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「黄泉の縁を巡る

４」

こんな弁当 箱みたいなのがサイレン の魔女なの、と彼女。
ああ、と俺はウルフ号 のコクピットで肯く。

片理誠（画・小珠泰之介 ）

「……ま ったく危ないところだった 。あと数秒で俺も消されて た。今考えても生きた心
地がしないぜ。こい つは俺たちにとっては天敵 みてぇな存在だ。出会っち まった不幸を

呪うし かない悪夢だぜ 。
あんな強力なコンピュ ータ・ウィルスは生まれ て初めてだった 。
俺のワクチン・ソ フトはまったく効かなかっ た」

「本 当に？ うわぁ、それじゃ 私でも危ないね」
「試そうなんて夢 にも思わないことだな。だ が、まぁ、勝てなくても 無理はないさ。何
せ こいつは、ティターンズだ 」
へ、と少女の立 体映像が小首を傾げる。
「このちっこいのが？」

正確には、テ ィターンズのほんの一部、 だな、と俺は修正。
「ティターンズ全体から見 れば細胞一つ分程度の力 しかねぇだろう。だがそれ だって十
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分な脅威だぜ、俺たち機械 人からすればな」
「いったいこ こで何があったの？」
俺は腕組みをする。

「……こいつ はたぶん 、
元々はティタ ーンズ軍のミサイルの部品 だったんだろうと思う 。
ところがこの巡洋艦を 撃沈した後もこいつはたま たま生き残った。感染しか けてみて分

かったん だが、こいつの中には闘争 本能しかないぜ。相手を乗 っ取り、その戦闘能力を
最大限まで解放し、 活動するものを片っ端から 攻撃する。それしか考えて いないんだ。

高等な 意識のようなものは存在し ない。まさにウィルスのよ うな単純な奴だ。だがそ の
単純さが厄介なん だ。とにかく感染能力が半 端じゃない。まさか動作確 認用ＬＥＤを使

って データリンクを確立しやが るなんて、夢にも思わなか った」
ふぅ、と俺はた め息。

「 とにかくこいつは生き延び た。そしてその後もずっと 活動を続け、船を沈め続け たん
だ。そう。この サルガッソー海域に捉えら れた後もな。
ところが 、
サイレンの魔女 の噂が広まるにつれ 、
その 正体に察しがつく連中も増 えた 。

この辺りは例 の“大破壊”の古戦場みた いなもんだ。ここで何かが あったとすりゃあ、
ティターンズが関わってい ないわけがない。何しろ 、神の領域にまで到達した と言われ
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ているウルトラスーパー知 性体だ。そのオリジナル・ ソースコードがほんの一 部でも手

に入ったら、 そいつは莫大な金になる 。
で、大勢の墓荒しどもが ここにやってきちゃあ、消 えていった、というわけ だ。サイ

レンの魔女 の伝説に新たな花を添え つつ、な」
「あのスカベンジャー たちもそんなトレジャーハ ンターの中の一部だったっ てこと？」

「そうだ 。さすがにプロだけあって 慎重な連中だったらしい。 まず先遣隊の二人が魔女
の居場所を突き止め 、本隊を呼び寄せた。本隊 の人数は恐らく四人。先遣 隊の二人と本

隊の一 人は外部の警戒に当たり、 残りの三人が魔女の回収に 向かった。だがまぁ、機 械
人にとっちゃあ相 手が悪すぎた。三人は呆気 なく乗っ取られ、互いに殺 し合って絶命。

ＳＯ Ｓでもあったのか、それと もあまりに帰りが遅いんで 心配になったのか、とにか く
残りの一人も調査 に行ったんだろう。で、船 ごと乗っ取られちまった 。奴は先遣隊の二

人 に襲いかかり彼らを殺害。 一方、船の方も新たな獲物 を求めていて、そこにたま たま
俺たちが現れた 、というわけだ」
リラがこめかみに指を当て て眉を潜め、難しそうな顔 をする。

「う～ん、で も分からないことがあるよ 、船長。じゃあ、いったい 誰が私たちをここに
呼び寄せたの？ それも前 金まで払って」
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「スカベンジャーどもが三 人も周囲の警戒に当たって いた、というのも気にな るところ

だよな。そこ まで厳重に警戒する何か を連中は感じ取っていたん だ」
よく分からなーい、とリ ラ。

「でもサイレ ンの魔女の歌声は止めた わけだから 、
良いことをしたってことな のかな？
お金にはなんなかった けど」

「このジ ョニィ船長を見くびるなよ 、リラ。どんなピンチにあ ったって金儲けのことだ
けは忘れやしないぜ ？」
「…… それ、誉めていいのかどう か、よく分からないよ」
俺はミサイルの欠 片を手に取る。

「よ く見ろよ。俺が撃ったのは バッテリーだ。魔女は今、 眠っているだけ。新しい電 池
をやりさえすりゃ あ、また元気一杯に歌い出 すのさ」

「 え？ それじゃあ？」
「サイレンの魔 女は無事だ。こいつをアル ゴノーツ辺りに持ってい ってみろ、言い値で
買ってくれるぜ」

「じゃ、じゃ あ、大金持ちになれるの？ 」
「ああ。どんな義体だって 思いのままだ。最新型の 最高級の奴が買えるぜ、リ ラ。いつ
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までも情報体のままじゃ不 便だろ」

彼女が戸惑 ったように俯く。
「い、いいよ、私はまだ 。心の準備もできてないし 。そ、それより船長こそ 、全身黒こ
げじゃない 。新しいボディにしたら ？」
「ん？ ああ、ま、確 かにな」

自分の体 を見回してみる。あちこ ちいじってだましだまし使 ってきたが、確かにこの
義体もそろそろ限界 だった。これ以上の酷使に は耐えられそうもない。

俺は肩 をすくめる。
「ま、使い道はゆ っくり考えればいいさ。と にかく、全ては生きて帰れ たら、の話だ」
「じ ゃあ早く帰ろうよ、船長！ 」
お前は本当に単 純だな、と呆れる。
「 賭けてもいいが……俺たち はまず、無事には帰れない のさ」

予備の電脳を 船の航行システムにスタン ド・アロンでセット。自 動的に火星に帰還す
るようタイマーでセットし ておく。同時に救難信号 を発するようにも指定して おく。こ
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れで運さえ良ければ船は戻 るだろう。

サルベージ 会社の宇宙船のシステムを 立ち上げ、データリンク。 随伴させる。
そろり、と巡洋艦の格納 庫から二艇が抜け出た時だ った。
船長、通信 が、とリラ。
分かってるよ、と俺。 レーダーに蠢く影。

「……や っぱり隠れてやがったか。 ステルス・モードだな」
それは既に解除され ている。一〇〇メートルク ラスの中型艦二隻と、五〇 メートルク

ラスの 小型艦が五隻。中型艦から は何十という小型艇が出て くる。こちらを包囲する 気
だ。

相手 は惑星連合のパトロール隊 を名乗った。
「臨検だって。こ の辺りに宇宙海賊の基地が あるとの通報があったか らって」

嘘 つけ、と俺はつぶやく。
「後ろで戦闘展 開しといてよく言うぜ。連 中、どうあっても俺たち を無事に帰すつもり
はないらしいな」

「総勢百隻以 上の大艦隊だよ、船長！」
「フル加速される前に叩い ておきたい、というわけ だ。連中はウルフの正確な 性能を知
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小型と言ってもこっちより は大きいんだからね」

らないのさ。どうせ駆けっ こじゃ勝ち目なんかねぇん だが」
「小型艇が一 隻、近づいてくるよ！
「ああ」

俺は大出力 陽電子砲のチャージ状況 を横目で確認。いつでも発 射可能だ。
「……に、逃げられな いよ、船長。彼らが私たち を？」

そうだ、 と肯く。
「サルベージ屋の通 信を傍受し、偽の依頼を口 利き屋に流して俺たちをこ こにおびき寄
せた」
「なんで惑星連合 のパトロール隊がそんなこ とを！」
「惑 星連合のパトロール隊、じ ゃないからさ」
光学照準で近づ いてくる宇宙艇にそっと狙 いを合わせる。

「 奴ら、データリンクの要請 をしなかっただろ？ 本物 のパトロール隊ならこちら の氏
素性を確認しよ うとするはずだ 。この船に何が載 ってるのか 、連中は知ってるんだ 。ま 、
当然だな。魔女の歌声は止 まってるんだから」

「それじゃ、 あいつらは」
「恐らくはハイパーコープ の中のどれかだろうよ。 ダイレクト・アクション社 辺りが臭
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そうだ。……サイレンの魔 女が欲しいのさ。こいつは 最凶最悪のコンピュータ ・ウィル
スだ。使い道 はいくらでもある」
「だったらなぜ自分たち で探さないのよ！」

「プロの墓 荒しどもが手もなく全滅 しちまうシロモノなんだぜ ？ 素人が迂闊に手は出
せないさ。ティターン ズが相手なら、戦力なんて いくらあっても安心はでき ない。誰が

いつ敵に なるか分からないんだから な。横から奪う方が遙かに 安全で確実だ」
「ど、どうしよう？ 事情を説明して魔女を渡 しちゃう？ 多少は報酬を くれるかも」

いいや 、それはまったくの逆だ、 と俺。
「連中はサイレン の魔女をいざという時の切 り札にしておきたいんだ。 秘密を知る者は
一人 でも少ない方がいい」
「嫌なこと言わな いでよ」
「 事実ならしかたがないだろ 」
そんなぁ、とリ ラがうなだれる。
「それじゃ私たち、殺され ちゃうの？」

「殺してもら えるんならまだ御の字さ。 バックアップから復活でき る。最悪なのは情報
を操作されることだ」
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「ど、どうなるの？」

俺はメイン ・モニタを見つめる。
「……何を聞かれても“ はい”としか応えない木偶 人形が、明日からジョニ ィ・スパイ
スやリラ・ ホーリームーンとして生 きることになる」
リラは絶句。両手で口 を覆い、目を大きく見開い ている。

「少しは 深刻度を分かってもらえた か。こいつは限りなくシリ アスだぜ」
「どどど、どど、ど うするのよ、船長ッ！」
「どう するって？ 逃げられない 以上、決まってるだろ」
俺は操縦桿のトリ ガーを引き絞る。

十分 引きつけていた上にレーダ ーではなく光学照準だった ので不意打ちは成功。俺 の
放った攻撃は狙い 違わず敵の燃料タンク、推 進機関用水素ボンベを撃 ち抜いた。

接 近中だった小型艇が爆発四 散する。
「戦うんだよ！ 」
俺はすかさずエンジンを全 開、ウルフは弾かれたよう に飛び出す。戦闘機動開始 。

随伴させてい たサルベージ会社の宇宙船 にもコマンドを送信 、
囮として飛び回 させる 。
「くッ！」
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すかさず何百という照準用 レーダー波が浴びせられ る。俺は周囲の障害物を利 用しつ

つ、ウルフに アクロバティックな飛行 をさせてこれらの照準を引 き剥がしにかかる。何
しろこっちの砲は連射が 効かない、チャージに時間 がかかるのだ。それまで は逃げ回る

しかない 。
だが凄まじい 速さで猛追していくる何 百というカーソルをかわし 続けるのは 、
さすがの俺の操船技術 をもってしても難しかった 。ウルフの外板の温度が局 所的に急上

昇する。 レーザー砲による攻撃だ。
だがこちらを一撃で 破壊可能なミサイルやビー ム砲の類はこない。奴らは あくまでも

こっち の積み荷を奪うつもりなの で、強力な火器は使えない のだ。低出力のレーザー で
機関を破壊して足 を止める気なのだろう。俺 としてはそこに一縷の勝機 を見出すしかな

い。 奴らは手加減せざるを得な いが、こっちはフルパワー で戦えるのだ。しかも──
「思ったとおりだ ！ 動きが鈍いぞ！」

長 時間ステルスモードで隠れ ていたため、向こうのエン ジンはまだ暖まっていない 。
どん亀みたいな トロいスピードだ。
「もらった！」

大出力陽電子 砲を再び発射。最も接近し ていた小型艇を更に一隻 、沈める。
だが敵もさすがに怒った らしい。直後に凄まじい量 のレーザーを浴びてウルフ の船体
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が激しく震動する。アラー ムが鳴り響く。何箇所か、 装甲を破られたらしい。
すかさずウ ルフを手近な残骸の影に隠 す。
敵は左右から大きく回り 込んでくる。取囲む気か。

データリンク・ キーを頂戴 、

いつまでも 隠れてはいられない。も うすぐ敵艦のエンジンも暖 まる。時間が経てば経
つほど俺たちは不利に なる。
私も戦う 、とリラが耳元で吼えて いた。
「もう一隻の方の 、
サ ルベージ会社の船で私も戦 うから！
船長！ 」
「リラ……」
俺は 席を立つ。
「……お前に一つ 、頼みたいことがある」

「 え、何？ 任せて！ 何だ ってやってみせるわ！」
「もし俺に会っ たら、伝えて欲しい。お前 は確かに生きている、っ てな」
少女の顔が途端に、きょと んとしたものになる。

「何……何を 言ってるの、船長？ 人格 を書き換えられてしまうく らいなら、潔く戦っ
て散る。そうなんでしょ、 船長！」
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俺は彼女のデータが収めら れている電脳ユニットに 手をかけた。

「俺たちには 、金が要るんだ。夢を叶 えるには、相応の費用がか かる。今ここで潔く散
るわけにはいかないんだ よ」
「何をする の？ やめて、船長！」
俺は顔を上げて彼女を 見つめた。
「夢を諦 めるなよ、リラ。それだけ が、俺の希望なんだ」
「嫌だよ船長！ 私 にも戦わせ──」

俺は装 置の電源を落とす。少女の 立体映像が消えた。
電脳ユニットをス ロットから引き抜くとそれ を精密部品用パッケージの 中にそっと収

める 。念のために梱包材を何重 にも入れておいた。これで 彼女は大丈夫だ。
代わりに俺はサ イレンの魔女が入っている ミサイル片を取り出す。

多 少有利な点が幾つかあった ところで敵は百倍以上の大 勢力。まともに喧嘩しても 勝
てるわけなどな い。だが、こいつを使えば ……。もはやなりふりな ど構ってはいられな
いのだ。

「魔女の歌は ハードウェアの戦闘能力を 極限まで引き出す魔法の呪 文。しかも次々に感
染してゆく」
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ティターンズの残した遺産 の中に「バジリスク・ハ ック」という危険なウィル スがあ

る、という噂 を聞いたことがある。ト ランスヒューマンに感染し て変異させる「エクス
サージェント・ウィルス 」の一種で、感染者に精神 障害を与えるタイプの奴 のことだ。

詳しく調べ たわけじゃないが、サイ レンの魔女の正体は、恐ら くその「バジリスク・ハ
ック」の亜種の内の一 つだ。だとすればこんな小 さな欠片でも、その脅威は 全太陽系を

も滅ぼし かねないほどの圧倒的なも のとなる。
襲撃者どもは念のた めにこちらからのデータ通 信を拒んでいるが、奴ら同 士は連携の

バー サー カ ー

ために 情報のやりとりを頻繁に行 っている。こいつの出すパ ケットは、その中に紛れ て
連中の電脳システ ムを徐々に浸食してゆくだ ろう。そして最後には完全 に乗っ取ってし

まう に違いない。そうなったら もう、敵も味方もない。全 員が狂戦士、ただ破壊し尽 く
すだけの存在だ。

エ ゴキャスティングという人 格データの転送ができれば 今すぐここから逃げられる ん
だが、ドローン すら積めていないこの貧乏 船にそのためのバカ高い 装備なんぞあるわけ
もないし、どのみちサルガ ッソー海域の中からではデ ータリンクを確立できない 。

こちらの頼り はスタンド・アロンでセッ トしておいた予備の電脳 システムだけだ。数
時間後にこの船は自動で火 星に向かう。無事サルガ ッソーを抜けられるかどう かはまさ
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に運次第。何とも心細い話 だが、今はこの微かな可能 性に賭けるしかないのだ 。

ただで死ぬ つもりはない。勝者どもに いいようにされてたまるか 。俺たちのささやか
な希望に手出しなどさせ はしない。ざまぁみやがれ ってんだ、クソどもめ！ この俺を

嵌めたこと を死ぬほど後悔するがい いぜ。
俺は一番小さなバッテ リーを取り出すとそれをミ サイル片の中の電子基板 にセットし

た。
瞬間、血のように赤 いＬＥＤが灯り、周囲の電 子デバイスが一斉に歓喜の 雄叫びを上
げる。

バックアップか ら復活するのはこれで二度 目だ。もっとも、今度の時 間的ロスは一ヵ

月 と少々ですんだ。そして今 回は俺が確実にくたばって いる、という点でも前回と は違
っていた。
火星を周回するラグタイム ・ウルフ号が発見された時 、以前の俺はコクピットの 中で

丸焦げになっ ていたらしい。外部のアー マーもボロボロだったそう だが、それよりも内
部の方がひどかったという 話だ。何しろ基盤からア クチュエーターまで、使え る部品は
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素子一つ残ってなかったと いう。シャフトやポールと いった可動部分も激しく すり減っ

ていてまるで 使い物にならず、おかげ で以前のボディは下取りに も出せずに、くず鉄と
して売るしかなかった 。ま 、元々ボロ だったしな 、しかたがないと言え ばしかたがない 。

あちこちに 色々と手を加えてもきた ので結構愛着のある義体だ ったのだが。それにして
も、いったいどんな使 い方をすればあそこまで酷 使できるものなのか、今で も不思議で

しょうが ないぜ。
もっとも、現在の俺 自身はすこぶる機嫌が良い 。なぜなら新しいボディを 手に入れて

いるか らだ。
バックアップから 目覚めてみれば俺は大金持 ちだった。貯まりに貯まっ ていた各方面

への ツケを全部清算してもまだ まだクレジットは残ってた んだ。で、奮発したという わ
け。シンスと言う 、グレードこそこれまでの ボディと同じ義体だが今 度のは凄い。何と

言 っても最新型、しかも新品 ！ 俺がこれまで散々苦労 しながら改造して引き出し てい
たスピード、パ ワー、精密性が、このボデ ィではノーマルで出せる 。ベースがこれだか
らな、ちょいとチューンす りゃあ、凄いことになりそ うだ。今からちょっとわく わくす

るね。関節部 分のジョイントも完璧で、 砂粒どころか煙の粒子一つ 入りそうにない。そ
してこの滑らかな動きとき たら！ 以前までの俺が 出来の悪い操り人形だった ように思
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えてくるくらいだ 。
見た目 も幾分スマートになって格 好良いし 、やはり新しいっ てのは 、

いいな。
リラの話では古いミサイ ルのちっちゃな部品一個を 売っただけなんだそうだ が、それ

でこの大金 というのは、どうにも解 せない話だ。アルゴノーツ の連中がそんなに気前が
いいとは知らなかった 。

何 だ、そりゃ」

もっと詳 しい話を聞きたかったん だが 、厄介なことに彼女は 今 、超絶不機嫌モードで 、
何度呼びかけても電 脳ユニットの中から出てこ ようとしない。完全な引き 籠もりだ。
「お前 は確かに生きている？
「知らないわよ、 馬鹿ッ！」

と怒 鳴ったっきり、もう三日。 そう言えば自分宛への伝言 があった点も、前回の復 活
とは異なっていた な。もっとも、俺にはさっ ぱり意味が分からないん だが。いったい俺

は 何を思ったんだ？
まぁ、いい。俺 には関わりのないことだ。 リラも喋りたくないらし いし、無理に聞き
出すようなことはこっちだ ってしたくない。大事なの は、俺がこの世に一人しか 存在し

ていない、と いう点だけだ。今回、その 部分に疑いの余地はないわ けで、俺としてはそ
れで十分。
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リラがへそを曲げるのも今 回が初めてというわけで もないしな。また一週間も しない

うちに出てく るだろう。一応仮にも冒 険者を目指しているわけで 、いつまでも閉じ籠も
っていられるような性分 はしちゃいない 。
もっとも 、俺はやめとけと言ってる んだがね 。

そういや彼 女、今回の報酬を頑とし て受け取ろうとしない。せ っかくの大金だっての
に。人の気も知らない で、まったく。ま、彼女の 取り分に手を付けるほど俺 も落ちぶれ

ちゃいな いんで 、プールしておいて やってるが 、とにかくガキ ってのは本当に面倒臭い 。
やれやれだ。

ま、俺 だってご機嫌斜めなお嬢様 にそういつまでも関わって はいられない。というわ
けで、口 うるさい 小鬼のいぬ 間に魂の洗 濯、とばか りに俺はこ こ 、
「鋼色の憂 鬱亭」に
やっ てきた。
明日からはまた 忙しくなる。

何 せ俺の愛船、ラグタイム・ ウルフ号ときたら、そらも うひどい有様だったのだ。 ス
タンド・アロン で動いていたサブ電脳以外 の電子部品は全て焼き付 いちまっていたし、
船体はそこら中黒こげで穴 ぼこだらけ。何かにぶつか りまくったらしくてあの頑 丈なフ

レームまでも がガタガタで、最大の自慢 だった大出力陽電子砲は台 座しか残ってなかっ
た。エンジンもよほどひど い使い方をされたらしく 、応急修理ぐらいではもう どうにも
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ならない。本格的なオーバ ーホールに出さないと。と にかく金がかかる。

義体は新調 するしかなかったが、船の 方は、フレームとエンジン だけはプロの修理工
に頼むとしても、他の部 分は何とかありあわせの部 品で当座をしのがねばな らない。さ

すがに新品 の船を買えるほどの余裕 まではないのだ。やれやれ 。また明日からジャンク
屋巡りだ。良い出物が ありゃあいいんだが。この ボディ用のアーマーも買わ なくちゃな

らないし 、色々と出費がかさむ。こ の分ではどうやらまたすぐ に借金生活に逆戻りする
ことになりそうだぜ 。

年代物 のワークステーションから ケーブルを引き出し自分の インターフェースに接続
すると、だがそう いった厄介な現実は意識の 裏側に後退してゆく。代わ りに懐かしい、

ほろ 苦い風景が浮かび上がって くる。
俺はいつもの微 睡みにゆっくりと浸る。そ してやがて、いつものとお りの物思いに辿

り つくのだ。様々な風景が浮 かんでは通り過ぎてゆくが 、考えることは常に同じ。 果た
して俺は、生き ているのだろうか──
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