
第１話



□1

「アド ・ アーウィン。 ミッドガードコロニー在住、 市民ナンバー

TC05MAT287742、 生年月日はテクトリウム歴 0887 年 9 月 2 日

の 17 歳、 そうなのか？」

「……はい」

「貴様、 仮にも軍の施設に侵入した上に軍用機に密航までして

それだけか !?」

　ここは天蓋コロニー 『テラ ・ テクトリウム』 から出発した軍用輸

送機のカーゴスペース。 部屋に響く音はエンジンの唸りだった。

　その場にいた若い兵士の一人が手にした端末でアドの情報を

検索し、 それを隣に立つ長身の兵士も覗き込む。

「外壁作業員っスか……ああ、 それでファティーグを着てる、 と」

「ライセンスは A4 か。 その歳でずいぶんと優秀なんだな」
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「ヒュージ、 感心してる場合か。 ロン、 チェックをサボったな !?」

「ハァ？　ちゃんとやったっスよ、 ダリル隊長殿」

「いや、 この作戦の重要性を考えればだな……」

「よせ、 ロン。 隊長はマニュアル以上に慎重を期するべきであっ

た、 とおっしゃっている。 でしょう？」

　手にした端末を指して反論するロンと中年男、 ダリルのやりとり

を見た長身の兵士、 ヒュージが口を挟む。

「それにしても、 どうやって潜り込んだの？　これ一応軍用機よ」

「イリア、 尋問は私がする！」

　イリアと呼ばれた女性兵士はダリルの言葉を無視してアドの顔

を覗き込む。

「コロニーの壁を歩いて、 メンテナンスハッチから基地に忍び込

んだんだ」

「ハハッ、 壁を歩いた？　確かにファティーグを着てれば可能だ

が、 どれくらい歩いた？」

「えっと、 俺が担当している AE2118 番作業ハッチから出て

BZ011 番ハッチまで……3 時間くらいかな」

「BZ011 番ハッチって、 それ逆立ちしないと入れないトコじゃな

いッスか」

「逆さまで 3 時間歩いたって……アンタよく気絶して落っこちな

かったわね」

　端末でハッチの位置を調べたロンが驚き、 ヒュージは笑い出

す。 イリアは半ば呆れてしまったようだ。

「か、 仮にも軍の基地だぞ！　警備の兵は何をやっとるんだ！」

「警備の兵って、 格納庫の入り口に数人いるだけでしょうが」

「で、 この機に潜り込んだ……と。 アド、 君は何が目的でこんな
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真似を？」

　今度はロンとダリルに口を挟まずヒュージが尋ねた。

「俺は 『下』 の世界に、地球の地表へ降りたいんだ。 行かなきゃ

ならないんだ！」

「そんな答えが通るか、 馬鹿にするなよ !?」

「隊長、 どのみち戻るわけにもいかないし、 このまま降りるしか

ないと思いますが」

「そうね。 ま、 放り出すわけにもいかないしね」

「やむを得んか……！　サム、 コイツの面倒はお前が見ろ」

「あ……ハイ」

　名前を呼ばれてからやや遅れて、 それまで言葉を発しなかっ

た少年兵が気の抜けた返事を返す。

「ごめんな、 隊長も悪い人じゃないんだけど」

「いや、 そもそも俺が原因なんだし」

　自分と年齢の近いサムを見て安心したのか、 アドの表情も自

然と和らいでいた。

　そんなアドを振り返り、 ヒュージはひとり呟いた。

「アド ・ アーウィン……アーウィン……まさかな？」

□2

「昔、 兄さんと読んだ本とは全然違う……」

　天蓋の合間から差し込む薄暗い光。

　乾いた大地のそこかしこから除く暗い虹色の光。

　そして旧時代の墓標のように佇む建造物。
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　ときおり雲間から、 アンブロジウムの劣化により赤茶けた天蓋

コロニーの下面が覗く。

「空が錆びているみたいだ……」

　複雑な表情で周囲を見渡すアドを他所に、 輸送機から車両や

兵士たちが降り、 進軍の準備を開始していく。 兵士たちもまた

強化服を身に着けている。 ただし彼らが纏うのは戦闘用に開発

されたものだ。

「サム、 あの大きなファングには本当に人が入ってるのか？」

「ああ、 新型のタイプ 04 かい？　頭で考えれば自分の体を動か

すのと同じに出来るんだって。 ただ、 装着するには 『ブループ

リント』 ってのを受けないとダメらしい」

「ブループリント？」

「まあ、 僕もよく知らないんだ」

　スラストファング部隊は五名で一つの分隊を構成する。 それ

がざっと見たところ三十ほど隊列を組んでいる。 中でもタイプ 04

は四分隊ほど。 残りはファティーグに近い軽装型であった。

「急げ！　予定より 109 秒も遅れているぞ！」

　タイプ 04 型スラストファング 『ヘッドオンヘッド』 の指揮官仕

様に身を包み、 指示を出すダリルの横を、 同型のファングがド

スドスと雑な走りで通過していく。

「ガンロウ！　もっと慎重に扱え！　こんな所で壊したら 『地上』

へは戻らせんぞ！」

「え？　あ～、 すいませんねェ、 隊長」

　天蓋コロニーで生まれ育った人間にとって『地上』とはコロニー

の大地の事である。 彼らにとって地球の大地は 『下界』 であり

未知の場所だった。
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　ガンロウと呼ばれた男のファングが大袈裟な動きでダリルの

ファングに頭を下げていると、 そこへもう一機のファングがやっ

てきた。

　ダリルやガンロウのものとシルエットは全く異なるが、 これもま

た 『タイプ 04』 系列のファングである。

「ヒュージ、 貴様まで何をしている !?」

「申し訳ありません、 この 『モンスターフェイス』 とコイツのマッ

チングに時間がかかってしまったもので」
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　言いながらヒュージのファングが巨大なチェーンソーが装着さ

れた両腕を掲げる。

「やれやれ……もういい、 二人とも慌てず慎重に急げよ！」

　そして予定より遅れる事 374 秒、 スラストファング隊 120 名、

　装甲車ランドキャリアーを含む車両 22 台からなる第 302 部隊

は採取施設へと出発したのだった。 彼らが目指すのは天蓋コロ

ニーの保守に必要な鉱物 『アンブロジウム』 の採取施設である。

□3

　降下地点から施設までは 3 ㎞ほどの距離であったが、 輸送機

から降りた時点で目標である施設と天上のコロニーを繋ぐシャフ

トは十分目視出来ていた。

　シャフトは直径数百 m、 全長は 5000m に及び、 主に地上の

採取施設から天蓋コロニーへ自動運転によってアンブロジウム

を輸送する、 軌道エレベータに近いものである。

　しかし 80 年ほど前に稼働を停止していた。

（施設に近いところは植物が生えている？）

　降下地点の乾いた大地とはうって変わり、 施設に近づくにつ

れて植物が目立つようになっている。 前方を見ると施設自体も

ほぼ植物で覆われ、 その周囲はちょっとした森林と言っていい

程であった。

　不思議に思い運転席のサムに声をかけようとしたその時、 部

隊の前方で異変が起こった。

　『それ』 は岩山の影から、 採取施設を覆う森の中から、 地面
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の底から現れた。

　あるものは昆虫のような脚を、 またあるものは獣のような姿と鋭

い牙と爪を持っている。

　それだけでなく移動用の車輪を有し、 砲塔らしき攻撃用の武

器を持つものまでいた。

　小さなもので 3m ほど、大きなものは 6m もあろうかという 『それ』

は金属の外皮に覆われた銀色の獣、 機械の怪物たちだった。

　10 年前、 地球表面の調査を行ったコロニー政府は驚くべき現

状を知った。 かつて人類が地上に残した作業用ロボットが何ら

かの理由で自己進化し、 人を襲う怪物と化していたのだ。 現在

の地球は 『ギガンティック ・ マキナ』 と名付けられた機械の怪

物が跋扈する世界であった。
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「こいつらが報告にあったバケモノ機械か」

「怯むな！　ぶち殺して……いや、 ぶっ壊してやれ！」

　スラストファング部隊が手にした火器で攻撃を開始するが、 マ

キナの群れは全く意に介さず襲い掛かった。

　冷たい金属の牙や爪が軽装型ファングの防御プロテクターを

易々と引き裂き、 放たれる砲撃は車両を次々と破壊していく。

　しかしヒュージたち新型ファング 『タイプ 04』 を装着した戦闘

員が反撃に転じた。

「仲間の仇を取らせてもらうぜ！」

　ヒュージの 『モンスターフェイス』 は手にしたマシンガンを撃ち

ながらマキナの群れに突進していく。

　次々と弾け飛ぶ機械の獣たち。 しかしヒュージの前に巨大な

腕と四本の脚を持つ大型マキナが出現した。 そのサイズは 7 ｍ

を超えている。

「ヒュージ、 部隊全体の脚が止まっちまってる！　早くコイツをな

んとかしないと」

「ああ、 分かっている！」

　アドが同乗するランドキャリアーにもマキナは襲い掛かってき

た。

「まさか、 これまでに地上に降りた人たちもコイツらに……!?」

　衝撃と共にアドのすぐ近くで天上が大きく抉れた。 キャリアー

の上面装甲が破られたのだ。

　破壊された天井から車内を獣型マキナが覗きこんでいる。 そ

の姿はライオン、 いや豹に似ていた。

（機械の……獣 !?）

　アドが死の恐怖に怯えた次の瞬間、 豹型マキナはランドキャリ
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アーの車体から素早く飛びのいた。 一瞬遅れて銃弾が空を切

る。

「お前、 密航したってガキか。 大丈夫かよ？」

　豹型マキナに代わって車内を覗きこんでいたのは味方のスラ

ストファングだった。

「ガンロウ！　ヒュージとイリアが 『おあつらえ向きの個体』 を倒

した！　ロンたちと向かえ！」

「へいへい、 じゃあな。 なるべく死ぬなよ」

「あ、 あの……ありがとうございま……」

　アドが礼を言い終わる前にガンロウのファングは乱戦が続く前

方へ向かってダッシュしていった。

　しかし一瞬の安堵の後、 部隊の遥か後方で大きな火柱が上

がった。
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「ゆ、輸送機がやられたんだ！　これじゃあ帰る事も出来ない！」

「くそっ！　サム、 こうなったら採取施設まで行くしかない」

「突破なんて出来ないよ！　それに隊長の指示は !?」

「このままじゃ挟み撃ちされて死んじまうぞ！」

「わ、 分かったよ！」

　一台のランドキャリアーが急発進した事で、 他の車両もそれに

続こうと前進を開始した。

「お、 お前たちどうした !?　そんな命令は……」

　部下たちの行動に驚くダリルだったが、 すぐさま残った車両部

隊護衛のファング隊をまとめ、 前進を開始した。 彼とて現状は

理解しているのだ。

□4

「車両部隊が？　後ろからも敵が来ているのか？」

「みたいよヒュージ。ところで先頭のキャリアー、上に乗ってるのっ

て……」

「あれは……ファングじゃなくてファティーグ！　あのアドって奴

か !?」

　ヒュージとイリアは互いに顔を見合わせた。

　先頭を行くランドキャリアーの上にはファティーグを着こみ、 車

載用の大型重機関砲を構えたアドが立っていた。

「うおおお！」

　雄叫びをあげながら機関砲を撃ちまくるアド。

　そこへ背面に装備されたスラスターを使用して、 キャリアーに
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追いついたヒュージとイリア率いるタイプ 04 部隊が攻撃をしか

け、 キャリアーの道を拓いていく。

「運転してるのはサムね？　やるじゃない」

「良い度胸だな、 アド ・ アーウィン、 俺の部下になるか？」

　そのまま進行方向のマキナを退けつつ、 樹々に覆われた採取

施設にあと僅かというところへ 302 部隊は到達した。

　しかし、 突如車両の数台が爆散し、 ファング隊も数人が吹き

飛ばされた。

　アドたちの目指す施設の眼前に、 またも大型ギガンティック ・

マキナが立ち塞がっていた。

　しかもこの個体にはミサイルポッドが装着されている。

「千年もののミサイルとは奮発してくれるな！」

「どうりでカビ臭いわけね！　分隊各員、 行くよ！」

　ヒュージとイリアの分隊が大型マキナに躍りかかろうとしたとき、

後方からもう一体の大型マキナが接近してきた。

　その胸には斬撃を受けた傷がある。

「馬鹿な、 倒したはずだが」

「流石に二体相手は……ん？　あれって……ガンロウ !?」

　マキナの頭部があった箇所に、 まるで操縦席に着座している

かのように一体のスラストファング 『ヘッドオンヘッド』 が接続さ

れていた。

　さらに後ろには味方の小型車両も追走している。

「お待たせ！　デカ物の相手は俺に任せろ！」

「上手くやって下さいっスよ !?」

　マキナに接続しているのはガンロウだ。 追走する車にはロンが

乗っている。

- 1� - © サンライズ



　ヒュージとイリアが倒した大型マキナのボディをファングに接続

し、 コントロールしているのだ。 実はこれこそが対マキナを想定

して開発されたタイプ 04 型スラストファングの特徴だった。

「うおおおお、 いくぜーーーっ !!」

　7m 超の巨体が激突する一方、 アドとサムのランドキャリアーは

大型マキナが先に放ったミサイルの爆風で横転していた。

　アドはサムを守って獣型マキナを相手に奮闘を続けていた。

「アド！　俺はまだ死にたくない！」

「当たり前だ、 サム！　こんなところで死ねるか！」

　そのとき、 大型マキナが再びミサイルを放った。

　ロック機能が既に死んでいるのか放たれたミサイルは出鱈目な

方向へ飛び、 次々と着弾していく。

　302 部隊の兵士や車両、 そしてマキナたちまでも巻き込んで

次々と爆発が起こった。

　ヒュージとイリアのモンスターフェイスはミサイルを回避したが、

分隊の数人が直撃を受けてしまった。

「チッ！　ガンロウ、 ふんばりなさいよ！」

「四本足の感覚なぞ分からねェよ！　俺のアンヨは二本だ！」

「いかん！」

　初めてマキナのボディとの接続を行ったガンロウには凄まじい

負荷がかかっていた。 殴りあっているだけで精一杯である。

　ヒュージが気付いたときは既に遅かった。

　ミサイルの一発がアドたちのすぐ近くに炸裂した。 爆発の衝撃

で地面が大きく陥没し、 アドと横転したキャリアーは大地に飲み

込まれてしまった。
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□5

　外気と異なる冷たい空気と僅かな光、 そして全身の痛みでア

ドは目を覚ました。

　どれくらいの深さまで転落したのか分からないが、 とりあえず

自分が生きている事だけは分かった。 しかしまだ身体に力が入

らない。

　ふと、 アドの視界に人間の脚が見えた。

「サム？　良かった、 無事で……」

　しかし、 言い終わる前にアドは気付いてしまった。

　目の前に見える脚が地面から浮いている事を、 そしてその脚

はベットリと血に塗れており足下には血だまりが出来ている事

に。

　震えながらも視線を上にやると、 そこには頭部を豹型マキナに

喰いつかれ、 宙吊りになったサムの姿だった。

　既に息絶えているのか痙攣ひとつなく、 ただ豹型マキナに咥

えられていた。

「うわああああああああっ !!!」

　ここまでの戦闘でファティーグが機能しなくなっているのだろう。

　無我夢中で抵抗するものの、 マキナの爪がアドの左肩を貫い

た。

「ぐわあああ !!」

　脳を焼くような強烈な痛みがアドを襲う。 しかしその痛みはアド

の中の 『生への執念』 を呼び覚ました。

「喰らええっ !!」

　両膝を曲げたアドは、 圧し掛かる豹型マキナの腹部に足底を
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押し当てて力一杯蹴り上げ、 同時に両足の姿勢安定用のスパ

イクを作動させた。

　スパイクは腹部に突き刺さり、 マキナはそのまま動かなくなっ

た。

「や、 やった……！」

　アドはボロボロになったファティーグを脱ぎ捨て、 転落した入り

込んだ施設の通路を進んでいった。

　時折、 振動が伝わってくる事から戦闘はまだ続いている事が

分かる。

　疲労によって半ば朦朧としながらも、 アドは通路の各所に描か

れたマークに気付いた。

　それはテクトリウムでも使用されている公用文字の 『P』 に似

たマークと、 その下に書かれた 『THORN』 という言葉だった。
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「なんだろう……？　ソーン、 でいいのかな……」

　無理矢理に言葉を発し思考する事で意識を繋ぎとめようとする

が、 精根尽き果てるのも時間の問題だった。

　そんなとき、 通路の奥から強い光が漏れているのが見えた。

（もしかすると外に出られる？）

　アドは最後の力を振り絞って光を目指した。

□6

　アドがたどり着いたのは、 明るく広い部屋だった。 しかも部屋

の中は大量のアンブロジウム、 しかも高純度のものが積み上げ

られている。

「なんだここ？　集積場？　それにしては狭いか」

　そのとき、 不意に足音を感じたアドは驚いて振り返った。

「!!」

　そこには一人の少女が立っていた。

　背はアドの肩ほど、淡く虹のような光沢を放つ銀色の長い髪と、

紅く輝く瞳の少女は無言でアドを見つめている。

「君は誰だ？　どうしてこんな処にいるんだ？　いや、 それよりテ

クトリウム以外に人間がいるなんて」

「…………」

　狼狽えるアドを少女は尚も無言で見つめている。

「えっと……俺はアド。 君、 名前は？」

「ナマエ……」

　少女は初めて言葉を発したものの、 そのたった一言だけで再
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び沈黙してしまった。

「ナマエ……NAME……名前、 ですね？　『レーネ』 と父からは

呼ばれていました」

　違和感を抱きつつも、 少女が名乗ってくれた事にアドは安堵

した。 少なくともマキナのように言葉が通じない相手ではないと

いう事だ。

「ええっと……レーネ、俺はここから出たいんだ。 もし出口を知っ

ていたら教えてもらえないか？」

「ここから出る？　地上へ、 という事？　アドは 『アトラスに選ば

れた者』 ですか？」

「アトラス……何？　ごめん、ちょっと意味が分からないんだけど」

「申し訳ありません、 現状の私は記憶に問題が発生しているよう

です。 『アトラスに選ばれた者』 の意味は私にも分かりません。

……何故私はそれを求めるのでしょうか？」

「参ったな……」

　その言葉に困惑しつつも、 ならば彼女もここに放って行くわけ

にはいかない……とアドが考えたとき、 部屋に咆哮のような機械

音が響いた。

　アドが振り向くとそこには顔と腹部に傷を負った機械の豹が唸

りを上げていた。

　おそらくダメージを負い一時的に機能停止していたものが再起

動したのだろう。

　豹型マキナはアドめがけて飛びかかってきた。

「う、 嘘だろ !?」

　寸でのところで身を躱したアドだったが、 ファティーグを装備し

ていない状態で攻撃を回避出来たのは、 単純に運が良かった
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だけの事である。

「レーネは早く逃げて！」

　そう叫ぶとアドは部屋の奥へと駆け込んだ。

　部屋の奥、 レーネが現れた場所は何やら複雑な機械に囲ま

れた空間だった。

　中央には人間が入る棺ほどの大きさの物体が二つ。 そのどち

らも蓋が開いている。

　再度飛びかかってきた豹型マキナの突進を棺に隠れてやりす

ごすアド。

　突進を躱されたマキナはそのまま壁に激突した。

　逃げるタイミングは今しかないとアドが立ち上がったとき、 視界

の隅に人影が写った。

（え、 レーネ？）

　その一瞬の隙は機械の獣が体制を立て直すには十分な時間

だった。

　次の瞬間、 鋭利な金属の爪がアドの胸を貫いていた。

「ぐ……あ……」

　目の前が赤く染まっていく。 それがアド自身の血しぶきである

と理解するまで数秒を要した。

　全身の力が抜ける。

「兄……さん……」

　最期に兄を想い、 アド ・ アーウィンは絶命した。

　そして、 その様子をレーネはその真紅の瞳で見つめていた。

第 1 話 完
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■アド　男性　17歳　主人公
地表で行方不明となった兄を探す為、 第三次降下部隊 ・ 302

部隊に潜り込んだ。 謎の強化スーツ、 タイプ X （イクス） を唯

一装着出来る人間として、 302 部隊に同行する。
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■アド（表情）

- �0 - © サンライズ

幼い頃から兄弟二人、 天蓋都市の下層で生活していた為、 地

表世界への憧れが強い。

最初の戦闘において瀕死の重傷を負い、 死亡したかに思われ

たがレーネの手により蘇生された。 その際、 体内に特殊アンブ

ロジウムを埋め込まれた為、 次第にその体は変質していく。
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■アド（上半身）
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■アド（全身）
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■タイプ 04



■スラスト・ファング（ファング）

元々は天蓋コロニー外壁での作業用に開発されたパワードスー

ツ。

腕部と脚部に、 壁面での機体動作を安定させる為のスパイクが

装備されている。

熟練者であれば壁面や天井を歩行 ・ 走行する事も可能。

スパイクを 「牙」 に見立て、 それを壁面に 「押し込みながら」

動作するその様から 「スラスト ・ ファング」 の愛称で呼ばれ現

在に至っている。

チタン合金製フレームと動力装置、 それを覆う外装 ( 装甲が施

されるものもある ) から構成される。 数箇所のオプションマウント

を備え、 任務内容に応じて様々な装備を取り付ける事が出来、

人間に近いサイズでありながら、 車両に搭載するレベルの大型

装備 （武装含む） を扱う事も可能となる。
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■タイプ04（ゼロフォース）

第三次降下部隊に配備された新型スラスト ・ ファング。

フレームと外装の全てにアンブロジウムが使用された超軽量 ・

高機動仕様の 「対ギガンティック ・ マキナ戦闘用」 の強化服で

ある。

天蓋コロニーに備蓄されたアンブロジウムに限りがある為、 生産

数が少ない。

従来型と較べて多数のオプションジョイントを有しているが、 こ

れは全てアンブロジウムの融合特性を生かした特殊なジョイント

となっている。

これによりタイプ 04 はギガンティック ・ マキナのパーツを接続 ・

装備し、 制御する事が可能となった。

武装はもちろん、 頭脳にあたるコアを破壊されたギガンティック・

マキナのボディとそのまま接続する事が可能な場合も。

その為、 タイプ 04 の装着員はあらかじめ体内にアンブロジウム

素子を注入し、 スーツとの親和性を高めた特殊な処置を受ける

必要がある。

( 処置を受けた装着員の体表には、 ファングとの親和性を高め

る 「コネクター」 と呼ばれる印が現れる）

装着員には秘匿されているが、 ギガンティック ・ マキナのパー

ツ側からの逆侵食 ・ 融合や突然変異の危険性がある。
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■スラスト・ファング

○モンスターフェイス ： ヒュージ機

　両腕に大型チェーンソーを装備する。

○モンスターフェイス ： イリア機

　マシンガン、 ミサイルといった標準的な装備

○ヘッドオンヘッド ： ガンロウ機

　マキナと接続し、 これをコントロールする事が可能。

　直接接続の他、 遠隔操作も出来る。

○ヘッドオンヘッド ： ダリル機

　マシンガン、 ミサイルといった標準的な装備に加え、

　指揮通信システムを搭載。
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■基本設定：前史

遥かな昔、 人類の止まらない人口増加と生活圏の拡大は、 地

球に多大な負荷を強い、 加えて超温暖化現象により平均気温

は上昇、生態系に悪影響を及ぼし、様々な残留性有機物質や、

放射性物質は大地を蝕んでいた。

そんなとき、 地球の地殻内より新物質 「アンブロジウム」 が発

見される。

そのままでは不安定なアンブロジウムだったが、 稀代の天才と

呼ばれた科学者アンスロポス ・ マキナ博士が、 特殊な加工方

法を用いる事で新素材 「アンブロジウム合金」 の開発に成功し

た。
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早くから博士の研究を支援していた 「ウルカヌス社」 はこれを

量産化。 既存の物質と比較して遥かに軽量で高い強度を有す

るアンブロジウム合金は幅広く発展 ・ 普及し、 さらにこれをベー

スとした新技術が誕生していった。

これを契機として長い時間をかけた協議の末に、 アンブロジウ

ム合金とそれに伴って得られた新技術を結集し、 地表から高度

5000 メートルの上空に 「天蓋型コロニー」 を建造、 そこに人類

全体を移住させ、 地球環境の回復を待つという壮大な計画の

実行を決定。

試算における環境の回復まで約 1000 年との結果より 「ミレニア

ム計画」 と名付けられた。
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衝突や紛争を経て数十年の後、 ウルカヌス社を中心に人類の

技術を結集した史上最大の建造物 「テラ・テクトリウム」 は完成。

九つの天蓋コロニーの総面積は地球の 50% 近くに達する規模

であった。

地表には、 アンブロジウム鉱石と必要最小限の各種資源を採取

する為の自動システムと作業ロボット達だけが残され、 地球の自

然回復を願う人類の 9 割が天蓋コロニーへと生活の場を移して

いった。

しかし、 この後ロボット達が変貌を遂げようとは、 このときは誰も

予測してはいなかった。
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