

■ギガンティック・マキナ　　　　　　　　　　　
かつて人類が天蓋コロニーへと移住した後、 地上に残したウル

カヌス社製資源採取作業用ロボット 「ソーンシリーズ」 に使用さ

れたアンブロジウム素子コンピューターが変異し、 周囲のアンブ

ロジウムを取り込んで進化した姿。

元となった作業用ロボットの特性を持った多様なタイプが存在

し、 そのサイズは小型なものでも 5 メートルを超える。

人類が地上に残していった旧時代の遺物、 数々の兵器やそ

れに付随するシステムを取り込んだ事で生きた戦闘兵器と化し

ておりマキナの生存圏に侵入したほかの生命体を攻撃対象て

襲ってくる怪物である。

基本的に知性は持たず生存権拡大の本能にのみ従うものが殆



- �� - © サンライズ

●メカニック設定 �-�

どだが、 元になったソーンシリーズがより高度な CPU や AI を有

していた場合、 他より高度な進化を遂げることもある。 また、 有

機物、 無機物問わず融合能力に秀でた個体も確認されている。

■エリア・ゲートキーパー　　　　　　　　　　　
100 年前のアジアンブロック製掘削車両用 MB-2500 ビームドリ

ル連装砲のギガンティック ・ マキナ。



○アンブロジウム　　　　　　　　　　　　　　　
地球の地殻内より発見された新たな鉱物。

常温・常圧では不安定な構造だが、優れた可変性を有している。

天才科学者アンスロポス ・ マキナ博士により加工方法が確立さ

れて以降、 急速に普及する。

○アンブロジウム合金　　　　　　　　　　　　　
アンブロジウムをベースに有機化合物化を経て精製する事で生

み出される、 超軽量かつ柔軟性と耐久性を兼ね備えた新素材。

全世界に普及し、 様々な用途に使用された。

又、 その特性を生かし様々な分野で技術革新を促す事となっ

た。

天蓋型コロニー 「テラ ・ テクトリウム」 や強化服 「スラスト ・ ファ

ング」 にも使用されている。
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■テラ・テクトリウムの崩壊



○ミレニアム計画　　　　　　　　　　　　　　　
かつての地球は、 超温暖化現象により平均気温が上昇し、 生

態系に多大な被害を受けていた。 加えて様々な残留性有機物

質や、 放射性物質が大地を蝕んでいた。

このままでは全ての生態系が滅ぶのも遠くないとされ、 又、 試

算により環境の回復にはオーバーテクノロジーを得た現在の人

類の力をもってしても 1000 年はかかるとされていた。

そこで、 アンブロジウム合金を用い、 地表から高度 5000 メート

ルの上空に 「天蓋型コロニー」 を建造、 そこに人類全体を移

住させ、地球環境の回復を待つという壮大な計画が立案された。

しかしその裏には、 地球環境回復後、 90 億もの人間が帰還し

ては環境の維持が困難である為、 人口を 1/9 まで減らすという

目論見が隠されている。
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○ウルカヌス社　　　　　　　　　　　　　　　　
アンスロポス ・ マキナ博士の研究を支援していた企業。

金属加工業部門がアンブロジウムの量産化に成功。 それによっ

て一躍世界のトップ企業となった。

アンブロジウム素子を使用したコンピュータを搭載した作業ロ

ボットによるアンブロジウム鉱石の自動採掘システムや大量加工

システムを確立した。

同システムは 「巨人」 「棘」 「門」 などを意味するルーン文字

である 「Þ( ソーン )」 を冠した 「ソーン ・ システム」 と名付けら

れている。

ミレニアム計画においても重要な役割を担っているが、 その実

態は、 大国の政府による国営企業である。
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