★ 10『 HEAVEN』
表紙デザイン ★ 11[百 葉籍 ]可 愛 いや まい
は羽良多平吉.工 口 自販機で売 ら の中1ま 温度温度計の他、 自記
れていたのだが、 工口 目的で買 っ 観測器が置かれ、結構精密で
た人 Iま 激怒 したであろ う超カル ト ある。
雑誌 !モ チ ロン数号で廃 刊

★ 12『 気象学入F電 』 /銀 谷闘衛著
1東 京経済 )。

!

例えば、気象庁 とい うの も実際は国家公務員だか ら、確か に入るのも難 しいだろうしある程度職業的に
は待遇のいい、い いお勤めだけど、それ とは別 に気象庁 に勤めている人がですね、帰 りに焼き鳥屋で 一
杯飲んで上司 の悪 口 とか さ、なんか ドロ ドロ した ことなんかや ってな さそ ―な感 じがするわ けですよ。
実際はそ うじゃな いのか もしれな いけどさ、なん とな く、空 とかそ ういうのをさぁ〜、 日々観察 してい
る人はさぁ、そ ういうこととは無縁な感 じがするわけですね。例えば南鳥島沖測候所 とか、最果ての離
島の測候所 とかあるわ け じゃな いで すか.今 の と ころ僕はそ ういう人生ではなか ったのだけど、そ うい
う場所 にある程度の永 い期間、 自分をお いてみた い とい う、そ ういうイメー ジがあるんですね .
そ して、そんなある 日、プラッ ドベ リの ☆13『 霧笛』のよ うな光景 に自分が遭遇するのではな いか と
…あはは。
―
『霧笛』 つて どんな話なんですか ?
短 い作品 で すか ら、読んでみ られた らいい !。 かの レイ 0プ ラッ トベ リ、珠玉の短編作品群の中で も
1印 象的な名作 として知 られてます。何十年 も前に呼んだのに、未だ感動醒めや らな い.お よそヌース的
ではないんですが、 #抒 情性豊かな美 しくも切な い作品です。ああ、今で も映像が 目に浮かぶよ うだ ―
灯台が …海が …。 ウウウー。
―
だ、大丈夫ですか ?ス トレンジさん

!

ス、ス ミマセ ン.不 覚 にもワタクシ取 り乱 して しまいま した。 コホ ン !え ― と何の話で した つヶ
あっそ うそ う、プラッ ドベ リで したね .う 〜ん、プラッ トベ リは今 日は止めま しょう。 巨匠ですか ら、
短時間では …失礼 というものデス .別 の機会 に.一 言だけにすれば、 レイ・ プラッ ドベ リは成 るべ く若
い うちに読む こ とをお薦め します。精神が瑞 々 しい時 にこそ繁がる世界だ と.繊 細な感性が必須です。

30代 以上〜 とな ると、 もうなかなか繋が らな いか も知れ ません .

NHKの ラジオ第二放送 にね.気 象通報 とか いって、TVで は放送 されな い詳 しい気象情報 が流れ ている
んですよ.こ の放送全体の雰囲気がなん ともいい。落ち着 いた静 かな声で淡 々 と気象デ ータ、数字をア
ナウンス してるだけなんですが、「…南大東島、東南束の風、風力 5、 天気、 くもり、 1025ヘ ク トパス
カル、温 度 24度 .― Jと か「…次 に気象庁海洋ブイおよび船舶の報告をお知 らせ します、漁業気象 …カ
ムチ ャッカの南、北緯 49度 、東経 127度 にはも 1006ヘ ク トパスカルの低気圧があって、毎時 30キ ロで
東北東 に進み、温暖前線は,北 緯 37度 も東経 174度 、か らさらに37、 180.に のび …」、つとい う感 じ
で 20分位続 くわけです。 これを聞 <と な にか、ばぁ〜と遠 くの風景がす ぐそ こに見えるよ うで、 「あ
あもあそ こは波が立 っている、風がけつこうあるんだな あ〜 Jと かね。そ ういうのをば一 っと想像する
のがなんか楽 しいんですよ。
地球のシューマ ン波は以前の7.8Hz.か ら8.5Hz.〜 とかな り高 くな っているんだよね.も しか した らこ
の放送はも表向き気象通報を装 いつつも実はこのシューマ ン共振数や気象も つ ま り ヒ トの意識 ?"を
日々進化調整 している マ ン トラ (真 言 )な のではな いか と秘か に思 つた りして いるよ.
観測デ ータをアナウンスすることその ものが、その 日の地球気象を決めて いるのでは とね .ア ナウン
サ ー本人 も知 らな いわ け.自 分が本 当は何をや っているのを.あ のも意識 がセ ンタ リング していくよ う
な声の抑揚も音質、テ ンポ といった らもう―.し か も毎 日数回決まった時刻 に地味な エ リアでひつそ り
と放送するあた り、 もう絶対そ うとしか思えな い と (笑)。 まぁt物 好きな方は一度 お聴きあれ。

