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“BLAM! Solarbot busts right out of Der Maestro’s chest dock! He’s laying down the power
chords like a kickin’ nine-string bass line. And the baddie joins in the ballad with this funky
howl, like, ‘UWAAAAGH!’”
“Nice… Now, which one of these buttons do I press to reduce your volume?”
New York’s most fashionable leisure club, Dancitron, was constant host to movie stars, wealthy
socialites… even President Colton himself had inspected its premises. Only the elite among
the elite even attempted entrance, and then still half of those were turned away at the doors. Yet
on that night, the eyes of every partygoer there were focused on two guests who had the entire
VIP lounge to themselves. It wasn’t that the two visitors insisted on privacy as they chatted
with drinks in hands. It was more that, since they were each a good thirty feet tall, the human
clientele seemed shy about approaching the pair. Since defending Earth against the attacks of
the insidious Autobots, Soundwave and Blitzwing had become instant celebrities, and the first
Transformers invited to the exclusive venue. Soundwave chuckled inwardly as the humans,
still keeping their distance, would pull cell phones from their pockets and take photograph after
photograph of himself and his fellow Decepticon drinking partner. He knew that somewhere
Ravage was frantically tagging each image that appeared on Spacebog, and inserting comments
like only he could.
“I kid you not, Blitz! The ‘Bots take one more look at Sunny, then start playin’ their outro at
double the tempo!”
As Soundwave noisily recalled his recent adventures, he could have easily been mistaken for
overcharging on their specially-prepared energon cocktails. But Blitzwing, who listened goodnaturedly, knew that this was the self-proclaimed morale officer’s standard output level. That
said, he wasn’t sure Soundwave should be pouring the drinks directly into his chest dock, even
if he did lack a mouth.
“This dude could take on Optimus Prime mano al mano in one thrashin’ solo if he wanted…
But, nope! He asks Sir Soundwave here for help!”
“And what’d he want from you?”
“He says he wants to plug into my communications bay in data unit mode. Man, I was pumped!
I thought we were gonna go all gold shiny Super Seibertron mode and rock out a jam! Again,
nope. Turns out he just needs to tune into my stored data.”
Although slightly distracted by the human music that pulsed through the club, Blitzwing found
himself to be genuinely curious where this story was going. Given recent events, nothing would
surprise him.
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“Makes sense. You’re full of data, being a communications specialist and all. I mean, that’s
supposed to be your function.”
“You know I’m a morale officer, dude!”
“Your real function.”
Soundwave expressed a subtle frown through his faceplate. His employment status tended to be
a contentious subject.
“Yeah, yeah. Anyway, little guy gets to mixing around for a few cycles, and then I guess he
found something he was after. Said he was scoutin’ talent - a unit of six dudes with some kinda
organic implants instead of Embers!”
As a waiter wheeled two more barrels of energon over to them, Blitzwing silently contemplated
what could be going on around them. Until a few months ago, he and Soundwave had been
just your average giant robots fighting a war with other giant robots. It was something you got
accustomed to over the course of a few million stellar cycles. But these days, you couldn’t even
sit down and open up a good datatrax without an alert sounding about humans, dimensional
disturbances, or universal str—
“Why would a rad star like that wanna hang out with a buncha fishes, anyway?”
Blitzwing blinked, his thought process cut short.
“I… clearly don’t follow your sophisticated logic?”
“Blitz! Try to keep up with the jam session, here! Six, right? How many groups have six
members? Terrorcons? Five. Cold Slither? Four. Sure, an awesome four, but… Anyway, organic
parts, like animals? It’s so the ‘See-a-cons,’ dude!”
Although he was often right, Soundwave had a sort of “logic frequency” that you had to try to
tune into to understand, and the Earth slang and occasional malapropisms didn’t make it any
easier.
“You mean ‘Seacons,’ Soundwave. Doesn’t rhyme with ‘Vehicons.’ Didn’t you say they don’t
have Embers, though…? What about that other Earth that just showed up in orbit around
Cybertron? Maybe a different team from over there?
“Now you’re in my melody, man! That’s what I said!”
Soundwave poured another celebratory gulp of energon behind his chest door.
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“But, getta load of this. Slugfest is dead-set it’s a team of six cyborg alien invaders, or
something! Little dude will not let you tell him otherwise!”
“Heh. That’s cute. Where is he, anyway?”
Unusually, Soundwave’s menagerie of Recordicons seemed to be absent.
“Had to chill outside. The Metro-D of this place said he draws the line at Stegosauruses…”
The two friends continued to drink into the night as they enjoyed a short respite from the recent
turmoil.

On a distant, metal world located in the Gargent universal stream, a great gathering was taking
place. Hundreds of mechanoids who had until recently been in the throes of a civil war stood
solemnly, side-by-side with their former enemies and rivals. All remained silent, optics locked
on the leader standing at the dais of the platform before them. Looking across the crowd, the
bespectacled silver robot began to speak.
“Friends, it isn’t easy for me to bring this news to you. As many of you have become aware, the
dimensional flux that threatened to tear apart our world is returning.”
The onlookers let out a collective gasp, despite being all too aware of this dire turn of events.
Every one of them had noticed the persistent clipping, color distortion, time code anomalies…
To the left of the leader stood his supporter, a prominent politician of the world. To the right was
his once-rival, the head of the planet’s dissident faction. He showed only a grim expression on
his face, with none of his familiar theatrics. Having given the audience a moment to recover, the
leader continued:
“We were truly fortunate for the time given to us by the Beast Sage. If not for his actions, our
world would have already been lost. However, our analysis confirms that the power of his crest
is beginning to fade.”
Almost on command, the large, vaguely leonine-shaped sigil behind the leader flickered. Its
energies had faded over the course of the last few days, growing dimmer with each passing
hour. The light was projected from a mysterious pillar planted deep into the shimmering surface
of the planet. Even the most brilliant inhabitants could not deduce how it functioned - its effect
seemed far beyond what its inner workings were capable of producing.
“To make matters even worse, we’ve lost contact with the reinforcements we sent through
the Dimensional Interfacer. We can’t say exactly why, but Doctor Go’s science unit believes
that some sort of major dimensional shift has caused both the frequency interference and the
acceleration in dimensional flux here on our world. At this rate of decay, I’m afraid we may
only have a few solar cycles left.”
Overwhelmed by the sheer gravity of the situation, some of the onlookers with unvisored optics
began to shed tears. Several robots slumped to their knees, and those with articulated digits
clenched them in desperation.
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His face blank of emotion, the politician spoke up. “I can’t condone sending any more of our
numbers through the interfacer. Blindly attempting interdimensional transit without making
positive contact with the destination would be suicidal.”
“His judgment is correct. I’d say there’s only one course of action for us now.” The leader
resumed his speech. “That is for us to wait, and trust in our allies.”
“Wait, you say?!” The mechanoid occupying the right side of the stage seemed to have
finally burst some sort of a gasket. “My army may have declared a temporary truce with your
underlings, ‘leader.’ But do you really suggest that we follow you complacent civilians and
simply wait to perish?! Instead of doing nothing, we would be wise to carry out a full-scale
evacuation!”
Despite the provocation of his rival, the leader remained focused and calm. “I understand
your misgivings, and all of us are free to cope with the situation in our own way. But this isn’t
something that we can run from. It’s not about one planet or one faction. Our entire dimension
is at risk, and we need to face this together.”
The red and blue robot gave a grandiose roll of his eyes, but offered no further objection.
“We’ve made our move, and although we may be out of contact with them, nine of the finest
specialists gathered from all our teams are doing everything in their power to avert this crisis.
So, we will be doing something. Instead of spending these days in fear, we’ll trust in our
teammates, and know that they’re working on our behalf. Those of you with families or partners
should be together with your loved ones, and send your support to our teams in the Primax
universe.”
The crowd gave a murmur of approval interspersed with applause. Yet, despite the leader having
temporarily reassured the masses, his rival was all too aware of their desperate circumstances.
Cy-Kill knew the truth: The world of Gobotron was three days, seven hours, eighteen minutes,
and four seconds away from being swallowed into total dimensional collapse.
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DAY 3
**Diagnostic system enabled. Internal battery level: 34 percent. Prioritize energy
conservation.**
Standing together in the barren, arid field that had been designated as their rendezvous point, the
five explorers surveyed their surroundings. After their experiences on the chaotic dimensional
hub Axiom Nexus, they had every reason to be cautious. Plainly visible under the bright
morning sunlight, there was nothing protecting them from an assault by hostile inhabitants of
this world. Small Foot, one of the two female members of the team, cheerfully attempted to
break the tension.
“Well, this place doesn’t look so bad! Nice and open. Nobody trying to lock us in cages. I might
just like this Planet Utah!”
Path Finder, their team leader, corrected her. “Utah is just the name of this region, Small Foot.
The humans who live here call this world ‘Earth.’”
A taller, heavily built robot tilted his head quizzically. “Earth, again? Honestly, human names…
why not go for something patriotic, like ‘Peopletron,’ or something?”
Uninterested in small talk, Road Ranger surveyed the horizon for any signs of movement.
He hoped that their reinforcements had arrived safely. As a cyborg, he had no problem with
humans, and actually felt a closer connection with them than to the entirely mechanical beings
they had encountered in Axiom Nexus. However, the aerial view he had glimpsed of this
world’s human settlements appeared noticeably less advanced than the Earth of his universe.
Who knew what troubles they might encounter here?
Bad Boy interjected sourly. “Treds, you can all this place ‘Meatbag-land,’ for all I care! I just
wanna find out what it is that’s messin’ with our galaxy, fix it up, and then get gone!”
“I wish it were that simple, but all we know for now is that we’re on the right track. We’ll need
to make allies on this world.”
“Speaking of which, Path Finder… I’ve got three incoming.” Road Ranger eyed the horizon,
from where a trio of vehicles were approaching. While two appeared to be more or less
conventional Earth vehicles, leading the group was a more unusual form that hovered just above
the ground.
“If these guys pull out badges, I say we let ‘em have a face full of energy blasts. I ain’t goin’
back in a cell!” protested Bad Boy nervously.

6

“Don’t overheat yourself, kid. Nobody else knows we’re here. These are our guys.” Truth be
told, Treds was no stranger to a good fight, but he was stuck with the duty of keeping an eye
on their two former enemies among the team. Bug Bite was constantly running off somewhere,
and Bad Boy’s typical approach to diplomacy was trying to punch it in the face. Treds had
welcomed the prospect of a challenging mission, but this wasn’t his idea of one.
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As the three vehicles entered firing range, Small Foot’s eyes lit up.“There we go! My sensors
got a match on their energy signatures! It’s Admiral Man-O-War, Rest-Q and… Not sure about
the red guy.”
Relief could be heard in the usually stoic Path Finder’s voice. “Well done! Thank the Engineer.
We’re lucky to have the reinforcements.”
“Oh… great.” Treds couldn’t share the enthusiasm of the others, who probably hadn’t had the
dubious pleasure of serving in Man-O-War’s unit before.
The three vehicles halted before the team, and each transformed into robot mode. Having
presumably scanned new alternate modes to blend in with the mechanisms of this world, the
identities of these new members had not been apparent before transformation, but their familiar
faces revealed Small Foot’s scan to be correct.
“Attention! Gobots dimensional exploration team! I am sure I carry my clout before me, but for
those living 20,000 leagues into the deepest darkness, I am Admiral Man-O-War. Assemble for
briefing!”
As the five Gobots gathered, the boisterous officer glanced toward Path Finder. “Unit
Commander Path Finder… It’s been some time. You’re looking a little heavier than I
remembered.”
Path Finder gave an imperceptible smile. “I hardly recognized you, Man-O-War. Your new
coloration is unusually… festive. Good to see you again.”
This sort of banter was reserved for the handful of elites that Man-O-War regarded as equals. To
those below him, he showed an entirely different side.
“Yes, to be honest, I chose this mode hastily. When we lost contact with your team, we
assembled battle-ready reinforcements ASAP, expecting to undertake a search-and-rescue
mission. You all know Rest-Q, our medic?”
The white and red Gobot stepped forward from among the new members. “Hey, there. Glad to
see you guys are in good shape. Makes my job easier. Although while scanning those present
something comes to mind-- aren’t you missing a M’boblygrue?”
The other Gobots exchanged confused glances.
“You tryin’ to slip one past me? What’s that, a Guardian codeword?” Bad Boy was on edge,
probably due to being left as the sole representative of the Renegades in his group.
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“It’s Antillian, actually. This new body seems to be stirring up my old case of foreign vocoder
syndrome. I was trying to say you’re short a M’boblygrue… Uh, sorry. A member. Weren’t
there six of you?”
“Yeah, there were.” Treds answered reluctantly. “That little crackpot Bug Bite slipped away
while we were being held prisoner on Axiom Nexus. We managed to catch up to him here,
and he bailed on us again when we were shutting down for auto-repairs. All that talk about
teamwork and then--”
“Repeat, soldier! You’re telling me that you let loose a known criminal not once, but twice?!”
Man-O-War’s optics flashed a brighter shade of red. “Confirm! Who was responsible for
overseeing the Renegades on this mission?”
Treds knew right away where this was headed. “…I was.”
“What did you say?!”
He rephrased his answer. “I was, admiral…”
“Well Treds, what a surprise! You’re charged with one task, and you waste no time in fouling it
up! Path Finder, has this pitiful piston-locker been compromising your mission?”
Treds was seething with anger, but he held it in. As soon as Man-O-War’s name had been
mentioned, he had known what he was in for. He’d gone through cycles of this when he was
stationed in Man-O-War’s unit. Treds thought he had seen more actual combat experience than
the admiral… actually, he was sure of it. But Man-O-War had achieved promotion early in the
civil war, at a time when the Guardians were reinforcing their military against the insurgent
Renegades. Treds had been assigned to Man-O-War’s platoon, after which not a day had gone
by where he hadn’t been reminded of his perceived inferiority.
“In all respect, no one could have anticipated what happened on our way to this planet,”
reasoned Path Finder cool-headedly. “The absence of our scientist is a problem, but I’d like to
focus on moving forward with our mission.”
“You’ve got that right,” agreed Road Ranger. “I don’t know how bad things have gotten on
Gobotron, but I know there’s no time to cry over spilled energy.”
“Although our original objective was to infiltrate the Autobot and Decepticon teams of this
world,” continued Path Finder. “Our imprisonment in transit cost us valuable time, as did the
string of natural disasters that occurred after our arrival here. At this point, I feel a more direct
approach is warranted.”
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Man-O-War paused for a moment, glaring at Path Finder. “Your suggestion, unit commander,
is that we go knocking on the door of these alien robots?! How well did that work on the last
planet you visited?”
Small Foot would have had an easier time bearing Man-O-War’s condescension if it had been
directed at her. She was used to receiving warnings from superior officers for straying from
orders, but hearing a respected teammate being berated simply for being right was nearly
intolerable. “Maybe you should listen to someone for a change, Admiral? We’ve been doing our
homework on this world, and the Autobots here are heroes. They helped the humans when it
seemed like this planet was going to tear itself apart, and I think they’ll help us. We just need to
figure out how to reach them…”
“Ahem… Ahem!”
The unidentified third robot cleared his vocal unit conspicuously. “I believe this calls for the
services of… The Buggyman?!”
Having finally introduced himself, the Gobot known as Buggyman extended his palm with
a dramatic flourish. Over it hovered a small, buzzing drone, apparently summoned from his
subspace storage.
“And let me introduce my darling pet, R-Navi! Oh, such fun we shall all have together!” He
punctuated this assertion by opening his faceplate, revealing a mouth lined with beast-like
mandibles spread into an unnerving grin.
“I don’t think I’ve had the... pleasure.” Path Finder was the one to break the silence. “I take it
you’re a drone engineer? The design of your ‘pet’ is certainly unique.”
Buggyman let out a shrill giggle, apparently thrilled with the compliment. Clearly, the reason
Small Foot hadn’t been able to identify his energy signature was because he hailed from the
opposing team. While the Renegades were largely made up of born soldiers and combatants, it
also had a handful of genuine crazies who used the rebellion simply as a license to act on their
bizarre whims. Path Finder couldn’t yet rule out the latter.
“The Buggyman is master of not just insects... I have metal maggots, turbo-worms, and botspiders, too... You will love them!”
Path Finder shuddered involuntarily, Truth be told, she had an aversion to all manner of bugs.
Her professional image, however, always came first, and she masked revulsion with her
faceplate.
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Road Ranger, on the other hand, seemed curious about the new addition, and peered at his face
as he took a few steps closer. “Hey, let me ask you something... ‘Buggyman’. You’re actually
just Bug Bite, right? Y’know, the Renegade with ‘bug’ in his name? Likes to change bodies a
lot? Just happened to run off a few days ago? How about you man up instead of pulling the old
‘running from your own exhaust emission’ trick?”
“Nah, he’s the real thing,” vouched Bad Boy. “Creep ain’t no buddy of mine, though.”
Small Foot hadn’t recognized Buggyman’s new vehicle mode, but his face had brought back an
immediate recollection. “Hope he’s not supposed to be muscle, because last time I ran into this
weirdo, it took me about two nanoclicks to mop the floor with him. If he tries anything funny,
watch me snap off one of those gimmicky fangs and...”
Man-O-War glanced up wearily from the datapad he had been examining. “That will be quite
enough, Ensign Small Foot. Buggyman is here as our navigator. Now, make haste and show
them your sole redeeming feature.”
“Hmph! The Buggyman is The Buggyman! And he is not here to bicker with boxy tomboys!”
Seeming to echo Buggyman’s irritation, his drone buzzed about loudly in midair. “Now, as
I was about to explain before being so rudely interrupted... these little beauties of mine have
surveyed the surrounding regions, and will tell me just the right course to the stronghold of the
Autobots. May I, Admiral?”
“We’re all waiting.”
Settling again on his hand, Buggyman’s drone projected a holographic terrain map in the air
before him.
“The Buggyman suggests that we travel north through a lightly-populated agricultural region,
which human markers seem to refer to as being in a ‘state of potato.’ If by land, the journey will
require just one solar cycle. Quick and painless!”
Path Finder had heard everything she needed to make her decision. “One day, with low risk of
conflict? That’ll do. Bad Boy and I can make it there even earlier if we take to the air with our
vehicle modes.”
His patience drawing thin, Man-O-War decided there was no point in overturning Path Finder’s
orders. Buggyman’s findings seemed to match the data he had gathered. “Well, then! If the lot
of you are so intent on begging these ‘auto-bots’ for help, I suppose I’ll have no luck convincing
you otherwise. However, as leader, my diplomatic expertise will be required in the advance
aerial unit.”
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Actually, he was most concerned with avoiding any more excessively dusty Earth roads. He
looked towards his former subordinate. “That means you’ll be the one in charge of the ground
team’s safety, Treds. You sure the perilous wilds of Potato won’t be too much for you?”
“I’ll get them to the Autobot base safely, or I’ll turn in my Guardian badge.”
Man-O-War flashed an ominous grin. “I’ll hold you to that, soldier.”
“Okay then, looks like it’s time to hit the road!” As Small Foot transformed into truck mode
and prepared to move out, Path Finder contemplated for a moment whether splitting with the
majority of her team to hurry ahead was a sound decision. However, every precious minute
saved could be the difference between success and failure for the mission. She had not
anticipated the danger that lay in wait. Or that at this very moment they were being watched.
Warm sunlight streamed down from a patch of clear sky to the northeast. Their journey would
begin at noon.

To be continued...
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SPATIOTEMPORAL CHALLENGERS
「超時空の挑戦者」
第１章：サンライズ
ストーリー
アンドリ
ュー・ホール
ストーリー  
HYDRA

イラスト   坂本ハヤト
「マエストロのチェスト・ドックからソーラーボットがドカンと飛び出した！まるでベー
スを弾くかのように弦をはじく！そしてこのワルはウウゥワォォ！イカしたシャウトとと
もにバラードに参加するっ！」
「なるほど・・・で、君の音量ボタンはいったいどこにあるのかな？」
ダンシトロンは、ハリウッド・スターから有名セレブ、果てはコルトン大統領までが通
い詰めるニューヨーク一の高級クラブだ。エリートの中のエリートでもなければ、誰も入
ろうなんて夢にも見ないし、いざ入店を試みる人もその半数は門前払いを受けてしまう。
しかしその夜は、クラブにいた誰もがＶＩＰフロアを独占する二人の客に注目していた。
ちなみに彼らが飲み物片手にたわいもない会話を交わしつつその場を二人占めしていたの
は、決してプライバシーを要求していたからではない。他の客がただ、体長約６メートル
の彼らの巨大な体躯を前に、気安く近づけずにいたのだ。狡猾なオートボットを撃退し、
見事地球を防衛したサウンドウェーブとブリッツウィングは、一躍有名人となり、ダンシ
トロンはついに彼らを初めてのトランスフォーマーの客として招待したのだ。サウンドウ
ェーブは人間達が、距離を保ちつつも携帯電話を取り出し恐る恐る自分とブリッツウィン
グの写真を何枚と撮る様子に、心の中でほくそ笑んだ。どこかでラヴィッジが、スペース
ボグに載るそれらの写真を見て騒ぐ様子が容易に目に浮かんだからだ。
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「俺は本気だぜブリッツ！オートボットの野郎ども、もう一度サニーに触れてみろ、一気
にフィナーレまでぶっ飛ばしてやるぜ！」
サウンドウェーブが騒々しく武勇伝を語る様は、特製エネルゴン・カクテルの飲みすぎ
で酔っているようにしか見えなかった。しかし、快くサウンドウェーブの話を聞いていた
ブリッツウィングには、自称「応援団」の彼がほとんどしらふに近い状態であることが分
かっていた。かといって、口がないからと胸部に直接エネルゴンを流し込むサウンドウェ
ーブを見て少し心配もしていた。
「コイツなら本当はオプティマスプライムだって拳と拳で語り合える・・・それもソロで
だ！けどそうはしなかった！このサウンドウェーブ様に助けを求めてきたってワケよ！」
「で・・・彼は何を求めていたんだ？」
「俺の通信・ハブにカセット形態で接続したかったんだってよ！いやー驚いたぜ、金ピカ
のサイバトロン形態でロックに身を任せるのかと思ってたんだけどよー。どうやらただ俺
のデータをちょいと確認したかっただけらしい。」
「なるほど。確かに君にはこれでもかというぐらいデータが詰まってるね。さすがは通信
のスペシャリスト！通信員の面目躍如と言ったところかな？」
「通信担当官〜～？だから言っただろ？俺はな、ディセプティコンの応援団長だってよ！」
「はいはい」
サウンドウェーブの表情（と言っても顔はほとんどマスクであるが）にささやかな不満
が募った。どうやら彼にとっては自分の役職が「応援団長」であることに強いこだわりが
あるようだ。
「相変わらずノリが悪いなー。とにかく、アイツしばらく漁ってたんだけどよ、ついにお
目当てのものを見つけたみたいで。人を探してたんだってさ、それもエンバーの代わりに
ナントカっていう生体パーツを積んでる６人組！」
ウェイターがエネルゴン樽を新たに二つほど彼らに運ぶ様子をしり目に、ブリッツウィン
グは静かに自分達の近況を振り返っていた。たった数か月前まで、彼とサウンドウェーブ
はどこにでもいるような巨大ロボット戦士だった。数億ステラ—―サイクルも戦い続けてい
ると、事実それがなんでもないことのように感じられる。しかし今は、人間の緊急信号や
異次元干渉などなしに落ち着いてデータ・トラックを開くことも—―
「しかしだ、なんで彼みたいなイケてるやつが魚どもなんかとつるみたいのかねぇ？」
思考を中断させられ、ブリッツウィングは瞬きをした。（※３）
「悪い・・・何の話かさっぱりなんだが？」
「おいおいブリッツ！俺のセッションに乗りおくれんなよ！６人組、だろ？６人組の部隊
なんてそんないないぜ！テラーコン？５人だね。コールド・スリザー？４人だ。確かにイ
カした４人だけれども・・・。ともかく、動物みたいな生体パーツとくりゃ、アイツら、
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ほら、シーコンの奴らに決まってる！！」
サウンドウェーブの発言は的確ではある。しかし彼自身の「周波数」とでも言うべきに独
自の調子に加え、地球で覚えたらしいスラング、そして少し間違った言葉づかいのせいで、
彼との対話には気苦労が絶えない。
．
「シーコンズ な。ビーコンじゃないんだから…しかし君さっきエンバーが無いとか言って
なかったか？サイバトロン星の衛星上に現れたっていうもう一つの地球、あれはどうだ？
あそこからの部隊である可能性は？」
「やっと俺のメロディを感じ取ってくれたか！俺もそう思ったんだよ！」
サウンドウェーブはもう一杯分エネルゴンを自分の胸部に注ぎ込んだ。
「だけどよ、聞いてくれよ。スラッグフェストは６人のサイボーグ宇宙人か何かだとか言
って譲らないんだぜ！アイツ、それ以外の可能性なんて全く頭にねぇのさ」
「威勢がいいじゃないか。ちなみに、彼は今どこにいるんだ？」
珍しくサウンドウェーブの率いるレコーディコン達は彼の回りにいなかった。
「中に入れてもらえなかったんだよ。ここのマスターがさ、他は目をつぶるから恐竜は勘
弁してくれだとよ。」
二人は、たわいもない話をつづけながら夜が更けるまで飲み続けた。
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ガージェント世界線の何処か、遠く離れた機械の星にて開かれていたかつてない規模の集
会。つい最近までは紛争の真っただ中にいた何百ものメカノイド達が、敵も味方も関係な
く集まっていた。静けさに包まれた会場で、皆の目は台上のリーダーに向けられていた。
辺りを見回し、ゴーグルをかけたその銀色のロボットが口を開く。
「同胞よ。言い辛いことだが、以前、私達の世界を破滅の危機に陥れる要因となった次元
の歪みが、再び発現した。」
観衆は皆はっと息をのむ。大部分の者はあらかじめその凶報を感じ取っていたにもかかわ
らずである。昨今の時空の断裂、色調の異常、世界線の変動などは誰の目にも明らかであ
った。
リーダーの左には彼の支持者である有力な政治家が立っていた。右には惑星の反体制勢力
を率いる彼の過去のライバル。その表情は堅く、普段の芝居がかった様子はない。観衆が
落ち着くまで数秒待ったのち、リーダーは続ける。
「聖獣人によってもたらされた時間には大いに助けられた。彼がいなければ、私達の世界
はすでに滅んでいただろう。しかし、聖なる紋章に力はそれほど残されてはいないことが
判明した。」
彼の後ろで、一見猛る獅子にも見える印が、惑星の地表奥深くまで刺さる柱から光を発し
続けていた。光は印が刻まれた当時よりも日に日に弱くなっていたことはたしかであった。
「さらに不幸なことに、次元インタフェースを通して派遣した援軍との連絡も取れなくな
ってしまった。理由は明確にはわかってはいない…が、ゴー博士率いる科学班の推測によ
ると、大規模の次元の転換が電波妨害及び次元の歪みを引き起こしている、とのことらし
い。この調子だと、私達にはおそらく数日しか猶予が残されていないであろう。
事態の余りの深刻さに、アイバイザーを装着していない一部の観衆は泣き出す者。膝から
崩れ落ちる者も多数おり、多指型のマニピュレータを持つ者はそれをまるで拳のように握
りしめた。
感情の読めない表情のまま、政治家が口を開く。
「インタフェースにこれ以上同胞を送り込むことは看過できない。成功を確認することも
出来ていないのに、次元間の移動を再び試みることはただの自殺行為だ。」
「彼の言う通りである。こうなった以上、我々に残された道は一つ。」
スピーチを再開するリーダー。
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「仲間を信じ、待ち続けることだ。」
「待つ、だって！？」
ステージの右側に立っていたメカノイドは、ついに堪忍袋の尾が切れたのか、癇癪を起し
ていた。
「我が軍は確かに貴様らとは休戦状態にあるかも知れないがね、『リーダー』君。だからと
言って、我らまで貴様ら一族の自己満足に従って、共にただ死を待つ気なんてさらさらな
い！それに、ただ待つだけなら、全面的な避難でも始めた方がよっぽどいい！」
相手が怒り狂う一方、リーダーはあくまで冷静さを保つ。
「貴方の気持ちは理解できるし、この場にいる皆自分のことは自分で決める権利が確かに
ある。しかし、逃げたところでどうなるというのだ？危機に瀕しているのは、この惑星で
も、この星系でもない。この次元そのものだ。私達は皆一丸となってこの事態に対面せね
ばならないのだ。」
赤いメカノイドは呆れた表情を見せた…が、それ以上不平を口にすることはなかった。
「私達の手は打ってある—―連絡は取れていないかもしれないが、私達の中からかき集めた 9
人の精鋭達は、現在危機を防ごうとすべてを投げ打ってとりくんでいるであろう。即ち、
私達は何もしていないわけではない。私達に残された時間を、ただ恐怖におびえるより、
仲間を信じ、彼らが我々のことを思って任務に就いていることを想い過ごせ。家族や恋人
を持つ者達は、その愛する者達と一緒にいてあげよ。そしてプライマックス宇宙で戦う私
達の仲間達に激励を送るのだ。」
観衆からは小さな賛同の声が上がり、控えめな拍手が続く。
しかし、大半のメカノイド達がリーダーの言葉によって一時的ながらも希望を取り戻す中、
彼のライバルは、自分達の置かれた状況が相も変わらず絶望的であることを知っていた。
そう、サイキルは知っていたのだ。ゴーボトロンの世界が、ちょうど 79 時間 18 分後に次
元の崩壊に巻き込まれることを。

6

—―3 日目—―
自己診療システム起動。エネルギー残量：34 パーセント。最優先事項：エネルギー保存。
合流地点として指定されていた不毛の荒地にて、五人の探検家達は周りの様子を見渡す。
次元ハブのアキシオム・ネクサスでの経験から彼らが学んだことが一つ—―用心しすぎるに
こしたことはないということである。事実、眩しい朝日の元でその姿をさらしていた彼ら
は、この惑星の未知の脅威に対して無防備であるとも言えた。チームの二人の女性メンバ
ーのうちの一人、スモールフットは、彼らの間の張り詰めた空気を何とか穏やかにしよう
と努めていた。
「何、案外と良い所じゃあない！広くて解放感があるわ！私たちを捕まえて檻に閉じ込め
ようとする人もいないし。このユタとかいう惑星、気に入ったわ！」
グループのリーダー、パスファインダーは、彼女を訂正した。
「ユタはあくまでこの地域の名前よ、スモールフット。人間達はこの惑星を『地球』と呼
ぶ。」
仲間の中でも特に背の高く、頑丈そうなロボットが首を訝しげに傾けた。
「また『地球』？全く、人間どものネーミングセンスというものは…。もう少し種族愛に
満ちた名前を付けようという考えはないのか？そう例えば『ヒューマトロン』なんてのは
どうだ？」
雑談に興味を示さず、ロードレンジャーは地平線に動きがないか監視を続けていた。彼の
頭にあったことはただ一つ—―援軍が無事に着くことである。有機生命体を元にしたサイボ
ーグである彼は、人間とはウマが合う。むしろ、アキシオム・ネクサスで遭遇した機械生
命体達よりも、人間の方を近しく感じていた。しかしながら、彼らの集落を一目確認した
ところ、この星においては彼の宇宙の「地球」よりも文明が発達していない様子が見て取
れた。ゆえにどのようなトラブルが起こりうるかわかって物ではなかった。
バッドボーイが苦い表情で割り込む。
「トレッズよお、名前なんてどうでもいいじゃねえか。『肉袋王国』とでも呼んどけよ！さ
っさと俺達の宇宙がトラブってる原因を見つけて帰ろうぜ。」
「そんなに簡単な話じゃないのさ。今俺達に分かっているのは、どこに向かえばいいとい
うことだけ。まずはこの世界の住人を味方につけなくちゃならない。」
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「パスファインダー、その話何だが、ちょうど３体、接近中だ。」
ロードレンジャーは地平線を見ながら、３台の乗用車を確認し言う。うち２台は比較的こ
の惑星における標準的な４輪車であったが、先導する一台は車輪の無いホバークラフトで
あった。
「もしこいつらが俺らを逮捕しようとすんならよ、ブラスターぶっ放して追い払っちまお
うぜ。もう牢獄はごめんだ！」
バッドボーイが興奮して声を上げる。
「落ち着け、バッドボーイ。俺らがここにいることは漏れてないはずさ。彼らは我々の味
方だ。」
トレッズは実際のところ腕っぷしには自信があった。しかしそんな彼に与えられたのは、
元々敵のチームメイトを見張る役割であった。バグバイトはじっとしていることが無かっ
たし、バッドボーイは考えるよりも先に手が出ることが多い。困難な課題に普段なら燃え
上がっただろうが、この「子守」にはそれほど意欲的にはなれなかった。
３台の車が射程圏内に入ると、スモールフットの目が光りはじめた。
「信号をキャッチ、知っている人だわ！マン・O・ウォー提督と、レスト Q と…ごめん３
人目はやっぱりわからない。」
普段はストイックなパスファインダーも、それを聞き安心した様子を見せる。
「良くやった！ラスト・エンジニア様に感謝。援軍をもらえて助かったわね。」
「…ああ、こりゃあいい」
チームの中ただ一人、それほど嬉しそうではない様子のトレッズ。それも仕方がなかった
—―彼以外はマン・O・ウォーの部隊に属するということが何を意味するか知らなかったのだ。
３台の車はチームの前で停車し、それぞれロボットモードにトランスフォームした。この
惑星の環境に溶け込むためにおそらく新しく獲得したビークルモードを見ても誰であるか
分からなかったが、トランスフォームにより懐かしい姿が現れた。スモールフットの予測
は正しかった。
「集合！次元探査隊、私はマン・O・ウォー提督である！総員、ブリーフィングのため整
列！！」
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五人が集まると、その荒々しい将官はパスファインダーに視線を向けた。
「パスファインダー隊長…久しぶりだな。私の記憶ではもう少し痩せていたが。」
パスファインダーはわずかに顔を綻ばせた。
「貴方こそ、最初は誰だか分からなかった。司令官のビークルモードにしては少し派手な
カラーリングね。久しく会えて何より。」
マン・O・ウォーがこのような世間話を行うのは、自分と同等だと感じる一握りのエリート
とのみであった。自分よりも立場が下の者には、全く異なる一面を見せる。
「ああ、実を言うとこの形態は急いで決めたのでね。君達との連絡が途絶えた時は、救出
作戦が必要になるかと思い一刻を争って戦闘態勢を整えたのだが…。我らの隊の衛生兵、
レスト Q は知っているな？」
赤と白のゴーボットが一歩前に出た。
「さぁさぁ。よろしくお願いしますよ。調子良さそうでなによりだね、仕事が楽になる。
しかしあなた方、ｎあｋじゃｓおｋんが一人足りないようだけど？」
他のゴーボットが戸惑いの表情を見せる。
「お前、馬鹿にしてんのか！なんだそりゃあ、ガーディアン言葉か何かか？」
落ち着かない様子のバッドボーイ。ひとりだけ出自が異なるというのは決して気楽なこと
ではない。
「実はアンチリアンでね。新しいボディのせいか、通訳機能が狂ってる。それで、ｎあｋ
じゃｓおｋんが…すまない、仲間が一人足りない。六人の部隊だったね？」
「ああ、確かに６人だったさ。」トレッズが残念そうに答える。
「バグバイトの奴、アキシオム・ネクサスで囚われている時に俺らをおいてこっそりとん
ずらしてな。それでここで再び落ち会うたと思ったら、俺達が自動修復してる時にまた姿
を消しやがった。全く、あれだけチームが大切だのなんだの言っておいて—―」
「トレッズ下士官！貴様今なんと言った？！気のせいでなければ、名の知れた犯罪者を一
度ならず二度も逃がした、と言っているように聞こえたぞ！」
マン・O・ウォーの目が真っ赤に光った。
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「言え！貴様の隊でレネゲードの監視を任されていたのは誰だ？」
トレッズにはもうマン・O・ウォーの意図は読めた。
「私です…。」
「何だ！もう一度言え！」
トレッズは言い直した。
「私です、司令官。」
「ふん、貴様は傑作だな、トレッズ。たった一つの簡単な任務ですら全うできないとは！
パスファインダー、このどうしようもない役立たずはずっと君の隊の足を引っ張っている
のかね？」
（トレッズの怒りは頂点に達していたがものの、彼はそれを表には出さない。マン・O・ウ
ォーの名前を聞いた時からこうなることは予測済みだった。マン・O・ウォーの隊にいた頃
は、このようなことは日常茶飯事であった。トレッズはおそらく自分の方が彼よりも実戦
経験があることを知っていた—―むしろ確信していた。しかしマン・O・ウォーは戦争の初期、
ガーディアンが体反体制派勢力に対する戦力を補強していた時期に地位を確立していたの
だ。故にトレッズは、階級的には常にマン・O・ウォーの下だった。そしてそのことを、忘
れられないほどに叩き込まれていた。）
「この星への旅路の間に起きたことは、だれにも予測できなかったわ。」
パスファインダーが冷静さを保ちつつ仲間を擁護する。
「科学者が不在なのは問題だが、だからと言って我々の任務を放棄するわけには行かない
わ。」
「その通りだ。」
ロードレンジャーが賛同する。
「ゴーボトロンの状況がどんなに悪いか置いておくにしても、こんなことに構っている暇
はない」
「確かに、私達の本来の任務はこの惑星のオートボット・ディセプティコン両方に潜入す
ることだったのだけど」
パスファインダーが続ける。
「転移及びこの惑星に着きざまに遭遇した様々な自然災害によって、予定に大分遅れが出
てしまった。ここまで来たからには、より直接的な行動に出た方がいいと考えざるを得な
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い。」
マン・O・ウォーは、パスファインダーを睨む。しばしの沈黙の後、再び口を開いた。
「まさかとは思うが、彼らを直接訪ねに行く気ではないだろうな？そんなことをして上手
く行った試しでもあるのか？」
マン・O・ウォーの高圧的な態度が、自分に向けられたものであれば、スモールフットもま
だ我慢が出来たかも知れない。命令違反を上官に苛まれることには慣れていた—―しかし、
信頼する仲間がただ正論を述べただけで非難されるのは看過できなかった。
「お言葉ですが提督、たまには人の話をちゃんと聞いてみてはどうです？私達とてこの惑
星で遊んでいた訳ではありません—―オートボット達は、間違いなくこの惑星のヒーローで
す。地球が破滅の危機に瀕した時、彼らは助けの手を人間に差し伸べました、きっと私達
にも手を貸してくれるでしょう。後はただ、彼らにコンタクトを取ることさえ出来れば…。」
「オホン…オッホン！」
未だに素性の知れない三人目のロボットがわざとらしく咳払いをする。
「どうやらこれは…私、バギーマン！の出番と言ったところかな？」
対に自己紹介を済ませた『バギーマン』と呼ばれているらしいゴーボットは大げさに手の
平を差し向ける。その上には、どうやらサブスペースより呼び出したらしい小さなドロー
ンが飛んでいた。
「紹介しよう！！私の大事な大事なペット、R-ナビだ！ああ、これから先、どんな冒険が
私達を待ち受けることか！」
言い切ると同時フェイスプレートが開く。獣のような尖った歯の見える笑顔は決して朗ら
かではなかったものの、彼の高揚感を伝えた。
「あ、ああ、楽しみだな」
パスファインダーが沈黙を破る。
「…となると君はドローン・エンジニアなの？君のペットは確かに『面白い』作りをして
いるようだけど…」
バギーマンは甲高い声で笑う。どうやら褒められたことが大いに気に召したらしい。スモ
ールフットが彼のエネルギー反応を認識できなかった理由は明らかであった—―出自が異な
るからである。兵士や戦士の家系が大半を占める反乱軍の中で、反乱をただ自らの異常性
の隠れ蓑とするために加勢していた真正の狂人達もわずかだが存在した。そう考えると、
パスファインダーは目の前のロボットの素性に疑問を持たざるを得なかった。
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「バギーマンが扱えるのは昆虫だけじゃない…メタルマゴット、ターボワーム、ボットス
パイダーとかも持ってるんだ、絶対に気に入るさ！」
思わず身震いするパスファインダー。実のところ、虫が大の苦手であった—―が、体裁を保
つため、その嫌悪の表情をフェイスプレートで覆った。反対に、ロードレンジャーは新入
りに大いに興味を惹かれた様で、近づきながらその顔をじっと見ていた。
「おい、一つ聞かせてくれ…。お前、バグバイトだろう？ほら、名前に『バグ』が入って
るもう一人のレネゲード。体をよく取り替えるやつだ。たまたま数日前逃げ出した。
なんだ、自分の臭い排気ガスから逃げることをやめて、本性を現したらどうだ？」
「いや、コイツは違うぜ。」
断言するバッドボーイ。
「見覚えはねぇけどよ。」
スモールフットはバギーマンの新しいビークル形態に気づかなかったものの、顔を見て思
い当たる節があった。
「まさかと思うけど、一緒に戦ったりしないわよね？前会ったときは、瞬きする間もなく
KO よ？戦力になんてならないわ！変なマネしてみなさいよ、その気味悪い牙を引っこ抜い
て…」
マン・O・ウォーは情報端末から顔を上げる。
「もういい、スモールフット少尉。バギーマンは我々のナビゲーターを務めるだけだ。さ
あ、遊んでいずにお前にも役に立つ所があることを見せてみろ。」
「フン！私を誰だと思っている？バギーマンだぞ！？頭の固い若造と喧嘩するために来た
わけじゃない！」
バギーマンの苛立ちに同調してか、ドローンもブンブン音を立てながら飛ぶ。
「さて、随分と失礼な形で中断されるまでの話に戻るが…私が作ったこの傑作達は近辺の
探索を済ませている—―このままオートボットの居所に案内してくれるはずだ。よろしいで
すか、司令官？」
「…聞いているぞ。」
今一度バギーマンの手の上に着地すると、ドローンは地形図のホログラムを投影した。
「私、バギーマンの提案はこうだ—―我々は、人間が『フライドポテトの国』と呼ぶ人口密
度の低い農耕地帯を通り北へ向かう。陸路ならば、ちょうど一日分の距離だろう。どうだ？
危険もないし楽と来た！こんなにいい話は滅多に無いぞ！」
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パスファインダーが決定を下すには十分すぎるほどの情報であった。
「一日、それも戦闘の可能性が少ないですって？いいわ。行きましょう。バッドボーイと
私がトランスフォームし空路でいけば、さらに時間を短縮できる。」
我慢の限界が来ていたマン・O・ウォーには、あえてパスファインダーの命令に背く理由が
なかった。バギーマンの調査報告は、大よそ彼の持つデータと同様であったのだ。
「そこまでいうのならば仕方がない！君達はこの『オートボット』とやらに縋り付くこと
はもうすでに心に決めているとみた、もう何も言うまい。しかしだ、リーダーとして、先
行飛行部隊にて私が必要となるだろう。」
その実、彼はただ地球の埃舞う道路に飽きていただけであったが。
そのまま彼は以前の部下の方へ向く。
「つまり地上部隊の管理は君の役目と言うことになる、トレッズ。ポテト王国の大自然を
乗り越えられる自信はあるか？」
「オートボット基地へは無事に送り届けます。さもなければガーディアンの印を返上しま
す。」
厭味ったらしい笑みを見せるマン・O・ウォー。
「期待しているぞ。」
「よし、じゃあ早速出発と行きましょう！」
スモールフットがトラックにトランスフォームし出る準備をしている様子を見、パスファ
インダーには隊と別れ先を急ぐことが真に賢明な判断かどうか戸惑いが生まれた。しかし、
任務が成功と失敗の淵におかれている今、一秒でも時間が惜しまれることは間違いなかっ
た。しかし自分達が大きな危険に見舞われること、そしてその瞬間もうすでに彼らが観察
されていることを見抜くことは彼女にはできなかった。
北東に温かい日差しが雲の隙間より差し込む。彼らが旅路に着くのは、正午であった。
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