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一■・︸

して計画の延引が必要であった︒しかしこの惑星にたいする簾合
たち″

へ伝えられたのであるが︑それは暗号にょってわれわれに

的な計画は暗号で書かれ︑時折或る〝リーダーたち″か．行革者凧

伝えられたのであって︑聖書の予言中にある．イスラエルの家．

の物語に見出されるのである︒イスラエルの家︵選ばれた人々︶

とは或る特殊な運命を遂行するために地球で生まれたかまたは地

不 る︒彼らはこの記事の第二章に述べられた．大吉の人間の堕落〟

〝失われた十部族〟は忘却の彼方 球へ連れて来られた人々の特殊なグループを意味する暗号名であ
に出て来る人々である︒

初期の教え︵複数︶

︵注＝名詞の複数化の概念と記号とを持た

多くは何が渡されたのか理解しなかった︒

の家︵ユダヤ人︶

の最後の運命が書きとどめてある明確な個所を

の地球上で遂行されている計画の場合にも同様の状況が存在する︒示すことになっている︒それは偶見や無知などで盲目にされてい

高度に発達した惑星︵複数︶から采た〝指導者〟たちにょってこ

これと似たような状況は科学と学問のあらゆる分野に存在する︒ 第三章で約束したように︑この記事ではイスラエルの家とユダ

まった︒

注意をうながしたとき﹁チャーチワードという人のことなど聞い こともすでに予知されていたし︑適当な時機が来たときに連行す
たことがない﹂というわけで相手にされなかった︒それからほん べき正しいコースに関して諸計画がたてられたのである︒その．
の数年たってチャーチワードの藷発見ほ大体に世間から消えてし 行動の計画″は曙号で凄かれて予言者たちに渡されたが︑彼らの

この好例は今日の大境の考古学者に知られていないジェイムズ・ ぬ日本語は何という非論理的な言語だろう！︶が地球人にょって
チャーチワード大佐の諸発見である︒この諸発見が現代の学者の ゆがめられ︑．宗教Jに変えられたのは実際不幸であるが︑この

発見されない限り永久に消滅する︒

〝神の予言者″と呼ばれていた︒後には最大の指導者が他の惑星
新しい時代になるごとにきわめてわずかな知識が前代から伝え
られる︒数年たてば多くの驚くべき発見が歴史から姿を消し︑再 からこの惑星で生まれかわってイエス・キリストとして知られた︒

この元の〝堕落人間〟たちには蓮々の指導者が遣わされていて︑
命にたいする解答はわかっているし︑選ばれた少数の人にはいつ
も知らされていたのだが︑世間一般は知らなかったのであり︑今 これが堕落着たちの出身惑星から来る代表者たちと直接コンタク
トしていた︒旧約の時代にはこの指導者たちは．予言者．または
後もおそらくわからないだろう︒

明だと今なお言っている︒これはもちろん真実ではない︒その運

へ消え去ったのであって︑その最後の運命や滅亡に関しては

殆どの歴史家はイスラエルの

G●A−ハニ＿

加うるに地環上の諸状態が大きな変化を起こしたために︑ときと ない人ならだれでも今見ることができるのである︒たしかに多く

一1−

って︑還ばれた少数の人々だけがその意味を知り得るのである︒

して寓話の中で話したように予言類は暗号で隠されているのであ

入れる準備ができる前に殆どの人にわからせないようにしようと

たエソミヤ書三丁九−一〇ではイスラエルを﹁遠い海沿いの地

財産として与えた地﹂に共に来るとある︒
イザヤ書四九・一二には北と西という位置が再び出ている︒イ
ザヤ書の第四九章にはイスラエルが第一節において﹁海沿いの国
々よ﹂と呼ばれ︑第三節では﹁イスラエル﹂と呼ばれている︒ま

の人々はここで示される諸事実を把蓮できるほどに進歩しないだ

予言類を理解するぺきキイは現在まで︑．世の終り〟の時代まで

ルは﹁藩の中︵轟こ﹂︑北と西︵北西︶︑万国のかしらと述べ

と言っている︒イスラエルは﹁遠い海沿いの地﹂にあるばかりで
なく︑主の言葉によれは﹁万国のかしら﹂なのである︒イスラエ

だろう︒イエスが自分の述べた言葉にたいして人々がそれを受け

ろうが︑時間を与えるならば結局は理解し始める地点にまで登る■

隠されてい た の だ ︒

ル記下七二〇と歴代志上一七・九は﹁彼らを植えつけ︑彼らを

えたときにどこへ行ったかを語っている︒このカギとしてサムエ

一・八︑エソミヤ書三〇・二四︑三一・一︑三一・二1九︑イザ

よい︒詩篇八九●二五︑ホセア喜一一・八−一〇︑エソミヤ書三

られている︒読者がもっと確証したければ︑次の個所を調べると

自分の所に住ませ︑これ以上動くことのないようにしよう﹂と述

ヤ書四九二ニ︑六︑一二︒
ヨーロブパの地図をひろげてみると品玉地〟 の北西にある唯一
の島々はイギリス諸島であることがわかる︒更に証明すると︑プ

大抵の人は知らないけれども︑里香はイスラエルが歴史から消

ギを見出す︒エレミヤは︑イスラエルがユダよりも︵ユダヤ人よ

リティプシユ●ネームはヘブヲイ語に濾を発するのである︒イス

l一−こ二においてわれわれは別なカ

りも︶自分の罪の少ないことを示したと聞かされ︑北に向かつて

ラエルの家は−垂約の人々〟として知られていたQ原初ヘブライ

イ人はb音を発音しなかつたD現代のユダヤ人も血書を発音しな

べている ︒ エ ソ ミ ヤ 書 三 ■

ルよ︑帰れ︒わたしは怒りの顔をあなたがたに向けない﹂ここで

次のように亨えと命じられる︒﹁主は言われる︒背信のイスヲ工

語の濁りにおいては母音が与えられなかつたし︑加うるにヘブラ

い︒それは大方の読者が知っているように現代の英国の特色でも

イスラエルとユダは注意深く二つの民族に分けられていて︑イス
ラエルは北方に位置しているのである︒ホセア書一二・lではエ

ある︒壷約の人々〟を意味するヘブライ語はブHノl﹁一イylユと

︵イスラエルの一部︶が西に向かっていることがわかる︒

フライム

発音される︵聖約がブ‖ノ・﹁で︑人はイシュである︶︒

イスラエルは新しい名で知られることになり自分の身元がわか

エフライムは東風を追っているからだdこの二つの予言からみて
イスラエルは北方と西方にいなけれはならず︑しかもそれ以上動
かないで︑今日もなおそこにいることがわかる8エレミヤ書の三

六︑新約のローマ人への手紙九−七︑ヘブル人への手紙一㌻一

らなくなるだろうという予言を思い出されたいQ 7モス書七二

八でほ新しい名が与えられている︒彼らは〝イサクの家．と呼ば

二八には︑最後の時代にはユダの家はイスラエルの家と一緒に
なって︑北の地から出て﹁わたしがあなたがたの先祖たちに相続

3

J
ヽヽ

︵マケドニア︶︑ダー＝ダン＝エルス ︵ダーダネルス︶︑

〝イサクの子．と呼ばれるだろ

ヽヽヽ

︵ドニエプル︶︑

れることになり︑イサクの子孫が

マークは

ヽヽ

ヽ ヽ

︵スカ

ヽヽ
ド・ン ‖

ダン‖

︵アンマ冒ク︶等がある︒デン

〝ダンの名残り〟を意味するe

ンディナダイア︶︑デン＝＝マーク

ヽヽ

イエスター︵ドニエスター︶︑スカン＝ディン‖＝アブイア

︵ダニュープ︶︑ドン＝イエプル

ヽヽ

ユープ

〝サクソンズ″となったのである︒

〝サクの子︵サクス■ソンズ︶〟となり︑史書類が記して

うとある︒ヘブライ語の讃りでは母音が用いられないので︑新し
い名は
いるように
このことはイエール大学のW●ホウルト●イェイツ博士によつ

ヽヽ

イギリスには次の名称がある︒ロン＝ドン ︵ロンドン︶

＝ディー︵ダンディー︶︑ダン＝カーク ︵ダンカーク︶︑
ヽヽヽ

ほ三国を意味する︒現代ドイツ語ではそれ

が〝ヒンメルライヒ〟となり︑天富または調和の寧または祝福さ

イギリスで発行されている維誌〝ユース・メッセージ〟によれ

れた平和の国を意味する牒である︒

ば︑次の事実も適切である︒すなわちヘブライ語の〝王国〟 にあ

を意味するのである一U

されるというっしたがって古代の〝アメルカ︵1を使用︶．とい

授によれば︑−二ニル︶の字は或る場合には−⊥︵7−ル︶と交換

1lン

て確証されている︒それによると︑・サクソンという語は∬イサク
いう︒

の子〟の接頭辞〝イ．を落とすことによつてできたものであると

次のような興味ある事実がワース︒スミスの著書〝栄光の家︵

バー︵ダンパー︶︑エ＝ディン‖＝バ∵7 ︵エディンバラ︶等︒

＝一四五一−一五一二︒√ダリアの探険家︶の名にちなんで付け

ニューヨーク︑ワイズ社版︶〟に出ている︒﹁だれも知っている

今ここでそれに深入りする余裕がないので︑ヨーロッパの北西

サクソン人がイスラエルの家の一部で︑イサクの子であったとい

部とイギリス諸島に見出される別なヘブライ語名を簡単にあげて

イツ語に残っていて︑ゴー一語形から少しくずれているがエメリ

メリカは女性形である︒アメリカという語の古代ゴート語では︵

イン︑ドン︑ドゥンという形で痕跡をとどめているが︑これはす
ヽヽヽ
ぺてヘブライ語から出たものである︒スペインではメ‖デイン‖

ソヒという人名で残っている︒注意深く観察すると〝アメル〟は

られた︒ラテン語ではアメリゴはアメリスタで︑それから出たア

アイ

ヽヽ

る︒アイルランドにはヘブライ語から出
ヽヽ

‖ラーフ︑ダン‖サワー︑タン‖ダル
ガル︑ダン＝グロウ︑ロン＝ドン＝

ヽヽ

ズ＝モア−等々︒アイルランド名の

ヽヽ

ゴート人はイスラエルであった︶ アメル︒リクといい︑今でもド

ヽヽ

ヽヽヽ

ク︑ダン＝ ド ラ ム ︑

ヽヽ

た地名が沢 山 あ る 0

．ダンの 蓮 族 〟 を 意

ア︵メディナ︶︑シ＝ドン＝イア︵シドニア︶︑等がある￠

ルランドにはトクアサ●ド■ダナンズというのがあるが︑これは

天を意味し︑〝リク〟

みよう︒失われた十部族の一つである〝ダン〟はダン︑デン︑デ

ようにアメリカという名は地理学者アメリゴ■ヴエスプッチ ︵注

ンヽダヽ

うことを思い起こしていただきたい︒

英国史を勉強する陰にサクソンとノルマンについて読むときは

ヽヽ
タ、ヽ

る語はメルタまたはアメルカで挙る︒故人の有名なオドラム教
〝裁き人〟を意味するが︑ヘブライ語名〝ダγ〟も た〝

デリー︑デ ィ y ‖ グ

ダ、】lズ
ン′ヽエ

ヨl甘プパには次のような固有名詞がある︒マケ‖ドン‖イア

〝ダン〟は
裁き人〟
ヽヽ

ル ド、ダ、昧
、ン、ン、す

遠

ー 4 −

う語は

〝アメルカ

︵rを使周︶〟と同じで︑それがラテン語でア

広がり︑新しい地域で開拓者となり︑新しい国々を作るというこ

メリカとなる︒そこで再び言うと︑異なる言語においてはアメリ とがわかる︒このことをはつきり示す節は他にも多くあるが︑そ

れを指摘するかわりに︑この問題を深く研究することに関心のあ

〝調和の国〟︑〝天国′︑．祝福された平和の国．を意味す

カは

る読者は自身で調査されたい︒

予言に関する本稿は全然宗教とは関係なく︑また同じようなこ

るのである﹂
これまでの説明ではイスラエルがどこにあったかを明示してい

る︒すなわち海中の島々なのであるが︑米国を意味する記事を示 とを苦っている他の宗教団体を支持するものでもない︒私が言い
あるとすればどうしてそれがわかるのか？﹂と︒

約や新約聖書の予言類に暗号で書かれている一大綜合計画に関連

していない︒読者は尋ねるだろう︒﹁米国を意味する記事が聖書 たいのは︑高覧に発達した惑星群から人間が地球へ来るのは︑旧
中にあるか ？

ーセント以上を産出していた︒英国と米国によって生産される石

なっていた︒一九五〇年には米国は全世界の原油生産量の五〇パ

全地球の耕地の半分以上は丁几五〇年には米国と英国の所有に

この記事の第三章で︑聖書の予言を調べてみるとマナセが米国 があるということである︒そうした考え方で話を続ける前に︑創
の嗜号名であることがわかると述べた︒エフライムは英国の暗号 世記第四八草その他多くの個所が米英に関して実現していること
名であった︒特殊な各帝国において遂行されてきた予言類を調べ を示す統計資料を少しあげてみたい︒
てみると︑それらはエフライムとマナセにおいて遂行されること
になっていた予言類と一致することがわかるだろう︒
創世記四八二六靂二〇にはエフライムとマナセに関する限り
ヨセフは長子が最

それではこの古き世界地球に関する未来はどうか？ さほど還
ヽ
からぬ未来において恐るべき第三次世界大戦が発生するだろう︒

言された︵申命記三三・二ニー一七︶︒

すぺては後の時代にエフライムとマナセに属することになると予

二を供給し︑自動革の生産でリードしている等々︒こうした事の

産においてリードしている︒またこの両国は世界の電気の三分の

を生産し︑鋼︑紛︑ポークサイト︑スズその他の貴重な金属の生

ュームの八〇パーセント︑志学沿の七五パーセンL㌧．金の三分の二

の鉄鋼の四分の三︑世界のニッケルの九五パーセント︑アルミニ

予言が分けてあることがわかる︒弟の子孫は〝連邦〟になること 炭は他のすべての固よりもl・五倍以上である︒この二国は世界
になり︑長子は大国になることになっているU

大の国家になることを考えて予言が反対になることを望んだ︒し
かしヤコブ︵イスラエル︶は弟がより大いなる祝福を受けること

を主張したロ
イザヤ書の第四九葦には米国の起濾に関する予言が与えられて
いる︒﹁あなたが子を︵米国になった十三の植民︶失った後に生
まれた子ら︵植民︶はなおあなたの耳に亨つ︒で﹂の所はわたし

にはせますぎる︒わたしのために住むぺき所を得させよとと︒
右の第二十節の前後の数節を読めば︑〝島々〟のなかに位置す

るイスラエルはその最初の植民を失い︑その後に他の子孫たちが そのときわれわれは︵注＝米国人は︶現在友邦とみなしている国

のなかには同盟国になるのがあるだろう︒

々と戦うことになり︑現在敵となっている︵注‖米国の敵︶国々

ろう︒地上に残った人々は後に来る世代にたいし助言として役立

のあとに来るその新文明はいわばさい先のよいスタートを切るだ

なわち予言されている至福一千年の時代に入るのである8そして

つ貴重なレッスンを学ぶだろうロそのとき地球は真の黄金時代す

々の干渉によって阻止されるだろラスマタイの福音書二四・三〇︶︒

予言で述べてあるように︑その恐ろしい戦争は天空から来る人
そして他の惑星群からの文字通りの侵入が行なわれるだろう︒そ

初めて宇宙の法則下に生きるこの世界は現状にくらぺて一つの理
想世界になるだろう︒

の戦争や飢きんや大地琴などをまぬがれて地上に残された生存者

最近︵完六七年十月二十七日−二十九日︶起こ

ために︑私は予言に関する本稿を短縮することにし︑あとは読者

ほ︑地球を引きついで宇宙の法則のもとに新しい文明を始める人
々

個人の研究にまかせることにしたり先に与えた〝キイ〟

︵注‖他の惑星から来る人々︶によって統治されるだろうじこ

の惑星人たちは︑かつて地球への潜入者として地球へ派遣されて

な読者ならば現在の事件︵複数︶と予言とを合致させることがで

きるだろう︒更に未来に起こる出来事を予知することも可能とな
るだろう︒
︵完︶

から鋭敏

いた人々のすぺてによって援助されるだろう︒
高度に進歩した惑星群から来るこの人々は多くの国で盤坑を受
けるだろうが︑結局は戟争を中止せざるを得なくなり︑剣を打ち
砕いて農耕具にし︑訪れてくる新しい時代に従わねばならなくな
るだろう︒こうした出来事のすぺては各種の宗教団体が言ってい
る〝第二のキリストの到来〟に関する予言を実現させることにな
〝到

以上を要約すれば︑ウォーミンスターに注意を引いたあの奇妙

︵21頁より︶

るだろう︒その予言が起こるとき︑各宗教は大衆と共にその
訪を認めない か ら だ ︒

な物音は大体間違いなしに本物の奇妙な物音であったロまた︑そ

来〟に菰抗するだろう︒宗教は予言の実現としての大円盤群の来
二︑三の場合︑その破壊

の地区にはもっと調査する価値のある別な対象物があったと思わ

過去にいく允びか大文明は自滅したじ

は自然の原因によるものであった︒たとえば地球の自転軸の変化

れる︒しかしウオーミンスクーの汀二yO報告の大部分はニセもの

表された報告類の注意深い調査の結果は︑多くの汀こざ0研究家は

で．あるということにまず間凄いはない︒われわれ自身の体験や公

が起こる場合の大破頑などである︒
同時に人間は自身の手でこの惑星上のあらゆる生命を破壊する能

今度は痔に自然の大破壊が間もなく起こることになっているし︑
力を持っていろので︑地軍上の一めらゆる知識や科学的な発達が失

ウォーミンスターへ行くとき自宅に批判能力を置き忘れるらしい
ことをこ小している︒
われないように他の惑星からの干渉が行なわれるだろう︒現文明
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ジョージ・アダムスキーの思い出
ルウ・ツインシュターク

特別な料理を出しましたが︵おそらく意地悪い意図でそうしたも

のと思います︶︑それは普通の刃物類を使用したり一般的な食事

作法に従って食べるのは全く困難な料理でした︒しかしジョージ

は驚くほど気楽な上品な手つきで食事するのです︒あとで知人が
語ったところによりますと︑アダムスキーならばバキンガム宮殿

の夕食会でも大丈夫だろうとのことでした︒先方の夫人はジョー

ジの談話に魅了されたようで︑またジョ1云も雑多な︑しかも大

ルゥ・ツイン︑シュダーク女史はかつてアダムスキーの連絡員と 変興味ある話をし続けましたq

ランド出身であることを誇りにしていました︒彼の話では︑アダ

してスイスのバーゼルで活躍した人で︑現在もなおスイスGふP
家族的背景について尋ねられたとき︑ジョージは自分の貧しい
のリーダーとして活動中である︒紹和三十六年秋にヨーロッパ視 両親のことを全然隠そうとはしませんでしたし︑また自分がポー
察旅行中の九大盛学部の塩谷博士︵嫡者の友人︶がルウと会見さ

〝スキー〟というのは男性語尾にすぎないので︑のけ

ムスキ1の

︵編者︶︒

れた︒以下の記事はルウが一九六七年六月にロンドンで行なった
講演の一部 で あ る

ようと思えば容易にできるのだが︑父を記念して付けているのだ
そうです︒

ジョー︑ジは婦人にたいしていつもきわめて礼儀正しく親切でし
私は十年以上にわたってジヨ−ジ・アダムスキーと交燈しまし
た︒バーゼルのレストラン一トで私たちについた女の子は︑ジョー
たが︑何より重要だったのは披が講演旅行でヨーロッパにいたあ ジが多数の客のなかで最高にすてきな客だと言っていました︒

いだにまる六週間を一緒にすごしたことです︒彼の手紙類を読ん
ジ▼ヨージ・アダムスキーの知性については簡単に説明できませ
で私は間もなく彼が純朴ではあるけれども知性人で︑しかもすぐ ん︒それは一般にも認められてはいませんが︑これは凌が学者で

ことがわかりました︒たとえば一九五九年にローマでポリメ・lニ

れたマナーを身につけているという強い印象を受けました︒
なかったからです︒実際彼は多読家でもありません︒しかし時と
この二つの印象は一九草几年に親しく後に接したときに強めら して意外に彼が円盤問題ばかりでなく多くの事柄に清適している
れました︒当時私はその洗諌されたマナーにしばしば気付きまし

た︒たとえばテーブル・マナーがそれです︒或るとき私たち一同 博士夫妻と夕食を共にしたことがあります︒ポリメーニほ高い教

はパーゼルの有名な実業家の邸宅の夕食会に招待されました︒こ 育を受けた若いジャーナリストで︑天人もギリシアとロ■トマの修
の家の天人はオランダの岳貸な家の出身です︒先方は二十種類の 道院で教育を受けた教養の高い女性です︒両人共心からアダムス

のないことでした︒ペレゴ博士が自壊してそれを見せたのです︵

巾．㌧

キーを信じたがっていましたし︑円盤問題の大ファン．でした

注‖アルベルト・ベレゴ博士はイタリアCAPのリーダー︶︒

︵つ

いでながらポリメーニは例のモングッチ円盤写真の最初の印画を

そのうち私はジョージが二つの主な物事をひどくきらっている

ことに気付きました︒その一つは︑入らないですむ場合は決して

ジョージと私 に く れ た 人 で す ︶ ︒

教会へ入らなかったこと︑他の一つは自分の手に達らされない限

彼がバーゼルに到着した日に私はいくらかの金を渡しました︒

その夜ローマにおける一同の談話は楽しく続きましたが︑やが

もちろんその残虐行為を弁謹もしなければ容認もしないで︑少な

自分で買物をしたいだろうと思ったからです︒しかし彼はその金

てポリメーニが戦争と︑それにユダヤ人にたいするナチの残虐行

くとも十五分問戦前のドイツにおけるユダヤ人の状態と︑ヨーロ

とはせず︑いつも私に払わせるのです︒これはもちろんかまわな

を使いません︒私が付き添っていなければ店にも食堂にも入ろう

り決してお金に触れなかったことです︒

ッパ人の殆どだれも今まで知っていない或る立証済の事実︵複数︶

為の話を持ち出しました︒すると一同が駕いたことにジ▼ヨージは

を語ったのです︒ヨーロッパ大陸については殆ど何も知らぬはず

金が一︑二日して消えたと信ずべき理由があります︒私は全然尋

いことです︒披は私の招待客なのですから−︒しかし私が渡した

一体にアダムスキーが歴史上の事柄に興味を持っていたとはだ

の一アメリカ人の口から出る話なので奇妙な感じがしました︒
れにも言えないでしょう︒そのとおりでして︑それどころか彼は

ルへひそかに訪ねて来た

ねませんでしたが︑話を聞いているうちに︑彼がその金を朝ホテ

︵この．男たち〟というのは披の知合いの惑星人なのだと言って

過去をきらっていました︒過去を恥じていたのです︒だから次の
ように言っていました︒﹁未来に向かうことにして︑過去は忘れ

いました︶︒私が全然知らないこの訪問者たちは私にとっていつ

も謎の人物でした︒彼らは私がジョージのホテルへ行くまでに必

ようではな い か ﹂
白舎へドライブに連れ出したとき︑元ハブスブルク家の居城だ

が来ていることが売になったことが再三あります︒彼らはていね

ず采ていました︒私がホテルの受付で話し合っていたとき︑彼ら
﹁わ

いにアダムスキーのことを尋ねて彼の室へ案内されるのでした︒

ったという域を遠方から見せましたら︑彼は急に騒ぎだして

と城を見せてくれたが︑或る域では中世に敵を深い泉の中へ投げ

ーツ︑もう城は見たくないよ﹂と叫びます︒﹁イギリスでは次々

の一人がー異様な風体でしたがー私に箱介

ジョージが教会へ入ることをひどくきらったことは間もなく私

した︒

らつたのほこの人なのだなと思って私はすっかりうれしくなりま

されました︒相手は実に立派な人のようでしたので︑例の金をも

〝男たち〟

第二過日に
そんな気味の悪い場所は

込んだ場所で夕食会を開いてくれた︒その残忍さを考えてごらん︒
しかもその場所でご馳走を出すんだ！
顎りこわし て 忘 れ る ぺ き だ ﹂
そのとき以来私は古い遣物を見せることをやめました︒しかし
後にローマで同じような泉のある場所で夕食会を開いたのは仕方

にとってひそかな楽しみの種になりました︒ただしそれは深い理

うでした︒

ました︒彼はその高い尖塔群をいんぎんな態匪で見ていましたが︑

つけ加えました︒やはり彼はプアテイカンの歴史に精通していた

と語ったのをおぼえています︒﹁この場所は血で満ちている﹂と

一九五九年に︑ジョージが聖ペテロ寺院へ入りたくなかった理

中へは入りませんでした︒彼はすぐに一同が渡し舟で渡ったこと

と言いたいところです︒もちろん披はコロセウムもきらつて中へ

由のあることで︑本来笑うぺき事でないことはわかっていました

のある河の方へ向きなおりました︒これを撮影したかったのです︒

入ろうとはしませんでした∪後は青から残っている廃虚に刻まれ

由は﹁そこが多数の薯人の行なわれた恐ろしい場所であるからだ﹂

﹁これがほんとうの自由エネルギーだ﹂と叫んで楽しそうに写し

ている波動にきわめて感じやすい人なのです︒

そうこうするうちに彼の特殊な知性に私は戸惑うようになりま

カント等に清適してい

なかったと思いますが︑しかし彼の最大の関心ほだれもが知って

ア人︑舌代ローマ人︑ジョーペンハワー︑

した︒たとえば︑彼はたしかにヨーロッパの誓学者︑古代ギリシ

馬車から降りようとはしないで︑その印象的な乗物を撮っていま

いるような背学にありました︒或るとき彼は﹁こんな哲学上の諸

レズリー氏︵温‖アダムスキーの親友デスモンド・レズリー︶は

力を認めないで知的能力を過大評価したからだ﹂と説明したこと

説はすぺて無意味だりというわけは哲学者たちが人間の感覚の能

可愛い小さな宮殿︵十六世紀ないし十七世紀頃のもの︶を所有し

が︑彼は祭壇を見ようともせず︑全然近寄らないし︑一行の他の

ます︒この小室は見る価値があり︑ヅ▼ヨー︑ジも興味を示しました

初期に殉教者が避難していたといわれる大昔の石造の小壷があり

二人の老尼が今もその一輝に住んでいて︑内部にはキリスナ教の

人間などのための意志伝達事変を 〝テレパシー〟 と呼んでいまし

した︒彼は例の字古語︑つ■まりあらゆる生きもの︑穏物︑動物︑

の内部に放遺されているという人間の本能的な力について語りま

部に成っている能力︶について語り︑また墟によれば殆どの人々

披はしばしば知覚や警戒力に関する人間の能力︵まだ人間の内

せん︶︒

連中がやったような十字を切ることもしません︒一同が聖人の絵

ジョージは偉大な意志の力を持っていました︒それは沈黙を守

た︒
のに忙しい尼たちに話しかけていました︒彼はそそくさと礼拝堂

る能力にょってあらわれています︒私の意見では︑ジョー︑シが日

転r

を出て行きましたので︑デスモンド・レズリーはむしろ驚いたよ

画頚を見ていたあいだ︑−ショー︑ジは赤や黄金色の古物で柱を飾る

ています︒この宮殿の一部は使用されない礼拝堂になっています︒

があります︵もちろんこの感覚の能力を感情と混同してはいけま

ところで或る日ジ▼ヨージは教会へ入る必要にせまられたのです︒

した︒

たも彼はその建物よりも乗って行った属皐にはるかに興味を示し︑

ローマにいたとき私は彼を聖ペテロ寺院へ案内しましたが︑ま

者は所持している︒ルウから贈られたもの︶

ていました︒︵注＝このときアダムスキーが撮った河の写真を綱

がー︒バーゼルでの慮初の日に私はもちろん彼を大寺院へ案内し

⊥− 8・−
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大喝采を博すことができるような場合でも︑彼は口を感じ続ける

します︒たとえば自分が知っている事柄をしゃべることによって

なりの理性カばかりでなく異常なまでに強力な意志の力を必要と

常殆ど置かれていたような状況にあって秘密を守るためには︑か

この男たちの詰では︑日課の飛行中に∵磯の巨大な宇宙船の中へ

別な惑星の文字で美しく書かれた手記を見せた事件があります︒

の家へ二人の地球人パイロブ†がやって来て︑地球の言葉でなく

慎重に自己訓練を行なったと語っていました︒その例として︑彼

またジョージは︑秘密を守るために人名や場所を忘れるように

人が軍事基地について尋ね︑ペンを借りて二人の眼前で驚くべき

吸い込まれてしまい︑内部を見せられたあと︑宇宙船の乗員の一

ことができるのです︒自分の心は秘密事項が埋められている墓場
のようなものだと彼は言っていました︒
或るときジョージと私の二人きりになったとき︑彼は垣根の両
ズ

作ってくれと頼めなかったことを今でも残念に思っています︒こ

コピーを私に見せましたが︑そのとき私が内気なためにコピーを

短時間でその手紙を書いたというのですUジョージはその手祇の

とがあります︒これは彼が沈黙の尊いを決して破らないからで︑

の二人のパイロットは自分たをの名前を忘れてくれと懇頗したの

側︵これは彼の言葉そのものです︶︑つまり米国政府とブラザー

人から尋ねられたときにはむしろとばけるようにしていると言っ

でジヲージはそうしたと言っていました︒この事件は当時評判に

の両方から多くの秘密事項をまかされたと語ったこ

ていました︒彼がホワイトハウスの側道へ通じる秘密のドアlへ

なりました︒なぜなら二人のパイロットは無料を使用せず︑しか

︵惑星 人 ︶

二度ばかり入ったことがあると語った言葉は真実だろうと思いま

もどこにも着陸しないで二時間を余分に費やしたからです︒

に強固になっています8

しかし私自身の体験からいって彼にたいする私の信用は岩のよう

事をするので︑そのためひどく信用を落とすことがありましたロ

ときとして真相を隠すためにジョージがあいまいな無意味な返

す︒他のこのような秘密のドアl︑すなわちケァテイカン宮殿の
ドアーへ彼が入って行くのを私は見たことがあるからです︒︵注
またジョージの

＝グ．ァテイカン事件の詳細は本誌に掲載済︶なぜ秘密のドアlか
ら入って︑別な入口から入らないのでしよう？

ことで︑しばしばそこへ会合やテストなどに行ったということで

語ではケァリフォルニアのホットスプり′ングが重要な場所だとの
す︒後に私はケネディ一大統領がホヅ■L﹁スプリングへの重要な旅
行計画を急に変更したと報暮されたのを見たとき︑このジョージ
の言葉をはつきりと思い出しました︒当時この重要計画の変更の
望毎について新発に多くの憶測が掲載されましたが︑ジョージは
その理由を知っていたと思います︒しかし彼は他の事件すべてと
同様にケネディーの税額を守ったわけです︒

空想か真実か
チャールズ

●ポクエン

〝ザ・シティズン〟

この物語は最初プリティヅジェコロンビア︵注＝カナダ南西部
の州︶のプリンスジョー．ジで発行されている

はんの数年前は地球の軌道を廻る人工衛星の着想さえもバカげた

ものだと考えられたかもしれないということにふと気付いた︒だ

がやはり彼は多くの弱点をもとにして男のウソを見破ろうとして

失敗したっ抜穴を全く見つけ出せなかったのである︒われわれが

ば彼はもっと驚いたことだろう︒以下は男の物語で︑本人の言葉

現在知っている汀こざ0問題をポウニン氏がその頃知っていたなら
で語られたままである︒

私はオーストリアの米占領軍で働いていた︒一九五一年五月十

ンツからザルツブルクまでへイスト氏を運ぶようにと大佐が命令

紙に掲載されたものであるが︑後にW・ゴードン●アレン著ごこ
ポ．ジジョ ン 社 か ら 発 行 ︶ 〟

した︒ヘイスト氏はリンツの米兵相手に夜学の課業を受け′持って

五日に兵たん部付将校カズン大佐の運転手をやっていたとき︑一リ

ン〟祇の記事のコピ﹁を送ってよこされたブリティッシュコロン

いた．私の仕事は週三回ザルツブルクからリンツへ氏を運ぶこと

に概要が載せられた︒〝ザ・シティズ

ビア︑ヴィクトリアのP●以●H−エドワーズ博士に深く感謝す

だった︒

ブルクの北五マイルの所にある法事場へ到着したコ革をそこに遣

その日私は夜十一時頃いつものようにリンツから帰ってザルツ

・シティズン〟祇の事務所へ入って来て︑異常な話題があること︑

いて家に向かつて歩き出した︒近道を通ったが︑左側はヤプにな

〝ザ

告白して心の重荷をおろしたいこと︑自分が狂人と思われるかも

突然だれかがそのヤプから出て来て私の方へ近寄って来た︒暗

され る

っていて︑暗くて月は出ていなかった︒

ィズン〟紙の編集者がこの事件をどう思っているかは別として︑
とにかく記事を掲載することにきめてくれたのはわれわれにとつ
その記事は同紙一九五七年十一月十一員︵金︶付に発表され︑

いので輪郭しか見えないが︑ヘルメットをかむっているようだっ

て幸運であ っ た ︒
男と会見したロン●ポウエル記者の手で書かれた︒名前は洩らさ

何か持っていて︑それを私の方へ向けるのだ︒相手の指なのだろ

た︒私と同じくらいの高さか︑ちよっと低目くらいだろう︒手に
ポウニル氏の注釈によれば︑最初氏は全く疑ってかかったが︑

ないようにという男の要求は容れられた︒

誘拐

しれないことは充分承知していることなどを語った︒〝ザ●シテ

一九五七年十二月の或る日︑プリンスジョージの一住民が

る次第であ る ︒

次元を超えて来る芋串船〟︵注‖一九五九年ニューヨークのエクス

ー10−
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ノ

その昔のあとで相手は手を素早く振るので︑私ほ顔の前に腕を

嘲

らドアーとおぼしき物の輪郭が見えて︑そこを通って別な場所へ

倒れない︒相手は私の胸に黒い四角な坂をつけてそれを⁚〜で背

かったのだが一室内へ入るまで私の方へ向けていたGずつと私の

相手は指を−拇だと思っていたのにあとでエンピツ塾の物とわ

スティックの部屋とわかった︒

引つ張っていかれたが︑後になってそこほガラスまたは透明プラ

中からぐるぐるとしばりつけた︒遠くで犬がほえるのを評︑たが︑

方へ向け続けていたが︑室内へ入ったときそれをそらしたので︑

上げる身振りをしたけれどもマヒした︒倒れそうな感じだったが︑

相手の歩く音は聞こえない︒全く気楽に歩いたのだろう︒相手が

私は床の上へへタヘダとくずれてしまつた8相手は出て行つたの

坂をからだにしぼりつけてから相手は私の前に立って歩き出し

私のからだのまわりを歩くにつれて輪郭を見ることができた︒

飛行機で飛んだことはなかった︒数分してから下弦の月が輝いて

次に受けた感じは空中へ昇るような感じだった︒それまで私は

ドアーがしまっているのがわかった︒

で端部を見ることができた︒そこには一種の羨動感があり︑室の

今度は胸につけてある板の方へ向けるのだ︒歩いて行きながらそ

いるのが見えた■U

た︒そして手の中に持っている物を始めのように私の頭にでなく
のあとを私のからだを引っ張った︒私は動くことも歩くこともで

やがて私は再び両手両足を感じ始め︑上半身を起こして立ち上が

私はおびえたが夢を見ているのだろうと思った︒

中にいたのではないが︑全体重は地面にかかつていなかった︒か

きなかったが︑相手はとにかく引っ惑って行く︒私は実際には空

った︒この頃までには日光をあぴていた︒

の小さな眠が見える︒ハエの狼のように思われたっ鼻は全然なく︑

形だつた︒非常に広い額と大さな眼︒二つの大きな狼の中に多数

のガラス製ヘルメットを透して見えたゎだ︒その頭はいわば円裔

そのとき私には相手が悪魔のように見えたっ頭老はないU⊥壇

た0

われわれと同様の人間のように見えたが︑私より少々背が低か︵一

ばに立︵一ていて︑そこにはいくつかのレザァ・lが▲あった8相手結

船内のむこうを見ると私を連れて来た人が見えた︒彼は壁のそ

⁚︑い・

らだが軽くなったような気がした︒
ヤプの背後に小さな野原がある︒その野原の中に道路から見え
ないようにして径約百五十フィートの円型の物体があった︒黒い
物で︑何なのかわからない︒最初浮かんだ考えはスパイが何かの
理由で私を捕えたのだということだった︒
私を連行した相手は地面からいわば浮かび上がって︑物体の頂
上へ私を引っ張り上げた︒相手は何かを踏んだかボタンでも押し
たかしてドアlが開き︑暗崇のなかへ私を引っ張りおろした︒す
つかりおぴえた私はどうなるのかと思っていると︑暗黒のなかを
降りて行ってやがて足の底に床を感じることができたっ
私が︑いた場所はガラスか透明プラスティックで出来ていること
がわかった︒頭上に星々が輝いているのlが見えたからだqそれか

皮穴

は り 0 の

庫＿が

蒐悪けだ．ノ8切部分芯鳳きわ也て小さな裂け目があ

漆るLヰつだ如︑︑いわば白色だ︒耳としては二つの穴

は あ

＋

船体

月・

なく︑そのまま上昇していたぃ

＋

︼■ニ

■ ぞ■

．

と月が頭上近くにあり︑われわれの方へ落ちて来るように見えた

地
「面

て

﹁︑h

ヰっで︑首の部分は見えない︒絹に似た材質のものを着でいたが

突懲われわれ二人は例の崖童の上に立っていた．▲︒

るLれ′わ

部分にいた︒船は右方へ滑空して暗部へ入って行った︒

のようで︑岩や丘などが見える︒われわれは日光があたっている

月の火打群が表面にはつきりと早㌃たい．河山︑を

︑〜

蕃言てはいなかった︒この衣騒がヘルメッーL﹁を着用した頭部を除
私がいた室内から見える船内の主な部分は丸く見え︑壁はガラ
；みたいだがすき通ってはいない︒床もガラスまたはプラスティ
プクで出来ていた︒床の中央︑．ヤフス．の下部に一枚の黒い板があ

は

ヱ空乳首メ．トトールばか㌣の位置■にいる．︳を悪疾

軒のよ臣少し短巨︒両手空二本の長い措から成ってい銀
るの玉のようであったが︑他は暗黒だった︒ふと上方を見上げる

鱒▼ブ

いて全身を覆っていた︒相手は私を全然見ていなかった︒

れわれ

が 玖￣二

一12−
いいた︒

平方と思われるその瀬切各隅から黒い放射線が船内の壁へ流れて
偏
その黒い板の下部が見えたが︑そこは船内の反対側で︑同じよ
うな塞があるらしかった︒そこでも怪物が塵のそばに立っていて︑
船体が太陽の光のなかに入るとすぐに焼けつくような熱を感じ

同種類のレ ザ ァ 一 類 が 見 え た ︒

たが︑相手が一本のレプアーを引くと青い水に似た雇いが屋根の
上に来た︒すると日光は正常になったけれども︑覆いを透かし
なおも太陽 を 見 る こ と が で き た ︒

私の最初の考えは夢を見ているのだということだったが︑次に

とだった︒

起こつた考えは︑私は死んでいて魂が上昇しているのだというこ

l

℃た︒外部崩すぺ七暗いが日光が船内にさし込んで十え．をγ′に思

われた︒怪物が私の方に向けたあのエンピツ塾の物の一つを額づ

て︑それを下方へ向けた︒そのときこのやつほ月から来た者で下

船体にもその合図にも音はなく︑約五分後に再び右へ動き始め

方のだれかに合図をしているのではないかと私は思った︒

た︒始めは地球へ帰るのだろうと思ったが︑アメリカに続いてア
ジアの諭郭が見え︑雲が見えた︒

地球と月は急速に私から幾れて行く︒そこで私はこの宇宙船は

別な惑星から来たのだと思い始めた︒

突然別な惑星がわれわれの眼前にぼんやりと浮かび上がってく

l

1ヨ

胴￣あ た つ

るー
と運
り︑それは私の胸紅とりつけられた物に似ていた︒約十フすィ
ト転者が船．を停止させた︒私はそれを一連の待捜だと腰

−l．ご．

＿＿山一一−
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︑．︶

．

るように思われたので︑それに激突するのではないかという売が
した︒きつとそうなると思ったが︑運転者がまたも急停止させた︒
しかし動揺は感じなかった︒そのとき船はその惑星からまだかな
り遠いことに気づいた︒やがでわれわれは地上めがけて嫡すべり
に降下し始 め た ︒
降下しながら私は地上を見わたしたロー方のがわに赤い野原︵
複数︶があり︑別ながわにはうす振の野原のようなものがあった︒
その野原のなかのあちこちには地面から突き出た大きなエントツ

︵

の如き物があつた︒明るい白昼で︑空には雲もなく︑太陽が輝い
ている︒
給は赤い野原に近づいて行く︒そのなかに青い水の流れる川

複数︶が見える︒各川は革様に流れていて︑ところどころに▲哺が
かけてあり︑道路も見える︒偉は地球の橋と全く同じだ︒
高空からは生命のシルソは見えなかった︒
やがて船は私が乗っている円盤と同じような円盤鮮でうまって
いる或る野原へ滑空した︒数百磯の円盤がいるようだ︒それらは
灰色︑黄金色︑銀色等の異なる色を帯びているが︑巣や赤色の円
盤はいない っ
運転者はレザァーを引くだけでその上空絢田富メートルのとこ
ろに滑を停止させた︒それから地上約二︑三十フィートの位置ま
で垂直に降下し︑高いプラソ．トフォームの上に船体を着陸させた︒

降下しながら運転者と同遠類の姿の人々が各円盤の中にいるの
が見えた︒
プラットフォーム上に着くと運転者はレケァーを引く︒ガヲス

斗

頭1

当﹁

表ヨ1︒

がうしろへ移動して彼が外へ出た︒墟はエンピツ塾の物を自分の

1

1ヽ

㌧

拘に向けて︑落ちる木の葉のように地面へふんわりと飛び降り︑

続いて三︑四番目にある円盤の方へ急速に歩き始めたっそしてエ

ンピツをまた胸に向けると飛び上がって船内に入ったが︑その円

盤には約十分問入っていた︒他の円盤の中にも怪物がいたが︑私

扱がその円堂内に入っていたあいだ私は周囲を見まわして別な

の乗った円僅の運転者よりも少し小さかった︒

円盤群をながめた︒怪物と同じ型の人・々が見えた︒

突然︑かなりむこうに地球人を乗せた二機の円盤が見えた︒一

機はよごれていて︑内部には男一人︑女一人︑子供二人がいる︒

私は彼らに向かつて手を振ろうとしたが︑恐ろしくなつたっ彼

近くのもケ一機は黄金色で︑一人の男と一人の婦人が見えた︒

らが手を振るのを待ったが︑連中は手を振らなかった︒それを見

たあと︑私は連中と一緒にここへ滞在することになるのではない
かと思った〇

遠くの川のそばに何ものかが効いているのが見えるGそれは黒

いが何なのかわからない︒食用牛の群れのようでもあるが︑たし
かなことはわからない︒

地面には大きな赤い花が咲いていた︒ヒマワリに似た花だ︒花

のあいだには縁草滞があちこちに見えるが︑浪のとどく限りその
面と全く同じだ︒

花が咲いていたG縁の原のなかに地面が見える︒それは地球の地

私は火星にいるにちがいないと思い始めた︒それが赤い惑星で

あることや運河があることなどを学校で習ったのを思い出したの

で︑ここはどうやら火屋らしい主いう気がした︒ただし亨パーセ

ント確実だというわけではない︒月を韻れたときに物の位遭感を

：…二。≡；享■iき1」

んぐん上昇して暗黒の中へ入り︑続いてスズの球みたいな月が見

びドアーをしめた︒そして来たときと同じコースを鹿陸した︒ぐ

やがて円盤の運転者が別な円盤から帰って来た︒中へ入って再

ならエンピツ塾の物がカチンと鳴ったけれども私には何も起こら

方へ帰り始めていたが︑それは相手をハソとさせたようだっ

のとき犬が道路のむこう約四分の一マイルあたりからわれわれの

彼はただ私を引っ張っているだけだった︒
彼はエンピツ塾の物を私の胸からそらして頭の方へ向けた︒そ

失ったからだ ゥ

えた︒かなり接近したが︑それはなめらかな銀色のもので︑表面

なかったからだ︒

いたが︑やがて走って帰宅した︒

私は円盤が遠くへ去って行く光景を見るまでそこにジツとして

は私の胸から板をはずして円盤の方へ帰って行った︒

相手に気づかれないようにわざとマヒしたようなふりをした︒援

最初の休験からして私をマヒさせることがわかつていたので︑

なぜ

には火口な ど 全 然 な か っ た ︒

われわれはどこへ行くのかわからない︒もっと遠くへ行くので

かと私に尋ねたが︑﹁何でもない︒気分が悪いだけだ﹂と答えた︺

妾はまだ起きていて︑興奮しきつている私を見た︒どうしたの

それが地球だったことがわかってとてもうれしかった︒だがす

この体験を妻に話すことはできなかった︒彼女は私が完全に気

るか︑それとも殺すだろうヒ思ったことなどである︒

もし私が体験を人々にしゃぺったならば火星人は私を再び連れ去

は地球上で起こつているあらゆる物事を知つているのであつて︑

として監禁したがるだろうということ︒もう一つは︑火星の人々

つは︑だれも私の話を全然信じないだろうし︑みんなは私を狂人

私は二つの琴由でこの事件についてだれにも話さなかった︒一

だろうと思うが︑そのいずれかはわからない︒

事件のすぺてを忘れさせようとしたか︑それとも殺そうとしたの

けだ︒怪物が別れぎわにエンピツ塾の物を私の頭に向けたとき︑

時二十分だった︒捕えられてから帰るまでに約一時間かかったわ

さまじいスピードで接近するので︑きっと激突するだろうと思っ

道路へ導いた︒そのとき私は歩くことができたが︑大変軽くて︑

たときと同じやり方で私を外へ引っ張り出した︒彼はまっすぐに

アーをあけて小さなエンピツ塾の物を取り出し︑中へ連れ込まれ

殺されるのではないかと私はほんとうに恐ろしかった︒彼はド

私を捕えた場所へ帰ることはわか︵一ていた︒

われわれは暗黒の中へ入って次に地上へ降下して行った︒彼が

した︒

秘密を保つために私を殺そうとしているのではないかという気が

けた場所へ連れて帰るのだということが何となくわかっていたが︑

止させた︒そして地球の方へ滑空して行った︒彼はもと私を見つ

が狂ったと思うからだ︒帰宅したとき時刻に気づいたが午前十二
■

た︒すると運転者が大気歯に突入したと思われる頃に再び船を停

明るい側へ近づいていることに気づいた︒

はないかと思った︒約十分後に半月形の物が見えたので︑地球の

ー14＿

要t雲1

私が今体験を話すのは︑宇眉で起こつている物事を人々が知る われわれにほむだだ︒あんまり古くさい事じゃないか﹂体験者Ⅹ
のを助けるためである︒心は今落ち着かない︒だがこれから先さ 氏との会見を想琴するのも容易だつたと思う︒﹁おうかがいしま

すが︑あなたの宇宙旅行は実際に必要なことだったのですか？﹂
ほど長生きはしないと思うので火星人を恐れはしない︒
だが時日は過ぎた︒別なコンタクト例の証拠が流れ込んできて︑
私が待ったこの体験からみて︑火星人の文化や科学知識はわれ
われのそれをはるかに越えていると思う︒放ちは字電路な打ち上 このオーストリア人の休攣王張を再度考えさせた︒たといこの事

ゴ．∴﹁ン●クレイトンと私はしばしばこの事件で議論したが︑

げるための人工衛星を必要としない︒地球人が征服しょうと努力 苗旅行がわれわれが理解している範囲において必要でなかったに
している宇宙の諸問題の多くを征服しているのである︒彼らは円 しても︑見たところ空想じみたこの物語に・真実があつたとしたら
盤を放射線で︑たぶん光線で推進させているようだが︑地球のよ どうだろう︒

私の体験や︑火星で地球人を見たことなどは︑火星人が地球人 健忘症を起こしそ．うなややこしい記述のバーニーl︒㌣ル事件の物

うな毛−ク ー 類 は な い ︒

その事件の後︑私はオース．ト∴リアにいられなくなり︑その年の

する記述と漠亮蓋〟は役の心中から芋冒旅行の記憶を消そうと

について偉大な知譜を有し︑地球人よりもはるかに遊歩している 語が出現してわれわれの興味は一新した︒今この一九六七年にお
ことを示している︒火星人は私を動物として扱っただけなのだ︒ いて自称宇冨旅行のこの上ない無意味さ︑Ⅹ氏の怪物の容貌に関

後の注意にゆだねている︒

十月にカナダへ来た︒そしてついにこの話を公開したいと思った︒したのかもしれないという彼の畏敬の憶測等︑すべてが問題を今
現在二個の人工衛星が地だを廻っているので︵注‖暮︼これは初期

ーがこの罠のコンタクト物語を耕⁝考することをやめるというのは

正直に言うと︑申し分のない︑信預にあたいする一エンジニア

驚きであるが︑ブライアン●ワインダー︵注＝．不ウニン氏の友人︶

のもの︶︑たぷん少数の人は私の話を信ずるだろう︒とにかく私

は事件を記憶通りに話した︒まるで昨日の出来事のようにはつき

〝意転者〟に関す

う件や天工汀に足をつけて自分たちが立っているのを発見した人に

にこの物語な伝えたらそのとおりだつた︒彼は

りおぼえている︒
︵注＝以上で体験談が終わる︒以下はポウニン氏の意見である︶

身がすくんだ︒また

〝円盤〟という言葉が凌用されたことに

〝直線の川〟という説明に両肩をすくめたの

いわれていた乗物が急に

私は数年前にこの鸞くべき体験記に初めて賃したが︑環初の反 ついて年式に会わないが︑芸円い水〟 のような日拾けの話は非常
応は︑多重の下剤を飲みたくなったことだったロこの自動串運転 な興味があるという︒私としては始めに〝物徒〟または 〝鉛〟と
一手がハエの目玉の機長から受けた待遇を想像したとき︑心に次々
とコッケイな場面が浮かんだのを思い出す︒

である︒というのは︑多く観測され︑最近写真にも撮られた火星
﹁おまえの託を顕り消去︑こ云バカ︒仲間空﹂心れたのか†

ヨ董﹂
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あるはずだからだ︒またこれほどに進歩した人間が

ち〟についてしゃぺらせた物語を発表したのはそれから六年後の

シモン博士がバーニl●ヒルの潜在意識から〝口の細長い人間た

り二カ月後のことだし︵注＝この有名な事件は本誌で紹介済︶︑

ラヴォ●フォンテス博士に語ったのは右の火星行き物語の告白よ

とするというのもどうも変に思われるし︑﹁彼らは宇宙船を打ち

ことであるし︵注‖こ．の事件の概要も紹介済︶︑マス氏に或る道

〝橋〟を必要

上げるのに人工席星を必要としない﹂というⅩ氏の注釈も︑宇宙

具を向けて氏をマヒさせた占の細長い人間〟の事件ほ八年後に

の〝カナリ〟が運河であるとすれば︑当然巨大な巾を持つ水路で

開発問題に関する現代の純琴諌的な書き方についてⅩ氏の或る程

●ポアス青年やマス氏がブリティッシュコロンビア︑プリンスジ

ら議長い口〟のアイデアを得たはずはないし︑またゲィリヤス

件〟を参照︶︒ゆえにⅩ氏がこれらのコンタクー物語のどれかか

起こつたことである︵この事件は本号の〝ケアレンソルの着陸事

定の知識を暴 露 し て い る ︒

■−三

しかし：・⁚どうも考慮すべき﹁しかし﹂が再三ならず出
てくるが●

ョージの〝ザーシティズン〟紙を読んだとも到悲考えられないこ

景初のスプートニクからの信号が︑当時任命されたばかりのア
ストロノマー ● ロ イ ヤ ル

︵注‖グリニッチまたはエディンバラの

天文台長︶に軽蔑の仕草を示していたときにⅩ氏は物語を発表し

とである︒
別な観点からみると︑問題の火星人誘拐者はポアス青年︑ヒル

たのである︒︵クーリーがアストロノマー・ロイヤルの地位につ

夫妻︑マス氏らが遭遇した〝惑星人〟とは似ていない︒その火星

人はどうやらホセ・ヒギンスの〝出目の宇宙人″に似ているよう
だが︑この事苗人も︑また私が記憶している限りの如何なるコン

くためにロンドン空港へ到着したとき︑記者会見で彼は﹁惑星間

l●ロイヤルの壊狙のいずれかのために︑あのような火屋行き物

タクー例に出てくる宇酋人にしても︑ハエのような多面体の目玉

旅行の前途は全く見通しはない︒空飛ぶ円盤は存在しない﹂と言

語の発明が促進されたのではないかと思う︒しかしこの物語が全

を持ってはいなかった︒
しかし身のかわりに穴を持つ人間が報告された例はあったよう

明した︶私はどうも最初の人工衛星の成功かまたはアストロノマ

くのでつちあげであつたとしても︑作者はネタになるような円盤

二っ目の人間〟 には耳たぶがなかっ

だし︑ベロ●ホリゾンテの

た︒

著書はそれまでベストセラーになっていたが︑ザルツブルク発火
音讐貰なる金星人〟のイメージとはおよそ

着陸物語類に殆ど関係はない︒なるほどアダムスキーの最初の二
星行き急行の 運 転 者 は

生きものについて語っているし︑ジスコ■グローブ事件の犠牲者

プレマノンの子供たちはロボットのような白色の︵角砂糖塾の︶

はロボツナ塾生物の働きによつてひどい目にあ︵一た︒

縁遠いし︑耳で聞こえる言責によるにせよテレパシーによるにせ
よ会話の行なわれた形跡はないし︑まして地球人への▼〝メッセー

最後に注釈を必要とする 〝火星人運転者〟 の身体上の特徴は手

ジ〟などかけらもない︒ブラジルの智林から出て来たA・ゲイリ
ャス●ポアス青年が〝細長い口をした婦人〟との秘密の事件を・オ

l
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拶

エト科学アカデミーにたいしてなされたものである︒

これがほんとうだとすれば他の二つの陳述はいささか驚くべき

ものとなる︒その一つは火星で地球人が見られたこと︑それら⁚は

ャ・サンティナ事件の小人たちは一そろいの向かい合った拇を持
っていた︒スコリしrンにおいても拇は四本だけで︑親楷はなかっ

Ⅹ氏の存在を認めなかったこと︑である︒これが意味するところ

は︑その地球人たちは何かの精神的支配力のもとにあったのでは

た︒
何より重要なのは︑ザルツブルク付近に硯われたその生物は︑

円盤生物の採集箱用として新しい凛本であるらしいということだ︒ないかということだ︒〝フライイング・ソーサー・レヴュー〟誌
この異常な物語の別な特徴を更に述べると︑一つは引力との絶 は 〝ザ・ヒューマノイド〟と題する特集号に︑似たような円盤同
縁である︒本人が実瞭に浮かび上がったのか︑それとも故に向け 乗をやったというメキシコの学生たちの記事を載せたが︑彼らに

以上の物語を事実と信ずるのはまだ歯車であるが︑ただの空想

ったが︑ハエの眼のような目玉があるので︑たぶん私を直接見る
必要はなかったのだろう﹂

て彼は次のように強調したG ﹁相手は私を全然見ようとはしなか

られた道具のために頭が変になったのか？ 次に見落としてなら
ょるとやはり誘拐された或るブラジルの家族を見かけたという︒
ないのは﹁日光が船内にさし込むように思われた﹂にもかかわら
もう一つの陳述は︑Ⅹ氏は会話の試みについて何も言及してお
ず︑宇宙空間は暗黒だったことである︒天文学者は芋苗空間は暗 らず︑動物のように扱われたと言っている点である︒これについ

黒だろうと仮定していたけれども︑当時この考えを確証するため
に宇宙空間へ行った者はなかった︒
その火星給は光線で権道し虎という説明もある︒一九六五年一
月三十日にケァリフォルニ丁でコンタクトしたと弥するシド●バ

ナリブクは︑彼の見た事苗船は﹁それ自体の原動力で推進するの の産物であるとすれば︑作者は豊かな想像力を持つのみならず︑
ではなく︑むしろ光線から伝えむれる戎を動力で推進するのだ﹂ ちょっとした予言者でもあるということになる︒
と言っている︒
●

●・なめらかな銀色のもので︑表面には火口の形

火星物語のなかで考え込まさせる一部分は﹁スズの球のように
見えた月・ ●

跡はない﹂というくだりである︒これの含みはl︑これは火星の衛

星の一つ︑フォボスかデイモスではなかったかということだ︒Ⅰ
・シフロフスキー博士は一九五九年五月一日に︑火星の二つの衛
星は人工的なもので︑内部は中空で︑大部分はアルミニウムとマ
グネシウムで作られているという説を発表した︒この声明はソビ

＿18＿

月の神秘の孔群

この写真はルナオービター2号が撮影したマリク
ス火口付近の光景である．白い矢印が示す五個所の
孔は普通の火口とは異なって幾何学的な全円形であ
り， 人工的建造物ではないかと言われている・左手

前の円孔は後約2マイル，円周は高さ約500フィ
ーナの垂直な壁で出来ている．
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調 査 報 告

ジ≡【ン●′ヽ−・ニ・・・一

アラン・シャープ

関してはノー・コメソ︐卜である︒︵注＝英国は心霊実験や交霊会

が盛んであるが︑編者ほこのようなものを信じない︶

その土曜日の午後から夕方にかけて﹁今夜何か一大事が起こる﹂

という流言が広まっていた︒われわれはそんな感じを持たなかっ

たので︑その理由は今もつてはつきりしない︒

7−サー●シャトルウッドとその友ボブ・ストロングは土曜の

夜間観測隊を編成した︒明らかに彼らの魂阻は週末に開放される

冠のどのあたりか不明︶調査報告であるが︑実はいかがわしいV

によるH二ぎ0観測のメッカと称されるウオーミンスクー︵注＝−英

この記事はその機関誌一九六七年七月号に掲載されたもの︒両名

ロングのいずれかが︑観測隊の人員が多すぎるので︑こんなに多

どういうケンカなのかよくわからないが︑シャトルウッドかスナ

lでそのグループに加わったが︑間もなく何か議論が起こつた︒

うというのである︒われわれは指定された時刻にウオーミンスタ

陸軍の射撃場を利用して︑荒れ果てたインパーの村へ遠足に行こ

FO研究グループにたいする批判とや恥記事なので李QG

鶴測隊の先導車数台がだしぬけに出発して︑われわれはじきに

それを見失ったので残りの者は近くのクレイドル丘へドライヴす

ることにきめた︒どうみても汀二FO観測用に他のどこにも劣らな
いほどのよい場所である︒

その日の午後︑一グループが前夜バナルズベリー丘の見晴らし

を見ると︑この丘にいるほうがよいという者と︑インバーへ行き

こへ行っていたことがわかった︒また大ゲンカが始まった︒榛子

クレイドル丘の頂上に到着してみると二汀の他の連中が結局そ

のよい場所から二偶の赤い葉巻塾物体を目撃したと言っているこ

たがっている者とがいるらしい︒インバー行きを希望している者

のあいだでどの道を行くかについて意見が分かれていた︒また︑
︵注＝テーブルに数人が手をのせて思念す

のテーブ ル タ ー ニ ン グ

を乗り入れるならば陸軍が射殺するだろう﹂という噂もその一つ︒

さまざまの噂が流れていた︒﹁もしシャトルウッドが射撃場へ革

IF

臣FF

臣F

全体がひどぐごたついていて︑この混乱の責任を特定な人に負わ

ると降霊作用によりテーブルが動き出すという心霊実験用語︶の
はこれに出席していなかったので詳細な内容は書けない︒これに

交霊会中に得られた予言が実現したものであるという︒われわれ

とを知った︒われわれが聞いているところでは︑この目撃は一種

究家たちがそこに滞在していることがわかった︒

ンスクlに到着した︒そして間もなく︑その週末に他のけFO研

われわれはl九六七年五月二十七日︑土曜日の午後にウォーミ

︵編者︶

勢で押しかけては音UFOがいやがって出現しないと思ったらしい︒

ハーニー氏は機関誌〝出けFORGブレティン〟を編集している︒

この二人の筆者は英国のマーシーサイドⅢこ∫0研究会の幹部で︑

ウォーミンスクーの

ー 20−

の

カ

ミ

ナ

リ

せるのをわれわれはためらつた︒
遠く

雷光のシヲ・ワにたいするシャトルウッドの反応は︑ウ・オーミン

スター観測会中に見られたというmこざ0の多くに関するわれわれ

の疑惑を解消させなかった︒〝信じたいという隕〟で見ていると

きに普通の雷光がこの世以外の物に変形されることがあるとすれ

別な何かの現象が同じやり方で全く誤って解釈されていると考え

ほ︑このような観測会中に自然のものにせよ人工的なものにせよ︑

舎へ着いたときシャトルウッドとその友人たちはすでにそこにい

ても差支えないだろう︒

結局楽人かがクレイドル丘を離れて射撃場へ革を飛ばした︒循
たD近道をまわったのだ︒続いてわれわれは数台の革のあとに従

か見えない︒しばらく異常な物は見えなかったが︑やがて一人が

かり進んでそこで観測を開始した︒空はかなり重り︑数個の星し

の嶺測の休験を持つ人々から入手した情報に基づくものであった︒

憤りが起こつた︒その評論で述べられた意見はウォーミンスクー

講演にたいする評論で︑このことがほのめかされたとき︑大きな

昨年の英国VFO研究会北部大会におけるシャトルウッド氏の

東の方向の地平線上にカミナリの閃光を認めた︒この光は東と南

たとえば信頼すべき筋から得た一報告は︑星を指して﹁確実にぴ

って射撃場を横切り︑インバーへ入り︑更に村の先へ半マイルば

東へ競いた︒カミナリの音は聞こえない︒ゆえにアラyが遠方で

FOだ﹂

その週末に︑スター丘の着陸事件に関するシャトルウッドとス

働きすぎる 想像

意味している︶

った︒︵注‖シャトルウッド氏が狂信的UFO幻想家である旨を

と言った或る著名なリアひ研究家の意見から成るものだ

あったにちが い な い ︒

別な辛が一台ずつ離れて行くので︑ついにわれわれもシャトル
ウッド氏が何か幸運をつかんだかどうかを知るために葡舎へ引き
返した︒到着してみると数台の辛がとまっていて︑開くところに
〝物〟の現象だと言サ

よるとカミナリが始まったときにシャトルウッドはすっかり興奮
して︑あれは絶対にカミナリではなく例の

遠くのアラシによって起こつた単なるカミナリと思われる現象に

しばらくしてからシャトルタブドの辛が帰って来て︑すぐに︑

ったと言う人もある︒そこで日曜日︵一九六七年五月二十八日︶

調査した︒その家は廃屋だったと言う人もあるし︑そうではなか

グループがスター丘へ行き︑．奇妙な光〟 が出たといわれる家を

叩こざOAの最近号に出ている︒この事件以来さまざまの円盤研究

︑・ロングの報告について討論が行なわれた︒この事件の記事はS

ついて実に普くぺき話をしたが︑そのあと彼の車は出て行った︒

にアラン・ジャープが問題の家を訪問して︑それが二︑三の農園

い場所からそれを見たいのだという︒

たという︒彼はそれから夜の闇の中へ出かけて行った︒もっと近

が︑そのとき 雨 が 降 り 始 め た ︒

われわれはその後しばらく残って︑午前一時三十分頃に出発した
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である︒たとえば自然の異常な大気の電気的琴褒のような他の可

問者

と約半ダースの労務者の家々から成る部落であることせ発見した︒

訪

能性も考凰するぺきだ︒

所有者はときどきそこを訪れるということもわかった︒

或る

また例の廃屋は︑別な場所に票を持っている所有者がそこに常時
ていて﹂

住んでいないというだけのことで︑使用人たちがその家ゐ音をt
その部落の他の家々には人が住んでいる︒
近一帯で何も奇妙な物は見なかつ∴にという︒相手は奇妙な光の語

に隠実ならば直接に対面したいという意味のことを語った上︑受

が破に億話をかけてきたのでー相手がインチキでないことが絶対

＝ンタクー〟したと称している

日曜日の夕方︑われわれはyヤ†ルウヅ

を面白そうに聞いたが︑恕の物体の正体を陸軍と考えているよう

その廃置の東にある最も近くの塵属の所有者に会うと︑彼は付

だった︒

アラ．ソ・シャープはその披からわずか数百ヤトドしか離れていな

事件が発生したといわれているりわれわれはこの地域ざ訪ねたが︑

はシャトルウプドの家族の人々にも乱撃されたという︒

き第三次世界大戦が間むなく発生すると語った︒この奇怪な人物

に広い報と青いくちびるを持つ人でV て 二言語ったが︑そのと

こえて一人のヱ子吉人〟がたしかに入っで来た︒この人間は非常

話器を切ったという︒す争と数分後に

いニューファームな調査して全景をながめた︒速夫とその息子が

ケァロウェイ林と呼ばれている磯木林の付近で名題の鴬くべ

言うには︑二人はその林一帯で貴需な物を全然見なかったという

その日早く7ヲソ︑ノヤーイノはごノす1：﹁ノスメ︼−の或る薄譲念

住民によつ七料金箱に金を入れないで市内電話をかけ嵐技術の実

ことで︑或る名の知れた土地のへ≒が嶺段カを切︐♪す一すぎたのご

はないかと言う︒また付近一帯孝歩きまわっていた人々

演に招か

︵門こざ0

ファン︶のなかで調査の許可を求めて盛盛に交渉した人はいない

をかけたとき金を入れる音を開か．なかったとシャトルケツドが言
ったからであるdどうもシャトル

と語った︒
不思議な物音が聞こえるという︵Pォー主ン．スタ．−の音と呼ば

その後︑同日夕方にわれわれはクレイドル丘へ観測に行った︒

には電話システムの技術面の研究も必要とするよ．ケだ︒現象階で

誤りはないようだ︒ヘリコプグーの活動のせいだと説明しよ一つと

同行したのはケン・ロジャーズとナイジェル●ステイーゲンスン

れるもの︶家々の一軒を訪れてみた〇家人と会い︑音を庭や水路

した人もいたが︑この説はわれわれが開いた状況報告からみて納

である︒晴れた夜で︑一同は一級の飛行機一︑四個の流星︑一個の

はこの新しいコンタクト例に関して音うぺきことはないっ

得のゆくものではなぃ︒一方この物音を別な惑星かろ来た宇宙船

人工衛星を見たが︑ロFOは見えなかった︒︵5貢下段へ続く︶

などから採集し録音したっどうみてもこの不思請な青の製告類に

の活動によるものという一般の考え方を認めるのはいささか早計

．1F
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円盤の東員に救われた

瀕死

＝﹈

︵医博︶

少女

オヲゲオ・T一・フォンテス

こ一＝

−

の家政療として働き︑主として娘のライス靡の世話をしました︒

彼女はあらゆる治療を受けましたが︑医師は望みはないと言っ

ていました︒一九五七年八月に︑親方はベトロボリスに近い彼の

小農場へ全家族を連れて行きました︒気候のよいその土地で住め

ろしいほどで︑本人はいつもモルヒネの注射を受けていました︒
十月二十五日の夜︑よくおぼえていますが︑ライス療の苦痛が

が経過しても何も起こりません︒食べることもできず︑苦痛は恐

ばライス壌がよくなりはしないかと考えたからです︒しかし日数

九五八年五月十四日付リオデジャネイロ発の次のような手紙を受

ものすごくなってきて注射も効果がありません︒もう死ぬのでは

一九五八年五月十七日に友人ジョアヶン・マルティンスが︑一
け取った︒マルティンスは当時ブラジルのロ・FO騒ぎに関する連

ないかと一同思いました︒親方は部屋の隅で泣いていました︒す

盤を見たのです︒あまり大きくはなく︑直径や巾がどれほどだっ
たか私にはわかりません︒私が知っているのは︑あまり大きくな

親方の息子のジュリ：ヨがまず窓ぎわへ達り寄り︑いわゆる円

ライトの光線で室内が照射されたようでした︒

たが︑突然その部屋がすごく明るくなったのです︒まるでサーチ

の右側にあって︑室内は小さな電気スタンドで照らされていまし

みんなはライス療の部屋に集まりました︒そこの窓はちょうど家

ると突然強い光が家の右側を照らしました︵小農園にある家です﹃

載記事を〝ウ・クルゼイロ〟誌に書いていた人である︒
ジョアタン・マルティンス僕︒あなた切記事を読みました︒お
祝いの言葉を申し述べたいと思います︒
私はいわゆる空飛ぶ円盤の存在を信じています︒それに関連し
た或る事件の目撃者であるからです︒あなたが私を信じて下さる
かどうかは知りませんが︑真実のみをお話しすることを心から誓
います︒私は貧しいけれども正直です︒関係者たちの本名を洩ら
しませんが︑このことほおわかりになると思います︒

かったこと︑上部は責赤色を帯びていて︑急に自動ハブチが開い

てt一人の小さな人間が降りて来たことです︒二人は家の方へ歩い

私の名はアナズィア・マリア︒三十七才︒今リオデジ▼ヤネイロ

て来ました︒別な一人が円盤のハッチ内にとどまっていました︒

︵注＝この婦人の正式な名は本人の依頼にょり

メートル二十センチはかりで︑親方の十才になる息子よりも小さ

円盤の男たちは家の中へ入って束ました︒背が低く︑身長は一

トクラブで見られるような薄縁色の光が見えます︒

円盤は暗くなって︑その内部1ハッチを通して見えたⅠにはナイ

に住んでい ま す 8

私は一九五七年十二月までⅩ氏■私の以前の親方−のもとで働

秘してあるが︑FSR稲美局にはわかつている︺
いていました︒彼はこの町のお金持
きないこと を お 許 し 下 さ い ︒
その親方の娘は胃ガンでした︒彼女は重病でしたので私は一種

く︑肩までたれた長い宴をし︑それは黄赤色の愛で︑小さな眼は
中国人のようにつり上がっていますが︑明るい線色の眼です︒手

園

義

であって︑これを飲めば治るのでしょう∂

実際ライス壌は冶じました︒そしてⅩ氏は二人の男たちに奮っ

十二月になって︑私がその家を出る数日前にライス墳は医師の

には何かをはめていましたが︑それは手袋だったと思います︒生 た約束通り︑この件を洩らしはしませんでしたG
地は白くて厚いようでした︒衣服は全休が白く︑胸と背と手首の

ところが輝いていました︒それをどう説明してよいかわかりませ ところへ行きましたが︑医師はすでにガンが消えていることを確
ん︒二人はライスのベタドに近づいて来ました︒ライスは眼をカ 証しましたり

ることを約束しました︒しかし私はあなたにお話します︒この秘

ッと開いて苦悶しています︒周囲で何が起こったのか知りません︒ 私はその家を出ましたが︑この事件については完全に秘密を守
みんな恐ろしい予期のもとに無言のままじっとしていました8私

はⅩ民夫妻︑ジュリニョ夫妻︑親方の十才になる息子オタグィニ 密は守って下さい︒もしこの事件があなたの記事で伝えられても

ぺつに影響はありません︒阻儒者の名前を洩らしていないからで

す︒しかし誓いますが︑すべては実際に起こったことです︒私の

ゴたちと一緒に室内にいました︒
．二人の男〟はだまって私を見てライスのベッドわきでとまり︑

が近づいたときに療中電燈のような器具で救われたのですq

可愛いライス媛は胃ガンで死ぬことが宣告されていて︑殆ど最後

この

がⅩ氏の額に片手をあてると︑Ⅹ氏はテレパy−でもってライス

持って来た物をベッド上にひろげて︑Ⅹ氏を手まねきして︑一人

〝男たち〟
行なっているのです︒

は私たちがこの人たちを恐れる必要はない

は青白い光でライス療の腹部を照らし始めましたこ
︒とを示すために︑地球の人々にたいしてこの種の多くの物事を

しかもあの

の病状などすべてを彼らに話し始めました︒室内は完全に静寂で 器具が放射線を放ってガンを取り除き︑彼女は癒されたのでした︒
した0

ヱ一人の男〟

するとそのために腹部内のすぺての物が見えるのです︒一同はみ

彼らは地球人と戦うつもりはありません︒このことはⅩ氏が家

造物やいわゆる空飛ぶ円盤用に用いるのです︒

ネシウムを探しに来るのです︒彼らの惑星ではそれを精製して建

はっきり申しますと︑彼らは火星から来たのですC しかもマグ

な少女の腹部内にあるものを見たのです︒するとカナカチという
彼らはライス嬢を救いました︒そしてその夜円盤へ帰って行き︑
音をたてる別な器具を一人がライス療の胃の方へ向けました︒私 永久に去ってしまいました︒
たちは胃の中の潰瘍を見ることができました︒
この手術は殆ど三十分間続きました︒ヲイス療は眠り︑二人の
一カ月間ライス嬢へ獲薬を続けるように．と言い残し︑鋼鉄製らし

男は出て行きましたが︑家を出る前にⅩ氏へテレパy−によって︑

k■F

な白い玉があり︑これは一日に一個ずつ飲むためのカプセルなの

klF

krF

臣r．

iF lrr

に置かないようにして下さい︒あなたがこの事件のことを書いて

k■F

蓼

い一個の中空の玉をⅩ氏に渡しました︒その中にほ三十偶の小さ 族に話しているのを聞いて知ったのですじどうか私をつらい立場

ー23＿
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も︑アナズィア・マリアからそのことを聞いたとは決して書かな

タクト例にいやというほどしばしば出てくる︒

受けつけないことにした︒私はテレパシーの部分を信じない︒と

しかし私はテレパシーを含む部分のためにこの陳述の大部分を

私は悪者になりたくありませんし一元の主人をつらい立場に置

いうのはそれより十五日前の一九五七年十月十日の夜発生した別

いで下さ い ︒
きたくもありません︒ただあなたの円盤問題調査活動のお手伝い

なコンタクト例︵これも私のとっときの情報︶ にかんがみて前記

来て︑他の看たちが形成したブルーデのあいだを通り抜けた︒彼

間が現われた︒続いて更に二人︑また二人︑最後に七人冒が出て

﹁すると物体の中でドアーが自動的に開いた8 そして二人の人

ー﹁ノ0

の体験記を拍冶したのである︒ここにその一部分だけを紹介しよ

をするため に 話 す の で す D

私の住所を記さないことをお許し下さい︒私はリオの郊外地区
に住んでいます︒私は正直でまじめですが︑元の主人のためを思
って記者 の 訪 問 を 望 み ま せ ん ︒
読んでいただいてお礼を申し上げます︒
ナナズィア・マリア

わらずこの事舐は生き生きしている︒原文のポルトガル語の拙劣

いたとき私はトランス

し︑衣服は胸のところが光っていた︒﹃この小人たちが私を見て

人々はすぺて地球人に似ているが︑背は低く︑肩まで長髪をたら

らは三分間ナラックを見つめた〇 これが全部の人数である︒この

な用法にもかかわらず︑本人は事件を実にうまく述べているので︑

は平和な使命のもとに来るのだと言っているような奇妙な感じが

右の手紙の童は明らかに教養の準い人であるが︑それにもかか

われわれが現場にいたかの細く実演を努落させるものがある︒私

しました﹄﹂

手術の例が全然含まれていなかったにせよ︑同じ時期に乗員や

︵恍惚状態︶におちいり︑相手が自分たち

の意見では︑この事抵は或る感劫をもつて書かれたのである︒つ
まり現実に起こったと思われる物事に朗する感動なのだ︒

衣服やテレパy−等に関して似たような内容を持つ別な事件との

偶然の一致はおだやかではない︒私は右の二律を将来の参考用に

たとえば少

女の肉体内のすぺてを見せた青白．い光︵エックス線の進歩したも

特別ファイルに入れることにした︒＋〝手術〟の件にたいする興味

またきわめて興味ある技術的な事柄の説明があるゥ

の︶〇倭中電燈に似た器具︒これはどうやらガン細胞を殺すこと

はまだ消えてはいない︒リオに住む医師として︑やはり．私は︑不

可解な方法で胃ガンの治った人に関して患者や他の医師たちから

qまた治療を完全にするための化学療法︒これも意

たものか？ ︶

何かの辛がかりを得ようと思っている︒

のできる何かの放射線を放っていた︵コバルト放射療法の進歩し
味をなすものだ〇別な興味の対象は対面甲のテレパシーであるゥ
また黄赤色の長い髪をして中直人のようにつり上がっ・た明るい張
付の背の低い乗員たちに関する記述もある︒その眼付は他のコン
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ヴアレンソルの着陸事件

チャールズ・ポウニン

エメ・ミ シェル

〝フライイン

エメ：︑︑シェル▲はフランスの名高いじぎ0研究

家︒チャールズ・ポウエソは英国の
グソーサー・レヴュー〟義満集長︒この記事は二
人の現地調査記録である︒︵編者︶

るめだ︒怒ったマスはブドー畑を通ってこっそり近づくと︑そG一

人問たちは全然少年でないことがわかった︒彼は憩れ場所から出

て二人の方へ接近したこ血メーール以内に来たとき︑一人がふり

向いてエンピツ型の器具を彼の方へ向けた︒するとマスは途中で

はバスザルプ県プアレンソル村のラヴェンダー︵

一九六五年六月中の数日にわたる毎朝︑フランス

なかった︒カボチャのような頭︑肉づきのよいほお︑つり上がっ

らだにぴつたりした薄緑色の服を着ていたが︑頭巾はかぶってい

マスの証言によるとその人間たちは背が四フィート以下で︑か

一種の催眠術的暗示にかかって動けなくなったのだと言っている︶︒

動けなくなって立ち止まったのである︵ェメ⁝︑シェルはマスが

注＝シソ科の常夜東低木︒花は淡紫色でかおりが

︹事件の概略︺

よく︑穏になって咲く︒乾燥させて衣溝の中に入

だのまん中からゴロゴロという音をたてていたG

た大きな眼︑くちびるのない口︑おそろしくとがったアゴ︒から

畑で何者かが櫓物の若枝をつみ取っているのを発

氏とその父は︑〝

引っ込むあいだ相手は内部からマスを注視しているのが見えた﹀

してから相手は．機械′

のあいだに起こった事柄をどうしても明らかにしない︒しぼらく

マスはその遭遇

れたり香水の原料にする︶栽培者モーリス・マス

見して憤りの念が高まってきたd七月一日．の朝五

リグオル〟と名づけた彼らの

時四十五分頃に︑モーリス・マスは畑で仕事を始

上がった︒二十メートルも飛んでそれは見えなくなったが︑マノ

中心軸のゴツンという音がすると磯城は離陸して青もなく浮かび

スクの方向へ行った跡が一∵ダニンダー畑で約四百メートルにわた
って発見された︒

の方へ引き返したという︒脚が回転して

める前の一服を終わろうとしていた︒妓は畑のそ
げた小高い山の近くに立っていたっ琴然ヒユーツ

マスのからだの動きが回復したとき︑荒が転倒して恐れおのの

ばの小さなブドー畑の端にある小石などを積み上
という音が聞こえるので︑ヘリコプターでも采た
のかと小山のまわりを見まわすと︑ドフィヌ尊く

・

いた彼はケアレンソルへ飛んで引き返した︒その村のカフェ．ド

スポールの経営者が彼を見てその頚付に驚き︑どうしたのか

らいの大きさのラグビー用ポールのような形をし

と尋ねたロ

巌rF

L■F
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マスは物語の一▲郭をうっかり洩らしたので︑経営者は

た一個の

じっとしておられず︑ニューズがバツと広がった︒これは当時ヨ

〝機械〟が︑中心の軸を地面にめり込ま
せ︑六木脚で停止しているのを見た甘であるロし

−ロブパ円盤研究界で大問題になった事件であるハ▼
が一本のラげ′エ．ソ〆＼一のそばにしゃがみこんでい

かもその物体の近くにÅ才くらいの二人の少年〟

kF
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六五年七月一日の胡発生したラヴェンダー畑の驚くべき事件は忘

した頃には︑すでに騒ぎや噂は静まって久しくなっていた︒一九

最適ではないかっそのときはチャールズ・ポクエンとその家族が

っきりと示された︒
てシェル︼右の別な着陸事件から二分月と七週後になる八月が

目撃報告が出たことを知ったとき︑ヴアレンソル実地検証行がは

しばしば考えたが︑今年︵一九六七年︶前半にその地域から別な

れられていたようだった︒しかしわれわれはやがて

体積でフランスへ行くことになっているので︑好都合だ︒

われわれがプロヴァンス州の小さな村ケアレンソル訪問を計画

の痕跡〟にたいする官憲の反応はわれわれとは異なる見解を示し
は︑一九六七年五月にフランスに発生したび訝0の着陸跡と思わ

ルブスの小道やすごい峡谷を通り︵注＝マリティーム・アルプの

冒ウニン︼八月二十一日の朝︑エメ・ミシェルが運転して︑丁

〝マルリエン

ていたことを思い出したのである︵注＝〝マルリエンの痕跡〟と
れる不思議な穴が地面にできた事件︒官姦はこれを落雷の跡とか

ことか？︶︑息のつまるようなスリルに満ちたドライゲにょって

ェルとその娘のジルプアーヌが一行に加わった︒

急速にディーニュに着いた．そこでエメの弟のギエスタグ・⁚︑︑シ

たづけた︶︒

〝

さて一九六五年にさかのほることにしようゥ目撃者！または犠
牲者と呼びたければそう呼んでもよいーのモーリス・マス氏は

ディーl二の南方︑長い︑ひどく曲がりくねった上り道を革で

う地名はリーダーズ●ダイジェストの大地図にも出ておらず︑ど

登って行くとヴアレンソルの台地に出た︵注＝プアレンソルとい

円盤〟の乗員に出会った体験により︑更に︑︑ジャーナリスト︑警官︑
その他の官意︑研究家や好事家などから受けた打撃により呆然自

のあたりか不明だが︑ディーニュ付近であるかちヵンヌやニース

・スポールの主人にその奇怪な物語を全然洩ら

か︑カフェ ・ ド

失の体であった︒本人は事件のために耐えきれなくなったのだと

台地を遠方から見たときに私の空想は破れてしまった︒というの

より五︑六十キロ奥地と思われる︶︒正直に写っと︑初めてこの

われわれに関する限り︑−ここでわれわれが冷酷な印象を与え

はそこは或る巨大な山の頂上が大変動で除かれたあとの土台のよ

しはしなかったのだというような噂が流れていた︒
るとしても︑決して故意にそうするのではない−ただ言えること

うに見えるからだ︒

るのである︒なぜならプアレンソル事件はロぎ0史上最重要な事

ベリアのナゾの大爆発と同様に異星宇宙船の激突によって山が吹

スキーに影召されたのではないかと心配した︵注＝この台地もシ

︻ミシェル︼私は友の︵ポクエンの︶空想があまりにヴュリコブ

ほ︑本人が大変なショックを受けたがゆえにちょっとのあいだ感

件の一つであるとわれわれは考えているからだ︒プアレンソルと

かったもの︶︒この台地は沖積期にできたもので︑沖積土の巨大

きとばされた跡ではないかと冗談半分にポウニンが言うのをから

情も舌もコントロールできなかったことにわれわれは感謝してい

いう名しか知らぬ人のためにわれわれはこの事件の概要をくり返

な唯墳であり︑後に谷︵凝数︶にょって刻み目がつけられ︑その

し発表してきたが︑これは本稿の始めにも述べてある︒
マス氏が苦しい体験以来γ一んな目に会ってきたかをわれわれは

27
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る地理学的知識に敬意を表するものである︒この特殊な台地は周

冒ウニン︼私はミシェルの愛したフランス・アルプスにたいす

なれた光だがーを容易に見分けることができた︒しかし真南東の

へ出た︒夜空は晴れていたので一同は遠近の村々の燈火Ⅰよく見

たばかりの三人の天文学暑が新鮮な空気を吸おうとドームから外

九月十七日から十八日にかけての夜︑午前三時に︑仕事を終え

閻の谷から千フィート以上の高所にあり︑その周甜を越えて地中

方に一山並の関係からきわめて正確にその方角を指すことができ

ために周囲の地形が形成されたのである8

海の方ヘアルブス山脈が消えてゆき始めるのである︒

一五七七メートルの峰の方向で︑それよりもうんと低い︑プアレ

ンツル台地とちょうど同じ高さのところに︑一同は大きな静止し

たのだが一正確に言えはエギーヌ村の南東に横たわっている海旗

ダーで覆われている︒その風景の単調さは︑点在する家︑小舎︑

た卵型の黄赤色の光体を見たのである︒十ないし十五分閲それを

一度その台地に登ると択のとどく限りの広漠たる平原をながめ

教本のオリーブとオマケに添えてあるクワの木を含む一つの小さ

見つめたが︑その位置や外観に変化は見られないし︑燃える炎の

ることができ︑その大部分は一面に整然と並んだ無数のラヴェン

なブドー畑などによってわずかに琴われている︒．ラヴェンダーの

ようにちらちらすることもない︒自身の光を放つ団体と同様な状

態だ︒三人の天文学者は何だろうといぶかったが∵何かが起こる

までとどまっていようと言う者もなく︑不安になってきたので︑

？∴yエル︼その台地は広大なもので︑われわれは急速に前進し

甘いかおりがあたり一帯に満ちていた︒
たけれども︑時間は充分にあったので多くの物事を論じ合うこと

私はプアレンソル憲兵隊に︑問題の夜かまたは九月十七日夜の

みなはその場を離れて渾た︒

報告した或る異常な物体の事件について語った︒われわれがプア

目撃時にすぐメモを顧らなかった天文学着たちが︑ひょっとして

前後の別な夜に何か飛んだかどうかと寧重な質問をしてみた︒︵

ができた︒特に私は︑サンミシェル天文台の天文学者達が目撃し
レンソルの村に到着したとき︑台地の彼方の西方に時折見えた山

どこにも何も起こらなかったという︒

のがあったかと憲兵に尋ねたところ︑そんなものはなく︑台地の

前後と尋ねたのである︶火事か夜間の大火災かそれに類似したも

日付を二︑二日間遣えたかもしれないと思って︑九月十七日夜の

々のなかの一つの割れ目に注意した︒天文台があるのはこの山々
のむこう側であるからだ︒以下は私がチャールズに語った話であ
るe

サンミシェル天文台の目撃事件

る研究所で或る仕事を受け持っている物理学者の友人にこの件に

そこで私は︑パリの高等師範学校がプアレンソルに設置してい
オリグォル︵マス氏の畑の名︶の事件から三カ月後の︼九六五

ついて話してみた︒するとこの友人は次のような興味ある事実を

iF

巨FLrF

語ってくれた︒電離層の或る現象を研究しているこの研究所は︑

年九月の終り項︑天文学者の友人が次の事実を私に知らせてくれ
た0

l
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IF

一遍の鉄塔の頂上に百メーエにわたって一直線に伸びた空中線
目的地

ヘ

音く

冒クエン︼サンミジェル天文台の目撃事件の話がはずんでわれ

ことになっている︒たぶん天文学者達は遠近画法で描いたような

われは台地のそばにある長い直線道路の端近くまで来てしまった︒

を張っているが︑この各鉄塔の頂上がときどき燈火で照らされる
澄火のつらなりを見ているかもしれないと皇苧つ︵この各鉄塔は

急にその道路は長いカープとなって︑亭は典型的なプロヴァンス

一
天文台のある方向にたいして斜めに並んでいるからだ︶︒そこで

地方の村へ入って行った︒ケアレンソルに着いたのだ︒燃える日

怨

玉の見えた期間中に点燈されていないことがわかった︒

光のために歓迎するようなカグを投げた木々の並んだ大通りを見

研究所へ電話をかけてみろと︑各訣堵の頂上の燈火は問題の火の
しかしこの可能性を完全になくすために二盛の実験が行なわれ

した︒彼はそこでよく知られている人物だ︒みんなはマス氏の居

退職した元巡査部長のギユスタブ●ミシェル氏は凄兵隊へ直行

て私はうれしかった︒

される︒これを何度もくり返すのであるDまた別な見通しのよい

所を知りたがっていた︒

た︒よく晴れた夜間にこの燈火が五分間点燈され︑次に五分間消
夜に燈火が三十分問続けて点燈されることにした︒ところがこの

マス氏は憲兵隊にょく知られているばかりでなく︑憲兵たちか

実験のいずれも︑高倍率の双眼鏡を使用してさえも︑煙火はチラ
リとも見え な か っ た ゥ

らよく尊敬されていることもわかった︒冗談の言い合いはなく︑

憲兵の話ではマス氏は多忙な人で︑今時分の季節では特にそうだ

この二つの実験でわかったのは︑高等師範学校のヴγ′レンソル
研究所は天文台から見えないということであるロとにかくその事

とのこと︒ラヴェンダー香水の製造所へ行けば氏がいるだろうと

われわれは村の南端から半キロばかり前進してやがて製造所へ

る0

いう︒この製造所は他の三人の農民との共同経営になるものであ

実はプアレンツル台地を横切ってみれば容易にわかることで︑天
︵ヨーロッパ最大のドームで銀白色︶が見えるのは
リヴオル畑はまさにこの地帯のまん中にある

デュランス川右岸のヴォルクス岩山のあいだの非常にせまい地帯

文台のドー ム

からだけで あ る ロ

着いた︒彼はそこにいなかったが数分すれば帰って来るというの

で︑共同経営者の一人や労務者たちに話しかけながら時をすごし

のだ︒
もし天文学著たちが一九六五年七月一日の朝︑双眼鏡でこの方

た︒彼らはマス氏のまじめさに疑いをいだいてはいなかった︒わ

れわれはその他に一つ二つの興味ある物事を知ったが︑そうこう

そうす

の全景を二十三キロの彼方に見ることができたであろう8

向をながめたとすれは︑今やわれわれになじみ深いマス氏の休験

するうちに彼の辛が村からやって来るのが見えた︒

正直に言うと︑このときの会話には私の理解しがたいプロプア

ればおそらくわれわれは事件の全貌をもつと詳細に知ることがで
きたであろ う ︒

ンスなまりがときどき出てくるので︑そのあとの討論の説明はあ

ソ﹁一口の物体を見たロニー・ザモヲの証言に撃ついて作られた模

﹁そうすると私が夢を見たのでもなければ気違いでもないこと

次のように言う︒

これが米国で番官の目撃したものだとわかるやホプとした篠子で

最初彼はだれかが自分の見た物体を写真に浸ったのかと思った︒

まを見たかのように息をつまらせたらしいのだ︺

すると彼の頓に奇怪な反応があらわれたGまるで自分の死にざ

書類カバンからその写真を凝り出して氏に見せた0

型を写した一枚のカラー写真があった︒マス氏が私に伝えようと

の尋問

っさり友にまかせることにす右︒ミシェルは一九六五年に行なっ

月

きめた事件のすぺてを私は氏から聞いたとすっかり確信したとき︑

五年八

たただしプアレンソルの住民その他多数の人が︑マス氏の言動に

︻ミシェル︼私は∵九六五年八月八日以来マス氏に会わなかっ

一九六

たこの目聾者との最初の会見について言うことが少しあるのだ︒

8
ついてすべてを私に知らせ続けていた︒私は今度の会見で以前と
全く変わらない披を見出した︒つまり個性について言えば静かで

しているようにさえ思われた︒その最初の心痛はl両手が震えて

でいらいらしているように見えたし︑二度の塊全にわたって心痛

度に完全な変化があるのに気がついた︒一九六五年には気がかり

へ何の危害も加えようとはしなかった﹂だが彼自身に関する浸り

ように断言した︒﹁あの小人たちは悪者ではなかった﹂

体験について心配や不安な様子を見せていた︒たしかに波ほ次の

もっと一般的な意味で言うと︑一九六五年にはマス氏は自分の

がわかるでしょう﹂

いるのさえ見えたがー私が彼の時計の近くでコンパスをあちこち

事件の結束については少しも心中が静まらなかったのだロ加うる

忍耐強い人である︒しかし一方︑あの不思議な事件にたいする態

と動かしているときだった︒彼はコンパスの針の動きを見ていた︒

に彼は楷神的に心の落着きを失っていた︒つまりその不思議な体

六七 年

の 会話

だが一九六七年にはわれわれは彼の平静さに驚いた︒そして人

一九

験は明らかに単詞な田舎者の生活に調和できなかったのである〇

﹁こちら

﹁私も
放射線か何かに！﹂

﹁それでー私はどうだというのかね？﹂と披は叫んだロ
何かの影智を受けてはいないかね？

彼がわれを忘れた二度冒は︑私と弟の二人で行なった質問の終
を含む少数の人に伝えただけで公表を差控えた或る事件に関する

り頃だったQ当時チャールズ︒ポクエyやゴードン・クレイナン
質問である︒一九六五年プアレンソルへ行く前に︑私ほ前もって

々の想念や感情を撲り出すことに慣れていると称する弟の■キュス

．■■■F

ソコロ事件︵注＝米国の有名な打こyO目撃事件︒本誌に謁歳済︶

i■F

タゲが︑マス氏の最初の態度よりも今度の新しい態度のほうには

irF

の徹底的研究をしようと思い︑入手し得る限りの資料すべてを貸

瞳Fr

るかに感心したと言明したのは注目にあたいする︒最初の態境は

k■F

してくれと友人たちに頼んだ︒すると受け頻った書類のあいだに︑

ー29−

ー30−
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たしかに正直で利口な典夫のそれであったが︑今度は心理学上の だけでしようなロあんたが理解しょうと思えば自分で体験しなく
テストにかかりやすいどこかの正直な利口な農夫と全然異なると ちゃだめですよ﹂
ころはなかった︒今やマス氏の内部には確信が損をはやしており︑

﹁だんな︑私があんたに話さなかった事はだれにも話してはい

lV

チャールズ・ポウニンや私自身の如き徹底的に問題を調べた人々

が本人に言うかもしれない言葉についてもほや何の好奇心も示さ ないし︑女房にも話してはいませんよ︒だれだって私にしゃぺら
せることはできないでしょうな︒しつこいですゼロもうその話は
ない人となっているロ
以下は彼との会話の大要である︒大要というのは︑とりとめな やめましょうや﹂

この会話はすぺてマス氏のラヴェンダー製造所で行なわれたの
い会話は冗漫であり︑同じことのくり返しであって︑﹁まあその
とおりだ﹂というような言葉や遠まわしな言い方の頻発で︑この で相手は言い足した︒﹁よろしかったらおいでなさいこちらのだ

︻ポゥエン︼多忙な人のわりにマス氏はこころよく多くの時間

着陸現場

すべてについては内容を少しも失うことなしにうんと縮小するこ んな︵ポウエン︶をオリグォル畑へ案内しましょう﹂
とができるが︑私はただ冗漫な部分を縮小したという意味である︒ そこでわれわれは革に乗り込んで彼のあとに従った︒
弟と私はまず再会の挨拶で話を切り出し︑続いてその年の干ば
つやラヴェンダーのでき工合などの平凡ないんぎんな話を持ち出
した○続いてチャールズ・ポウニンを紹介した︒
それからマス氏に言った︒﹁あなたはすぺてを語ってくれなか

をさいてくれた︒彼は村を通って元の道へ逆もどりし︑台地へ登

思い出した特徴に気づき始めた︒たとえばコリーヌ・ド・カユ︑

﹁そうだ︒大変重要なことなんだが︑何も説明できないんだ︒ つまり小石やがらくたを済み上げた小山付きのナド一国があるG
私にできることといえば︑理解してもらえそうにない事柄を話す 率直に言って私はそのブド一頭に少々失望した︒というのは︑私

これ以上心中に何も残さないようにね﹂

ることが必要です︒始めたからには最後までやり通すことですな︒区画にすぎない︒だがまもなく私は過去の記事やスケッチ類から

の小さな無人小屋のそばに革をとめた︒
うと思うんだ﹂
ここですぐに感じたのはこの場所がとにかく広いことだ︒オリ
﹁そう︒だがそうはいうものの︑重大なことなんですよ︒ね︑
知りたがっている人が無数にいるんだ︒そうした人たちを喜ばせ グオル畑は小さな一部分にすぎず︑広漠たる平地のちつぽけな二

﹁それはほんとうです︒私は全部を話さなかった︒しかしいつ って行き︑そこで大通りからそれて汚ない脇道へ入っ て行った︒
もしゃべりすぎた︒すべてを内緒にしていたらもっとよかったろ ヴアレンソルから絶叫キロの所で一同はオリザォルという畑の端

ったという印象をいつも持っているのだがIJ

○

＿31

はマス氏がこつそりと獲物︵小人︶に近づいて行った大農園を想

よりもブドー畑の端にうんと近かった︒

な朝︑トラクターのそばで一服吸ったのだが一寸は︑私が想像した

着陸地点から小さな無人小屋を見ると南西に向かうことになる︒

像していたからだ︒私が見たブド一国のブドーのつるならば︑マ
ス氏くらいの身長の人が隠れるのは困難だろう︒このブドー畑の

それはほぼ二十五ヤード彼方であり︑もしマス氏が主張するよう

間の距離︒約二十メートル︶以上であったことだ︒いうなれば︑

からクリケットの有効打球距離の長さ︵注‖両ティームの三柱門

を知らない英国の読者は︑フランスの畑は英国人になじみ深い畑

に飛んで行ったとしてもその姿は見えたにちがいない︒フランス

くに物体が次第に消えて行ったのでなくて︑かりにアブという間

それ以外には土地が広がっているだけだロだからマス氏の言の如

マス氏の話では例の物体は西方へ向かって離陸したそうだが︑そ

人間〟たちによって停止させられる前に相手から五

中にいれば︑彼が壕近して来るのは容易にわかるというものだ︒

に氏が例の

と逢って生垣で囲むことをめったにしない事実に気づかぬだろう︒

れはマノスタの方角である︒その方向には小さな木造小壷があり︑

メートル以内に来ていたとすれば︑氏は十五ないし二十ヤード前

次に私が気づいた点は︑実際の着陸現場はブドー畑の最短地点

進したこと に な る 〇
こを見た人ならだれでもまだはっきりわかるからだ︒そこはラヴ

私が記録用に数枚の写真を撮っていたあいだ︑エメ⁝︑シェル

立てば広漠たる平野のなかにあって果てしなく視界が開けるのだ︒

広いという感じを高めることになる8 しかもケアレンソル台地に

畑の境界はアゼまたは低い針金の垣で想むのである︒これは当然

ェンダーがきちんと並んでいる畑のどまん中の円形の土地であっ

私は確信をもって以上のことが言える︒実際の着陸場所は︑そ

て︑雑草がまばらに生えている以外に何もない︒径は約三ヤード

は記憶していると思った︶のとはまるで違っていたことである︒

で最大の驚きを感じたのは︑ブドー薗が私が記憶していた︵また

︻ミシェル︼目的地に到着し︑現場を見て︑私がその日のうち

説明された 〝誤り〟

はマス氏と別なおもしろい話をし合っていた︒また彼が畑の設計
や面積に少なからず驚いていることもわかった︒

で︑周辺には沢山のラヴェンダーが発育を阻止され枯れている︒
それらはたしかに他のラヴェンダーのように健康ではない︒
もはや物体によって残された痕跡ほなかった︒マス氏の話では︑
その場所をのちにまた耕して植えつけをしたとのことだが︑新し
い苗木はみな枯れたという︒エメ・ミシェルの説明によると︑こ
だとのことだ8

のまばらな雑草というのはトライフォウリアム・メリロウタス︵
注ほクローバに似たマメ科の植物︶

〝フライイング・ソーサー・レヴュー■誌一九六五年十一

月・十二月号に書いた記事中のスケプチで示したよりも︑着陸地

それは

た記事で言及したかどうか思い出せない一つの参考物である︒再

点から少なくとも四倍も護れていた︒この不可解な誤りの原因を

われわれが革をそばに置いた例の無人小屋は︑かつて別に出し
墜亨っと︑小石やガラクダの小山−そのうしろでマス氏が宿命的

32

発見するまでに数週間メモをくつては考える必要があった︒ここ

されることなしにそれほど凄近することはできなかったろうとい

メートルばかりでブドー畑にとどくという考えが心中に額ざした

う推理を私は無意識に働かせたのである︒その結果︑物体から数

一九六五年八月に私は何より先にディーニュ笥兵隊のプアルネ

ことに気づかなかったのだ︒この漠然とした推理は正しかった︒

にそのメモの一つがある︒おわかりだろうが重要なものだQ
隊長を尋ねた︒そこで最初の調査報告を読んだが︑それと一緒に

しかしこのことは事件のより深い解釈全体を変えるのであるロ

チャールズと私は現場でそのことを立証することができた︒たし

デイーニュにいたあいだに私は現場の見原図のコピーを作り︑

マス氏が近づくのに相手が気づかなかった十五メートルに及んだ

写真付きの詳細な見取図があった︒するとケァルネは︑オリグア

それからプアレンソルへ行ったが︑マスがいなかったのでオリグ

というその時間中に︑相手二人が動かないでそこにうずくまって

かにブドー畑から飛び出て︑こちらの姿を見られないようにして

ァの説明を開いて調査に乗り出したのである︒その後われわれは

いたとすれは︑争掛金掛淋ぁかかいか称争かかかかや計掛かれか

副官から元気づけられたマスは物体とその乗員たちへかなり接近

ラヴェンダー製造所へ行き︑オリグアと私の弟のギエスタグの面

いかか卦鮮かいぃむかか︒この部分は最も重要であって︑六月

着陸場所から数メートルまで接近するのは完全に不可能である︒

前でこれまで聞いたような話をマスがしてくれたのだ︒そのあと

の︑事件前の数夜にわたってオリグオル農園で行なわれた略奪は︑

したことを認めたのだと教えてくれた︒

マス氏の父親がオリグォル畑へ私を案内してくれて︑午後になっ

たのだ︒︵ミシェル注‖一九六七年のケアレンソルの春は寒くて

実際にはマス氏の好奇心と警戒心とをひき起こすために計画され

プアレンソルから革で約三時間かかる自宅へ帰ってから︑ベッ

空気が乾燥し︑夏は特に乾燥した︒毎年刈り軍るつる草はそのた

てまた製造所へ帰り︑マス氏に少し追加質問をした︒

ドへ入り︑二日間気分が悪くて寝ていた︒この短い激しい病気︵

の 会話

めに殆ど伸びず︑まばらであった︒一九六五年には高く茂り︑容

の最後

高熱︶は私には不可解だったが︑その特別な意味を考え出すほど

氏 と

易に人が隠れることができた︶

ス

し崩し六七年の諸にもどることにしょう︒オリグオル畑でわれ

マ

の基盤はない︒その後私の調査記事を整理し始めたとき︑困った
ことにプァルネ隊長の事務所で作った現場の小見蔵囲を失ったこ
とがわかったが︑メモ類を読んで︑私の記憶は全然自分をあざむ
いていないことを知り︑記憶に基づいて再度見取図が作れるだろ
うと考えた︒ところがどつこいこの見東園は誤っていたのだ︒な

われはもう一度話をしてくれとマス氏に頼んだ︒彼は話したが︑

何ら新しい事柄はなかった︒もっとくわしく話すようにと言いた

説明は次のとおりだ︒

マス氏がきわめて慎重に詳細に〝ブドー畑を越えて．物体とそ

い気持で︑私は彼の知らないヒル夫妻の話をして聞かせる︒彼は

ぜか？

の東員に接近した様子を語ったとき︑その広い土地で相手に蕃戒

γ転際軌l
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それを開く︒見たところ興味はなさそうだ︒そして次のように言
−﹁ノ0

﹁その夫婦が相手から強制されたと言っているのなら︑それは
ほんとうじゃ な い な ﹂
﹁なぜ？﹂と少々凄いて私は尋ねた︒

河手はだれにも強制しないんだ︒その夫婦が﹃いやだ﹄とか﹃
そんなことをしたくない﹄などと言えば︑相手側は何もしなかっ

ったりする︒たとえば昨年七月十七日かう十八日にかけてのあの

有名な夜︑私は戸外で取っていた ︵ミシェル注‖喧によるとその

るが︑あり得ることにしても︑事件のすぺてを説明するとは言え

夜人工衛星ウォストークが西ヨーロッパ上空で分解したといわれ

ない︶︒突然︑．彼ら〟が出現しようとしているという感じがし

て日が覚めたので︑空を見始めて︑二十分後に物体が通過するの

が見えた∪こんなことが二︑三度あったんだ﹂

﹁なぜそのことで確信するのかね？﹂私は尋ねた︒

メモしたり記憶したりしない︒だからわれわれの科学的好奇心は

そうとしたがだめだった︒マス氏は自分にとって興味のない話を

以上の話で興味をそそられた私は︑なおも披から詳細を聞き出

﹁知って い る か ら で す よ ﹂

彼の興味を起こさない︒具体的な詳細な詰も故には通用しないら

ただろう﹂

﹁どんなふうに知っているの？﹂

ち〟と地上の人々との︑あいだに存在する清神的関係である︒だが

しい︒披にとって本質的に重要だと思われるのは︑〝あの人問た

死ぬまでしゃベリはしない︒しつこいですな︑あんたは︒だが私

﹁あんたに言ったように事件についてはこれ以上言えないんだ︒
があのアメリカ人たちについてこんな言い方をするとすれば︑そ

のである︒

ヽ

﹁．ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

惑的である血

遠く

ドーム

︻ポウニン︼マス氏は別れを告げて仕事に帰って行った︒われ

の

ては︑その憶測が証明できないのが魅惑的であるのと同じほどに魅

われはそれに関してさまざまの憶測をすることができるが︑すべ

明されたならば︑全く特別な弟味を起こさせることになる︒われ

前記の予感は︑それが実際にウオストークであったことが結局証

七月十七日から十八日にかけての夜に関して言えば︑マス氏の

彼の内部にはむしろ宗教的概念の如くにこの関係が遠じられる〟

ヽ

ヽ

れはしゃぺってならないという理由を知っているからだ﹂
このとき︑あらゆる口二ざ0研究家に興味あると思われる一事件
〝相手〟を知っているのかと

が起こったのだ︒で私はマス氏に︑．相手〟がだれにも強制はし
尋ねたら︑氏 は 次 の よ う に 答 え た ．

ないということを断言できるほどに

ヽ

﹁私が相手を知っているというのではないロだが確信できる事
ヽ

があるロたとえば相手がいつやって来るかがわかるんだ﹂
﹁それはどういう意味かね？﹂私は開いた︒

﹁つまりこうだ︒数綻ばかり私の内部の何かが私に語りかけた
ことがあるんだ︒﹃相手は近づいている﹄とねへ︶すると実際に空
中に何かが見えたり︑後になって何かが起こったことを新聞で知

﹁﹂ノj封蔓1雪1
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らなりが見えた︒あまり高くはない︒大体に四千ないし五千フィ

で西北西の方を指さした︒遠く一台地の端のはるか彼方に山のつ

われは写真を撮りながらぶらつきまわった︒突然エメが私を呼ん

むだであった︒

である﹂そして窓から逃げてしまった︒なおも追跡したけれども

力のようなものによって小人はみんなの手をするりと抜けたから

ペイレーニュ氏によれば︑この五名の証人ほ人に知られること

うな途方もない体験を持っていることがわかっても自分は驚かな

を塩力いやがったという︒また氏ほ︑同地区の他の住民が同じよ

ートの放列である︒蜂のなかの或る場所にせまい割れ目があって︑
ことができた︒これが有名なサンミシェル天文台砂ドームだ︒オ

る．報告

かった︒五︑六人の人々が機械の︑まわりで忙しそうにしていた︒

エスタグと私が製造所へ到着したとき︑マス氏はまだそこにいな

︻ミシェル︼今チャールズ︒ポクエンが述べたように︑放とギ

いだに問いたのだ︒

われわれはその詰をマス氏が製造所へ現われるのを待っているあ

があると感じている別なプアレンソル事件が存在するのである︒

にはそれを追求する時間が殆どなかった︒ところが記録する必要

エメ・ミシェルや私に話してくれた人はいない︒しかもわれわれ

われわれがプアレンソルを訪れているあいだ︑だれもこの話を

いと述べ︑そっとしておくはうがよいと言っている︒

そのあいだから双眼鏡なしで数個の白い等間隔に並んだ点を見る

関す

リグ茸ル盈遥から少し動けばドームが見えなくなることがすぐわ
かった︒

奇妙な人間に

︵空間

私は自分の写真の一枚に見られる例の無人小屋に興味をそそら
〝フユノメヌ・スパンャオ

にルネ・フーエーレが書いた記事と関係のある物では

れて︑こ れ は 8 三 P A の 機 関 誌
の現象︶ 〟
ないかと 考 え 込 ん だ ︒

われわれはマス氏の人柄について労務者たちに話しかける機会を

この記事中に彼らのメンバーの一人︑フランソワ・ペイレーニ
ュという人が︑一九六七年の始め頃プアレンソルを訪れたとある︒

件

とらえたが︑彼らの話によると︑マス氏は尊敬されている人物で︑

事

彼はその台地を遠星間庵勒演習用の広大な基地〟のように見え

の

その誠意をだれも疑わないということだった︒
去

い合わせた工員の一人が話すところによると︑その工員が子供

過

たと述べ て い る ︒
ベイレ1二−ユ氏が発見した最も輿味ある情報の一つは︑一九六
七年一月の終りに五名の田舎者が︑修理中の一軒の古い農家の空
たちと同じものだと報暮された

であった頃︑二人の宅農夫が或る夜一個の光る赤い卵型の物体が

〝人間〟

が︑ただこの小人はヒゲが生えていた︒みんなはこの小人を捕え

空から降下して︑地上に静かに停止し︑約十五分間とどまった後︑

る︒この 小 人 は マ ス 氏 の

室中に一人の小さな人間がいるのを見つけたというニューズであ

ようとして大露ぎを演じたがだめだった︒﹁というのほ不可視な

L

ようとして大鎧ぎを演じたがだめだった︒﹁というのは不可視な

の話についてもっと詳細な情報が集まることを望んでいる︒

下の写真ほ着陸現場に立つモー￠ス・マス氏）後

チャールズ・ポウニン氏から編者久保田宛の

昌太GAP〟の生長ぶりを

手紙の一部︵一九六七年二月二日付︶

あなたのグループ

知って︑心か ら 喜 ん で い ま す ︒

知ってうれしく思います︒それが発異し続けるこ
とを祈ります︒またあなたが現在︑この複雑なび
FO問題にきわめて広い視野を開いていることを
〝フライイング8ソーサー・レヴュー〟 誌の記
事を資料に用いることは差支えありませんから︑
せいぜいご利用の上︑レヴュー誌の宣伝をして下
さい︒あなたの会員で英語の連署な方々が同誌を
購読されるこ と を 願 っ て い ま す ︒

方の植物がラヴェンダーー1

人はいなかった︒私はいずれまたプアレンソルへ旅したときにこ

ると彼は仕事を終えて帰ったということで︑屠所を教えてくれる

き返して質問しようとみんなで話し合った︒しかし引き返してみ

れはオリグオルへ行くためにその工員と別れたが︑あとでまた引

そうこうするうちにマス氏が製造所へやって采たので︑われわ

陸した場所はオリグオル農園のすぐ隣りであった￠

ン注＝工員はたしか一九一三年と言ったように思う︶︒それが着

が死んでから久しい︒この事は第一次大戦前に起こつた︵ポクエ

再び空中に上昇して消えるのを見たと話したという︒その老兵天

曹
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空から降下して︑地上に静かに停止し︑約十五分間とどまった後︑

叫3各

近刊！予約受付中

GAPシリーズN占．3

詞書超克苛
ジョージ・アダムスキー

A5判ク200ページ
久 保 田 八 郎 訳

500円・〒75円

ぺガヨージ・アダムスキーがFLTエⅣG SAUCE民S
飛ぶ円盤の真相）執筆後19d5年4月に他界するまで定期的に発表し続けた
論説のうち本誌に掲載したものすべてをあらためて一冊に収録した貴重な亀

や金星旅行記，土星旅行記を含む数十篇の論文以外に編者宛の未発題簡多数を

瑚病実に際しては訳文を更訂して発表年代順に集鈍 本格的活版印測（タイプ印
刷にあらず）．本文8ポ．上質紙使用．
掲鼠 アダムスキー直接執筆の文献邦訳版としてはこれが最後

ベト1月未刊行予定 少部数限定版につき早目にご予約のほどな．なるべく振替を
ご利用下さVl（久保田八郎個人宛） 2冊入手して1冊を知人に贈るもよく
2冊以上5冊までの一括注文は小包便となq第1地帯で送料12D円，第2地帯

一日本G AP一

で1dロ乱暴5地帯で2る0円となる．

−編集後記 −

⑳本号は二月中に発行予定のところ一カ月遅れました︒やむを得
ぬ事情あってのことで︑ご了承下さい︒そのかわりに四頁ふやし
て三六貢としました︒タイプライターの調子が悪くて字が不揃い
のため読みづらいことと思いますが︑次号までには大巾に修理し
ます︒
◎〝予言〟は本号で完了しますが︑この中に第三次大磯の発生に
言及した個所があるのを見て狼服してはいけません︒これはあく

までも予言であつて孝定〟ではありません・一つのインフォル
メイシュン ︵知識・情報︶ として冷静に判断されることを望みま
す︒

◎〝ジョージ・アダムスキーの思い出〟はC・A・ハニー氏の情
報誌に掲載されたもので︑貴重な証言です︒ルウ・ツインシュダ
ーク女史はヨーロッパきっての女流汀二ダ0研究家として名高く︑
7氏のよき協力者でもありました︒一昨年夏に編者がバーゼルの

シンフォニア出版社発行のギター楽譜︵パガニーニのイ長大奏鳴
曲︶の購入心配方をルウに依頼したところ︑折から休暖で南スイ
スに滞在中だったのを切り上げて急遽バーゼルへ帰り︑右の楽譜
を入手して送ってくれた親切さにいたく恐縮したことがあります︒

◎〝空想か真実か〟はフライイング・ソーサー・レヴュー誌∵九
大七年第四号︑〝ウォーミンスクーの調査報告〟と〝円盤の乗員
に救われた瀕死の少女〟は同年第五号︑〝プアレンソルの着陸事
件″ は六八年第二号に掲載された記事のそれぞれ全訳です︒外国
ものばかりでなく国内のぴFO騒ぎも発生すれば載せますが︑ど
うもめばしい情報が入りませんロ

◎昨年マラヤへ旅行された九大の塩谷博士から現地新開キナパル
・タイムズの切抜きをいただきましたが︑それには昨年十月に英

とはかなり様 子 が 違 う よ う で す ．

国で円盤の目撃事件が起こり︑それが下院での質問戟にまで展開
したとあります︒保守的といわれる英国人が意外にn二ぎ0に関心
を持ち︑英国に相当数の円盤研究団体があることを思えば︑日本
◎昨年十二月に元アダムスキー秘書であったルーシー・マタギニ
スから久万ぶりの音信あり︑それによると長いあいだ東洋哲学を
研究していたとのことで︑またオーソン ︵同乗記に出てくる金星
人︶とその一行は地球人が自分自身を知るようになることを指導
しょうと努力したらしいということです︒
◎米国ニューヨーク州ロチェスダー在のウィリアム・シャーウッ
ド氏からたびたび連絡がありますが︑この人はかつて地元の新開
に毒気ある人アダムスキー〟と題する一文を出した人で︵本誌
に掲載済︶︑各地で講演を行なって歩く〝勇気ある人〟です︒こ
の人にょると︑米国にはアダムスキー支持者が多数いるのであっ

月例会の詳細については本誌第35号の．礪集後記〟をごらん下さ
い︒特に例会ではUFO写真のスライド映写も行なっています︒
◎編者は資料拐影用として中古の旧式二眼レフカメラを求めてい
ます︒レンズがチッサータイプならよろしく︑トリオタータイブ
は不可です︒できればミノルタオートコードがよいのですが︑と
にかく手放し希望の方は品名︑程度︑仕様︑価格等をお知らせ下

さい︒
◎嫡者宅へ来訪される方はあらかじめ当方の都合をたしかめた上
で計画して下さいじ一方的な押しかけ来訪は絶対に不可です︒大
体当方は連日多忙で︑日曜・祭日等の休日は特に研究活動のため
大切な日ですから︑このような日にゆっくりお会いできる余裕は
殆どないことをお含みおき下さいロ第一︑編者にお会いになって
も何てこともないでしょうむ
◎討論も大切ですが最重要なのは個人のテレパシックな感受力の

開発訓練であって︑自己を超高藩政の受信後に仕立て上げること
て︑必ずしも一方的に無視されているのではないそうです︒
がわれわれの最大の課題であると思われます︒これは語学の習得
◎その他海外から多数の資料・連絡等が釆ますが︑本誌に載せる
と同様に ″努力．よりも方法如何にかかっているような気がしま
のはその中のホンの一部分にすぎません︒
す︒研究体験者のリポートを望んでいます︒
︵久︶
◎物価高騰のため本号より頒価を一五〇円とします︒
◎本誌は目下次のものが各少数残っています︒第32︑33︑34︑35
号じ各一三〇円︑送料三五円︒一括ご注文の場合は送料不要︒
◎GAPシリーズの 〝生命の科学〟．宇雷哲学■ はまだ在庫あり
ます︒
◎海外のⅢ二FO専門誌で推せんしたいのは皿英国の 〝フライイン
グ●ソーサー・レヴュー〟 誌︑闇米国の 〝サイエンス・パブリケ
イシュンズ・ニューズレター．誌︑闇デンマークの イUFOコン
タクト〟誌ですが︑これらの注文方法については︑あらためて編
者宛ご照会下さい︒右のいずれも高度な英文で書かれてあります
から生半可な語学力ではだめです︒
⑳日本GAP副餓閑話ヱ千石同好通信〟の申込先や東京における

