


本日の装備は虫取り網

　絶え間なく続く地響きが足元から這い上がってくるかのごとく体中を伝って全身をしびれさ

せる。

　かなりの距離があるにもかかわらず視界の端を占領するそれは複数体の巨大ロボット。

　彼らは未だ戦闘のさなかだ。ときおりビーム砲の流れ弾が近くに被弾する。

「ヘッタクソー」

　命拾いしたものの、生き残ったゆえに恐怖が生じる。それを大声で悪態をつくことで振り払っ

た男たちは、耐熱性のパワードスーツを操作して目的の遂行へと戻る。

　工場内で装着する補助的なパワーアシストスーツではなく、戦場用に開発されたパワードスー

ツは乗り込むタイプのものだ。とはいえ彼らは戦闘員ではない。戦闘が終了したあとに瓦礫を片

付けることが本職だ。だから本来であれば戦闘中に外に出ることはない。だが今の彼らにはある

目的があった。そのために班長とその部下四人はパワードスーツ内でサーモグラフィーを駆使し

ている。

「あ！」

　隊員の一人が思わずといった感じに声をあげた。

「いたか？」

「はい、見つけました。十時の方向、そのドラム缶の後ろです」

「よし。逃げられないようにそーっと近づくぞ。包囲網を崩すなよ」

「あいさー」

　そうっとそうっと。

　それぞれが自身に言い聞かせるように心のなかで呟きながら近づいていく。

　彼らの手には通常のものよりやや大型の虫取り網。

「今だっ」

　ちょうどいい位置に立っていた隊員の一人がエイヤと虫取り網を振り下ろす。

　しかしあっさりとかわされて逃げられてしまった。とはいえ逃げた先には別の隊員が控えて

おり、再びエイヤと虫取り網を振り下ろす。だがこれまたするりとかわされる。しかもその隊員

は勢い余ってたたらを踏み、瓦礫に足を取られてすっ転ぶしまつだ。

「ニャア」

「ニャーじゃない。遊んでいるんじゃないんだぞ」

「そうそう。ここは危ないんだから早く戻ってこいって」

「ほーら、子猫ー、この網の中に入っておいでー」

　隊員の一人がやけくそぎみに虫取り網の先で子猫をチョンチョンとつついた。もちろん子猫は

猫パンチを繰り出すだけでおとなしく網の中に飛び込んだりはしない。

「さすがにそれはないだろう」

「いや、俺も本気でやってるわけじゃなくて、もしかしたら面白がって入ってこないかなーっ

てちょっと思ったんだけなんだけどさ」



　ちょっと恥ずかしそうなその声音に、他の隊員たちは揃って「お前本気だっただろう」と思っ

たものの口には出さなかった。というよりも、虫取り網で遊ぶことに飽きた子猫が走り去って行

こうとしたからそれどころではなかったのだ。

「あ、こら、待て」

　再び鬼ごっこが始まる。

　ジグサグに走り回る子猫。ドタバタと土煙を上げながら子猫を追う男たち。

　ときおり破壊されたロボットの破片が飛んできたりもする戦場のただ中にあって、どうしたこ

とか彼らには全く被害は出ていなかった。

　少し前までいた場所に金属片が突き刺さったり、子猫を捕まえようと屈んだ頭上をビームが

かすったりして奇跡的と言っていいくらいに被害を逃れている。

　ようやく子猫が立ち止まる。かと思えば、のんきに後ろ足で首のあたりを掻いてから、前足で

顔を洗い始めた。

　それを見た男たちは脱力したようにその場にうずくまった。

　班長がパワードスーツのハッチを開ける。

「お前というやつは……」
　無精髭の生えた顎を指先で掻きながら、班長は苦笑いを浮かべた。

　するとなにを思ったのか、子猫は自らパワードスーツを駆け上るようにして班長の膝の上にや

ってくると、丸くなって眠りはじめた。

　隊員たちのあいだになんともいえない空気が流れる。

　一番最初に我に返った班長は、逃げられないうちにと慌ててハッチを閉めた。そしてようやく

安堵のため息を盛大にこぼしたのだった。

「さて、それじゃ引き上げるとするか」

　班長の声に隊員たちは立ち上がって自分たちの待機部屋へ戻ろうとした。

　ここは大きなビルの裏側なので戦況はよくわからない。隊員たちはそれぞれ手分けして状況を

把握するべく情報を収集する。

　どうやら戦闘は終了しているようだった。であればこれから片付けに入らないといけない。

　ぐるりとビルを迂回した隊員たちはそこで動きを止めた。

「あの……班長？」
「それ以上言うな。わかってる」

　彼らの視線の先。そこでは彼らの待機部屋一帯が炎に包まれていた。

　どうやら投げ飛ばされるかどうかした敵ロボットがここに落ちて爆発したらしい。

　班長は自分の腹のあたりを見下ろした。膝の上だと落としてしまう可能性が高かったため、子

猫は上着の中に入れている。嫌がるかと思ったがおとなしく寝てくれて助かった。

　上着の上から子猫を起こさないようにそっと撫でる。

「命の恩人だな。お前、班長補佐になるか？」

　クッと笑いながらそうこぼした班長は、ぐっと顔をあげると気持ちを切り替えて前に向き直る

。



「消火ロボはどうだ？　動きそうか？」

「はい、全機無事です。信号はすべて正常です」

「だったら出動させろ。消火優先だ。瓦礫撤去ロボもチェックを終えたものから順に出していけ

」

　さてここからが彼らの任務の開始だ。隊員たちは一瞬にして顔つきを仕事モードに切り替えて

キビキビと動き始める。

　班長はもう一度お腹のあたりにある温もりをひと撫でしてから隊員たちに合流した。

 



本日の装備は注射器

　コンクリートの床の上を規則正しい靴音が移動する。

　追従するのはゴム製の履帯が走る音。

　軍靴を履いているのは白衣を羽織った女性の軍医だった。栗色の髪をきっちりとまとめて結い

あげている。白衣の下には男性と同じ軍服を身に着けているのだが、胸元は大きく開けられてお

り谷間が惜しげも無くさらされていた。

　向かう先から微かに怒声が聞こえてくる。それは彼女が歩を進めるたびに徐々に大きくなっ

ていった。

　彼女は呆れた顔をしてついため息をこぼしてしまう。それはよくある現象だったからだ。

「まだやってるのね」

　独り言ちて肩をすくめた。そのあいだも歩調はいっさい乱れず規則正しいリズムで靴音を刻む

。

　たどり着いた先は格納庫。

　怒声を放つ主はそこにいた。

　野太い声が格納庫中に響く。

「だから俺が行くって言ってるだろう！　いいからさっさとハッチを開けろ！　俺のロボット《

こいつ》はまだ動く。砲弾だけ補給してくれればいい。早くしろっ」

　旧式の巨大人型ロボットの胸のあたり。操縦者《パイロット》が乗り込むためのハッチの手前

。そこでガタイのいい中年男性が整備兵に向かって怒鳴りつけていたのだ。

「おい！　なにやってるんだ。今そこで小僧っ子が戦ってるんだぞ。なんで子供に戦わせなきゃ

ならん。戦う必要があるなら俺が代わりに戦ってやる！　だから早く準備しろって言ってるだろ

うが」

「ですからこちらも何度も言っているでしょう。曹長に出撃許可は出ていません。整備の邪魔で

すからおとなしく控え室《あちら》で待機していてください」

「こんなときに悠長に待機なんぞしてられっかっ。誰がなんと言おうと俺は今すぐ出るぞ」

　聞き分けの無い男——曹長のロボットの前に到着した彼女は、足を止めると腕を組んで顔を上

げた。胸元がさらに強調されてその場にいる男たちの視線を引き寄せる。

「あらあら、堂々と軍規違反宣言かしら？」

　彼女は、相変わらずの曹長に対してやや投げやり気味に声をかけた。この男が毎度毎度こうや

って駄々をこねるせいで、いつも彼女が呼び出されるのだから態度が投げやりになってしまうの

は当然のこと。このくらいは見逃してもらわないとストレスが溜まりすぎて肌荒れの原因になっ

てしまう。

「ああーん？」

　どこのならず者だと言いたくなるような口調で曹長が彼女の方へ顔を向けた。

「これはこれは軍医殿。このような場所へなにをしにこられましたかな？」

「もちろん血圧の上がった曹長に鎮静剤を投与しにですわ」



　そう言いながら彼女は連れてきたカートロボットに合図を送る。

　カートロボットは軽やかな声音で了解の旨を伝えると、指示された薬液の入ったカプセルと無

針注射器を取り出して彼女に手渡した。

　彼女は念のためカプセルの表面に記載されている薬品名をチェックしてから無針注射器にセッ

トする。

「さて、コレを打ち込まれたい？　それともおとなしく控え室に移動する？　どちらがいいか

しら」

　言いながら彼女はタラップをのぼって男のもとへと向かっていく。

「どっちもお断り」

「そういうわけにはいかないってわかっているでしょう。いい歳してみっともないことはしない

でちょうだい。って、何度も言わせないで」

「はん、ガキに戦わせるような腑抜けになるくらいなら、みっともなかろうがなんだろうがかま

わないさ。ってーこっちこそ言い飽きてるんだが？」

　ニヤリと挑発的な笑みを浮かべる曹長だが、軍医に——と言っても彼女限定だが——全敗して

いることは頭に残っていないらしい。

　曹長の目の前までたどり着いた彼女が再び腕を組んで見上げた。

　彼女は女性としては平均的な身長だが、曹長がなまじガタイがいいだけに小さく見えるほどだ

。もっともそれは体の見た目だけでしかなかったが。

「くだらない」

　一言で切り捨てて、彼女は盛大にため息をこぼした。

「軍医殿こそその挑発的な格好はなんとかしたほうがいいぞ。襲われても知らねえからな」

「コレは私のせいじゃないわ。ちゃんとサイズのあったものを申請してるのに配給してくれない

んだから、あるものを着るしかないじゃない？　そうするとボタンがとまらない。その結果がコ

レなだけ」

　そう言って自身の胸元をちらりと見下ろす。

　一応黒のタンクトップは着ているので胸をそのままさらしているわけではないが、軍服の上着

はボタンをとめるどころか胸の半ばほどしか届いていない状態だ。彼女より背の高い男性たちか

らすれば必然的に上から覗きこむような形になるので谷間が強調されてさらに刺激が増すようだ

。

　目の前の曹長も彼女の視線に釣られたように下がって胸元へと移る。同時にやや前かがみにな

ったところで彼女が動いた。

　素早く腕を伸ばしてあっというまに無針注射器を曹長の首にあてると、すかさず鎮静剤を投与

する。

「あっ、汚ねぇぞ」

「失礼ね。毎回似たような手に引っかかる曹長の助平根性が汚いだけでしょう」

「男なんだからあたりまえだろう」

　彼女はふっと鼻で笑った。



「おとなしくなさいな。それともあなたの嫌いな『上官命令』を出してあげましょうか？」

　彼女はただの軍医ではなかった。その地位は医務局長とも軍医総監とも呼ばれる立場にある。

それは軍医の最高位を意味し、かつ少将ときに中将相当に扱われるほどの階級であった。

　まだ三十代半ばの彼女には本来であれば到底ありえない地位だ。

　だが長引く戦争によって上が消えていき、さらにはこの目の前の曹長の暴走をおさえこむため

の切り札的に与えられたものだ。しょせん軍医。そういう侮りが背後にあるからこその特例で

もあったが、彼女にしてみれば、どうせ同じ扱いを受けるならもらえるものはもらっておこうと

いうだけの話で、めったにその地位を利用することはなかった。その地位をここであえてかざし

てあげましょうかと言っているのだ。

　口ごもる曹長に見せびらかすように、空になった無針注射器をひらひらと顔の横で振る。

「それとももっと強烈なものを打ってあげましょうか？　そうするとあなたの大好きな時間に起

きれなくなるわよ」

　大好きな時間。その一言に曹長は反応した。

「いつだ？」

「そうねぇ、今打った鎮静剤が切れるころかしら」

　してやったりと言った感じで彼女が片頬笑む。

　ようやく反抗的な態度をおさめた曹長に、彼女はひとつうなずいた。

「あなたが手間をかけさせたりしなければ、それに間に合うように整備兵も動けるの。肝心なと

きに役立たずと呼ばれないように、少しは頭を冷やしてまわりも見れるようになることね」

　曹長の言っていることがすべて間違っているとは思わない。

　けれど理想だけでは今この時を生き抜くことすらできないのだ。

　だからこそ彼女自身もこうやって偉そうにいえるだけのなにがあるわけではないが、あえて自

分より年上の曹長にも必要があれば命じる。そうしなければならない地位に祭りあげられている

のだと自覚したうえで、自らそれを受け入れているからこそ、影でなにを言われようとも胸を張

って顔を上げてココに立ち続けているのだ。

「さあ、邪魔者は退場してもらいましょうか」

　彼女がタラップをおりるのと入れ替わって、一体の人型ロボットが曹長のところへ行く。曹長

が乗り込もうとしていたロボットと同じ型の旧式だ。この格納庫は旧式ロボット専用だった。

　ロボットを操縦している軍曹は、両の手のひらを上に向けて横に重ねると、そっと曹長の前に

差し出した。

「曹長、体が動くうちにここに乗ってください」

　曹長専用の鎮静剤には、時間差で効いてくる睡眠薬もはいっていることはすでに周知の事実だ

。そろそろその睡眠効果があらわれてくる頃合いだということは曹長本人も自覚しているはず。

　それでも素直になりきれない困った大人である曹長は、すぐには動かなかった。

　トドメとばかりに彼女が横から口を挟む。

「十数えるうちに移動しなかったら、かまわないからつまんで持っていっちゃいなさい」

　それはいつ力加減を間違って握りつぶしてしまうかわからない方法で人間を運べということ。



　さすがにぎょっとした顔をして、曹長はようやく重い腰を上げた。

「怖ぇ女」

　ぼそっとつぶやいたその一言はしっかりと彼女の耳に届いた。

　いっきに周囲の温度が下がった気がする。

「お望みなら、ついでにそのタマ踏みつぶしてあげてもいいのよ？」

　突き刺さる視線に震え上がったのは曹長だけではなかった。その場にいた男たちが震えなが

らいっせいに手で股間を防御する。

　その凛とした立ち姿と、冷ややかな視線。

　一部の者から影で「女王様」と呼ばれているのはこうした姿故だ。

　ただのお飾りではなく、事実軍医のトップにいるのだと思わせるその覇気が彼女自身を守って

いる。

　彼女は今日もカートロボットを従えて、胸を張ってまっすぐに前を向く。

「くだらない事を言ってるとタマ踏み潰すわよ」

　彼女の本当の装備品は、その精神。

　軍医総監である彼女の装備は覇気、時々注射器。

 



本日の装備はウエス

　夜も更けて皆がねぐらへと帰っていくなか、二十歳そこそこのまだ若い整備兵がひとり、ウエ

スを手にして巨大人型ロボットのそばに立っていた。

　戦いを終えて汚れているロボットをそのウエスでせっせと磨いていたのだ。

「おい、帰らないのか？　明日もまた未明から忙しくなるんだからおまえもさっさと帰って休

めよ」

　同じ格納庫を担当している整備兵でひげもじゃの四十代後半の男が声をかけた。青年の上司と

いうわけではなくただの仲間であり同僚でしかないが、歳は離れていても同じ立場の仕事仲間だ

からこそこうした声掛けは平素からあたりまえにおこなわれていた。

　この男のほかにも、五十代前半の前髪だけが白髪になった男と、三十代後半のスキンヘッドの

男が、青年が立っているところまで足を運ぶ。

「そうやって磨いたって明日にはまた汚れるぞ」

「そうそう。動きに支障がない汚れは放っておけよ。油だけちゃんとさしとけばいいから。ただ

でさえおまえは細いんだから余計な体力使うと倒れるぞ」

　青年以外はがっしりとした体格をしており力もある。対して青年はほっそりとしていていかに

も筋肉に乏しそうだ。

　これはなにも青年だけに限らない。このくらいの年齢より下のものはだいたいにおいて筋肉が

少ない。

　戦争が始まったせいで成長期に運動らしい運動ができなかったことと、食料がじゅうぶんに与

えられなかったせいでもある。否、必要最小限の食事しか与えられなかったからというべきか。

とにかく間食などはしたくてもできなかったので肥満児は一掃されたといえるほどに減少した。

食べ過ぎが原因ではない肥満者が多少存在しているくらいだ。

　そんなガタイのいい男たちが青年のところに集まると、その中の五十代と三十代の男が両側か

ら挟むようにして青年と肩を組む。

「ほら、寝れそうにないなら俺たちがつきあってやるから、食堂にでも行って酒でも飲むか？」

「だいたいどうしてこんなロボットをピカピカにしようと思ったんだ？」

「え？　だってアニメに出てくるロボットは綺麗じゃないですか」

　アニメとは教材用のアニメのことで、昔の娯楽アニメとは異なり、戦術や戦略、さらには整備

のための教材としても用いられているアニメのことだ。

　青年の答えを聞いた男たちは一瞬目を丸くした。次いで弾けたように笑いだす。

「そりゃそうだろう」

「あれはアニメだから手間を省いているだけだ。いちいち汚れをつけるのは面倒だろう」

「それに見栄えも悪いしなー」

　口々に青年の答えを否定する言葉が出てきた。青年はややむっとした表情をした。

「でも綺麗にしていたら汚さなくなるかもしれないじゃないですか」

「それもないな。むしろそんなことに気が散っているようじゃああっというまに敵にやられるだ



ろう」

「まったくだ。それに昔からよく言うだろう、新車よりも中古車を運転するほうが事故らないし

傷もつけにくいって」

「どうしてですか？」

「知らないのか？　新車を運転すると、新車なんだから傷をつけちゃいけない汚しちゃいけない

っていう緊張から体がかたくなって、ますますぶつけてしまうようになるんだとよ。だが最初っ

からボロボロの車だと、ぶつけたとしてももともとボロいから今更って思うせいで、逆にリラッ

クスして運転できるからかえって事故らないんだとさ」

「へえ、そんな現象が起きるんですねー。でもそれは自費で直さなきゃいけないからじゃないで

すか？」

　納得がいかない青年がこぼすつぶやきに男たちが揃ってうなった。

　たしかに今は戦争中で、このロボットは兵器だ。傷をつけたり壊したりしたところで自費で直

すなんてことはない。そもそも金を持っているものなどいないのでなおさら不可能なことである

。彼らはロボットの整備をする仕事をしているが、兵として従軍しているだけで給与などはもら

っていない。与えられているのは仕事と衣食住だけだ。今や国民すべてがなんらかの形で従軍し

ており、民間人などといった存在はいない。赤子ですら生まれた直後には適性検査を受けていず

れかの場所へ振り分けられるのだ。

　そうした環境で育った青年は、男たちの言葉がどうしても理解できないようだった。男たちと

は別の意味でうなり声をあげる。

「うぅーん、やっぱりよくわからないです。壊れてもいいと思っていたら、あいつらなら平気で

爆弾持って体当たり仕掛けそうですし」

　青年はまだ若いゆえにパイロットの子供たちと歳が近い。幸いと言っていいのか青年は適性検

査の結果から整備関係の部隊に回されて教育を受けてきたが、もしかしたらパイロットに選ばれ

ていたかもしれないのだ。どういった教育が施されるのか、男たちに比べて感覚的に理解できて

いる部分もある。そんな青年の言葉は、男たちに重く響いた。

「すまん」

　最初に声をかけた四十代の男が青年に向かって頭を下げた。

「いきなりどうしたんですか？」

「俺らが不甲斐なかったばっかりに、おまえらのような若いやつに戦争以外の世界を見せてやれ

なかった」

「俺たちは機械の整備のことしかわからねえ。毎日生きてくだけで精一杯で、ただ会社行って働

いてた。気づいたときには戦争が始まってて、整備兵としてここに従軍させられて、今度はここ

で働くだけでいっぱいいっぱいだ。戦争を止めるどころか終わらせることもできねえでただここ

にいる」

「ほんと、すまない」

　男たちは青年に向かってもう一度頭を下げた。

「そんなことしなくていいですよー。それに戦争が終わったら俺たちやることなくなりますし。



なにせ俺は整備のことしか教わらなかったし、パイロットはロボットを操縦して敵を倒すことし

か知らない。あいつらなんてほんと小さい頃からずっとゲームで戦わされていたから、この戦争

もゲームでしかないですし、それ以外の生き方を知らないんですよ」

　青年はロボットに手を伸ばしてポンポンと軽く叩いた。

「このロボットはパイロットのあいつらにとってはゲーム機であり、自分の部屋みたいなものな

んです」

　コクピットの中にお気に入りの私物を持ち込んでいるパイロットもいる。ぬいぐるみだったり

、造花だったり、キャラクターカードだったり。

「とりあえずパイロットだってロボットが汚れているよりは綺麗なほうがちゃんと整備している

ように見えて喜ばれると思いますし、できる範囲でがんばりますよ」

「そうか。まあ、それも一理あるな」

「明日は日の出と同時に作戦開始だ。タイムリミットはそこから逆算すればわかるだろう。タイ

ムリミットまでは好きにしろ」

「ありがとうございます」

　青年が破顔して再びウエスを使ってロボットを磨き始めた。

　パイロットたちのことをときおりあいつらと呼ぶ青年。

　男たちにとっては「パイロットの子供たち」という認識でしかなく、交流もない。しかし青年

の年齢から考えるともしかしたらあのロボットのパイロットは弟か妹かもしれないのだ。

　そしてロボットは車ではない。

　移動や運搬が目的の乗り物ではない。

　青年が今磨いているロボットは戦争に使われる兵器で、パイロットにとってはもしかしたら棺

桶になるかもしれないものなのだ。

　男たちよりも青年のほうが現実を理解していた。ありのままの姿をその瞳に写していたのだ。

　男たちは辛そうに顔をしかめてほんの少しのあいだ青年がロボットを磨くようすを見ていたが

、やがて無言でそれぞれのねぐらへと帰っていった。

　明日の作戦が終わってロボットが戻ってきたら、男たちもウエスを手にパイロットとロボット

をねぎらいながら磨いてやろうと、心のなかで決意しながら眠りにつく。

　明けて翌日。一部の整備兵の装備は、メンテナンスツールのちウエス。

　それはやがて全整備兵のあいだに広まっていった。
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