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西暦 2015 年 4 月 17 日

Zeitriss von Michelle Stern
じ

わ

時 割れ
刊行

Die Jenzeitigen Lande 時の彼方の国々サイクル開始

新銀河暦１５１４年――
「〈アトプの秩序〉アトピックオルド の平和をあまねく広めたい」
いきなり来訪したアトプの裁判官は〝やがて銀河系に〈世界を滅す劫火〉
エクピュロシス

をもたらす〟とペリー・ローダンを断罪。アトプの配下オンリ

ョン人は銀河系を管理下に置く。
監獄惑星を脱したペリー・ローダンは、同じくアトプとオンリョン人の
管理下にあるラール人の銀河を経て、アトプの裁判官が〈時の彼方の国〉
から来たと知る……〈時の彼方の国〉に至るには〈時間転移ドライバー〉
を装備する裁判官船と、これを操船する資質を備えた者が要る。
銀河暦１５１７年１１月――
ペリー・ローダンはラール人抵抗運動組織の指
導者アヴェストリ＝パシクと手を結び、故郷銀河
系を管轄する裁判官のひとりクヴの裁判官船《ク
ヴァンク》を拿捕。操船の資質を有する旧友アト
ランを操縦席に据えた。
かくして裁判官船《アトランク》は銀河系の〈導
体〉コンダクター から〈共時性の通路〉シンクロニー に
突入。
〈時の彼方の国〉を目指す。
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えた者、たとえば〈物質の泉〉の

Zeitriss

彼岸に渡った経験を有する者な

じ わ

ら操縦は可能だ。となれば、具体

時割れ

的な候補はペリー・ローダンの旧
新銀河暦１５１７年１１月、ア

友、アルコン人アトランしかいな

トピック法廷の管理下の銀河系

い。そして、〈時の彼方の国〉に

で、テラナーのペリー・ローダン、

至る作戦のコードネームは〈最後

もとアルコン帝国皇帝ボスティ

の境界〉ウルティマ・マルゴ と決まっ

ク１世、ラール人の抵抗運動組織

た。

プロト＝ヘトストの指導者アヴ

＊

ェストリ＝パシクら一同は、反撃

作戦は……まず、もと皇帝ボス

の狼煙をあげた。

ティク１世が武力蜂起し、裁判官

＊

クヴの船《クヴァンク》をおびき

最終の目的は、人類の故郷銀河

だす。これにペリー・ローダンと

系とラール人の故郷であるラル

ラール人アヴェストリ＝パシク

ハトーン銀河をアトプの裁判官

が率いる部隊が突入し、アラス製

やその配下オンリョン人らの管

の〈光遺伝子作用体〉を用いて裁

理から解放すること。当面の目的

判官クヴを制御下に置く。その上

はアトピック法廷の本拠〈時の彼

で、アトランが《クヴァンク》の

方の国〉に至り、一連の事件の経

操縦を引き継ぎ〈共時性の通路〉

緯を根本から解き明かすこと。

に突入する……というものだ。

そこに至るためには、〈時間転

銀河系にある〈共時性の通路〉

移ドライバー〉を装備したアトプ

の入口の所在もわかっている。

の裁判官の船が要る。これを操縦

先だって、銀河系の球状星団Ｍ

する者も要る。本来、裁判官船が

－１３の星系アルコンで、アトピ

〈共時性の通路〉 シンクロニー 内部

ック法廷は惑星アルコンⅢを〈導

を無事に航行し〈時の彼方の国〉

体〉コンダクター なるものに変容せ

に向かうにはアトプの裁判官の

しめた。これこそ〈共時性の通路〉

操縦が必須だが、同等の資質を備

の入口なのだ。
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＊

るならそのすべてを見た目の容

一同はおおむね予定どおり《ク

積で劣る《クヴァンク》に格納す

ヴァンク》の拿捕に成功した。

ることができる。

裁判官船《クヴァンク》は青色

＊

をした巨船である。本体は卵型で

裁判官船《クヴァンク》は、ア

長さ４５００ｍ、幅１５００ｍ。

トピック法廷が銀河系の拠点と

これを武装円陣

が取

定めた星系アルコンに向かう。途

り巻き、全長は８５００ｍ、全幅

上、同期洞に潜伏した法務官ユー

は３１５０ｍに及ぶ。だが、拿捕

ニュス・フェルンの反攻に巻きこ

の過程で、当船が外観より遥かに

まれて裁判官クヴが死亡した。だ

広大な空間を内に抱えることが

が、船の自我ともいえる何かであ

明らかになった。船は同期洞

シン

る〈アンク〉はアトランを次の操

と称する〈０マイナス１

縦士と認め、船は呼称を《アトラ

カヴェルネ

ファランクス

次元〉の異宇宙をいくつも有し、

ン＋アンク》＝《アトランク》と

〈時間転移ドライバー〉もそこに

改めるに至る。

設置してある。そこで、ローダン

新司令官はペリー・ローダン。

は目下の乗艦《ラス・ツバイ》と

アルコン人アトランはいうなれ

アヴェストリ＝パシクの小型艇

ば主操縦士を務め、特別な訓練を

《ラルハトーン》を同期洞のひと

積んだエモシオ航法士……ハル

つに格納し、〈時の彼方の国〉に

ト人アヴァン・タクロル、ペリ

向かうことを思いついた。

ー・ローダンの孫娘ファリエ・セ

＊

フェロア、テラニア・アカデミー

《ラス・ツバイ》は最新鋭のス

所属のノスモ人サム・バッタシェ

ーパーノヴァ級の万能空母で、本

ー、《ラス・ツバイ》の第一航法

体球殻は直径３０００ｍ、赤道環

士タウロ・ラコバシ、以上４名が

は直径３４７２ｍという巨躯を

副操縦士を務める。

誇り、直径５５ｍの《ラルハトー

裁判官船《アトランク》は星系

ン》も今はその格納庫の一角に収

アルコンの〈導体〉に突入し〈共

容するのであるが、同期洞を用い

時性の通路〉に姿を消した。
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ぼしき怪現象が相次ぎ、幻覚を見
１

る、声を聞いてひとりごつ、自分

船内時間の１１月１７日、〈共

を見たと騒ぐ者などが続出する。

時性の通路〉を航行中の裁判官船

司令室では副操縦士を務めるハ

《アトランク》の司令室で、照明

ルト人アヴァン・タクロルが暴れ

が明滅した。〈共時性の通路〉の

だし、グッキーが咄嗟にテレキネ

副次効果か、中央に浮かぶ指令球

シスで取り押さえる事件が起き

に座るアトランは体調を悪くし

た。

たらしく呼びかけても応答がな

＊

い。ローダンはアトランに代わっ

ネズミビーバーのグッキーは

て〈アンク〉との対話を試みるが、

５年前の事故でテレパシー、テレ

その過程で自分を見失い、幻覚の

キネシス、テレポートの三種の能

中をさまよい……ようやくわれ

力をすべて失い、代わりに他の超

にかえって〈アンク〉に指示を出

能力者から超能力と生命を奪う

すことができた。

異能〈パラ泥棒〉に目覚めた。以

ローダンは〈アンク〉を介して

後、グッキーは超能力者４名から

同期洞と連絡をとり、《ラス・ツ

能力を奪ったが、先だっての法務

バイ》艦長ジャウナ・トゴヤに艦

官ユーニュス・フェルンとの戦闘

の安否を確かめる。その上で、同

で尋常でなく消耗した結果、また

行するケロスカーのゴルドロデ

すべてを失ったかのように感じ

ィンの手を借りて《アトランク》

ていた……のだが、事実はどうや

本体と《ラス・ツバイ》の間にフ

ら反対だった。５年前に失ったと

ィクティヴ転送機クレーンによ

思った能力も含めて今またすべ

る連絡路を開設した。

てが回復しつつあるらしい。
＊

２

グッキーの幸運と対照的に《ア

アトランは次第に体調を回復

トランク》船内の混迷の度合いは

したが、以後も裁判官船の内部で

なおも深まる。ローダンは一同に

〈共時性の通路〉の副次効果とお

《ラス・ツバイ》でサスペンド・
4

アルコーヴにかかるよう指示を

が、どうやら〈共時性の通路〉の

出した。

副次効果が及ばないらしい。そこ
＊

で、ローダンは彼女にアトランと

新銀河暦１３３１年のハイパ

裁判官船《アトランク》のことを

ー物理学的抵抗の増大以降、従来

任せ、自分も《ラス・ツバイ》に

の高度技術の多くが機能をやめ

移るとサスペンド・アルコーヴに

た。《ラス・ツバイ》はこうした

かかった。

時代にも高速な銀河間航行が可
能な超空間転移プログレス駆動

３

を装備するが、この駆動系には欠

数時間後、《ラス・ツバイ》艦

点がある。稼働中に致死性の放射

内に警報が鳴り響いた。同時に艦

を出すのである。そこで、
《ラス・

内各所のサスペンド・アルコーヴ

ツバイ》は別にサスペンド・アル

は自動で全乗員を再物質化する。

コーヴという装置を乗員の数だ

ローダンは一番に司令室に駆

け備えていた。銀河間航行のあい

けこみ、何はともあれ《アトラン

だ、乗員はすべてこの装置にかか

ク》と通信をつないだ。

って一時的に非物質化し、超空間

シク・ドルクスタイゲルによれ

転移プログレス駆動の致死性の

ば、《アトランク》が何か事故を

放射をやりすごすのだ。

起こしたことは確かだ。だが現在

＊

は操縦者アトランが一種の催眠

今回のローダンの発案は、同様

状態にあって何ひとつ情報を引

にサスペンド・アルコーヴを利用

き出せない。現在位置も……現在

して〈共時性の通路〉の副次効果

時間も不明なのだという。

をやりすごそうというものだ。と

＊

はいえ、操縦士だけは《アトラン

探知と分析の結果、《アトラン

ク》を離れるわけにいかない。

ク》の現在位置は銀河系の主平面

女性科学者シク・ドルクスタイ

の下方１５万光年であるとわか

ゲルは、アンスレスタ銀河に暮ら

った。Ｍ－１３球状星団の〈導体〉

すハトル人の末裔＝アトル人だ

から現在位置まで〈共時性の通
5

路〉に〈時割れ〉とでもいうべき

の《ラルハトーン》である。

亀裂が走り、
《アトランク》は〈共

報告をうけて、ローダンの中で

時性の通路〉が変形し外にめくれ

いくつもの出来事がひとつなが

あがったすぐ内側にいた。そして、

りにつながった。

今が何年かもわかった……西暦

ラール人アヴェストリ＝パシ

紀元前２０１０万３１９１年で

クがすべてを仕組んだのだ。

ある。

＊
＊

先般、ローダンは銀河医師族ア

かねてより知られるように、フ

ラスの大長老ゼオビトのクロー

ァリスケ＝エリゴン銀河と呼ば

ン息子ザルダングに〈光遺伝子作

れた昔の銀河系に超知性体アル

用体〉の開発を依頼し、これをウ

ケティムが平和をもたらすのが

ルティマ・マルゴ作戦に投入した。

西暦紀元前２００６万４８２０

《クヴァンク》拿捕の時、このナ

年のことである。２０１０万年以

ノマシンを裁判官クヴの体内に

上前の当地の状況はまったくと

送りこみ、光信号を介して裁判官

いって良いほど知られていない。

クヴを操作したのである。

いったい《アトランク》に何が

ラール人アヴェストリ＝パシ

起きたというのか……主操縦士

クもゼオビトから別の〈光遺伝子

が意図的に舵を切った結果であ

作用体〉を入手したに相違ない。

ることに間違いはない。だが、ア

思い返せば、作戦前夜……疲労

トランが望んでそうした無謀な

の溜まったアトランはラール人

操縦をしたとも考えにくい。

女性の整体にかかって英気を養
った。あの時、彼女がアトランに

４

〈光遺伝子作用体〉を仕込んだの

今度は《ラス・ツバイ》で爆発

だ。先刻の《アトランク》司令室

が起きた。〈アンク〉は同期洞か

の光の明滅はラール人が用意し

ら小型船１隻が飛び出たことを

た光制御信号だったのだ。

報告する。《ラス・ツバイ》に格

＊

納していたラール船、直径５５ｍ

ラール人の故郷銀河ラルハト
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ーンは人類の銀河系よりも以前

通の敵であるアトピック法廷の

からアトピック法廷の管理下に

本拠〈時の彼方の国〉に乗りこむ

ある。ラール人アヴェストリ＝パ

というから一枚噛んだだけの話

シクは抵抗運動組織プロト＝ヘ

であって、友になったのではない。

トストの指導者であり、アトプ支

＊

配の打破を当面の目標に据える。

もしかしたら、アヴェストリ＝

だが、じつのところその宿願は公

パシクは、ヘトスの時代よりずっ

会議

と以前の、いわゆるラール人第一

ヘトス

時代への回帰である。
＊

次文明時代を心に思い描いてい

ラール人はかつて誇り高き七

たかもしれない。

種族のヘトスの一員だった。

今もラール人のあいだには、遙

だが西暦３５８１年、ペリー・

か昔の物語が伝わる。往時のラー

ローダンと《ソル》がヘトスの本

ル人はある遠い銀河で〈あらゆる

拠地ダッカル次元バルーンで闇

生命体の敵〉にして強大な敵と戦

のスペシャリストを解放し、諸銀

い勝利した、というのだ。

河をつなぐ次元トンネルが通行

惑星テラの古代ローマのアル

不能になった結果、ヘトスは瓦解

ヴァル兄弟団の賛歌にはラール

した。以後、ラール人はかつての

という神が歌われた。惑星オリン

誇りを失い、内乱の果てにアトピ

プには太古にラール人が何かを

ック法廷の管理下に置かれるこ

警戒して設置したスパイ網の遺

とになった。

跡がある。とすれば、第一次文明
＊

時代のラール人が護った遠い銀

アヴェストリ＝パシクの中に

河とは２１１０万光年離れたテ

はアトプとオンリョン人を憎む

ラナーの銀河系であり、当時の銀

気持ちがある。だが、さらに深い

河系には強大な敵を退けたさら

ところには〈すべてを破壊した

に強大なラール人が存在したこ

男〉ヘトルク・テッサー すなわちペリ

とになる。

ー・ローダンへの恨みがある。今

＊

回テラナーと手を組んだのも、共

そう、アヴェストリ＝パシクに
7

は過去に戻る動機があったのだ。

をあとにした。

アトピック法廷によるラルハト

＊

ーン銀河進出を阻止できたなら

巨艦《ラス・ツバイ》が建造さ

……ヘトスの終焉を阻止できた

れたのは新銀河暦１６世紀であ

なら……あるいは、第一次文明時

りハイパー物理学的抵抗が大き

代のラール人に警告して人類の

な時代である。対して、西暦紀元

誕生を阻むことができたなら…

前２０１０万３１９１年のハイ

…ヘトルク・テッサーが生まれな

パー物理学的抵抗は小さい。

ければヘトスが滅ぶこともなく

〈共時性の通路〉を出た巨艦《ラ

なるのである。

ス・ツバイ》と千隻を超す搭載艦
艇の機器の性能はおしなべて向

５

上した。だが、性能を揃えるべき

やがてアトランが光制御信号

機器、あるいは性能を抑えなけれ

の影響を脱して目覚めた。

ば本来の機能を発揮しない機器

ペリー・ローダンは《ラス・ツ

もある。科学者シク・ドルクスタ

バイ》で《ラルハトーン》を追う

イゲルは《ラス・ツバイ》がとも

決意を固める。〈共時性の通路〉

かく通常に航行できるように応

を一度出たら《アトランク》に戻

急処置をほどこした。

れる保証はないが、かといってア
ヴェストリ＝パシクと配下のラ

６

ール人たちを野放しにしてはお

《ラルハトーン》を追って銀河

けない。危惧される最悪の事態が

系に入ると、探知機が戦闘行為と

もしこの時代に具現したなら、事

おぼしき現象をとらえた。ローダ

は人類の存亡に関わるのである。

ン、グッキー、シク・ドルクスタ

裁判官船《アトランク》にアト

イゲルらは《ラス・ツバイ》が搭

ラン、アヴァン・タクロル、サム・

載する直径２００ｍのミネルヴ

バッタシェー、タウロ・ラコバシ、

ァ級巡洋艦の１隻《イシ・マツ》

ジャウナ・トゴヤらを残し、《ラ

で発進し、パロス影バリアで姿を

ス・ツバイ》は〈共時性の通路〉

隠したまま様子をうかがった。
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問題の星系は、異種族の艦隊に

旗〉に収集しているのである。

蹂躙されていた。侵略者は圧倒的

＊

に強力で、仮借なくしらみつぶし

巡洋艦《イシ・マツ》のパロス

に居住種族を殲滅していく。

影バリアは艦影を完全に消すは

傍受した無線から、襲撃者が

ずだった。だが、ハイパー物理学

〈謀叛人の帝国〉またはティウフ

的抵抗の差違を埋める先刻の調

ォル人と称することがわかった。

整はどうやら充分ではなかった

襲われたジョッパキオ種族は〈法

らしい。

典〉コデックス というどこかの組織

ティウフォル人は得体の知れ

に支援を要請したが断られて、今

ないおぼろな艦影に気づくやい

こうして滅びようとしている、と

なや襲いかかってきた。質量エネ

いう経緯も知れた。

ルギー繊維が《イシ・マツ》の防

ティウフォル人は背の高い痩

御バリアを食い破り、マルウェア

身のヒューマノイドで、ほのかに

が制御系を麻痺させると、戦闘ロ

輝く青黒い戦闘衣を身に帯び、踊

ボットが突入してくる。乗員は決

るような物腰で振る舞う。その小

死の応戦も虚しく押し負けた。

型戦闘艦は星駒といってブーメ

ティウフォル人は乗員一同の

ラン型をしている。母艦は星塁と

果敢な抵抗に敬意を表し、その場

いって全長５ｋｍの転子状の本

で幾名かの生命を奪っただけで、

体と、本体の前方三分の一あたり

残りは捕らえて《イシ・マツ》と

に付く円環とからなり、転子と円

もども星塁に収容した。

環がスポーク４本でつながる形
をしている。

７

グッキーがテレパシーで探っ

星塁《ヨッンティック》艦内は

たところ、星塁は各１基の〈呪旗〉

左右対称でもなく、直角な曲がり

という未知のハイパー水晶製の

角もない。箇所によっては有機体

装置を備えることがわかった。テ

のようにも見える不気味なつく

ィウフォル人は敵住民を皆殺し

りで、何より尋常でなく寒かった。

にして、その ÜBSEF 定数を〈呪

ティウフォル人たちは捕虜一
9

同を少人数に分けて収容所に追

の収容施設では、グッキーが５年

いこみ、ローダンと〈ローダンの

前の事故から長く使えなくなっ

小姓〉とみなしたシク・ドルクス

ていたテレパシー、テレキネシス、

タイゲルだけを客員軍人

ジヌロ

テレポートの三能力の回復を試

のもとへ

していた。昔日の能力が完全に回

として司令官

カラドック

連行した。

復したからには、乗員たちを脱出

司令官オークソン・ビスックは

させるのも不可能ではない。

両名とティウフォル人の試合を

ローダンとシク・ドルクスタイ

楽しみ、試合に勝ったローダンた

ゲルが収容施設に戻ったところ

ちふたりに目下遂行中の〈呪旗覇

で、グッキーは両名を伴い星塁の

軍〉を見学する栄誉を与える。ふ

格納庫に収容された《イシ・マツ》

たりにとってティウフォル人が

にテレポートした。つづいて乗員

相手種族を殲滅し居住惑星を破

たちを次々にテレポートで《イ

壊する様子を見続けるのは苦痛

シ・マツ》へと逃がしていく……

だが、これを通じてティウフォル

だが、収容所を見張るティウフォ

人のことが多少はわかった……

ル人たちは脱獄に気づくやいな

この一族は長く戦いに明け暮れ

や捕虜を次々と射殺しはじめ、全

てきた。惑星に基地を築かずに星

員を助けることはできなかった。

塁を故郷とし、星のはざまで暮ら

巡洋艦《イシ・マツ》に生きて

してきた、というのである。

逃れた一同は、搭載するスペース

星塁《ヨッンティック》の艦載

ジェット１隻に乗りこむと、巡洋

脳とおぼしき艦賢者ゲッンロク

艦を爆破した。爆発は星塁《ヨッ

は、戦士種族ティウフォル人が信

ンティック》の船腹に穴を開け、

じるカティウファト、たとえるな

スペースジェットは脱出を果た

ら北欧神話で戦士の魂が集うと

して《ラス・ツバイ》に戻った。

されるヴァルハラにも似た概念
のことを、両名に解説した。

８

＊

昆虫種族ビテッニの斥候マエ

一方、《イシ・マツ》乗員たち

ックとペッニヴァレは宇宙船《キ
10

ッテネク》でここしばらくティウ

だが、そうするうちにもティウ

フォル人の動向を探ってきた。両

フォル艦隊は星系イテッミに向

名の故郷星系イテッミは、ここか

かおうとしていた。今から助けを

ら３７光年しか離れていない。テ

求めたのでは到底間に合わない

ィウフォル人が目の前の星系を

……。

滅ぼし終えたら、次に目指すのは

この時、ティウフォル人の星塁

ビテッニの惑星ビトガードかも

で爆発が起きた。見ると、船腹に

しれないのだ。

大穴が開いている。

ビテッニ政府は二派に割れて

こうして、星系イテッミのビテ

いた。一派はティウフォル人との

ッニ政府は幸運にも手にしたこ

交渉に賭けてみようと主張する

のわずかな猶予期間を活かし、急

が、これが無謀なことは明らかだ。

ぎ進言にもとづきその種族……

もう一派は〈法典〉に〈紫深〉プ

ラール人に助けを求めた。

ルプルトイフェ

の投入を要請しよう

と主張するが、〈法典〉の諸種族

９

にも星系イテッミのために割く

《ラス・ツバイ》の艦内時計で

ほど余力があろうはずもない。

新銀河暦１５１７年１１月２１

斥候船《キッテネク》のペッニ

日のこと、巨艦はめくれあがった

ヴァレは惑星ビトガードに無線

〈時割れ〉の前に戻った。

をつなぐと、ビテッニ政府の高位

観測してみると〈時割れ〉の歪

ティッラメレに第三の案を進言

みが徐々に回復していることが

した。すなわち、幾年か前このフ

わかった。試しに送りこんだロボ

ァリスケ＝エリゴン銀河に到来

ット操縦のコルヴェット１隻は、

したと伝え聞く種族に助けを求

どこへとも……いつへとも知れ

めようというのである。その異種

ずに消えうせた。これではもう

族は強力な宇宙船団で〈法典〉に

《ラス・ツバイ》は裁判官船《ア

助力している。もしかしたら、ビ

トランク》に戻れない。〈共時性

テッニを助けてくれるかもしれ

の通路〉を抜けて〈時の彼方の国〉

ない。

に向かうことも、同じく現実時に
11

帰還することもできない。

づけるのを見送った。

＊

《アトランク》が姿を消すと〈時

こうなった場合のことは《ラ

割れ〉は変化し数百ｋｍ深くなっ

ス・ツバイ》が発進する前にアト

た。シク・ドルクスタイゲルとケ

ランと申し合わせてあった。すな

ロスカーのゴルドロディン、加え

わち、アトランは《アトランク》

て《ラス・ツバイ》の艦載脳アナ

で当初の予定通り〈時の彼方の

ンシは〈時割れ〉をあらためて計

国〉へ向かう。ローダンの《ラス・

測して報告をまとめた。もしかし

ツバイ》は自力で現実時に帰還す

たら〈時割れ〉を現実時に戻る手

る、というものだ。

立てとして利用できるかもしれ

《ラス・ツバイ》がいるのは幸

ない。

いにして過去である。先だっての

ローダンは搭載艦の中からテ

見積りによれば、光速すれすれの

ンシ・ズッロ指揮下の直径５００

亜光速飛行を２３０年も続けれ

ｍのマーズ級巡洋艦《タマ・ヨキ

ば、時間膨張効果で２０１０万年

ダ》を選び、〈時割れ〉近くを見

の時を越えることができる。問題

張らせることにした。その上で、

は乗員が２３０年の歳月を耐え

ローダンはふたたび《ラス・ツバ

られるかであるが、これについて

イ》でラール人たちの《ラルハト

はサスペンド・アルコーヴで非物

ーン》を追跡するのだ。

質化してやりすごせば良い。その

アヴェストリ＝パシクだけは

上で、ローダンもアトランも生き

なんとしても捕らえなければな

て現実時の銀河系に帰還できた

らない。

なら、銀河系サウスサイドのハイ
ペロン＝ガル南の近くで落ち合
ペリー・ローダン夏期講習 2015

おうと決めていた。
＊

ストーリー・ダイジェスト

《ラス・ツバイ》は〈共時性の

Perry Rhodan-Heft Nr.2800

通路〉の内側の《アトランク》が

“Zeitriss” von Michelle Stern

〈時の彼方の国〉へ向けて旅をつ
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