
（前略） 

 

 

～一章～ 

 

 BGM「ジングル」STR 

 

ノゾミ：オートマティックロンド、第一種、ごちゃまぜのジャム 

 

 BGM「ジングル」DWN 

 

○ノゾミの家 ノゾミの部屋 朝 

 

 カーテンの隙間から朝日が部屋に差し込んでくる 

 ベッドのヘッドボードに座っていたマゼランがピコンと音をたて、起動する 

 

マゼラン：ぴぴぴ、ぴぴぴ。朝だぞノゾミ、ぴぴぴ、ぴぴぴ。朝だぞノゾミ。現在７時２分 

ノゾミ：(布団の中で寝ぼけている）うー？ 

マゼラン：ぴぴぴ、ぴぴぴ。起きろノゾミ、高校に遅刻するぞ 

ノゾミ：マゼラン……うっさい！ 

 

 ノゾミはマゼランをべしょっと手で押しつぶす 

 

マゼラン：ふぎゃ！？ ぬぉ、ぬぉおお 

ノゾミ：（布団の中で）うー、マゼラン、今日の天気はぁ？ 

マゼラン：天気は晴れ、洗濯物は乾くぞ 

ノゾミ：う～ん。ふぁああ……うん！！ （起きて）よっし、起きよ 

 

 ベッドからおりてノゾミはタンスを開け服を取りだし、着替え 

 終わるとカーテンを開け、洗顔しに手洗い場へ 

 

 BGM「朝」STR 

 

マゼラン：ふぃー。ひどい目にあった。朝食はどうする？ 

 

 ノゾミに続くマゼランはリビングへ 



 

○ノゾミの家 リビング 朝 

 

ノゾミ：（少し遠くから）トーストお願い。ジャムはストロベリーで 

マゼラン：たまにはオレンジマーマレードとか、ブルーベリーとかをだな 

ノゾミ：（少し遠くから）じゃあ全部つけといてー 

マゼラン：横着しすぎだろ！！ 

ノゾミ：うーるーさーい。（空間に呼びかけ）ニュース情報 

 

 ノゾミの声に反応し電子音の後、ニュース情報が起動する 

 

キャスター：ニュース情報、起動しました。おはようございます、カイヅカノゾミさま 

ノゾミ：はよー 

 

 フェイスタオルで顔を拭きながらリビングに戻ってくるノゾミ 

 マゼランはトーストを焼いている 

 

キャスター：昨夜未明、Ａ区で不法投棄されているＥ型アンドロイドが見つかりました。ご

注意ください 

 

 トーストにジャムを塗るマゼラン 

 

マゼラン：Ａ区ってーと、ここだぞ？ 

キャスター：詳細情報をダウンロードしますか？ 

ノゾミ：んー、いらない 

 

 席に着くノゾミ 

 マゼランがトーストの皿をノゾミの前に置く 

 

マゼラン：ほらよ。トースト、ジャムいろいろのせだ 

ノゾミ：ありが――うわ、えげつない色してる。食べられるの、これ？ 

マゼラン：おまえが全部のっけろっつったんだからな！ 

ノゾミ：や、言ったけどさー（携帯が鳴る）ん？ モエからだ。（トーストを一口かじり）

ふあぃ、はひ？（※正確には「はい、なに？」） 

モエ：（大音量）ちょっともー、聞いてよノゾミー。あり得ないんだけど！ 

ノゾミ：（耳を塞いで）モエ、うるさい 



モエ：カレシさ？ いたじゃん、モエに 

ノゾミ：……いたっけ？ 

モエ：い・た・の！ でもそいつ、浮気した！！ 

ノゾミ：最低だね（パンを齧る） 

モエ：でっしょ！！ 信じらんない、しかも相手、アンドロイドなんだよ？ 昔のカノジョ

の複製品。意味わかんないし！ 

ノゾミ：（自分がなにを口にしているのか気づいておらず、無意識にぽつりと）……アンド

ロイドは人間じゃないから、――愛せない 

モエ：だよね！ 人間のほうがいいに決まってるよね！ なーのーに、あの男ぉ！！ くそ

くそくそぉお！ 

ノゾミ：モエ、より戻したいの？ 

モエ：はぁ？ んなわけないじゃん。あんなダメ男（お）、こっちから願い下げだよ 

ノゾミ：ならいいじゃん。今日、学校の帰りさ、甘いものでも食べに行こ 

モエ：まじで？ やった！ だからノゾミってば好きー 

ノゾミ：ゲンキン 

モエ：いいんですよーだ。んじゃまた学校でね 

 

 携帯をテーブルに置く 

 

マゼラン：でかい声だな。（時計を見て）お、ノゾミ、まずいぞ 

ノゾミ：（トーストを再び食べようとする）なにがー？ 

マゼラン：登校時間だ！ トーストを詰め込め！ 

ノゾミ：は、え？ （時計を見て）っげ、ホントだ。（パンを詰め込む）もぐもぐもぐもぐ、

（ジュースで流し込む）っぐっぐっぐ、ぷはぁ！！ じゃ行ってくる。留守番お願いね、マ

ゼラン 

 

 椅子に掛けてあった鞄とテーブルの上の鍵を取って家から出ていく 

 

マゼラン：んー、いってらー 

 

BGM「朝」DWN 

 

○高校 校門前 夕方 

 

 下校のチャイム 

 下校する生徒たち 



 

学生 A：この間のイベントで姫野って子がさ 

学生 B：ああ、あのメガネの？ 

学生 C：昨日のアクロス見た！？ 

学生 D：見た見た、マルロ可愛い！！ 

 

 校門に背を預けて腕を組んでいるノゾミ 

 腕時計を見ながら少し苛立っている 

 

ノゾミ：モエ、遅い。待ち合わせの時間、とっくに過ぎてるのに。ん？ メール 

 

 携帯を開いてメールを確認する 

 

モエ：『ごめーん、ノゾミ。モエ、カレシできちゃった。スイーツはまた今度でｖ よき週

末を！』 

ノゾミ：……新しいカレシできるの、はやくない？ （携帯を閉じる）っはー、時間あまっ

ちゃったな～。（何かして帰ろうかと考えてやめる）……帰ろ 

 

 ノゾミは下校しようと歩き出す 

 いろいろな所からアンドロイドの話が聞こえる 

 

○商店街通り 夕方 

 

 下校時刻の道路はいろんな人がいる 

 その人の波を避けながら歩いていく 

 

店員：今回の目玉商品は、恋人アンドロイド！ 憧れのナースが君のカノジョに！ 

社員：危険な工場での作業はＣ型アンドロイドに任せるに限ります！ 人件費も削減でき

て、会社は潤うし 

部長：こんな簡単な作業もできないのか！ アンドロイドに任せたほうがマシだな！ 

 

 聞こえてくる言葉に辟易しながら手を上着のポケットに突っ込んで歩いている 

 

ノゾミ：アンドロイド、アンドロイドって、危険性とか分かってんの？ 便利だから使えば

いいってもんじゃないでしょーに。『……そう言えば、Ｅ型が不法投棄されたんだっけ。い

ったい、どこに』（足を止めると、ゴミ処理場が視界にとまる）ゴミ処理場。――まさか、



あんなところにあるはず（考えて首を振る）ないないない 

 

 どこからか声が聞こえる 

 視線をずらすと露出が多めなエダと、へこへこした長身のラキがいる 

 男性はゴミ処理場を指さす 

 

ラキ：あのゴミ処理場っすね、Ｅ型が発見されたって噂があったのは 

エダ：でかしたよ、ラキ。さっさと見つけな 

ラキ：あいさー。しっかし姉さん、アンドロイドに興味あったなんて初耳っすよ 

エダ：うっふっふっふ。製造中止で破棄されたアンドロイド。マニアに売れば高値がつくか

もしれないだろう？ 

ラキ：さすが姉さん！ せこいっす！ 

エダ：あ゛あ゛ん？ なんか言ったかい！？ 

ラキ：あばばば、なんも言ってないっす！！ 

ノゾミ：は？ なに考えて！ Ｅ型は簡単に関わっていいものじゃない――（止めようと振

り向くも姿はすでにない）って、いない？ まさか探しに！ （エダとラキを探しに走り出

す）Ｅ型は対戦闘用。誤作動を起こせば冗談じゃすまなくなるってのに！ 

 

○ゴミ処理場 夕方 

 

 ゴミ処理場の金網扉を開く 

 夕日がゴミ処理場の所々を茜色に染めている 

 

ノゾミ：とりあえず、やめさせないと、あの二人どこに（地面から出ているなにかに気付く）

なに、あれ……（じっと確認して）人の、手！ 埋まってる！？ ちょ、大丈夫！？（駆け

寄りソレの手を引っ張り、勢いよく地面からアカツキを出す）ちょっとってば！ だいじょ

――え？ （アカツキの手を放す、とガシャンと落ちるアカツキ）……アンド、ロイド？ し

かもこれ、Ｅ型の 

 

 アカツキ起動 ※倒れたまま 

 

 BGM「アカツキ」STR 

 

アカツキ：（淡々と、機械っぽく）メモリー起動、確認。各部損傷チェック、オールグリー

ン。（ノゾミに向けてマスター照合）対象をマスター照会、該当エラー。音声登録モードに、

切り替えます 



ノゾミ：え、なに、え？ なにこれ。待って、お願い待って！ 動かないで！ 

アカツキ：音声確認クリア、マスター登録コンプリート、E2M00018（いーにーえむ、ぜろ

ぜろぜろいちはち）アカツキ、起動します 

 

 アカツキが立ち上がると目を開く 

 真っ黒だった瞳に次第に色が灯っていく 

 ノゾミは後ずさりながら少しびびる 

 

ノゾミ：あ……うそ 

 

 ノゾミの前に来て膝を突き首を垂れるアカツキ 

 

アカツキ：ご命令を、マスター 

ノゾミ：……マスター？ 

アカツキ：アナタをマスターと認識します。ご命令をどうぞ 

ノゾミ：そんな、アタシ 

 

 遠くから、ラキとエダが歩いてくる 

 

ラキ：（遠くから）姉さん、こっちでなんか音聞こえましたよー 

エダ：（遠くから）あたしら以外にも探してるヤツがいるのかい？ 

 

 近づいてくる男女 

 

ノゾミ：まずい！ アンタ、逃げるわよ 

アカツキ：（立ち上がる）逃亡命令、許諾。実行します 

ノゾミ：は？ 逃亡？ （アカツキに担がれる）って、なになになに！？ ちょっと、なん

で担ぐの！？ 

アカツキ：目的地を指定してください 

ノゾミ：目的地、アタシの家だけど 

 

 アカツキは地図情報を検索 

 

アカツキ：検索対象、アタシノイエ……該当項目エラー、正確な位置情報を提示してくださ

い 

ノゾミ：正確って、カーナビじゃないんだから 



ラキ：（少し遠くから）やーっぱ聞こえるっす。（咳払い）ううん、（オカマのように）誰か

ぁ、いますかぁん？ 

エダ：（少し遠くから）あははは、なんだいその声 

ラキ：（少し遠くから）いや、こうしたら逃げるかなって 

エダ：（少し遠くから）知ってたけど、あんたバカだね 

アカツキ：複数の知的生命体を確認。殲滅しますか？ 

 

 アカツキは腕から武器を取り出す 

 

ノゾミ：腕からけん銃出てきた！？ 

アカツキ：ベレッタM92です。トカレフも装備していますが、取り出しますか？ 

ノゾミ：取り出さないし！ てか、そんなもん持ってなにすんの 

アカツキ：接近対象を排除します。マスター、許可を 

ノゾミ：するわけないでしょ！ 人間を攻撃しちゃダメ！ 

アカツキ：命令を受理。全武装ロック。攻撃をお望みの際は再度ご命令ください 

ノゾミ：（アカツキの言葉を聞いていない）えっと、えっと、と……とりあえず逃げよう！ 

うん、そうしよう。目的地、Ａ区ドルチェ東（ひがし）5の 31！ 

 

 アカツキは地図情報を検索 

 

アカツキ：該当地を確認、自己位置推定、最短ルートの検出完了、目的地設定、エスケープ

モード実行します 

ノゾミ：ねぇ、その前におろして 

アカツキ：ご注意ください。飛ばします 

 

 アカツキはありえないスピードで走り出す 

  ※ＳＥはジェットエンジンみたいなのでＯＫです 

 

ノゾミ：あぁああああ！！ マジかー！？ 

 

 BGM「アカツキ」DWN 

 

 風のように場から消えるアカツキとノゾミ 

 その風に髪の毛を飛ばされそうになるエダとラキ 

 

エダ：（いきなりの突風に呆然と）な、なんだい、今の風 



ラキ：（いきなりの突風に呆然と）……さぁ 

 

○ノゾミの家 玄関 夜 

 

 階段を上がり、扉を開けて家に入ると、ノゾミが玄関先にうずくまる 

 アカツキは場所が安全かをスキャン中 

 

ノゾミ：うぇっぷ。うう、ぎぼぢわる～、は、はきそう 

アカツキ：危険物なし、安全を確認、セーフティーモードへ移行します 

 

 マゼランが居間に続く扉を開けて近づいてくる 

 歩くたびに、ぷにんぷにんと足音がする 

 

 BGM「ペンギン行進曲」STR 

 

マゼラン：ふんふんふふん♪（←テーマ曲の一部を鼻歌で） よぉノゾミ、帰ったのか。遅

かった――（アカツキを見て不機嫌に）っは！？ 誰だ、おまえ！！ 

 

 アカツキはマゼランを見下ろす 

 マゼランはアカツキを見上げる 

 

アカツキ：人工知能搭載アヒル型ロボットの接近を確認、破壊しますか？ 

ノゾミ：ダ、ダメ！ 壊しちゃダメ！ 

 

 マゼランとアカツキの間に入るノゾミ 

 マゼランがフルフルしだす 

 

マゼラン：ノ、ノ、ノゾミ。おまえ、オレというものがありながら――浮気かっ！ 

ノゾミ：なんでそうなる！ 

 

 じだんだを踏むマゼラン ※足音はぷにぷにぷー！ 

 

マゼラン：尻軽め！ おまえがそんなヤツだとは思ってなかったぞ！ 

ノゾミ：誤解だってば 

マゼラン：言い訳なんて聞かねーぞ、実家に帰らせてもらう！！ （アカツキに）あと、オ

レはアヒルじゃなくて、ペ・ン・ギ・ンだっ！ 



ノゾミ：マゼラン実家なんてないから！ ここがアンタの家！ 

アカツキ：飛べない鳥、マゼラン、インプット完了しました 

マゼラン：飛べないからってなんだよ、ちくしょう！ おまえは飛べんのかよ！ 

アカツキ：肯定です。飛行許可は下りていませんが、（ちらりとノゾミを見て）許可します

か？ 

ノゾミ：しない！ てか、あー。うそでしょ。拾ってきちゃったよ 

 

 ノゾミが頭を抱えて蹲る 

 

マゼラン：おいノゾミ、なんなんだ、こいつは 

アカツキ：自分はアカツキ。対戦闘用アンドロイドです 

マゼラン：（引きつった笑顔で）それは、まさか……ニュースで言ってたＥ型の？ 

ノゾミ：そうそれ。はぁーマジでどうしよ 

マゼラン：……明日、ツキノんとこ、行くしかないだろ 

ノゾミ：は、ははは。ですよねー 

 

 BGM「ペンギン行進曲」DWN 

 

 

（中略） 

 

 

○ロボラビィ ツキノの研究室 朝 

 

 珈琲を淹れて机に置くネオ 

 

ネオ：どうぞ、エスプレッソです 

ツキノ：うん、いい香りね 

ネオ：マスターの好みに合うよう淹れましたから 

ツキノ：ありがとうネオ、いい子ね 

ネオ：もっと誉めてくださっても構いませんよ 

 

 イチャイチャオーラに当てられながらも存在を主張するノゾミ 

 フローリングに座布団を敷いて、その上に正座している 

 横にはミニ座布団の上に座るマゼランと、立っているアカツキ 

 



ノゾミ：ねぇ、ちょっとはこっちにも意識向けてよ！ 

ツキノ：あらいたの、ノゾミ。私が作った案内ロボのアクチュエータを壊しちゃったノゾミ 

ノゾミ：さっきからいたよ！ （ぼそっと）ツキノおばちゃん、ぜったい性格悪くなった 

ツキノ：（笑顔で、しかし圧をかけて）気のせいかしら、今「おばちゃん」とか聞こえたけ

れど、気のせいよね？ うん？ 

ノゾミ：（汗）あははは、そうだよー。誰よもう、ツキノのことおばちゃんなんて言ったの！ 

マゼラン？ 

マゼラン：うぉい！ 

ネオ：失礼ですよ、アヒルさん。フォルムからやり直してきてください 

マゼラン：オレはペンギンだって言ってんだろ！ つか、濡れ衣だ！ 

アカツキ：ツキノはマスターのおばなのですか？ 

ツキノ：（ネオとマゼランのやり取りに笑っている）そうよ。ノゾミの父親が私の兄（アカ

ツキの顔を見ていたが、ふいっと視線をそらす） 

 

 アカツキは棚に飾ってあるトロフィーを見つける 

 隣にはノゾミの家族と一緒に撮った写真が置いてあり、隣にはネオとの写真 

 

アカツキ：あの棚にあるトロフィーなどは 

ネオ：いい着眼点ですよ、アカツキさん。あれは僕のマスターが敬愛されている証です 

マゼラン：なんとかって賞だろ？ えっと、エコとか、お役立ちとか？ 

ネオ：国民栄誉賞だってあります！ マスターは人間のために役立つアンドロイドを日夜

研究してるんです！ 

ツキノ：私の紹介はいいから。それで、不法投棄されていたＥ型を起動させた挙句、マスタ

ー登録されたって話だったわね 

ノゾミ：（言い訳がましくボソッと）不可抗力だよ 

 

 立ち上がりアカツキの周りを回るツキノ 

 

ツキノ：ふーん、じっくり見たのは初めてだわ。へぇ、外界センサーはこんな風になってる

のね 

マゼラン：ツキノも見たことないのか？ ロボラヴィの所長なのに 

ツキノ：（苦笑）Ｅ型で動いてる子なんて、そうそうお目にかからないわよ 

アカツキ：自分たちは軍での防衛を目的として製造されていたはずですが 

ツキノ：そうね、当初は 

ネオ：貴方たちＥ型は暴走し、人間を殺害しました。このため製造が中止になったのです 

アカツキ：ありえません、自分たちがマスターの命令なく暴走するなど 



ネオ：それが、したんですよね。貴方と同じ型がノゾミさんの両親を―― 

ツキノ：（強く）ネオ！ 黙りなさい 

ネオ：すみません、失言でした 

ツキノ：ノゾミ、大丈夫？ 

ノゾミ：（微笑んで）うん。アカツキがパパやママを攻撃したんじゃない。分かってるから 

アカツキ：（心配そうに）マスター 

ノゾミ：（苦笑）アンタ、そんな顔できるの？ 

アカツキ：自分の顔は自身で確認ができません 

ノゾミ：そっか 

ツキノ：ノゾミはＥ型、怖くない？ 

ノゾミ：そりゃまぁ最初は吃驚したけど。アカツキは言うこと聞いてくれたし 

ネオ：アンドロイドが主人の言うことを聞くのは普通ですけど 

マゼラン：茶々入れんなよ。だからおまえはお子ちゃまなんだ 

ネオ：（イラっとして笑顔で）ちんけな素材で作られた、小学生の自由研究の成果！ みた

いなアヒル型ロボットさんに、そんなこと言われたくないんですけど 

マゼラン：オレはペ・ン・ギ・ンだ！ 

ネオ：ぺ・ん・ぎ・ん？ （棒読みで）ぷっすーｗ 

マゼラン：笑ったな！？ おまえ、オレの素敵で無敵なフォルムを見て笑ったな！ 

ネオ：言いがかりですよ。どの角度から見ても、どう足掻いても、ペンギンになんて見えな

いくちばしフォルムを持つアヒルさんを笑うだなんて、僕はそんなひどいことしません 

マゼラン：だからアヒルじゃねぇって言ってんだろ！！ 

ツキノ：はいはい喧嘩しないの。それで、ノゾミは私になにをしてほしいの？ 

ノゾミ：え、や、マスター登録されちゃったし。問題とかないのかなって 

ツキノ：んー、ないっちゃないわね。Ｅ型は所有者レベルが指定される前に製造中止になっ

たから、誰でもマスターになれるし 

ノゾミ：じゃあマスター変更も？ 

ツキノ：できるんじゃない？ ちょっと待ってね。アカツキ、コードを見せてもらうわね？ 

アカツキ：……ぅ 

ツキノ：怖くないわ。中のコードを見て、必要があれば弄るだけ 

ネオ：最初は誰でも恐怖するものです。でも大丈夫ですよ、僕のマスターはとても上手です

から 

マゼラン：男だろ？ ガッツ見せろよ 

アカツキ：（ちょっと弱弱しく）マスター 

ノゾミ：ツキノに任せれば大丈夫 

アカツキ：（やせ我慢）……了解しました 


