
第 5 話



□1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　アドたちは正体不明の武装集団によって、 円形広場へと連行

された。

　その都市はおよそ 1000 年前 「ミレニアム計画」 によって放棄

された。 立ち並ぶビルディングはひどく風化しており、 中央に

設置された巨大な彫像がアドたちを見下ろしている。 当時の指

導者なのか、 その銅像も見る影なく錆び付いている。

　一味のうち、 ギガンティック ・ マキナの巨大な “手” を融合し

たファングがレーネを鷲掴みに拘束している。 レーネは抵抗す

るでもなく涼しい顔で大人しくしている。

「この娘を殺されたくなければ、 ファングから出てこい」

「くそっ」
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　多様な武器が自分たちにも向けられ、 アドとヒュージは否応な

くスラスト ・ ファングを脱いだ。

　6 体の旧式スラスト ・ ファングは様々にマキナの機能を融合し

そのフォルムを異形化させている。

　銃口を向けた者たちは微動だにしない。 彼らはアドたちよりは

るかに訓練され戦い慣れている。

　誰も声を出さず、 しばしの静寂がおとずれた。

　太陽は徐々にテラ ・ テクトリウムの輪郭に近づいている。 静か

に観察すれば、 太陽の動きに合わせて午後の蒼空から落ちる

影がゆっくりと移動しているのが見て取れる。 巨大な天蓋が太

陽を完全に隠すことになれば、 一帯に完全な闇を作ってしまう

だろう。

　狩りの時間は近い。 遠いビルの隙間からいくつかマキナの眼

が赤くちらついている。

　静寂を破り、 リーダー格と思しきファングからしゃがれ声が聞こ

えてきた。

「久しぶりだな。 ヒュージ」

　その声、 ヒュージには聞き覚えがあった。

「その声は、 生きていたのですね。 ペイシス隊長……」

「貴様もこんな地獄に戻ってくるとは愚かだな。 やはり我々の抹

殺を指示されてきたのだろう？」

　ペイシスは、 ヒュージのほか数名を残し全滅した前回の降下

作戦の 212 部隊総指揮官である。

　ヒュージは、 彼が温厚な人物とは言えないまでも非常に物静

かで理知的であり尊敬に値する人物であったのを思い出した。

だが今、 言葉の端から感じ取れる攻撃的なニュアンスはかつて
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のペイシスではない。

　異形化しているとはいえ彼らのファングが 【TYPE03】 であるこ

とに気付いていたヒュージは襲撃者の正体をある程度予測して

いた。 しかし、 実際にかつての親しい人間たちが敵対している

という事実を思い知らされるにあたり、 感動の再会の喜びなどと

は程遠い失望を感じた。

「抹殺とは……どういうことですか？」

「とぼけるか？　それとも知らぬのか？　では、 少なくとも今回の

降下作戦でも我々の救出は任務に含まれておるまい。 今思い

出しても忌々しい……あの凄惨な戦闘の後、 上の者どもは通信

を遮断し我々を見捨てた。 生きて帰った貴様も改めて上を追放

されたというわけだ」

「隊長あんたはいったい何を言っている……？　あんたたちが生

きていることを司令部が知れば、 救援を寄越したはずだ」

「寝ぼけたことを言うな！　貴様も 【あれ】 を見たのだろうが！」

　その言葉を聞きヒュージは口を閉ざしてしまった。

　事情が解らず聞いているアドにも、 通信についてもは思い当

たる節があった。 302 部隊もメインエレベーター崩壊以後テラ ・

テクトリウムとの通信が途絶えているらしい。

「それが俺たちを襲った理由なのか？　それにさっきの子供達は

……？」

「では教えてやる。 驚くべきことだが、このミレニアムの間、テラ・

テクトリウムから追放された棄民たちが旧文明の遺跡で生き延び

ておったのだよ。 私はこの一年間、 バラバラに生き残った部隊

の者たちを集め、 この棄民たちをマキナから守護してきた」

「守護だって……？」
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「この荒れ果てた街に隠れ住む者たちは日夜、 マキナの人間狩

りに怯えておる。 それを護らねばならん。 我々も彼らと同じなの

だ。 テラ ・ テクトリウムから切り離されてしまったのだからな。 つ

まり我々は、 貴様らが所属する……」

　ペイシスは一呼吸置いて、

「国家…………古い言葉だ。 我々はミッドガードコロニーという

国家の敵対者となったのだ」

　外交も戦争もなくユートピアとして完全に独立した九つのテラ ・

テクトリウム時代において、 「国家」 などという単語はこの一千年

ちかくも歴史の授業でしかお目にかかることのなかった言葉だ。

「貴様は何も知らんふりをしたおかげで上へ戻れたのだろうが、

結局はこの死地に戻された。 ヒュージ、 いずれ貴様も始末さ

れるのだぞ。 貴様らの持つファングを渡して仲間にならんか？

　我々がこの地下世界で見てしまったものはそれほど重要なの

だ。 貴様も私ももう地上に帰ることはかなわんのだ。 そして、 あ

のイオスともなればなおさらの事……」

　不意に出たイオスの名にアドは思わず声をあげた。

「イオス兄さん……!?」

「ん？　小僧、 イオスを知っているのか」

「兄は……、 イオス ・ アーウィンは生きているのか !?」

「……それどころではないわ！　我々が、 こうなってしまった原

因はすべて！　イオス！　イオスにあるのだぞ……ッ！」

　突如、 ペイシスの旧式ファングが唸りを上げ、 瓦礫を何度も殴

りつけた。

「イオスゥッ！　許さぬぞ！　やつがあんなことをしなければ仲間

を失うことはなかった！　貴様！　その弟だと！　殺してやる！」
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　一年にも及ぶ地上世界での過酷な生活がもともと物静かなペ

イシスを饒舌で激しい性格に変えてしまったのだろう。

「落ち着けペイシス！　あの時、 イオスは俺たちを救おうとして

……！」

「救うだとォ !?　ハァッ……ハァッ……」

　怒りを抑え息を整えるのにたっぷりと時間をかけたのち、 ペイ

シスは強化スーツのキャノピーを開けた。

　プシュ！

　顕になったペイシスの顔は、 「ブループリント」 が焼けただれ

フジツボのようにマキナ的機械が顔面の半分を埋めている。

「……なんだその顔は……？」

「フフ、 知らされておらんか。 マキナとの融合を繰り返せばやが

てこうなる。 アンブロジウムとブループリントを介して、 マキナの

汚れた毒素がファングと肉体を汚染するのだ。 貴様らが持って

きた新型とて、 この副作用は克服できんだろう。 だがそれでも

我々には新しいファングが必要なのだ。 マキナとの融合を繰り

返した我々のファングは免疫機能がすでに限界を超えている。

ファングというチカラなくして民衆を守ることはできん！　ヒュー

ジ、 お前達のファングを渡してくれェ」

「なあ、 ペイシス。 俺たちと一緒に天蓋へ戻らないか？　きっと

その治療も……」

「何度も言わせるなヒュージ！　我々はとっくに上の世界から切り

離されたのだ！」

　激昂と冷静、 目まぐるしく態度を変えるペイシスの会話から何

かの情報を読み取ろうと集中していたアドの脳裏に、 レーネの

テレパシーがいきなり飛び込んできた。
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（アド、 日が翳ったらイクスが撃ちます。 用意してください）

（イクスが撃つ？　）

　なおもヒュージとペイシスは口論を続けている。

「誤解だ！　ペイシス！　誰も見捨てちゃいない！　イオスは

……」

「指揮を外れて勝手なことをしたイオスに全責任がある！」

　その時太陽がテラ ・ テクトリウムの裏側へ入り、 周辺が大きく



翳った。 急激な光量の低下は、 そこにいた全員の視力を一瞬

奪った。

　今まで口を開かずじっとしていたレーネだけはその赤い目を光

らせ、 突然口走る。

「そう、 イキモノは群れからはぐれてはいけない」

　閃光とともにレーネの長い髪の毛が大きく巻き上げられたと思

うと、 装着者のないイクスから発射されたレールガンが彼女を掠

めるように、 “巨大な手” のファングを貫いていた。

　続いてイクスのウェポンラックから複数の蔓が射出され、 地面

に突き刺さりのたうち抉りながら砂塵を上げた。

　ドドドドドドド！

　巻き上げられた砂塵が暗闇とともに視界を奪う。

「ヒュージ隊長、 今だ！　ファングに！」

「お、 おう」

　砂煙の中鈍い光を発してアドのイクス、 ヒュージのモンスター

フェイスが起動。

　全く視界のない闇雲な銃撃戦へと突入した。 煙の中に閃光が

飛び交う。

「させんぞ！」

　赤く高温に加熱されたブレードが煙の中で怪しく発光し、 ペイ

シスのシルエットが煙を突き破ってヒュージへと飛びかかってき

た。

　ギャイイイイイイイイン！

　ヒュージは二本のチェーンソーを交差し受け止めたが、 ペイシ

スのブレードとのぶつかり合いが激しく火の粉を散らす。

「防いだな！　だがこれはどうだ！」
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　ペイシスは一瞬にして、 “スラスト ・ ファング” の名の所以でも

ある──、 足元のスパイクをヒュージの右脚へねじ込み地面へ

釘付けにした。 それと同時に背中に隠されていた丸鋸状の第

三腕を振り下ろしてきた。

　そのリーチの短さから頭部への直撃は避けることができたもの

の、 ゆっくりと近づいてくる丸鋸に両腕片脚の塞がったヒュージ

はこれを避ける手立てがない。

　ヒュージは幾度もマキナを相手にして、 実際の攻撃は見た目

の形状から予測できないということを理解していたつもりだった

が、 人型のファングによる剣の斬撃というごく常識的な一撃目か

ら第三腕による異形の攻撃にはやはり意表をつかれた。

「ふははは！　私はこの一年間、 野生の獣どもから戦闘の極意

を学んだ！　闘争にのみ進化したあやつらは能力を隠し意表を

つき、 欺き、 ありとあらゆる手段を駆使し敵を追い詰めるのだ！

　はははは！」

　ペイシスは神経同調通信に介入し、 熱狂した笑い声を直接

ヒュージの聴覚神経へ送り込んだ。 目の前の丸鋸が立てる高音

に上乗せして不快な音声が激しく脳内を刺激する。

「わはははは！　脳が痛かろう！」

　視界いっぱいに迫る鋸が、 そのとき小石を弾いた。 ヒュージ

はその光景に、 閃いた。

「クソッ、 そんな細かいこと出来るか !?」

《両手腕武装、 自律制御シャットダウン、 神経マニュアル接続》

　人間の自律神経……無意識に心臓が鼓動を刻むのと同じよう

に、 スラスト ・ ファングの細かな機能は意識せずとも OS が肩代

わりしている。 ヒュージは、 その普段は自動的に回転している
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チェーンソーの駆動体に自らの神経を直接接続し、 “意識的に”

逆回転を試みた。

「うおおおお！」

　そのまま両腕を押し上げる！　がっちりと噛み合ったチェーン

ソーの刃にペイシスの加熱ブレードも押し上げられ、 丸鋸に衝

突した。 衝撃でブレードは弾き飛ばされた。

「頭が焼ける……これ以上は制御できねえ！　限界だ！」

《神経接続遮断、 両手腕武装、 パージ実行》

　ヒュージは両腕のチェーンソーを切り離した。 支えを失った 3

本の刃がお互いを弾き合い回転しながら宙を舞う。 ヒュージの

自由になった両腕が打撃武装「ハンドインパクター」を炸裂させ、
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丸鋸を横から叩き割った。

　ザン！

　三本の刃は地面に突き刺さった。

　ヒュージとペイシスは足元のスパイクによって固定されたまま

だ。

「やっぱり二本の腕ってのは単純で扱いやすいぜ。 さて、 殴り

合いといこうか？」

「なんてやつだ、 ヒュージ！　……いや、 待て、 一時休戦だ」

　ペイシスが制止した。

「なんだ？　またおしゃべりしようってのか？」

「……そうではない。 周囲を見ろ」

　ますます暗闇と化した周囲に赤い点がチラチラと舞っている。

　アドからも通信が入る。

「ヒュージ隊長、 俺たちが争っているうちにマキナが紛れ込んだ

みたいです」

「なるほど、 人間同士で争っている場合じゃないということか」

「撃つな！　居場所を知らせることになるぞ。 視界が悪いのは向

こうも同じだ」

　ペイシスの指示通信が飛ぶと全員が戦闘を止め、 見えない敵

に対して防衛の体制をとった。

　アドはレーネの無事を確認しようとしたが、 それを読み取るよう

にレーネの思考がながれこんできた。

（私のことは考えないでいて。 彼らは “声” を頼りに私を探して

いる……）

　暗闇、 静寂。

　散発的に銃声やノイズ混じりの叫び声が聞こえてくる。
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「グワァーッ、 離せ！」

　そんな音が幾度か続いたあと、それも途絶え、沈黙が続いた。

　やがて、 闇は過ぎ去り強い陽射しが差し込み始めた。

　明るくなるとマキナたちの気配は消えていた。

　ペイシス配下の一人が怯えたような声を上げた。

「アランとハキムが連れ去られた」

「マキナが人間を？　そんなことがあるのか」

「目的はわからないが、 最近マキナが人間を拐いはじめたのだ。

特に一週間ほど前からはその頻度を増やしている」

　それは 302 部隊がこの地下世界へ降りてきた頃と一致する。

《ザザーッ》

　ヒュージらにダリル総隊長からの通信が入った。
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「ヒュージ、 聞こえるか？　やっとお前たちの位置を補足した。

こんな時に貴様ら一体何をしている！」

「どうもこうも、 驚きますぜ、 なんたって……」

「悪いがその話は後にしろ。 非常事態だ。 我々を中心に数十

kmの扇状にかなりの数のマキナの移動が観測されている。 数

は少なく見積もって数千。 つまり大群に取り囲まれている上に

こっちへ迫っているということだ。 現在、 迂回ルートを模索して

いるが……」

　アドが口を挟んだ。

「ダリル総隊長。俺からお願いがあります。この周辺に暮らす人々

を守ることはできませんか」

「この世界に人が住んでいる？　それが本当だとしてもアド、 貴

様にそんな作戦立案の権限はないぞ」

　さらにペイシスが割って入る。

「302 隊の指揮官殿、 212 隊からもお願いする。 我々とともに集

落の防衛に力を貸してもらえぬだろうか」

「誰だ、 その声は……!?」

　ペイシスの提案とは、 追放民たちの集落を防衛拠点としてマ

キナの大移動をやり過ごすというものだった。

　慎重派のダリルはいつにも増して難しい決断を迫られた。

　迂回あるいは後退のルートを選択したとしても、 マキナの予想

移動範囲が大きすぎる上に、 どれほどの数がいようものかわか

らない。 防衛作戦にしても、 マキナが直撃すれば対抗しうる戦

力差ではない。

　頭を抱えるダリルにイリアが進言する。

「籠城作戦が成功すれば、 幾つかのメリットがあるでしょう。 212

- 1� - © サンライズ



部隊の生き残りは一年ものあいだテラ ・ テクトリウムからの一切

の補給無しで生活していたのですから、 我々もその補給拠点を

利用できるはずです。 さらに何十年も以前からここで暮らしてい

る住民たちの信頼を得ることができればアンブロジウム探索にも

何らかの有益な情報が得られるかもしれません」

　そして、 もう一言付け加えた。

「それに……人道的観点からも……」

　イリアは普段みせぬ笑顔を作って見せた。 その瞳だけは笑っ

ていなかったが、 今のダリルは気づかなかった。 人道的と言わ

れて、 ダリルは冷酷な人間ではない。 籠城作戦を決断した。

□2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　302 部隊はペイシス一味とともに、 都市遺跡の中に築かれた

要塞へと入城を始めた。 瓦礫を積み上げ、 旧時代の工業遺物

やマキナの残骸を使って築き上げられた砦である。 住民たちは

302 部隊を影から覗き見るばかりで歓迎する様子はない。 アド

はペイシスたちが住民たちに必ずしも受け入れられていないの

を感じた。

「数時間ののち、 日没とともに暗闇となる。 マキナの群れが到達

するのもその頃だと予測される。 この辺りは天蓋のせいで夜が

長い。 再びお天道様が拝めるまで 14 時間もある」

　メカニックのロンや後方支援の連中は兵器の損傷修復や村に

集められていたマキナからのパーツから使えるものを選定するな
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ど、 残された時間を忙しく駆け回っている。

　砦の中央広場に設営された司令部テントでは、 戦闘班と隊長

格メンバーによるミーティングが始まった。

　まずヒュージが怒りの声を上げた。

「最初に言っておきますが、 ダリル総隊長、 このペイシスという

男は信用できませんよ」

「ヒュージ、 先ほどの件はすまなかった。 私も住民を守らねばな

らぬという重責からやってしまったことなのだ。 我々が疑心暗鬼

になるのも理解してくれぬか？　これからは共に協力しようでは

ないか」

　手のひらを返したペイシスの謝罪にヒュージはさらに不満を募

らせる。
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「何を……、 こいつらはレーネを人質にとって脅迫してきたんで

すよ？」

「それは貴方達が勝手に隊を離れ、 ファングで彼らを刺激したこ

とが招いた事態なのよ！　自重しなさいヒュージ」

　イリアはヒュージを一喝し、 そのままダリルの方へ向き直った。

「今はおかしな誤解は忘れて、 目の前の脅威に集中するべきか

と。 ダリル総隊長」

「そうだな、 ペイシス隊長も謝罪されていることだし、 イリアの言

う通り仲間割れをしていても不毛だ。 ヒュージ、 今は迫る脅威に

対して 212 隊と力を合わせることを約束してくれ」

「チッ。 わかりましたよ、 隊長……」

　ヒュージは渋々納得させられてしまった。

「手打ちも済んだところで、 もう一つ言っておくことがある」

　調子づいたペイシスが発言力を増す。

「実は……この砦の後方に老人や子供たちが身を隠している小

さな集落がある。 その位置はまだマキナどもに知られていない

はずだから、 私は今のうちに戦えぬ者をそちらに移動させてお

こうと考えている。 よろしいかな？」

「そうだな。 我々も非戦闘員を抱えているし、 防衛に専念出来

るというものだ。 アド、 レーネを連れて君も後方の護衛へまわっ

てくれ」

「は、 はい！」

「……俺もついて行くぜ」

　仏頂面をしていたヒュージが名乗りを上げた。

「ペイシス、 あんたがおかしな動きをしないように俺が見張って

やる」
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「ヒュージ！　貴方まだそんなことを！」

「大丈夫だ、 イリア女史。 ヒュージが来てくれるのであればむし

ろ心強い」

　ペイシスは不敵に笑みを作って見せた。

□3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　荷台にアド達の強化スーツを乗せた 6輪のキャリアーが走る。

　ペイシスが運転し、 かつての摩天楼から強い西陽が差し込む

車内にはヒュージ、アド、レーネ、そして集落の子供たちが座る。

レーネに懐いてしまったユウが喋りかけた。

「お姉ちゃん、 なにをみているの？」

　夕日に揺れる髪が透けている。 レーネは遠く沈みゆく太陽に

揺らぐ天蓋のシルエットをじっと見つめていた。

「アトラスが私を見ているわ」

　アドには聞き覚えがあった。 降下地点の地下施設でレーネと

初めて出会った時、 彼女が口にした単語だ。

（アトラスに選ばれた者……だったかな）

　ヒュージは手にしていた水筒を滑り落としそうになった。 その言

葉にヒュージはアド以上に動揺していた。

「アトラス……」

　ハッと、 ヒュージは運転席のペイシスを見た。 ペイシスの後ろ

姿はレーネのつぶやきに気づいてはいない様子であった。

「ヒュージ隊長、 どうかしましたか？」



「あ、 いや、 なんでもない……」

　子供達がレーネに話しかける声で、 その場は濁された。

「それでね、 ナイショだけど、 あのペイシスっておじさんたちのこ

とみんなキライなんだ……それでね……」

　この時、 都市遺跡の外沿より車輌を見つめる眼があったことに

は誰も気付いていなかった。

　その者は四足タイプのマキナに跨り、 ファングともマキナともつ

かぬ人型である。

「レェネ……」

　つぶやくような音を発したあと、 四つ足の影は走り去った。

　程なくして車輌は後方の集落ヘと到着した。 キャリアーの窓か

ら見える光景は予想と違っていた。

　強固に塞がれた門の前にファングに身を包んだ幾人ものペイ
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シスの配下が見受けられた。

「アド、 これは嵌められたかもしれん」

　ハッチが開くと、 アド達はいきなり手荒い歓迎を受けた。

「両腕を頭の上へ挙げろッ」

「ペイシス！　てめえ」

　ガンッ

　ヒュージは激しく殴りつけられ、 地面に膝をついた。

「馬鹿者めヒュージ！　教えてやったことをもう忘れたか！　ありと

あらゆる手段をもって敵を欺き陥れると！」

「どういうつもりだ」

「前言の通り、 貴様らの新型ファングは頂戴する。 本隊が気付

く頃にはマキナの襲来でそれどころではない！　やつらのファン

グは惜しいが、 そのまま全滅してもらう。 ワハハハハハ！　！　

お前達、 この馬鹿どもをぶち込んでおけ！」

　既に日没までわずかな時間を残すばかりとなっていたが、 アド

とヒュージは牢に入れられたままその時を迎えることになった。

　獣達の波がこの後方の隠し砦へと進路を大きく変更したことに

は誰も気づいていなかった。 まさに無数とも言えるマキナ達の

足音と駆動音は個別の音を失い、 巨大なゴーッっという地響き

となっていた。 途切れの無い轟音はかえって自然に溶け込み、

人間達が気づくのを大きく遅らせた。

第５話　完
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●キャラクター設定 5-1

■ぺイシス　　　　　　　　　　　　　　　　　　
アドの兄イオス、 ヒュージと共に地表におりたった第二次降下部

隊の戦闘隊長。 死んだと思われていたが、 生き残った他の隊

員を率いてヒュージ達 302 部隊を襲う。 マキナとのジョイント過

多によって、 人格崩壊が起こり始めている。

■ペイシス（1）
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●キャラクター設定 5-�

■ペイシス（2）



○ストラトファングとマキナの融合状態　　　　　
ストラト ・ ファングはギガンティック ・ マキナのパーツを接続 ・装

備し、 制御する事が可能。 武装はもちろん、 頭脳にあたるコア

を破壊されたギガンティック ・ マキナのボディとそのまま接続で

きる。

装着員には秘匿されているが、 過剰なコネクトはギガンティック・

マキナのパーツ側からの逆侵食 ・融合や突然変異の危険性が

ある為、 非常に危険であるらしい。
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●メカニック設定 5-1


