
第 6 話



□１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「レーネが解放されただけでも良しとするか」

　イクスと 04 をぺイシス達に引き渡した事で、 レーネも解放され

アド達は取りあえず生き延びることが出来た。

「しかし、 何故俺たちは殺されずにすんでいる？」

　ヒュージが、 声にならぬ声で自問している。

　アドもその点に関しては疑問に思っていた。

　ぺイシスの辻褄の合わない言動からして、 既に彼はイカレ掛

けているのは誰が見ても明らかだった。

　普通であれば、 ファングを渡した時点で殺されてもおかしくは

ない。
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　アドの兄、 イオスに対する憎悪の念は尋常ならざる物もある。

　それほどまでに、 マキナとの連続融合による身体異常は怒り

や憎悪といった感情を増幅させてしまうのかもしれない。

「人間らしい心が残っていて情けを掛けてくれているのかな

……」

　アドは何となく楽観的に考えていた。

　しかし、 そんなアドを横目にヒュージが意外な事を口にした。

「ひょっとしてぺイシス達は、 この場所をマキナに知られぬように

奴らの侵攻をかく乱する為、 意図的にここに隠れている住民達

を生贄にしているのか？」

「とすれば、 俺たちも遅かれ早かれマキナの餌にされかねない」

「ファングを取戻し一刻も早くここから抜け出さなくては……」

　ヒュージは辺りを見渡し何とか脱出する方法を探り始めていた。

　アド達は、 かつては住居であろう残骸を寄せ集めて作られた

部屋に押し込められていた。

　人類が、 テラ ・ テクトリウムに移り住む前の旧時代の建築物。

　固く閉じられた扉は、 初期のアンブロジウム合金製の扉であっ

たが室内は今では殆どお目にかかる事の出来ない鉄やセラミッ

ク、 アルミニウム複合材、 はては土くれで作られている壁……

早く脱出せねばならないにも関わらず、 1000 年もの時を天蓋で

過ごしてきたアドにとって牢屋のごとき環境でも今までにない新

鮮な景色だった。

「ここはかつては人間が住むための高層住宅だったの……」

　レーネが不意に話し始めた。

「1000 年前、 この一帯で 100 万の人たちが暮らしていた……ア

ンブロジウムが発見されるまでは人類は自分たちの愚かさによっ
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て滅亡に向かって歩んでいた」

「お父様が、 発見し解析したアンブロジウム合金はそれまでの

金属を凌駕する人類救世の物質といってもいいわ」

「ちょっと待ってレーネ」

「お父さんって、 まさかドクターアンスロポス ・ G ・ マキナ？」

　アドは驚き、 レーネに問いかけた。

「レーネはまさか 1000 年もの間、 この地表で眠っていたの？」

「レーネ、 君は一体……」

　地下の研究所らしきところで出会った時からレーネの不可解な

素性をアドは感じていた。

　今、 この時代を生きている様な感覚が全くない古く懐かしい雰

囲気、 一方でこの世界を超越した精神的感情……この世のも

のではない何か……

　そして今の会話によってそれはより確信に変わりつつあった。

　レーネは旧世代の生き残り……そしてテラ ・ テクトリウムの神と

呼ばれる A・G・マキナの忘れ形見……思いもよらない事だった。

　アドの問いかけに半ば答えるかのようにレーネが話し続ける。

「私だけじゃないわ。 アトラウスも一緒」

　それまで静かに聞いていたヒュージがレーネの話を聞いて急

に割って入った。

「アトラウスだって……？　まさか……あいつと関係が……？」

「隊長何か……？」

　前回の第一次降下作戦……アドの兄イオス、 当然アド達を閉

じ込めた張本人のぺイシスも参加していた作戦で部隊が壊滅に

至った事件の事をヒュージは語り始めた。

「テラ ・ テクトリウムを支えるセンタータワーからの降下は何事も
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なく進んでいた」

「第一次降下作戦で俺達は、 ムーンレイクにピクニックにでも行

くくらいの軽い気持ちで作戦に参加していたんだ」

「まさか地下の世界が、 ギガンティック ・ マキナによってこれ程

危険な世界になっているとは、 誰しもが思いもしなかった」

　確かに前回の経験を踏まえてこの第二次降下作戦が計画され

ていたとはいえ、 改めて地下の世界の状況は想像を絶する未

開の惑星といってよかった。

「アンブロジウム回収作業が軌道に乗り始めたとき、 突然奴らが

我々の前に姿を現したんだ」

「数百からなるギガンティック ・ マキナの大群が俺たちのベース

に押し寄せてきた」

「ファング 03 の装備では相手になるわけもなく仲間は悉く殺され

ていった」

　次第に、 熱を帯びるヒュージの回想話にアドは身を乗り出し口

を差し挟んだ。

「兄さんは……兄さんはその時どうしてたんですか？　隊長 !?」

　アドの言葉に促されるようにヒュージは話を続ける。

「イオス隊長は、 残った隊員を指揮して皆が撤退するまで戦闘

で踏みとどまって戦っていた」

「そして奴が現れた……超巨大なマキナがセンタータワーに向

かう俺たちに立ちはだかるように」

「実際、 やつの全長は数千メートルはあったはずだ」

「自分たちの位置から 20Km 離れた天蓋を支えるセンタータワー

と同じくらいの高さがあったからな」

「その姿はまるで天蓋を支えるはるか昔の神話の巨人のようだっ

- � - © サンライズ



た」

「それからが地獄だった……急遽 100Km離れた別のサブタワー

に向かうことになった」

　戦闘経験のないアドですらそれは想像を絶する撤退であろうと

想像できた。

　そして今の自分たちもそれと変わらぬ状況であることを考えると

寒気がした

「やっとの思いでサブタワーにたどり着いた時には、 イオス隊長

を含め既に仲間は数十人しか残っていなかった……」

「やっと脱出できると思った矢先、 サブタワーの起動には、 アン

ブロジウム素子のジョイントが必要だった……そしてその為には

誰かがここに残らなければならなかったんだ」

　兄さん……やっぱり兄さんらしい決断をしたのかとアドはヒュー

ジの話を聞く前に感じていた。

「本当は俺が残ると言い張ったんだが、 イオス隊長が俺からファ

ングを引き離して無理やりエレベーターに押し込まれた……

「マキナの攻撃をかいくぐったイオス隊長は、 ジョイントを完了し

てエレベータ前に戻ってきた……そうして……」

「そうしてイオス隊長は俺たちを助けるために理論的には検証さ

れていたが、 誰も試した事の無い無謀な手段を実行してしまっ

たんだ」

　それはギガンティック ・ マキナとの融混合パラダイムシフト……

ブループリントを介さず人体に直接挿入する完全なマキナとの

融合。

　ストラトファング 04 の融合すら、 自己判断で切り離す事が出

来る 30 パーセント接触以上は不可能となっている。
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　地表での閃光と爆炎の中で異形の破壊兵器と交戦するファン

グ 03。

「撃ちあがるエレベーターからかすかに見えたのがイオス隊長の

最後の姿だった」

「その時にイオス隊長の声がかすかに聞こえたんだ……アトラス

は俺が引き付けると……」

　ヒュージの回想が終わりを迎えたとき、 アドはレーネの手を強く

握り無言のまま立ち上がった。

　兄さんは、 死んでしまった訳じゃない。

　まだ生きている可能性がある。

　心の中で繰り返し自分に言い聞かせていた。

　無言の時間が暫く続いていたが、 それは轟音とともに突然に

打ち破られた。

　固く閉じられていた扉が急に開きその前に見たことのある子供

たちが立っていた。

「アド！　レーネ！　早く逃げよう！」

　ぺイシスに囚われる直前に廃墟で助けていた少年リウと少女

ユウの兄妹だった。

「今までこんなことなかったのに……どうしちゃったんだろう」

　この廃墟は、 マキナに感知されぬようにアンブロジウムを極力

使用しないで構造物の残骸で全体をカモフラージュしていた。

　それが、 突然思いもよらぬマキナの強襲を受けている。

　兄妹の案内で、 アド達は地下トンネルを使って、 マキナが暴

れている後方に出ることが出来た。

「まずは、 ファングを取り戻さないと」

　すぐにヒュージは手持ちのスキャナーで周囲の状況探査を開



始する。

「リウ。 レーネを頼む。 安全な場所に隠れていてくれ！」

　アドは、 兄妹にレーネを託しヒュージと共に個別に行動しつつ

ファング奪取に向かった。

「どうしてここがばれたんだ！」

　ぺイシス達は、 終わりの見えない戦闘を繰り広げていた。

「隊長！　数が多すぎます。 我々だけでは対抗しきれません！」

　無人の対戦闘兵器用ブラスト、 ブラストマイン、 ロックバスター

……

　マキナの進入を阻むために何重もの防衛ラインを構築してあっ

たが、 それはせいぜい数十体程度を想定したものであった。

　とても数百体のマキナを押しとどめることなど出来はしない。
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　それにもまして、 これまでのマキナと違い統一された行動が明

らかに見て取れた。

「奴ら一体なんなんだ！　唯の機械野郎の行動とは思えん！　

俺たちの作戦を吸収しているとでも言うのか？」

「ぬおおおおー！　化け物どもめぇー」

　マキナのパーツをジョイントしているからとは言え、 ファング 03

の初期性能ではパーツの性能を最高値で引き出すことは出来る

はずもない。

　一機また一機とぺイシスの部隊は僚機を失っていく。

「このままじゃ、 皆殺しだ！」

　ぺイシス達戦闘部隊を発見したヒュージは、 即座に通信回線

をオープンにした。

　当然本隊にもサーチ出来るように全方位に向けて。

「こちら 302 部隊戦闘隊長ヒュージ！　聞こえるか？　ぺイシ

ス！」

「俺たちのファングは、 04 はどこにある！　お前たちだけでは到

底太刀打ちできんぞ！」

　ぺイシスの無線にアクセスさせる為に叫び続けるヒュージ。

「……お前らのガラクタはネックトゥースの北西倉庫に置いてあ

る！」

　擦れた音声で返信がヒュージの耳に入ってきた。

「ぺイシス！　大丈夫か？　何とか持ちこたえろ !!」

「アド！　お前の方が目的地に近い！　先行して倉庫に向か

え！　俺も後から行く！　

「了解！」

　ネックトゥースの倉庫にたどり着くまでにいくつもの瓦礫の階層
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をくぐりぬけるアド。

　たどり着いた倉庫の中には、 ファングの換装整備システムが

幾つも並んで降りその一番奥にイクスは置かれていた。

「これって、 何時の時代のシステムなんだ？　ぺイシス達がもっ

ていた物とは思えないし……」

　そんな事を推測している場合ではないにも拘らずアドは疑問

に思わざるをえなかった。

「アド ・ アーウィン、 オプティマイザーイクス ・ スタートセット！」

「ヒュージ隊長！　先行します！」

　数百のマキナは、 既に 4つの防衛ラインを潜り抜け追放民達

が立てこもる施設を守る最後の防衛ラインに迫っていた。

「ここを突破されれば後がありません。 ぺイシス隊長追放民なん

かほっといてとっと逃げましょうぜ」

　生き残っていたぺイシスの部下は、 蜘蛛の子を散らすように姿

を消していく。

　先行したアドは、 戦闘が行われている地点を見下ろせる構造

物の残骸の上に到着していた。

　マキナ達の攻撃が、 整然と意図をもって行われている事に疑

問を感じていたアドは一つの予想を立てていた。

「奴らはバラバラに動いているのではなく戦闘を指揮するリー

ダーがいるはずだ……」

　アドは必死にそれにあたるマキナを探し出した。

　そして、 ひときわ巨大なマキナが、 集団の中心にいるのが目

に留まった。

「ヒュージ隊長！　マキナのリーダーらしき機体を発見しました。

たぶん奴が他のマキナを統率していると思われます」
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　アドは、 全回線をオープンにして報告をした。

「マキナ進行方向に大きな窪みが見えます。 そこにマキナ軍の

前衛を引き込んでください！」

「敵がそこに集中した所で、 上部天蓋の残骸に集中砲火！　落

下する残骸でマキナを一掃しましょう。 その隙に僕が、 マキナ

にばれぬ様に残骸と一緒に落下しリーダーに接近、 破壊若しく

は軌道不能状態になるように攻撃を加えます」

　アドはすぐさま行動に移り指示を出し続ける。

「アド、 了解した！　先頭のマキナを引き付ける！　ぺイシス！　

生きていたら協力しろ」

　しかし、 04 を装着したヒュージの無線に反応はない。

「仕方ない！　俺がマキナの前に出て、 出来るだけ引き付ける。

タイミングを見て残骸を落とせ！　お前の 120 ミリなら一人でもい

けるはずだ！」

　ヒュージは白兵装備を最小限にし、 ウルカノス社製中型戦闘

車両型マキナをジョイントして半固定砲台の状態で襲い来るマ

キナの前に立ちはだかった。

「攻撃開始！　敵を引き付ける！」

　装備されている電磁破壊砲を連射し続けマキナの戦闘に攻撃

を集中するヒュージ。

　それはファング 03 では不可能であった 04 ならではのマキナと

のジョイント能力であった。 そして対戦闘車両用ホッブミサイル

を敵の後衛に向けて全弾発射し、 後退する隙を与えない。

「次がラストの射撃だ！　アド、 タイミングをみて残骸を破壊し

ろ！」

　しかし、 射撃体勢に入ったところで、 多脚型スパイディングマ
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キナの近接攻撃がヒュージを襲う。

　ジョイントを解除し、 片腕に残したチェーンソーで辛うじて撃退

したものの、 再度ジョイントする時間は既にない状況であった。

　120 ㎜レールガンにサーモバリック弾頭を装填しタイミングを

計っていたアドが叫んだ。

「隊長！　僕が援護します」

　アドが、 駆け付けるべくポジションを変えようとした時、 ぺイシ

スがヒュージの前に躍り出た。

　その姿はぼろぼろながらも大量のアンブロジウムを搭載した運

搬車両にジョイントされていた。

「動くな！　小僧！　軍隊ってのは命令がすべてだ！」

「ヒュージ隊長、 俺はイオスを赦しちゃいない……俺たち送り込

んだ天蓋の奴らもだ……」

「俺は既にアンブロジウムに体が侵されていて人間じゃなくなっ

ている……こうなる事を隠し、 俺たちをここに繰り込んだ奴ら

……」

「必ず復讐してくれ……」

　ぺイシスは最後の言葉と共に、 03 の起動ユニットを強制起爆

させ車両ごとマキナの中心で爆発させた。

「ぺイシス！」

　ヒュージが叫ぶ！　

　アドは躊躇せずその爆発とともに、 サーモバリック弾を残骸の

最も薄い部分に打ち込んだ。

　高熱と衝撃が辺りを包み込み天蓋の残骸がマキナ達の上に崩

れ落ちて行く。

　そしてその残骸にまぎれたアドは、 目標であるマキナリーダー
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に近接戦闘を開始した。

　何時ものようにアドの中で、 レーネの声が聞こえている。

「マキナ ・ スコードロン ・ タイプ F、 ミューティ型メインチップ搭

載戦術思考タイプ……」

「こいつの弱点が、見当たらない。レーネ、どこをねらえばいい？」

「この子はメインシステムを分散させ、 それらを連結し思考を行う

ように制御しているわ」

「各連結部を分断しシステムを停止させる事で機能停止可能

……アド出来て？」

「わかった！　連結部の指示をお願い！」

　100 メートルはあろうかという巨大なマキナに対して至近から足

元に 120 ㎜レールガンを数発叩き込み、 動きを封じてからショッ
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クブレードでレーネから指示されたマキナのジョイントコアを正確

に破壊していった。

「これが最後だ！」

　首筋のジョイントをレールガンで破壊した瞬間、 それまでアド

を迎撃しようと動いていたマキナリーダーの動きが停止した。

　それと同時に、 進行してきたマキナ達の動きも一斉に停止し

た。

「アド！　ヒュージ隊長！　無事ですか？」

　無線から、 イリスの声が響いてきた。

　戦闘前に連絡を入れていた本隊がようやく駆けつけてくれた。

「いったい何がどうなっている？　誰か報告しろ！　ヒュージ隊

長！　アド！」
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　ダリル総隊長のいつもの怒鳴り声も聞こえてくる。

「何とか終わった……レーネ有難う」

　イクスの中でアドはつぶやいた。

　そして天蓋の残骸が無くなった方向を見上げた時、 アドに戦

慄が走った。

　遥か彼方に巨大な人の影が映っている。

　まるで監視しているかのようにこちらを見据えている。

「まさか……あれがアトラスなのか !?」

「信じられない……あんな巨大なマキナが存在しているなんて」

　そして、 その姿はアド達の故郷、 天蓋コロニーテラ ・ テクトリウ

ムを支えている柱のようにも見えていた。

第六話　完



○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」

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

れていた。
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●メカニック設定 6-1

■戦闘車両融合マキナ（1）
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●メカニック設定 6-�

■戦闘車両融合マキナ（2）

これに使用されたアンブロジウム素子コンピュータが変異し、 周

囲のアンブロジウムを取り込んで進化した姿がギガンティック ・

マキナである。

その形態は人型に近いものや多脚型、 四足型、 飛行型など元

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、

そのサイズは小さなものでも 5m を超える。
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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、 現在のギガンティック ・ マキナは、 その生存圏に侵入し

た他の生命体を攻撃対象として襲ってくる怪物である。

基本的に 「知性」 を持たず 「生存圏拡大」 の本能にのみ従

うものがほとんどだが、 元と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事も

ある。

又、 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。


