
第４話



□1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　天蓋コロニーに設けられた採光ブロックから差し込む陽光の

下、 赤茶けた荒野と岩山が広がっている。 この光景が 1000 年

前に比べて劣悪なのか、 それとも改善されたのかはわからない。

　そんな岩山の一角に数体のスラスト ・ ファングと小さな人影が

あった。

　並び立つファングの重装備で大型のフォルムは 04 に似ている

が、 若干古いタイプに見える。

　そして小さな人影は年端もいかぬ少年と少女である。

「許せとは言わん。 しかしこれも街を守るためだ」

「隊長さん、 俺はどうなってもいい！　でもユウは助けてよ！」

「そんなの嫌だよ、 リウ兄ちゃん！」
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　懇願する幼い兄妹、 しかしファングの一団は彼らに銃を向け

た。

「行くんだ……そうでないと皆が死ぬ」

　しゃがれた声を響かせたファングの両側に立つ二体が兄妹の

足下に向けて発砲した。

「きゃああああ！」

　悲鳴を上げてしゃがみ込む妹を兄が庇う。 しかしそんな姿を

見てもファングたちは直接二人に銃口を向けた。 次は当てる、

という事だ。

　リウは目に涙を浮かべながらもファングの一団を睨みつけると、

そのままユウの手を引き荒野へと歩を進めていった。

「ふぅ～ん、 ずいぶんとエグい事してるのねぇ」

　不意の声、 それも若い女の声に驚いたファングの一団が振り

向くと、 彼らより少し高い位置の岩の上に一体の TYPE-04 が

立っていた。

「……何者だ」

　銃口を向けるファングの一体から再びしゃがれた声が響く。

「あら、女に銃を向けるのが第二次降下部隊の流儀なのかしら？

　それとも地上の？」

「利用され、 裏切られ、 挙句に捨てられた。 こうもなろう……」

「なんだか誤解があるようね。 とりあえず話くらいは聞いて欲しい

んだけど？」

　敵意がない事を示すように TYPE-04 がキャノピーを開いた。

- � - © サンライズ



□2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　老朽化により脱落し、 大地に突き刺さったコロニーの外壁に隠

れるように 302 部隊は野営していた。

　ゲートキーパーを破壊し進んだのは良かったが、 部隊員の疲

労に加えてスラスト ・ ファングの損傷も大きく、 メンテナンスに要

する時間が増えていたのだ。

　整備モードの TYPE-04 の前でロンが大声を上げる。

「おっしゃーっ！　キタキタァーッ !!」

「ロン、 そんなに喜んで、 難しい修理でも終わったのかい？」

「いやいや、 繋がったんスよ、 上のネットワークに！」

　備品運びを手伝っているアドが尋ねるが、 どうやらロンはメン

テをしていたのではなかったようだ。

　現在、 地上とテラ ・ テクトリウムとの通信状態は非常に悪く、

事実上通信手段は遮断されていると言っても過言ではなかっ

た。

　降下以降、 テクトリウムのコンピュータ ・ ネットワークにアクセス

出来たのもこれが初めてである。

「それじゃ軍の基地や行政府と連絡がつくって事？」

「あ～、そっちは駄目っスね。でも『オラクル』はこの通り……っと」

　そう言うロンの手元をアドが覗くと、 そこに表示されていたのは

露出の多い水着姿の女性の画像だった。

「遊んでたのかよ !!」

「失礼な、 情報収集っスよ、 情報収集。」

　ロンが閲覧していた 『オラクル』 とはテラ ・ テクトリウム全体を

繋ぐコンピュータ ・ ネットワーク上に存在するソーシャル ・ ネット
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ワーキング ・ サービスで、 正式には 『オラクル ・ ネット』 という、

所謂 『掲示板』 である。

「こんなのデマばかりなんじゃないの？」

「わかってないっスね～、 アド君。 数多の噂とデマから真実を見

出すのが勘所っスよ？」

　ロンは端末に保存している画像を呼び出し、 画面をアドに向

ける。

「『ヴァナランド落下の真相』 に 『総督府による旧世紀技術の隠

匿』 ……？」

「特にこの 『ミナーヴァ』 ってアカウントの投稿は真実味があると、

俺は踏んでるっスね」

「ロン、 アド！　何をやっておるか！」

　端末を覗き込んでいる二人を怒鳴りつけたのはダリルだ。

「「す、 すいません !!」」

「まったく……また 『ミナーヴァ』 か」

「ダリルさんも知ってるんですか？」

　コンピュータ ・ ネットワーク上の話題など興味なさそうなダリル

の意外な言葉に、 アドは少なからず驚く。

「アド、 私の事は総隊長と呼べ。 ……奴はデマで世間を惑わす

不届き者だ」

「ですが総隊長殿、 実際にコロニーの連続崩壊には……」

「黙れ、 ロン。 二人ともやるべき事に対して手を動かすんだ」

　聞く耳を持たないダリルと、 不満げなロンをアドは交互に眺め

るしかなかった。

「ミナーヴァ……旧世紀の神話に出てくる知恵 ・ 戦争 ・ 芸術の

女神……」
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「「「!!」」」

　不意の声に驚く三人。 そこにはコンバット ・ レーションを積ん

だ首掛け式ケースを抱えたレーネの姿があった。

「レーネ、 その恰好は？」

「部隊に同行するからには彼女にも何らかの役目を担ってもらわ

ねばならん、 当然だ」

「総隊長殿……」

「摂食中枢が刺激されると扁桃核にも刺激が伝わって不安に

なったり苛々したりするわ」

　レーネは三人にレーションを手渡す。

「つまり、 腹が減っていては戦が出来ねェってな」

「それはちょっと違うだろ、 ガンロウ。 なあ、 レーネ？」

　いつの間にか現れたガンロウとヒュージがレーネの抱えたケー

スからレーションを取りながら言う。

「いいえ、 ガンロウさんの語彙力を考慮すると適切に近いと言え

ます」

「ほォら見ろ、 ヒュージ」

「いや、 『お前の頭にしては』 って意味だぞ。 なあ、 レーネ？」

「はい」

「……マジかよォ？」

　二人のやり取りに、 その場の一同がクスリと笑う。

　しかし次の瞬間、 その和やかな雰囲気は伝令の兵士によって

断ち切られた。

「偵察に出たイリア分隊長から信号弾！　マキナです！」
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□3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　整備中で出撃出来ない TYPE-04 の穴を埋めるため、 ヒュー

ジは 2 分隊の TYPE-04 とアドのイクス、 さらに通常型ファング

の 2 分隊を ATV （全地形対応車） に分乗させ出撃した。

　そこには複数のマキナと、それを迎撃するイリアと二名の部下、

そして……二人の子どもがいた。

「ヒュージ隊長、 子どもが！　地上に人が！」

「04 各分隊は左右に展開、 残りは民間人の確保だ。 アドは俺

に続け」

　マキナの一団を 04 部隊が挟撃、 そこにヒュージとアドが突っ

込んでいく。

　ヒュージはマキナに肉薄、 スパイクとハーケンで取りつくと

チェーンソーを振り下ろす。アドはイクスに装備されたハイパワー



のスラスターを活かし、 空中を駆けるように移動し 120mm レー

ルガンを打ち込む。

　それぞれが得意とする戦法で早々に二体のマキナを仕留め

た。

　その間に後続の部隊がイリアたちと合流する。

「良いタイミングね、 この子たちを頼むわ」

　イリアが二人の子どもを預けようとしたとき、 地面が振動と共に

大きく盛り上がった。

「!!」

　地底から十メートルはあろうかという、 サンドワームのような形

態のギガンティック ・ マキナが出現した。

　おそらく元は推進装置付きのドリルストリング型掘削ロボット

だったのだろう。 先端に取り付けられた複雑な形状のドリルが唸
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りを上げて回転する。

　ドリルを地面に叩きつけた衝撃で兵士が吹き飛ばされ、 数台

の ATV が横転した。

「冗談でしょ！」

　イリアは手にしたレールガンを放つが、 素早く動き回るワーム

型マキナに照準が定まらず当たらない。

　再び飛びかかって来るワーム型マキナ。

「嫌ぁぁっ！」

「うわあああっ！」

　イリアが保護した二人……リウとユウが悲鳴を上げる。

　そのときマキナの背後からアドのイクスが銃撃を加えた。

「させないっ！」

　アドの攻撃を受け、 ワームマキナは地中に潜行した。

「くそっ、 これじゃどうしようもない！」

　焦るアドだったが、 そのときレーネの声が頭の中に直接聞こえ

てくる。

「大丈夫、 イクスならあの子が出てくる場所が見えるはず」

「レーネ、 でも表示される情報が多すぎてわからないんだ」

「落ち着いて、 アド。 目を閉じてイクスと自分を同調させるの」

　イクスのセンサーは敵の動きを捉えているのだが、 表示される

様々な情報を読み取れるほどアドはイクスを理解してはいない

のだ。

　アドはレーネに言われた通り目を閉じ、 呼吸を整える。

　一旦、 視覚と全ての表示情報を切り離すと、 何かがリセットさ

れ直後に再起動したような感覚がアドの脳内にあった。 そして

次に目を開くと……
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「見えた！　そこか！」

　アドが向き直ったすぐ眼前からワームマキナが出現し、 アドは

反射的にマシンガンを捨てて組み付いた。

　イクスの左腕の装甲がスライドすると、 何かのグリップのような

ものが飛び出す。

　アドは右手でグリップを掴み引き抜くと、 それは大振りのナイフ

に似た武器だった。

「喰らえっ！」

　アドはナイフをマキナに突き立てるとグリップの引金を引いた。

次の瞬間、 刃から高出力の電磁パルスが放出され、 ワームマ

キナの中枢を焼き切る。

　イクスに装備された近接武装『EMP ブレード』の威力であった。

「助けられちゃったわね、 アド」

「大丈夫か、 アド？」

　ワームマキナの残骸を前に立ち尽くすアドのイクスを見てイリア

と、 マキナの一団を殲滅して合流したヒュージが声をかける。

「は、 はい。 大丈夫です。 それよりあの子どもたちは……」

「気絶しているけど大きな怪我はないみたい」

「よかった……」

「よし、 本体に戻るぞ」

　敵を退け幼い兄妹を救ったアドだったが、 その心中にはある

疑問がこびりついて離れなかった。

（あんな武器があるなんて知らなかったのに、 どうして当たり前

のように使えたんだ？）
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□4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　救出された兄妹、 リウとユウが目を覚ましたのはすでに夕刻を

過ぎた頃だった。

「何も話してくれない？」

「ああ、名前だけはわかったんだがよォ、それっきりダンマリでな」

「いやいや、 ガンロウが妹ちゃんを怖がらせたからでしょうが」

「あァ !?　何言ってんだロン、 俺はフレンドリーな笑顔で話しかけ

たろうが？」

　そう言ったガンロウの顔は獲物を前に口元を緩めた狩人のよう

で、 控えめに言っても友好的とは程遠い。

「という訳でな、 お前に頼みたいのよ！」

「ダリル総隊長殿の指示でもあるんスよ。」

「俺に？」

「これ以上ここで脚を止めてるわけにもいかないんで、 今夜中に

は車両とファングのメンテを終えたいんスよ……」

「つまり子どもの世話に割ける人手がないって事？」

「その通り！　察しが良い奴は長生き出来るぞォ、 アド」

　アド自身も昼間の戦闘で疲れてはいたし、 イクスに関する不安

もあった。 しかしそれでもリウとユウが気になったのは、 二人に

幼い頃の自分と兄イオスを重ねていたからかもしれない。

「とは言ったものの……」

　ガンロウらの頼みで会いにきたものの、 二人の兄妹はあからさ

まな警戒心を放っている。

「リウとユウ、 だよね。 俺はアド、 よろしく」

「……」
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「俺は 『上』 から来たんだ。 君たちは？」

「……」

「参ったな……」

　全く無言の二人だが、 転がっている空のコップから、 どうやら

水は飲んでくれているようだ。

「あ、 水もう一杯飲むかい？」

「……水よりも何か食べた方がいい」

「？」

　アドが振り向くと、そこにはレーネが立っていた。手にはコンバッ

ト ・ レーションを持っている。

「摂食中枢が刺激されると扁桃核にも……お腹が空くと不安に

なったり怖くなったりするわ。 だから食べよう？」

　微笑むレーネが差し出したレーションを恐る恐る受け取るユウ。

「うわあ！　あったかいよ、 お兄ちゃん」

「本当だ！　こんなの初めてだ」

　笑顔でレーションを兄に手渡すユウ。 それを受け取ったリウも

驚いている。

　そしてアドも。

「レーションをわざわざ温めてくれたのか、 レーネ？」

「人間は不安になると温かいものを求めるというデータがあるの。

温度というのは感情のコントロールに重要な役目を持っていると

いう説もあるわ。 だからアドも」

　そう言って差し出されたレーションをアドも受け取る。 パックを

開くと温かな湯気と良い香りが鼻腔をくすぐった。 一口食べると

心の 『凝り』 がほぐれていくのを感じる。

　リウとユウも笑顔でレーションを口に運んでいる。
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「確かに……ホッとするよ。 ありがとう」

「いいの、 知識としてあっただけだから」

　レーネの微笑みと温かい食事、 そして笑顔のリウとユウを見て

アドの表情も和らいでいく。

（まあ、 色々と聞きたい事はあるけど、 明日でもいいだろう）

　アドは自然とそう考えていた。

□5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　翌早朝、 夜を徹しての各機器の整備はほぼ終了し、 疲労困

憊のロンたち整備チームはもちろん、 ほとんどの隊員が眠りに

ついていた。

　しかし、 アドとヒュージはファングを装着し訓練を行っていた。

　右手に EMP ブレードを手にしたアドが飛びかかり、 両腕の

チェーンソーを展開したヒュージがそれに応じる。

　しかしアドの大振りな攻撃は単調で、 ヒュージに片手のみで捌

かれてしまう。

「間合いを把握して動け！」

「くそっ！」

　フェイントをかけながらアドはヒュージに突進する。 『斬る』 で

はなく 『突く』 動きだ。

　だがそれも受け止められてしまい、 すかさずもう一方のチェー

ンソーが振り下ろされ、 アドは吹っ飛んでしまう。 もちろん訓練

なのでチェーンソーは作動させていなかったが、 実戦ならば今

の一撃でアドは袈裟斬りにされていただろう。

- 1� - © サンライズ



「ガハッ！」

　倒れたアドに近づいたヒュージが右手を差し出す。

「悪くなかったが、 まだまだだな」

「はい……ありがとう……ございます、 隊長」

　その手を取りながら、 アドはヨロヨロと立ち上がる。

「ああ……ところでアド、 ひとつ聞きたい事があるんだが」

「……へ？　あ、 はい！　なんでしょう」

　ヒュージがアドに対して任務や訓練以外の話を振って来るの

は珍しい。

　アドは軽い驚きを隠せず間の抜けた声を上げてしまった。

「お前が輸送機に潜り込んでまで 『下』 の世界に来た理由なん

だが、 それはもしや……」

　言いかけてヒュージは言葉を止め、 瞬時に身構えた。

「隊長？」

「モーター音だ？　これは……ATV の音？」

　すると一台の ATV が発進し、 急速に部隊を離れていった。

　アドには乗っていたのがレーネとリウ、 ユウに見えた。

「レーネ？」

　騒ぎに気付いた数名の隊員が駆け寄って来る。

「隊長、 いったい今のは !?」

「レーネとあの子どもたちがいないわ！」

　隊員たちの後ろからやってきたイリアだった。

「ファングを着ていたのは幸いだ。 このまま俺が追おう」

「隊長、 俺も！」

「いや、 お前は……」

「連れて行った方が良いんじゃない？　どうせアドは勝手に追い
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かけていくわよ？」

　最悪レーネたちを 『撃たねばならない』 という事態も予測して、

アドの同行を躊躇したヒュージだったが、 イリアの言う事ももっと

もだった。

「わかった、 行くぞアド。 イリア、 総隊長には上手く言っておい

てくれよ !?」

「はい、 隊長！」

　アドとヒュージのファングがスラスターによるジャンプ移動で野

営地を飛び出していく。

　その後ろ姿を見送りながらイリアはなにやら意味ありげな笑み

を浮かべていた。

□6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　野営地を出てからすでに二十分ほどが経過していた。

　周囲にはテクトリウムからの落下片が多く、センサーやレーダー

が効きにくくなっており、 レーネたちを追うにも轍の跡を辿る以

外になかった。

　アドは心でレーネに呼びかけてみたが、 何の応答もない。 ど

うやらイクスを介してレーネと会話が出来るのは、 彼女の意思次

第という事のようだ。

（こちらからは駄目なのか）

　しかも遮蔽物が大きくジャンプ移動も阻害され、 徒歩で進むし

かない状況もアドが焦る原因となっていた。

「アド、 焦るな。 焦りは隙を生む」
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（そうだ。 ここでまたあの地中からくるマキナにでも襲われたらヤ

バい）

　自分の心中を見透かしたようなヒュージの言葉に、 アドは気を

引き締め直した。

　それが功を奏したのか、 突然の警報にもアドは瞬時に対応す

る事が出来た。

　イクスが飛びのいた跡に、 銃弾が降り注ぐ！　

「隊長、 敵はコロニーの残骸の陰から撃ってきています！」

「サイズが小さいな。 まさか人間サイズのマキナがいるとでもいう

のか？」

　ヒュージは右手のレールガンを放つ。 当てるつもりはない、 牽

制だ。

　しかし残骸の影から飛び出したシルエットを見てヒュージは驚
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愕の声を上げた。

「馬鹿な !?　あれは！」

　そして敵の一体に組みつき、 EMP ブレードを突き立てようとし

ていたアドも同じだった。

「た、 隊長！　マキナじゃない！　これはスラスト ・ ファングだ！」

　アドが組み伏している相手は、 サイズや各部の構成はヒュージ

のモンスターフェイスに似ているが若干古めかしい。 しかし、 マ

キナではなくファングである事は明らかだった。



　EMP ブレードを使ったら中の人間を殺してしまっていたところ

である。

　だが躊躇していたアドは蹴り飛ばされてしまう。

「うわっ！　コイツ！」

　ならばイクスのパワーでねじ伏せようとアドは身構えるが、ヒュー

ジのモンスターフェイスが割って入った。

「よせ！」

「隊長、 どうして !?」

「気付かないのか？　すでに囲まれている……!!」

　いつの間にか二人は五体のスラスト・ファングに囲まれていた。

加えてアドを蹴り飛ばしたファングも銃を向けている。 これで相

手は六人。

「くっ……！」

　予想だにしていなかった状況にアドは立ち尽くすしかなかっ

た。

第４話 完
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■イリア（1）
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■イリア　女性　17歳　　　　　　　　　　　　
第 302 部隊のスラスト ・ ファング装着員。 スピードに特化してお

り、超高機動戦闘を得意とする。戦闘技術はアドを上回っており、

ヒュージからも一目置かれている。

●キャラクター設定 �-1
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■イリア（2）

実はコロニーの最高権者カノン総裁によって部隊の監視役とし

て送り込まれた人間。

天蓋で暮らす事が人類にとっての幸福であると考えているが…。
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■ロン　男性　19歳　　　　　　　　　　　　　
第 302 部隊付のメカニック。 万事につけて知識と情報を得る事

が大切だと考えており、 日常的にオラクル ・ ネットへのアクセス

を行っている。

■ロン（1）
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■ロン（2）
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■ロン（表情）
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■軽装スラスト・ファング（1）
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○軽装スラスト・ファング　　　　　　　　　　　
元々は天蓋コロニー外壁での作業用に開発されたパワードスー

ツ。

腕部と脚部に、 壁面での機体動作を安定させるためのスパイク

が装備されている。

熟練者であれば壁面や天井を歩行 ・ 走行する事も可能。

スパイクを 「牙」 に見立て、 それを壁面に 「押し込みながら」

動作するその様から 「スラスト ・ ファング」 の愛称で呼ばれ現

在に至っている。

ヒュージ達の使うスラスト ・ ファング TYPE-04 よりも軽装の標準

的ファング。 チタン合金製フレームと動力装置、 それを覆う外

装 ( 装甲が施されるものもある ) から構成される。 数箇所のオプ

ションマウントを備え、 専用の装備を取り付ける事が出来るが、

04 と違いすべてのマキナのパーツをジョイントすることは出来な

い。

因みにぺイシス達のファング TYPE-03 もこのタイプの発展形で

ある。
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■軽装スラスト・ファング（2）
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■軽装スラスト・ファング（3）
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■軽装スラスト・ファング（4）



□世界観設定　作中の時代　　　　　　　　　　　
人類の移住から 900 年の時が流れ、 永遠の地と思われていた

天蓋コロニーも老朽化が進んでいた。

地表に残ったアンブロジウム採取システムはすでに機能停止し、

補修もままならない状況が長期間続き、 ついに天蓋コロニー各

部での崩壊が始まる。

支える力を失った天蓋が大地に落下し、 最初の崩壊で全体の

30% が、 さらに翌年に起こった二度目の崩壊で 25% が落下。 コ

ロニーに生きる人類のほぼ半数が逃げる事も出来ず犠牲となっ

た。
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■テラ・テクトリウム



「このままでは最終的に全ての天蓋が崩壊するのではないか」

落下の恐怖は人々を不安と混乱に陥れ、 行政府も 「コロニー

を補修しミレニアム計画の予定を遵守」 と 「100 年の前倒しで

帰還」 の二つの意見に割れてしまう。

やがて計画スケジュールの遵守に方針を決定した行政府は、

情報統制や産児制限を実施。

さらに、 先に落下した天蓋部分にはエネルギー生産施設の 28%

が含まれていたため、 地域によってはエネルギーの使用制限が

始まった。

こうして、 かつて 「神の所業」 と言われた空中都市はディストピ

アへと変貌していった。
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■かつての地表



試算によると、 天蓋コロニー完全崩壊までのタイムリミットまでは

最速で 2 年。 長くとも 5 年。

居住区はもちろんだが、 エネルギー生産施設の落下も防がなく

てはならない。

しかし、 補修に必要なアンブロジウムを調達するには、 地表に

降りるしかない。 行政府はアンブロジウム確保のため、 地表へ

の降下作戦を決定した。

まずは地表に残る採掘施設を再稼動させるために先遣隊が送り

込まれるが、 突如連絡を断ってしまう。 少量のアンブロジウムの

鉱石を採取するも採掘施設の再稼動は失敗、 部隊も壊滅という

結果に終わった。 しかし少数だが生還した者の証言により、 地

上の現状を知る事が出来た。

現在の地上は、 無数のロボット達が跋扈する世界となっていた

のだ。

アンブロジウム鉱石は現在も地表からの採取が可能であったも

のの、 採掘施設付近にはロボット達が常駐しており接近する相

手は攻撃対象とされてしまう。

ロボットたちは 5m を超す巨体と 「機械仕掛け怪物」 の意味を

込めて 「ギガンティック ・ マキナ」 と呼ばれる事となった。

  

そして対ギガンティック ・ マキナ用の装備を与えられた戦闘部隊

の投入が決定された。
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