索

引

ACHTUNG（アハトゥング  連合国情報局技術
部北北ドイツ班） 　37-‐‑‒41;  42-‐‑‒43,  50,  219,  
399
AEG（ドイツのGE） 　313
APC（Alien  Property  Custodian  在留留外国⼈人
財産保管局） 　g370
ARF（Abreaction  Research  Facility  条件反
射研究施設  ) 　  147-‐‑‒54,  218,  433,  437  
ATS（Auxiliary  Territorial  Services  国防婦
⼈人部隊） 　37,  62,  77,  528,  g458
B-‐‑‒17爆撃機 　169,  g458
G5 　軍の第5セクション（占領領統治機構） 　
240,  552,  g249,  g431,  g561
ICI（Imperial  Chemical  Industries） 　IGフ
ァルベンと絡むイギリス企業 　71,  435,  
478,  g461,  g464,  g622,  g630
IGファルベン 　有機化学産業利利益共同体  139,  
ラーテナウを呼び出す  311,  イミポレクス
Ｇ  476;  サイコケミー  478;  ⼤大蛸的  539;  対
スロースロップ  543;  アルゼンチンで  732;  
勲章  052;  爆撃  g252;  マーヴィ⼤大佐  339;  
ライル・ブランド  g380;  メキシコの気づき  
g463;  電球バイロン  g495;  （→ヤンフ、
ヴィンペ、スマラークト、ラーテナウ等）
KEZVH（⿊黒の軍団のマンダラ） 　683,  g111,  
g328,  
LSD 　478,  497
MMIP   　ミネソタ多⾯面⼈人格⽬目録（性格テス
ト  ）  44,  157-‐‑‒58,  175n,    
NAAFI（Navy,  Army,  Air  Forces  Institute  
軍⼈人娯楽厚⽣生施設） 　70,  233.  257,  g392,  
g618
NTA（新チュルク⽂文字） 　642,  666-‐‑‒72

NW7（ナチスドイツの諜報局） 　651,  661n,  
g461
OSS（Oﬃce  of  Strategic  Services  戦略略情報
局） 　CIAの前⾝身  149,  g211
OWI（Oﬃce  of  War  Information  戦時情報
局） 　149
PWD  (Psychological  Warfare  Division)  ⼼心理理
作戦部局 　146,  149,  439
PWE  (Political  Warfare  Executive  政治戦執
⾏行行部） 　イギリス戦時プロパガンダの中枢  
43,  103,  148,  g457
SHAEF（Supreme  Headquarters,  Allied  
Expeditionary  Force  連合国遠征部隊司令令
部） 　36,  145,  149,  400,  464,  520,  545,  
g626
SOE（Special  Operation  Executive  特殊作
戦執⾏行行部）,  通称〈ファーム〉 　26,  30,  
34,  68,  515,  523,  g29,  g295-‐‑‒97,  g442
SPOG  (Special  Projectiles  Operations  
Group)  バックファイア作戦の上位組織  
520,  528,  560,  g011,  g396,  g407
T.I.  (英陸陸軍技術情報局) 　42,  49,  g11
TsAGI 　中央航空流流体⼒力力学研究所,  チチェーリ
ンの所属先  639,  g12,  g609
V1 　バズ爆弾、⾶飛⾏行行爆弾 　 　44,  49,  76,  167,  
258,  268,  275,  279,  577,  g217

あ
アープ、ワイアット（⽶米  1848-‐‑‒1929）保安官 　
400
アイゼンハワー、ドワイト・Ｄ（⽶米  
1890-‐‑‒1969）連合国軍司令令官 　145,  149,  
165,  566,  g120,  361  [ノルマンディー侵
攻]
アスタルテ 　499
アステア、フレッド（⽶米  1899-‐‑‒1987）男優、
歌⼿手、ダンサー 　『空中レビュー時代』
205;『コンチネンタル』330n

アッティラ（406?-‐‑‒453）フン族の王 　303,  
566,  g364,  g366,  g634

ヴァイル、クルト（独  1900-‐‑‒50）舞台作曲家 　
g237

アデノイド 　31-‐‑‒34,    g445,  g705

ヴァレンティノ、ルドルフ（伊/⽶米  
1895-‐‑‒1926）男優 　345

アヌビス号 　g136,  g139,  g142-‐‑‒44,  g153,  
g179,  g192-‐‑‒97,  g200,  g268-‐‑‒74,  g526,  
g534-‐‑‒35,  g539,  g611
アパッシュ 　465,  485,  g478
アヘン  135,  471-‐‑‒72,  652-‐‑‒53;  三⾓角貿易易と中毒
者観光  655;  g394-‐‑‒95,  バイロンとアヘン窟  
499,  501;  ⼈人⺠民の─  g600-‐‑‒01

ヴィシンスキー、アンドレ（露露  1883-‐‑‒1954）
検事総⻑⾧長 　g426
ウィルキー、ウェンデル（⽶米  1892-‐‑‒1944）⼤大
統領領候補 　258
ウィルコクソン、ヘンリー（英  1905-‐‑‒84）男
優 　g326

アミタルナトリウム 　PISCESがスロースロッ
プに  121-‐‑‒  ;チチェーリンがスロースロップ
に  g10,  g13;  ロシアがフォン・ゲールに  
g234;  フォン・ゲール⾃自⾝身  g689

ヴィルヘルムⅡ世（独  1859-‐‑‒1941）元皇帝 　
g441

アメチー、ドン（⽶米  1908-‐‑‒93）男優 　720

ウーファ 　ドイツ映画製作会社 　296;  g165,  
g371,  g702

アルガイア、ヨハン（独/墺  1763-‐‑‒1823）チェ
ス・プレイヤー 　g550
アルバトロス（⾃自我） 　g447,  g449,  g521,  
g601,  g623-‐‑‒24
アレクサンドレヴナ、フェオドーラ（独／露露  
1872-‐‑‒1918）王妃 　665  
アンドリューズ・シスターズ（⽶米）三姉妹の
歌⼿手 　722
い、う
イマシネーション（⽣生命と機械の合⼀一） 　
565,  603
イミポレクスG 　242,  芳⾹香族ポリマー  
476-‐‑‒79;  497;  537;  565,  689,  “未来の素
材”  g190,  286;  g195,  g330,  g332,  g359,  
諸特性  g596-‐‑‒98;  死装束  g699,  g704-‐‑‒05
インドール環 　497,  565,  g603
ヴァーグナー、リヒャルト（独  1813-‐‑‒83）楽
劇作曲家 　597,  613,  g120,  『ニュルンベ
ルクのマイスタージンガー』683;『さまよ
えるダッチマン』g209;『トリスタンとイ
ゾルデ』223

ウィンスロップ、ジョン（⽶米  1587-‐‑‒1649）植
⺠民地総督 　387,  g317,  g564n

ウェイン、ジョン（⽶米  1907-‐‑‒79）男優 　488
ヴェーベルン、アントン（墺  1883-‐‑‒1945）現
代⾳音楽 　g101-‐‑‒02,  g202
ヴェッセル、ホルスト（独  1907-‐‑‒1930）ナチ
ス殉教者、「ディー・ファーネ・ホッホ」
g105,  g633
ヴォルフ、フーゴ（スロベニア/独  
1860-‐‑‒1903）作曲家 　g63,  g120
宇宙爆弾（原爆）317,  g288,  g298
え
エカチェリーナ（露露  1729-‐‑‒1796）ロシア⼥女女帝 　
650,  652,  735
エケロート、ベント（スウェーデン  
1920-‐‑‒71）男優、映画監督 　g705
エドワード  VIII世（英  1894-‐‑‒1972）退位した
元国王 　116
エルトシュヴァインヘーレ→⼟土豚⽳穴
エレクトラ・ハウス（戦時通信センター） 　
156
エントロピー  495,  574,  614,  g48

お
⻩黄⾦金金の夜明け団 　g692
狼狼男    g186,  g448,  g482,    
オーロラ 　58,  g64,  g190,  
オッフェンバック、ジャック  （独/仏  
1819-‐‑‒1880）作曲家 　g375  
⾳音の影 　588-‐‑‒591
オナイリン 　315;  デュポン社と  658;  バッダ
ース号  736-‐‑‒37;  グレタの耽溺溺  g145-‐‑‒46;  
g602;  効果  g603-‐‑‒04,  チチェーリン  
605-‐‑‒10
オブライエン、マーガレット（⽶米  1937-‐‑‒）少
⼥女女⼥女女優 　g578
オルフ、カール（独  1895-‐‑‒1982）⾳音楽家 　
452,  g102
オルフェウス 　エウリュディケー  g161;  オル
フェウス座  705,『⿊黒いオルフェ』g706n  
（→ハープ）
か
カーマ、セレツェ（ベチュアナ  1921-‐‑‒80）部
族の王 　612
カエサル、ユリウス（100-‐‑‒44  BC）ローマ皇
帝 　312
カサレス、マリア（⻄西  1922-‐‑‒1996）⼥女女優 　
g705
カズー 　429,  ギルバートとサリヴァン  g286,  
「フー・ダット・マン」g439,  ハイドン四
重奏曲  g621-‐‑‒22,  g625;  ハシッシ吸引  
g686,  ─と電球  g687
ガスリー、タイロン（英  1900-‐‑‒71）演劇家 　
282
カタリ 　g692,  
ガニスター、ハーバート（英  ⽣生没不不祥） 　有
機化学,  バイエル社 　308,  315
かまど（竃） 　182-‐‑‒84,  186,  189,  191-‐‑‒92,  
197,  199,  333,  449,  g25,  g698,  

ガルボ、グレタ（スウェーデン/⽶米  1905-‐‑‒90）
⼥女女優 　243,  718,  g169
カロザース、ウォーレス(⽶米  1896-‐‑‒1937) 　デ
ュポン社,  "偉⼤大なる合成者"  476,  658
カワード、ノエル（英  1899-‐‑‒1973）舞台作家 　
257,  616
き
ギナン、テキサス（⽶米  1884-‐‑‒1933）酒場店主 　
g513
キャグニー、ジェイムス（⽶米  1899-‐‑‒1986）男
優 　422,  g403,  g566
キャプテン・ミッドナイト 　ラジオショー  
709
共有結合対イオン結合,  g361  g366-‐‑‒67
キルギスの光 　675-‐‑‒78,  g213,  g222,  g341,  
g424,  g426,  g428,  g611
ギルバートとサリヴァン（英  
1836-‐‑‒1911/1842-‐‑‒1900）オペレッタ作家 　
224,  g286
キング・コング 　342;  ─の眼  472;  『─研
究』精神分析的解釈524-‐‑‒27;  糞をする  
695;  g362;  576-‐‑‒78（→フェイ・レイ）
キング・タイガー 　戦⾞車車  178,  499,  g88
禁断の翼棟 　  389,  543
く
クーリッジ、カルヴィン（⽶米  1872-‐‑‒1933）⼤大
統領領 　736
グールド、ジェイ（⽶米  1836-‐‑‒1892）投機家 　
g97
グッドマン、ベニー（⽶米  1909-‐‑‒86）バンドリ
ーダー 　429
グノーシス派 　80,  g284,  g651,  g676,  g692
クライン＝ロッゲ、ルドルフ（独  
1885-‐‑‒1955）男優 　g362-‐‑‒65;『ドクト
ル・マブゼ』g364-‐‑‒65;『メトロポリス』
g366

グラント、ケーリー（英/⽶米  1904-‐‑‒86）男優 　
29,  458,  555,  558,  g523,  g566
グリーン・ホーネット 　712

さ
サイコケミーＡＧ 　スイスの架空企業,  ヤンフ
が所属  478,  497,  542

グリーンストリート、シドニー（英  
1879-‐‑‒1954）男優 　483 　

サコール、S.  Z.（ハンガリー/⽶米  
1883-‐‑‒1955）男優 　g278-‐‑‒81

クリフォト 　死者の殻  284,  336,  522,  g386,  
g689,  g692,  g696  

サブマリーナー 　g700;  

クリプトザム 　暗号⽤用化学薬品  139-‐‑‒41

サンディス、ダンカン（英  1908-‐‑‒87）国防相 　
434,  479

クルーパ、ジーン（⽶米  1909-‐‑‒73）ドラマー 　
g237

サンダイアル 　g161

クルップ社（重⼯工業コンツェルン） 　316,  
540,  g252,  g254,  g340,  g389,  g508,  晩餐
会  617-‐‑‒633

し
ジーメンス、ヴェルナー・フォン（独  
1816-‐‑‒1892）電気⼯工学,  実業家 　g499

グレイブル、ベティ（⽶米  1916-‐‑‒73）ピンナッ
プ⼥女女優 　21,  g570n

ジーメンス社 　540;  g246;  V2の誘導  
g339-‐‑‒40;  g380,  g492;  電球バイロンの挑
戦  g495;  g648

クロスビー、ビング（⽶米  1903-‐‑‒77）歌⼿手/男優 　
77n,  348,  g257-‐‑‒58,  
クロパトキン、アレクセイ（露露  1848-‐‑‒1925）
軍⼈人,  トルキスタン統治 　644

シェイズ、ダニエル（⽶米  1747-‐‑‒1825）反乱指
揮者 　511
ジェイムズ、ハリー（⽶米  1916-‐‑‒83）バンドリ
ーダー 　g570

け

シェキナー 　g172,  g174

ゲーデルの定理理／不不完全性原理理 　525,  606

シェツリン、デヴィッド（⽶米  1936-‐‑‒  ）作家 　
736

ゲーブル、クラーク（⽶米  1901-‐‑‒60）男優 　
g247,  g361
ケクレ、アウグスト（独  1829-‐‑‒1896） 　有機
化学,  建築から転向  163;  夢  g47-‐‑‒52
ゲツケ、ベルンハルト（独  1884-‐‑‒1964）男優 　
g365
ゲッベルズ、ヨセフ・パウル（独  
1897-‐‑‒1945）宣伝相 　545,  706n,  g140,  
ケネディ、アーサー（⽶米  1914-‐‑‒90）男優 　
g566
降降霊会  60-‐‑‒63,  66,  290-‐‑‒92,  310-‐‑‒18
こ
コカイン 　32,  653,  698,  710-‐‑‒11
コルヴィッツ、ケーテ（独  1867-‐‑‒1945）画家 　
g363

シェル・メックス・ハウス（ロケット関係情
報集積） 　251;  272
シカゴ・バー 　697,  706,  g91,  g265,  
シティ（都市,  シュタット） 　⺟母なる─  149;  
殺られの─  182;  レディ・ロンドン  240;  
神の─  214,  指さしの─  g340；  327-‐‑‒29;  
聖蹟─  705;  蟻の─  g27;  企業─  g362;  苦
悩の─  g490;  フード─  g554;  未来─  
g547,  g668;  ロケットシティ（ラケーテン
シュタット）562-‐‑‒64,  g84,  g648-‐‑‒49
シナトラ、フランク（⽶米  1915-‐‑‒98）歌⼿手 　g9,  
g599
ジャッフェ、サム（⽶米  1891-‐‑‒1984）男優 　
g566

ジャネ、ピエール  (仏1859-‐‑‒1947) 　精神障害
研究  97,  「被迫害感情」170,  172,  270

聖杯 　525,  607,  689,  g245,  g600;  サングラ
ール  g189,  g676

シュスシュテレ３号（移動打上基地） 　185,  
206

⽣生命の樹 　609,  g692,  g702-‐‑‒03（→セフィロ
ト）

シュトレーゼマン、ギュスタフ（独  
1878-‐‑‒1929）元⾸首相 　g124

戦争 　147,  186,  196,  その本業  203;  228,  ─
の晩禱  248-‐‑‒59  [⻭歯磨き  249,  マシーン  
250,  真の王  251,  帰還兵  252,  ⼦子供たち  
253,  ⽼老老⼈人たち  254,  電⼒力力  255];  336,  339,  
490,  505,  g167,  g252  [テクノロジーの要
請],  g378,  g436,  g491  [─の遍在];  ⺟母とし
ての─  78,  241,  g460

シュポーア、ルイ（独  1784-‐‑‒1859）作曲家,  
ヴァイオリニスト 　g445
ジョーンズ、スパイク  （⽶米  1911-‐‑‒65）コミッ
ク⾳音楽家 　「総統の顔をめがけて」g555  
ジョン・Ｅ・バッダース号（⽶米駆逐艦） 　
736-‐‑‒37,  
ジョンソン、ヴァン（⽶米  1916-‐‑‒2008）男優 　
345
す
スー、ユジェーヌ（仏  1804-‐‑‒57）作家 　29
スウォープ、ジェラード（⽶米  1872-‐‑‒1957）GE
社⻑⾧長 　g339,  g370
ズートスーツ 　468,  470,  474,  479,  499,  
729,  g618,  g668
スーパーマン 　g699,  719n
スターリン、ヨシフ（露露  1879-‐‑‒1953）書記⻑⾧長 　
366,  641,  645n,  667,696,  706,  g201,  
g340,  g605
スティール、ボブ（⽶米  1907-‐‑‒88）⻄西部劇男優 　
471,  729
スナイプ＆シャフト 　ロンドンのパブ  22,  41,  
45 　
スノックソール 　65,  67,  76,  454
スポンティーニ、ガスパーレ（伊  
1774-‐‑‒1851）作曲家 　  g445
スミス、ネイランド（「フー・マンチュー」
シリーズ）528,  g391,  g464,  g699
せ、そ
制御（コントロール） 　─の幻想  62;  ─の本
性  318;  ─の学  454（→誘導）

センター（神聖な中⼼心） 　572,  604,  609;  
643;  g228-‐‑‒230,  g249,  g386;
創造の樹 　g048
空⾶飛ぶ要塞塞 　39,  169,  322,  g684
空の存在 　空の聖⼈人  251;  氷の聖者たち  533;  
リューベックの天使  280,  288-‐‑‒89;  世界の
縁の聖⼈人⼀一⾏行行  408-‐‑‒09,  413;  空の⾃自転⾞車車ラ
イダー  216,  g230
た
ダービン、ディアナ（加  1921-‐‑‒2013）⼥女女優 　
g402
ダイアモンド・リル 　  ⼥女女傑キャラ 　g513
対極性 　96,  170,  172,  174,  197,  g443;  陰陽  
172,  530
第三の眼 　g377,  下381（→フリーメイスン）
第⼗十⼆二宮 　523,  g276,  g392,  g432,  g465-‐‑‒70
ダリエンソ、ファン（アルゼンチン  
1900-‐‑‒1976）⾳音楽家 　509
タリス、トマス（英  1505?-‐‑‒1585）作曲家、
オルガン奏者  246
ダレス、アレン（⽶米  1893-‐‑‒1969）OSSベルン
⽀支局⻑⾧長 　510
タロット 　g613,  g646,  g668,  g673-‐‑‒74,  
g682;  ヴァイスマンの─      690-‐‑‒94
ダンカン、イサドラ（⽶米  1877-‐‑‒1927）舞踏家 　
514

耽溺溺 　659,  g50,  g643
ダンボ 　205-‐‑‒06,  257,  680

デグレール、レオン（ベルギー  1906-‐‑‒94）親
ナチ党党⾸首 　g302

タンホイザー伝説（ミンネジンガー、リザウ
ラ、フラウ・ホルダ、教皇の杖） 　171,  
567,  689,  g16,  g158,  g440

テニエル、ジョン（英  1820-‐‑‒1914）挿画家 　
472  

ち、つ
チャーチル、ウィンストン（英  1874-‐‑‒1965）
⾸首相 　259,  434,  706,  722,  g120,  g614

デュモン、マーガレット（⽶米  1882-‐‑‒1965）⼥女女
優 　g429

チャイコフスキー、ピョートル  （露露  
1840-‐‑‒93）作曲家 　g602
ツヴィングリ、フルドリッヒ（スイス  
1484-‐‑‒1531）宗教改⾰革者 　510
ツヴェルフキンダー 　⼦子供の国  g24-‐‑‒25,  
62-‐‑‒63,  67-‐‑‒68,  g78-‐‑‒83,  g357,  g422,
ツヴェルフキンダー（遊園地） 　g24-‐‑‒25,  
g62-‐‑‒69,  g78-‐‑‒83,  g357,  g422
⼟土豚⽳穴（エルトシュヴァインヘーレ） 　
597-‐‑‒99,  603,  604,  609,  618,  g259-‐‑‒60,  
g542
て
⼿手 　神の─（かれらの、⾒見見えざる、⽩白い、無
の）  020,  054,  059,  061,  386,  g141,  
g340,  g503,  g435,  g716
デ・ミル、セシル  Ｂ（⽶米  1881-‐‑‒1959）映画監
督 　『クレオパトラ』140,  325-‐‑‒26
ディアスポラ 　g172,  g672  
ディートリッヒ、マレーネ（独/⽶米  1901-‐‑‒92）
⼥女女優 　g16
デイヴィス、ベティ（⽶米  1908-‐‑‒89）⼥女女優 　
g439
ディズニー、ウォルト（⽶米  1901-‐‑‒66）アニメ
ーション監督 　137,  559（→ダンボ）
ティッセン、  フリッツ（独  1873-‐‑‒1951）鉄鋼
王 　540
ディリンジャー、ジョン（⽶米  1903-‐‑‒1934）銀
⾏行行強盗 　g93,  g242,  g680,  g697,

デユーイ、トマス（⽶米  1902-‐‑‒71）⼤大統領領候補 　
g473

テル・ボルフ、ヘラルト（蘭  1617-‐‑‒81）画家 　
201
天使 　ミカエル⼤大天使同盟  26;  墓⽯石の─  55;  
─の眼  107;  112;  ⾵風⾞車車⼩小屋  204;  215;  
313;  「天つ御使いよ」322;  ジェレミーが  
337;  ケルビム  357;  セラフィム  500;  アル
プス上空の─  507;  堕天使ルシファー  525;  
622;  鋼鉄の─  g96;  g433;  タナツが  
544-‐‑‒45;  輝く死の─  715;  イスラムの─  
646,  670,  g607;  メルキデール、ヤホー
ル、アナフィエル  g665
テンプル、シャーリー（⽶米  1928-‐‑‒2014）⼦子役
⼥女女優 　51,  576,  g200;「オン・ザ・グッ
ド・シップ・ロリーポップ」g149,  
と
トーゴー、平⼋八郎郎（⽇日  1848-‐‑‒1934）海軍⼤大将 　
662
トーラー 　251
ドーラ強制収容所 　562,  568,  g78-‐‑‒79,  g83,  
g86-‐‑‒87
特異異点（singular  point） 　g021,  g320,  
g528,  g697,  g700
都市  g523,  g668-‐‑‒670;  神の都市  214;  妄想都
市（City  Paranoiac）329;  聖蹟都市
（City  Sacramental）705;  指さしの都市  
g340;  フントシュタット（⽝犬のくに）
g430-‐‑‒32;  （→ラケーテンシュタット);  パ
ッピーヴィル  g490-‐‑‒93,  509
ドラキュラ（ヴァンパイア,  吸⾎血⻤⿁鬼） 　75,  
158,  290,  501,  620

トレイシー、スペンサー（⽶米  1900-‐‑‒67）男優 　
507

バーリン、アーヴィング（⽶米  1888-‐‑‒1988）ソ
ングライター 　g105

ドレフュス事件、373

バーンロイター⼈人格⽬目録 　158

トロータ、ロタール・フォン（独  
1848-‐‑‒1920）将軍、ヘレロ族根絶令令 　
146n,  685,  g67,  g334,  362,  422;  563

バイエル社 　315n,  g463n,  g681

トロツキー、レフ（露露  1879-‐‑‒1940）⾰革命家,  
ボルシェビキ 　501;  640

パウエル・ディック（1904-‐‑‒63）ミュージカ
ル男優 　『四⼗十⼆二番街』g446

な、に
名づけ（⾔言語化） 　192-‐‑‒94,  196,  338,  573,  
610-‐‑‒11,  678,  692
ナンセン、フリチョフ（ノルウェー  
1861-‐‑‒1930）探検家 　g385
ニールセン、アスタ（デンマーク  
1881-‐‑‒1972）⼥女女優 　g56
⼆二重積分（double  integral） 　568,  570-‐‑‒72  
[IG誘導],  g49
は
パーヴィス、メルヴィン（⽶米  1900-‐‑‒1960）
FBI局員,  射殺者 　g242,  g633  
パーカー、チャーリー・  “ヤードバード”（⽶米  
1920-‐‑‒55）バップ⾳音楽、「チェロキー」
125
パーセル、ヘンリー（英  1659-‐‑‒95）作曲家 　
246
ハーディー、オリバー（⽶米  1892-‐‑‒1957）喜劇
役者 　720,  「ローレルとハーディー」
710,  g372
バート・カルマ 　g134-‐‑‒38,  g167-‐‑‒73  [熱泥泥泉  
171]
ハープ（ハーモニカ）124,  失う  126,  129,  
133,  488,  ⾒見見いだす  g445-‐‑‒46（→オルフェ
ウス）
パープスト、G.  W.（墺/独  1885-‐‑‒1967）映画
監督:  216

ハイドン、ヨーゼフ（墺  1732-‐‑‒1809）作曲家 　
g621  [エルディーディ弦楽四重奏]

パウエル、ウィリアム（⽶米  1892-‐‑‒1984）男優 　
g242
パヴロフ、イワン・P  (露露  1849-‐‑‒1936）⽣生理理学 　
75,  226;「対極の概念念」96,  170,  174;「超
周辺相」「等価相」「逆説層」「超逆説
層」  153,  169,  175;『条件反射講義  Ⅱ』
（正典）92,  147,  170-‐‑‒71;    オンとオフの
モザイク  109;  条件反射の消去  （ゼロを超
えて）165;  機械的な説明  172;  「パヴロヴ
ィア」438-‐‑‒89;  死の床  g701
バクーニン、ミハイル（露露  1814-‐‑‒1876）無政
府主義者 　731、g381
ハシッシ 　ロケットマンのハシッシ獲り  700,  
721-‐‑‒22;  ジャバジェフ  g9,  g12;  カズーで  
g686
バッグス・バニー 　g391
バックファイア作戦 　g272,  g277,  520,  528,  
g264,  g391n,  g617-‐‑‒18
バックファイア作戦（Operation  Backﬁre） 　
英国ロケット事業 　520;  528;  g264;  
g617-‐‑‒18
パッシェンデール（イープル,  ポリゴンの森） 　
第⼀一次⼤大戦塹壕戦激戦地  150,  155,  442n
発射台（シュスシュテレ）３号 　ヴァイスマ
ンのロケット隊  185,  206
バッダース号,  ジョン・Ｅ（⽶米駆逐艦） 　
736-‐‑‒37;  三つ叉スプーン選⼿手権  g399-‐‑‒403;  
g447,  g699
バッハ、ヨハン・セバスティアン（独  
1685-‐‑‒1750）作曲家 　g101

ハナ、マーク（⽶米  1837-‐‑‒1904）ニッケル王 　
g530
バビントン=スミス、コンスタンス（英  
1912-‐‑‒2000）写真解析 　g649
薔薇⼗十字団 　g388,  g394n,  g673,  
パラボラ（放物線）190,  566-‐‑‒68,  603,  g105,  
g650
ハリー・S・トルーマン（⽶米  1884-‐‑‒1972）⼤大
統領領 　706,  721,  723,  g382  [原爆]
ひ
ビアズリー、オーブリー（英  1872-‐‑‒98）挿画
家 　139,  g469
ピアリー、ロバート（⽶米  1856-‐‑‒1920）探検家 　
589
ビートン、セシル（英  1904-‐‑‒80）写真家 　
152
ビール、M.  F.  (⽶米  1937-‐‑‒  )  作家 　g428
ヒエロポン 　290,  d565
ビスマルク、オットー・フォン（独  
1815-‐‑‒98）帝国宰相 　600n,  g63
ヒトラー、アドルフ（独  1889-‐‑‒1945）総統 　
66,  258,  289,  525,  545,  569,  585,  661,  
706,  g18,  g56,  g120,  g206,  g263,
ヒムラー・シュピールザール 　賭博の間  368,  
384-‐‑‒90,  394-‐‑‒97

フィーバス 　国際電球カルテル  745
フィールズ、W.  C.（⽶米  1880-‐‑‒1946）喜劇役
者 　28,  「マイ・リトル・チカディー」
377
フィスク、“ジュビリー・ジム”（⽶米  
1835-‐‑‒1872）投機家 　542,  g97
フィッツモーリス・ハウス 　英外務省省情報部 　
149,  410,  420,  434
フィリップ・マーロー 　g700
フーヴァー、J・エドガー（⽶米  1895-‐‑‒1972）
FBI⻑⾧長官 　372n,  g616
フーヴァー、ハーバート（⽶米  1874-‐‑‒1964）⼤大
統領領,  ⾷食糧糧庁⻑⾧長官 　707,  g338,  g372,  
g425,  g498
  ⾵風⾞車車 　回転する⼗十字  g230,  g442-‐‑‒43;  古代の
太陽⾞車車輪輪  194;  「天使」204,  g281;  宇宙⾵風
⾞車車  g450;  ブリツェロの眼に  g540 　（→マ
ンダラ）
フェアバンクス、ダグラス（⽶米  1883-‐‑‒1939）
男優 　『バグダッドの盗賊』475
フェルメール、ヤン（蘭  1632-‐‑‒75）画家 　
211
フォーンビー、ジョージ（英  1904-‐‑‒61）ウク
レレ奏者 　65
フォスター、スティーヴン（⽶米  1826-‐‑‒64）作
曲家 　g549

ヒャルマー・シャハト（独  1877-‐‑‒1970）帝国
銀⾏行行総裁  541

フォン・バイロス、フランツ  （独  
1866-‐‑‒1924）挿画家 　139,  625

ピューリタン（清教徒、カルヴィニズム） 　
51,  60,  113,  356,  387  [アメリカ植⺠民船],  
509-‐‑‒10  [チューリヒ],  g350,  g503  
（→「神の⼿手」）

  不不確定性 　ハイゼンベルク的状況  658-‐‑‒59;  ─
の楕円  g72-‐‑‒74,  g77;  不不確定性域  g597

ふ
フィードバック  454-‐‑‒56,  482,  g253,  
g525（→制御、誘導）
フィーバス 　国際電器企業連合  g498-‐‑‒508,  
g687

フォンダ、ヘンリー（⽶米  1905-‐‑‒82）男優 　
g116

フッカー、トマス（⽶米  1586-‐‑‒1647）植⺠民地指
導者 　46,  g553n
ブッシュ、ヴィルヘルム  （独  1832-‐‑‒1908）漫
画家 　g215,  g345
プッツィの館 　g264,  g395,  g402,  g408-‐‑‒423

ブハーリン、ニコライ（露露  1888-‐‑‒1938）粛正
された指導者 　350
ブラームス、ヨハネス（独  1833-‐‑‒97）作曲家 　
g570
ブラウン、ジョニー・マック（⽶米  1904-‐‑‒74）
⻄西部劇俳優 　247
プラスチックマン 　393,  594,  626,  g707
フランクリン、ジョン（英  1786-‐‑‒1847）北北極
探検家
フランクリン、ベンジャミン（⽶米  
1706-‐‑‒1790）雷雷研究,  著述家,  メイスン 　
g527-‐‑‒30,  
フランコ、フランシスコ（⻄西  1892-‐‑‒1975）独
裁者 　445,  g414
ブラントル、ルートヴィヒ（1875-‐‑‒1953）流流
体⼒力力学 　g123
フリーメイスン 　スロースロップ家の墓  55;  
g351;  ライル・ブランドと  g368,  370,  
373,  g379-‐‑‒81;  アメリカ建国者と  381;  リ
ヴィンストン  382,  魔法  383    Ｂ・フランク
リン  528-‐‑‒30

ブロッケン⼭山 　556,  623;  627,  g634,  g636;  
─の妖怪  625-‐‑‒26;  g714
へ
ヘイグ卿、  ダグラス（英  1861-‐‑‒1928）元帥 　
154
ヘイワース、リタ（⽶米  1918-‐‑‒1987）⼥女女優 　
523,  g117,  g314
ベートーヴェン、ルートヴィヒ・ヴァン（独  
1770-‐‑‒1827）作曲家 　522,  対ロッシーニ    
g100;  「第五番」g579  
蛇（サーペント） 　宇宙蛇  411,  ケクレの蛇  
413;  プラスチックの蛇  g189;  蛇の顔  
g541;  美しい蛇  g640；蛇の虹  g651;  
694n
ヘルム、ブリギッテ（独  1906-‐‑‒96）⼥女女優 　
g16,「メトロポリス」578,  g363,  
ヘルメス計画 　545,  622n
ヘロイン 　699,  g478
ヘロデ（73?  BC-‐‑‒4  AD）ユダヤ王 　611

ブリッツ（空襲） 　44,  230,  266,  275

ペロン、ホワン（アルゼンチン  1895-‐‑‒1974）
軍⼈人,  ⼤大⾂臣 　502,  506,  725n

フリン、エロール（濠  1909-‐‑‒59）活劇男優 　
474,  720

ヘンゼルとグレーテル 　183-‐‑‒  ;  332-‐‑‒36,  g025,  
g693

プルードン、ピエール・ジョゼフ（仏  
1809-‐‑‒1865）無政府主義者,  メイスン 　
g381

ベンゼン環（芳⾹香環） 　463,  476-‐‑‒77,  g52

ブルンヒューブナー、フリッツ（独  
1894-‐‑‒1965）占星学 　g56

ヘンリーVIII世（英  1491-‐‑‒1547）イングラン
ド王 　142

プレテリット（⾒見見捨て,  棄⺠民）  3  [第⼆二の⽺羊],  
32,  212，311,  316  [コールタール],  598,  
g95,  g204  [宇宙的な意匠],  g230,  g297,  
g306,  g317,g318『神の⾒見見捨てについ
て』;  g334  “ンバ=カイエレ”;  g452;  
g535-‐‑‒39  [タナツ];  g608,  g660,  g682,  
プレハツンガ（豚ヒーロー） 　g344-‐‑‒45,  
348-‐‑‒50

ベンディクス、ウィリアム（⽶米  1906-‐‑‒64）男
優 　g566

ほ
ポアソン分布  107-‐‑‒08,  110-‐‑‒11,  167,  267,  
327,  330
ホィッティントン、ディック（英  ?-‐‑‒1423）伝
説のロンドン市⻑⾧長 　637
ポーキー・ピッグ 　g299;  ─の刺刺⻘青  g478,  
g621

ボールドウィン、スタンリー（英  
1867-‐‑‒1947）⾸首相,  鉄鋼界 　g498
ポチョムキン、グリゴリー（露露  1739-‐‑‒1791）
軍⼈人,  クリミア総督 　650,  735
ポツダム会議 　699-‐‑‒700,  ロケットマン侵⼊入  
717-‐‑‒24,  g397
ホップ・ハリガンとタンク・ティンカー 　225
ボナパルト、ナポレオン（仏  1769-‐‑‒1821）軍
⼈人,  皇帝 　654,  g529
ホフマン、アウグスト・ヴィルヘルム・フォ
ン（独  1818-‐‑‒92） 　⼈人⼯工染料料 　307,  315,  
ホフマン、アルバート（英  1906-‐‑‒2008）化学
者,  LSD 　478
ホワイト・ヴィテーション 　68,  69,  91,  101,  
142-‐‑‒47,  151,  159-‐‑‒61,  205,  216,  218,  
250,  265-‐‑‒66,  281,  433,  440,  450,  514,  
522,  g276-‐‑‒77,  g280-‐‑‒81,  g456,  g476,  
g628

魔法  23;  26;  77;  178;  189;  254;  372;  503;  
527;  709;  g146;  フリーメイスンの儀式  
g383-‐‑‒84;  g600;  ゲリーの実践  g634-‐‑‒36,  
664-‐‑‒67;  g697
マリワナ 　夜のベルリンで  690-‐‑‒96;  パピロマ
ンシー  g103-‐‑‒04;  味わい  104;  ゾイレの祈
り  g567
マルクス、グルーチョ（⽶米  1890-‐‑‒1977）喜劇
役者 　400,  470,  529,  731n;  『レースの
⽇日』g439,  『デパート騒動』568n
マンダラ 　発射台  194，社会の  290;  村全体  
607,  611;  KEZVH  g111,  g328,  g333;  対
極性と─  g443;  g452,  g612,  g638;  g649;  
み
ミッキーマウス 　g14
ミックス、トム（⽶米  1880-‐‑‒1940）⻄西部劇男優 　
468;  g633

ホワイト・ウーマン 　709,  g100,  g510

ミッテルヴェルケ 　537,  545,  567-‐‑‒92,  613,  
622,  g76,  g533

ま
マーフィ、オーディ（⽶米  1924-‐‑‒71）軍⼈人、戦
争英雄 　b335

ミノタウルス伝説（テシウス、アリアドネ
ー） 　171,  271,  273

マーフィーの法則 　525,  g160
マクドナルド、ラムゼイ（英  1866-‐‑‒1937）⾸首
相 　151
マクファーソン、サンディ（英  1897-‐‑‒1975）
オルガン奏者 　  30,  g391
魔⼥女女  57;  ブリツェロ  184,  187,  190;  333;カ
ッチェ  421;  497;  ゲリー  556,  559;  エイ
ミー・スプルース  623-‐‑‒24
マックスウェルの悪魔 　455
魔の刻（イーヴル・アワー） 　709,  713,  g99,  
g533n,  
マブゼ博⼠士 　g214,  g364-‐‑‒66

ミュッセルト、アントン（蘭  1894-‐‑‒1946）オ
ランダ親ナチ政権  188
ミランダ、カルメン（葡/ブラジル  1909-‐‑‒55）
歌⼿手 　723,  g529
ミンジバラ 　故郷の町  54n,  g108n,  685-‐‑‒86
む、め、も
『夢魔』（原題  Alpdrücken,  フォン・ゲール
監督、グレタ・エルトマン主演） 　732,  
g17-‐‑‒18,  g22-‐‑‒24,  g80,  g140,
メアリー・マーヴェル 　g551  
メタトロン 　441,  g665
メタトロン 　最⾼高天使  441,  g665,  
モーガン、デニス（⽶米  1908-‐‑‒94）男優 　  32
モリソン、ハーバート（英  1888-‐‑‒1965）⼤大⾂臣 　
252

モロトフ、ヴァチェスラフ（露露  1890-‐‑‒1986）
外相 　g426
モンテカルロの誤謬 　110

り
リープクネヒト、カール（独  1871-‐‑‒1919）共
産党創設者 　296n,  g444

や、ゆ、よ

リヴィングストン、デイヴィッド（英  
1813-‐‑‒73）宣教師,  探検家,  メイスン 　382

闇の存在 　闇の⼤大王  95,  98,  g51;  闇の⼥女女王
（ドミナ・ノクトゥルナ）443,  450,  521;  
闇の番⼈人  g91;  

リューネブルク・ハイデ 　北北ドイツの荒野原
（ヒース） 　735,  737,  g186,  g332-‐‑‒33,  
g532,  g539-‐‑‒40,  g546,  g672,  g695

誘導 　166,  392n,  464,  616,  g40,  g49,  g130,  
g228,  g265,  g333,  g653,  g699;  ─⽅方程式  
452,  456;  無線誘導タワー  459;  ─のしく
み  571-‐‑‒72（→制御）

リューベック空襲 　280;  288-‐‑‒90；408-‐‑‒09,  
413

ユダ（イスカリオテの） 　d319-‐‑‒20,  d637

リンチンチン（1918-‐‑‒32）名⽝犬 　  g430

ヨアヒム、ヨセフ（ハンガリー  1831-‐‑‒1907）
ヴァイオリン奏者 　g567
ら
ライダー（騎⼿手） 　⽩白の─  328,  宇宙─  562,  
翼の⽣生えた─  649,  破壊の─  g716
ライン宣教師団 　193
ラケーテンシュタット（ロケット都市） 　
562-‐‑‒65,  g410,  g520;  ─でのフラウンダリ
ング・フォー  g547-‐‑‒560
ラスボーン、ベイジル（英  1892-‐‑‒1967）男優 　
278-‐‑‒281;『フランケンシュタインの復復活』
205
ラビリンス（迷路路・迷宮） 　パンパ対─  
503-‐‑‒04;  ポインツマンの─  171-‐‑‒72,  273,  
g701,  （→ミノタウルス伝説）
ラフト、ジョージ（⽶米  1901-‐‑‒80）男優 　g91
ラボック、アイザック（英）シェル⽯石油、ロ
ケットエンジン開発者  457
ラング、フリッツ（墺  1890-‐‑‒1976）映画監督 　
216;  「ニーベルンゲン」303;  「⽉月世界の
⼥女女」304,  g702;  「ドクトル・マブゼ」
g130n,  ;「死神の⾕谷」g243,  g365;「メト
ロポリス」

リュックズィヒリッツ号 　g119-‐‑‒22
リリス 　449

る、れ
ルートヴィヒⅡ世（独  1845-‐‑‒1886）バイエル
ンの“狂王” 　394,  750
ルーン⽂文字  382,  572,  g544
ルクセンブルク、ローザ（独  1871-‐‑‒1919）⾰革
命家 　296,  301
ルゴシ、ベラ（ハンガリー/⽶米  1882-‐‑‒1956）男
優 　158n,  g323,  g329;「ホワイト・ゾン
ビ」205
ルビッチ、エルンスト（独  1892-‐‑‒1947）映画
監督 　216
ルントシュテットの攻勢 　103,  137,  250
レイ、フェイ（加/⽶米  1907-‐‑‒2004）⼥女女優 　
112,  342,  524,  g576
レーニン、ウラジーミル（露露  1870-‐‑‒1924）⾰革
命家 　309,  501,  654
レクオーナ、エルネスト（キューバ  
1896-‐‑‒1963）⾳音楽家 　321
ロイド・ジョージ、デイヴィッド（英  
1863-‐‑‒1945）⾸首相 　278,  451
ロイナガソリン（合成燃料料）523
ローズヴェルト、エレノア（⽶米  1882-‐‑‒1962）
ファーストレディ 　339-‐‑‒40

ローズヴェルト、フランクリン・デラノ（⽶米
1882-‐‑‒1945）⼤大統領領 　706-‐‑‒08,  721,  
g108n,  g339,  g369
ローン・レンジャーとトント 　692,  g91n,  
g700,  
ロカ、フリオ・アルヘンティノ（アルゼンチ
ン  1843-‐‑‒1914）将軍 　732  [砂漠の征服作
戦]
ロケット開発 　クマースドルフで  306-‐‑‒07,  
g32;  グライフスヴァルダー・オイエで  
g36-‐‑‒38;  ペーネミュンデで  289,  426,  520,  
613,  g39-‐‑‒46,  g53-‐‑‒62,  69-‐‑‒71;  ブリズナで  
71-‐‑‒75;  ミッテルヴェルケで  g078,  g83-‐‑‒86
ロサス、フアン・マヌエル・デ（アルゼンチ
ン  1793-‐‑‒1877）独裁者 　504
ロジェストヴェンスキー、ジノヴィー（露露  
1848-‐‑‒1909）海軍提督 　661-‐‑‒62,  g122
ロジャース、ジンジャー（⽶米  1911-‐‑‒95）⼥女女
優、ダンサー 　205,  330n
ロッシーニ、ジョアキーモ（伊  1792-‐‑‒1868）
作曲家 　  388,  522,  712;  対ベートーヴェ
ン  g100,  g102-‐‑‒03;「泥泥棒かささき」522,  
g100-‐‑‒01,  g570;「セビリアの理理髪師」
388,  g101;  “没後発⾒見見のヴァイオリン・コ
ンチェルト”  g567
ロビン・フッド,  g529
ロベール＝ウーダン、ジャン・ウジェーヌ  
（仏  1805-‐‑‒1871）奇術師 　g549
ロレンス、T.  E.  ”アラビアの”（英  
1888-‐‑‒1935）軍⼈人 　382
ロンバルド、ガイ（加/⽶米  1902-‐‑‒77）バンドリ
ーダー 　g110
ロンメル、  エルヴィン（独  1891-‐‑‒1944）元帥 　
546  
わ、ん
ワシントン、ジョージ（⽶米  1732-‐‑‒1799）将軍,  
⼤大統領領 　484
ワンダー・ウーマン 　g551

ワンダー・ミゼッツ 　巡業⼀一座  73
ンジャンビ・クルンガ 　ヘレロの神  193-‐‑‒94

