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銀河帝国興亡記

①『ファウンデーション』

ファウンデーション第一作は1951年の刊行。
 
帝国全体は2500万個の星に、10の15乗の人間が住んでいる。(1000兆人。京は10の16乗。)
トランター: 銀河帝国の首都星。2500万の星に人類は居住していて、その中心。
人口400億。
帝国は、慣性、圧政、品物の分配不良で崩壊する。

ファウンデーション: 銀河百科事典を作る科学財団。約1万人でスタート。
惑星ターミナス: ファウンデーションの活動地となる辺境の星。資源なし。
銀河図書館、ストリーリング大学がある。

 
シウェナ: 太守管区の首都。
ロリス王国: リオーズが攻撃する。
 
【首都トランター】

ハリ・セルダン: 心理歴史学によって、帝国の滅亡を500年後と予言。
(心理歴史学: 個人の未来は予測出来ないが、気体のブラウン運動のように全体での動きは予想出
来る。)
 
ガール・ドーニック: 科学者。セルダンに招聘された。惑星シンナックス出身。
ジェリル: 公安員。
ロース・アヴァキム: ガールの弁護士。
リンジ・チェン: 公安委員長。
 
【アナクレオン】

・アナクレオンはターミナスを占領しようと企む。

銀河帝国の古い宇宙戦艦の修理を頼まれるが。。。

宗教を利用。

サルバー・ハーディン: ファウンデーション、ターミナス市長。
ヨハン・リー: ターミナス、ファウンデーションの真の目的を知る。
 
惑星アナクレオン: 辺境で叛乱を起こす。
惑星スミルノ: アナクレオンに敗れる。他に2つの国がある。
ルイス・ピレンヌ: ファウンデーションの筆頭科学者。皇帝代理人。



 
トーマス・サット: ターミナス理事。
ジョード・ファラ: ターミナス理事。
ランディ・クラスト: ターミナス理事。
イェイト・フラム: ターミナス理事。
セフ・サーマック: ターミナス代表団。外交。
ポリ・ヴェリソフ: 外交大使。祭司長。
 
アンセルム・オー・ロドリック: アナクレオンの使節。プルーマの副太守。
ドーウィン: 銀河帝国大蔵大臣
レオポルド王: アナクレオンの王。16歳。
ウェニス: レオポルドの叔父。実権を握る。主戦論。
 
 
【アスコーン】

・主任貿易商がアスコーンに捕まり、死刑宣告を受ける。

金属変性機。権力者の抱き込み。

リマ・ポニエッツ: ファウンデーションの組合員。グリプタル第四惑星。
レス・ゴーム: 同上。
エスケル・ゴロヴ: 主任貿易商。ファウンデーションのエージェント。
大君主: アスコーンの王。
ファール: アスコーンの長老。
 
【コレル共和国】

・3隻の貿易船(原子力と重力制御付き)がコレル共和国領域で姿を消す。
小型原子力。戦争回避。宗教から経済政策の利用。

アーゴ家: 代々主席(コムドー)を占める。
ジョレイン・サット: 市長秘書。政治家。宗教(銀河霊)で。●
ホバー・マロウ: 主任貿易商。異星スミルノ出身。経済で。○
オナム・バー: シウェナ出身。太守に家族を殺された。
                        息子は太守配下に、娘は行方不明。
パブリス・マンリオ: 外部太陽に対して教会の大主教。●
ジェイム・トゥワー: 老商人。●
ティンター中尉: マロウの船ファースター号の中尉。
ジョード・パーマ: ファウンデーションの宣教師。
アスパー・アーゴ: コレルの主席。
リチア: アスパー主席夫人。他の力のある国から来た。



アンカー・ジェイル: 政治家。○
 
 
1. 2500万個の星に住む人類。帝国の力の源は原子力。
    しかし帝国末期、辺境の星では原子力は失われ、戦艦を修理する科学技術も失われつつあった
。

 
2. 代々秘密裏に継承する陰謀のような流れがある。セルダンの心理歴史学による予想とその真の
流れを知る限られた人たち。

 
3. 暴力は無能力者の最後の避難所である。
 
4. 世俗主義に対しての宗教主義は有効。
宗教主義に対しては、民族主義、地域主義のが勝る。。。(？)
 
5. ハリ・セルダン、サルバー・ハーディン、ホバー・マロウ。
    銀河帝国の再復を宗教で、続いて経済で行なう。
    大きな兵器より、生活に必要な小さな物で。
    資源のないターミナス(ファウンデーションの本拠地)がこれからいかに
    銀河帝国を建て直し？支配して行くか。
 
6. 歴史の法則は物理の法則と同様に絶対的。
 
 
②『ファウンデーション対帝国』

 
【ロリス王国とシウェナ】

ベル・リオーズ: 帝国最後の臣民。34歳。ファウンデーションと戦う。
ドゥーセム・バー: シウェナ人。帝国貴族・元老院オナム・バーの息子。
                                太守に家族を殺された。
セネット・フォレル: ファウンデーション4人の魔法使いのひとり。
皇帝スタネル4世: 平和と統一の時代。
皇帝クレオン2世: 大帝。3人の息子がいる。父親は惑星海賊王。
ブロドリッグ: クレオンの忠臣。皇帝親族には妬まれている。
ラサン・デバーズ: ファウンデーション貿易商人。
 
【ヘイブン ザ・ミュール】



トラン・ダレル: 夫。
ヘイブン: 惑星。トランの故郷。岩石都市。人口2万人。白とピンクの建物。
ベイタ・ダレル: 妻。ファウンデーションの出身。地下組織。民主的反対党。
フランサート・ダレル: トランの父親。片腕。祖父は80年前デバーズと運命を共にした。
ランデュ: トランの異母兄弟。
 
【カルガン】

惑星カルガン: ファウンデーションの拠点だったが、ミュールが戦わずに占領。
ハン・ブリッチャー: ファウンデーション大尉。真の敵ミュールに気付く。
インド・バー市長: 三代同じ名前の市長。
マグニフィコ・ギガンティクス: ミュールの道化師。旧名ボボ。
エブリング・ミス: 心理学者。民主党、反逆者。セルダン危機を知る。
 
【ラドール市】

独立貿易商人の会合。

ホルレッゴール: ミュールとファウンデーションだ激しく戦った戦域。
クレイヴ: ヘイブンから来たパイロット。
フランサート: ヘイブン公式代表。
イオ・リオン: ラドール市サンプラットフォームの住人。
ランデュ: ヘイブン有力者。甥？がミュールの正体をミュータントと特定。
マンジン: 有力者。イス代表。
オーヴァル・グリ: 有力者。ムネモン代表。
 
【ネオトランター】

トランターが反乱によって破壊された後、皇帝一族が避難。

ダゴバート9世: 呆けている。
皇太子: ダゴバートの息子。
ジョード・コマソン: 地主。皇太子の悪友。
インチニー: コマソンの家来。
 
リー・センター: トランターの廃墟に住む。
 
③『第二ファウンデーション』

ミュール: ミュータント。マインドコントロールの能力がある。
ハン・プリッチャー: ミュールの中将に転向している。
ベイル・チャニス: 転向していない。野心旺盛な若者。第二ファウンデーション探索。
第一発言者: 第二ファウンデーションの代表者。



 
【ロッセム】

農林業に従事する惑星。

【タゼンタ】

新たな支配国。

 
【ターミナス】

アーカディア・ダレル: 小説家。ベイタ・ダレルの孫。紀元377年14歳。
トラン・ダレルJr? : 博士。ここではベイタの息子。
ペレアス・アンソーア: 侵入者。30歳くらい。第一ファウンデーション。
ポリ: 家政婦。
 
【第二ファウンデーション】

第一発言者: プリーム・パルバー。19代第一発言者。
学生: コル・ベンジョウム。のち21代第一発言者。
 
【ターミナス】

陰謀者たち。電子脳写で洗脳チェック。

ダレル博士: 42歳。白髪。
ペレアス・アンソーア: 若い。
ジョウル・ターバー: 放映記者。ずんぐり。
エルヴェット・セミック: 博士。大学の物理学名誉教授。
ホマー・マン: 図書館員。ひょろ高い。小型クルーザー・ユニマラ号。
 
オリンサス・ダム: アーカディアに盗聴器を作ってあげる。
 
【カルガン】

娯楽産業。帝国崩壊後、ミュールの拠点に。

ステッティン卿: 元提督。ミュール亡き後の君主。ミュール同様、第一市民を名乗る。プーチー。
カリア夫人: 
レヴ•メイルス: 大臣。
 
プリーム・パルヴァー: 空港でアーカディアを救う。パパ。トランターの農協貿易代表を名乗る。 
第2ファウンデーションの19代目第一発言者。
ママ: パルヴァー夫人。
ディリジ: 警部補。空港でアーカディアと会う。
エルベット・セミック: ターミナス。ハイパー・リレイ技術。



 
④『ファウンデーションの彼方へ』

セルダン・ホールから498年。
 
【ターミナス】

ゴラン・トレヴィズ: ファウンデーション議員。第二ファウンデーションの存続に気付く。重力
船ファースター号に乗る。

マン・リ・コンパー: ファウンデーション議員。
ハーラ・ブラノ: 市長。女性。
リオノ・コデル: 公安部長。
ジャノヴ・ペロラット: 歴史学者。25000年前の過去、人類発祥の地『地球』を探す。
宇宙船は連続ジャンプ可能なファースター号。

図書館のあるトランターに向かわず独立惑星セイシェルへ向かう。

 
【トランター】

クインダー・シャンデス: 第2ファウンデーションの25代目第一発言者。
ストー・ジェンディバル: 次期後継者。30歳。
デローラ・デラーミ: 女性発言者。
ルフィラント: ヘイム人。農夫。
スーラ・ノーヴィ: ヘイム人。トランターの農婦。
レオニス・チェン: 百科事典のとうな知識と近視眼的な発言者。
黄金律

『絶対必要な時以外何もするな。そして行動を起こさなければならない時は躊躇せよ。』

『そうして第二帝国がやって来る。だが、それは最初のものとは違うだろう。それは連邦制の帝

国になり、各部がかなりの自治権を持つことになるだろうから、中央集権政府のような見かけ上

の強みや、実際的な弱点は無くなるだろう。』

→ローマ帝国が解体して欧州各国になったことを元にしている。？

 
『もし、<プラン>の性質がーいや、その存在そのものがー行動予測の対象となる人々のうちの、
あまり大勢に知られてしまうと、<プラン>がうまく働かない。。。』
 
プライム・レイディアント: ハリ・セルダンの予言を予実管理出来る装置。
 
【惑星セイシェル】

ゾゴロス・ジョブハッダルタ: 税関職員。唯物論者。
ナマラス・ゴドヒサヴァッダ: 税関長。ドリーマー。
 



ソテイン・クインテゼッツ・アブト: 古代史学者。地球に詳しい。
 
リトラル・スービング: セイシェル駐在ファウンデーション大使。
 
【ガイア】

ブリス: ガイアの女性。見かけ23歳。ミュールを同胞だが犯罪者と言う。
ドム: ガイアの長老。
 
⑤『ファウンデーションと地球(上)』
【ガイア】超有機体。

【コンポレロン】

A.ケンドレイ: コンポレロンの入国審査官。
ミッザ・ミザラー: 運輸大臣。重力船ファースター号を接収しようと試みる。
ヴァジル・デニアドール: 地球考古学者。
 
スペーサー: 地球から人類が拡散したが、その初期の移民。ロボットを伴い、寿命も長くなった。
 
【オーロラ】遺跡発見。野犬の群れ。→ 『鋼鉄都市』
【ソラリア】草食動物、ロボットと人。

ソートン・バンダー: 全人(両性具有)。超能力者。地球は無いという。
 
⑤『ファウンデーションと地球(下)』
ファロム: バンダーの後継者。14歳。

【メルポメニア】

苔。微量の光と二酸化炭素で急激に繁殖する。

スペーサーのいる惑星の位置。50個あり、メルポメニアは座標0,0,0.
 
【惑星アルファ・ケンタウリ】

アルファ=新しい地球。
文明は電子技術以前。

ヒロコ: アルファ人女性
モノリー: 古代を知る老人
 
【地球】

厚い雲で覆われている。

 



【月】→『鋼鉄都市』

ダニール・オリヴォー: ロボット。
イライジャ・ベイリ: 文化英雄。人類が宇宙に拡散するきっかけを作った第一人者。
 
 
⑥『ファウンデーションへの序曲(上)』
■首都星トランター

人口400億人。
クレオン一世: エンタン朝最後の銀河帝国皇帝(11988年生まれ)。22歳で皇帝位に就く。
ハリ・セルダン: ファウンデーション創設者(ヘリコン、11988年〜12069年)。数学者。心理歴史学
。

エトー・デマーゼル: 宰相。
チェッター・ヒューミン: トランターのジャーナリスト。
マービー: チンピラ
アレム: チンピラ
ドース・ヴェナビリ: シンナ生まれ、歴史学者。ストリーリング大学職員。
リスング・ランダ: 数学者キアングトゥ・ランダの甥。
ジェナール・レッゲン: 気象学者。
クロウジア: トランターの地表観測に行った時の女性のひとり。
ローゲン・ベナストラ: 主任地震学者。
エンドー・レヴァニアン: エアジェットのパイロット。
サンマスター14: マイコゲンの老人。背が高い。大長老。
グレイクラウド5: 調理器具の使い方を教わる。
レインドロップ43: 料理をしてくれた女性。セルダンをマイクロファームに案内。古代の電子書籍
を渡す。ロボットのレネゲイド(反逆者)について書かれている。
マイコゲンには宗教は無く、2万年来の歴史があると述べる。
レインドロップ45: 料理をしてくれた女性。
 
■マイコゲン地区(トランター)
古代トランターの一地区。完全な農耕社会。誰も召使いは無く、他人の労働の上に生活する者は

いない。微生物農場で酵母を作っている。料理をおいしくするもの。

 
トランターの大学は大きな特権を持つ。外世界人を引きつけるため。

王政から帝政へ移行するのに使われた手段。

 
心理歴史学の法則『虐げられた人々は、満足している人より宗教的である。』

 



自然法則を促す、超自然法則(自然法則に従わない何かがある=宗教？)。
自然法則は科学をもたらしている。

 
支配階級に禁欲主義は、大衆の目の届かない所では非常に稀。

 
⑥『ファウンデーションへの序曲(下)』
■サクラトリウム寺院

長老のエアリー(高所の住まい)。
マイセリウム72: バスの中で会った老人。学者。名前は菌糸体から。
スカイストリップ2: 長老。
 
ワイの市長: マイコゲンと対立？
 
■ダール地区

ジラド・ティザルバー: 30代ハンサム。妻カシリアと小さな娘の三人暮らし。
ハノ・リンドー: 熱溜め(ヒートシンク: 熱電椎)のガイド。
ユーゴ・アマリル: 熱溜め人夫。セルダンの講演をホログラムで観たことがある。セルダンの11
歳下。

ダヴァン: ダール民衆地下組織のボス。
 
■ビリボトン(ダール地区の貧民街)
リター母さん: 占い師。地球の伝説を話す。
レイチ: セルダンたちをリター母さんの所へ案内する。セルダンより20歳下。
バ・リー: 地球がオーロラと戦った時に助けた英雄。
ダ・ニー: ロボット。英雄バ・リーの友人。
マロン: ならず者。
エマーソ・サルス: 軍曹。
 
 
■ワイ

ラシェル・ダシアン: ワイの支配者(市長)マニックス4世の娘。真の皇帝一族。
Rダニール・オリヴォー: ロボット。
 
 
⑦『ファウンデーションの誕生(上)』
ジョージョー・ジョラナム: ラスキン・ジョラナム。デマーゼルを追放しようとしている運動家。
ニシャヤ出身というがマイコゲン地区。



ギャンボル・ディーン・ナマーティ: ジョラナムの片腕。
マンデル・グルーバー: 皇居庭園の庭師。
カスパル・カスパロフ: ジョラナム党員。年寄り。
プランチェット: レイチの偽名。
マネルラ・ドゥバンカ: 娼婦。アンドリンたちの仲間。
グレブ・アンドリン: GDナマーティの仲間。皇帝を廃したい。
 
⑦『ファウンデーションへの誕生(下)』
ウォンダ・セルダン: ハリ・セルダンの孫。レイチの娘。セルダンの52歳下。数学。
タムワイル・エラー:新任で優秀な数学・心理歴史学研究者。カオスに耐えるプライム・レイディ
アント(心理歴史学による予測機)を研究する。マンダノフ出身。
シンダ・モネイ: エラーのサポート。
ドゥーガル・テナール:軍事政権の将軍。マンダノフ出身。
ヘンダー・リン: 大佐。テナールに対しておべっか使い。テナールの参謀。
ラス・ゼノウ: トランター銀河図書館館長。最高位を表す白い帽子。
ベリス・セルダン: ウォンダの妹。
ミーアン・エンデレッキ: 生物物理学者。遺伝子解析。
ジェナーロ・ママリー: 評議会メンバー。図書館の検索を制限しようとしている。
エイジス14世: クレオン皇帝の後継。市民皇帝。しかし属州の半分はすでに税を払ってくれないと
嘆く。

シヴ・ノヴカー:弁護士。
テレップ・ビンドリス:企業家。セルダンが銀河図書館への出身を頼む。
ステッティン・パルヴァー: 心理歴史学の研究に加わる。歴史学者。ランガノ大学出身。ツィスト
の達人。精神作用能力を持つ。

テジャン・ポプジェンス・リー: 裁判官。セルダンが襲撃された事件について裁く。
ライアル・ネヴァス: 不良少年。
トライマ・アカーニオ:ゼノウの後の新図書館長。
ボー・アルリン: 第三の精神作用能力者。ウォンダとステッティンが見つける。心理学者。
リンジ・チェン:エイジス皇帝を退位させた公安委員長。傀儡の少年皇帝を立てる。
ガール・ドーニック: セルダンの助手。廟に危機ホログラムを密閉し、後世に開く方法を伝える。
 
 

■サンタンニ

衰退したトランターから、レイチ、マネルラ、ベリスが移住するが。。。

 
■アナクレオン



■ヴェオレグ

■サリプ

 
 
□トランターのエネルギー源:
軌道上の太陽発電ステーション

外洋の島の核融合ステーション

マイクロフュージョンモーター

風力ステーション

ヒートシンク(熱溜め): 人々が生活や仕事で出す熱をエネルギーに変換する。
 
□皇帝暗殺後は軍事政権が出来る。

 
□民主主義は滅んでいる。

    神という言葉もない。
    地球は放射能汚染で、厚い雲に覆われていて人が住めない。戦争のため。
    地球という名前も伝承の中でしか窺い知ることができない。
 
□心理歴史学のツール

電子浄化器

プライム・レイディアント

セルダン廟(ヴォールト):危機ホログラムが封入されている。


