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バレイアに出現した怪人
ウ

イ

y

ヨ

病院付近の．バYイア．バス路線の終点に着き︑そこから病院の

最棉建物にむかって徒歩で前進した︒そこで金属製の窓シャ

ーを売ろうと思っていたのである︒

二列のポプラ並木にはさまれたアスファルトの小道を静かに歩

いて︑くだんの建物に着く途中にあるフヅ■⊥﹁ポール場の反対側へ

来た︒そのとき競技場のまんなかに︑ぎっとキノコ塾の奇妙な一

に彼は近寄って行った︒志願兵徴募週間と関係のある何かの試み

個の物体が存在しているのに注意を引かれたのである︒珍しそう

だと患ったのだ︒すると突然︑かすかなぼんやりした物音と共に

一九六七年九月十四日正午十二時頓に︑ベロ＝∴ソソテの警察本
・アザン博士が若い学生のファビオ・ジ▼ヲセ

∵ディニズをわれわ

部へ行けという電話があったq行ってみると公安委貞ダゲイツド

の

説明

このスクリーンを透してむこう側に一種の円筒形のもの

が見えたが︑これが球状のドー⊥塾丸畳根の土台となった︒何と

てきた8

丸屋根の外周からガラス製らしき透明なスクリーンが地面に降り

￠＝＝ドームの径：20包

れの前につれてきた︒硬はきわめて感情的な反応を示しながら︑
典型的なジョブクまたは恐怖の様子をあらわして︑約一時間前に
たあと︑本人の興奮状態が少し静まったとき︑本人と一緒に答案

発生した事件を説明しようとしていた︒硬から一応の説明を聞い
の革に乗ってバレイア病院付属のフツ・トポール競技場へ行った︒

人

すでに教えられていたことだが︑そこが事件の発生の場所なので
ある○

本

貴育の断続的な光
b＝黒い中央円簡の周囲を動くガヲ
スのカーテン。円筒に出入口が
あるのが見える。

ある︒彼は九月十四日火曜日のおよそ午前十時三十分頃バレイア も説明のしようのないやり方で円筒中に︑底部から上にむかって

ファビオ・J二アィニズ︵十六才︶の言によれは次のとおりで

a＝ドームの平たい底部から出る赤

ゾソテにある未確認空中物体調査センターの会長である︒∨

ブヲジルでの事実、
八アレイショ博士はブラジル︑ミナスジュヲイス州の州都ベロリ

ワァOはまだ出る

ゆっくりと穴が開いてくるのが見えた︒それを通り抜けて二人の
奇妙な人間が並んで現われた︒その瞬間ファピオはあとずさりし
たが︑次の声が彼を元へもどしたというq

﹁明日ここへ来い︒来な

﹁逃げるな一 元へもどれー﹂
相手から約五メートルの所で奇妙な人間と直面しながら︑その
一人が円筒の周囲をぐるりと一周するのを見たが︑他の一人が完
全なポルトガル語でファピオに言っ・た8

りた場合と同じキイキ

イという音をたてて元

の場所へ上がっていっ

な 7ラボンガ︵ハサ

ミとぎ︶という名で知

られているブラジルの

小さな茶色の鳥の鳴き

声に似たその物音は完

全にやんだ︒すると物

体はゆるやかな無音の

重且運動を始めた︒恐

人間の形をし︑人間の体つきをして︑頑丈な体格であったというJ

怪人たちは身長二メートルから二メー・−﹁ル十センチで︵第2図

怪人の琴姿

向いたときは傾いたままなおもゆっくりと飛んでいたが︑二度目
にふり向いたとき物体はすでに消えていた︒

れてファビオが逃げだしながらそれをチラリと見たら︑最初ふり

第一 る図

ーの暗黒中に消えるとドアーはしまり︑透明のカーテンがもと降

向きなおり︑仲間に円筒中へついて来いと合図した：一人がドア

にファビオに向けられていたぃすると発雷した男がドアーの方へ

の器具を持っているのがわかったぺ募る図︶︒それは武器のよう

ファビオはそれもながめることができたが︑その男は右腕に一個

一

︶

ヘルメづトの前部に黒い物が横に張ってあって︑それが鼻や口を
覆っていたからだ︒

い︒濃い三角形のマユがあった︒口と鼻孔は見えないが︑これは

きな丸い日が左右大きく群れてついていて︑白眼の部分は見えな

いたが︑見えた部分は線色の皮膚の顔のところだけで︑二つの大

先の一人が一周し終わって発言した人間と一緒になっーたので︑ 頭から足までダイヴァーの服に似た線色のビックリした服を着て

けれはおまえの家族をつれて行く﹂

− 2 −

この．覆い〟の底から胸にたれさがりたチューブがあり︑右足

3

に乗ってから母の健康状態を考えて警察へ行くことにきめて︑事

ざっと以上が少年の陳述である︒このテトプ録音による説明は

のカカトまで続いて背中へまわり︑首のウナジへとどいている︒ 件発生後約四十五分してから審寮署へ行った︒
カカナは奇妙な工合にふくらんで︑両手の各指はからだと同様に

根本的仮説

服で包まれていたけれど︑太くて指の数が四本のようだったむフ 第二次的細部に関する詳細を提供するだろう︒
ァビオが気づいた二人の人間のあいだの唯一の相違は︑発言した
であった︒

男でリー〆−とおぼしき者の頭から突き出ているアンテナと︑他

の一人が持っていた〝武器■

ファビオは怪人たちの動作がゆったりとしているのに注目した︒ 調査を行なった上で鐘々の説からとられた憶測は︑順当にいっ
†の底には一蓮の．鉄のカカト．を付けているように思われた︒

物語に対する右の最も単純な解釈はわれわれには主観的なように

かまたは論理的な推理に最も矛盾しない物事である︒まず少年の

長く速い大またの歩行︑地面から非常に高くもち上げる足︒カカ て最も単純な根本的仮説である︒つまりこの事件は経験上の観察
歩くにつれて草地を平らにしたのだ︒

物休に関しては四つの部分から成っていた︒すなわち闇球状の 思われた︒この分野においては二つの可能性が調査されねはなら

合にはインチキやト日ソサクと同じである︒さもなくはそれは錯覚

丸屋根と脚茶色の制丸窓に似た一列の穴のある㈱直径二十メー† ない︒すなわち．意識的∫な空想の可能性であり︑それはこの場
ルの球型のドームである︒丸窓︵複数︶の付いたこのドーム型の

丸屋根は鹿陸の瞬間に回転しているように思われた︒丸屋根の平 または幻覚の過程を含む．無意識な空想．で︑錯監とするならば

主裁的な憶測を排除または軽視することになれば︑必然的に残

らな基部には赤︑黄︑育の輝く光線があって︑それらが断続的に 率直にいえば精神病の気味がある︒
光ウていた︒物体の円筒の部分は黒くて光っていて︑巾が三メー

問によってただちに始まったが︑それは現場へ行ってからも続い

資料．の蒐集はわれわれが事案にいたあいだにこちらの最初の尋

側現場の調査と土地の状況

﹁資料の蒐集

たという憶測である︒

トル以上で高さが二メートルを越えるほどだった︒その巾のちょ りの憶測が優勢となる︒つまりこの事件は客観的真実を有してい
ぅどまん中にあるのはドアーで︑ドアーの異には何も見えない8
．ガラスのカーテン■のように見えた物は全く透明で︑わん曲し

ているにもかかわらず反射はしなかった︒丸屋根の最上端中央部
に︑ファビオの方を持しながら︑水平な三角形の突出物があり︑
ファピオの断貫によれば︑物体が離陸した後に彼はバス停へ走

一それは．下−ムが回転しているあいだ静止していた︒
3

−つて行き︑家へ帰って恐怖の事件を母に語ろうと思ったが︑バス

一

脾翌日の実地検証

翌日の午前十時に五名のメンバーと三名のオブザーケア−から

フットボール運動場へ行った︒そこで二名の民間警察警官と二名

況を再度説明し︑しかもまたもや激しい感情的反応を示したが︑成る未確認空中物体調査センターの一団は︑くだんの少年と共に
二人の怪人がm二F二じから出て来る部分の説明をするときは特に

の憲兵の面前で新たに詳細をきわめた実地検証が行なわれ︑その

現場の磁気に関して何かの手がかりを得ようとしてコンパスが

場面は映画や写真に撮影された︒

感情的にな る の だ っ た ︒
乾いた地面や枯れきった草地で証拠を求めて探しまわったわ

用いられたが針は変化を示さなかった︒ガイガーカウンターがな

れわれは︑二つの小さなへこみを見つけたが︑それは円形の弧
状で︑互いにかなりの距離をへだててついている跡だった︒そ

かったために放射能を測定することは不可能だった︒

結核患者用の一病税は主病棟群より約九百メートル離れた南側

たい台地に並んだ一群のバラッグ建築物から成っている︒小児

づけようとすることにあった︒それが単独の事件かどうかを確証

せよ一連の打二FO冒堅事件の系列の中にできればこの事件を位置

めた︒われわれの調査の一つの重要な目的は︑現代にせよ過去に

少年が報告してから二日後にこの事件は新聞社の注意を引き始

一r資料の調査

朝食か仕事のために屋内に集中していたことが明らかになった︒

方︑問題の時刻にほ建物内の子供たち︑従業員︑守衛のすぺては

年の言う時刻に異常な物を認めた人がいないことがわかった︒一

病院の尼や聴員が提供した情報によって︑付近一帯のだれも少

ンターライン近くで集められた︒

見たところ焦げた粒状の少量の物質がフプトポール運動場のセ

の一つの近くに大きなクツのカカ
ファビオの考えによれば怪人の一人の足跡ではないかといヶ︒
だがこの足跡の性質はその可能性を確証できるようなしろもの
ではなかっ た ︒
現場検証を行なっているあいだ終始近くの道路や大きな病院
の窓々をも含めてあたり一帯は全く人通りが絶えていた︒
バレイア病院はベロリゾンテ︵ミナスジェライス州の州都︶
の東方のパイルロ・ヂ・サウダヂ︵思い出の地︶として知られ
る郊外に位置する︒そこはセルヲ・ド・クルヲル︵家畜の山脈︶

の場所に孤立している︒問題の病棟へ行くには繁茂した樹木が

という名の山並の山隈にあるさびしい丘陵地であり︑病院は平

両側に植えてある大通りを行けばよい︒その建物の前にそのポ

するためで︑もしその反対ならば何かの相互関係を発見するた世

㌻転

まず弟一に︑このバレ√ア事件と同じ頃に起こっている事件類

である︒

プラ並木の右手にフ⁝ノトポール運動場がある︒あたりの地平線
は山々と樹木から成っている︒

叫

同じ頃の事件
バレイア事件の日付︵一九六七年九

に関する証拠書類調べの結果わかっている出来事をあげてみよう︒

4
㈲隣接地域の事件
月十四日︶を参考としてとりあげれば︑証拠書類の調査によって
地理的に隣接した地域と遠方の地域の両方に︑同じ頃l連の事件
があったことがわかる︒ファビオが物語を語ってから二日後の九
月十六日の夕方︑黒色の輪郭のはっきりした円形︹二ぎ0が中心を
劾にして回転し︑螺旋形コースを移動しているのが見られた︒目
盤者︵複数︶はベロリゾンテの異なる二個所にいたが︑互いに未
知であり︑交際したこともなかった︒

自動革に接近して故障を起

こさせた︒明るく輝く物体

の透明な表面をすかして奇

妙な人間の顔︵複数︶が見

られた︒運転手が8EOA

Wご1︵未確認空中物体研究

グループ︶・に語った話によ

れば︑全体の形がキノコ塾

一方第5図が示すように

であったという8

下部の突起物はこの場合四

辺形であったロ

コ型で〝下部に付属物のついた丸天井〟の形になった︒この付属

バ上空を浮かんでいた三個の輝く光点の一つが︑全体の形がキノ

上約三百メートルの高度の汀二ざ0に関する事件で︑右と同じハイ

着陸したといわれている︒八月十八日の目撃は白昼のことで︑地

近に観測された︒八月十五日の事件ほBR−二三五号路のそばに

八月十五︑十七︑十八日にはUFO︵複数︶がベロリゾンデ付

物は地上に接近するにつれて︵二千メトールまで︶大きくなり︑

ク王イの近くであった︒

されたが︑底部の突起物をバレイアm二FOのドーム型キャビγの

八月三日にはリオデジャネイロ州で弁護士の幸がVFOに追跡

で取りから覚めた目撃者の一人は︑打二ざ0が頭上を通過するあい

根をかすめて飛んだ一個の叩こ∫0に絹するものである︒その体験

複数︶があった︒この事件の一つは︑その日早朝市の中心部の屋

一九六七年十月にもべ㌢リゾンテとその近くにも著しい事件︵

内部に引込んだ円筒形の末端とすれば︑この記述はバレイア事件

いのだ︒

同様に−秘密にされたままになっている︒つまり公表されていな

これらの事件の大部分償−ここに引用しなかった他のケースも

だ奇妙な精神生理学的影響を受けた︒

5 載されたことは 注 目 さ れ て よ い ︒
−
一九六七年六月七日の早朝︑一個のⅤ才0がイ芸エバ付近の

一語ったあとでリオデジャネイロの雉誌ウ●クルゼイロの数貢に掲

とびったり合う︵第4図︶︒しかもこの記述はファビオが体験を

平たい円盤形 に な っ て し ま っ た ︒

物体が上昇すると再び内部に引込むように見えた︒そしてやがて

九月二十四日午前十一時二十分︑ミナスジt二フィス州イクジュ

第 4 図

の第二部に掲げてある︒

バレイア事件の言後に米国コロラド州アラモサ村で一頭の馬

が空飛ぶ円盤に打たれて死んだという報告が出た︒一部分肉がほ

がれてしまったこの馬の死体には骨が現われていたが︑火傷の跡

はなく︑或る場所で発見されたけれども︑そこは他の種々の痕跡

や出来事にょって閂こ耳0が着陸したのかもしれないといわれてい

る場所だった︒その位置の性質からしてこの事件は特にコロラド

時と場所の遠い事件

大学のコンドン計画委員会による調査用に適している︒

且

記録文献の調査に基づいて過去にさかのぼると︑バレイ7事件

と遠隔地に起こった次の四つの事件とに基本的な一致点があるこ

やがて地面にとどいた︒目撃者の印象絃次のとおり︒それが地面

恥パ夢

あとに内管が残り︑その中でドア﹂が下から上にゆっくり閃いた．

して分析の結果を見せてくれるように頼んだ︒この結果は本記事 にとどいたとき︑その円筒形外管が再び物体の中へ入っていって︑

われわれはロサリオのmニざ0観測グループに対して︑比較用と

ル運動場で発見された残り物の記述と驚くほど一致している︒

ステイトクシオン物質のこの一般的記述はバレイアのフプゝ㌧ボーは︵第る図︶は彼の近くの地上二丁五メーーー﹁ルの高さの所に止ま
った︒するとその下部から巾一・五メートルの円筒が現われて︑

やなニオイのする物の放であった﹂と続けている︒．ゲィリヤコン

を載せた︒その翌日着陸現場へ近づいた観察者たちは︑石炭に似 る︒夜間︑人気のない道路を家にむかいながら本人は一陣の風に
た物の残りが地面にあるのを発見した︒その報告は﹁これらはい 吹きつけられた感じがしてワァ0を見た︒それは径八・五メート
ルで︑灰色︑二枚の皿をはり合わせたような形だった︒その物休

とがわかった︒
㈲遠隔地の最近の事件 7ルジ一⊥ソティン共和国のロ
サすオ付近のゲイリヤコンステイトクシオンで一九六七年九月十
盲に発生した事件とバレイア事件との類似点を調べるのは価値 ∧サンヵシアーノ事件∨一九六二年四月十日に発生したまず最
がある︒バレイア事件から二日後にブラジルの新聞が︑ゲィリャ 初のものは︑イタリア︑フローレりノス付近のサンカシアーノに住
む二十六才の既嬉洋服屋マリオ・ズツカラが目撃者として登場す
コンステイトクシオンにおけるUFOによる夜間着陸事件の記事

第 5 図

この事件はイタリア︑カターニャ市のコルソプログトンチェ一

四六に住む国家公務員エウジ土ニー−オ・シラグーサ︵四三才︑妻

この出口から二人の人間が出
てきた︒身長ほ一・五メート

とも夜間に発生したもので︑ドメニカ・デル・コルリエーソ紙の

ソナート．アルバネーセ記者によって調査された︒数渡彼の家の

帯者︶に関係がある︒それは二つのコンタクト事件を含み︑両方

上空を通過する円盤を目撃した後︑シラグーサは自分で〝心の探

ル︑人間の形をしていて︑全

は二本の垂直なアンテナがあ

覆われていた︒二人の頭上に

り針〟といっているものによって︑二度の汲会に不思議な人間た

身は一種の輝く金属の衣服で

るq怪人たちは全休明るく照

ちとのコンタクトに入ったのである︒

に会ったという︒相手は身長一・六五メートル︑人間の形をし︑
金属的な生地の上下続きの潜水服を着て︑断続的な黄・最・青の

一九六二年四月三十日の夜︑彼はニーナ山の山腹で二人の人間

明されたからつばの構内へ目
すると本人は二人の怪人から
でなく︑物体の中心部から来

光を放つベル予をしめていた︒彼の話によれば︑わずか一・五メ

聾者をていねいに招き入れた︒

る声を聴いた︒それは拡声塊

一九六二年九月五日の夜間︑モンテマンフレ付近で第二回目の

瞭だった8

びていた︒或る大穴のフチまで来て彼は次に径約十五メーールの
物体を見たが︑その形は物体から発するまぶしい光のために不明

ぬもので︑録音テープの再生音のようであり︑金属的な調子を帯

かけるメッセージをイタリア語で伝えた︒その声は人間らしから

ートルの距放で相手の一人が地球上の権力者たち宛に平和を呼び

れわれは人類宛のメッセージ

る︒﹁第四の月において︑わ

よれば内容は次のとおりであ

うだった︒その声はイタリア
語でしゃぺったが︑目撃者に

で増巾される声に似ていて︑
広い空間に響いているかのよ

第 d 図

だ﹂この物体は地上に何の痕跡も残さなかった︒

㌣人力グーニャ事件∨

大な回転ゴマで︑空中に浮かんでいた︒﹁下部から三メートル以

リア語でメッセージが口述された︒物体は巾二十五メートルの巨

とも前回の人間たちと同じような服を着ている︒このときもイタ

をあなたに伝えるために朝一時にやって来よう︒あなたが見た物 会見が行なわれたと彼は主張する︒破から近距離の所に二人の人
の真実性を確信させるために別な人にもこの予告を与えるつもり 間が現われたが︑それらの身長竺一二五メートルくらいであっ
た︒贋のベルトから発する光のために相手の顔は見えない︒二人

く− →

個の輝く物体が接近してきてl同から百メートルの拒踵の所に停

パルド河でワニ狩りをやっていたサンパウロの三名の市民が︑−

一九五九年六月の或る夜︑マトグロヅソ州︵ブラゾル︶のリオ

上もの金属の円筒がほとんど道路に触れるほど降りて来たが︑小 ∧リオパルド事件∨
さなドア−がついていて︑一種の昇降機のようだった﹂とシラグ

ーサはいっている︒
∧パハスブラ ン カ ス 事 件 V

止するのを見た︒それは径六十メートルで︑金属的な表面を見せ

て来た︒研究家ルヅベルト．キーナーの描いたスケッチは︑いく

一九五七年四月︑一人のオートバイ乗りがアルジ一一ンティン︑ていた︒ゆっくりと円スイ形の物が下面の中心から突き出て四十
ロサリオ付近のパハスブランカスにある国際空港から十五キロば メートルの長さに伸び︑樹木の頂上から五メートルの所まで降り
かりの道路上を走っていたとき︑径二十メートル︑厚さ五メ・11﹁

FOの近摸または着陸の報告の頻

近隣地区における過去の事件
ベロリゾソテ地区における汀

れ

ルの一個の円盤が地上十五メートルの空間に停止しているのを認 ぶん円筒形としての突出物を示しており︑UFO全体の形をキノ
めた︒オーーバイの電気系統がだめになったので︑硬は路傍のミ コ塾に描いている︒
ゾの中に隠れた︒円盤が二・三メーールの高さまで下降すると︑
その下部から一毎の昇降機が現われて︑ほとんど地面にとどくほ
ど降りてきた︒すると内部に身長一メー・・rル七十センチの一人の

男がいて︑近づいてから目聾者を隠れ場所からおだやかに引き出

し︑友好的態度で頭をなでて気分を静めさせた︒怪人の服は潜水 度は高まりつつある︒未確認空中物体調査センターはl九六三年

服のようで︑からだにぴったりしている︒プラスティックででき 以来ベロリゾンテの都市部における四件の自称着陸事件を記録す
ているようだった︒怪人と一緒に円盤内に入ったオートバイ乗り ることができた︒バレイア事件と同じもののように思われる唯一

は︑そこに同じような服を着た五︑六名の人々がいて機械装置の の事件は∴サダラダ一家のそれで︑．ベロリゾンテの一つ目男′
操作盤の前にすわっているのを見た︒異常な光がキャビン内に満 なるこの事件はすでに特殊報告の主題となっている︒目撃者たち

だといい︑その一人は或る家の庭を歩いていた︒三名の子供たち

ちていて︑奇妙なことに目撃者が外部からは見ることのできなか の諸によればこの事件は身長ltメートルを越す四名の怪人の出現
った一連の四角な窓が並んでいた．やがてオートバイ乗りは再び

ヽノ

外部へつれ出されてオートバイの所まで帰った︒相手は別れの身 はこの巨人連が頭の中心にそれぞれただ一つの丸い日を持ってい
嶺りを示すかのように彼の肩に手を置いてから︑再度昇降機の中 て︐白目の部分がなかったと述べている︒
へ入った︒するとそれほ急速に円盤内に引込んでしまった︒
l

紅

バレイアの怪人が再度出現？
ニジ

ェ

ル

●

リメ
ス

われわれは目撃者の態度が率直で素朴であることがわかった︒

加わることができたという次第である︒

彼女はすてきな印象を与えたのだ︒破女が明らかにしたのは︑広

く世間に知られた∫ないこと︑知らせることが義務であり︑この

事件が重大にちがいないと感じたために申し出たにすぎないこと

た目撃した物はたぷんもっとありふれた別な物かもしれないと私 がほのめかしても︑
ー中に見られ

などである︒彼女は何を目撃したかをよく心得ているようで︑ま

なかった︒

ブヲジル空軍とブラジルの権威筋は︑一九六八年中にパケルー
て︑よくある沈黙のカーテンをおろしてしまったという確実な形

ていた︒

町間の環状グァルロス路線のドクートヲ道を走る田舎バスに乗っ

グァルロスとヴィラパルロス︵いずれもサンパウロ州にある︶両

話は次のとおりだ︒一九六八年十一月二十一日の夕方︑彼女は

彼女の物語

とリンス︵サンパウロ州︶地方に発生した多数の着陸事件に関し
跡がある︒調査は困輯であり︑更にもっと困難化するだろうから︑
ところで私ならバレイアで目撃された背の高い人々が再び出現

きわめて慎重に処置することが必要なのだ︒
したと思われる驚くべき事件の予備的な大要を以下に述べること
ができる︒︵注‖本号前掲記事を参照︶
私が個人的に√ソニタグユーして徹底的に質問した︑ただ一人だ
け知られている目撃者は︑年令二十て二才くらいの若いブラジ

この日のように予定時

ここで少憩するのが運転手の習慣である8

午後九時三十分にバスほマセド付近の田舎停留所で停車した︒

出身者である︒私ほ本人の氏名と住所に関する詳細をFさR誌へ

刻より早目に着いたと思われる場合は特にそうするのだ︒

ル女性で︑背の高い休格のよい田舎娘︑サンパウロ州の或る町の
知らせたが︑だれにもわかる理由により目下はこれを伏せておく

とみた距離の所に︑立っているのか地面に近い空間に停止してい

道路の左手に一帯の荒地があり︑彼女がバスから約四十メートル

その地点には街燈はないが︑夏季なのでまだかなり明るかった︒

その苦い女性はたまたま新聞で最近サンパウロで開かれた．空

るのか︑アエロウィリイス亭の大きさの輝く金属の物休があった︒

必要がある︒

大問題だと思っている自分の物語をブラジル．ヘラルド紙の本社

飛ぷ円盤討論会〟に関する記事を読んだという︒そこで彼女は重

︵つまり英国製ジャガー四ドアーサルー一ン卑の大きさくらい︶︒

弟1図はわれわれの面前で目撃者が画いた物体の最初のスケッチ

へ行りて話す気になった〝彼女が同社の専務取締役ウイリ・ウィ

一ルツ氏に話していたところへ偶然に私が事務所へ現われて尋問に

10

である︒

そこで比較するために種々の円盤図を見せたところ︑彼女は自
分が見た物に似ているものとしてポトクカト・ウニurOを即座に選
んだ︒ただし或る明確な相違を指摘したけれども−︒たとえば彼

女は自分が見た物休竺二脚の着陸装置を持たず︑三段から成るハ
シゴが付属していたと確言した︒
さて彼女は大ざっばに類似しているものとしてポトタカ寸ク塾
円盤を選んだので︑第2図に示されるような輪郭を描き︑種々の

私個人の印象によれば︑これについて考えられることは︑絶え

は動かなかったという︒

ず変化する一列に並んだ丸い亀光のために旋回運動が起こってい

るという誤った考えが彼女に浮かんだのかもしれないということ

である︒それとも物体の型がもっと異なっていたのではないかと
も思う︒

つまりこの場合は色光群はドア一面よりも低い面にあり︑美麻

には色光群と外縁の低い面が旋回する−方︑ドアーを含む外縁の

上部は静止していたの︑かもしれない︒こちらから暗示を与えるこ

人

となしにいずれ彼女がこのことを確証してくれることを願ってい

怪

る︒

細部すべてを彼女に描き込んでもらった︒ア一ンテナ︑ドーム︑ド
﹁ムを形成する面の数︵四面だと彼女は思った︶︑フチ等である︒
目撃者がきわめて強く感じたのは︑円形の変化光︵複数︶が並

んだフチは右廻りに廻っていたということである︒しかも終始開
いたドアーと地面に垂れた三段のハシゴが見えたし︑ドアー自体

弟 2 図

∬0の前に身長約二メーールの怪人が立っていた

は︑怪人はチューブを振

をぐるりと動かした︒
三名の¶ニーO怪人は終

始きわめて冷静に見えた

第5 図

きを止められ︑マヒしてしまった0し

にいた人々︵肇官を含む︶が完全に動

たちの一団に向けられると︑その前列

光線を放射したロ光線が警官と見物人

ーブから炎のような銀色の強烈な集中

O怪人の一人の厳にかかえていたチュ

い合ったまま立っていたが︑突然m二J

ょっ．とのあいだ二つのグループは向か

警官たちは手に拳銃を持っていた︒ち

線パ→・ロールカーが停止していた︒︵第5図︶

さてここで彼女の話のなかで最も黛くべき部分に入る︒とい
人う
と直面していた︒一そして道路上︑バス
にの
︑前
二台の警察無

のは着陸し た m
︵第る図︶

というのだ︒﹁三人ともからだにぴったりした光る黒い服と同じ
く光る黒い長グッを着用していました山

rL
肝コ亡
かし前列にいなかった他

弟 4 図
の多くの人々も影響を受
けたことが彼女にわかっ
たし︑数名は失神したか

センチだった︒この胴︵武器か？︶のまわりには螺旋形の光るア

彼女と怪人たちとのあいだの︑パスから二十メート・rルばかりの

ーブをかかえたまま全身

らないで︑腕の下にチュ

一

ところに︑彼女の方へ背を向けて三人のブラジル人警官とその背

一後に杓二十名ばかりのブラジル人がいたというが︑その全員がが
怪︑やがて物体の方へゆ

11

にl一本の細い突出物があったというっ

信するところによれは︑弟4図に見られるように≠ユープの後端

ルミニウムのような別なチューブがついていたd更に目聾者が確

それらの一人は片腕の下に一種のチューブをかかえていた︒の
彼ように倒れるのが見え
女の見るところではそのチューブは長さ約六十センチ︑直径約た七
︒また特に気づいたの

募 る 図

＿．⊥

陸して急速に上昇し︑雲の中に消えていった︒目撃者はこの事件

℡くりと歩いて行って︑Fアーから中へ尺サた︒ず右と物体は敵

イアで見られた怪人たちのその一人が頭上にアンテナをつけてい

rドン・クレイトンによる訳文中でも強調されている︒またバレ

ていた息で≠

なかったからといって︑わが女性目撃者の物語がバレイア事件の

ウルダ︷オ●プチγt一アレイ︑シM博士の記事のゴ

が約十五分間 続 い た と み て い る ︒
以上が驚くべきエピソードであったと思われる事件の予備報告

とになる︒ところが全く困ったことに︑われわれはこれまでにだ

名の警官以外に更にかなりの数の目聾者がい領ければならないこ

バスの中に他の乗客︵複数︶がいたのならば︑多数の見物人と三

彼女は自分が見た物体とポークカトクで少年たちが見たといわれ

三脚塾着陸装置のかわりに三段のハシゴがあった件は別としてー

見たといわれる物の路画とは．全く違う〟 ということだ︒一方1

次に彼女が魔力主張するのは︑自分が見た¶二∫0ほバレイアで

内容と相違するとはいえない︒

れからも何も聞いていないのだ︒一方この際注目すべき重要なこ

る物とは同じだと強く思いたがっていた︒

ことである︒というのは実は十一月二十二日付の新聞にこの事件
の短信が載って︑それがFSR誌に送られているからだ︒

わが若き淑女は全くまじめな正直な人であるように見えた︒話

自分が見た怪人や．武器〟と同じものだと主張した︵彼女が自分

たチューブのスケプチ等を示されて︑彼女は即座にそれを認めて︑

バソイアの着陸車件の内容とそのときの怪人及び温湯で見られ

込んだ．とはいえないと思う︒そのようなことはたしかにわれわ

廻りに過っていたという考えをわれわれが無意識に彼女に．注ぎ

一点だけには本人も疑惑も感じている︒︵いずれにせよそれが右

円盤の外縁とそこ■に並んだ変化色光と示回転していたかとうかの

レイ丁寧件との比較

の体験のすぺてを語った後にバレイア事件を知らされたことを強

しているあいだ動希したことはない︒ただしすでに述べたように︑

調する必要は な い と 思 う ︶ ︒

の回転∧機体の一部の回転∨は常に左過りだという考え方に傾い

ねばならぬのは︑バレイア事件の目撃者フ7ビオ■ジョセ・ディ

舎の﹂地点でバスが十五分間も停草するのを変だと患う人がある

英国の如き小さな雷の懐疑的な人々のなかには︑人里離れた田

ているからである︶

ニスが︑怪人中の一人だけがト棒状の器具を持っていたヤツでな

かもしれないが︵チャトルズ・ポウニン温＝ぺつに貴くことはな

くーヘルメ

トの頂上にアンテナを付けていたと全く明確に述べ

は頭上にアンテナをつけていなかったこと︒だがここで指摘され

彼女が確信することが二つある︒一つは目撃された三名の怪人

れが聞きたかったことではない︒われわれの持論はかかる打ニーO

バ

仮定的結論

とは︑この若い女性の物語には全然確証がないのではないという

である︒もしこれが目撃者がいう時間︵十五分︶ばど続いたとし︑

＿12．＿．

⑳

伸雄︑

W

いっ英国の公共輸送機関︑特に南部の列革は都会地でさえもし
ば地をつきとめるように慎重な努力を重ねるつもりでもある︒
居住
しぼ長時間不可解な停革をする！︶︑確言できるのは︑米国や特

にブラジルのように広い国土を長時間のバス旅行をした人ならば︑

F

であることがわかるだろlつ？しかも目撃者が説明するように︑事

運転手や乗客にとってこのようなイ息抜きの停事．は普通のこと
件が発生した場所は実際にこの走穫の中間点であるQ
もしこの目聾者がバレイアの怪人や物体︑ポL﹁タカト．ケの汀

Oなどのスケッチ頬をすでに見たことがあって︑その後に物語を

でっちあげることにしたのだという人があれば﹂次のように尋ね
さえすればよい︒﹁そのスケッチ類を本人はどこで見ることがで
きたのか？﹂と︒これらのスケッチはウルゲイオーブラγト●ア
レイシ︐教授の自家版謄写刷り会報とFSR誌に載っただけで︑
われわれの知る限りプヲジルの出版物に出たことはないQしかも

ブ ワ ジル南部地図

本人がそのスケッチ類を見た上で︑それに基づいてインチキ物語
をでっちあげたとすれは︑三名の怪人が各自の頭上にアンテナを
っけていたということと︑ポー・﹂ワカークの着陸事件に関する私の
記事に付けたスケッチ類に示されるように物体が三木脚を持って
いたと小うことをなぜ彼女が主張しなかったか？

これまでのわれわれの結論は次のとおりである︒この事件はた
しかに真実であるようで︑軍の権威者が他の乱撃者が名乗り出る
のを封じてしまったのだ︒
われわれは今後も調査を続けるつもりだが︑その詳細は当座伏
せておくほうが賢明だろう︒目撃者にもたびたび会う予定でおり︑
本人のいう発生場所へ本人と共に行くつもりでいる︒いうまでも
なく︑三人のブラジル人警官を含むあの多勢の目撃者たちやその
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ノースキ ヤロ ブイナ州の

いわゆるm二す0写真と称せちれるものについては綿
密な調査を必要とするが︑．円盤乗員の写真■と称せ

ーダーなどから公証人証明の宣誓書をもらった︒いずれもその写

真を見たこと︑少年の物語が巽実であると信ずることなどを証言

られるものも検査をしてはならないという理由はない︒ したものである︒

つまり家族は広

く知られることを心配して住所を公表しないでくれと頼んできた

彼の家族は落施させるような要求をしてきたq

のだ︒家族はノースキヤロライナ州のきわめて小さな町に住んで

この種の最初のものとしてこの写莫はぺつに真偽の判
決をくだそうというつもりはなくただの記録用として

広大な沼沢地の端にあるとだけいっておく︒

せてもよい︶︒ただその町ほノース

る︵だが住所は記録してあるので︑責任感の強い研究家には知ら

いるので︑その町の名を洩らせは家族の要求を無視することにな

掲載されたものセある︒

ニューヨークの≠ル出版社が．円盤VFO報鹿．誌

撮影者のロニ1・ヒルはかなり人並はずれた少年である︒私と

初めて文通を始めたときは十四才で︑八年生クラスの級長であり︑

フリーマン女史は郵便物に同封された非常に興味ある

を廃刊することにきめてまもなく︑編集長カーメナ・
一枚のカラ1写真を受け棄った︒それはジョウゴ塾の

ボーイスカウ†の副リーダーであったa

元のカラー写真ほ全く鮮明で︑私はそれをニューヨーク市の数

正直な思慮深い勤勉な少

物を手に持った小さな人物の智者印画で︑白い球休の
著しく簡単な内容であった︒ただ一個の球体がノース

名の写真専門家に見せた︒われわれはそれを大画面に引き伸ばし

前に立っていた︒添膏は十四才の少年が書いたもので︑ 年として評判がよかった8
キヤロヲイナ州の自宅のうしろに着陸したことと︑そ

編集障と美術担当者もその写真を注意深く検査して︑われわれの

れから出てきた一人の小さな人間を撮影したとだけ述 て寸法を測定し︑精密に検査した︒その結果︑大きさと距離に関
べてあった︒フリーマγ女史がその手紙と写真を私へ するロニーの見着りが正しいことが確証されている︒サーガ誌の
判定の正しいことを確証した︒

エ合の悪いことだが︑ネガを郵便で送れとロニーに頼むことは

回送したので︑私はその少年と長期間の文通を始めた
少年は手紙の返事をくれるのがおそろしくおそかっ

のである︒

小人．の出現に先立って空中に奇妙なニオイがしたことをロ

た︒二人ほ一九六八年のほとんどを通じて手紙を交換 慎重さに欠けると感じたので︑われわれほまだ見ていないが︑そ
し続けた︒私は長い質問書を送って︑少年の物語を確 れを見たオナナたちがいることを確かめている︒
かめるために作成した多くの巧みな質問を発した︒ま
た両親︑学校の教員連︑土地の4Eクラブの成年者リ

・−ay

ニJが特に言及している点を記す必要がある︒この〝ガス■要素

．

ジゴγ．▲−キール

人′ 撮影事件
′ 小

はこのような事件について少し知られた現象で︑私がサーガ誌一

・．．一

声が聞こえる所だが︑その日はそんなものは聞こえなかった8

約十五分後にブーyという音がしてガスのニオイも強くなった︒

そこでふり返ってみると︑空中に奇妙な物が見えた︒それは黒い

に関する記事を公表する

帽子みたいだった︒そのときぼくは離れて動く物をちらりと見た︒

九六八年七月号にじ冨0関係の〝ガス■
までは大休に無視されていた︒ロニーは私の記事が掲載されるず

た︒続いて大きな物体が再び現われた・・・球休は大きな物体の

強い青色のゆらめく光が吹き出て球体はゆっくりと空中に離陸し

のうしろへ行った︒再び大きな音がした︒すると球体の下部から

ろしてから腰まで持ち上げた︒続いてからだの向きを変えて球体

ヲワゴ型の黒い物を持っている︒すると急にそれを地面近くにお

いの︼人の小人が球休のうしろから出てきたからだ︒右手にはジ

はかたずをのんだ︒身長約三・五フィートないし四フィー一trくら

約五砂後に大きな物音を聞いてそのため耳が痛くなった︒ぼく

へ引き返したとき物体︵白球︶が地上にいるのを見た︒

物についてだれにも話さなかった︒充分な時間がないのだ︒現場

1六二〇︶を取りに家へ走った︒家の中へ入ったときほくが見た

かの証拠をつかむ必要があると思って︑カメラ︵コダブクのサビ

通過した・・・ぼくが見た物をだれも信じてくれないだろう︑何

ほくは地面に伏せた・・・あらゆる撞類の物事が心の中を急速に

それは径約九フィー÷rの白球だった︒みずから動き始めた● ● ●

っと以前にこのガス現象の説明をしている︒

以下は彼自身の言葉による説明である︒

﹁ほくはガスのようなニオイのする奇妙なニオJが空中にただ

これらのことが起こっているあいだ︑ロニ1はかすかなシュー

ろの庭で働いていたが︑そのとき事件と称されるものが発生した︒すると大きな物体はすさまじいスピードで出発し︑樹木の頂上を
越えて消えて行った﹂

棒状の物につながって︑大きな物体が球体を穴のヰへ引っ張った︒
一九﹂八七年七月二十一日金曜日の午後︑ヒル少年は百宅のうし

ロニーの物語

ロニー・ヒル少年が撮影した小人の写真．
背後に白い球体が見える。

という音を聞いたが︑それが物体から出てくるのか小人からくる
ようのに気づいた︒そのために目から涙が出た︒また物音にも気 づいた
・・・静かな音だった︒いつもは鳥の鳴き声や犬のほえる のかはわからない︒このシュ1という音は他の着陸事件でも報告

−15−
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されているし︑一八九七年の愁るぺきキ†プチン・フートシの例
でも報告された︒ロニーがいうには︑小人軋．ゆっくりと︑から

ここに掲載された写真︵15貢の写真︶は原画から作られた白黒

でいない限り︑ああした細部を知っていたとは考えられない︒

ネガの引伸しであって︑原画の細部の多くは失われている︒

読者はl九六大年にオハイオ州ザネスゲィルで撮られたラルフ

・ディクー氏のmこざ0写真と称されるものが世界中の新聞雑誌に

るm二FO写真類にも現われているからだ︵注＝カプリとは写真用

これと同じようなカプリ現象︵フォギyグ︶は他の真正と思われ

人はすぺてロニー宛に直送されたい︒われわれは興味を持つm二ざ

本人の名で版権が保たれている︒この写真を売って金をもうけた

け取らなかった︒こうしたことにならないようにロニーの写真は

されている︒
ロニーのいう〝大きな物音″

注‖FSR誌の出した円盤奇談集︶．の如き特別な刊行物を読ん

誌を︼冊見たことがあるが︑F㌻計誌の■ザ・ヒューマノイズ︵

でナイル一誌やサーガ誌などを入手できないことだ︒本人はデル

の確実性を高めていると感じる︒注目すべきは︑少年はその地域

しば出てくる特徴である︒私はこうした確かな詳細が少年の物語

段を講じつつある︒

は世界中の着陸報告においてしば

しめていた︒ク青いベルト′は南米で数名の目撃者によって報告

銀色のヘルメットをかぶり︑腰のまわりには濃い青色のベルトを

のように見えたとロニⅠはいう︒両眼は傾いてつり上がりていた︒

のからだにぴったりした服は銀色で金属製であり︑頭部は青魚色

メタ・卜を着用している︒ジョウゴ塾の物が手の中に見える︒小人

だ肉づきのよい頚をしているように見え︑ドイツ塾みたいなヘル

いかといわれている8原画では小人は高い頬骨のついたふくらん

プリは物体から放射する何かの放射線か化学放射線のためではな 0研究家がわずかな料金でカラー原画を入手できるように目下手

語で︑雲がかかったよう兼不鮮明な状態を意味する︶︒このカ

にいたんでいるが︑これはロニーにとって有利である︒なぜなら にさえ載せられた︒しかしディター氏はそのために一ペニーも受

のものであるこの写真は青味がかって︑両端はカブっているため 広く公開されたことを思い出すだろう︒それほ大雑誌などの表紙

堅くぶらんぶらんさせて自由がきかないように見えたという︒
少年と小人間の距離は約十五フィーーだった︒公表された唯一

貯をぐらつかせながら〟動き︑からだの向きを変えるとき両脚を
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先までが電車の運転手が着る服のような一覆の上下続きの服で包

まれている︒右側の人間はちょっと私の方へ濱を向けただけだが︑
トで部分的に覆われていた︒

それでも顔をチラ㌢と見る余裕はあった︒それは一壇のヘルメタ

すると二人注私に背を向けた︒熔差渡の敏光のような強烈な閃

光が起こった一周囲のすぺての物が白くなった︒高裁が放たれ︑

それから私は物休がいた地点へ浅近したが何の跡もない︒物体

きわめて重要な事件が︑印度洋の英領モーリシャス島と仏領マ 競いていわは一陣の疾風が起こると︑数砂後にはもう何もなかっ
ダガスカル島のあいだにある仏領ソユニオン島のヲ・プレーヌ・ た︒
デ・カーフル︵カフラリア人の平原︶という名で知られる平野で

あるロ

青色を帯びて︑上部と下部は白かった︒

発生した︒目撃の日時は一九六八年七月三十言︼の午前九時であ は直径四︑五メーナルで︑頂上から底部までは約二︑五メーケル
る0

﹁私はその朝アカyアの森の真申の小さな開拓地でキロメー・グ

以下は彼の話である︒

輝いて上下が向き合っている二枚の白い皿のような物が見えたこ

型の物休に彼は旗を向けて直面したこと︑アルミニウムのように

た︒そのとき彼は調査員たちにもっと正確に説明した︒外哉が卵

日聾者のリエス・フォンテーヌ氏は三十︼才︑農夫で家族持ち︒ 私は一部始終を嚢に語り︑続いて憲兵にも話したが︑みなただ
妻は教員である︒彼がまじめな勤勉な人で全く信用に価すると考 ちに私の語を信じてくれた﹂
以上がフォンテーヌ氏の最初の証言である︒翌日調査が始まっ
えることにだれも異存はない︒

ー21︵測壌︶の所にいて︑かがみこんでウサギ用の草を取ってい

意兵の調査はサンピエールのマルジャン政長の手で行なわれ︑

た︒そのとき突然開拓地に一壇の卵塾物休を見た︒私から二十五 となどである︒
メ1下ルの距離の所に地上から四︑五メーナルの高さの空間に浮

かんでいるかのようだった︒両端は潰青色で︑中央部は明るくて︑市民保護係のルジュロ係長が放射能測定器を携行して現場へ行っ

プジゴー四〇四型草の風よけガラスよりももっと透明だ︒物体の た︒
驚異が待ち受けていた︒彼らは疑似着陸の推定現場から五︑六・
上下には輝く金属のガヲスのように光る脚が二本ついている︒

りていたが︑小さくて身長は約九十センチくらいで︑萌から足の

リュミエール・ダン・ラ二二イ︵夜の光︶誌の購読者で︵注

物体の中央にはこちらへ背を向けて二人の人間がいたが︑左側 メートルの範囲内に或る程度の放射能を発見したし︑また事件の
の人間がくるりと向き直ってこぢらへ顔を向けた︒その人間ほ立 日にフォンテーヌ氏が着ていた衣服にもそれを発見したのだ︒
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いることに彼らほ注目した︒そこでは六万分の一レンーゲy線量
を検出した○

危険な汚染という見地からすればこの数字ほ実際には塩端に低

い︒救助者は二十五レントゲン線量に数秒間照射されることもあ

ることが認められている︒百レントゲンまでなら有機体に対する

損傷は不可避ではないが︑二百では不可避となり︑六盲では致死
線量となる︒

だが調査者全員はこの放射能調査が︑高地ばかりでなくこの熱

帯地方にふる多量の雨が地面をすっかり洗い流してからの︑十日

後に行なわれたことを指摘してきた︒ゆえに放射能レゲエルは調

査の日よりもうんと高かったことだろう︒

それはともかくとして︑放射能を帯びた草や小石などは目下研

この記事中のスケッチはフォンテーヌ氏との合作で︑ジュルナ

究所にある︒これらは疑惑の余地のない具体的な発見物である︒

ル●ド●リル・ド・ヲ・レユニオン︵レユニオン島新聞︶の画家

ジエヲール●ビエドノワールによって現場で措かれた絵の転載で

ある︒その記事はクローF・ユク氏によって書かれた︒

八月二十八日付の最初の報告を受け取ってから︑われわれは右

の新聞とそこにいる通信者とに連絡し︑未知の放射線に照射され

た後の目撃者の運命に関するわれわれの関心を述べた︒われわれ

はフランスのブラズイで起こった事件について述べて︑市民保護

レモーオン島と隣りのモーワシヤス島では別な目撃事件︵複数

︶が発生している︒八月十一日に葉巻型物体がソユニオγ島上空
射能を帯びていたと本人が洩らしたという︒
ルジュロ係長によれは︑草や小石等の八個所が放射能を帯びて で見られたし︑一方モ島のキュナーパイプでは六月に宇宙船らし

よれば︑フiソテーヌ氏の衣類は物体に面していた部分のみが放

の事件の報告を親切にも送ってくれたレユニオン島の一通信者に 係に知らせるように頼んだ︒

リエス．フォンテーヌ氏が見た物体と人間のスケアーチ
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SR誌絹集者のあとがき

．で︑

●

㌔ぴ

00

ていたと伝えられている︒

F
この諺件の最初あ大ぎつばな新聞記事の掲載以来︑竜々の噂が
流れた︒リエス・フォンテーヌ氏は放射能の犠牲者になったばか
そこのキューリー財団へ入れられたというのだ︒▲り■ユミエール

りでなく．その結果がひどかったので本人はパリへ空輸された上︑
ダン・ヲ・ニュイ誌六八年十一月号の．スナップ・プレス．憫は︑

同誌のレユニオン通信員によればこれは事実あったことだと述べ
ている︒しかしエーメ⁝︑yエル︵注＝皆SR誌のフランス人ス
ターノブ︶は︑同通信員の情報は目撃者が照射されたということだ
と私に︵チ†−ルズ・ポウニンに︶忠告した上︑ミシェルが行な

っていた追跡調査の結果を待つあいだ塩力用心せよと助言してき
た︒これは リ ュ ミ エ ー ル t ダ ン

る前である︒
われわれが今ミシェルから知ったのは︑フォンテーヌ氏はパリ
へ空翰されなかったこと︑キューリー財団へ入れられなかったこ
とをミシェルの医師たる友人たちが知っていたことなどである︒
レユニオン島にいるミシェルの通信者がその後調査したところ︑
フォンテーヌの家族が調査者たちをまくことによって家庭の平和
リムス・フォンテーヌは放射能の照射から何らかの影響を受けた

と静穏を得るためにウソの話をまき散らしたという︒だがやはり
らしいが︑それがどの程度のものかは噂のなかにほのめかされて

レ′ユニ
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メソドナの或る日

コミュニケは次のようにつけ加えている︒﹁刑法は不当な恐

怖をまき散らすことにふける者に対する刑期を規定し︑この規

私宛に報告が来たとき︑すでに準備された︒その報告によれは次

この記事は︑十月四日付の手紙でアルジェソティyの友人から

荒涼たる小丘のあいだに存在する︒アルジェソティンのほとんど

境界をなす堆大なアンデスの壁によりかかって高く盛り上がった

メソドサはアルジェンティン共和国とチリー共和国間の自然の

定を破る者に法の行使が適用される﹂

のとおりである︒﹁例の娯楽場の二人の現金出納係はこの事件が

の町と同様に︑その町もm二ざ0報告が時折突発するのを特徴とす

クエン

インチキであることを公然と認めました︒しかし︵この主張の取

︵人々と現実︶誌に書いたロドルフォ・ブラセーリ氏は︑十九世

る︒一九六八年九月五日付へyテ・イ・ヲ・アクト・ケアリグード

チ†−ルズ・ポ

キは彼ら二名に対して行なわれた︒他の一つは︑この二名ほ坂消

紀の記録によると悲惨な地震がメンドサを破壊する前の数日間同

消しについては︶t一通りの解釈があります︒一つは︑このイyチ
を迫られたということです︒両名が主張を撤回したのほ︑そうし

地の上空を輝く物体︵複数︶が通過したことがわかっていると述

にも強震だけで終わつた︒F吉見誌も同地区で起こった不思議な

べている︒今年七月に類似の物体に関する報告類が出たが︑幸運

ないと戦を失う恐れがあるからだという人々もいます﹂
このささいな一八〇匿転向はこの異常な物語を高く価値あらし

事件︵複数︶を扱ってきたが︑特に四年近く前に発生した非常に

めている︒しかも私はこれを注意深く調査する必要があると思う︒
特に今やメγドサ地区で打二ざ0事件を報告する者は刑事犯として

小さな人間に関する大騒ぎの記事を載せたことがある︒

長い怪物体が低空で飛来したのを多数の空港関係者が目撃した事

ブラン力付近のサンカルロスデバリローチェの空港上空に異常に

近の事件でさえも︵注＝一九六八年七月二十二日の白昼︑バイア

さてエルサウセのメンFサ精神病院の看護婦報告に見られる最

あげられるという次のようなきびしい告知を考えにおいてー︒そ

遥ボ止される〟

れで︑この序文は別として私はこの記事を原文のままで出した︒

空飛ぶ円盤

件︒サーカスのような驚くべき飛行ぶりを示したという︶︑一九

−九六八年九月七日付英字紙ブエノスアイレス・ヘラルドか
らー﹁メソドサ地区の層察は空飛ぶ円盤の出現に関して高まる

六八年九月一日のこの事件にくらぺれば顔色ない︒

lr

兵隊たちは︑突然二人の青年が入ってきたのに驚いた︒これは娯

同日朝四時頃ヘネラル・エスベホ軍官学校の衛兵所に当直中の

関心を抑制するために乗り出した︒実際には円盤自体を非合法
化することは不可能なので︑権威筋は円盤の噂をまき散らす者
は故に従っ て 処 罰 さ れ る ﹂
l
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詳細を続ける前に︑この種の叩二FO−怪人報告に関

して私の︵ポウニンの︶立場を再述する必要があると思う8私は︑

どんなにパカらしく見えても主調されたり報告されたりする物事

は何でも研究者たる者は見すごしてはならないという線を持して

いる︒しかもありそうな物事なら何でも客観的に謁査し記録する

のがまじめな出版物桶集者の義務である︒これは．信ずること〟

とは根本的に異なるのであって︑これについてはかつて私の見解
をきわめて明確に述べたことがある︒そして︑われわれはあらゆ

る物事を見筒するぺきだが何事をも信じてはならないというエー
メ⁚︑︑シェルの忠告を私はためらうことなくすすめる︒

異常な体験を主張する目撃者二人はホァン・カルロス・ぺyネ

怪人との出会い

が関心を持ったこともわれわれにわかっている︒コルドバのロス
そこで九月一日の早朝にメソドサで発生したと思われる事件に
・ブり∴′シビオス︵原理︶紙九月二日付に掲載された報導は︑二
返ることにしよう︒
人が軍官学校から暫寮へ行き︑続いて病院へ行ったと述べている︒
彼らの行先の順序がどうであろうと︑そのとき目撃者︑衛兵︑
病院職員のいずれにも不明な確証的な別な事件が発生していた︒
その︼つはベルグラーノ鉄道メソドサ駅の職員が︑目撃者が辛が

︵妻帯者︑二十九才︶である︒両名はメソドサの或る娯楽場の従

スゝ∫ツプしたといっている時刻と同じ時に急に完全な停電があっッティ︵妻帯者︑二十六才︶とフエルナンド・ホセ■ダイソガス
たと報告していること︑他の一つは．革の停止〟時刻から三分後

の三時四十五分に︑マリア・スピネリという天人が︑目撃現から 業員で︑午前三時三十分に仕事を終えてから︑ゲイレガスの一九
六キロほど離れたドルレゴ郊外のルスリアガ通りに面した白宅か 二九年型シボレー︵ナンバー−プレートは二九九九︶で帰路につい

うとして外へ出た︒

辛が停止してライトが消えた︒ダイソガスがポネッ．卜の下を見よ

二人がラブリダ通り付近のネケン通りの暗い部分へ来たとき︑

ら警察へ電話をかけて︑︼偶の奇妙な光る物体が超低空で頭上を た︒
飛びまわっていたと報告した件である︒
信ずぺきか否か

後の話だが︑ブエノスアイレスのヲ・タロニカ︵記録︶新聞社

にもかかわらず︑彼だけが時計を持りていたとつけ加えた︒

時計が三時四十二分にとまったことを確認し︑当初の反対の報導

でインタヴューの際−九月九日付版に掲載−ペyネッティは彼の

の住民の習慣や言語を研究した︒太陽は太陽系をはぐくんでいる︒

れは太陽のまわりをちょうど三回はど流したところで︑太陽系内

このメッセージなるものは次の言葉で終わっている∵﹁数学は

巨大な円型ま た は 卵 型 の

ダゴテのような物で︑まぶしい光を放った︒︵その後の調査中に

つけていった︒その小人は小さな装置を使用したが︑それはハン

﹂

そうでなかったら太陽系は存在しないだろう﹂

彼が車外に降りようとすると︑ゲイレガスが﹁見ろ︑スキニー

宇宙共通語である﹂

この講義が続いていたあいだ小人たちの別な一人が忙しそうに

体は径四メートルばかりで︑高さは一・五メートルあった︒物休

ドアーのパネルヘガスランプをあててみたところ︑塗装面は期待

車体砂ドアし風よけガラス︑両側のステyプなどに記号の跡を

はネケン通り二三三三の一片の荒地から一二一メ・・−rルの空中に

どおりひどく焼けたけれども︑小人のつけたひっかきキズのあた

の近くに立っていたが︑この物

浮かんでいる︒強い一条の光線が物体から約四十五度の角度で地

〝機械″

面の方へ向け ら れ て い た ︒

次に︑浮き上がっている物体の近くにテレビ受像機に似た丸い

た辺地の滝の光景が出てきて︑次にキノコ型の雲が映り︑続いて

スクり⁚I・ンが現われて︑一連の画像が映った︒最初は草木の乗っ

員の着るような上下続きの服を着ている︒相手の動作は．おだや

再び滝の場面となったが︑水はなかった︵この物語の教訓か？︶︒

異常に大きかった︒みんながガソリンスタンドの従業

かで静かで′ぁった︒怪人たちが二人に近づいたとき相手はミゾ

ぺシネッティとダイソガスの確証によれば︑このあと小人たち

は二人の手をとりー小人たちの手は人間の手と変わりなく感じら

来たとき︑次のようにくり返しながら異様に響く声を聴いた︒﹁

物体は大きな輝きに包まれて空中へ上昇し︑．宇宙空間一に消え

かい︑光線に沿って昇って行った︒急に爆発現象が続いて起こり︑

れたー︑指を三度突き刺した︒それから小人たちは物体の方に向

恐れるな︑恐れるな﹂まるでトラγジスタラジオに使う小さなイ

ていった︒

レガスが話しているが︑その要点は次のとおりである︒﹁われわ

ら︑こんなふうにして二人に伝えられたメッセー㌧ジの詳細をゲイ

﹁恐れるな・・・﹂という説得するような声が絶えず響きなが

ヤホ㌢を耳に差し込まれたようだったとペyネッティはいう︒

べyネッティとゲィレガスの二人がいうには︑相手が近づいて

うに越えたと い う ︒

を越えたが︑ペシネッティの見たところではまるで稀をわたるよ

〝著しく〟

身長約一・五メーナルの怪人たちは人間の形に見えたが︑頭は

りに焼け跡は残っていなかった︶

われた︶︒そして三人の怪人と直面していた︒怪人の別な二人が

すると二人は動けなくなってしまった︵マヒした■という言葉が使

と叫ぶのを聞いた︒︵注＝スキニ仁はべyネッティのあだ名？︶

−2−

初期の報導︵ロス・プリンyビオス紙︶によれは︑﹁¶二F二じの

乗員たちが物体へ帰っていたときその一人が倒れたが︑急速に仲

ペシネッティとダイソガスは︑両名ともカー・nソyク教徒で︑そ

間によって引き起こぎれた﹂という︒数日後メンドサの調査員に の他にいかなる宗教団体にも属さないし︑いかなる団体や宗派に
ょる事件の実地検証のあいだ壇々の記事の相違が話題となった︒ も属さないと断言している︒
自動革の草体に残された記号類の跡を翻訳しようといろいろの

・クレイト・ン︵注−−軍SR誌の礪集障の一員︶は︑その記号類が

試みがなされてきた︒・1多種類の言語と書体に通暁するゴードン

これに対してペシネッティはラ・クローニカ放で次のように答えて

いる︒﹁⁚・彼らが倒れたというよく知られた記事のl節は聞
達っている︒小人たちが光線に乗って昇っているように見えたと

一一瞥

⊥∴

き・・・そして爆発音が聞こえたとき︑ダイソガスが﹁逃げろ︑ どうも子供じみた無秩序なもののようだというロわれわれはメン
スキニーー﹂と叫ぶのを開いた︒それでわれわれは軍官学校の方 ドサ宇宙研究センターがへンテ・イ・ラ・アクト・ケアリグード誌
へかけ出した︒倒れたのはダイソガスで︑・・・私が彼を引き起 の記者に次のような推測を提供したことを読んだ︒
こしたのだ﹂
﹁怪人によって描かれたスケプチ竺一つの惑星系をあらわして
また軍官学校で当直中の一兵士も爆発音を聞■き︑遠方に光体をいる︒水星︑金星︑地球から成る地球系と︑衛星イオ︑ユーロパ︑
ガ主ミデを伴う木星系である︒ガニミデと地球間にはあたかも二
面・交通の旅を示すかのように二本の平行線があるが︑これは小人
見たというが︑後になって本人はこれを否定した︒しかし例の二
人の目撃者がヲ・クロニカ故に語ったところによれば︑その地区

ニミヂであることをあらわしている﹂︵本誌表紙写真参照︶

の他の数名が見たり聞いたりしたものについて証言したという︒ たちの出身地が地球から七億七千六百万キロメー・l﹁ルある天体ガ
軍官学校の衛兵所からべシネッティとダイソガスはラゴマヒオ

入手し得た資料について︑以上がさしあたって私のやれる清一

んだ︒私はクレイトン氏に味方んようと思うーその方が安全だl

書に述べてあj考え方に基づいたものであることをへyテ誌で読

ーレ病院へ行った︒そこで二人は手当を受けたが︑二人に関する
スケッチに見られるひっかきキズからそんなことが推測できた
診察記録は次のようにほのめかしている︒﹁精神運動の刺激によ というのは驚きだが︑この面では私は専門家ではない︒しかし私
はこの推測がマヌエル・サニンズとウィリー・ウォルフ共著の著
る心像︒左手の人差指と中指の内側に三つの小さな刺傷︒両名
とも一致﹂

そのあとセン！フル病院で血液検査が続いたが︑結果は否定的

だケた︒また二日間両名は別々にされたこともわかったし︑︑その
あいだに両名の語がそれぞれ一致したこともわかっている︒
警察が介入したのはこのときだ︒第大審英俊長ミグールーモッ

トサは目撃者が捨てた革を押収した︒現場と精神病院とで自動草

＿23＿

それが事実だとすれば︑この事件はたしかにセンセイショナルで

当初各新聞社にょるニューズの争奪合凍があったらしい︒1で︑

杯のことである︒このセンセイシヲナルな事件を掲載するために

物語の残りの部分は催促︑放射線︑その他何かの誘導によって目

の物体−⊥nこダ0−の出現によって停止されたのかもしれないこと︑

一致するといいたい︒考えられるのは︑目撃者の革は或る．固体∫

が合理的に注意深く行なわれたようだ︒ブエノスアイレスにいる

ある︒その後にもへソテ誌やヲ・ク≡一力紙がやったような調査

の目撃は遠方から︑またはあのナゾのけ他の次元″の一つから起

考えられるのは︑小人ばかりでなく物体やその他すべての出来事

撃者の心中に注入されたのかもしれないことである︒また等しく

起こつたので︑乱撃者が自分に小さな傷をつけ︑自分たちの古典

私の一通信員︵女性︶が語るところにょると︑彼女はテレビでベ

皐にキズをつけ︑小人たちとの茸触を想像させられたのかもしれ

こされたのかもしれないことである︒更に︑ひどい狂気を伴って

っているような．神秘狂″や．売名家■

のようには見えませんで

した︒二人共全く普通人のようです︒果たして売名家でしょうか︒

ではなくて単なる考え方であり︑こうした物事

ない︒
タ信念″

を諷査するのに私よりももっと適任の研究家の方向に対する提案

以上は

では︑両名の職業は．空想″する時間をほとんど持たない徹底的

である︒私としては過去二十年間に聞いてきた他の多くの推測よ

き事件である︒それはまた山芋古人説と似ただわれわれの幸福を

真実だとすればこれはもっときびしい調査を必要とする驚くべ

そううれしく思いました︒そしてあなたの読者がトピックスの処

あなたのニューズレターを見てよい記事を掲載しているのを大

FSR誌五−六月号でおわかりのように︑ゴード∴′・クレイト

理の仕方に賛成しているのを青んでいます︒

lr

九−十月号に掲載のもの︶で述べた考え方と一致するだろうか︒

冗談はさておき︑この事件はこの前の私の記事︵FSR誌昨年

しているタチの悪いタイプの人間だったかもしれない︒

l

す仲間を一人持っています︒︵六九年六月十七日付︶

を氏から聞いたからです︒彼ほ日本語は話せませんが︑−それを話

味を持つでしょう︒日本語の漠字は中国文字と類似していること

人たちは二名のだまされやすい人の迷惑をもかえりみずに大笑い の言語をしやベリます︒氏があなたのニューズレターを見たら興

ける︒一方︑物事の暗い面を見る人のためにいうならば︑あの小 ン氏は中国語を読み書きし北京官話を話しますが︑他にも多種類

人々とのいずれかに味方する人の両方を満足させる要素を含んで

願う︵地球上の︶どこかの人間とコングクーしたのだと確信する

＊
＊
＊
∧チャールズ●ポクエy氏より嫡者久保田宛の私信の一部∨

りもその方がスジが通っていると思う︒

に忙しい仕事です﹂と述べている︒

いいかげんな人に出納係の仕事をまかせjでしょうか︒私の意見

というのは売名をやれば蔵を失う恐れがあるからです︒娯楽場が

yネッティとダイソガスを見たとき﹁両名はメンドサの官意がい

■−24−
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●R・ハル陸軍中佐から提供さ

・い︸

一九一八年はそれが著しく︑−九一八年以降は文字通り無数に発

生した︒

現在の地震の状態は全くひどいようだ︒建物は大損害を受けた

住民のあいだで恐慌に近い状態が起こっており︑彼らは窮境につ

レ し︑全く見捨てられ無視されたと思っているその地域の三万人の

いて何とかしてくれと大統領に嘆願した︒同地の役人たちはこそ
こそと立ち去ったらしいと新聞は報じている︒

新現象が報告された

しかしペソイロ地区の地震は新しいことではないのに︑今年の

三月以来の期間にそこから出た新聞報導は新奇と思われる或る特
徴を含んでいる︒

の巨大な青緑色の火のよう

ある︒第二に︑〝月の二倍の大きさ〟

まず第一に︑雷鳴のようなすさまじい爆発音が地震に伴うので

研究を行ない︑多くのブラジル役人が彼の発見事の正確さに感心

はわずか三年前に始まったらしい︒それは

な球︵複数︶が頭上のあらゆる方向に飛ぶのが見られる︒この・
光休″または．火球■

一八九八年︑一九〇九年︑または︼九一八年の地累年には知られ

返し述べている︒﹁自動革の大きなヘッドライーみたいで︑とき

霹はペソイロ自休と近くの山々︵セルヲ・ドス・マカコス∧褒の

石灰石で︑最近その場所を見た多数のブラジル人科学者や外国の

どき空中に停止したり︑ときには上下に動いたり︑ときにほ矢の

ていなかったようだ︒現在三万の住民のなかでそれを見なかった

科学者によって地震について述べられた説明はーたしかに正しい

ように直線の水平飛行をしたりする﹂

人はほとんどいないにちがいない︒目撃者たちは次のようにくり

説明だがー地下の水路が石灰石中に大きな穴をあけたため︑やむ

▲ペソイロ市長によれは︑物体群は形が円スイ形で︑その光輝は

以来ほとんど毎日発生している︒この地域の主な地質学的特徴は

なく沈下と調節作用が起こっているのだという︒また実際その地
＋

日がつぶれるほどであり︑驚くべきスピードで完全に無音で飛び︑

山∨またはセルラ・ド・フラデ∧僧の山∨とも呼ばれる︶で昨年

ベレイロは地震のために最近大いに報導されているが︑この地

していたこと を 私 は 知 っ て い る ︶

領事をやっていた七きの副領事だった︒彼はこの分野で驚くべき

れた︒中佐は十八年前ブヲジルのセアヲ州で私が︵クレイトンが︶

ながりの科学 的 証 明 は フ ラ ン シ ス

る︒︵セアヲ州の早ばつと太陽黒点数の十一年周期との奇妙なつ

畜を絶域させ︑住民を畢ばつのない隣接地域へ逃げさせるのであ

太陽の黒点数周期の短大期に壊滅的な早ばつが起こり︑多数の家

は奇妙な三日月形地域に存在するが︑そこでは通常十1年ごとに

ペソイロはブラジルの北東にあるセアラ州の小さな町だ㊥それ

UF Oと
域にとって地震は未知なものではない︒l八九八年︑一九〇九年︑

＿25−
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一あらゆる種類の高等飛行を行ない︑しかもサーチライトのような

イロから出る報告は︑この光体群の出現はいつも地震の起こる数

の玉群は地震が起ころうとする時刻と場所とを知っているらしい﹂

時間前であることが立証されたと強調していた︒﹁どうもこの火

強烈な光線を放って︑それが地上の建物やその地域一帯を照射す

一るという︒物体群は毎夜定溜に出現し︑㌧敬し巴窟賢

ンド

と住民はいう︒
メ

サでも

26

■

ふ叫汎丸かれか淋︑ただし大体に密集したカアティンガのトゲ植

物のヤブの中の近寄りがたい場所である︒
無数の目撃者のなかに市会議長がいる︒一九六八年七月なかは

私が述べねはならぬ他の証拠はアルジェンティンからのもので︑

同国のアンデス山脈の側面にあるメンドサ市は近年汀二百0の報告

でしばしば異彩を放っている︒ブエノスアイレスの絵入り雑誌ヘ

ンテ・イ：フ・アクJ一夕アリダード︵一九六八年九月五日発行︶

る記事を掲げた︒これはFSR誌にも別な記事で扱ってある︒異

はメンドサ地区における汀二FO怪人と打最近のコンタクーに関す
れた︒一度はそのうちの一偏がベレイロ上空を低く飛び︑主要教

を破壊した地質とともに始まったのであるロその時期の記録文書

ことだ︒すべての寧が十九世紀中にメンドサ村︵当時は村だった︶

の歴史はほとんどメンドサ市自体の歴史ほど長い﹂と述べている

サ地区の汀二ぎ0日寒が最近始まったのではなく﹁メソドサm二rO

常に興味あるものとして私を驚かせたのは︑その記事が︑メソド

着陸前に照射された光線

会の塔を明るい光線で照らして町中が大騒ぎになった︒

＋

他の物体群よりもはるかに大きな一個の物体がほとんどいつも

そしてFSR誌が続けるところによると︑それ以来現世紀にお

は︑その惨眉の前の数日間不忠裏な物体が空中を動くのが見られ

体よりも上空に待致する︒すると大きなヤつが着陸するが︑その

いてもほぼ同じ革が発生しているという︒たとえば十年前にプエ

グ巨大なサーチライトかまたは燈台の光

間小型光体群はずっと上空にとどまっていて︑ときどき動きまわ

ンテデルインカ地区の住民は︑そこで一連の雪崩が起こったとき︑

いる︒この大き な や つ は

ケたり物体自体の輝きを暗くしたりする︒すると急に大きいのも

その前の数日間不思慕な物が空中に見られたと報告している︒時

たことを示している︒

小さいのもすべて一緒に矢のように飛び立ち︑一直線に空中へ上

の流れとともにこうした物事を記憶している人はもういなくなっ

のような〟光線を地上に放つ︒このとき小型の光体群は大きな物

昇して消えて行く︒今年︵一九六八年︶の八月十五日までにべレ

漁Ⅴ
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け一︑︑

∴
たが﹁ついに二カ月前︑再度甘FOが最も目立つようなやり方で

．﹂

左の写真は青田旭君二一十九才︶の念写です︒︵注

道

＝念写というのは写真用未感光フイルムか印画紙を黒

強い地震が同市を揺るがせて︑映画錮に入っていた観客は上映途

出現したとき︑今度はひどい惨事を伴わなかったけれども︑再び

い遮蔽紙に包んで目前に置き︑それに対して強烈な想

念を集中させるとあたかも光に感応したかの如く何か

直

の像が現像中に出現することがある︒これを念写写真

中で路上へ流れ 出 た ﹂ と い う ︒

巽

という︶今年の四月二十八日午後七時ごろ郷里の兵庫

県津名部北淡町室津にある小さなお堂の中で実験した
ものです︒アダムスキーは﹁当初は何度やってもうま

∴∴∴∴﹁∵二−﹂一﹁

青田君の場合は二十数枚の実験に失敗していますから︑

くゆきませんが︑そのうち突然成功することがありま 写
す﹂といってい喜が︑まったくこのと雷でした︒

ふ︺

ます︒ア氏の宇宙哲学を自分のものにするには︑でき
るものから行じていくことが大切ではないでしょうか︒

ミラ

コ

ゲ
日H

イ

チ夫妻の

撃
ダ ニ

ナ ′レ

＝、材

発表された現象を目撃した︒これより約一時間半前の五時三十分
と五時四十五分のあいだにへンズフォードの夫婦とその息子が

スクラップ商で働き︑大家族の面倒をみなければならぬ夫妻は

なかに三人日の目聾者であるラフゲィヅチ︵十一才︶が含まれる︒

は二度冒の天で︑子供たちやっちの五人の父親だが∴しの五人の

夫妻は中年で︑ユーゴースラグイア人のミリン・ミラコケィプチ

なり小さな単調な町で︑キヤノブクチエイスの南端から遠くない︒

十一人の子供と住んでいる︒この町は鉱石採掘所にかこまれたか

ミラコケイブチ夫妻はへンズフォー・ドのキヤノック賂四三二に

yベリー付近で一個の円盤に遭遇した︒

I ズ

ハ

人々がソ連の人工衛星コスモス二五三号が分解したものと正式に

一九六八年十一月二十日の夕方七時頃︑イングランドの各地の

．ダ

b

〝コ
チ氏は外出するとき

は必ずカメラを携行することにしたと確言している︒スラグィグ

や考え方を変えたといい︑一方ミラコケィ

ツケイ記事″が好きだったという︒しかし円盤問題については今

な物語をパカげたことと考えていて︑西洋か日本の戦争もの

リス●ミラコケィプ．チ夫人が語るところでは︑彼女は以前はこん

空飛ぶ円盤や宇宙旅行の物語に対する好みも時間もなかった︒ド

∴
盈
二
甘 事
N ．

チは主として大気圏外の怪物や宇宙人の侵略に関する只 Jマンガ
を少し読む︒

ハンベり⁚上村はスタブオードyヤ1とダービyヤI両州の州境

に位置し︑アークスターとバートノントレントをつなぐ線に沿り

たほぼ真申辺にある︒英国陸地測量部の地図一二〇号の参照番号

は一七二二七八である︒ハンベリーの北西三・五マイルの所に大

きな陸軍の施設︵英国電気機械技術部疲衰三十二中央工場︶があ

り︑北西へ二マイルの所に英国空軍施設があって︑これは主とし

て弾薬集横所として使用される︒ほとんど真南の三マイルの所に
昔の戦争中の飛行場がある︒

弾薬集積所の大部分は地下にあると信じられており︑そこに藤

された武器に関するきわめてあいまいな噂がある︒古い飛行場は

今もインド・クープ醸造所の軽飛行穐用として私的に使用されて
いる︒

十一月二十日の午後︑ミラコゲイタチ家の三名は貸家探しのド

ライブを続けで︑ルージリーとアポツづプロムリーを通り抜けて

からハンベ＝ソ▲・lを終点とした︒ハンベリー・ホールをながめた後︑

一同ほ家路についたが︑ちょうど村はずれの所で︑売りに出てい

た別な古い家を見るために停草した︒そして再びドヲイヴを始め

たときはあたりが急速に暗くなろうとしていた︒

目

一弾

A

誓
yベリーを護れてまもなく︼同は坤匹の■ササギが道路を横切

？て走るのを見たので︑それを捕える機会について互いに意見を
述べたが︑驚いたことにそのときもっと多くのウサギが道路の左
手の生垣の下から前のウサギに続くのを見た︒突然−全く突然だ
ったので︑それは直前までわからぬ所にいたにちがいないー彼ら
は左手の野原に−偶の強烈に光る物体を見たのだ︒野原からゆっ
その事はす で に ミ ラ コ ケ ィ

チ氏が停めていた︶︑道路の右側の

くりと上昇しながらその物休は続いて事の上を通りすぎてから︵
灯の中︑約百ヤードの所に建っている二軒家の方に進行して行っ
た︒すでに革外に出ていたミラコゲィプチ親子は︑物休が家の方
に進行するのを見つめたが︑それは家の上空に停止して浮かんだ︒
ここで注釈を加えたい︒そのときおそらく空は雲で覆われてい
て爾が降り始めたかまたは降り出してまもない頃だりた︒ミラコ
ケィプチ夫人の看では︑一同が最初に辛から出たとき暖かく感じ
たが︑物体が更にむこうへ移動したとき温度が下がったようだと
いう︒目撃者たちは全然物音を聞かなかったし︑物体のいかなる
かんでいるとき〝クラゲのように揺れる■

ように見えた︒

部分が回転するのも見なかったと確信している︒ただしそれが浮

チ天人の意見では物体は家と同じほどの巾があって︑

ここで物体の大きさについて最初の有益な暗示が得られる︒ミ
ヲコケィ

下降したならば家を押しつぶしたかもしれないという︒燈火類は
約五分間．一同は数名の人影を見た1黒い影からみて人間のよう

なかった︒

して歩いていた︒時々人影のなかの数名が物体のフチの下の何か

だと述べている−が︑それらは明るく輝く上部を行ったり来たり

ー＿29−

￠＝緑色 d＝透明 トム

8＝白光 b＝コノヽク色

○＝＝完全暗黒の下部

r＝水面の油の色（複
数）に似たゆらめく

ニジ色の光

⊥一云ム＆

の光と人影を除いては頂上部に何も見えなかった︒

を見ているかのようにかがみ込むのが見られたが︑ただし三種類

目撃をした別な証人を知っていると夫人に知らせてきた︒被らは

三十一日︶にヘンズフォードへ来る旨を天人に知らせた︒われわ

写真撮影の目的で家族を飛行場へつれて行くため日曜日︵十︼月

れが日曜日に行くことに夫人が反対しなかったので︑こちらは学

再び物体は目撃者たちから遠ざかって動き始めたが︑今度だけ
は連続運動ではなくてその進行は震えるようなケイレンするよう

生たちが指示した時刻の午後三時頃家で会うことにした︒

ところ︑ミラコケィプチ家は飛行場へ行くなという意味の脅迫電

日曜日のほどよい時刻にわれわれがへンズフォードに到着した

な性質を帯びていた︒動くにつれて上昇したが︑光︵複数︶がき
わめて強烈になり︑あまり強いのでミラコケィプチ氏は両眼が焼
けるようだ っ た と い う ︒

ン・㌢に異常はなかった︒われわれほ︑それはおそらくイタズヲだ

話を受けていたことがわかった︒電話の声は男だったが︑アクセ

所を離れようと主張した︒一同が革で売り出したとき物体はまだ

と家族を説得し︑学生たちの来ぬままに事件現場へ出発したが︑

今やホネまで驚いたミラコザイタチ氏はできるだけ早ぐその場
野原の上空に見えていた︒夫人の説明では︑スラグィプチと彼女

後にわかったところでは学生たちほ全然到着しなかったという︒

を見た場所だといった︒

汀はハンベリーまでドライヴして

後の家を通過した直後ミ氏は革を停めて︑ここが自分たちが物体

から折返し︑あの夜家に向かって出発する前に夫妻が吟味した最

らおうということになった︒

ということになり︑そして夫妻が物休を認めた場所を指示しても

われわれは先にミ大事がたどったのと全く同じコースを行こう

白身の感情は興奮と好奇心と不安とで混ざり合っていたし︵見事
な混ざり合い！︶︑車の故障は全然なかった︒

目撃者への脅迫？
この事件の最初の記事はウルケァハンブトン︵注けイングラン
ド︑スタフォードyヤ！州中部︑バーミンガム北西のエ業都市︶

水曜日の夜に家族とインタヴューする手はずがととのえられた︒

に掲げられた︒われわれは火曜日の朝ミ天人に連絡し︑そのとき

れでわれわれは彼を説得して︑まだその家を見つけるチャンスが

はずだと彼が考えたらしい飛行機の格納庫もなかったからだ︒そ

は上空に物体が停止するような家はなかったし︑付近に存在する

ところが硬は聞達った場所を選んだことがわかった︒というの

こちらはテープレコーダ！を携行したが︑インクグユⅠ中にミ夫

あるかもしれぬということでドライヴを続けさせた︒ところでミ

のエクスプレス・アンド・スター紙一九六八年十一月二十五日付

人はすでに冒馨に関して数度の電話がかかってきたと述べた︒一

ノ

つはアトクスダ1から︑一つはロンドγから︑一つはリッチフィ

った︒もっとも彼は自分が選んだ場所こそ正しいと確信していた

天人は大の場所の選択に同意しないので︑ミ氏は全く迷ってしま
のだが・さ︒
l

ールドに住む三名の学生から︑そしてわれわれからのもある︒
例の学生たちは目撃事件にきわめて興味を待ったらしく︑同じ

h頂ダ
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J﹂︑

￠
約三十分問われわれはその地域を走りまわって︑ついに今夕は
これ以上何も得られないだろうときめた︒なぜなら

J

状況はわれわれを挫折させるようになってきたご︑︑氏は正しい

場所へわれわれを秦内したと主張して︑ハンベリ．−へはもう行く

あとへひかない︒スラグイブチは父親を怒らせることを恐れて多
くを語ろうとはしない︒

場所を見つけることができず︑しかも﹁すべてはウソだったのだ﹂必要はないと考えているからである︒ただし現場に家がなかった
という印象をこちらが受けはしないかというわけで夫妻がイライ という事実を彼は依然として説明できない︒ついでながらミ氏は
果断な人で︑ひ
ヲしてきたからである︒

追跡調査

しかしミ天人は未来に対する望みを持ち続けている︒彼女は一
ミ夫妻が出発してから︑われわれはあの捕えにくい家と飛行機 行が正確な道筋をたどってハンベリーまで行ったり帰ったりした

の格納庫が見つかりはしないかとその地域を走りまわったが︑こ のではないと主張し︑しかももっと病もしいのは︑もう一度ハン

れとおぼしき家は見当らなかった︒しかしミ氏の語った話にぴっ べリーへ行けばきっと家を見つけるかもしれないといっているか
たりの格納庫を見つけた︒
らだ︒おまけに彼女は最初のドライブで遣がわからなくなったの
たぶんこの段階で飛行機格納庫の問題を詳述せねばならぬだろ で︑ハンベ‖ソ−・から約四マイルの白い小舎に住んでいる老夫婦に

う︒述べておかないと状況が複雑になりやすいからだ︒ミ氏が行 方角を尋ねる必要があったといっている8われわれはこの小舎の

二箆の機会にわれわれはミ夫人をハンベ＝ノーーへ連行する手はず

きか帰りのドライブ中の或る時に主張したのだが︑彼は格納庫を 所在地を探しあてたと思っているが︑訪問したときはだれもいな
見たことがあり︑それが或る種の飛行機を見たという考えを始め かった一
へは行かなかったし︑ハンベリーをわれわれが離れた横手からみ

に与えたというのだ︒行きのドライブでわれわれは飛行場の近く
ても彼が帰りのドライブ中にも魔納庫のそばを通りすぎたとは思
えない︒これからみて彼がハンベリーまでたどった正確な道筋と

ーかなり安全な憶測をすれば一正確な目撃現場とを忘れてしまっ をととのえたが︑最初は彼女が思いがけなく用事で外出しており︑
たと思われるのだ︒われわれは目撃現場が飛行場でなかったこと 二度冒は家族が家庭的な危機に見舞われたところだったQ ただし

することにきめた︒天人が連絡すると約束してくれたのだ︒

われわれはミ夫人が再びこちらへ連絡するまで調査を二時中止

に満足する︒なぜならミ氏は最初あの物体を飛行濃だと思ったた これは目撃事件とは全然関係のないことである︒
めに︑そこが飛行場だと思ったと主張したからだ︒彼は物体と同
時に格納庫を見なかったのである︒

ヲなく上昇して行った︒

ミラコザィプチは多大の勇気を持つ人のような印象を与えるが︑

一方︑この記事の共同執筆者の一人がハンベリⅠとその周辺の
地域の調査を続けていたが︑だれも異常な物を見たおぼえはない

それにもかかわらず︑その波状運動による進行はすっかり彼をおび

アトタスクー︑バー−・L﹁ノントレント︑リッチフィールド︑ルージ

ナクラスをゆくのがこの高橋氏︵七十才︶であろう︒人

世に霊能者●予言者と称する人は多いけれども︑トブ

びえさせた︒彼は妻と息子を単に押し込んで急いで現場を離れた︒

けーの各新聞社も何の情報も持たなかった︒また飛行場の職員も

呼んでレーダーマンまたは奇跡の人として名商い氏の予

督察も同様だウたが︑両方ともきわめて協力的だった︒同様に︑

同様だった︒一枚の轟飛行頗が目撃事件の頓に着陸したらしいが︑

言の適中率は九十八パーセントという驚くべきもので︑

l

高

橋 忠

かつて洞爺丸が沈んだとき一旦乗船した氏は紛名がかすれて見
えたために惨事を予感してボーイとケンカしてまで無理矢理下船
して助かった︒氏の予言によれは今より五年後にアダムスキーは
世界的に認められるようになり︑同時に日本GAFも都内にビル
を持って大きく発展するという︒編者個人に関してもきわめて興
味深い予言がなされている︒︵久︶

東京都中野区中野三−五〇−一九

いな予言と色紙がいただける︒

春

て自筆の質問書と年令を書いて左記宛に送れは︑ていね

かるのだそうで︑運命鑑定希望者は鑑定料二千円を添え

様に筆跡もみな違うため︑筆跡を見れぼ本人の運命がわ

占い師とは根本的に異なる︒万人の蘇がみな違うのと同

って無数の人を実際に助けてこられたのであって巷間の

して人々を驚かせた氏は︑以来その神秘的な霊能力によ

にも紹介されて話題となった︒五才の時日露戦争を予冒

に幸運が訪れるという塵々の実例はかつて．女性セヴン″

しかも氏の描かれた．開運色紙∫を室内に飾れば不思壱

これはおそら︷ミヲコゲイプチ夫妻が見た物ではないだろう︒
興味ある点として︑夫妻はそれぞれ時計を持っているが︑目撃
事件以来それが遅れるようになった︒おそらくこれは時計が磁化
されたのかもしれないと思われる︒夫妻の自動卑の感化を見つけ
ようとしたが革を検査することはできなかった︒
最後に一つ︒リブデフイールドの例の〝学生．から更に二回の
電話がかかってきた︒それでわれわれは︑この次かかってきたら
先方の住所を聞くようにと天人に頼んでおいた︒いずれの電話の
場合も学生たちは別な写真撮影旅行の準備をしたがったが︑現在
まで何も実 現 し て い な い ︒
ウィルフレブド・ダニエルズのあとがき
ミリン・ミラ七ゲイプチは次のようにいっている︒これは彼の
妻も同意したことだが︑物体が建物の上空で約五分間停止した後
に動き去るにつれて一連の波状運動を行なった︵彼はこれを説明
するために掌を水平に上下させた︶︑そして飛んで行きながらム
l

レーダーマン 高橋忠春氏

普茶は役に立たなかったし︑最も近い大きな町のアトタスクーの

という︒ハンベリーに最も近い村のドレイコットイγザクレイの
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評裏に品切れになりましたQ
五十円︶︒
◎以上の他
ダー旧号複製本︵謄写刷り︶の次のもの
が左記に残
注
文
は
必
ず
左
記
宛
に
し
て
下
さ
い︒︼九六
′
一年l・2号
号へ十冊︶4号︵一
号︵六冊︶6
・−号︵十lニ
︶一九六二年7・8月号︵五
上送料共各百
円︒申込先は
東京都大田区千鳥
十六−十五︑紀陽荘︑ 棉元幸二
◎すでに紹介しました専門誌﹁テレパシー﹂最近号︵第十号︶の
汀こす0と超心理特集号として充実した内容は一読に価します︒左
冊′へてニ38

立図書館にある郷土資料室郷土人文庫に収められ永久に保存され
ることになりました︒

◎嫡者の訳出になるワァO関係部訳書計七点が︑松江市の島根県

表の一人として﹁量子電磁宇宙機﹂と題する研究発表を行なうこ
とに決定したそうで︑ご審問を期待します︒

に東京で開催の第八回国瞭宇宙科学シンポジアム．において日本代

記宛直接お申込下さい︒
新港県中蒲原郡横越村横越 超心理研究会一部二百円送料五
十五円︒
◎本誌にたびたび科学記事を寄せられた村山光一氏は︑今年八月

3 0 レ・

細は本誌第35号の編集後記をごらん下さい︒

◎日本GAP東京支部の月例研究会は毎月行なわれています︒詳

しましたが︑その後某所に少々在庫していたことが判明しまし
た︒目下二十部ほど編者の手元にあります︒一部三富円︑送料四
十五円︒﹁生命の科学﹂ はまだ在庫多量にあります︒一部三百円︑
送料五十五円︒ニューズレター旧号は次のものが編者方に残って
います︒第㍊︑34︑35号︵以上各百三十円︶36︑37号︵以上各百

◎先号のpR瀾で﹁芋富者学﹂は品切れになった旨をお知らせ

）すズ好

威喝

は大体に五月末に刊行予定のところ︑編者の一身
問題について壇々の不測の事態が生じたために遅れ
︑
全く申訳ありません︒今年ほ日本GApにと
機の年になると思いますが︑発展こそすれ衷
はないと明るい希望を持ち続けています︒よ

すてしの本

◎近年米国のコンドン報告︑宇宙飛行士らの報告等からして汀こF
Oは実在しないという概念が︼脱化しつつあるように思われます
が︑とんでもないことで︑世界中に依然として打二FO冒聾報告が
行なわれており︑本号はコンタクト特集号として重要な事件類を
掲載しました︒記事の殆どは英国の一流研究誌ぎSR︵フライイ
ング・ソーサー・レヴュー︶から採りたもので︑真び上う性の高
いものばかり で す ︒
◎米国ケァリフォルニア州プアリーセンターに住むシャーロット
・ブロプブ女史は元アダムスキーの弟子で︑現在は単独でGAp
活動を行なっていますが︑最近同女史から編者宛に生前のアダム
スキ！の講演を録音したテープ︵七インチ︶が送ってきました︒
A面は一九六五年四月︵死の直前？︶の講演﹁宇宙哲学﹂8面は
講演﹁人間の四感﹂ ﹁人間の創造﹂ ﹁生まれかわりの段階﹂大学
生たちとの﹁質疑応答﹂となっており︑録音時間は全部で三時間
という堂々たるものですQ ア氏の声は七十数才とは思えぬほど若
々しく︑内容は立派なものです︒これを全部訳して本誌に載せる
余裕は目下ありませんが︑いずれ何かの会合の瞭に公開します︒
貸出しやコピー録音は致しません︒
◎絶賛を博しました﹁死と空間を超えて﹂はおかげさまでついに
品切れとなりました︒本会としては再版の見込はありませんが︑
内容を少し省略して題名を変えたものが高文社から刊行される予
定です︒詳細は同社編集部登坂治彦氏宛直接ご照会下さい︒
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