
第 2 話



□ 1

「兄さん…」

　絶対的致命傷。 この事実と今までの人生に関して様々と走馬

灯を映していたアドの頭脳も、 その単語を最後にプツリと停止し

た。

　アドの亡骸は粗雑に放り投げられ、 謎の少女の足元へ転がり

落ちた。

　アドは無意識の世界を漂っているの感じた。

「俺は、 死んだのか」

　死んだというのに物思うのは変だ。 だが、 感じていた。

　やがて、 ささやき声が聞こえてきた。 ざわざわひそひそと聞こ

えるその声は、 言
こ と ば

葉ではない。 虫や微生物が囁くような…憎し

みや怒りに似た騒めき。

　ノイズが大きくなりアドの意識を引きずり込もうとする。

「いやだ！」

　ノイズは音量を増し荒れ狂う砂嵐となってアドの意識を覆う。

「うゎあああああああああああ！　そっちには行きたくない！」

「──目を覚まして！」

　その音声はもがき苦しむアドの精神に侵入してきた。 一条の

光のように混沌を切り裂き、 アドの精神を彼岸から引き戻し、 目

を見開かせた。 目の前には…少女の顔。

　アドは脊椎から全身の神経に爆発的な電流が流れるのを感じ

た。 凍てついた肉体の、 動脈、 静脈、 毛細血管にいたるまで

を沸騰するような血液が駆けが巡る。 あらゆる臓器が鼓動を取り

戻し、 皮膚は灼けるような熱を放った。
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　アドは自身の肉体のありとあらゆる細胞が上書きされていくよう

な感覚を得た。

　ゆっくりと立ち上がるアド。

　胴体を貫通したはずの傷はすっかりふさがり、 瞳の奥には仄

かな緑光を宿しているようにも見える。 そして一番の外見上の違

いは、 目を凝らせば微かに見える程度だが、 皮膚の内側に機

械的な紋様が微かに光を放ち揺らめいている。

　目の前の少女は無表情。

「助けてくれたのか…。 レーネ、 君は一体…」

　アドが倒れてから目覚めるまで、 おそらく十数秒ほどの時間

だった。

　その間、 マキナはその牙で、 大型のネコ科動物がするように、

アドの機甲スーツを噛み砕き弄んでいた。 豹
ギガンティックマキナ

は、 なぜか

動きを取り戻したアドに不思議がり、 ゆっくりと首を傾げた。 次

の瞬間…

　跳躍ッ！

　獰猛な豹は空中で複雑に体躯を翻しながら腕と爪をしならせ

てアドの首元を狙う。

　その一瞬は止まっていた。 アドに目覚めた超神経が、 背後か

ら迫る豹の跳躍の大音声を聞く前に──、 少女の瞳に映った

自分の肩越しにその停止した影を見つけた。

「危ない！」

　咄嗟に少女を抱えて転がる。

　豹の爪は床を抉り、 火花と構造物を飛散させる。

　アドは少女の手を引いて走り出す。 手を繋いでいる少女は不

思議にもフワリとついてくる。
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　少女の顔をの覗き込む。 彼女はやはり無表情だ。

「こっちへいけばいいんだね？」

　アドには何故か、 少女が導くように感じた。

　あらゆる障害を破壊しながら迫ってくる豹を背後に全速力で走

るアド。 何度か角を曲がると、 目の前に巨大な扉が少しだけ開

いている、 おそらくそこが少女が導こうとしている部屋だ。

　豹は自分の体格には小さな通路に体をぶつけながら、 掘り進
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むように追いかけてくる。 だが、 後ろを振り返る暇などない。

　扉に滑り込む二人。

　少女が何かつぶやいたような気がした。

　すると、 電子音のあと、 鈍い音を立てて扉が閉まる。

　ガシャン！

　ゴオオオオン…ゴオオオオン…！

　一瞬の静寂の後、 暗闇にくぐもった音がこだまする。 豹が扉

に衝突した音だ。

　この扉は、 この地下施設のあらゆる壁と床とを紙ペラのように

引き裂いてきたあの爪を持ってしても簡単には侵入できないよう

だ。 格納庫のようなこの部屋は何かを守るために特別頑丈に作

られている。

　アドは息を整えながら、 少女の方を見た。

　神秘的な少女は、 息を乱している様子もない。 暗闇の中で仄

かに光を宿しているようにも見える。

「イクス」

　レーネが何事か呟いた。

　その声に反応し、 部屋の照明が段階的に灯る。 そして最後に

部屋の中心の鎮座する何か大きなものを照らした。

　白く輝く巨人？

　それは強
フ ァ ン グ

化スーツだった。

　先ほど脱ぎ捨てた外壁補修用の整
フ ァ テ ィ ー グ

備服や、 302 部隊の戦闘

用 “T
タイプゼロフォース

YPE-04 スラストファング” とも印象が違いすぎたので、 ア

ドには一見して強化スーツだとはわからなかった。

　TYPE-04 が鈍重な建設機械ならば、 これはレーシングカーの

ように洗練されている。
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　アドは見とれていた。

　レーネがポツリと呟く。

「TYPE オプティマイザー…イクス」

　少女が何を言いたいのか、 アドには理解できる。

「こいつを俺に着ろというのか」

　ギリギリギリギリギリギリ！

　扉の外の音が変わった。 豹型は扉を体当たりで破壊するのを

観念し、 爪を立て扉をこじ開けることにしたようだ。 あまり時間は

ない。

　外壁作業員の少年アドは、 強化スーツを直感的に操縦するた

めの軍用インプラント ・ 通称 「ブループリント」 手術を受けてい

ない。 なにより普通のテラテクトリウム市民は銃の撃ち方どころ

か、 喧嘩のやり方だって知らない。 そんな自分に、 この未知の
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スーツが扱えるのか。

　少女は見透かしたように言う。

「あなたならできる。 このオプティマイザー ・ イクスは、 もう、 あ

なたを選んでいる」

　アドがイクスと呼ばれた巨人に恐る恐る歩み寄ると、 巨人は静

かな駆動音とともに装甲を開いた。

　アドを体内に迎え入れるように。

　ミシミシミシ…

　豹の作戦変更は功を奏したようで、 すこしずつではあるが激し

い駆動音が漏れ込んでくる。

「グルグルグルグル…」

　豹が喉を鳴らしながら、 ほんの少し開いた扉の隙間から部屋

を覗き込むと何かが光ったのが見えた。 彼が何か変だと感じとっ

た時には既に遅かった。 光が消えた。

　豹はすでに頭部センサーを破壊されていた。 イクスの拳が扉

を突き破り、 そのままの勢いで豹にのしかかった。

　光を失い、 激昂、 闇雲に暴れまわる豹の巨体を押さえつけ、

さらに一撃！　圧倒的な破壊力で胸部装甲を砕いた。それでも、

バネのように露出した背筋を跳ねあげて形勢を返そうとする豹に

対し、 アドは絶妙なバランス取りでマウントポジションを保つ。

　まるで宇宙服のように不自由だった作
フ ァ テ ィ ー グ

業服とは雲泥、 素早く

力強く自らの生身以上に意のままに動くことができる。 その敏捷

性はこのオプティマイザー ・ イクスの高性能だけではない。 少

女がアドの肉体に植え付けたつけた変化の中にはファングを扱

うための才能も含まれていたようだ。アドの皮膚に透ける紋様は、

「ブループリント」 と同様のものであるらしい。
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　見苦しく暴れ散らしていた豹の一撃が、 不意にー、 偶然にも

イクスの顔面に向け正確な軌道で繰り出された。

　しかし、 次の瞬間、 爪はアドの眼前で停止していた。 少女の

瞳に映った豹が止まって見えたときと同じように、 超反応によっ

てアドが認識すると同時に、 イクスの左腕は豹の腕を掴み取っ

ていたのだ。

　ブチブチブチ…

　イクスの怪力はそのまま豹の前肢を捥ぎ取った。

　豹の腕と、 それを引き千切った自
オプティマイザー

分の腕。 その二つの腕を

見て、 どういうわけかアドに奇妙な発想が芽生えた。

「この爪を、 イクスに移植する」

　アドがそう “思う” と、 完璧に継ぎ目なくみえたイクスの右腕

装甲にいくつもの幾何学的な光の筋が流れた。 光の筋は装

甲の表面に細胞が分裂するかのような無数の切れ込みを作り、

チップ状となった数百の機械片が各々の色彩を変化させ装甲の

表面に奇妙な刻印を形作った。

　そして、 ちぎれた豹の腕にも同様の変化が起こっていた。

　イクスの腕より一回り大きな豹の腕は、 その爪がイクスの拳に

覆い被さるよう、 接続された。

　二つの刻印によって接続された豹の腕はオプティマイザー ・

イクスの機能として一体化したようだった。

　どんな生物であれ兵器であれ、 自らがその最大の威力を誇る

攻撃に抵抗できる頑丈さは持ち合わせていない。

　爪は元の主人の首を切断した。

　頭脳から乱暴に引き離された豹の胴体は力弱く痙攣し、 運動

を停止した。
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「勝った…」

　アドはしばしの放心の後、 ふとイクスの指とは別に自身の感覚

で豹の爪を動かすことができているのに気づいた。 つまり、 この

イクスというやつは、 ギガンティック ・ マキナから奪い取ったパー

ツを自らの機能として融合できるのだ。 そしてその運動命令は、

アドの神経からイクスへ、 イクスからマキナへとスムーズに伝達さ

せることができる。

　無我夢中の修羅場から解放され安堵したアドはそういったこと

を分析することができたが、 もう少し冷静になれば今が全く余裕

でいられる状態ではないことは明白だった。

　地表の激しい戦闘音がかすかに届いてくる。

　数十メートルの地下にあるこの施設からどうやって、 地表に戻

るのか？
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　上に戻ったとして、 地表での絶望的な戦闘を切り抜けることが

できるのか？

　そして、 ここにいる正体不明の女の子を守ることができるだろう

か…？

　一つ目はもう答えが出ている。 豹の爪を使えば縦穴を上って

いくことはできるだろう。 普段やりなれたファティーグでの外壁作

業と大差ないはずだ。

　では二つ目は？　このオプティマイザー ・ イクスをもってして戦

況を打開することができるだろうか。

　おそらく無理だろう。

　どうする、 アド？

　天蓋コロニーで暮らす昨日までのアドならば、 このまま何もで

きずただ時間だけが過ぎていくだろう。 しかし、先ほどの勝利と、

この半日で起こった様々なことが少しばかりアドを強気にさせて

いた。 もう昨日までの自分ではないのだ。

　ここにいる名も知らぬ少女も、 上で戦っている 302 部隊も、 今

日初めて出会った人間でしかない…、 なのに、 アドに途方もな

い自信が沸き上がってきた。

　三つ目の答えも同じことだ。

「君を守る。 みんなも守る。 …行こう！」

□ 2

　飛び交う銃声、 炸裂音、 悲鳴、 絶叫…

「イリア！　なにがどうなっている !?」

「見てわからないの !?　半分はやられている！」
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「クソ！　そのかわり敵はいくらでもわいてきやがる！」

　302 部隊はまさに絶望的な状況に追い込まれていた。 大小マ

キナの大群は、 数においても個々の戦闘力においても部隊を

上回っていた。 20 人の重装型 “TYPE-4” 装着員の大半はな

んとか身を守る程度の抵抗はできているものの、 軽装型装着員

と非武装の作業部隊員を守りきることができず、 すでにその数を

半数近く失っている。

　実戦において素人集団でしかない 302 部隊のメンバーたちは

この絶望的な状況に精神を磨耗しきっていた。

　前回の降下作戦での戦闘経験があるヒュージだけは多少のマ

トモさを残してはいたものの、むしろ冷静に絶望を理解していた。

「このまま後退し続けてもあとはねぇぞッ」

「おわりだぁ神様おたすけぇ」
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「なんだとロン !?　冗談にもならねぇこと言いやがって！　…確か

に、 神様にでも来てもらわなけりゃ本当にみんなお陀仏だぜ」

　ヒュージがそう言った直後、 ふいに、 先ほどまでの暴風のよう

な轟音が凪いだ。

　暴れ回っていたマキナたちが一瞬動きを止め、 ある一つの方

向に注目した。

　再び世界は爆音に飲み込まれたが、 何者かがマキナを蹴散

らし始めた。

　マキナの群れが重なり、 ヒュージからはよく見ることができない。

何か白い影が軽やかに舞っているようにも見える。

「白いファング…!?」

　ダリルの望遠レンズが映像をとらえた。

　白いファング、 その傍らに髪の長い少女。

　その映像は、 指揮官用スーツの神経同調ネットワークを通じて

“TYPE-4” 装着員たちの脳神経へと配信された。

「おいおいこりゃ何だ？　ほんとに神様じゃねぇよな？」

「うぉおおおおおお！」

　謎の味方ファングの奮戦は “TYPE-4” 装着員たちに、 ふつ

ふつと根拠のない希望と闘志をよみがえらせた。

　しかし、 希望は一瞬にして消え去った。

　オプティマイザー ・ イクス、 あるいは少女か…どちらが呼び水

なってしまったのだろうか、 どこからともなくマキナが集合し数を

増していく。

「神様なんて言ったが、 とんだ悪魔のご登場だ」

　その数は数千を超えているだろう。 夏の木に群がる昆虫のよう

に、 いつの間にかメインエレベーター ・ シャフトを根元から埋め
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尽くしている。 虫たちはその樹皮の内側にまで入り込み食い荒

らし始めた。

　やがて幹の表面はメキメキと音を立てながら崩落を始めた。

　直径数百メートル以上にも及ぶエレベーター ・ シャフトはあま

りにも巨大なためその破片は小さくゆっくりに見えたが、 その一

つ一つは数十メートルを超える大きさがある。

　ヘルメット越しの轟音にかき消されながらも、 かすかに隊員た

ちの通信が飛び交う。

「退避だ！　退避ーッ !!」

　ゆっくりと空が落ちてくる。

第 2 話 完
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■レーネ　女性 (?)
1000 年前に建設された施設でアドと出会う少女。

自分の素性に関しては名前以外の事は覚えていないが、 何故

か地表に関する知識はアド達より詳しい。 しかしその知識は全

て古く、 約 1000 年前のものである。

●キャラクター設定 2-1
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地表に適応し、 生活をしている人間達から慕われている事が後

に判明する。

実は旧時代にアンブロジウム研究者、 マキナ博士により生み出

された 「人工生命体」 である。

トラブルにより眠っていたが約 1000 年ぶりに覚醒する。

彼女自身がアトラスへのアクセスキーとなっている。

●キャラクター設定 2-2

■レーネ（表情）
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●キャラクター設定 2-�

■レーネ（全身）



■レーネ（全身 2）
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●キャラクター設定 2-�



■レーネ（全身 3）
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●キャラクター設定 2-�
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●メカニック設定 2-1

■タイプ X（イクス）オプティマイザー

アドが地表のアンブロジウム研究所跡で発見した機体。 旧時代

に作られたもので、 ファングの祖の一つ。

『オプティマイザー』 という名称があるが、 アド達からは単に 『イ

クス』 と呼ばれる事が多い。

■タイプX（イクス）オプティマイザー
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●メカニック設定 2-2

■タイプX（イクス）オプティマイザー（タイプB）

タイプ 04 のパーツやオプションを装着する事が可能で、 タイプ

04 のハーケンを装備する事で壁面での戦闘が可能となる。

又、 ギガンティック ・ マキナのパーツを逆に侵食 ・ 制御し自ら

の手持ち武装へと変化させる事も可能で、 装備したパーツは完

全に制御下におかれ、 逆侵食の可能性はほぼ皆無。

アド以外の人間には装着する事が出来ず、 彼の成長と共にオ

プティマイザー自体も進化していく。



■天蓋型コロニー テラ・テクトリウム

人類によって高度 5000 メートルに築かれた、 「第二の大地」 で

ある。

南極を除く六大陸上を覆うように配された 9 つの天蓋コロニー群

によって構成されており、 天蓋コロニー群もまた複数のプレート

から成っている。

総合的な面積は地球の表面に対して 50％近くにも及び、 地表

から伸びたシャフトと重力制御システムにより支えられている。

地球への冷却効果を狙い、 あえて地表を覆う構造をとっている

が各プレートには 「隙間」 が設けられており、 範囲は狭められ

るものの地表への必要最低限の日照時間の確保、 気温変化の

管理は図られている。
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●世界観設定 2-1



各コロニー群に行政機関が存在するが、 最終的には中央行政

府が全てを管理 ・ 統括している。

それぞれ多少の偏りはあるものの、 基本的に人種は混在してい

る。

都市部に関しては建造当初の 「オーバーテクノロジーによる超

未来都市」 の各システムは残されているが、 技術の維持の困

難や、 消費エネルギー減政策により動かしていない、 機能して

いないものが多い。
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●世界観設定 2-2



■各コロニー群

第 1 コロニー群　アスガード　総人口約 20 億人

 中央行政府が存在。 その中枢はウルカノス社が母体となっ

ている。

第 2 コロニー群　アルフヘイム　総人口約 10 億人

 人工的に再現された多くの自然環境が特徴。

第 3 コロニー群　ヴァナランド　総人口約 10 億人

 崩壊により壊滅。 実は総督がアスガード行政府に反発して

いた。

第 4 コロニー群　ニダベリル　総人口約 15 億人

 崩壊が進んでいる。 ヴァナランドからの避難民を多く受け入

れている。
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第 5 コロニー群　ミッドガード　総人口約 10 億人

 主人公が住んでいたコロニー群。 実は総督を始めとして地

表帰還主義者が多い。

第 6 コロニー群　ヨツンヘイム　総人口約 5 億人

 巨大な工場都市群を有している。( 何が作られているか不明 )

第 7 コロニー群　ニヴルヘイム　総人口約 5 億人

 崩壊により全滅。 実は旧時代に使用されていた武器の数々

を封印した施設があった。

第 8 コロニー群　ニヴルヘル　総人口約 10 億人

 崩壊により壊滅。 実は早くからコロニーの環境維持システム

に異常が発生、 半隔絶状態。

第 9 コロニー群　ムスペル　総人口約 5 億人

 崩壊により全滅。 最大のエネルギープラントを持っていた。
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