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﹁辻真先インタビュー﹂聞 き手︑宮野由梨香・井上剛

﹁はじめまして︒⁝⁝さ っそくですが︑インタビュ ーをお願いできますでし ょうか？﹂

日本ＳＦ作 家クラブの総会で︑この ﹁公式ネットマガジンＰＷ ﹂の創刊が承認された
時のことだ︒会議が終 わるやいなや︑私・宮野は 向かい側の席にいらっしゃ った辻真先

先生のも とへ走った︒１９６１年生 まれの宮野にとって﹁辻真 先﹂は神様のひとりであ
る︒辻先生はその場 で手帳をお開きになって︑ 日時の設定をして下さった ︒

﹁しか し︑辻先生のお仕事は膨大 ですから︑何かテーマを考 える必要がありますね﹂
﹁では︑初期のＳ Ｆをめぐる状況について︑ 話しましょうか﹂

そん なわけで︑宮野と同じ世代 に属する作家の井上剛さま と一緒にお話を伺った︒
それが︑このイ ンタビューである︒

辻 真先先生︑お忙しいところ を︑どうも有難うございま した︒
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︱︱

辻真先さまと ＳＦと言え ば︑ま

ず ︑ＮＨＫに お勤めだっ た時に︑手塚
治虫原 作の﹃ふし ぎな少年﹄を ＴＶド

ラ マ化︵１ ９６１年４月 〜１９６２ 年
３月︶していらっしゃいますね︒

辻﹁ はい︒時間 を自由にでき る少年が
登場する﹃ 新世界ルル ー﹄という 作品

を︑ もともとは やるつもり だったんで
すよ︒そ うしたら︑手 塚さんが﹁ せっ

かく やるんだっ たら新作を 描くから﹂
とお っし ゃっ て ︑
︿ 少年 クラブ ﹀に 新

たに描いて下さったんです ︒
それが﹃ふ
しぎな少 年﹄です︒ 新作はとて ももら
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当時 ︑
﹁ 時間よ︑ 止まれ﹂と いうセリフ が流行語に なるほどの 人気だった と伺っ

えないと思っていたから︑ 有難かったです﹂
︱︱

ています︒ ＮＨＫテレビがそういっ たＳＦ的なドラマを扱った のは︑それが初めてです
か？

辻﹁はじめてですね ︒そもそも︑そのころのＮ ＨＫでは︑ＳＦという言葉 が通じません

︿ＳＦマガジン﹀の創刊 は︑１９５９︵昭和３４︶ 年１２月ですね︒

でした ︒
︿ＳＦマガ ジン﹀は既にあったんです けれどもね﹂
︱︱

辻 ﹁そう︒ちょうど僕がＮＨ Ｋに勤めていた時ですね︒ 初めて︿ＳＦマガジン﹀を 見た
のは︑御徒町の 書店でしたよ︒でも︑ＳＦ という言葉は一般にはほ とんど知られていま
せんでした︒ほら︑ＳＦ作 家クラブが旅館を予約した ら﹁サン・フランシスコ サッカ

ークラブ﹂と 書かれていたという話があ るでしょう？ そんなよう なものだったと思い
ますよ 笑( ︒
﹁時間が止まる﹂ ということを説明するの には苦労しました﹂
) だから ︑
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︱︱

ＳＦと いう言葉も︑ＳＦ的な概 念も︑まだ人々に認知され ていないわけですね︒

辻﹁そうで す︒ですから︑まず︑当 時のＮＨＫの上の方の人た ちにわかってもらうのが
大変でした︒ＯＫをも らうまでに半年か一年かか りましたよ︒ＯＫをもらっ てから手塚

理論で納得 してもらったんですか？

さん に話を持 っていった わけですが ︒
﹁ 時間が止ま る﹂という ことについ て︑竹内時 雄
とかガモフとかの本 を示して︑４次元の説明か らしました﹂
︱︱

辻﹁映像という点 では︑ジャン・コクト︱の ﹃オルフェ﹄なんかも引 き合いに出しまし

た ︒黄泉の国に入る直前に郵 便受けに入れた手紙が︑黄 泉の国で時間を過ごして戻 って
来ると︑丁度郵 便受けの底に落ちる音がす る︑これは﹁時間が止ま る﹂ということだ︒
⁝⁝そのよ うに説明 したら ︑
﹁ジャン ・コクトー がやってい るなら︑い いだろう﹂ とい

うこと になりま した︒要す るに外圧を かけたわけ なんです︵ 笑 ︶
︒これは当 時︑よくや
った手でね︑日本の人︑た とえば﹁斎藤寅次郎がや っている﹂ではダメなんで す︒⁝ド
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もとの﹁﹃新世界ルル︱﹄を読 んでくれ﹂ではダメだった んですか？

タバタギャグの神様なんだ けどね﹂
︱︱

辻﹁あ︑それは無理で す︒読めないですよ︒例え ば﹃のらくろ上等兵﹄なん かお読みに

なるとわ かるけれども ︑コマにナン バーが打ってあってありま すよね ︒その順番で読め ︑
と︒手塚治虫以降と いうのは感覚で読みますで しょう？ そんなものを読 んだことがな

マンガに対 する読解力⁝⁝いわば︑マ ンガ・リテラシーがなか ったんですね︒

い ５０歳・６ ０歳の人 に︑今さら 読むことは できません よ︒だから ︑
﹃読 んでくれ﹄ と
は言いませんでし た︒読めば ︑
﹁バカバカしい﹂と言うに 決まっているから﹂
︱︱

辻﹁映像文化に 浸っていませんからね︒皆 さん︑活字文化ですから ︒ＴＶドラマだって
最初の撮影の時は﹁舞台﹂ があったんですから︒映画 ではなく芝居なんです︒そ の舞台

を外すのに一 年かかった︑そういう時代 です︒⁝⁝ 何でも初めて というのは︑やって
みなければわからないんで すよ︒たとえばＣＭだっ て︑いきなり本編の違うも のを流し
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たら日本人は怒るんじゃな いかという心配がされたん です︒実際にやってみた ら︑パッ
と切り替えて くれたんですけどね﹂

︱︱ でも ︑活字でもＳＦはありま すよね︑海野十三とか︒Ｎ ＨＫの上層部の方はそれ
も読んでいらっしゃら なかったんですか？

辻﹁あれはみん な子供のもので ︑とい うことがあったのと ︑それから ︑戦争が終 わって ︑

﹁軍事﹂の部分がひっか かるんですね︒

そうい う熱血軍事空想科学冒険小 説はダメだということにな ったんです﹂
︱︱

辻先生ご自身は︑そ ういったものもよく読ん でいらっしゃったわけです ね︒

辻 ﹁ええ︒だから海野十三の ﹃浮ぶ飛行島﹄なんて︑⁝ ⁝あれは︑今にしてみると 関西
空港じ ゃないか ︒あれにエ ンジンがつ いただけじ ゃないか︵ 笑 ︶
︒ ⁝⁝ああい うのもダ
メですよね﹂
︱︱
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辻﹁ そうですね ︒海野十 三でいいも のといえば ︑
﹃火 星兵団﹄か な︒あれは 戦後︑兵団
という言葉が使えないの で﹃火星魔﹄というタイト ルになって︑それを石ノ 森章太郎さ

んが お読みに なってＳＦ 好きになら れたんです よ ︒
﹃ 火星兵団﹄ の火星人は 植物人間な
んですよ︒それを隠し ておいて︑戦車につぶされ ても首を切られても生きて いる︑いっ

たいどう いう敵なんだろうと︑とて も不思議な気がしましたね ﹂

︱︱ そういったものをお読みに なられたのは︑失礼ですが ︑お幾つくらいの時なん で
しょうか？

辻﹁小学校の３︑ ４年くらいですかね︒もう ︑何でも読んでいました ね﹂

︱︱ 当時︑そ ういったＳＦ的なものを読 んでいる同世代の子ども たちはいらっしゃっ
たんでしょうか？

辻﹁いないと思います︒当 時もマンガはあったんで すけど︑今のマンガとは全 く違いま
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す︒５銭の 本と１０ 銭の本があ って︑５銭 のだと終わ りがない︵ 笑 ︶
︒ そこらへん の余

った紙に適当 に印刷して︑ホッチキス で綴じただけの感じのもの でした︒１０銭の本だ
と一応終わりがある︒内 容は︑たいていアメリカの パクリでしたね︒ディズ ニーのもの

そ ういったものを︑かなり恵 まれて享受なさっていたん でしょうか？

とかもあり ました﹂
︱︱

辻﹁そ うですね︒名古屋のど真ん 中にいましたから︒家がお でん屋をやっていて︑背 中
合わせで飛切堂と いう古本屋と中京堂という 新刊の本屋があって︑この 両方だったら怒

商品を読 んでしまう感じだったんで すね︵笑 ︶
︒

られ ないんです︒親どうし知り 合いですからね︒あまりね ばっていると﹁頼むから裏 で
そっと読んで﹂と いわれるくらいで﹂
︱︱

辻﹁だから︑ あの頃の子供もののマンガ は︑ほぼ読み尽くしました ね︒中村書店からＳ
Ｆものが多くでていました ︒小説では︑海野十三﹃ 地球要塞﹄が記憶に残って います︒
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オルガ姫というのが︑綺麗 な女の子なんだけどロボッ トで︑闘う相手が金星人 ︒それが

四次元振動術 で︑アメリカのミズーリ 号なんかを空中に持ち上げ てポキッと折ったりす
るんです︒四次元振動術 とは何なのか︑何の説明も なかったので︑自分でい ろいろ調べ

たりしまし た︒あと︑ＳＦ小説のほ うでは︑蘭郁二郎の﹃脳波 操縦士﹄という作品が印
象に残っています︒自 分の作り出したロボットの 女性が友人に恋してしまっ たことに絶

それも︑小 学生でお読みになったんで すか？

望した男 が﹁π﹂というメッセージ を残して自殺するんですよ ︒π＝ 3. 1 4 1 5 9 2 6
﹁みひとつよひと ついくにむいみいわくなく
5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6⁝⁝だから ︑
みふみ やよむ⁝︵身一つ︑世一つ ︑生くに無意味︑曰くなく 御文や読む⁝︶という意 味
だったんですね﹂
︱︱

辻﹁小学５年生 くらいかな︒中学生になっ たら︑もう学徒動員でゼ ロ戦をつくらなくて
はなりませんでしたからね ︒名古屋は航空機の６割を 造っていましたから︑だか ら︑も

う︑勉強どこ ろじゃない︒まず︑本屋が なくなりました︒古本屋も ︑全部︑日本軍が来
て潰してい きました ︒名古屋の ど真ん中で したから ︑
﹁強 制疎開﹂させ られたんで す︒

10

小学生には︑結構 ︑難しい内容ですよね︒

だから︑どの時期に何を読 んだかというのは︑明確で す﹂
︱︱

辻﹁あの頃は全部ふり 仮名がついていましたから ︑大丈夫ですよ︒だから︑ 何でも読み

大人に止められなかったん ですか？

ました︒ 春本も︵笑 ︶
﹂
︱︱

何事も経 験⁝ですか︒

辻 ﹁それは本 屋のもの ではなくて ︑親父の本 棚の隅から ︵笑 ︶
︒⁝⁝何で も読んでお く
ものですよ︒大人 になってから﹁官能小説書 いてくれ﹂と言われても ︑書けましたし﹂
︱︱

辻﹁戦争中は ︑ずっとアメリカ映画もフ ランス映画もストップして いたんです︒それが
昭和２０年代後半から怒涛 のように順不同で古今東 西の名作がどっと来たわけ です ︒
今︑
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神田のあたりにＤＶＤで並 んでいる作品は︑１年か２ 年のうちに全部観ました ︒高校３

年生の時も︑ その年に名古屋に来た映 画は全部観ましたからね︒ だいたい三百五︑六十
本くらい は観たんで すよ︒大学 受験の年に それだけ見 たんです︵ 笑 ︶
︒それが︑ ＮＨＫ

本当にお忙し かったんですね︒

これは食べる時間を 削ったほうが︑

に入ったら ︑年に５本も見られなく なってしまって︒夜中しか 時間がないんです︒今だ
ったら夜中にやってい るところもあるけれども︑ 当時はどうしようもなくて ﹂
︱︱

辻﹁食べる時間と 眠る時間と︑どっちを削る か？

そんな無 茶を！

もつ んです︒眠る時間を削ると ︑もうダメです︒二晩は完 徹するんだけれども︑三晩 は
ダメで⁝﹂
︱︱

辻﹁仕事がで きなくなってしまうんです ︒結局︑あの時は栄養失調 で倒れましたから︒
だから︑やはり映画は観に いけないんですよ︒昼間 ︑体が空かなくては無理で す﹂
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︱︱

さぞ︑ ストレスが溜まったでし ょう︒

辻﹁ ＳＦ映画 ということ なら︑ジョ ージ・パル のものはず いぶん観ま したよ ︒
﹃地球最
後の日 ﹄
︵１９ ５１年︶ とか﹃ 宇宙戦 争 ﹄
︵１９ ５３年 ︶とか ︑
﹃ 黒い絨 毯 ﹄
︵１９ ５４

年︶まで は観ています︒今ならＣＧ でできるけど︑当時は書き 割りなんですよ︒面白い
んですけ ど︑それ がちょっと ね︒あと﹃ 遊星よりの 物体Ｘ ﹄
︵１９５ １年︶⁝プ ロデュ

ーサー はハワード・ホークスです ね︒あれも印象的だった ︒
﹃放射能Ｘ ﹄
︵１９５４年 ︶
もよかった︒あれ は﹃ゴジラ﹄のパクリなん ですけど︑モンスターの出 し方や見せ方と

し ては ︑
﹃ゴジラ ﹄よりも正 解なのでは ないかと ︑円谷さんに 申し上げた ことがあり ま
す︒映 画の登場人 物より先 に観客の方 にモンスタ ーを発見さ せるんです よ ︒
﹃ ゴジラ﹄

なるほ ど︑そうなんでしょうね︒

だと︑
﹁あ︑あれ は何だ？ ﹂と先に叫 んでしまう でしょう？ すぐ近く にモンスタ ーが
いるのに︑登場 人物たちが気がついていな い方が︑よほど恐ろしい ですよね﹂
︱︱
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辻﹁工 夫しだ いで︑ いくら でも怖 くでき るんで すよ ︒
﹃未 知空間 の恐怖

光る目 ﹄
︵１

９６０年︶な んかもね︑これはエイリ アンが種付けする話なんで すよ︒エイリアンの子
供たちをダイナマイトで 吹き飛ばしたいんだけど︑ 彼らの光る目で見られる とその意図

を知られて しまう︒だからずっと﹁ レンガの壁︑レンガの壁﹂ と考えているんです︒そ
のレンガの壁が少しづ つ崩れていって ︑
最後にダ イナマイトが現れ ︑
そして 全員が死ぬ ︒

アイディア 勝負ですね︒

これ も金のか からない︑ いいなぁっ て︵笑 ︶
︒だか らＳＦとい うのは何も スペクタク ル
やらなくたっていい んですよ﹂
︱︱

辻﹁本当にそうで すよ︒あれには感心しまし た︒妙なところに金をか けるより︑あのほ

そういったことの蓄 積が︑ＮＨＫでのドラマ 制作のお仕事に生かされた わけです

う がいい︒ あれは安い ︵笑 ︶
︒今なら ︑ＴＶドラ マ３０分の 予算で楽々 できていま すよ
ね︒だから︑本 当にアイディアですよね︒ ⁝そのようなことを︑映 像ではずいぶん覚え
ました﹂
︱︱
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ね︒

辻﹁今までかつてなかっ たものをやろうということ が ︑
面白いと思うんですけ れどもね ︒

だから﹃ふ しぎな少年﹄では自分が 面白いと思うことをどんど んやりました︒パラレル
ワールドとか︑タイム スリップとか︑パロディと かいう概念がない時代に︑ それをやっ

ていまし たからね︒あの手︑この手 で自分でやり方を考えて︒ ⁝それを皆も面白がって
くれていると思って いたのに︑東京放送劇団の 勝田久さんに︑そっと﹃辻 ちゃんねぇ︑

それは︑当 時︑評判が高かったからで もあるんじゃないんです か？

給料分 の仕事にしておかないと︑ 皆に恨まれるよ﹄と言われ て︑シュンとなってしま っ
て﹂
︱︱

辻﹁⁝⁝まあ︑ 僕はそれでＮＨＫをやめた んです︒その時期︑帯ド ラマのディレクター
を１週間交代で担当しても らっていた俳優座出身の人 がいたんですけど︑彼はず っとＮ

ＨＫにいたの で︑後の﹁少年ドラマシリ ーズ﹂は︑その人が子ども 番組の方の部長にな
ってから始 めました ︒だから︑ 種をまいた だけのこと はありまし たよ ︒
﹃タイムト ラベ
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ラー﹄の脚本を書いたのも ﹃ふしぎな少年﹄の時と同 じ石山透氏です︒だから ︑ＳＦの
役には立ちま した︵笑 ︶
﹂

︱︱ ﹁少 年ドラマシリーズ﹂は質 が高かったですよね︒私︵ 宮野︶がＳＦに目覚めた
のも ︑そ れが放映された頃です ︒あ ︑私は﹃海の トリトン ﹄の ファンなんですけれども ︒

辻﹁ああ ︑
﹃ 海のトリト ン﹄では︑ 新宿西口の プリンスと いう喫茶店 で︑女子高 生に放

私も高校生 くらいだ ったら︑や っていたか も︵笑 ︶
︒放映当 時は残念な がら︑ま

映延長 を膝詰め談判されて︑血判 状かなんか持って来られて ⁝⁝あれには︑恐れ入り ま
した﹂
︱︱

だ 小学生だったんですよ︒ア ニメの視聴者の年齢がアッ プしていったのは︑その頃 です
よね︒

辻﹁﹃海の トリトン ﹄の演出を した富野由 悠季︵当時 の名は富野 喜幸︶氏は ドラマを積
んでいくタイプなんですよ ︒
﹁そこまで積んで も観るほうはピンと来な いんじゃないか ﹂
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というセリフがのどもとま で出かかるんだけれども︑ それを言ったらドラマを つくるこ

っちの負けで すから﹁じゃあ︑やはり ︑もう１つ積もう﹂という ︑シジフォスの苦患を
味わった 覚えがあり ます ︒
﹁お子様 ランチなん だから︑腹 ８分目で﹂ という気持 ちが全

然ない人で す︒だから︑ターゲット の年齢層はズレるんです︒ でも︑あのドラマのつく
り方︑積み上げ方とい うのは⁝﹁レンガをひとつ づつ積んでいく人﹂という 印象があり

どういうこ とですか？

ます ︒
﹃ リボンの騎 士﹄の時 は︑それま での虫プロ の演出の人 たちとは違 うので︑び っ
くりしました﹂
︱︱

辻﹁手塚さんもそ うなんだけど︑感覚的なん ですよ︒だから︑合うと いいんだけど︑合

わ ないといくらやってもダメ なんです︒富野氏の場合は ﹁一歩一歩︑彼が望むとこ ろに
近寄っているら しい﹂という手ごたえはあ ったんです︒演出には絵 系の人とドラマ系の
人がいるんですが︑富野氏 はドラマ系でしたね︒それ は彼の持っている属性です が︑大

真面目に︑き わめて誠実に詰めていくタ イプの人です︒彼はシナリ オライターではなく
て︑シリーズ全体の構成を 考える立場で見ていると いう気がしましたね﹂

17

︱︱ ずっと ＴＶアニメを見て育って きて︑辻真先さまのお名前 を目にしてきました︒
子どもですから︑脚本家 の名前とかは︑あまり意識 しなかったんですけど︑ 辻真先さま
のお名前だ けは記憶に残っています ︒

辻﹁ 変な名前 ですからね ︵笑 ︶
︒本名で すよ︑これ ︒親がつけ た名前です ︒真先⁝真 似
をするな というこ とで︑うち の親は戦後 二十年︑代 議士をやり ましたが ︑
﹁代議 士の二

そうなんですか︒

世をや るような者になってはいけ ない﹂という意味もあった みたいです﹂
︱︱

辻 ﹁﹃ふしぎな 少年 ﹄は ︑今まで誰 もやったことがないことを やってみて ﹁面白かっ た ﹂
と言ってほしか ったのに ︑誰も言ってくれな くて悲しかった ︒それで ︑
︿ＳＦマガジン ﹀
に愚痴を投 書︵︻付記︼参 照︶したの が載って︑ それを平井 和正さんが 読んで手紙 をく

れた時 は︑本当 に嬉しかっ た ︒
﹁ちゃんと 見てくれて いる人がい たんだ﹂と ︒それで︑
平井さんと会って︑日劇の 近くの喫茶店でおしゃべ りをして︑大岡山の柴野さ んのとこ
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そ れがアニメ の脚本をお 書きになっ た最初です か ︒
﹁かかわっ ていない作 品を捜

ろに連れていかれて⁝︒そ の縁で﹃エイトマン﹄の脚 本を書くことになるわけ です﹂
︱︱

したほうが 早い﹂と言われるほど多 くのアニメ作品のシナリオ を手掛けられることにな
られたきっかけは︑一 通の投書だったんですね︒ ⁝⁝さて︑そのアニメ作品 ですが︑今

やＤＶＤ やネットからのダウンロー ドで︑古い作品・新しい作 品の区別なく同一線上で
比べられる時代にな ってきているように思いま す︒

辻﹁それは︑そう なんでしょうね︒映画だっ て︑戦後たくさん観たもの の中でも︑自分
がピ ンときたものだけが残って いますからね﹂

︱ ︱ このごろ﹁フィクショ ンは現実の強度には負ける ﹂とかいう言説が目につく ので
すが︑いかがで すか？

辻﹁そ んなこと で ︑
﹁現実には 負ける﹂と 思う人は︑ 最初から負 けているん です︒ぼく
は戦争中︑ ひたすら 空想して過 ごしました ︒
﹁ 今︑何を食 べてもいいん だったら︑ 何を
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たべようか ﹂とか ︑
﹁卵が あるんだっ たら︑茶碗 蒸し⁝だと 卵の味が薄 くなるから ︑卵

焼き︒いや︑ それよりも生のまま⁝﹂ とかね︒敵機が来ない時は ︑他のことをそうやっ
て考えるわけです︒いつ も空襲のことばかり考えて いたら︑逆にストレスで やられてし

フ ィクションこそ︑サバイバ ルに必要だ︑と︒

まいますよ ﹂
︱︱

辻﹁大 人の言うことは信用しない 方がいいということは︑戦 時中に学びました︒焼夷 弾
の消し方ひとつと ってみても︑大人の言うと おりにしていたら︑死んで います︒消そう

とな んかしないで︑逃げたほう がいいんです︒ＳＦという のは﹁偉いさんの言うこと 以
外に︑まだ︑こう いう道がある︑ああいう道 がある︑いや︑全く裏の 道もあるんだと︒

そ ういうい ろいろなも のがあると いうことを 示してくれ る ︒
﹁それ一本 しかない﹂ とい
うのは怖いです よ︒⁝⁝⁝ＳＦというのは ︑要するに︑頭を柔らか くしてくれるという
ことだと思います﹂

︵２０１１年４月２３日 ︑新宿にて ︑聞き 手⁝宮野由梨香・井上剛 ︶
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︻付記︼

辻 真先 氏が アニ メに かか わる きっ
かけ とな った のは ︑氏 が︿ ＳＦ マガ ジ

ン ﹀に送った一通の投書だったという ︒
︿ ＳＦ マガ ジン ﹀に は﹁ てれ ぽー と﹂
とい う読 者か らの 投稿 を載 せる コー ナ

ー があ る︒ １９ ６３ 年４ 月号 ︵第 ４巻
第４ 号︶ １８ ６頁 のて れぽ ーと 欄に ︑

次 のよ うな 文章 を見 るこ とが でき る︒

隠 れも なき 手塚 治虫 氏の 大フ ァン で
あり ︑往 年の 海野 十三 マニ アで す︒ ロ

︒東宝の
etc

ボ ット がロ ボッ トを 操縦 する ﹃人 造人
間Ｆ 氏﹄ 金星 から の使 者が 四次 元跳 躍

の 奇蹟を示す ﹃地球要塞 ﹄
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空想映画シノプシス募集に 入選したりして︑病篤いま ま︑テレビ界に籍のあっ たのを幸

い︑多忙の手 塚氏に原作を頼んで︑帯 ドラマ﹃ふしぎな少年﹄の 企画︑演出にあたりま
したが︑ サラリーマ ンの悲しさ は︑１年足 らずで別の 番組担当を 命ぜられて ︑
﹃ 少年﹄

とは生き別 れ︒それにしても︑お子 様ランチとはいえ︑テレビ ドラマで本気になって異
次元テーマと取り組ん だのは小生ばかりと︑その ＳＦファンぶりをいささか 自負してい

辻

真先３ ０才 ︶

たもので す︒ところがおくればせな がら︑このＳＦマガジンを 拝見するや︑いまさらな
がら井の中の蛙を嘆 くばかり︱︱みなさん︑い っしょに勉強させてくださ い︒

︵＊＊＊ ＊＊投稿者の住所の記載あ り＊＊＊＊

︵原 文には当時の住所が載って いましたが︑個人情報保護 の観点からカットしました ︒
また︑辻真先氏の ご指摘に従って︑本文中の 誤植等を訂正して提示し てあります ︒
︶

