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4E2 ，「過去より畑媒U】 

以下8ページに渡って掲載するカラーイラスト(: 

-フに、原作者のひとりである石J11賢が描き下ろ1 

こにすべて掲載した。石川賢峰と情熱が訪ぐ華! 

J、『ゲッターロボ』『ゲッターロボG』『ゲッターロボ號Jをモチ 

Jたものである。一SP、行方不明のものを齡、て現存するものはこ 

■なる「GETTER WORLD」を堪能して頂ければ幸いである。 
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『ケッター□ホ』 
企画者 

永井「本当はリョウを殺し 
たかつたんです」 

回「ゲッター1の撕s亀甲 
もよ5ですね」 進行.構成 進行•構成/大和光 

——まずは全国rゲッタ1Jフアン共通の疑問からズバリーお聞きします。「ゲ 
ッタ1ロボ」の〃ゲッター"の語源は？ 

永井"ポイント•ゲッタ1"のゲッターです。本当にそれから採りました。 

団だから敵の親玉が〃ゴール"なんです。 

——な、なるほど！ 

団でも、それよりなによりゴロ合わせの妙ですね。 

—^、っだったんですか？それでリョゥはサッヵー部のエースにな〇たんで 
すね。でも、原作では空手使いになってましたが……ひよっとして石川先生は 

そのことを.？ 

永井この間、聞いたら「いままで知らなかった」つて言つてました(微笑)。 

——石川先生らしいですね(微笑)。それでは、具体的な企画の発端をお聞か 
せ下さい。 

永井そもそもの企画の発端は、東映動画の有賀さんから「3人が合体してひ 

とつのロボットにならないか？」という、新しい企画の相談を受けたのが始ま 
りです。有賀さんの中には〃3人のサイボーグが合体して1台の巨大ロボット 

になる"っていうイメージがあったようです。当時、「仮面ライダ171年) 
がヒットして実写の〃変身ヒーロ Iもの"のブームが巻き起こって、次にうち 

のrマジンガ1ZJ (72年)で"ロボットもの，がきて……第三の"GX>の， 
を模索している状況があったんです。「じゃあ、次にくるのは何かな？」って 

いう。そこで、「ロボット」が「変身」するっていう、〃変形•合体"の発想が 
生まれたんです。その後、具体的になってきた時に、今度は「レースマシーン 

が合体する」っていうアイディアが出てきました。そのレースマシーンをより 
攻撃的なイメージにしたのが「ゲットマシン」だったんです。 

そのころにはもう、勝田(稔男)さんが東映動画サイドのプロデュIサーを担 



当することに決まっていて、たしか勝田さんの注文だったと思います。 

団それと同時期に、ポピー(現■パンダイ)の杉浦さんが、「ジャンボマシ 

ンダー」がひとつでこんなに売れたんだから、ひとつの番組で3体出せばもっ 

と売れるみたいなニュアンスで、「複数のロボットを登場させてほしい」って 
注文してきたんです。 

永井「俺たち設計屋じやないからな」って言いながら、それでも楽しく創っ 

ていったのを覚えてますよ。 

——デザイン関係は豪先生と石川先生で進められていったんですよね。 

永井基本的には石川先生です。ただ、あの人が描くとどうしても顧が悪役に 
なっちやうんですよね(微笑)。 

——そういえばrバトルホークJ (76年)なんかも悪役っぼか〇たですね。 

団あれは悪役だったんです(微笑)。 

-えツ!? 

団なにかの番組の悪役を、1回こっきりのヤラレ役じやもったいないからと 

思って、とっておいたものだったんです。 

——そ^'だったんですか一いやはや……それではゲッタ丨1の顔は……？ 

永井あれは顔だけ豪先生です。「どうしよう」って石川先生が悩んでたんで、 

豪先生が創ったんです。 

——従来にない画期的なデザインですが、モチーフはいったい？ 

団亀の甲羅……亀甲もよう"ですね。マジンガーが人間の顔をしてるから、 

；対談：永井隆 





3大ゲッターの武器&必殺技案。ゲッタービー 
二しての「アストロビーム丄ゲッタ 

d原形としてのrアストロング和」 
が股定されている。「マントが変化して…」 
という2のブーメランに、後のフレキシフワ唆 
形の基盤を見い出すことができる……といって 
も、それ以前に，身してロボットになる”こ 
と自体がすでにフレキシブノレだが•… 

ムの原形として 
ーミサイノ K7)胭 

対談：永井隆 



団でも、漫画は好きなように描かなきゃ絶対、面白くならないと思いますね。 

——アニメのスタッフとは意見調整のようなことはなさっていたんですか？ 

永井お互い強制はしないでいこうっていうことにはなりました。逆に、お互 
いウマく使えるものは使い合おうと。ただ、双方で使えるものはあまりありま 

せんでしたけどね。 

——特にそのための会議のようなものは行われていたんでしょうか？ 

永井試写を録音スタジオのタバックでやっていたんですが、それが終わった 
後で、みんなで簡単に意見を出し合ったくらいですかね。 

団その回の反省点もふくめて討議してました。それくらいで、あとは特にそ 
のためのものは用意されていませんでしたね。 

——rゲッタ丨ロボjから『GJに移る時点で、「リョウを殺そう」というア 
ィディアが出たというのは本当でしょうか？ 

永井ええ。テレビアニメだとリョウのキヤラクタ1がおとなしかつたじやな 
いですか。ちよっと優等生っぼいし。だから「最後の最後に殺しちやおう！」 

つてことになつたんです。なにか作品を創る時つて、いままでやつてないこと 
をやらなければ意味がないじやないですか？人間、けっこう「自分の親は死 

なない」みたいに思ってるところがありますよね。でも、実際にはそんなこと 
はないんで、「主役が死んだっておかしくないだろう……」と。まァ、『マジン 

ガ1ZJで〃もの"をぶっ壊すのはやっちやつたんで、今度は人を……ってい 
うのもありましたけど(微笑)。けっきょく、テレビ局側の意向として「主人 

公が死ぬのはよくない」ということになって、ムサシが死ぬことになつちやい 
ましたけどね(微笑)。 

団アニメの現場のほうでは、ハヤトが気に入られていたみたいですね。ハヤ 



卜が主役のエビソードは特に力が入っていた気がします。 

——具体的にrGJへの放送延長が決まったのはいつごろでしょうか？ 

団放送中の秋くらいでしたから、74年の11月か12月くらいでしょうね。基本 
的にはスポンサーサイドからのリクエストですね。敵を総とっかえして、主人 

公を変えるわけにはいかないから、ロボット3体のデザインを変えて……。 

永井 〃赤"とか"グリーン"つて、まあ、ゲッタ11はウマくいつたと思う 
んですけど、この手のデザインつて一歩間違つちやうともの凄いカラーリング 

になつちやうものなんですよ。それに、ゲッタ11つて顔らしい顔じやないじ 
やないですか。 

——"亀甲もよう"ですしね。 

永井だから、「G」は意識して変えていきました。龍のイメージで〃ドラゴ 
ン"とか。ライオンとタイガ1で"ライガー"とか.そ、っすると"ボセイド 

ン"が困っちやうんだけど(微笑)。 

——デザインはやはり石川先生が？ 

永井ほとんど石川先生がひとりでやってます。敵のデザインもふくめてね。 

団最初に「ゲッタードラゴン」のデザインを創つて、それをベースに「ライ 
ガー」と「ポセイドン」のデザインを組み立てていきました。基本的には、最 

初のゲッターと同じです。ただ、全体的に前よりも、'9少しシャープに見えるよ 
、っ心懸けました。 

永井だいたい石川先生のデザインは尖りが多いんだよね(微笑)。 

団最初のデザイン画では、ドラゴンの角は尖〇てたんですよ。それが、スポ 
ンサーからのリクエストで銳角をなくしたんです。「オモチャになった時に危 



ないから」って。 

——そうだったんですか。さて、途中で原作の掲載誌が「少年サンデ1Jから 
秋田書店の「冒険王」(75年)に移っていますが、これはどういった経緯で？ 

永井「学年誌を活かす」ってことだったと思うんですけどね。やっぱりこの 
ころから、テレビの視聴者と週刊の漫画雑誌を読んでいる読者層に開きが出始 

めてきたんですよ。だから、もう役目は終わったということでr少年サンデ丄 
を終了して、「学年誌」のほうは引き続き連載して頂きました。 

団そこで秋田書店さんからお声がかかったんだと思います。 

——いよいよ最後に『ゲッターロボ號jについて伺います。こちらの企画はど 
こから？ 

永井スポンサーさんのほうから「なにかロボットものをやりたい」〇てお声 
をかけて頂きまして.「じゃあうちですぐ出来そうなものを」って考えたら 

……『ゲッターロボjだったんですよ。たとえばrマジンガ1ZJをまた始め 
ようとすると「旭通信社」さんという広告代理店をはじめとする関連各社に了 

承を得たり、根回しが大変なんですよ。だけど、『ゲッターロボjはそういっ 
た関連会社が少なかったんです。そういう状況もあって、比較的スムーズにこ 

とが運びました。 

団ユタカの社長さんもノッてくれましたしね。「rゲッタIロボ」をやるなら、 
ぜひ今度は玩具でも3体合体を実現させたい！」っておっしゃって張り切って 

下さって。 

永井ただ、こちらが思ったほどうまくはいきませんでしたね。まァ製作費と 
かの問題もあ〇たんだろうけど。でも、現場のスタッフは非常によくやってく 

れたと思いますよ。 

——『月刊少年キャブテンJ (徳間書店、現在休刊)に連載が決まったいきさ 



ながい•たかし： 4祥6月25日生0石)II県出身。永井 

紙の実弟。高校時fUり永井豪氏の仕事を手伝い' 

ダイナミックプロダクションの設立に参加。74年、ダ 
イナミック企画を設立0団氏とともに、本作をはじめ 
rバトルホークJ (76¢)などの幾多のテレビ企画を手 
嫌ける。90^株式会社ダイナミックプ□ダクション 

社長IctEffioSS、ダイナミック企届㈱*会社社。 

対談: X団龍彦 

つは？ 

永井編集部のほうで「前からrゲッターロボ』をやりたい！」と言われては 
いたんです。ちょ、っどrスカルキラI邪鬼王j (91年)を連載していた頃な 

んですが、「次はぜひ「ゲッターロボ』を！」って言われまして……そこで「今 
度テレビ化が決まりました」〇てご報告をしたら1も2もなく「うちでやらせ 

て下さい！」〇ておつしやつて下さったんで、けつこ、っスムーズに決まりまし 

たね。 
一応、前の縁で小学館さんにも声はおかけしていたんですけど、r週刊少年 

サンデ1Jでの連載は無理だ'〇たみたいです。 

——そうだったんですか。ただ、そのほうが合っていた気はしましたけどね。 
それでは……お二人とも本日はお忙しいところをありがとうございました。 

(98年5月27日於東京.高田馬場) 



ここに掲載するのはテレビアニメ『ゲッターロボ』のベースとなったfチェンジ•ロボットゲ 
ッター3」の企画書及び、原作者•永井豪によるキャラクターのラフスケジチである。当時、発足 
したばかりのダイナミック企画が東映動画に提出した、rゲッターロボiに関する最初の企画書で 
あることを鑑み、そのa和)状況を誌面にて酿してみたつもりだ。「合体」「変身卿」といった 
『ゲッター:に絶対必要不可欠な騎がこの時点ですでに確立していたことがわかる。『ゲッター」 
黎明期の雰囲気を少しでも間£に感じて頂ければ幸いである。 

ッター3とは…… 
これまでにない、全くユニークな、チェンジ•ロボットである。チェンジ•ロボットー~それは、3 

人のサイボーグ少年が、ゲットマシンを駆って、空中でピラミッド合体をすることによって、スーパー 

ロボットに変身するのだ。 

そのピラミッド合体のバリエーション（3人の誰がピラミッドの頂点になるか）によって、それぞれ 

外形、戦力の異るゲッター1、ゲッター2、ゲッター 3の三機のロボットにチェンジするのである。 

03人のサイポーグ少年のは…… 
リュー（流竜之介）ハヤト（犬神隼人）ムサシ（巴武蔵）は、中学生。それぞれ' ジャンプラグ 

ビー、柔道のチャンピオンである。ある日、彼らが尊敬する体^05、早乙女達人が、謎の失踪をとげ 

たことから、達人が実は、父の早乙女博士によって、サイボーグ化されていたことを知る。博士は、地 

底魔王ゴールの人類攻撃を予知し、それに対抗するために、達人を敢てサイボークイ匕したことを語る。 

サイボーク達人は、おそらく地底魔王の手で檢玫されたのであろう。 

3人の少年は、博士に志願して、自らをサイボーグイ匕し、地球の危機に立ち上がる。 

即ち3人のサイボー 

.の失敗を反省した博士は、サイボーグをより強力なロボットに!^することを考えた。 
:-グ少年： 年を合体させてスーハ°一 • ロボットに変身させる。 

ロボットというよりは「ヒーロー」的イメージが強い。ゲッター1、2、3 

キャラクター的(こ完成作Sとは1と3かフ、れ替わっている 



主役マシン 
地ME*のようなゲットマシン。この後、「レーシング 
力一」を経て「ジェットマシンJへと進(匕をとげる 



ここに掲載するのはrゲッターロボj 2クール以 
降の番組強•(匕案を記したメモである。実際の映像作 
品も、ほぼこのメモどおりに展開されていることが 
わかる。そういった意味では実に貴重な資料といえ 
よう。しかしながら実際のところ、大魔人ユラーや 
大枯文次の登場が番組の強•(匕につながったとは客観 
的に見てとうてい思えないのだが……。 

A. ゲッターロボは、企画害の設定通り、早乙女研究所のゲッター計画開発と、地上征服 
の野望を抱く恐竜帝国との対立関係をテーマとしてスタートしましたが' もっとスケール 
の大きさを加える為に、早乙女研究所側にゲッター線エネルギーの平和利用開発を具体化 
させ、恐竜側にも管理機構と各部門を明確にすることにより、現実感とドラマ性の充実を 
強化することが出来ます。 

B. シリーズの主人公であるリョウ、ハヤト、ムサシが、各々異なった性格でありながら、 
心をひとつにして行動することで、ゲッターロボ、1、2、3の合体が可能となり、アニ 
メーションならでは表現出来ないアクションを中心にして、毎話新登場する恐竜側メカザ 
ウルスとの戦斗アクションをスペクタクルに見せて来ましたが、ゲッター1、2、3の魅 
力を更に強化させる為に、そのゲッターロボの内部構造メカニズムの明確化と操縦者達の 
内部行動を加えることで、より現実感を煽ることが出来ます。これは恐竜メカザウルスに 
も同時に云えることです。 

C. 登場キャラクターは、ゲッター側は、リョウ、ハヤト、ムサシの主人公の人間ドラマ 
を中心に、早乙女博士、ミチル、元気と母の和子のファミリーを含めたホームドラマの挿 
入によって親近感を計り、それに笑いの要素として、明朗闊達なムサシと元気との喜劇的 
な動きに、ジョーホーという珍キャラクターをムサシの後輩として参加させギャグメーカ 
—の役割を持たせて来ましたが、今後、大枯紋次と浅太郎ロボットを新しく登場させて' 

嫌笑的要素を增加させることが出来ます。 
恐竜側としても、現在までの組嫌を明確にすると共に、スケールの大きさを表現する為に、 
新キャラクターとして大魔人ユラーを登場させて、恐竜帝国の目的意識の明確化とドラマ 
の発展性を図ることが出来ます。 

D. このように強化することで、現在以上に、ゲッターロボの個性的なスタイリングと多 
様化されたファイトテクニックをポイントとして、重大使命を担ったスリリングな戦いと、 
憎しみと苦しみと笑いで盛り上る人間ドラマを肉付けすることが出来ます。 

E. 新キャラクター並びに設定組嫌図 

☆大魔人ユラー 
地球の地底深層部の神殿に住み、恐竜帝国の始祖神的存在で、大予言者でもある。帝王 
ゴールさえふるえ上がる暗黒の大魔神。当分の間はシルエット表現で登場する。 

☆大枯紋次（年令20〜23才位） 
私設世界発明研究所の所長。（自称、天才発明家）国定忠治の子孫で、忠治を尊敬して 

いる。無類の発明狂で、トンチンカンでコッケイで、奇想天外な発明が得意である。早乙 
女研究所から発進するゲットマシンの航路直下に住み、騒音公害で、ゲットマシンを目の 
敵にしている。だが、ミチルに対しては、自分の嫁になる女性だと思い憧れる。 
三枚目のァゥトロ-。 

☆浅太郎ロボ 
紋次が作った変なロボット。（等身大）色々なアタッチメントを持ち、空も飛べるベンリ 
な構造。 
セリフも喋り、人間的な扱いをします。 

☆世界発明研究所 
早乙女研究所の真向かい。浅間山麓に建てられた外見は簡易プレハブ住宅様式の建物。非 
常につぶれ易いが、すぐ立上がるショックアブソーバーがつけられている。内部は割と古 
風で稚拙な作業場となっているが、笑いの要素が多い。ジョーホーがよく出入りする。 





勝田稔男—ZTERVIEW 『ゲッタ—ロボ』プロデュ—サ— 

r八ヤトが自分の分身 
のように思えて……」 

2 

.H 

インタビユア—/大久保I光 

——まず'『ゲッタ—ロボjに関わることになった 

経緯を教えて頂けますか。 

勝田ぼくの場合、『キユーティーハニ1J (73年) 
を手懸けていたことが『ゲッタ1ロボJに関わるき 

っかけになりましたね。実は、ぼくは永井豪さんと 

は郷里が同じでして。rハニ1Jで知り合ってから、 
わりと親しいおつき合いをしていたんです。それで 

『ゲッタ1ロボjのときにも声をかけてもらつて、 

企画から参加することになったんです。 

——"縁"があったんですね。企画中の様子などは' 
いかがでしたか？ 

勝田先にメイン•スタッフを決めてから立ちあげ 
ることになりまして。それで、演出の勝間田さん、 

作画の小松原さん、美術の辻さんも引っぱりだして 
ね。で、みんなでアイディアをだしあって、原案を 

膨らませていったんです。それで紆余曲折があって、 
とりあえず3台のマシンがなんとか3種類に合体す 

るぞ、というところまでこぎつけたんですょ(笑)。 

——キヤラクタ—はどうだったんでしょうか？ 

m 
勝田ぼくはね、むしろr主人公が3人いる」とい 

ぅところに魅力を感じたんですよ。毛利元就の3本 
の矢のょぅに、ふつぅの高校生である3人が個性を 

発揮し、協力して戦っていくといぅのは面白いんじ 
やないかと。ただ、最初は3人ともバラバラで、戦 

いの最中に言い争ぅくらいでもいいんじやないかと 
思って、脚本の上原正三さんと話したら「それは面 

白い」と乗り気になってくれてね。そぅいった部分 
を強調していこぅといぅことになつたんですよ。 

——サブ•キャラクタ—も個性派がそろってました 

が' モチ—フや意図したところなどはあったのでし 
ようか？ 

勝田早乙女博士はね、エリートでありながら、体 
制に縛られない奔放さを持つている博士にしたかつ 

たんです。高校生ぐらいのころつて、謹厳実直な人 

間に反抗心を持つてしまうじやないですか。だから、 

ハンカラなキヤラであればこそ、若者(リョウたち) 

がなついていけるんじゃないかと思ったんです。ミ 
チルは完全にマドンナです。リョウたちが可愛い女 

の子の気を引こうと、しゃかりきになるようなシチ 
ユエーションもほしかったので必要不可欠なキヤラ 

でしたね。 

——失礼ですが、高校時代の実体験が反映されてい 
るようにも思えますが？ 

勝田(笑)かなり反映してますね。ハヤトなんか 
自分の分身のように思えて……、だから彼が一番好 

きですよ。 

——やっぱりハヤトなんですね' スタッフの間でも 

人気が高い(笑)。敵キヤラクタ—はどうでしよう？ 

勝田恐竜帝国は描写が難しくて悩まされました。 
「未知の世界のハ虫類」という設定でしたから、感 

情ひとつをとってみてもなかなか理解できませんか 
らね。その点、百鬼帝国のほうが人間に近かったの 

で、キヤラクター描写はやりやすかったですよ。だ 
から、百人衆もハッキリ個性を持ったキヤラクター 

創りができたように思いますね。 

——それでは『G』のほうに話を移しまして。企画 
があがったのはいつ頃だったんでしようか？ 

勝田 3クール終わったころかな。スポンサーから 
「グレードアップして続けてくれないか？」という 



シ 
話がきたんです。それじゃあ、もっとスピード感と 

シヤープなイメージを持たせようということにな'〇 
て、それまではわりと高年齢層を意識した創りをし 

ていたんですが、あらためて低年齢層も意識した作 
品創りを心懸けました。それで、途中から大枯文次 

たちが登場してくるわけです。 

——キヤラクタ—交代に関しては？ 

勝田最初は「リョウを殺そう」とか「3人とも死 

なせよう」とかいう案もでたんですが、ぼくが反対 

したんです。まったくの別物にしてはいけないだろ 
う、と。それでけっきよく、縁の下の力持ちだった 

ムサシにおハチが回ってしまったんですよ。でも予 
想以上に、彼のファンから怒られてしまいましてね 

(苦笑)、rゲッタはファンクラブがありました 
から。 

——お話を伺っていると、スタッフ間のデイスカッ 
ヨンも活発だったように思えますが？ 

勝田各セクシヨンのチーフと集まって、よくアイ 
ディアをだしあつたり、ディスカッシヨンしました 

よ。熱くなって、石川賢さんと口論したこともあつ 

たな(微笑)。でも、あのころはそれが当たり前の 
ことだったんです。原作者もスタッフも、みんな熱 

意を持って作品にとりくんでいましたから。熱意が 

ないと完成したフィルムが活きてこないんですよ。 
だから、自由にやらせてくれましたしね。 



f勝間田具治—ZTERVIEW 『ゲッタ—ロボ』演出 

rみんなてのびのびと 
創つていましたJ 

インタヒユア—/大久保I光 

——はじめにrゲッタ1ロボ」に関わることになつ 
たいきさつを教えて頂けますか？ 

勝間田当時、私は韓国のほうに行'〇てたんですよ。 
向こうで『魔法のマコちゃんJ70年)やrドロ ロ 

ンえん魔くんJ (73年)などを製作して、12月に日 
本に帰〇てきたんです。すぐに豪さんのダィナミッ 

クプロに呼び出されましてね。「今度こういうのを 
やるから、第1話をやつてくれませんか？」と持ち 

かけられたんです。それが『ゲッターロボJだった 
んですよ。年末に休みなしでコンテを作成して、1 

月にパイロットがあがつて、4月から放送スタI卜。 

第1話に入りました。 

——なかなかハイべースな進行状況だ〇たんですね。 
『ゲッターロボJという作品に携わって、特に印象 

に残つていることはありますか？ 

勝間田そぅですね。合体して3種類のロボットに 
なるといぅ設定を、初めて知らされた時にビックリ 

したのが強く印象に残ってますね。「え？こんな 
ことできるの。それつてどうやつて映像表現したら 

いいの!?」〇て(笑)。パイロットで、この課題を 

なんとか形にできたので、あとはいままでどおりの 
ドラマ創りに徹することができたんですが。 

——パィロットで、すでに合体バターンは完成して 

いたというわけですか。 

勝間田フォーマットだけはできていました。あの 
ころはあんまり(動画)枚数に対してうるさくなか 

つたので、パンク(流用カット)に頼らず、その後 
で作画を担当したスタッフも考えたりして、合体や 

分離のカットにバリエーシヨンが増えてい〇たんで 
す。「オレならこうやる！」という感じで競つてい 

たのかもしれませんね。 

——なるほど。ほかに演出で特に気を遣つた点とい 
うのはありましたか。 

勝間田気を遣った……というのとはちよっと違い 
ますけど、ローテーションで担当が決まっている現 

在とは違って、みんな(ほかの演出スタッフの方々) 
で話しあって自分の担当する回を決めてたんですよ。 

コメデイタッチのがやりたいから「僕はこっちを」 

とか「じゃあ俺はシリアスな脚本を」とかね。 

——当時の製作現場の雰囲気が伺えるエピソードで 
すね。 

勝間田みんなでのびのびと創っていましたからね。 
あとはアングルには凝りましたね。「ここは片足を 

なめてまわりこんで」とか、かっこいいアングルを 
考えたりしてね。画面創りは、今のほうがレイアウ 

卜も絵もキレイなんだけれども、「流れの中の迫力」 

ってい、っのは、あのころのほ、っがあったよ、っに思え 
ますね。ぼくのスタイルってい、っのもあるかもしれ 

ないけど。 

——勝間田さんは実写のほうの演出や絵コンテも経 

験されていたんですよね？ 

勝間田そうです。だから、スタイルとしてカメラ 

を振り回すような感じになっちゃうんですよ。空間 
と役者、その目線とファインダーの位置を頭に描い 

て、レイアウトやカット割りを組むんです。僕はそ 

れが自然に身についていて、ごく当たり前のことだ 
と思っていたんですけどね。でも、当時、関わって 

いた若いスタッフにはわかってもらえなくて、キヤ 
ラがここにいてバックにこれがあって、ここにファ 



f叫- 

インダIがきて次のカットでこつちに回りこむ、o 

ていうのをスケッチや身ぶり手ぶりで伝えたりして 

ね(笑)。 

——頭の中に空間を創造するというのも、なかなか 
難しいと思うんですが(笑)。話は戻りますが、勝 

間田さんご自身が気に入つていたキヤラクターとい 

うのは誰でしょうか？ 

勝間田ヒーローが3人いるっていうのも画期的で 

したね。熱血漢のリーダーがいて、ニヒルなやつが 
いて、太ったコミカルなキヤラがいて……つてい、っ 

パランスも見事でしたし。後々の作品に与えた影響 
も大きかったし.う一ん。ぼくは、クールなハヤ 

卜が好きだったかな。彼は、ぼくに合っていたみた 
いで演出しやすかったんですよ、小松原くんのデザ 

インもシヤーブで当時としては、あか抜けててよか 
ったしね。小湊くん(rゲッタIロボjでは演出に 

参加した小湊洋市氏)なんかは、コミカルな話をや 
りたいといつて、ムサシがメインになっていた脚本 

を持ってい〇てたんじゃなかったかな(笑)。 

——小松原さんもそうですが、永井豪先生や石川賢 

先生の作品には特に縁が深いように感じるんですが。 

勝間田そうですね。豪さんたち原作の東映(動画) 
作品には、ほとんど関わつてるんじやないかな。豪 

さんのところ(ダイナミックプロ)の作品は不思議 
とやりやすかつたんですよ。でも、ぼくは長編映画 

に組みこまれることも多かったんで、途中で抜けざ 

るをえなくなつてしまつて。たしか『ゲッタ1ロボJ 

の時にも劇場作品にとりかかるんで途中からぬけて 
しまったんですよ。最後までやりたかったんですが 

——お忙しいところ、ありがとうございました。 

(98年8月4日於•東京東映動画.大泉スタジオ) 

かつまた.ともはる：38年2月4日生。静HK 

出身。60年、東5社°所で®iif 

経験した後、東映動画に出『演出を疆する。 
代表作『キユ丄アイ—ハニ丄(73年)『宇宙戦 

艦ャマト』(74年)などぁまりに-^p^。 

勝間田演出が冴える第8話に登場したリョウのライバル•滝 

とその兄の設定。キヤラクタ—の掘り下げも勝間田演出の特 

徴のひとつ。どぅでもいいがこの兄弟' とても高校生には見 

えん. 



小松原一男—ZTERV—EW 『ケッターロボ』キャラクタ—テザィン 

rリョウのシは 
西城秀樹を狙いましたj 

インタヒユアi\大久保I光 

——小松原さんが‘、作品に関わることになつた経緯 
から教えて頂けますか？ 

小松原以前に、永井豪さんの「デビルマン』(72年) 

のキャラクターデザィンと作画監督をやつていたの 

で、その流れからお話がきたんです。勝田さんや勝 
間田さんと一緒にダイナミックブロに呼ばれて、メ 

力やキャラクター、合体方法なんかをみんなでかた 

めていったんです。 

——作画監督、またアニメーターのひとりとして気 
を使つた点はありましたか。 

小松原自分のデザィンしたキャラクタ1でしたか 
ら、特に神経は使いませんでしたね。ただ、直し(原 

画修正)を入れるとき、ほかの原画マンの絵に引つ 
張られちやぅことがあるんです。とはいえ一から描 

き直しちやぅと原画マンの絵が活きてこない。です 
から動きのタイミングとか、個人の感性がでてくる 

部分をなるべく活かせるようにしたかつたんです。 
タイミングをつかむというのは大変で、特にあの頃 

はフイルムが仕上がってくるまで分からなかったか 

-そうすると、試写のときはドキドキしながら観 

画•小松原I男ていたのでは？ 

——特にデザィンで心懸けられていたことはあつた 
のでしよぅか？ 

小松原リアリズムかな。現実に近づけるよぅに、 
パンタロンとか長髪とか、当時の流行に合わせたり 

してたんですよ。ィメージとしては西城秀樹を狙つ 
た部分もあったんです。原作からはィメージが離れ 

ちやいましたが(微笑)、アニメーターサィドであ 

る程度、自由に描かせてもらいましたね。 

-『GJになつてからはどうでしようか。イメー 

ジの変更点とか？ 

小松原全体的にシャープな感じでデザィンしてい 
ます。オープニングや戦閼シーンの作画はスピード 

感も持たせるよぅにしてましたね。 

-やはりオープニングも小松原さんが？ 

小松原そぅです。『GJのときは葛西さん(演出 
家の葛西治さん)と、最初のオープニングは小湊さ 

んと一緒にああしよう、こうしようと話し合つて絵 
コンテを作つたんですよ。実際の作画では、ぼくに 

「おまかせ」〇ていう感じだつたんで、ここでもか 
なり自由にやらせてもらいましたね(笑)。 

小松原そう、みんなドキドキしてたと思いますよ 
(笑)。私も含めて、原画マンは動きのタィミングを 

観るためにいろいろと実験もしていましたからね。 

——小松原さんご自身が気に入つていたキャラクタ 

1は誰だつたんでしよう？ 

小松原ぼくはハヤトかな。リョウは真面目すぎて 
動かし(描き)づらかつたんですよ。その点、ちよ 

つと不良ぶつた雰囲気のあるハヤトやズッコケキャ 
ラのムサシ、ベンケィなんかのほうが動かしやすか 

つたね。 



——ご自身が気に入っていたエピソードなんかはあ 
りますか？ 

小松原う一ん。そうですね、エピソードとは違う 

けど金田くん(言わずと知れた次世代アニメーター 
の旗手、金田伊功さん)が凄かったよね。彼はアク 

ション•スターだからな(微笑)。 

——(笑)そうですね。小松原さんは劇場版も手懸 
けていらっしゃいましたが、あちらはどうでした 

か？時期的にはテレビシリーズと重なって大変だ 
ったのでは？ 

小松原尺(時間)が短めの中編だったから、TV 

と両方やれたんだと思うけど。テレビとはフレーム 
が変わっちゃうし、(動画)枚数とか描き方も変わ 

ってきちゃいますからね。それに「グレートマジン 

ガー」は、ぼくのデザィンしたキヤラじゃなかった 
から、それなりに苦心しました。でも、逆に違った 

動きをさせてみたいという欲求もでてきますからね。 
そういったところでは結構、楽しんでやってました 

よ。劇場版のスタッフはみんなそうだったんじゃな 
いかな(笑)。 

——やっぱり現場は活気があったんでしょうね。 

小松原当時の現場は、みんな活気がありましたよ、 
いろいろや'〇たしね(苦笑)。 

——なんだか意味深ですね(笑)。では、最後にな 

りますが、『ゲッタ1ロボ』を手懸けたことで得ら 
れたものや影響を与えられたものはありましたか？ 

小松原作品全体の演出に関われたこと、企画から 
rGJの終了まで通して全力で参加できたことです 

ね。途中で抜けることなく、最後まで一本の作品を 
手懸けられる状況が在ったことそのものが大きかっ 

たと思っています。その分、思い入れや思い出も残 
りますから。だからいまでもオーブニング集とか見 

ていると、「あの時はこぅだつた」、「この時はああ 
だつたな」とか思いだしますよ。 

——h-日はお忙しい中、ありがとうございました。 

(98年8月6日於東京•获窪喫茶店「葉山」) 

こまつばら.かずお：43年12月24日生。神奈川 
身。チルドレンズ•コ|ナ—に入社し、r狼少年ケ 

ンJで動画デビユ|。70年にオープロダクシヨン設 
立に携わり_ fr代表作は『マグネロボガ 

★キ—ンJ (76年)、『宇宙海賊キャプテン•ハ—口 
ツクJ78年)など' あまりに 

やはり小松原氏もお気に入りといぅハヤト。I見' ク—ルで 
ドライながら実はマザnンといぅキャラクタ—設計も実にG 

00!でした 



第28IS§場の地竜族三人衆、ギット、ザット、ビットの設 
定より。服なしヴァージョンを掲載〇恐竜帝国内での初^ 

別！®1である地竜族は、いかにも上原脚本らしいキヤラク 
ターだ 

r僕は厶サシがx 
面白かつたてすねj 

/ RESPE 
\上原！！ 

インタヒユア ー/岩佐陽_ 

上原そう。も吴変な釣り好きでね。 

―^原さんはされないんですか？ 

上原ぼくもたまにやけど、もっぱら川釣り 
でWT沖へ出てっていうのがダメだから。 

-ダメ!?.というのは？ 

上原ぼくね、船酔いする隻なんですよ。 

—-X.!?それじゃあ、お若いころに沖縄からこち 
らへ来られる時は大変だつたでしよう？ 

上原そう。いまみたいになんてないしね。 

―^原さんが?ッタ1ロボJに関わられたのは、 
rドロ ロンえん魔くん』(73年)の流れからですよ 

ね？ 

上原そうです。『えん魔くんjの前に『ロボット 

|』(73年)とい、^K写の#!*^を書いていた 
んですが、その時にブロデューサーの— (孝治) 

さんと知i口って、『ロボットiが終わるころ 

に「次に『えんfん』っていうアニメをやるんだ 
けど、アニメ^#いてみる気はあ^Wせんか？」っ 

てお誘い^w'x.twして……ぼくはそれまでアニメー 
ションiってい、2のSいたことがなかったん 

ですよ。だから、一大決心とまでは言わfても、 
ちよっとした震のつもりでしたね。寒の『がん 

ばれM: ロボコンJ (74年)のお話を頂いた時にもそ 
う思いましたが0 

—^さんはいまは映画部にいらっしやるんです 
よね？ 

上原そうそう。先日^^田(f)さんのf記 
念パーティーでお会いしましたよ。いまだにお元気 

でねエ。佘名り「いま、なにをなさって享か？」 

って聞かれたんで、「たまに『ウルトラマンティガJ 

97年)とか書いて享よ」って等X.たら「へえ〜！ 
がんばってますねえnでも、もっともっとがんば 

って下さい！」って激励されちやいましたよ(1)。 
その時には、釣りにiわれたな(_)。 

—^さんは釣りがご_なんですか？ 



▲±JSK軍身であるrゲッター』編最終回2部作、第50、 

51話に登場の無敵餓£ダイより' その砲身の設定。これもめつ 
たに掲載される機会の少ない貴重な1枚といえる 

▲上原氏が脚*を担当した第1& 2話より0 

メカザウノレス•ザイ&バドの発射したミサイ 

ルの設定。貴重なので思わず«つけてしまい 
ました 

それ以1刖にまだ外irたったんですから。船だと車M 

まで2泊3日もかかるんですよね。そのgrtcvu 

吐くからね、なんに4わなかったですよ。それが 

また^んでね。着いたとたんにシャキッと 
して食欲がわくんですよ。だから、"船酔い".って 

いうのはなにかんだと零っんだけど。 

——っですね。自いと--^wた淳2思いま 
すし(と、本題からかなりハズれていることに気が 

つき)……あ、そ、それで7ッターロボJに馨 
戻し-〇 

上原どうぞ(f)。 

——『えん？ん』からスラィドした形ですから、 
当然、企画Sから参茄されてらっしやるわけです 

よね0 

上原よくは憶えていませんが、たぶんそ、^!と思 

M-Kあれは高久(進)さん-^いてらつしやい 
よね？ 

―-X.え。ただ、高久さんは『GJになってからで 
すけど0 

上原そうですか。いや、f ノリにノッて書いて 

ましたよ。この煎藤川(_)さんのベストセラ 
I、RH由皇子』が^gしたんで、それを記念した 

ハーテイーが開かれたんですよ。その時に¥も話 
してたんですが、ぼくらはね、ホンと、いい_を 

生きてきたと思いますよ。こ、ついつたアニメ^!で 

も、いまみたいにスポンサーがいろいろ口出しする 
こともなかつたし、スタッフみんながノッてました 

からね。^:者の^*fん自身もいちばんノリに 
ノッてた_たったんじやないですか？ 

—^れは、ブラウン管を通して我々^#にも伝 
わってきていましたよ。 

上原そうでしよう？東映の本社のほうでは1^-3 

(亨)さんががんばってI面ラィダ(72年)や 
『ロボコン』なんかで一時代を築いてらっしゃいま 

したしね。 

—^う、実fアニメ^^盛りだったんですよね0 

さて、?ッターロボJに関する思い出話等があり 
ましたら、お聞かせfx.f? 

上原僕はね、ムサシが面白かったですよ。書いて 
て。で、一S子で……ちよっとハズれて 

て。ヒーローっていうのは、たいてい§でクレバ 
1で、マスクもキッとしていて……ってい/っのがパ 

ターンじやないですか。ムサシは見事に緩んでるん 

だよね。そ、っいった^じや、ぼく向きのキャラク 
夕1でしたね。左脳で理るんじやfってS 

で理？るキャラクタ1つてい、ふ……〇 
!は"^5なヒーロー"っていうのがいf 

なっちやったじやないですか。天皇陛下だっている 

んだかいないんだかわからないよ、^^状況だし、学 
校の先生だって当たらSらし……そんな！^ 

には、むしろムサシみたいなヒIローが必要なのか 
もしれませんね。 



-H原さんがよく口にされる"癒し"のヒーロ1 

でso 

上原そぅ。人の、^Iしてくれるヒーロー像ね。 

&で霞で…… 一_が通っているっていぅ。み 
んながみんなギスギス生きている^^には、ムサシ 

みたい^Kに人間らしいキヤラクタ1が求められて 
いるのかもしれませんね。 

—wつたくiです。今日はお忙しいところをど 
ありがとうございました。 

98年7月18日於莖M•すずかg) 

うえはら.しよ-つぞう：脚垄豕。2月6日生。 

出身。rウルトラQJ66年)で脚_デビ 
ユ—0『怪奇大作戦J68年)『帰つてきたウル 

トラマンJ71年)「かんばれ=:ロボコンJ74 
年)「ハトルフィ—バIJJ (79年)「宇宙刑事 

シリ—ズ」など代表作ぁまりに^;^。 



Pth!： 

ここに掲載するのは、東映動画に現存する 
ゲッターロポGのプロット案である:> 念 
のために説明を加えれば、“プロット-とは 
脚本家が執筆に入る前に、プロデューサーに 
提出する検討用のストーリー案のことである。 
ある意味、そのエピソードに託した作家の思 
いがストレートに描出されている資料である 
ことを鑑み、今回、再録した次第である。 

「悪の罠！空HIぶ船団J (第3話) 

太平洋航行中の石油タンカーが、次々と消えてゆく。ゲッターロボ 
チームは調査したが原因は摑めない。しかし、やはりそれは……。 
ゲッターロボ基地に大空襲をかけて来た百鬼帝国の戦略は、タンカ 

-を改造した空飛ぶ船団であった。彼等は、ゲッター基地附近にタン 
カーを落下して、烧払い作戦を行ったのだ。大山火事に逃げまどう動 
物達を救助しようとするベンケイ。敵を攻擊するのが先決だと主張す 
るリョウとハヤト。ゲッターチームの対立の中で、救助した動物達ま 
で殺してしまう敵機を見て怒るベンケイ。ゲッターチームは立ち上が 
って、三人一体となり敵のメカロボットを倒す。そして、大量の消イ匕 
剤によって無事、大山火事も消し止めたのであった。 
スペクタクルな画面と、動物愛護の心を盛り込んだ物語です。 

「SOS!ゲッターロボ応答せよJ (第9話) 

嵐の夜、百鬼メカロボットが出現した。迎擊に出動したゲッターロ 
ボは、敵を擊退したものの、その時、レーダーや通信機が狂ってしま 
った。有視界飛行でようやく基地にたどりついたが、基地内は無人と 
化していたのだ。その基地こそ、敵が作り上げた偽基地であった。基 
地とゲッターロボもろとも爆破しようという大がかりな罠だったのだ。 
だが、それが偽基地だと察知したのは、早乙女博士の子供ゲンキがつ 
けていたテルテル坊主人形と、リヨウが発見した時隨弾装置の発見 
であった。間一髪、爆風を利用して脱出したゲッターロボは、敵メカ 
ロボットも倒して、心配している本当の基地に無事帰還することが出 
来たのである。 
敵の大がかりな仕掛けと、冷静なチームメンバーのチームワークを 

ミステリアスな運びで描く物語です。 

た」(第14話) 

或る日、奇妙な少年が基地に現われたが、早乙女博士の子供ゲンキ 
と仲良しになってしまった。少年は、敵スパイだったが、優しい家族 
の暖かい心にふれて、自分の任務であるゲッター基地の海底陥没作戦 
を忘れてしまい、百鬼帝国に引きもどされてしまった。敵の作戦を知 
ったゲッターロボは、地底深く潜入して敵メカロボットを爆破して、 
基地を無事救うことは出来た。だが、ゲンキは敵の少年スパイとの再 
会の約束を信じて、いつまでも待っていた。少年の運命は風のみが知 
っている。 
子供の心暖まる友情と、人間愛を夏の風物詩にたとえた悲しい物語 

です。 

「早乙女博士を救出せよ」（第19話) 

百鬼帝国の攻擊に対する秘密国防会議が、南海上の或る島で開かれ 
早乙女博士も出席した。だが、いち早くそれを知った敵は、メカロボ 
ットを出擊させて、島を占領し人々を捕虜にしてしまった。緊急出動 
したゲッターロボも、人質を楣にされては手も出せない。しかし、ゲ 
ッターチームはミチルを囵にして、隠密作戦をとり、チームプレーで 
連行寸前の早乙女博士を救出すると共に、人質全員を避難させること 
に成功。敵メカロボットも、苦戦の末に爆破することが出来たのだ。 
太平洋上の小島を舞台に、ゲッターロボチームの智慧と勇気を描い 
た物語です。 



『ゲッタ—ロボ』G S組強化案) 

5月3费■ャラ 

ゲッタ—ロボに関する番組強化の為の新設定 

<.ゲッタ|ロボ.シリ|ズの|_は、早\>*3^|^3- 

<^^るゲッタ|線エネルギ|の_-^*131の謹に対 
して' のッタ—線エネルギ—の屠を 

fせんA>Kる®！8の平**^の対+*^テ%^じパ 
てKラマ^>て—したが、マンネリ化高iの^®^ 

として、平せて、百衾fせ 
ます。そして、早かゲッター{M®asをより道 

す羞に' た集の10倍のエネルギ—^^出 
享ッター壤つて一の影のW5^ 

ぁる百i^B\Jの対^=l@^が、截1のテ|マとなり|。 

特に' 辑か遣の相虫人類であつたのを、截-UW!の 
-<!一にることで、より以上にのあたド 

ラマることが出fす。 

B- 1WWSSIT' 

百类帝コ|スのテレパシー瓊pによってれ、百电^ 

眢人蒸手によつて'^一の頭に角れると' テレ 

パシ—のii波コントロ-ル1、に#かすことが出来る 
の今そし孓^6*^|&?|5^0劣鼻ち、その| 

はH^teGifc:ルの中にあり' 表向きは111が、実はビ 

で-.のg ^Gi该l?K$ltslliつ取りであつて' 
UnW® の；afR-pp^ ない iHネルギ—の 

cBH<Hil#w6ewKep?^ ツトマシ—ンは、アニメ 
/■—シヨンならではIWSB薄ないsl*^アクンヨンですから、 

3*^ゲッタ|ロボにチ,1.をジす^0^^なスタィルは§ 

しま；^。しかし、518801gs^tc対応して三台'.(Dゲッ，fマ 

シ|ンの1^ィリ，$は1^>、一:一-にゲッタ—ロボ^?^ 

くモデルチェンジを.^♦••。そしP-1二人6^の*fHn、巴 

臺(ムサシ)を' よ：：>Mカラで三*!msiw^如又に、 

PSWT車— (ベンケィ)に1^、三^^チ—ム 
にSさせます。更に早！^ 

I f三人ののホ—ムビフマに暖か^AJ^^fss-v 

KjaSR： iノヨーホ—ajWSKSI ロボの蠢チーム矣か 
らみ$ャ^±|=|てに至けてn メディギャグの 

させf。 

D.至のることによつて、ゲッタ—口 
ボ• —ズは、上に®の高いBW^J、 

スケ—ルの大きいアクンヨンとドラマの#^が議され' 

より曽SHW8AJなります。 

震( 

5 ( 

書5?フィ矍ママ) 1: 

百のf。^31のfしているがISGCPテレパシ— 
瓊る。 

宫ドラ丄藓 

百®^ の^^^WT 

☆クラー博士 

F. fツタ-□ボのi 
1.ゲッタ~ラゴ> 

.，'寿 

劈と 

に容、額か*.れる。 
-ダブルトマホーク=両刃の斧がIf -笛て、柄か長く 

伸びる。 

〇マf Vク4屑か备か伸びて養速で 

麥ツfライガー=神IK (ハヤト) 
食ケツタIポセイドンi {v、yf^ 

I ft i 
ポセ1ン号る。ヤツチヤ—で-w?r 

だが、®つている。eu、かなりのi 

f-_1 

、ドリル CM>^NジアIムM 

'?ッターIsggg^AJ に6^ る。 
マツハジャンプカは約50メ—卜 

3.ゲッタ—ポtvKン. ッターストロン„cvsg==8rB-*<.I^'ッタ—ストロング ミサィルがる0 
:_*R=^i力の力'—る。 

C>W-f；= I万メートルの海底の產に耐' 
由にきる。 

梗概 

爬虫^Glmslirか？stu'日本に-*2つ今早 
ッタ HMaff一の ssss^wsiし、*tew* 

なったヶッタ|ロポを、fv^s^始めた。又' 
リョウ、ハヤト、ミチル—逆人はゲッタ—チ—ムのltたつ 

たぶ-7はiwwムサシの^たが、テストにAOJel*る 
者は誰一人としていなかつた。やがて' fいゲットマシー 

ンが 由赛た日、 或-人の着が に入り込 



ん奚て、擎にポセイドン号に乗んでのだ。その 

:か' 車#* (ベンケイ)である。そして、ゲッタ 
-チ—ムつち 

ジ|プな'-ulSiつて— 

—線の* 

一ffbしい_で 

わる頃' n 
r±lRSしたのだ。このは' 

10倍のHネルギ—にISW-る- 
ある。このせればゲッタ丄wmasのほとんど 

が：！した^?13^のだ。早^J^3<e6^のプロジエク'Kヂン 
—ムはiに增-85&.<D製造に1WMた。だが、そのら 

黒い蠢の手が伸びてい劣2は、S知.—かつた。それ 
は、百る恐るベ—WKlであつた。iは超 

S&F：者であるゴ—ス大^6下に8^れ、ヒドラ丄 
ラ—1f+n»L'に、百人*か8SK®として日-14^に 

かW-Xていた。SWPはゴ—ス+^ヒドラ—とクラ—の角か 
るテレパシーによつて伝?--f^、百人IKtPCによつて 

か出来る。そして、馨の手によつて、並iの人間 
で-.れたが_'百人SKefpに逆-^っことが出 

黍ぃのだ。百waのnnsa^JBJ*©侖に'この角基 
SUて^iまにP波コントロ—ルすることで、^つ 

取る：asなのである。その為に' sのエネルギ—であるゲ 
ッタ—エネルギ—にfし、テレパシ—iは^一のこと、 

ロボッ^®や、馨のsi矣ぃに！：®Pきるゲッタ 
I線エネルギ—stlwls、のどから手が出るほ'ぃ-*PGで 

あつちかくして' 百はゲッター線エネルギ—增塞 

fつけ堪っに至ったのだ。百®？MのSIfRは、かなり秀 
れた1PGで' のあるビル内には百人IKSそれぞれの容 

姿に努、薷ロボット鼻ち' としHSiい' SW-R 
としては、そのかされているのだ。；wは早 

い、或はその®5!の町の人々を百_にした 
りして、ゲツタIロボとの戦い^SISwjれた。 

家' 学校' 町 
AIDfN>M家は町はにある。^SHり' 町-'4子：shMDf 

娶家に¥ける。 
B..リョウ、.ハヤト、ベンケイの三人はidHnW家にAWS-V 

徒歩！^芽ることになる。(故に、才—トバイはな 

△.jjsg=ドリルァ—ム=素上下に動いて' ドリルに変る。 

△ -WS=チェンジアタック=4素が！i<W\Jなつて1ぶ。 
=ラ\^|54>ィルつに開き、中»L' 

か，イルがれる。 

\ ポセイドン 
'/Xンジポセイドンスイッチオン) 

;トロン^'/、サィル=^屑からストロング、4ィル蠢 

0ツターサyクロン=胸が開いて' 起こす。 

OTNィンガ—ネット=指かか1ひ出す。 
0ヤピタラ.オン=下啤か倒れてキヤピタる。 

_かサ—チライ.^uしH5®できる。 

«4=レデイコ.ャンF. 

0徒^GSE®にiの：フスされた為-KSKJなり' 

TAf主にヒドラ丄R&v/クラー長官がseているが、 

畜人衆はそれぞれ务ち、それぞれがロボッ4所 

tてい*OSNn'—い。 

s例力-角鬼 
メカ ssas 

a&ea百鬼ロボッ^る。 

宫^^15^盘に百*?^0^があり、それぞれに百人衆 

がれている。 
£か' その！^はKSであり、例-§或るビルか、工場か' 

Sかにひtでいる。そして、密かに^®^つて' ¥ 

,てぃるのだ。 



7戈并「人間関係でお悩みの方 
に観てもらいたいてすね」 

石川「最初のころは無我夢中 
でしたね」 進行•構成/岩佐陽一 

SPECIAL対談:永并豪豕石川賢 ——^画の発端自体は永井隆さんと団(龍彦)さんが「ダイナミック企画」で 
立ち上げられたとい^'ことですが、豪先生と石川先生のお二人が企画に直接夕 

ッチされるようになったのはいつごろからだったんでしようか？ 

石川正月休みに田舎に帰ってるところに(ダイナミックプロのほ、っから)急 
に呼び出しがかかって、「なんだろう？」って慌てて行ってみたら「正月中に 

デザインも内容もつめなくちゃいけない！」って言われたのがrゲッターロボj 

で……。大塚の喫茶店で、隆さんや菊地(団)さん、それに豪ちゃんや東映動 
画の勝田さん、勝間田さんなんかと「ああでもないこうでもない」って打ち合 

わせしたのを覚えてるなあ。 

永井最初は企画書にくっつける用のラフスケッチから始めたんだよね。それ 
はまだ「ドロ ロンえん魔くんJやってるころだから73年の秋……11月くらいか 

な。それはもういっぱい描きましたよ。そのころはなかなか(企画自体が)決 
まらなくてね。いったん解散して、決まりそうになってまた駄目になって…… 

ってしばらくそんなことを繰り返してましたね。それが73年の暮れも押し迫っ 
たころになってようやく決まりそ、っになって……隆のほうから「作画監督に渡 

す絵がほしいからすぐにデザインを創ってくれ」〇て言われて。それが正月の 
3日か4日ごろの話で、テレビアニメが4月スタートだったから、よっぽどギ 

リギリだったんでしようね。 

石川だから実際に要した時間はわずか数時間ですね。 

——数時間” 

永井それまでず〜っと「ああでもないこうでもない」ってやってきたことは 
いったいなんだったんだっていう(微笑)。 

石川決まる時は早かったですよ。 

永井正月に休みたい一心だったんじゃないの？ 



こちらi肢描くところのrチェンジ•ロボットゲッター3jのキャラクタ 
rに変わっている事実 
り谢こ描かれたものと 

。オフィシャルなMOOKでこういうことを害くのはいささか気がひけ 
るが、石人そ）「女の子を描くのは苦手」とおっしゃっていると右り、ミ 
チノKCgllしては永井氏のデザインのほうが格段に可愛い気がする（石JII先生、す 
みません！） 

ーデザイン。リョウの名前の^改ゞからumm, tc 

から^rrるに、—ジに掲ttした永井氏のスケッチより後 
思われる。オフィシャルなMOOKでこういうことを書くのは 

こ专bは、；よるほい-WSSEPのイーグル号、 
2.8■シャガ4 iベア-mrGラフスケッチ。—に、：ism-に—よ 

うに「サフサフつJU®いた」のが手に@1^つにわかる「ケツタ12」と 

石川それはあったかもね(微笑)。 

——なにせ前例のまったくないロボットものですからねぇ。デザィン面ではそ 
、っと、'9苦労されたようですが.？ 

石川 〃3機が合体する〃っていうィ~ジがまったく浮かばなかったですね。 
「どうしたらいいんだろう？」っ^55^<飞やいましたよ。あとで決まってか 

らも「金属がこんなに変形し 1っ31%^^かな.\?^-という疑問は絶えずつき 
まとってましたけど(微笑ゲス#3,1#>«の亀甲もようだけはわりと簡単、 

に！たんですけどね。 

—あれは従来にない—らしい発想でしたね。ふつうは眼があって鼻があっ 
てnが……というft合に人間の顔のパーツで組み£てようとするじやないです 

p5!rl』r:fflflかy㈣ 
遇うものを創ろうと思つてね。豪ちやんがマジンガーのキヤラクタ1を創つ 

てた時に横で見て^の法ウハウを^#心夢 
は違、つ 

てた時 

ろうと。 
ヮハ！！ 

永井その中の1枚に亀fようがあったんだよね。それで「これ、いいんじ 
やない？」っていうことになって。 

石川それで、1が決まったのはいいけど、今度は2と3がどうしても描けな 
くて苦しんでたんですよ。根が真面目なもんで真剣に考えちやってたんですよ 

ね。そしたら豪ちやんが横へ来て「なにをいつまで悩んでるんだ。こんなもの 
こうやって創ればいいんだ」'〇てサラサラサラって描いてくれたんですよ。「飛 

行機のケツに飛行機が〃ドスーン！"つて突き刺さりやいいんだ」つて(微笑)。 

——^き剌さりやいいわけですね(微笑)。たしかにそぅいぅ合体になりまし 
たね。 



永井ゲッタ12と3をぼくがデザインしたらしいんですよね。全部石川ちや 

んだとばっかり思ってたから、ついこの間そう聞いて驚いちやつたんですよ。 

——え！でも80年に発売されたrロマンアルバム㉜ゲッタ1ロボj (徳間書 
店)には、「ぼくがデザインした」って書いてありましたよ。 

永井すっかり忘れてました(微笑)。 

石川俺はけっこう真面目に考えてたんですよ。あの「合体」っていうのを。 
それを豪ちやんが横へ来ていとも簡単に描いちやったもんだから、「ああ、こ 

んないい加減でいいのか」って、眼から鱗が落ちたね。いや、よい意味でです 
けど。 

でもあの合体も、いま観るとアニメ向けでよかったよね。実写では絶対に実 
現不可能な。 

——でもいまだったら逆にCGとかで凄い絵が創れそうですけど。 

石川あ、CGね。それはたしかに観たいなぁ(微笑)。 

-<間側のキャラクターについてはど、'9創られていつたのでしよ、っ？ 

、水井 ロボットのキャラを創りながら、逆にそのイメージとい^'か、シルエツ 
卜に合わせて人間のキャラクタ1を創っていきました。あくまでも「はじめに 

ロボットありき」ですね。 

——敵のキャラクターについてはいかがですか？『マジンガ1ZJの時には、 
桜多(吾作)さんや姪田(充)さんなんかを交えてみなさんでワイワイガヤガ 

ヤ言いながら創られてい〇たようですが？ 

永井—1ゲッタ1Jの時は桜多君も姪田君も参加していなかったんじやないか 
な？ 



石川そうだね。 

永井『鋼鉄ジーグJ (75年)をやった安田達矢(夫)とかが入って創ってた気 

がするな。あのころは、アニメ用の敵キヤラクタIのデザインってい、っのは、 

漫画家のアルバイトみたいなところがありましてねえ。 

石川「誰が創ってもいい」みたいな風潮があ〇たんですよ。でも、それが逆 

によかったですね。ひとりでやってるとどうしてもアイディアがつきてきちゃ 

いますし、ど、'9してもイメージが似かよ〇てきちゃうんですよ。同じ人間が描 

いてたらそれは仕様がないことなんですけど。でも、何人かで集まると"対抗 

意識"みたいなものが生まれますからね。「あいつがこんな変なの描くんだ'〇 

たら俺はもっと凄いの描いてやろ、っ」みたいなね。そんなところが「ダイナミ 

ックプロ」の〃もの創り〃のよさかもしれませんね。 

——敵の幹部なんかはどなたが？ 

永井帝王ゴールは俺が創ったかもしれないね。 

石川うん、たしか豪ちゃんだよ。 

永井あとは石川ちゃんですね。 

——敵のモチーフが〃恐竜"とい、'9のは斬新でしたが、そのあたりの発想はど 

こから.. 

永井うちのロボットは「激しくやっつける」〇ていうのがセオリーだったか 

ら、ふつうのヤツじゃ駄目だろうと。"完全なお化け"をやっつけたほうがい 

いかな？-と。そこで「ハ虫類だったらいくら殺しても構わないだろう」と 

いうことになって(一同爆笑！)。 

大越淳二(同席したダイナミックプロのマネジヤー氏、見かねて) 「動物 

愛護協会」からクレームがきますよ。 

対談：永井豪 



永井"ハ虫類"じゃなくて"ハ虫人類"だからいいんだよ(微笑)。まぁ、そ 

ういうコンセプトで敵を創ったんですよ。でもあれはよかったですね。しいた 

げられて地底に追いやられた先住民族が、やっと地上に出てきたと思ったらま 

たやられちゃう'〇ていう.なんかその辺りの哀愁漂う雰囲気がよかったです 

ね。それに、(石川氏を指して)この人がまたハ虫類とか恐竜が大好きでね。 

石川ハイ、大好きです(微笑)。 

永井ハ虫類描かせときゃ悦んでるっていう(微笑)。 

——rGJになつてからの〃鬼"というのは？ 

永井あれはそれ以前に僕が描いていた漫画でXバ蛮』70年)というのが 

ありまして、そこに"百鬼一族"とい、っのが出てくるんです。それをそのまま 

使つちゃいました。これもやつぱり「人間じゃなきゃいいだろ、っ」って発想で 

すね。 

——ブライ大帝やヒドラー元帥といつたキヤラクタ1はどなたが？ 

石川う〜ん。たしか俺だったと思うけど。あのころは、ぼくの(漫画の)線 

が豪ちゃんにいちばん似てたころで、いまそのころのラフとか見てもどっちが 

描いてるのかわからないのもあるんだよね。だいたい「ダイナミック」つてと 

ころは、みんな豪ちゃんに「右へ習え」で、豪ちゃんが新しい描き方とか始め 

るとみんなそれをマネちゃ^^んですよ。 

——原作漫画についてお聞きしたいと思うのですが、これについては石川先生 

がおひとりで？ 

永井漫画については僕はもう全然タッチしてなかったですね。もちろん、大 

まかな設定の部分とか主要なキヤラクタIとかではちよこちよこつとアドバイ 

スはしてましたけど。 



l>nFR ROROT S 



石川もう描いてる時は無我夢中で、思い入れもなにもないですね。『號Jに 

なってから自分がなに描いてるのかようやく見えてきたってい、っ.。 

——へえ、そんなもんですか。やっぱり創り手と受け手の認識には差があるん 

ですねえ。当時の「サンデーコミックス」版の『ゲッターロボGJの著者の言 

葉を読むと『GJへはわりと簡単に入っていけたようなことをおっしやつてる 

んですが。 

石川そうですね。デザインもふくめてわりとすんなり入っていけたほうです 

ね。テレビのほうでリョウの替わりにムサシが死ぬことになって、その後にベ 

ンケイを出す'〇ていうのも簡単に決まりましたしね。 

永井あのキャラクタIも〃武蔵坊弁慶"から採ったんですよね。「ムサシが 

死んだから次はベンケイだろう」っていう(微笑)。 

—^中で連載がr週刊少年サンデ1J (小学館)から『冒険王』(秋田書店) 

に移行しますが、この辺りのいきさつは？ 

永井詳しくは覚えてないんですが、^!^^^っ「$週刊.i,ia;_T.\ 

ビとのタイアップ企画に乗り気じやなくなつてましたからね。けっきょくテレ 

ビの視聴者と週神め漫画誌を読ん！^辱か結びつかなくなつてき'Tた4ですよa 
だから、rtが鞭の漫画を連載する替わ1に」っyい、2もあつた一 

と思いますよ。交換条件みたいにね。約1年半くらいで終わつたんですよね？ 

そんな事情で、編集部のほうとしては「もう役Rは終わった」みたいなとこ/ 

ろがあつたんじやないでしようか？あるいはM初から1年半つていう約束だ 

それとは対照的にi—jは、マスコミのキャラクタ丨を 

り±,,_«伸ば5が^きました系らね巧|}ゲ7/,#|1,^1い^^|^ 

れたんじゃなぃでしょうか？ ；>-- 

，を載せることで売 

で飛びついてく 

——たぶんそぅでしょぅね。それ•& 

か？ 



ブラVK帝、ヒドラ—グラ—博士のデザインITヒドラ 
Iの-Wめ-れば……ないのッ1?:—は 

桑力|ドマンの；5^として0」¥りレギュラ|入^' 
つたのだつか？ fらくはrあばしりIS69 

年)の大フアン交て^^す' ロデュ—ス隹S 
rキュ丄アィ—ハニ1(73年)に暴'—エ門を 

伊としてレギュラ—入り^ことに^^た*®h ロデ 
ューサIのINCNn—ルによる。费fがらその 

ips/^oみでtsm字。後にザンンガJUIズ"第 
3弾「UFO ロボグレンダイザ—』(75年) 

匕ドーフ—元^ 

永井企画が立ち上がったいちばん最初のころには、ぼくが「ゲッタ1號」の 
デザインを描いてたんです。けつこう描きましたよ。まだ残ってると思います 

けど。 

-X.ッ!?それは凄いですね。いずれぜひ掲載させて頂きたいものです。 

永井ただあれは、玩具メーヵーが主導権をにぎっていた作品だったこともあ 
って、デザインはあちらから提出されたものにこちらが修整を加えるという形 

で進めていったものなので、僕のはほとんど反映されませんでしたね。それに 

やっぱり『ゲッタ—Jは石川ちゃんのものだから、彼のデザインが生きたほう 

がいいかな？と、思って石川ちゃんに渡しちゃったんです。 

——石川先生にお伺いしたいのですが、r號jの原作を『月刊少年キャプテンJ 

(徳間書店)に描くにあたって、テレビのほうからの規制のようなものはあっ 

たんでしようか？ 

石川特になかったですね。さっき話にあがったロボのデザインくらいで。あ 

とは好き放題やらせてもらいましたよ。特に「アラスヵ戦線」なんかはいろん 

な冒険が出来たっていうか。 

永井 rキャプテンjの連載の第一回目でさ、ゲッタ丨が合体に失敗するじゃ 

ない。あの辺、なかなかリアリティがあってよかったよね。全然話は変わるけ 

ど、前の「ゲッター」も1体は女のキヤラクターにしとけばよかつたね。 

石川でも、豪ちゃんと違って俺は女の娘描くのが苦手なんでできれば避けた 

いんだよね。女の子出すのは。敵のキャラクターとかだったらまだいいんだけ 

ど、かわいい女の子描けって言われたら困っちゃうんだよね。だから、女の子 

だけでも豪ちゃんに描いてもらえればよかったんだけど……豪ちゃん忙しいか 

らね(微笑)。 

——それでは最後に、熱烈な「ゲッターロボ」ファンに、造物主であるお二人 



からメッセージをお願いします。 

石川俺、苦手だから豪ちゃん頼むよ。 

永井rゲッタ1Jのよさっていうのは、チームヮークの面白さですよね。全 

然性格の違、'9キャラクタ1たちが、さまざまな事件にぶつかるなかで、しだい 

に心の袢を深めていくという……そういった人間関係の面白さが魅力だと思う 

んです。だから、学校や会社で人間関係にお悩みの方がいらっしゃいましたら、 

ぜひ『ゲッタIロボJをご覧になって勉強して頂きたいなと——〇 

石川うまい！これ以上のコメントはないね。 

-日はお忙しいところをど、っもありがと^'ございました。 

(98年8月3日於東京.高田馬場ダィナミックプロ) 



原作版ゲッターロボの世界 



無敵！原作版 

务発進 
まず最初にあえて断言しておきたい。rゲッター 

ロボjは—少なくとも原作版『ゲッタIロボjは、 

"流竜馬"の物語であると。ここまでで、店頭にて 

本書を手にした99%のゲッターファンの方が憤慨に 

酎えかねて、本書を書店の床にたたきつけているこ 

とを予見しつつ.流竜馬ことリョウの"狂気"な 

くして、本作がある意味、『マジンガ1ZJ (72年) 

以上に潜在的なヵルト人気を誇る作品になり得たか 

どうかははなはだ疑問である。 

もう一度断言しよう。 

原作版『ゲッタ1ロボJは流竜馬ことリョウとい 

うひとりの男の〃狂気，が火星へ翔び立つまでを描 

いた物語である——と。 

XXX 

74年3月29日——から遅れること数日。少年は偶 

然にも、ふだんはあまり読まない「週刊少年サンデ 

IJ (小学館)を手にする機会にめぐまれた。当時、 

小学1年生だった者の認識として、〃週刊漫画雑誌 

=中学生以上が読むもの，という暗黙の了解が厳然 

と存在していた。では、小学生はなにを読めばいい 

のか？半ば当然のごとく小学館のr学年誌J。秋 

田書店の『冒険王J。そして——rTVマガジンj (講 

談社)『テレビランドj (徳間書店)といった児童向 

けのTV雑誌。特に、『テレマガj「テレランjとい 

う愛称で児童間に絶大なる支持を得ていたこの2誌 

『ゲッタ—ロホ』挽歌 
岩佐陽I 



は、70年代前半〜中盤の我が国の児童文化には絶対 
不可欠な、「仮面ラィダー」「マジンガ1Z」という 

2大マスコミキャラクタIを扱つたことで、驚異的 

な部数増を記録していた。そこには60年代後半と違 

い、この種のマスコミキャラクタ1の対象年齢がよ 

り低年齢層化に拍車がかかっていった時代の趨勢が 

確実に存在していた。 

その結——「仮面ラィダー」「マジンガ1Z」 

は、当初雑誌連載が展開された『週刊少年マガジンJ 

(講談社)及び『週刊少年ジャンプ」(集英社)とい 

った少年向け週刊雑誌よりもむしろ、より低年齢層 
をターゲットにすえた『テレマガJ「テレランJと 

いった児童向けTV雑誌においてその本領を発揮す 

ることとなる。 

そして、この2大キヤラクターのどちらをも獲得 

できなかった小学館の忸怩たるものは実に想像に難 

くない。よって"学年誌のために"rゲッタIロボJ 

を獲得したという小学館の意向は手に取るようにわ 

かるというもの。 

そういった政治的事情を内在させながらも『週刊 

少年サンデ—Jで連載がスタ1卜したrゲッターロ 

ボjは、かつてない斬新な英雄像を子供たちの眼前 

に繰り広げていった。 

ここで話は冒頭に戻る。74年3月29日——それは 

記念すべき『ゲッタ1ロボ』の予告編漫画が『週刊 

少年サンデ誌上に掲載された年月日だった。ふ 

だんは『テレマガj rテレラン|_しか読まないその 

少年が目の当たりにしたそれは——あまりにも衝撃 

的でピカレスクな魅力に满ち溢れていた。 

それまでr少年サンデ1Jを読んでいなかったそ 

の少年は、翌週よりいそいそと本屋の軒で、店の才 



ヤジの矢のような視線を浴びながら『少年サンデ 

1Jを立ち読みするようになった……。 

そして一ちに待った第1回。読み終えた直後 

に脳裏を貫いたひと言を24年を経たいまも忘れられ 

ない。 

「これのどこがロボット漫画やねん!?」。 

以来、「ゲッタ11」が登場するまで通算10号、 

ぺージ数にして162ぺージ.毎週毎週「今週こ 

そは……！」と、ただひたすらゲッタ1ロボの登場 
を待ち焦がれた当時の少年たちの気持ちがおわかり 

頂けようか？特に、記念すべき『ゲッターロボ』 

初の単行本の栄冠に輝いた「てんとう虫コミック 

ス」第1巻など、ぺージ数の関係上、ゲッタ11が 

登場したとたんに終了となってしまっている壮絶さ 
だ。だが、その〃じらしぶり"こそが嫌が応にもrゲ 

ッタ1ロボ」とい、っ新たなるスーパーロボットの誕 

生を我々の脳裏に鮮烈に焼きつけることとなったの 

だった。 

さて——衝撃のスタI卜を切った「ゲッタI口 

ボj第1回は、あまりにも衝撃的な〃次回へのひき" 

で幕を閉じる。父の復簪を晴らすべく武道会荒らし 

を行ったリョウ——そんな彼に目をつけた早乙女の 

キ〇ガィじじい(リョウ談。なお、現在大部社より 

発売中の単行本では〃早乙女のじじい"に修整)は、 

その腕を試すべく"近くの所員"を召集した……の 

はいいが、この〃近くの所員，というのが凄い！ 

黒人、ナィフ投げ、剣客……おそらく、この3人をは 

じめとするその場その場の〃近くの所員〃たちに、早 

乙女博士が試した349人の若者たちの命は……!? 

続く「ハヤトの校舎」の巻冒頭で、リョウは犬の 

首をいともたやすく切断。そのあまりある狂パワー 



を読者に見せつけつつ、続いて登場するゲッター第 

2の男•神隼人ことハヤトは、それ以上のィンパク 

卜をもって我々の前に姿を現わした。幽気漂ぅ殺人 

鬼といぅ風貌で登場したハヤトは、遊び半分で組織 

に参画した後輩の——顔の皮をはぎ、両目をつぶし、 

鼻をひきちぎり.「ひ、ヒドい！」のひと言=: 

リヨウ、ハヤK —ここまでダ^—テイーなヒー 

ィメージは、同じダィナミックプロ出身で"不良" 

と言われた不動明(rデビルマンJ)、兜甲児(『マジ 

ンガ1ZJ)を凌駕してあまりある凄絶さを誌面い 

っぱいに湛えていた。 

この二人に、「ゲッタ1ロボ」にとりつかれたゲ 

ッタ1第3の男.巴武蔵ことムサシの狂気が加わっ 

て三位一体となった結^——"狂気のロボット漫 

画"が誕生したのだった。そして——この3つの狂 

気を引っ張っていたのが本編最大の"狂える魂"K 

流竜馬をおいて他にないのである……。 

と——まァ、かように自らの思いのたけをいちい 

ち挙げつらって書きつづっていきたいところだが、 

商業誌は時間と金とぺージの闘い。個人的な思い入 

れはこれくらいにしておこう。 

あとは読者諸兄個人個人の思い入れに委ねること 

として、以降はDATA的な部分を補完していこう 

と思う。 

fゲッターロボJタィトルでの連載は『週刊少年 

サンデ1J74年15号〜75年21号まで。通算56回。75 

年6号より「待望の第二部好調に開始UJと扉べ 

1ジのコピ1に銘打って第二部がスタート。展開的 

には、ちょうど単行本における「百鬼帝国の陰謀」 

編以降がそれにあたる。テレビより先懸けること早 

3か月.ゲッタードラゴンがシルエットで登場。 



翌週にはグラー博士も姿を現している。 

リアルタィムで体感していた読者には、fテレマ 

ガJの「マジンガーズクラブ」の会員証で初のお目 

見えとなつた「グレ—トマジンガー」に匹敵するほ 

どのィンパクトを与えられることとなつた。 

ここで、単行本収録時に改編が加えられた箇所に 

ついて現在、確認されている範囲で記述してみょぅ。 

•「プロロIグ過去ょりの侵略」。この章は「ゲ 

ッタ—ロボ』初の単行本レーベル「てんとぅ虫コミ 

ックス」収録時のまるまる描き下ろし。名もなき巨 

大ハ虫類に噛み砕かれながらも啖呵をきる姿が最高 

にカッコいい"風巻博士，は、石川賢の持ちキヤラ 

のひとり。 

•「ゲッタ11登場」。ゲッタ11VSメカザウル 

ス(アニメ版では"ギギ"として登場)の死闘の際、 

ゲッタ丨トマホークでメカザウルスを切り裂くゲッ 

夕—1の見開きべージが加筆された。 

•「地底魔王ゴール」。メカザウルスの触手に動き 

を封じられたゲッタ11が、ゲッタ12にチェンジ 

して窮地を脱するシーンがまるまる加筆。『週刊少 

年サンデー』連載時は、分離してそのままゲッター 

1に合体！ ゲッタ^—ビームでとどめを剌すシーン 

へとつながる。 

•「恐怖のゲッターロボ壊滅作戦」。連載時は、博 

士になりすましてベアI号を操縦するムサシが「ゲ 

ッタ13でいくでえ」と叫んで「つづく」。次号の 

扉でいま一度「ゲッタ13、ゆくぞ1=:」と叫んで 



-gp(?)マニアにやたら人気の高C触博 
士。彼も真•ゲッター暴走時(こゲッター線 
を浴びてに進(匕してしまったの 
だろうか？だとしたら…… 

いるのだが、さすがにくどいと思ったのか、単行本 

収録時にはカット。 

•同じく「恐怖のゲッターロボ壊滅作戦」。連載時、 

VSクラゲの特攻戦にて、ゲッタIIが「ゲッター 

ウイング！」と叫んだところで「つづく」。次号の 

扉でもう一度「ゲッタ1ウイング=:」と叫んでいる 

のだが、さすがにくどいと思ったのか、単行本収録 

時にはカット。 

•「恐怖の大タツマキ」。ゲッタ！VSゴール要 

塞(？)のシーン中、ゲッタ11がメカザウルスモ 

パにゲッタ—ビームを放つ見開きがまるまるカット。 

連載時、このシーン"扉"扱いだったので、本著の 

ぺージに掲載されている。ご確認されたし。 

以上が『ゲッターロボ』編における単行本収録時 

の改編ポイントである。現在発売中の大都社版の単 

行本もこの「てんとう虫コミックス」版に準拠して 

いるため改編ポイントは同じままとなつている。 

と——ここまでご覧頂いてすでにお気づきの方も 

多いと思うが……そう、本稿ではいささか強引とは 

思いながらも『ゲッターロボ』編の終了を、第一部 

——つまり「恐怖の大タツマキ」とさせて頂いた。 

従って、「百鬼帝国の陰謀」以降については111ぺ一 

ジからの「ゲッタードラゴン登場！」にて解説させ 

て頂く。 

最後に——『ゲッターロボJ編の原作とアニメの 

相違点をピックアップしよ、r-と思〇たのだが、 

あまりにも違いすぎるため、それだけで1冊の本が 

出来てしまう危険性すらはらんでいることに気がつ 

この 
むねのたかな〇。 

配をした 

つて、こんな 
もんかしら？ 



き、やめにした。そこで逆に、アニメ版との数少な 

いミツシングリンクを幾つか箇条書きにして本稿の 

終了とさせて頂く。 

キヤラクタ1について 

•ミチルの兄.達人の死。その経緯は大いに異なる 

ものの、いずれもハ虫人類(恐竜帝国)の手で惨殺 

される。え？原作は〃早乙女博士の手"でだって？ 

細かいこと言わないの！ 

•ムサシの死。やはりその経緯は大いに違ぅが、共 

にリョウ、ハヤトに人類の未来を託してひと足先に 

逝く。ただ、アニメ版のムサシの死に関しては、多 

分に偶発的な要素が大きい。 

•パット将軍。原作の「地底魔王ゴIル」編にて、 

ゴールの右横にひかえる幾多の幹部達のいちばんパ 

ックにシルエットで登場。これが原作版における初 

登場シーン。以降「恐怖のゲッタI ロボ壊滅作戦」 

に1コマのみ出演。「地リュウー族」にて初めてセ 

リフをもらえた。それ以降のカッコよさについては 

ご承知のとおり。 

•ガレリィ長官。このキャラクターと早乙女元気の 

み、ほぼアニメ版と同じ性格づけをなされていた。 

ただし原作版ではバット同様、死亡は確認されてい 

ない。 

•地リュウ族。原作にもアニメにも登場。ただし、 

キャプテン.11オンに該当するキャラクタIはアニ 

メには登場せず。 



『ゲッターjを愛していた誰もが衝擊を受けたこ 
のシーン。暗雲たちこめる早乙女研究所の未来に、纖も手 
につかなcwも多かったとか？ 

原作版「ゲッターロポ』COMICリスト 
章 サブタイトル 登場メカザウルス&恐竜 登場キャブテン 

プロローグ 過去よりの挑戦 三ツ首恐竜 
PART 1 人間狩り 
P A R T 2 イモリ地獄の恐怖 ィモリ軍団、ブテラノドン3匹、大海へビ 

PART 3 ハヤトの校舎 トカゲ型2体、カメレオン型1体 

PART 4 ゲッター1登場 メカザウルス（名称不明） 

P AR T 5 地底魔王ゴール ゴール戦艦、メカザウルスジガ 名称不明キャブテン軍団 

PART 6 大雪山に地獄を見た メカザウルスドバ、ギロ、バル、ボア キャブテンランパ 

P AR T 7 stlliのゲッタ-ロボ壊滅作戰 クラゲ、クラゲ収納メカザウルス 

PART 8 地リュウー族 メカザウルスラド キャブテンニオン、デラ、ガロ、名称不明2体 

PART 9 恐怖の大タツマキ メカザウルスモバ、ゴール要塞、メかタイフーン 

ゲッターロボについて 

•ゲッタ11の顔の〃亀甲もよう"、"布のようにし 

なる"ゲッタ1ウイング以外は、原作もアニメもほ 

ぼ同じ。 

早乙女研究所 

•デザインも設備もほぼ同じ。"バリヤー"も〃ナ 

バロン砲"も装備されている。 

メカザウルスについて 

•〃メカザウルス，という呼称は同じ。原作版とア 

ニメ版共通のメカザウルスは、ギロ、ギラ、ギギ、 

ブル、ゴダの5体。特にギギは、記念すべき原作版 

におけるメカザウルス第1号の栄冠に輝いた。それ 

ぞれデザインは微妙に異なる。名前が同じなのは"ギ 

口"のみ。原作版では、ギギは名前は登場せず。ゴ 

ダは"ジガ/ブルは"バル"、ギラは"ラド"。 

展開について 

•百鬼帝国の登場。これはrゲッタ1ロボjが"メ 

デイアミックス"という顔を持ち併せている関係上、 

仕方がない。 

だいたい大まかに分ければこんな感じか。他にも 

まだ探せば出てくるとは思うが、残りは各自、発売 

中の単行本でご確認されたし。 

0 
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■ゲッターを破壊され、Uョウを失つた早乙女博士!!ハチュウ人類といかに戦ぅのか？ 
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★is由の#アクシ3ン* 
»： ... j§at fvS»t. 7»fv»ia^44t, I -'；l 7^^ 



ゲームソフトで広ぐ銳！ぬ'支持を受けた“スパロボ'’。そ 
のアンソロジー.コミックとして双葉社より出版されたのが 
「スーパーロボット大戦コミックJ (tTF、.“スパロボ.コミッ 

ク”と略させて頂く）である。「第4次S」のコミカライズを 
皮切りにゲームソフトの発売から少しのインターバルを置く形 
で順'次発売され、現在までに計4冊が刊行されている。中でも、 

I原作者である石川賢自ら描き下ろした新作rゲッターロボjの 
I存在は見のがせない！ファンなら血涌き肉踊り、歓喜にむせ 

ぶ展開に魅了されてやまなし、ことだろう（ほか著名漫画家たち 
^の入魂の描き下ろしも素晴らしし奶だが)。ここでは、“スパロ 
ボ•コミック”シリーズで展開された“新ゲッターロボ.ワー 

,ルド’から'「真ゲッター」の始動と活躍を描いた4部作を紹 

介することにしよう。 

スーパーロポット^|| 
コSツクの世界 

IGETTERI 
大久保一光 

のは？そしのmsは何か.!? 

ことながら、ゲットマシンにケッ 
夕フアンの興味るシ—ン 

が9沢lijlだ。 
_に迫る謎の巨それは未知な 

喜の手によつて' したララVK 

鐘は：IIから引#^'翕はついに新 
たな1か纖し、-なスト-リ—麗を 

魅せる.. 

{丈由の^?から_し、^る 
未知の圭採。ち、巨大なメヵ屢 

のごとしたるため、大空に 
翔ひ立つ*ケツタ！.しかし、敵はゲッタ 

Iのいない早して—。敵 

*スパロボ.コミック“も「F完結編」をも 

つてとりあ-疋す終了?)。気になるrwゲ 
ッタ—シリ—ズ」のラストは!? 

セミのの敵した真 

ゲッタ—。だが、その前に巨大-WWSfか出 
現する！その&BIに突入した_ツタ—は 

侵響の语貪たそして、^寸 
るためドラゴンの増—せたベンケ 

98年9月8日 

rケッタ丄史上で害となっていたrw 

ゲッタ—」の^aが描かれた1fベ 

讓したゲッタ—のベwsel作は、 

r®!^マジンガ！シリーズ」基 
^10せる®'ッタ—VSゲッタ—G、夢の対 

決&た。 
ISWの生—り'®!^がゲッタ— 

い-Hit'、ゲッタ—チ—ムに迫る。リヨ 
ゥ、ハヤト、ベンケイの3人は*^に堡目 

されてい-ッタ—で、に奢 

向かつた……! •真ゲッタ—ロポ• 
ファ—スト?.ノタクト&0183 _真ゲッタ—□ボ- 

ファ— スト n ンタクト 

•真ゲッタ—ロポ 
新たなる戦い 

•ゲッタ—□ポVS 

ゲッタ—ロポG 



■アクションストーンNal「原作版ゲッター1」¥6.300 
ゲッタートマホーク、ゲッターウイング付属 
原作フアンが狂軎したという、フルアクション•シリーズの記念すベ 
き第一作。残念ながら現在、品切中 

■アクションストーンNa2「TV版ゲッター1J ¥6.500 

ゲッタートマホーク、ゲッターウイング付属 
こちらはTVアニメ版のゲッター1。ちなみに塗り替えで、 
イベント限定として「プロト•ゲッター1J (第1話に登 
場した）が販売された。ブロト•タイプは絶版だが、ノー 
マル版は現在も取扱中 

スーパーロポッNDフルアクションフ 
ィギユアにこだわりを見せる浪曼堂。マ 
ニアックなラインナップと自ネ±4®施 
合素材.ポリスK-ンを使用したD7ク 
ションスK-ンJシLIースで注目を集め、 
ゲッターロポはその主力作品となってい 
る。これはボディーパーツにポールジョ 
イントをはめこむだけで0 K!という 
蜜苗§が□ロロで、お手軽さとしVbゆ 
る1/144サイズ、オモチヤ感覚、重量 

_ 
連絡先 
〒341-0044 

埼玉県三郷市戸ヶ崎1-165 

浪曼堂 鼈 
丁EL 0489-52-8314 



■アクションストーンNol5「ゲッタードラゴン」¥9.800 
ダブルトマホーク、マッハウイング、ゲッターレーザーキ 
ヤノン、動カチューブ、ドラゴン号機首付属 
合体途中の再現ができるドラゴン号機首、また双葉社『新 
スーパーロボット大戦コミックJに登場したレーザーキヤ 
ノンつきという凝った内容には脱帽。こちらも好評発売中 

■人類の足跡「早乙女ゲッター線研究所」¥8.800 

塗装済みキット、インジェクションパーツ多数、ミニ•ゲ 
ットマシン付属 

■胸像シリーズ 
「早乙女博士」未発売 
胸像シリーズ第三弾とし 
て用意されていたもの。 
あの髮型をダイナミック 
企画と相談して完成させ 
たという至上の逸品！ 
……ながら、惜しくも現 
在のところ発売の予定は 
ない 

■アクションスト—ンNQ7「真•ゲッタ—1」¥9、800 

ウイング、真•ゲッタ—トマホ—ク付属 
とにかくボリユ—ムがスゴイ！原作版ゲッタ—1より二回り以上も 

デカイ=••このデキでフルアクションてのは驚きだ。アクションス 
卜"!ン•シリ—ズでは最新作、現在も取扱中 

■キヤストキット「真•ゲッタ—2」¥7、000 

未塗装、未加エプラキヤスト製品 
こちらは夏のイベントで先行発売されたフルアクション•キヤストキット。 

ドリルが凄くカッチョイイつす。好評ならアクションスト—ン•シリ—ズに 
加えてくれるそうなので、みんなでリクエストしよう！(ところで原作版 

のゲッタ—2、3も欲しいんですが……) 



tsraa 
こちらは『夢工房宝島』の原型師、田中雷氏の 

個人サークル。田中氏の作品は、まずこちらで販 
売し、人気モデルは『夢工房宝島』で増置生産さ 
れるとのことである。 

〒566大阪府摂津市正雀3—19—17 

ステルス田中雷工房 
TEL 06—382—9117 

参 
ゲッター•アイテム(3Uしては、原作コミックを重視したフ 

ィギユアが目白押しの摩工房宝島』。完全固定のキャストモ 
デルでそろえられたラインナップで' 中でも\msmm 
や「一撃」などは原作フアンにはトリハダものの迫力だ！ 

ゲッター 

■アニメ版 Wケッタ11.1¥8、000 

墨：田中雷 
046^:はo_ V A藤-蒙でいちf立体化 

ッタ—1だ！ 



地底魔王ゴール 
アニメ版ゲッターロボの世界 

1〇0〇0〇0〇0〇0〇0〇0〇0°0〇0〇0〇〇〇^^^^ 



中に‘笼池»rが高!島る方も多いはず 

していった。 
第1話の脚本は、アニメ^IDDとしてはこれが2作 

目となる上原正三氏が担肖円谷プロの『ウルトラ』 
シリーズや『柔道一直線』69年)などで^!た 

ちのドラマ"を描いた直後だけに、その_は^1 

の^Mに見事にマッチ。fまでも「ロボットア 
ニメ」の世ことt主人公3人の"青 

春グラフィティ"を描破することに成功した。 
その跡を継ぐ形で参茄したベテラン中のベテラン、 

雪室俊一氏、田村多雲氏らもその世一^^損な、っ 
ことf—^ころか、さらなる^一一^の飛！！^は 

かった一^の_をMしていった。特に田村 
氏の鐘は目覚ましく氏は^:?ッタ1ロボGJ 

にて®!W上のメインライタIの！堪つよ、つにな 
る。やがて、f漫画も1刊少年サンデ1(小 

学館)誌上で囊されることが決まり、#裝直下の 
fではあったものの、$は順風なスタ1卜 

る)ホバー(ジェット)パイルダーが1>0に「ム〇^:」 
する"といぅコンセプトの^©!ともとらえられる 

その£なアイディアは、しかし、いきなり第2段、 
3段以上の飛躍をみることとなつた。「3機による 

ム# . S —^のコンセプトがあまりにも1K 
的-Hioたゆ又に、いまだそれを超えるアイディアを 

?るロボットが生み出され得ぬ*^招いてしま 
つたほどだ。 

さて一14^:の間は決してMなものでは 
なかつたといぅ。永井(隆)氏と団氏の^2容で 

もおわかり頂けることと零系、蠢上の®^スタ 

1卜が74年の1月初頭。わずか3か覆には完パヶ 
(テレビオンエア用完成フィルム)に仕上げなくて 

はならない-いまでもアニメーションの8^:5?^ 

はゆと：^るものではないが、それでもキャラクタ 
—からスタ^ —卜するとなるとかなりタイトなス 

ケジュールであつたことはSに一^ない。とはい 

え、東映；S®的にもかな^-Rが入れられた企画であ 
る#は、なスタッフ•一#®:が組まれることとな 

った。 
プロデュIサIを担当した勝田(§)氏は、同 

じ奔豪&ダイナミックプロ M^Inan『キュ1アィ 
Iハニ1J (73年)でブロデューサーデビュー。自 

他共に認める〃永井豪ファン"でもある氏は、ダイ 
ナミックfgのッボのおさえ方には定評があり、本 

作でもその手腕をいかん^^Tそれは『UFO 

ロボグレンダイザ175年)へと受け継がれて 

いく0 

演出は初期のみ勝間田(具治)氏が担肖小_ 

一氏がその後i又け継ぐ形となった。企画§で勝 
間田氏が提示したfg世界を、小Sが見事にS 

1974年4月4日——^■邦ロボットアニメは新 

たなステップを迎えた。キーワードは「ム揉•1」 
である。 

72年、フジテレビ系にてオンエアがスタ1卜した 
『マジンガ1Z』が、隆盛を極めていた"実写変身 

ヒーローもの"に替わる形で層に、_。その人 
気がピークに達していた74^^——「人が_して動 

かす巨大ロボット」とい、っマジンガ1Zのコンセプ 
卜をさらに一歩……どころか二歩も三歩も押し進め 

た1機の一3機のスーパーロボットが我々の 

前に現れた。その名は「ゲッタ1ロボ」。 
〃3機の戦闘マシーンが「合体.変形」して空•陸 

.與3タイプのスーパーロボットが誕生する"と 

いぅ_的なアイディアを引っさげて^i：のごとく 
登場したその勇姿を目の当たりにした瞬間、ブラウ 

ン管の前の我々の体をはかり知れぬ"_が貫い 
た一^れが"ゲッタ1"だった。 

『マジンガ1ZJにて打ち出された〃(操縦塔であ 





化案"が提不された。新キャラクターである大要 
次及び大魔人ユラーの登場である。{一 m^npnで蠢 

践されたそれは、しかし、iのステップupにつ 
ながったとは言い難い。 

スポンサーであるポピー(現•パンダイ)から発 
売された「超合金」をはじめとする関連アイテムの 

売H好調。マーチャンダイズ的に-^功をお 
さめ、視聴f ®16%f好成績をキープ。_ 

的^:績挙げたgは、資丰王義の論理にの 
つと^fば当然のごとく——^1年と1か月のオン 

エアをまつとうした後、聾的な最終回を経て次な 

る局面へと突入することとなつたのである。 

を切ることができた。 

薄とアニメーションのいちばんの超晋{±、主 
役メカである「ゲッターロボ」の誕生置Mであろぅ。 

fでは〃鋒にハ虫人類とtつために創られた戦 
闘マシーン"であつたのに対し、テレビアニメでは 

"本来はRM由開発用」に釋されたものの、偶然 
そこに»L装电帝国が攻めてきたためにやむ^^闘用 

に改造"一AJい、つiにアレンジされ、その戦い 

が〃な"ものであることを印象づけた。テレ 
ビというメディアを鑑みた雙口、当然のアレンジで 

はあるが、そのことが逆にアニメfgに"§の力 
ラー"を与えることとなつた。それはわち、作 

品全体に谭つ〃反^nDPとしてのムード"である0 

スタッフ_の意識にもそれは統一がはかられてい 
たよ、っで、ある^『マジンガlzj以上に^# 

もの"としての§口いが濃くなっている。 

その結^—^いを通じて育まれた〃心の！^が、 
戦いによって踏みにじられるまでを描いた第9話 

1のキャプテンラドラ」や、早乙女博士の妻- 
和子が自身の®語る第20話「大空襲！突然 

の巩稀」など、印象的なエピソードをSするに至 
った。特に、第20話は勝田氏が知るfし 

て、その馨さをenDPを通じて$たちに伝える義 
務がある」とのポリシーから「終戦記念日」にム君 

せてされたとい、ifもっており、当時のア 
ニメ釋スタッフたちの志の高さが、っかがえる逢 

となつている。 
なお、勝田氏は後の『童ロボダンガードA』 

77年)でも屢の試みを実鹎やはり富田耕生氏 
演じる大江戸博士に—iを語らせていた。 

ストーリー的には、初期1クールを費やしてリョ 
ウ、ハヤト、ムサシ3人のキャラクタ1を描きこん 

だ後、次のステップとして八憂は主役3人とゲスト 
キャラクタ1の〃からみ"が生むドラマ^!及。前 

述のキャプテンラドラをはじめ、女立®士ユンケ、 
メカザウルスウル、キャプテンサンキ、ゲッタ1Q 

(クイーン)、_电一族、奎电一族etc•といつた 

印象的なキャラクタ1を次々にMしていつた。な 
かで.，は、アメリカからやつて来たロボット• 

テキサスマックであろ、っ。たつた1回の登場ながら 
根強い人気を誇る本キヤラクタ1は、ファミコンゲ 

1ム「スーパーロボット大戦」にも堂々の参戦を果 
たすこととなつた。 

そして2クール目に突入したSで、iの〃強 



自称天才翔^ •大枯文次の研究自宅。 
文次の^aはすべて、この研究所内で製作 
されている。文次が尊敬する国定忠治からご 
先祖様が譲り受けたという' 由緒正しき土地 
に建てられているのだが、早乙女研究所の真 
向かいあたりに位置しているため、ゲットマ 
シンの出動や訓練、またメカザウルスの早乙 
女研究所^といった除《こ、とばっちりをく 
つて倒壊するなど日常茶飯事となっている。 

:に位置しているの ゲッター.ナバロン砲〇 m 
がコマンドマシンの^toだ。ときと の要として第34舌より登場。 
して、ゲットマシンも着陸に獅する の攻擊には意外にもろい 

ゲッター線途中で' 健性 
能の向上した改良型に接^された。バ 
リヤー発生装置も設置されている 

れが早乙女研究所のすべてだ!! 

上段はゲットマシン^B。実 
際のiではあまり見られない 

アングルだ。はi場。 
戦ぃで穩したゲッタ—^ 

するためのもので、<0^たま 
まで-*^^できる巨大な1 

cniii——- 
建設したものである。博士は長年の^mのひと 

つとして、ゲッタ—線を利用した惑iCi発用ロボッ 
卜•ゲッタ—ロボをしかし、ゲッタ—線蓉古 

fする恐nmsaの^受け' 1所はやむf 
巩竖bmiとの激しい戦いに身をさらすこととなる。 

それまで〇®施設であった早乙女1所には、当初 
これといつた武装は施されておらず、実戦を重ねな 

がらバリヤ—やナバロン砲などを増設していつた。 



マシーンランド内部図。室と取り 
設定だ0ゴーノKD玉座など細かいもののS3も、お 
わかり頂けるだろうか？また、外壁から伸びてい 
る無数の触手のようなものが、メカザウノレス^Iffl 
ノズルである。地上の活火山や死火山、海底火山に 
マシーンランドを接地させ、このノズルを噴^口に 
つなげるようにしてメカザウルスや戦闘機などを射 
出。地上に送りこむシステムとなっている 

m\^.oベルトコンベアーで、流れてき 第1凝で登場した卵室。メカザウルス 第2凝より登場した大廉人ユラー。そ 
た恐竜の卵は、繼な光線を浴びて一 の素体となる恐竜の卵を管理している の部屋は帝国の奥深くに位置しており、 
瞬で游^成長させることができる 部屋で、聯馆と雖している エレベーターなどを乗り雄いでいく 

これが恐竜帝国のすべてだ!! 

ンド。彼らが_の地•マグマ層での生活及び地上 
の#Wを目的として建Sした5キロメ—トルに 

及ぶ巨大基地である。マグマにもびくともしない外 
壁を有し' マグマISswni由にることができる。 

このおかげで、幾度とfゲッタ—チ—ムの_の 
目を糸ざむき、は-一^地を悟られることな 

s/mKSにわたる戦いをiできたのである。また第 
48話では' もぅひとつ新しいマシ—ンランドが登場 

しているが、まつたく同I規格のものであつた。 



リヨウの使っているへ;レメットは達人のものと 

$1? 

I L 
辛61 

スーツも達人たちブロトゲッター操^と同タイプ 

_ 
いくどち破頃されたが、その勇姿《『GJでち健在だつた 

g主要キャラクタ-名鑑 
■竜馬 

ィ—グルnjrpfひゲッタ—1の 

_はリョゥo18!r 
讀齒に通3-覆生である。 

サッカー部のキャプテ 
ンである彼は、ゲッタ—チ—ム 

でもリ—ダ11めるようにな 
る。責任感が強く、-本気で真 

面目なため、悩みを抱え 
てしまうこと拿かつた。実家 

は九州にあり、^aの®で 
ある父.i#が流一刀-'*_ 

を開いている。母8^在のよ 
が、第19話で病に伏せって 

いた後の動きは明らかにされて 
いない。また、彼にはジュンと 

いう妹がいたが、$ I年の時、 
彼の目の前で故に遭って 

gvなつてしまつた。そんS 

しい®W善負つている。 

神隼人 
ジャガびゲッタ—2の 

_はハヤト018AT 

簡靈に通っ。ク—ルでキザ、 
田i深いためか、人一iの鋭 

いところもぁる。運動鐘皇 
群で' なんでもこ字タィプだ 

が、それゆえにMwgK。何に 
対してめたiをとり' 他 

人奢信用しない性分のためリョ 
ウたちと衝突、ピンチを招いて 

しまラことちあつた。それとい 
うのも母の死に際に' 父.大造 

が仕事に没頭して帰つてこなか 
つたところにかあるようで、 

彼は父を恨んでさえいる。そん 
なハヤトが唯一、る 

ことができる？に明日香とい 
う姉がいる。時として^^に見 

せる優しさこそが' 彼の素顔で 
はないだろうか。 



ミチノ は同デサインで黄色t、タイプもあった 

最終回においてはムサシが操除し、ダイに特攻した 

ミチノ晴腿象私SBとは別の^し'^ァバンドを着用 

早乙女ミチル 
早乙士の娘。リョゥたち 

と同じ_$に通っ。兄•達 
人がコ|チするサッカ—部によ 

くf出していた本 
ciのモナリザと呼ばれ' リヨ 

ウたちにとつてはマドンナ的な 
養真にプラィドが高く、 

美人の登場にヤキモチ1 くこ 
ともあつた。実際、かなりの才 

テンパで、博士たちをヒヤヒヤ 
させることもしよつちゆ >0^が' 

§らしい！®-：>さ-^口わせ持ち' 
母親のよぅ塞菌気—つてい 

るのが3での人気のKWだろ 
ぅ。父のゲッタ—^を兄と 

ともに助けてきた：^は^ 
国出i、偵察.探fどの情 

S力に長けたコマンドマシン 
でゲッタ—ロボを好サボートし 

た0 

巴武蔵 
ベア—alrf^Tひゲッター 3の操 

響。霖はムサシ。18鳟浅 
閨主将の腕前。男気 

があり' _たちの_見もよ 
い。おおらかで明るい§。し 

かし、美人にはめっぽく、 
特にミチルにはベタ惚れで、彼 

女のためなら死んでもいいと言 
ったほど。ゲッタ—の！術 

はリョウたちに比べると幾分低 
く、そこを敵に突かれピンチに 

陥つたり':たちと衝突する 
こともあった。当初はに 

さ-^^れなかったが、努力のか 
いあって第26話でバィクを運転 

した。リョウとは同じクラス、 
同じ寮の同じ_で生活する親 

友同士。第33話では、ムサシが 
リョウに教えている。故 

郷に夕笔いぅ母がいる。 



戦いにはシビアに接し、窮地に追いこまれる 

ほど冷静に状況を判断。的確な指示でゲッタ 

一のピンチを幾度となく救った 

いつもゲタばき、不晴ヒゲという冴えない格好で 

あるが、日本屈指の科学者でその能力は世界的に 

認められている。ゲッタ-•チームの頼れる指導者。 

悩むと頭を抱えるクセがある。名前は未だに不明。 

母として妻として、戦Uこ身を投じる博士やミ 
チルを常している。また、親元を離れて 
暮らすリョウたちの母親代わりでもある 

早乙女家の次男。づ学生。わんぱくを絵 

に描いたような少年。敵に捕らえられてし 

まうこともあったが、逆に彼の目撃II言か 
ら敵の侵略作戦を察知することも多く、ゲ 

ッターチームに少なからず貢献していた。 

ハヤトの姉。恐竜帝国に利用され、百鬼帝国に 

フィアンセを殺害され、父の研究所を8^され、 

自らもその攻撃に傷つしゾここともある^^のH女。 

一時、/\°リに留学してた。 

園サッカー部のコーチをし 

ていた。父の研究に助力し 

たが、プロト•ゲッターの 

飾訓練中に国に襲 

われて死亡してしまう。 

早乙女和子 

早乙女元気 早乙女博士 



ムサシを底から慕う柔 
道部の後輩。体力はまるでな 
いが、頭脳は明晰。ムサシの 
知恵袋、また相談役として彼 
を助ける。「しえんぱあ〜ぃ」 
という言い回しが印象的。 

文次が造りあげた万能 
ロボットで、彼に忠実に 
仕える。第231 舌でバラバ 
ラになった後、手首をマ 
イナーチェンジして復活。 

リョウの父で、流一刀流 
免許皆伝の腕前。自ら道場 
を持ち、リョウにも幼少か 
ら剣の道を厳しく教えてい 
た。かなりの頑固者である。 

大 
枯 
文 
次 

自称、天才翻家にして「世界発明研究所」の所長。 
地底タンクやトリロボット、ネバネバ弾など、見かけ 
によらず高性能な_品を製作。ミチルにゾッコン惚 
れこんでおり、彼女を「ミチル姫」と呼ぶ。 



^2 メ—トル、：^W 

120キロといぅ巨体。 
バット聾' ガレリィ長 

官'そして鑫のハ虫人 
|0^*いる1||?^11の王 

だ。iは酷にして残 
忍、1に失敗したキャ 

プテンをマグマの中に放 
りだしてするほどで 

ある。そんな彼にも、第22 
話に登場したゴ丄フとい 

ぅSがいた。人の心を 
持つゴ—ラは父のやり方 

に悩みつつ散っていく。恐 
の挂にのっとり彼 

なりに娘を15^かってい 
た占|ルにとってiの 

死は、深い^Pみとそれ 
まで以上の人類へのWI心 

をもたらしたに違いない。 



登場から最終回近くまでずっとマシーンランドの！^ くにある自室に閉じこもっ 
ていた。部屋は幾重もの扉に閉ざされ、高層エレベーターとエアカーを使って行 
かなければならない。なお、残念ながらユラーの設定画は現存していない。お持 
ちの方はご-^を！ 

大魔人ユラ— 
第27話より登場した！afWの真の支！そ 

の実在を知るものは少^/ iでは〃：^とし 
て31められていた。イラだちからあげた#^11で 

マシ—ンランドをせた。神とい>0^1けあつ 

て、iに火島や巨大シャコ貝を出現させる 
齧の力ゃ、ぁらゅる察知する予知能力も 

持つている。その力で早乙^！のゲッタ—§ 

究を阻み' ゲッタ—ロボS地に陥れた。 

恐竜兵士 
銎SWの-般兵士。—り 

や偵察' 贤J、またメカサウ 

ルスのこ^W3のまでお 



>「無敵!ゲッタ-ロボ菊1J 
一億四千年の昔、絶滅したと思われた恐竜たちは地底に 

逃げ延び、帝国を築きあげていた。その名を恐竜帝国。そ 
の帝王であるゴールは再び地上の覇権を取りもどすべく侵 
略を開始。時を同じく、早乙女博士はゲッター線を研究、 
利用したチェンジロボット•ゲッターロボを完成させた。 
しかし、これに気づいたゴールは、自分たちの弱点である 
ゲッター線の開発を中止させるため、先兵としてメカサウ 
ルス•サキを送りこむ。合体訓練中、思わぬ敵に遭遇した 
ゲッターロボはあえなく破壊されてしまう。博士はバイロ 
ットであった長男•達人をも失ってしまった。博士の娘• 

ミチルの友人であるリョウは、この現場に居合わせ、もう 
ひとつの武装されたゲッターロボがあることを知る。リョ 
ウと、その呼びかけに応えたハヤト、ムサシの三人はゲッ 
トマシンで出擊！ メカザウルス•サキに敢然と立ちむか 
った。ゲッター1に合体し、からくもサキを葬りさったリ 
ョウたちであったが……。 

> r瞒帝国レィンボ-mi 
メカザウルス•バジの完成を待ち、ゴールは「レインボ 

一作戦」を実行。ゴールの放った七色のバルーンからは塗 
料が散布されるが、さして被害はもたらされなかった。そ 
の頃、リョウは合体訓練中の急降下で意識を失ってしまっ 
た。原因は高所恐怖症。軽度のものであったため、本人も 
自覚していなかったのだ。研究所を飛び出した.リョウは恐 
怖症を克服するため、急流でバンジージャンプの特訓をか 
さねる。一方、街ではバルーンの撤いた塗料を目印に、バ 
ジが建物を食らいはじめた。リョウはハヤトたちと合流し 
て現場に急行。ゲッター1で応戦するが、攻擊のたびに分 
裂をくり返していくバジに手がつけられなくなる。しかし、 
早乙女博士の冷静な判断から、バジの弱点である目を攻擊 
すると、バジは元どおりの一体に合体した。バジと空中戦 
にもつれこんだゲッター1。高所恐怖症を克服したリョウ 
は、急降下を利用してバジを地面に叩きつけ、ゲッタービ 
ームでトドメをさした。 

本章にて掲載する図版は基本的にはそのエピソードに登場するゲ 
ストキャラクターorゲストメカである。それに該当するものがな 
い齡は一に添った形での稀:HBHiの高い**②そ 
の前後のエピソードに登場するキャラクターor メカーの順で掲 
載した0いささか苦しいものもあるが、どうかご了承頂きたい。 

「決戦！三大メカザウルス」 
メカザウルス•サキを倒したゲッターロボ。しかし、そ 

の前に新たなメカザウルス、サイ、ズー、バドが姿を現す。 
3対1の戦いに苦戦を強いられるゲッター。さらに爬虫類 
恐怖症であったムサシが、メカザウルスとの戦いに我慢し 
きれずに合体を解除してしまった。事態は悪化。ゲッター 
の損傷ばかりか早乙女研究所も被害を受け、コマンドマシ 
ンで応援に駆けつけたミチルまでも負傷させてしまった。 
そのことに資任を感じながらも恐怖症を克服できずに悩む 
ムサシ。ハヤトは、そんなムサシに荒療治を仕掛けた。力 
エルやへビ、トカゲなど、多数の爬虫類がひしめく倉庫に 
ムサシを閉じこめたのだ。そんな時、三大メカザウルスが 
再び侵攻を開始！一大決心したムサシはリョウ、ハヤト 
とともにゲッターで出擊する。そして、ゲッター2がザイ 
を、ゲッター1がバドを、ゲッター3がズーを擊破する！ 
ハヤトの手荒い治療に助けられ、ムサシは恐怖症を克服し 
たのだった。 



»「闇をつらぬけゲッターチームJ 
自転車に乗る練習をするムサシ。だが、なかなか上達し 

ないムサシに、コーチをしていた元気はいう、「よくゲッ 
ターチームをクビにならないね」。元気の言葉を気にした 
ムサシは、ベアー号に乗る達人の幽霊を目擊し、さらに動 
揺してしまう。そんな時、メカザウルス•ギガが現れた。 
すぐさま出擊するゲッターチーム。しかし、ムサシが合体 
の時にもたつくことを見抜いたゴールの作戦で、思うよう 
に戦うことができない。退却したリョウたちに、博士が喝 
を飛ばす。バラバラのチームワークに悩んでいたリョウは、 
ふとしたことからシミュレーターで自主訓練するミチルを 
見つける。ミチルは、いつでもリョウたちの代わりができ 
るようにと考えていたのだ。ムサシが見た達人の正体もミ 
チルだった。そこにギガが再び出現。迷いを振り切ったム 
サシは見事に合体。狭いトンネル内に潜むギガにゲッター 
3が立ち向かう！トドメのゲッターミサイルが放たれ、 
ギガは吹きとんだ。 

「悪を許すな突撃ラッパJ  
ミチルの気を引くため、バイクに乗ることを夢みるムサ 

シ。そこで彼を慕う後輩•ジョーホーは、補助輪付きのバ 
イクをムサシにプレゼントする。後輩の思いやりに感動し 
つつ、夢にまで見たバイクに乗るムサシ。しかし、それも 
つかの間、バイクはすぐに壊れてしまった。さらに、ミチ 
ルがハヤトのハーモニカに聴きほれるのを見たムサシは、 
楽器に挑戦すべくジョーホーに相談。進軍ラッパを借り受 
けるが、これも上手くいかず、ミチルに豆腐屋と間違われ 
る始末だった。ムサシがガッカリしていた頃、メカザウル 
ス•ベラが出現した。ベラの磁気嵐にはゲットマシンでさ 
え通信不能に陥ってしまう。通信できなければ合体のタイ 
ミングも計れない！リョウの提案で、ゲットマシンに合 
体サインを示すランプを取りつける。だが、敵にも合体の 
タイミングを知られてしまい、合体不可能かと思われたそ 
の時、ムサシがラッパを取りだした。ラッパの合図で見事 
に合体、ベラを倒すのだった。 

>「燃ゅる姻の南十雜J 
平和な南の島•ウーロン島の住民が、一夜にして全滅す 

るという怪事件が起こった。早乙女博士は恐竜帝国の仕業 
だと推測する。現地調査に向かったミチルは、ウーロン島 
に潜んでいたメカザウルス•ゴルに襲われてしまう。緊急 
召集にもかかわらず姿を見せないハヤトをおいて、リョウ 
とムサシはミチルの救助に出擊する。ウーロン岛でゴルと 
対時したゲッター1!しかし、ハヤトのいないゲッター 
はパワーが半滅。痛恨の一撃をくらい、撤退を余儀なくさ 
れてしまう。傷ついたゲッターの修理中、ようやく姿を現 
したハヤトは資任を感じ、黙ってミチル救出に飛び立つ。 
ゴルの不意打ちにあったジャガー号は墜落、ハヤトも足を 
負傷してしまった。一方、ハヤトが母親の墓参りで集合に 
遅れたことを知ったリョウとムサシが、ハヤト救援に駆け 
つける。危機一髪のところを救われたハヤトはゲッター2 
でゴルに逆襲！ゴルに捕らわれていたミチルを救出し、 
ゴルを倒した。 

■D「恐竜！東京ジャック作戦」 
関東各地で地震や地割れが多発し、甚大な被害をもたら 

していた。早乙女博士は、これを恐竜帝国のしわざと判断。 
コマンドマシンで調査に向かったミチルは、メカザウルス 
•リボの攻撃を受けて負傷してしまう。敵の動きから、狙 
いが東京を孤立させることにあると察知した博士は、ゲッ 
ターチームを出動させる。リョウたちは間もなくリボに遭 
遇、地に潜って逃げるリボをゲッター2で追う。その頃ゴ 
ールは、多数の恐竜兵士を乗せた恐竜艇を東京に向けて発 
進させる。恐竜兵士で東京を制圧しようというのだ。ゴー 
ルの真の狙いに気づかず、リボと戦うゲッター。だが、そ 
こに元気から通信が入った。ミチルの代わりにコマンドマ 
シンで飛びだし、偶然にも海中を進む恐竜艇を発見したの 
だ。小さな援軍からの通報により、敵の真意を悟ったリョ 
ウたちはゲッター3にチェンジ！大雪山おろしで投げと 
ばされたリボは恐竜艇に命中！ともに大爆発を起こした。 



 I■危機一髪ゲッター2 J 
浅間学围サッカー部と白樺高校の試合は、タイムアップ 

ぎりぎりで放ったリョウのシュートが決まり、浅間学園が 
逆転勝利を収めた。最後のシュートをミスしたため、結果 
に納得のいかない白樺校キャプテンの滝。滝は、リョウに 
1対1の勝負を挑むが、「サッカーは11人でするものだ」 
と、リョウに勝負を断られてしまう。腹をたてた滝はミチ 
ルを誘拐、人質にしてリョウに挑戦状を送りつける。偶然 
から滝の挑戦状を手にしたハヤトは、県大会を控えるリョ 
ウを気遣い、代わりに滝と対決する。滝を必殺シュートで 
倒したハヤトに、今度は拳法使いの滝の兄が襲いかかる！ 
ミチルを救出し、苦しい勝負に勝利をおさめたハヤトを 

待っていたのは、メカザウルスとのさらなる激戦だった！ 
キャブテン•ブランが操るメカザウルス•ギロの驚異的 

スピードと猛攻に吉戦を強いられるゲッター2。しかし、 
ハヤトが淹の兄との戦いで見いだした戦法で、この危機を 
乗り越えるのだった。 

全エピソード•ガイ 



D「一本勝負！大雪山おろしJ 
北校柔道部主将•岩倉大次郎が浅間学困へ道場やぶりに 

来た。ムサシは岩倉の挑戦を受けて組み合うが、緊急出動 
がかかったために勝負は県大会へと持ちこすこととなる。 
海底爆発の調査に向かったムサシたちはメカザウルスと遭 
遇。ゲッター3で撤退させるが、その後も各地で海底爆発 
や船舶襲擊事件が続出する。度重なるスクランブルに悩ま 
されるムサシは、優勝と岩倉の打倒を賭けた県大会の練習 
に集中したいと申し出る。仲間たちや博士のはからいから、 
ムサシは猛練習にはげみ、県大会に臨んだ。順調に勝ち進 
んだムサシは岩倉との決勝に意気込むが、肝心のリョウた 
ちの姿が観客席に見あたらない。まさか出動したのでは？ 
ムサシの予感は的中。メカザウルス•メサとの海中戦に 
リョウたちは大苦戦していたのだ。ムサシはリョウたちの 
もとに急行、大雪山おろしが唸りをあげてメサに逆転勝利 
した。決勝試合を放棄してまで駆けつけたムサシに、元気 
と仲間たちが表彰状を贈る。 

；Q「悠子に捧げるバラ-ド」 
元気の友達、悠子は心臓が弱く、友達と遊ぶ機会も少な 
かった。沈みがちな彼女を元気は慰める。そんな二人に恐 
竜帝国の魔の手が迫る。元気と悠子を人質に取ったゴール 
は、早乙女研究所にゲットマシン発進を要求。手出しので 
きないリョウたちをメカザウルス•シバに攻擊させた。，リ 
ョウとハヤトはスモークを使ってゴールの目をごまかすが、 
ムサシは擊墜されて左腕を骨折してしまった。リョウたち 
のカモフラージュに気づいたゴールは、心臓発作を起こし 
て危篤状態に陥った悠子をたてに、さらにリョウ、ハヤト、 
ムサシの身柄を要求してきた。ゴールの要求に応じたリョ 
ウたちは悠子と元気を救出するが、代わりにリョウとハヤ 
卜が視力を一時的に失ってしまう。そこにタイミングを見 
はからい、シバが出現。ボロボロの体で出擊するゲッター 
チーム。だが、視神経麻痺を逃れたムサシが、リョウとハ 
ヤトを誘導してゲッター3に合体！不利な戦況から見事 
に勝利を収めるのだった。 

「吠える！不死身のウル」 
ある夜、東京に不気味な飛行船が出現した。飛行船の降 

ろした巨大なコンテナから現れたメカが合体。メカザウル 
ス•ウルとなり、次々と発電所を襲った。ウルを擊退すべ 
く発進したゲッターロボ。しかし、新合金で身をかため、 
強靱な牙を武器とするウルを前に撤退を余儀なくされてし 
まう。早乙女博士の考案により、ボール爆弾でウルを体内 
から嫌破することになった。実行者に選ばれたリョウはハ 
ヤトのキックカを買い、独断でハヤトに爆弾を蹴らせるが、 
爆弾がスライスしたために作戦は失敗。ハヤトも大けがを 
負ってしまう。三度、出撃したゲッターはオート•ジャッ 
キでウルの口をこじ開けようとするが、ジャッキが作動せ 
ずピンチに陥いる。リョウは決死の覚悟でウルに飛びつき、 
ジャッキを手動で動かした。最後のチャンスに、ハヤトは 
渾身の力をこめてシュートを放つ！ボール爆弾は見事、 
ウルの口に命中！ウルは体内から大爆発を起こし、吹き 
飛んでいった。 

lQ「紅の空に命を賭けろ!!」 
恐竜帝国ではバット将軍、ガレリィ長官を迎え、ゲッタ 
ーロボ打倒作戦が練られていた。一方、リョウたちも恐竜 
帝国との戦いに備え、トレーニングに励む。と、そこにメ 
カザウルス出現の警報が鳴り響く！緊急発進するゲッタ 
ーチーム。スピード戦を得意とするメカザウルス•ギイが 
ゲットマシン合体の瞬間を狙う。しかも、ムサシがトレー 
ニング中に腕を負傷していたため、思うように合体するこ 
とができない。紙一重で難を逃れたリョウたちは、各々の 
スタイルでギイ攻略法を考える。「それぞれの特徴を活か 
せば必ず勝てる！」同じ思いを胸に秘め、3人は再び姿を 
現したギイに立ち向かった。ギイのスピードとマグマ攻擊 
に吉しむゲッターロボ。しかし、ギイの旋回能力の低さを 
ついて、ゲッター2が背面ジャンプでギイにとびつく。続 
いてゲッター3がブロペラを破壊！減速したギイに、す 
かさずゲッター1がビームを放ち、ギイを空の塵と変えた。 



®「狙ゎれた賴十図」 
突如、横浜港にメカザウルス•ジガが出現した。パニッ 
クに陥る横浜に向かったミチルは、逃げ遅れた少女•ルミ 
子を助けようとコマンドマシンで奮戦する。追って駆けつ 
けたゲッターの活躍によりジガは逃げだし、ミチルとルミ 
子も無事、救出された。ケガが治るまで研究所に滞在する 
こととなった美しき少女、ルミ子に引かれていくムサシた 
ち。翌日、リョウたちは早乙女博士に召集される。博士は 
研究室に侵入者が入ったというのだ。誰にも気づかれずに 
忍びこんだプロのスパイ！？警戒にあたったリョウとハヤ 
卜は、研究室に忍びこむルミ子を目擊する。ルミ子は恐竜 
帝国のキャブテン•ルーガだったのだ。ゲッターロボの設 
計図をカメラに収めたルーガは、リョウたちをはね除けて 
脱出、ジガに乗りこんだ。一方、事情を聞いたムサシはシ 
ョックを受けながらもリョウ、ハヤトとともにゲットマシ 
ンで追撃！美しくも残酷なスパイ、ルーガをジガもろと 
も粉碎する。 

「恐竜帝国の謎を追ぇ」 
早乙女博士は念願であったG (ゲッター）計画を実行、 

G-1ロケット打ち上げに成功する。これを察知したゴー 
ルはG計画を阻止しようとメカザウルス•ゲルを差し向け 
るが、研究所は新開発のゲッター線バリヤーで防御されて 
いた。作戦に失敗した搭乗者、キャプテン•クックを処刑、 
業を煮やしたゴールはマシンランド最下層に追いやってい 
た忍者集団•地竜一族のシックを呼び寄せる。シックはハ 
ヤトの姉•明日香を催眠術で操り、まんまとG計画の設計 
図を入手。ゲルで計画の中枢となる宇宙ステーション破壊 
に成功する。姉を利用する汚いやり口に怒りを燃やすハヤ 
卜。その前に再びゲルは姿を現した。駆けつけたリョウた 
ち、そしてジャガー号に飛び乗ったハヤトはゲッター1に 
合体！ゲルと熾烈な空中戦を展開する。岩場を利用した 
リョウの戦法に傷ついたシックは、恐竜帝国に引きこんで 
決着をつけようとする。だが、シックはゴールに裏切られ、 
マグマの中に消えていった。 

Drリョウ最後の出撃！」 
早乙女研究所で新たに開発された「人工衛星•ゲッター 

線キャッチャー」。従来の数十倍ものゲッター線収集能力 
を誇る衛星打ち上げ準備に追われ、慌ただしい研究所。そ 
んなある日、リョウの父親がリョウを連れ戻すために九州 
からやって来た。博士の説得も聞き入れられず、リョウは 
九州へ帰ることになった。ゲッター線キャッチャーを搭載 
したロケットを狙って現れるであろうメカザウルスの襲擊 
に備え、警戒も厳重にカウントダウンが始まる。ついに打 
ち上げられたロケット。しかし、順調に高度を上げていた 
ロケットは突然、大嫌発を起こしてしまう。金に目のくら 
んだ開発主任が、恐竜帝国のスパイをしていたのだ。ニュ 
ースで事故を知り、研究所へ戻ったリョウは主任の正体を 
見破る。リョウの帰還を軎ぶハヤトたち。勢いに乗って出 
擊したゲッターはメカザウルス•ドドを擊破！父の理解 
を得たリョウは夕日を見つめ、近い日の帰郷を誓うのだっ 

国 Iのすご刚 
バット将軍の甥、キャプテン•サンキが武者修行の旅か 

ら帰ってきた。腕比べで、いとも簡単に三人のキャブテン 
を倒したサンキは、その実力を認められてメカザウルス• 

ゼン1号のバイロットに選ばれる。しかし、ゼン1号の性 
能に満足しないサンキは、独自の構想に基づき、ゼン2号 
の開発に取りかかる。そして、ザンキは亡き達人の親友• 

右京哲に化けて早乙女研究所に潜入。イーグル号にミクロ 
時限爆弾を取りつけ、バリア発生装置と研究所破壊にも成 
功した。この働きにより昇格したザンキであったが、それ 
だけではあきたらず、サンキは将軍の地位を狙って実の叔 
父であるバット将軍暗殺をはかる。将軍暗殺に失敗したザ 
ンキを謀反の罪で処刑したゴールは、ゼン2号に出擊命令 
を下す。リョウは、ハヤトとムサシの身を案じて単身で出 
擊し、ゼンと戦いながら爆弾の除去に成功。ハヤトとムサ 
シもゲッターに搭乗して反撃を開始！強敵ゼン2号を卜 
マホークで真っ二つにした。 



3>「アメリカから来たロボット」 
アメリカのキング博士が開発したロボット•テキサスマ 
ックが早乙女研究所に来訪した。操縦者はジャックとメリ 
一、キング博士の実子である。挑発的な態度をとるジャッ 
クとゲッターチームは衝突、腕を競い合う。その最中、メ 
カザウルス•ゴルが出現した。リョウたちがゲッター1で 
挑むが、ゴルの溶解液でウイングを溶かされてしまう。テ 
キサスマックに窮地を救われたゲッターチームは、恐竜帝 
国が浅間山頂に建造する大要塞を嫌滅するため、ゲッター 
2で再び出撃！しかし、またもゴルの溶解液の餌食にさ 
れてしまう。ゲッター1、2が戦翮不能の今がチャンスと 
ばかり、ゴルが研究所を襲撃。迎え擊ったテキサスマック 
までも湖に沈められてしまった。ミチルの発案により、飛 
行用ロケットを装備したゲッター3が発進！ゴルを得意 
の水中戦に引きこみ、ゲッターミサイルで粉碎する。和解 
したゲッターチームとジャック。日米の雄は、手に手を取 
り合うのだった……。 

夏休みを利用して元気、ミチル、そして博士に頼まれて 
同行するリョウとともに里帰りした和子。和子は、小学生 
の時に起こった戦争の空襲で両親を失っていたのだ。和子 
は両親の墓参りをしながら願う,、「二度とあんな悲劇が起 
こらないように……」と。それは誰もが思う、心からの願 
いであった。しかし、そんな願いも虚しく、再び街は炎に 
包まれた。メカザウルス•ヨグと小型爆擊携による恐竜帝 
国の大空襲部隊！ゴールは、この地を前線基地にしよう 
と密かに企てていたのだ。楽しいはずの家族旅行は一転し 
て惨劇の再現に。難を逃れたリョウたちは研究所に連絡、 
岬の洞窟へ街の人々とともに避難した。逃げ遅れた少女を 
助けるべく飛びだしたリョウを、機銃掃射が襲う！危機 
一髪で駆けつけたハヤトとムサシに救われたリョウは、イ 
ーグル号に乗りこみ、ゲッター1に合体。爆撃機をなぎ払 
い、ヨグを空の藻屑とした。平和の戻った育空にゲットマ 
シンが映える。 

逆）「綱山の大発明狂」 
早乙女研究所付近に妙な小屋を構える自称、大発明家• 

大枯文次。奇抜なアイディアマン文次の才能が、ムサシの 
ために活かせると見こんだジョーホーは文次に弟子入り。 
研究所から被害をこうむったという、文次の殴りこみにつ 
き合わされる。が、文次の無茶吉茶な要求がのまれるはず 
もなく、文次らは早乙女研究所で一暴れした後に退散する。 
そこにガレリィの自信作、怪鳥型と地底獣型、二体のメカ 
ザウルス•ギラが現れた。立ち向かったゲッターは、二体 
の突風と炎が作り出す「火炎渦巻き」に吉戦！さらに合 
体して襲いくるギラに追いつめられていく。一方、研究所 
も勘違いした文次の空襲を受け、壊滅の危機を迎えていた。 
そこにゲッターを追ってきたギラが文次の気球に衝突、文 
次はゲッターに危ういところを救われる。その時、文次自 
慢の万能ロボット•浅太郎はギラにしがみつき、その翼を 
かじり始めた！片翼を失ったギラは、逆襲するゲッター 
の猛攻に敗れ去った。 

「悲劇のゲッタ-QJ 
5年前に蒸発した早乙女ミユキが帰ってきた。博士が、 

雪の降る夜に現れた幼い少女を引き取り、我が子同様に育 
てたのがミユキだった。ミユキの帰宅に華やぐ早乙女研究 
所。しかし数日後、ミユキは再び失踪してしまう。その身 
を案じる博士やリョウたち。と、そこにメカザウルス•ギ 
ンが現れた。ギンはその強大なパワーでゲッターを追いつ 
めるが、なぜか退却してしまう。その翌日、今度はゲッタ 
一Qが出現した。パイロットはゴールの娘•恐竜女王ゴー 
ラ。5年前にゲッターQ設計図を盗み出し、今またミユキ 
を殺したというゴーラにリョウたちの怒りが爆発！ゲッ 
ター〗で猛攻を浴びせるが、救援に現れたギンによって窮 
地に追いこまれてしまう。このピンチを救ったのは意外に 
もゴーラであった。ゴーラこそがミユキ本人だったのだ。 
傷ついた彼女は二人の父に別れを告げ、ギンとともに爆死 
した。「なぜ生き物同士で争わなければならないの……」 
その声が遠くこだまする。 



丑「合体！臓100 メートルJ 
リョウたちはミチル主催の食事会を楽しんでいた。と、 

そこに突然、突風が吹き荒れた。原因不明の突風はさらに 
猛威をふるう。不審に感じたリョウたちは、ゲットマシン 
で調査に向かう。突風の先にあるもの、それはメカザウル 
ス•バムであった。凄まじい突風の中をゲッター2がゲッ 
ターストームで切り抜け、風を起こすフィンを破壊。バム 
を擊退する。一方、バムの突風で家ごと吹き飛ばされた文 
次は、またも早乙女研究所のせいと思いこんで殴りこみを 
かけるが、そこで自分の理想的女性ミチルと出会う。ミチ 
ルに一目惚れした文次はそそくさと自宅兼研究所に戻り、 
ミチルにいいところを見せようと対メカザウルス用兵器の 
製作にかかる。そこに再びバムが現れた。改良強化したフ 
ィンに歯が立たぬゲッターを横目に、文次は体当たりロケ 
ットでバムに突き進んでいく。文次を救うべくゲッター3 

で突撃！フィンを破壊。ゲッター1がゲッタービームで 
トドメをさした。 

^「大要塞に向かって撃て」 
空の大要塞、メカザウルス•ギギが早乙女研究所に向か 
ってきた。これを迎擊するためゲットマシンとコマンドマ 
シンが発進。だが、ムサシの姿が見あたらない。ムサシは 
ベアー号を駆り、文次pところへ仕返しにいっていたのだ。 
文次との小競り合いの末、ムサシが到着した頃には時すで 
に遅く、研究所は大打擊を受け、ミチルはギギに飲みこま 
れた後だった。ゴールは案の定、ミチルを人質に降伏を要 
求。しかし、博士はこれをはね除ける。再び襲撃してきた 
ギギにゲッターで立ち向かうが、リョウたちに攻擊するこ 
とはできなかった。そこにジョーホーがトリ•ロボットで 
飛来、ムサシに受け渡す。それは、ムサシにミチルを救出 
させるため、ジョーホーが文次をうまく驪して造らせた対 
抗兵器だった。ムサシはトリ•ロボットでギギに突入！ 
兵士を投げ飛ばし、ミチルを救出。ギギの嫌破にも成功す 
る。脱出した小型ギギをゲッター1で追擊、これを粉碎し 
た。ジ5—ホーに感謝するムサシ。 

®「太魔人ュラーの怒り」 「帝王ゴール大噴火作戦」 
恐竜帝国を震撼させる唸り声。ゴールも恐れるその正体 

は、帝国で神とも崇められる大魔人ユラーであった。地球 
征服が一向に進まないゴールに対し、ついにユラーが怒り 
だしてしまったのだ。そこでゴールは、名誉挽回するため、 
ゲッタ ーロボの長所を取り入れたメカザウルス•バボを出 
擊させる。訓練からの帰還途中、おいてきぼりを食ったム 
サシは恐竜帝国の戦闘機に襲撃されてベアー号を破損させ 
てしまう。そこを狙ってバボが研究所を襲撃、ゲッターが 
出撃できないことを知ると街に向かっていった。バボの攻 
擊で火の海となった街に取り残された子供たちを救出すベ 
く、修理を終えたゲットマシンが飛び立つ！ゲッター1 

がバボの気を引いている隙にミチル、文次らが子供たちを 
救出した。一方、ゲッターはバボの放った戦闘機と対決。 
博士が新たに装備してくれたゲットマシンのバルカン砲で 
これを撃墜。再び合体し、ゲッター2でバボにトドメをさ 
した。 

ミチルにベタ惚れした文次はブロポーズを決意。手始め 
に、新婚旅行は地底探検にいきたいというミチルの望みを 
叶えるため、地底タンクを造りあげる。だが、タンクはジ 
ヨーホーの協力によりムサシの手に渡り、ムサシがミチル 
とともに地底探検にいってしまう。建国記念日に早乙女研 
究所を火山で吹き飛ばそうと考えた恐竜帝国が、作業を進 
行しているど真ん中に出てしまったムサシとミチル。命か 
らがらに早乙女研究所に連絡したものの、二人は捕獲され 
てしまった。焦ったゴールは強引に作戦を実行させるが、 
危機一髪のところでゲッター2が作戦を阻止。ムサシとミ 
チルも救出する。ゲッターに搭乗したムサシは、早速ゲッ 
ター3にチェンジ！ガレリィ長官の操るメカザウルス• 

メガを粉碎。続いてバット将軍が駆るメカザウルス•バリ 
をゲッター1が擊破した。怒り狂うゴール。そんなゴール 
を身震いさせる、恐ろしい唸り声が恐竜帝国に響く……そ 
の正体は!？ 

マーフ^灰 



ゲッター線発電所計画を溃すため、ゴールが放ったメカ 
ザウルス•バルの襲撃を受けた早乙女研究所。博士は、建 
築中の第二発電所に最後の部品を運ぶよう、リョウたちに 
命令する。それは発電所の心臟部、ゲッター線集積装置だ 
った。自動操縦のゲッター1でバルの気を引きつけるが、 
すぐにオトリだと見抜かれてしまう。部品を運搬する車両 
に気づいたバルの攻擊を受けてミチルが負傷。通りがかり 
の少年•浩一に案内され、村の診療所で手当を受ける。し 
かし、そこに執掛に追ってきたバルが現れ、村を攻擊。浩 
一が巻き添えとなり、負傷してしまった。さらにダムを破 
壊して洪水を起こそうとしたバルは、ダムの底に発電所を 
発見、これを破壊する。一方、リョウは集積装置を組み立 
ててゲッター1に装着、大量のゲッター線放射で洪水をく 
い止める。そして、ゲッターはバルに逆襲！バルは空の 
チリとなった。勝利を収めたリョウたちは、ゲッター1で 
浩一の見舞いに訪れる。 

3>「危機！ハヤトよ立ち上がれ」 
とある山中、密かに建造されたゲッター線貯蔵庫で突然、 

原因不明の爆発事故が発生。警護に当たっていたリョウた 
ちは係員とともに応急処置に回る。その最中、ハヤトは炎 
の中に倒れていた係員を救出。しかし、自らも負傷してし 
まった。この事故を察知したユラーは、原因が放射能によ 
るゲッター線の変質にあると見抜いた。ゴールは早速、放 
射能を利用したウランスパークを武器に持つメカザウルス 
•ヤバを出撃させる。ヤバ出現の警報に、ハヤトは傷をお 
してゲット•マシンで発進する。その頃、ハヤトに救出さ 
れた係員が死亡。早乙女博士も無公害エネルギー•ゲッタ 
一線の意外な弱点に気づき、また、ハヤトも放射能に蝕ま 
れていることを知る。ハヤトはフラフラになりながらも撤 
退を拒否。ゲッター2でヤバのウランスパークを破壊する。 
力つきたハヤトに代わり、リョウがゲッター1でヤバを擊 
破！戦いの後、ハヤトは博士の作った中和光線で一命を 
取り留めるのだった。 

早乙女博士は、電子工学のエキスバート•勝田博士の協 
力を得て、ゲッター線発電所の建設を進めていた。しかし、 
この動きを察知したゴールが送りこんだ、地竜族三人衆に 
設計図を奪取されてしまう。リョウたちの活躍により設計 
図は奪い返したものの、三人衆が操るメカザウルス•ゴド 
のシッポ金縛りでゲッター3は腕を引きちぎられ、戦閎不 
能になってしまう。守りの手薄となった研究所をゴドと戦 
車隊が襲撃。設計図を死守すべく、リョウたちはバイクで 
戦車隊に突擊。ミチルがコマンドマシンに勝田と設計図を 
乗せて、発電所建設地に向かう。だが、後をつけてきた三 
人衆の手にかかり、設計図を守ろうとした勝田が殺害され、 
建設途中の発電所もゴドに破壊されてしまった。怒りに燃 
えたリョウたちは、修理を終えたゲッターでゴドと対決！ 
強敵ゴドの意外な弱点に気づいたゲッターは逆転勝利を収 
めた。勝田の死を無駄にしないよう、博士は再び発電所建 
設に臨む……。 

の甦る時」 
ゲッタ ーロボがモニター操縦であると推測したガレリイ 

長官は、モニターを狂わす妨害電波を開発。メカザウルス 
•ダグに搭載する。満を持してダグで出撃したバット将軍 
は、ゲッターと対戦。妨害電波を使いこなし、ゲッター3、 
ゲッター2のモニター機能を麻痺させた。必死に戦うゲッ 
ター1であったが、ついには妨害電波を浴びせられ、ダグ 
の猛襲にズタボロにされてしまう。早乙女研究所をも壊滅 
させたバット将軍に、ゴールは帰還して休息するように命 
令する。一方、早乙女博士は残された機材と物資を駆使し、 
ゲッターロボの修理、改造に全力を尽くす。朝日が昇る頃、 
再びダグが出現。これを察知したリョウたちも改造を終え 
たゲッター1を起動させる。ダグと対決するゲッターは、 
ゲッター線強化ガラスに覆われた有視界操縦となっていた。 
まさしく不死鳥のように甦ったゲッターロボはダグの攻擊 
にびくともせず、ゲッター1が怨敵ダグをうち倒す！ 



「果てしなき大空に誓う」 5>「恐怖！赤t屬の罠」 
恐竜帝国の恐竜ジェット機が、大編隊で早乙女研究所を 

襲撃。リョウたちは分散して、ゲットマシンで敵ジェット 
機隊を次々と擊墜していく。しかし、裏手から回りこんで 
きたジヱット機隊が研究所に迫る。合体してこれを阻もう 
とするリョウであったが、ハヤトは無視して単独で撃墜に 
向かう。だが、最後の二機は火を噴きながらも、研究所の 
バリヤー発生装置に特攻！真の目的は装置破壊だったの 
だ。命令を無視したハヤトの自信過剰さが危険だと感じた 
リョウは、ハヤトと殴り合いで決着をつけることとなる。 
そこに、強力な放射能を生むスーパーウラニウム爆弾を搭 
載したメカザウルス•ガルが襲来。二人は決着を預け、研 
究所でしびれを切らしていたムサシとともに出撃する。難 
なくガルを爆弾ごと宇宙で葬ったゲッターは、さらに手薄 
の研究所を襲撃しようとしたジェット機隊をも殲滅する。 
戦い終わったリョウとハヤトは、互いを理解しあっていた 

人類全滅をはかる恐竜帝国のレッドシャドウ作戦が開始 
された。強力な毒ガスとなるウラン液を散布するメカザウ 
ルス•ブル。通りかかったリョウたちもガスにやられてし 
まう。ハヤトひとりが影響を受けなかったことから、博士 
は前回の中和光線が解毒剤になると判断。これを応用した 
中和剤をジャガー号で街に散布した。しかも、中和剤は爬 
虫人類にとっては猛毒となるのだ。吉しみだす兵士たち。 
たまらず撤退したブルであったが、これに対応する中和剤 
と新たなウラン液をガレリイが開発、ブルに搭載して出擊 
させた。毒ガスに苦しむ人々、頼みの網の中和剤も効かな 
い。またもガスを吸ってしまったリョウたちは、ゲッター 
1ごと海に落ちてしまった。しかし、偶然にも海水が中和 
剤となり、息を吹き返したリョウたちは再びブルと対時！ 
ゲッター2のスピードで翻弄し、ひるんだところをゲッ 

ター1で擊破した。海水散布により、街の人々も息を吹き 
返すのだった。 

墨鱗 
| | 

^「ムサシ！男はつらい」 sD「女讖士ュンヶ獅 
再び完成したゲッターナバロン砲。博士はナバロンの砲 

擊手を文次に任せようとするが、文次はこれを承知しない。 
その頃、五っの海底火山を喷火させ、関東大震災を誘発さ 
せようと企んだゴールは、メカザウルス•ザリを出撃させ 
る。サリの活動により、海底火山は次々と嘖火し、津波な 
どの二次災害も広がっていく。調査に出動したゲッターチ 
ームは、神出鬼没のザリをやっとの思いで発見。その活動 
を阻止しようとする。そんな時、ムサシが許嫁の写真だと 
偽って送ったミチルの写真を手に、ムサシの母•タケが東 
京へ向かっていた。ムサシは母を巻きこまないようにと奮 
闘するが、裏腹にザリは五つ目の海底火山にビームを擊ち 
こもうとする。これで最後かと思われた瞬間、ザリは大爆 
発を起こした！ジョーホーの説得で文次がナバロンを使 
い、ザリを擊ち抜いたのだ。一件落着、母との再会を軎ぶ 
ムサシであったが、写真のことがばれてしまい、文次に追 
い回されるのだった。 

早乙女博士は、研究所を守る要塞•ゲッターナバロン砲 
を完成させる。そんなある日、リョウは負傷した少女•片 
桐ジュンと出会う。ジュンに亡くした妹の面影を見たリョ 
ウは、ジュンを献身的に介護する。しかし、ジュンこそは 
恐竜帝国の女竜戦士ユンケだったのだ。ユンケの策にはま 
ったリョウは催眠術をかけられ、メカザウルス•ウビとの 
戦翮で、自らゲッターナバロン砲を破壊してしまう。リョ 
ウの異変を察知したムサシたちは、飛び出していったリョ 
ウを尾行、ジュンの正体を暴く。ジュンの正体を知ったリ 
ョウは、悲しみを胸にユンケ、ウビに立ち向かう。強敵ユ 
ンケの前にゲッターはマグマに落とされ、溶解の危機に瀕 
する。溶けかかるゲッターを救ったのは、なんとユンケで 
あった。優しく介護するリョウの姿を思い出し、見殺しに 
できなくなったのだ。だが、このことで裏切り者と見なさ 
れたユンケは、ゴールの放ったメカザウルス•アローと刺 
し違え、絶命してしまうのだった……。 

迦 
全エピソー 



「悪の}穿吞！博士を狙え」 
世界エネルギー会謙に出席することになった早乙女博士。 
そのことを大々的に新聞に取り上げられてしまう。心配す 
るリョウたちの護衛を拒否し、博士はミチルの運転する車 
で会謙に向かう。リョウたちの不安は的中、ドライブ•イ 
ンに寄った博士たちはキャブテン•マンダに襲われる。そ 
の頃、リョウたちは研究所に攻めてきた恐竜帝国の戦闘機 
と戦っていた。敵の陽動作戦、それに気がついたリョウた 
ちは急ぎ研究所に引き返す。博士の護衛に向かった文次は、 
倒れていたミチルを発見。博士が拉致されたことを知り、 
改造車でマンダを追跡。博士の捕らわれた恐竜戦車を見つ 
けた文次は改造車で突擊する。ジョーホーから連絡を受け、 
現場に駆けつけたゲッターは、強力な電磁波を放つメカザ 
ウルス•マグを相手に吉戦する。一度、マグの攻撃から逃 
れたゲッター2は文次たちと合流、協力して博士の救出に 
成功する。再びマグと対畤したゲッターは、ゲット•ァタ 
ックでマグを粉碎する。 

「要塞撃滅！トロイ作戦」 
研究所を襲ったメカザウルス•ダダを難なく仕留めたナ 

バロン砲。勝利に酔いしれる文次を博士たちは誉めるが、 
出番を奪われぎみのリョウたちにはあまり面白い話ではな 
かった。翌日、続いて襲来したメカザウルス•モギも、ま 
たナバロン砲が撃破する。だが、これこそが無敵要塞ナパ 
ロンの攻略作戦だった。モギは吹き飛んだパーツを合体し 
て再生。バット将軍らが身を潜ませる砲弾型カプセルをナ 
バロンの格納庫に忍ばせる。朝を待ち、モギは研究所を襲 
擊。ナバロンが砲擊準備にかかると、砲身に装填された弾 
頭からバット将軍たちが飛び出し、コントロールルームを 
占拠した。しびれを切らして出撃したリョウたちは、そう 
とは知らずナバロンの砲撃を受けてしまう。消し飛ぶゲッ 
ター1の右腕！しかし、ナバロンに忍びこんだミチルが 
文次たちを解放し、バット将軍に逆襲！これを退けた。 
ナバロンの砲擊が止んだところで、すかさずゲッター1は 
ビームを放ち、モギを擊破した。 

「悲しみは流れ星の彼方に」 
調査のため、大星山に向かったハヤトは、さおりという 

少女とその祖父に出会う。さおりは、不治の病に侵されな 
がらも、残された時間で亡き父の好きだった山に登りたい 
という。しかし、登山中に祖父は転落死してしまい、さお 
りもハヤトの知らぬ間に恐竜帝国に改造されてしまう。サ 
イボーグとなり、永遠の命を手に入れたさおりへの代償は、 
研究所•司令室の馕破、そしてハヤトの抹殺だった。さお 
りは命令通り司令室を爆破。すると、研究所を恐竜帝国の 
新兵器マグマ弾とメカザウルス•ドゲが襲った。出擊しよ 
うとするハヤトの前に現れたさおり。だが、彼女にはハヤ 
卜を殺すことができず、全てをうち明ける。出擊したゲッ 
ターは速攻でドゲを擊破。そして、ハヤト怒りのゲッター 
ドリルがマグマ弾と前線基地を粉碎する！さおりのもと 
に急ぐハヤト。しかし、さおりは裏切り者として恐竜帝国 
に殺されてしまった。さおりの最後の願いに応え、ハヤト 
は山でハーモニカを吹くのだった。 

江）「魔麟からの脱出!!」 
突然、サルガッソー海に新火山が誕生した。不審に感じ 
たゲッターチームは、魔の海と呼ばれるサルガッソー海域 
へと調査に向かう。だが、その火山島はユラーの作り出し 
た罠であった。火山島に降り立ったゲッター1は巨大シャ 
コ貝に捕まり、身動きとれなくなってしまう。トマホーク 
もミサイルも受けつけないシャコ貝を破壊するため、ミチ 
ルはナバロン砲弾を取りに研究所へと引き返す。しかし、 
研究所もメカザウルス•ナダの襲擊を受けていたのだ。ナ 
バロン砲もナダのすばやい攻撃の前に使用不能となり、研 
究所は倒壊の危機に陥ってしまう。ミチルはナバロン砲弾 
を積みこむと、リョウたちのもとへと急いだ。ユラーの力 
で沈み始めた火山島。リョウたちはゴールの放ったサメの 
大群を逃れて砲弾をセット。ようやくシャコ貝を破壊し、 
研究所へ急行した。ゲッターはナダのスピードと銳いカマ 
に苦戦するが、リョウの必殺•ゲッタートマホークニ刀流 
がナダを真っ二つにする！ 



3>「姿なき恐竜空爆隊j 
一月の寒空に突如として発生した積乱雲。積乱雲から降 

り注ぐ雨、霰の爆撃を受けて研究所は大きな被害をこうむ 
った。姿なき空襲にゲットマシンが飛び立つ。雲の向こう 
から次々と現れる恐竜戦翮機。リョウたちは、華麗な空中 
殺法で敵機を撃墜していく！その最中、ミチルのコマン 
ド•マシンが行方不明になってしまった。雲に秘密ありと 
推測し、その解析に全力を注ぐ博士のもとにバット将軍か 
らの通信が届く。ミチルはバットの指揮する空母、メカザ 
ウルス•グダに捕らわれていたのだ。日本総攻撃をもくろ 
むバットの脅迫に屈せず、博士はゲッターチームに出擊を 
命じる。博士が開発した雲拡散カブセルによって姿を現し 
たグダ。リョウたちは賢明にミチルを救出しようとする。 
一方、自力で脱出を試みるミチルは、グダのエネルギータ 
ンクを爆破！体勢を崩したグダの口から、ゲッター2が 
ミチルを救出した。グダはゲッター1からトドメの一擊を 
くらって擊墜される。 

「日本列島凍!排戦！」 
地震によって、氷河の中から目覚めたキャブテン•ギル 
パが恐竜帝国に帰還した。一年前、氷河探索に出たまま行 
方不明となっていた男である。ギルバは早速、日本列島凍 
結作戦を提案。ゴールの許可を受けると、メカザウルス• 

ベドを使い、寒気団を操って日本へ直撃させた。凄まじい 
猛威をふるう寒気によって、日本は次第に雪に閉ざされて 
いく。列島凍結の危機！この異常現象を恐竜帝国のしわ 
ざだと睨んだ博士は、ゲッターロボを出撃させるが、その 
寒気の前にゲッターさえも氷づけにされてしまう。だが、 
ゴールの無茶な命令によって形勢は逆転。ゲッター1がべ 

ドを打ち碎く！ 生き残ったギルバはゲッターチームのリ 
ーダー、リョウに一騎打ちの勝負を挑む。ムサシの日本刀 
を借り、勝負を受けたリョウはギルバと火花を散らす！ 
一瞬の隙をつきリョウの刀は見事、ギルバを仕留める。辛 
くも勝利したリョウは、ギルバを戦士として讚えるのだっ 
た。 

D「奪ゎれたゲッターロホ」 
イースター島に建造中のゲッター線レーダー基地が襲わ 

れた。研究所はただちにゲッターチームを現地へ派遣。イ 
ースター島に到着したリョウたちは、早速メカザウルス• 

ガモの手荒い歓迎を受ける。やはり恐竜帝国のしわざ。リ 
ョウたちはゲッター3に合体して対抗するが、ガモには逃 
げられてしまう。そこに、先に島へ降りたミチルからSO 

Sが入る！イースター島へ降り立ったリョウたちは、巨 
太な石像に襲われた。それこそが恐竜帝国の作戦だった。 
リョウたちが離れた隙にキャブテン•イザナ、ロナン、ハ 
ガチの三人がゲットマシンを奪い去る。さらに彼らは、拉 
致したミチルを催眠装置にかけてゲッタ ーロボの合体方法 
を聞きだし、研究所襲撃に向かった。一足遅れてミチルを 
救出したリョウたちは、敵戦闘機を奪ってイザナたちの後 
を追う！ 空中からゲッター1に飛び移ったリョウたちは、 
それぞれ三人のキャブテンと対決！ゲッター奪還に成功 
し、ゲッター3でガモも擊破した。 

Hb®に進路をとれ！」 
ある夜、東京に強烈な放射能ガスを放つ隕石が落下した。 

この隕石を放っておけば、人類が滅亡する危険性さえある 
のだ。ガスはゲッタービームさえ照射すれば、普通の酸素 
へと変化するが、その際に高熱を発して大爆発する可能性 
もあるのだ。早乙女博士がはじき出した答え。それは、隕 
石をゲッターロボで北極に運び、そこでゲッタービームを 
照射することだった。隕石のガスと熱を防ぐカブセルは2 

時間しか持たない！しかも、メカザウルス•ゾリと恐竜 
ジェット機の大群が現れ、リョウたちの行く手を阻む。ゲ 
ッター1は腕を損傷、隕石を街の上空で落としてしまった。 
間一髪、隕石を拾い上げたゲッターは一路、北極を目指し 
て飛んだ。やっとのことで北極に到着したゲッターは、ゾ 
リの放つマグマを受けながらもゲッタービームを発射！ 
タイムリミットぎりぎりで隕石を処理して逆襲。ゾリを倒 
した。疲れきったリョウたちは、暖かい夕食の待つ研究所 
へと急いだ……。 



恐「脱出！宇宙の墓場」 
世界各地を襲う、突然のミサイル攻撃。その弾道の先に 

あるのは通信衛星だった。衛星の持ち主からの依頼で調査 
することになったゲッターチーム。依頼主は、なんとハヤ 
卜の父•大造だった。母親が死んだ一件で父を恨んでいた 
ハヤトは出撃を拒否するが、ミチルに説得され、ジャガー 
号で発進する。ハヤトと合流したリョウたちは、合体して 
宇宙へと飛び出すが、隕石群に襲われて宇宙の墓場へと迷 
いこんでしまう。そんな時、研究所からのSOSが！ゲ 
ッターは空域のコアとなっている隕石を粉碎して脱出。研 
究所に急行する。だが、リョウたちが駆けつけた時、研究 
所はメカザウルス•ゴアの攻擊によって路形もなく消し飛 
んでいたのだ。恐竜帝国に激しい怒りを燃やしたリョウた 
ちは、ゲッターでゴアを完膚なきまでに叩きのめす！途 
方に暮れるリョウたちの前に、難を逃れた博士たちが姿を 
現す。そして、大造の援助で研究所は復興され、ハヤトも 
父と和解するのだった。 

「ムサシ！怒りの海底J 
突然に現れては忽然と消えていく恐竜ジヱット機。頻繁 

に現れる敵機追跡に疲れ気味のリョウたち。そんな時、元 
気に遊園地へと連れ出されたムサシは、ひよんなことから 
弘という少年{こ出会う。ムサシと元気は、近日完成予定の 
スーパージエットコースターに乗る約束をして弘と別れた。 
弘と仲良くなった元気は、弘からもらったという銃と鉱石 
を博士たちに見せる。だが、それは明らかに恐竜帝国のも 
のだった。まさか遊困地が前線基地!？遊園地へ急行した 
リョウたちは、カモフラージュをはがして姿を現すメカザ 
ウルス•ガダと遭遇する。しかし、ガダの装甲は硬く、ビ 
一厶もドリルもまったく通じない。ゲッターのピンチ！ 
博士は元気の持ってきた鉱石、即ちガダの装甲を解析し、 
弱点が水であることを突き止めた。が、ゲッターに連絡す 
るまでもなく、ガダはすでにムサシが倒した後だった。ム 
サシは自慢げに言う、ナメクジの仲間なら海水に弱いと思 
ったのさ、と……。 

恐「帝王ゴール地1に現ゎる」 
地上に姿を現した帝王ゴール。素晴らしき地上の環境に 

地上制覇の夢を膨らませたゴールは、次なる作戦を実行に 
移す。偶然にもこれを目撃した靑年•早田信一。早田は山 
で遭難していたところを、調査に来たミチルに救助される。 
早田の証言から、恐竜帝国の影を追うゲッターチーム。し 
かし、ミチルの手厚い看護を受ける早田にヤキモチを焼く 
ムサシは、ちょっとした誤解から二人が結婚すると思いこ 
み、戦意喪失してしまった。そんな時、街が火の海になっ 
たという知らせが入る。ミチルの励ましで俄然、張り切り 
だしたムサシはリョウたちと出撃。ゲッター2が街に嘖き 
だしたマグマの流れを変え、マグマを誘導してきたメカザ 
ウルス•ゾンにゲッター3がトドメをさす！そして、空 
に待機していたメカザウルス•バンを、ゲッター1が擊破 
した。研究所に戻ったムサシは、信一にフィアンセがいる 
ことを知り、ホッと胸をなで下ろすのだった……。 

「恐るべき氷翻^略」 
帝王ゴールは氷竜一族のキャブテン•サウスとスノウを 

呼び寄せた。恐竜族の中でも特に異質な風貌を持つ彼らを 
使い、ゲッター線を世間的に抹殺しようと企んだのだ。サ 
ウスは円盤で国連本部へ乗りこむと、自分を宇宙人だと偽 
り、もっともらしいことを並べ立ててゲッター線開発とそ 
の使用を中止するよう人間たちに警告。そうして息絶えた 
サウスを宇宙人と信じて疑わない国連本部は、正式にゲッ 
ター線の開発、及び使用中止命令を早乙女研究所に通達す 
る。ゲッター線収集装置がとり外されたと同時にメカサウ 
ルス•グマが襲撃。エネルギー供給を失った研究所は、容 
易に破壊されてしまう。重傷を負った博士を目の前にして、 
意を決したリョウたちはエネルギーの残り少ないゲッター 
で出撃！敵戦闘機を叩き落とし、ゲッタービーム•フル 
パワーをぶちこんでグマを粉碎した。と、同時に、ゲッタ 
一の活躍を知った早乙女博士は、奇跡的に命を取り留めた 
のだった。 



レン 

r大爆発！ くたばれ恐竜帝国」 
トゲン装置を破壊された早乙女研究所は、これに代 

わるゲッター線ソナーを急遽、開発。コマンド•マシンに 
装備して、マシーンランドを捜索する。やがてマシーンラ 
ンド発見の報が入り、リョウたちが出擊。ゲッター2でマ 
シーンランド追擊に向かう。焦るゴールはメカザウルス• 

ヌメを発進させた。不覚にもヌメに捕獲されるゲッターで 
あったが、リョウたちは逆にヌメを奪取。マシーンランド 
への潜入に成功した。さらにリョウたちは、早乙女研究所 
を目指して移動しようとするマシーンランド操級室を占拠。 
ゴールたちの目をうまくごまかし、まんまとマシーンラン 
ドを海上へと引きずり出した。ゲッター線を直接浴びたマ 
シーンランドに亀裂が走る！リョウたちは、自動操縦で 
脱出させておいたゲットマシンに乗りこみ、ゲッター1に 
合体！残されたありったけのエネルギーで、ゲッタービ 
ームを照射！ついに恐竜帝国基地、マシーンランドを嫌 
破するのだった。 

「マグマの練帝®^A ! J 
早乙女博士が新たに開発したゲッター線レントゲン装置。 
それは進かな地底、マグマ層を地上から透視できるという 
ものだった。この装置を使い、博士たちはついに恐竜帝国 
基地、マシーンランドの所在を突きとめる。磁力皮膜装置 
で防護したゲッター2でマシンランドを目指すリョウたち。 
だが、メカザウルス•ヤモの妨害で一時撤退することとな 
ってしまった。博士に新兵器•ゲッター線銃を搭載しても 
らったリョウたちは、再びゲッター2でマシンランドへ向 
かう。邪魔するヤモをゲッター線銃で倒し、リョウたちは 
マシーンランドに突入した。しかし、中はもぬけの殻。ゲ 
ッターの動きを察知したゴールは、すでに別のマシーンラ 
ンドへ移動していたのだ。ゴールの置きみやげ、時限爆弾 
が作動する！脱出を急ぐリョウたちは土壇場で妙案を思 
いついた。マシーンランドを浮上させて地上に生還したリ 
ョウたちは、レントゲン装置を破壊するメカザウルス•ゾ 
ルを粉砕する。 

「恐竜帝国のほろびる日」 
飛行不能となったゲッター1を、無敵戦艦ダイとメカザ 
ウルス•ザロ、モバが取り囲む。必死にウイングの修理を 
終わらせたゲッターは勇んでダイに立ち向かうが、ダイに 
は歯が立たず、今のリョウたちには逃げることが精一杯だ 
った。景気づいた恐竜帝国は、瞬く間に東京を征服。前線 
基地を完成させると、ゴールたちはユラーを讚え、勝利の 
宴に酔いしれる。一方、唯一のダイ対抗策が口への直接攻 
擊だと判断した博士は、三段式ゲッターロケット弾による 
ダイ攻略作戦を決行！リョウたちはゲッターロケット弾 
を装備したゲットマシンでダイに突擊する！しかし、ム 
サシのミスで作戦は失敗。ゲットマシンは擊破され、リョ 
ウとハヤトも重傷を負ってしまった。残された手段はただ 
一つ。ムサシは、高性能ミサイルを積んだコマンドマシン 
でダイに特攻！ダイもろとも恐竜帝国を全滅させた。戦 
いは終わったかに見えた……だが、恐竜帝国滅亡の影に笑 
う鬼たちの姿があった。 

「帝王ゴール賊の贩撃」 
間一髪のところをユラーに助けられたゴールたちは、早 
乙女研究所に対して正真正銘、最後の総力戦を挑む。研究 
所を襲った恐竜戦H機を追擊するリョウたちであったが、 
ゲッターの離れた隙に研究所は大爆撃を受けて全壊。さら 
に、待ちかまえていた海の大要塞、無敵戦艦ダイの砲®を 
くらい、ミチルが危篤状態となってしまう。緻密な作戦と 
多数の強力な兵器の前に、満身創痍となった早乙女研究所。 
そこにメカザウルス•ガイがゲッター追撃に現れた。ガイ 
をゲッター1でしとめたリョウたちは博士の指示に従い、 
敵の新銳機スーパーコンドルを新兵器ゲッタースパイラル 
で一網打尽にする。そして、ゲッター3にチェンジ、海底 
からダイを攻略しようとする。だが、強敵バット将軍の操 
るメカザウルス•ゴダに行く手を阻穿れてしまう。一か八 
か、からみつくゴダにゲッターミサイルを連発！ゴダを 
粉砕するゲッター。しかし、無茶な戦闊からゲッターも飛 
行不能となってしまった。 



恐竜帝国にとって邪魔なゲッター線を研究する、_ 

早乙女研究所破壊の使命を帯びて出撃したメカ[ 

ザウルス第1号。口から吐く炎と鼻先のツノミ 
サイル、強靭な尻尾を武器に戦う。初陣では、 
ブロトゲッターロボを破壊した実績をもつ。次 
に研究所も攻撃した際に、ゲッター1と対戦。 
得意の炎でゲッタービームをはじき、炎と尻尾I 

ツノミサイルでゲッター1を攻め立てたが、丨 
マホークで頭をぶった切られ、ゲッターキックW#I1! 

を受けて齡する。 "i 

恐竜帝国の先兵、三大メカザウルスのうちの1 
匹。2つの首が特徴で、その口から炎を吐き、 
海から東京を襲撃した。サキ戦の直後にサイ、 
バドと共に、ゲッターロボに襲いかかり、そのI 
長い首と尻尾を武器に戦った。 2回戦目でも長| 

い尻尾でゲッター1を締めつけたが、ゲッター 
トマホークで尻尾をぶった切られてしまう。そ 
して、ゲッター3の大雪山おろしでぶん投げら 
れ、ゲッターミサイルを口の中に擊ちこまれて 
絶命する。 

「レインボー作戦」を実行する、カタツムリ型メ 
カザウルス。東京に降り注がれた七色のペイン| 

卜を目標に、口から吐く黄色い溶解液で建物を 
溶かして、ガリガリ食べてしまう。得意攻撃は、■ 
ヤリ貝型に変形してドリル回転式の体当たり。 
また特殊な体質で、切られてもその体の一部か| 

ら再生できる。そのため、ゲッター1のトマホ 
ークでぶった切られても何匹にも分裂した。頭 
部が司令塔らしくトマホークで頭を切られ、ビ| 
ーム—トマホークで絶命。 

—「グ/グ 
DESTROY RLL MECHFINI匚 DINQSRURS 

カザウルスの1匹。頭の角を回して穴を掘り、 
陸から襲った。サキ戦直後に、角から発射する 
ミサイルと突進攻撃でゲッター1を苦しめた。 
しかしゲッター2との対戦には、ゲッタービジ 
ヨンで翻弄され、地中へ逃げるもゲッタードリ 
ルで穴を開けられ絶命。ゲッタービームをはね 
返すほどの突進も、ゲッター2のスピードには 
勝てなかった。ちなみに三大メカザウルスなの 
にOPには未登場である。 

恐竜帝国の先兵、三大メカザウルスとして、空 
から東京を空襲した翼竜型。武器は、翼に装備 
された6門の空爆ミサイルのみで、サキ戦直後 
にゲッターを襄う際もこれで攻撃した。空戦専 
門なので、2回戦目でもゲッター1と対戦。唯 
一のミサイルをゲッタービームで打ち消され、 
ゲッタートマホークで真っ二つにされて絶命す 
る。OPでのゲッター2にゲッタードリルを口 
の中につっこまれるという残酷な殺され方が印 
象的だ。 



トンネルから現れて列車や車を襲擊するという、 
目的が地味なメカザウルス。武器も地味で、顔 
の口、腹部の口から吐く炎、尻尾の先の鉄球の 
3つ。腕力とタフさに秀でているようで、最初 
に出擊した際、ゲッター2のドリルアーム、ド 
リルストームにビクともしなかつた。しかし2 

回戦目では、ゲッター3と組み合い、そのバカ 
力に押されてしまう。水が弱点で、ゲッターミ 
サイルで辺りの岩場を崩され、大量の地下水を 
浴びて爆死する。 

麵 
日本中の通信網をマヒさせる目的で、宇宙通信| 
基地や電電公社のマイクロウIーブ中継所など 
を襲撃したメカザウルス。武器は口から吐く炎| 

と長い尻尾、空中体当たり。また、頭の角から 
磁気嵐の雷雲を発生させることができ、ゲット 
マシンの通信機能を狂わせた。飛行型なので、 
ゲッターキックをかわすくらいの敏捷性はある 
ようだ。トマホークで翼を攻撃され、炎を吐い 
て応戦するが、ゲッタービームに押されてしま 
い、絶命する。 

キャブテンラドラが搭乗する、マグマ中での戦 
闘が得意なメカザウルス。無差別にマグマを噴 
火させ、その溶岩で人々を殺そうとした。武器 
は、口から吐く緑のビームと、目から発するビ 
ーム、頭部•蛇部分を伸ばしての締めつけ攻擊。 
一度ゲッター1に敗れてしまうが、腕部に翼を 
取りつけた改良型で再戦。ゲッター1のエネル 
ギーがなくなるまで善戦するが、ラドラの裏切 
りに怒ったゴールの手によって、自爆させられ 
てしまう。 

産出されるウランを狙い、帝国の基地を建設す 
るため、南の島ウーロン島を襲擊する。口から 
吐く炎、尻尾の先の鉄球、頭を引っ込めて出す| 
巨大ドリルが武器。島の探索に来たミチル&コ 
マンドマシンを捕らえ、それをいいことにゲッ 
ターを苦しめた。しかしゲッター2のストーム| 

—ドリル連係攻撃を食らい、その間にミチルを 
救出されてしまう。そしてゲッター2のドリル| 

逆回転—ゲッター3のバンチでお手玉状態にさ 
れ、ゲッタービームで絶命する。 

鉄道や工場といった、生活ラインを襲撃し、東 
京を孤立させて乗っ取るという作戦に参加。武 
器らしいものはなく、体を丸めてタイヤ型回転 
で突進する攻擊しかしてこない。地中を突き進I 
むため、なかなか発見されなかったが、ゲッタ 
一2にドリルで頭を攻擊され指令装置が狂い、 
凶暴化。ゲッタービーム、トマホーク、ゲッタ 
一3の体当たりにもビクともしなかった。しかI 

し大雪山おろしで海まで投げ飛ばされ、帝国のI 

潜水艦に激突、爆死する。 

原子力発電所を乗っ取り、帝国の地上基地にし 
ようとする作戦に参加する予定だったメカザウ 
ルス。打倒ゲッターロボに固執するキャブテンI 
グランが搭乗した。肩から放つミサイル、額か 
ら打ち出すチェーン、伸びる腕が武器。マッハI 
のスピードで走る俊足の持ち主で、ドリルスト 
ームやドリルアームが歯が立たなかった。チェ 
ーンでゲッター2をからめて振り回し善戦したI 
が、ドリルを土手っ腹に食らい、右手のアーム| 

で首をもぎ取られて爆死。 

シグサウルス 



キャプテンバルキが搭乗するメカザウルス。浅I 

間山を嘖火させ、そのマグマをまとったジIッ 
卜機を飛ばし、これをオトリにゲッターロボを 
おびき出し、研究所を襲撃した。口の中に第2 

頭部があり、カマクビを切られても再び腰体と 
合体できる。得意攻擊は、カマクビ全体をドリ 
ル回転させての突進と、口か6吐く赤い溶解液。| 

見た目より身軽でゲッター2と互角に渡り合っ 
たが、ドリルアームとの正面対決に敗れ、真っ 
二つになって絶命する。 

房総沖に建設中の海底基地を悟られないためのI 

陽動作戦に参加。ゲッターロボを翻弄するため、| 
日本中の海で船舶を襲撃していた。武器は、無 
数のタコのような足と、口と腹から放つミサイ 
ル。2度ほどゲッターと戦ったが、主にタコ足 
ではがいじめにして、海溝に引きずりこもうと 
していた。得意の海底戦でゲッター1をいいと 
ころまで追い詰めたが、ゲッター3のゲッター 
アタック—大雪山おろし—ゲッタ—ミサイルで 

絶命する。 

キャブテンガルマが搭乗するメカザウルス。ゲ 
ットマシンが合体する瞬間に、攻擊して倒す作 
戦に幸加する。首のプロペラカッターを回転さ 
せての飛襲と、口から吐く炎が武器。2度ゲッ 
トマシンを襲うが、2回戦目では、目から幻影 
を映写して、マシンを後方から攻擊した。ゲッ 
夕ービームをも弾くブロべラだが、ゲッター2 

に後ろを取られ、 3のパンチで破壊されてしま 
う。その後トマホークで首を切られ、ゲッター 
ビームを食らって絶命する。 

日本の空を涯乱させて制空権を握る目的で出擊 
した、恐竜博士製のメカザウルス。岩陰に隠れf 

て、頭から無数のノコギリ手裏剣を飛ばして、 
日本上空を飛ぶジェット機を撃墜していた。接 
近戦では、長い尻尾を振り回し、腹のノコギリ 
を回して攻撃する。ゲッター2と1には善戦し| 

たが、ゲッター3の大霤山おろしで崖下にブン 
投げられてしまう。そしてパラソルで飛行する 
3の急降下をまともに食らい、その下敷きにな| 

つて絶命する。 

東京中の発電所を襲撃し、その電力を根絶やし 
(こする目的で出擎した、凶暴な狼型のメカザウ 
ルス。強力な磁場を帯びており、額と背中から 
放つミサイルと牙を武器に暴れまわった。新合 
金製の上に、非常に敏捷性が高いため、ゲッタ 
一の武器がことごとく通用しなかった。しかし 
さすがに口の中を攻撃されるのは弱いようで、 
オートジャッキで無理に口をこじ開けられ、ゲ 
ッター2のサッカーキックでボール型パクダン 
を放りこまれ、嫌死する。 

海底基地建設を悟られないための隈動作戦に参 
加。基地から逮ざけるために、房総沖でゲッタ 
-3を迎え撃つ。ゲッターミサイルに対して口 
から放つミサイルで応戦するが、大雪山おろし 
—ゲッターミサイルで尻尾を破壊される。この 
時点では逃げ帰ってしまい、その死亡が確認さ 
れていない。メサと同時に行動しているシーン 
がないので、尻尾を破壊された後、タコ足など 
をつけてメサに改良されたと考えるのが有力。 
でも真実は不明だ。 

r羞gxgウルス0 



子供を人質にとって、ゲッターロボと対決する 
ために作られたメカザウルス。武器は角から放I 

つビーム、胸から発射する爆擊ミサイル、後ろ 
の羽をあわせて発する大型レーザー。バット将I 

軍が搭乗して出撃した1回戦目では、見事ゲッ 
トマシンを擊墜する。しかし人質を奪取されて 
しまい、2回戦目（バットは搭乗せず）ではゲ| 

ッター3の猛攻を受けてしまう。ジャンプした 
3に背中にのしかかられ、大雪山おろし—ゲッ 
ターミサイルで絶命する。 k仲 

3年の武者修行から帰って来た、バット将軍の[ 

甥、キャブテンザンキが搭乗するメカザウルス。| 
ゲッターロボと研究所の仕組みを知る目的、そ 
してゼンを犠牲にしてゲッターチームの油断を 
誘う目的で研究所を襲擊する。ごつい体に翼を 
取りつけた勇猛なモデルだが、その割りには武| 

器は、額から放つミサイルのみ。ゲッター1と 
戦ったが、ゲッタートマホークで翼を切られ、 
ゲッタービームで絶命。その後サンキは口から|r4fid 

脱出する。 

キャプテンルーガが搭乗する、胴の長いメカザ 
ウルス。武器は口から吐くマグマと、長い胴で 
の締めつけ攻撃。ジガが横浜を襲った際に、ル 
ーガはケガした少女ルミのフリをして研究所に 
潜入し、ゲットマシンの設計図を盗みだそうと 
する。火山のマグマの中に逃げ込むが、ゲッタ 
一2にドリルを突き刺され、地上に引きずり出 
されてしまう。口から吐くマグマの熱源が尻尾 
の先にあり、それをトマホークでぶった切られ、- 
ゲッタ-ビ-ムで絶命する。 mF 

キャプテンドロスが搭乗するメカザウルス。早 
乙女研究所の、人工衛星「ゲッター線キャッチ 
ャー」打ち上げ計画を邪魔するのが目的。恐竜 
帝国のスパイとして暗躍していた、研究所主任 
によって、ロケットは爆破され、その後研究所 
を襲う。武器は両腕の銳いツメのみ。急降下す 
るゲッター1に翻られ、ゲッタートマホークで 
頭をぶった斬られてしまう。次にトマホークブ 
ーメランで胸のコックピットを攻撃され、ゲッ 
タービームで絶命する。 



燃え盛る炎に包まれて、研究所を襄擊したメカ 
ザウルス。浅間山山頂に建設する帝国の大要塞I 
の護衛が目的。武器は、胸から発射する2門の 
ミサイル、尻尾の先の鉄球、胸から放つ電磁ネ 
ット、そして口から嘖射する霧状の溶解液。か| 

なり善戦したモデルで、強力な溶解液でゲッタ 
一1のウイング、2のドリルを溶かし、ネット 
でテキサスマックをも湖に沈めてしまう。しか!^ 

し空飛ぶゲッター3に湖へおびき出されて、ゲlr#pfl 
ッタ-ミサイルで絶命する。 k竹C I 

キャブテンヨギラが搭乗するメカザウルス。日 
本海沿岸に帝国の前線基地を造るため、ここを 
空襲する。雲を吐きその身を隠して、口から大| 

置の小型爆撃機を発進させる。武器は胸から発 
射するミサイルと、口から放つ火炎弾。爆擊機1 

軍団によるゲットマシン撃墜の実績を持つが、 
ゲッター1にトマホークブーメランで指令電波| 

を出す触覚を切られてしまう。その後ゲッター 
2にドリルアームでコックピットを破壊され、 
ゲッタービームで絶命する。 

研究所を襲擊する目的で出擊した、ゲッタービ 
ームをも跳ね返すバリアを装備したメカザウル 
ス。武器は、頭の巨大な角と、額のブーメラン。| 

ゲッター1を相手に、額のブーメランで善戦し 
たが、ゴーラの決心により一度撤退する。そしI 
て次には、ゲッター1になすがままのゲッター| 

クイーンを助けるために、ゴールの命令により 
出撃。ゲッター1をブーメランで倒そうとしたI 

が、クイーンに割りこまれ、クイーンの爆発にI 
巻きこまれて絶命する。 

キャプテンアラン、エランが搭乗する、二首の| 

メカザウルス。1万発のミサイルを搭載してい 
る空の大要塞で、早乙女研究所を破壊する目的| 
で出撃。ミチルを人質に捕らえて、大攻勢を仕 
掛けた。しかしムサシが操縦するトリ•メカのI 

特攻でミチルを助け出されてしまい、しかもメ 
力の爆弾で胴体を爆破されてしまう。コックピI 
ット部（武器は翼部から放つミサイル）のみ逃 
げようとしたが、ゲッター1のトマホーク—ゲI 
ッタービームで絶命する。 

怪鳥ギラと地底獣ギラの2体に分離する、合体 
メカザウルス。怪鳥の武器は翼から起こす突風 
で、地底獣は口から吐く炎と左腕のドリルを武I 

器に戦う。またギラ最大の攻撃は、突風と炎に 
よって巻き起こす「火炎渦巻き」で、打倒ゲッ 
ターを目的に出撃した。浅太郎に翼をかじられ 
ているスキに、ゲッター1にトマホークで翼を 
切り取られてしまう。そこにゲッタービームを 
食らって怪鳥が絶命、地底獣もゲッター2のド| 

リルアームで絶命する。 

ゲッタ—クVIン 



恐竜帝国が建設記念を迎える記念すべき日に、 
地上養制圧すべく、バット将軍が搭乗した空戦 
タイプのメカザウルス。帝王ゴールが直々に考 
え出したr大嘖火作戦」に#加し、上空から空 
襲して、ゲッターチームの注意をそらすのが任 
務。バッタのような敏捷性で敵を翻弄し、口か 
ら放つミサイル、尻尾から放つミサイルを武器 
に戦う。メガと共にゲッターを挟み撃ちにした 
が、ゲッター1にトマホークで足、羽を切られ、l^pc1] 
ゲッタ-ビ-ムで餘する。 

ギット、ザット、ビットの地竜族3人衆が搭乗I 

するメカザウルス。研究所で行われていたゲッ 
ター線発電所計画を暴きだし、これを妨害する| 

のが目的。武器は口から放つミサイルと左腕の| 

ドリル。最大の攻撃は、独立したコックピット 
から操作する、尻尾で敵を締めつける「尻尾金I 

縛り」だ。戦車部隊と共同で戦線を張り、見事 
に発電所の破壊には成功。しかし、弱点である 
尻尾の付け根をムサシにバズーカで破壊され、 
ゲッタービームで絶命する。 



キャブテンギラオが操縱する、 4本腕のメカザ| 

ウルス。ゲッター線をウランの放射能に反応さ 
せて、人間にとって有害なものに変える計画に 
参加、ゲッター線貯蔵庫を襲擊した。武器は、 
上の両手の鎌を合わせて放つ、放射性を帯びて 
いるビーム「ウランスパーク」と、下の手の刀 
を振り回してのバズソー攻撃。放射能を振り撒| 

くため、名前どおりヤバい奴だが、ゲッター1 
にトマホークで鎌を切られ、ゲッタービームで| 

絶命する。 

バット将軍が搭乗する、三首のメカザウルス。 
ゲッターロボのモニターテレビを妨害電波でマ| 

ヒさせる、打倒ゲッター作戦に参加する。武器 
は、中央の首の口から放つ妨害電波の他、左右 
の首の口から放つミサイルと炎、中央の首の鼻 
ドリル。しかも戦車型なのに、飛行することも 
可能だ。1回戦目では、ゲッター1をズタズタ 
にするという、大勝利を収めた。しかし、有視I 

界操縦の改良ゲッター1のゲッタービーム—卜[ 
マホークを食らい絶命する。 

キャブテンマグマが搭乗するメカザウルス。胸 
から小型の恐竜ジェット機を飛ばし、研究所にI 

特攻させる作戦に参加する。スーパーウラニウ 
ム爆弾を搭載し、他に目から放つビーム、翼型I 

の鎌を武器に戦う。頭部だけ切り離すことがで| 

き、ゲッター1ともども大気圏外で自烯しよう 
としたが、失敗。一方の胴体部分からはジェッ 
卜機部隊が出撃し、研究所を襲撃したが、これI 
もゲッター1のゲッタートマホークやゲッターI 

ビームで全滅する。 

ウラン液の霧を町中にばらまいて、地上を襲擊 
する「レッドシャドー作戦」に参加するメカザ 
ウルス。ウラン液以外の武器は、額から放つミ 
サイル、手の爪から放つミサイル。1回戦目で 
は、キャブテンギザラが搭乗したが、中和剤を 
浴びてしまい、作戦は失敗する。ギザラは処刑 
され、代わって次は地竜族のゼオラが搭乗。中 
和剤をも中和する「新ウラン液」を搭載し、町 
中にばらまいた。結局ゲッター1のトマホーク 
ブーメランで絶命する。 

女竜戦士ユンケが搭乗するメカザウルス。ナパ 
ロン砲要塞計画を妨害する目的で出撃。ユンケ 
の吹く笛で出擊し、巨大化したユンケを背に乗 
せて戦う。武器は、口から吐く炎と、胸から放 
つミサイル、頭の角から放つミサイル。ゲッタ 
一3や2を翻弄した強敵で、ゲッター1をも火| 

山口に放りこんでしまう。しかし、リョウに情| 

が移ってしまったユンケが、ゲッターを助けて 
しまう。その後アローの矢を受けて、火山口に 
落ちてユンケともども絶命する。 



キャプテンギランが搭乗するメカザウルス。口 
から吐くマグマビームで5つの海底火山を嘖火 
させて、関東一帯に大地震を起こす作戦に参加 
する。武器はマグマビームの他に、目から放つ 
怪光線。水中戦タイプだが、羽が生えて空を飛I 
行することも可能だ。 4つの火山を嘖火させる' 

ことに成功したが、 5つ目の火山を喷火させる 
直前でゲッター3に阻止されてしまう。ゲッタ 
ービームもトマホークも怪光線ではねかえした 
が、ナバロン砲で絶命する。 

キャブテンマンダが搭乗する、頭に大きな磁石 
を装備したメカザウルス。世界エネルギー会議[ 

に出席する早乙女博士を誘拐して人質に取って、_ 
ゲッターロボ及び研究所を破壊する作戦に参加[ 

する。武器は、背中の3本の角から発射する磁 
力光線と、頭の磁石から放つビーム。ゲッター 
を磁力で引きつける羽交い絞め攻擊で攻め立て 
たが、ゲッター1のトマホークブーメランで背k 

中の角を、トマホークで首を破壊され、ゲッタrjfoy 
ービ-ムで絶命する。 k仲0,J 

敵耷いったん油断させて、ナバロン砲要塞に侵 
入してこれを占領する「トロイ作戦」に参加す 
る。武器は腹から放つ爆擊ミサイル、口から発 
射する魚型ミサイル、かみつき攻撃、背ビレカ 
ッターを回転させる体当たり攻撃。1回戦目は 
ナバロン砲にわざとやられたが、夜中に再生し 
て、武器庫にニセ爆弾をセット、爆弾内に潜ん 
でいたバット将軍が要塞を占領する。背ビレカI 

ッターをメインにゲッター1相手に善戦したが、I 
ゲッタービームで絶命する。 

大星山に建設した「マグマ砲」からマグマ弾を 
発射して、研究所を砲撃する「マグマ砲作戦」 
に参加する。登山に来ていた少女サオリを改造I 
したサイボーグ1226が、研究所の司令室を破壊。 
そしてドゲが、マグマ砲から発射されるマグマI 

弾を、翼で起こす突風で狙いを定めて砲擊した。_ 

マグマ弾を処理するゲッター1に、強力な羽交r 
い締め攻撃で邪魔していたが、ゲッタービーム 
—トマホークブーメランで真っ二つにされて絶I 

命する。武器はなし。 

ユラーが作り出した謎の火山島でゲッターロボ 
を捕らえている間に、研究所&ナバロン砲要塞| 

を襲う目的で参加する。武器は口から吐く炎、 
腹から発射するミサイル、そしてロッド伸縮式I 
の両腕のナタ。ゲッターが留守のスキにナバロ | 

ン砲の砲身をナタで切り、研究所を襲撃した。 
ゲッタートマホークニ刀流のゲッター1に、ブ| 
ーメランで肩を切られ、もう一つのトマホーク 
で胴体を真っ二つにされて絶命する。ナタを武| 
器に持つから「ナダ」。 



背中に巨大な空母を装備する、空戦型のメカザ 
ウルス。積乱雲に紛れて、カタバルトから無数 
の恐竜ジヱット機を発進させ、日本中を無差別！ 
に空襲する。武器は、空母部分の大砲、艦橋の 
ビーム砲、胴体を回転させて起こす突風。コマ 
ンドマシンを人質にしたが、ゲッター2にドリI 

ルで首を攻撃され、助け出されてしまう。そし 
てエネルギータンクを破壊され、ドリルで胴体| 

に穴を空けられてしまう。ゲッター1のトマホ 
ークブーメランで絶命する。 

卜を出し、恐竜ジIット機を発進させる。武器 
は口から放つ対空ミサイルと、尻尾から打ち出 
す煙幕弾。イザナたちの乗るゲッターロボと東I 

京襲撃に向かう途中、ゲッターチームにゲット 
マシンを奪回されてしまう。ゲッター3の大雪| 

山おろし—ゲッターミサイルで絶命する。 

1年前氷河探検に行って行方不明となっていた、_ 

キャブテンギルバが搭乗するメカザウルス。触「 
手のような足を回転させて猛吹雪を起こすだけ 
なのだが、その吹雪で関東一円を完全にマヒさ 
せ、研究所もゲッターロボも凍結させてしまう。_ 
しかしギルバが、ゲッター破壊を優先させる帝I 

王の命令と、自分の作戦の完璧さとの間でジレ 
ンマにあい、結局吹雪を止めてしまう。そのた 
めに氷が溶けたゲッター1に逆転され、ゲッタ| 

ービームで絶命する。 

放射能反応のある隕石を、北極へ運ぶゲッター 
ロボを襲擊する目的で出擊した、バット将軍搭I 
乗のメカザウルス。足を体内に収納し、ジエ 
卜化して飛行し、翼から恐竜ジヱット機を発進| 
させる。武器は、口から吐くマグマと、キリモ 
ミ回転して巻き起こす竜巻。抵抗できないのを 
いいことに、好き放題ゲッターロボを攻め立て、_ 

マグマでゲッターをドロドロ寸前にするほど優" 

勢だった。結局ゲッター1のゲッタービームを 
食らって絶命する。 

キャプテンギギラが搭乗するカタツムリ型のメ 
カザウルス。帝国の地上への秘密ルート作りが 
目的で、遊園地のジェットコースターの工事現 
場にカムフラージュして配備された。背中の貝 
殻から恐竜ジIット機を発進させ、ゲッターロ 
ボの目をそらすために東京を爆撃した。武器は 
口から吐く炎。固い殻で身を守って粘ったが、 
ゲッター3の大雪山おろしを食らって海に投げ 
飛ばされ、パンチの連打で银にヒビが。そこへ 
ゲッターミサイルを受けて絶命する。 



ーンランドの地上進出作戦に参加する。口から 
吐くマグマで、その浮上ポイントの南アルプス 
一体の野山を焼き払った。そして次にマシーン 
ランドが浮上するポイント、東京一帯も空から 
マグマで焼き払う。ゲッターが到着した途端、 
一度逃げると見せかけたが、ゾンが破壊されて、 
ゲッター3に襲いかかる。しかしベアー号の体 
当たりで左翼を潰され、ゲッター〗のゲッター 
ビームで絶命する。 

マグマの中にゲッター線を放出する、ゲッター 
線レントゲン装置を破壊する目的で出擊する。 
武器は胴体の両側にあるノコギリ手裏剣と、口 
からドリルを出しての体当たり攻擊。ゲッター 
2が恐竜帝国に潜入している間に、ゲッター線 
レントゲン装置を破壊してしまう。しかしなん 
とか地上に戻って来たゲッターロボに鉢合わせ。 
ゲッター1のトマホークダブルブーメランでバ 
ズソーを壊され、ゲッタービームを2度食らつ 
て絶命する。 

士山麓地下を移動中のマシーンランドに潜入し 
ようとする、ゲッター2を逆に捕らえる作戦に 
参加。武器は目から放つ超音波のみ。ドリルア 
ームで突っ込んでくるゲッター 2を、腹の口を 
開いて内部に捕捉、マグマで固めてしまう。し 
かしゲッターチームにヌメをのっとられてしま 
い、そしてマシーンランドに到着した途端に、 
フルオートのゲッター2に内部から頭をドリル 
でぶちぬかれて絶命する。 

氷竜族のキャブテンサウス、スノーが指揮する 
作戦に#加。まずサウスが氷竜UFOに乗り国 
連本部に移動。宇宙人と偽って、ゲッター線開! 
発の中止を国連に求めた。しかしその中止がなI 

いので、UFOは世界各国を、スノーの乗るグ 
マは研究所を襲撃した。武器は、口から吐く炎I 
とビーム、腹から発射するミサイル。ゲッター 
2のドリルアームを口の中にぶちこまれ、更にi 

1のゲッタービームが口から体を貫通するとい 
う残酷な殺され方をする。 

恐竜帝国のマシーンランドが地上に進出する作 
戦に参加したメカザウルス。地中に穴を掘り進 
み、マグマの流れを作って、南アルプスの浮上 
ポイントまで穴を掘っていた。更に次のマシー 
ンランド浮上ポイント、東京にまで穴を掘って 
いたが、ゲッター2にマグマの流れを変えられ 
てしまい、ゲッター2を追って地上へとおびき 
出されてしまう。そして背中の砲門から放出す 
るマグマで応戦するも、ゲッター3の大雪山お 
ろしで東京タワーにぶちあてられて絶命する。| 

恐竜帝国に潜り込もうとするゲッター2の足止| 

めをするために出撃した、ヤモリ型のメカザウ 
ルス。足の吸盤を生かしてゲッター2にとりつ| 

き、マグマの渦を巻き起こし、その中で葬ろう 
とするが、逆にドリルアームで破壊されてしま 
う。しかし再生能力があり、復活後の2回戦目 
もゲッターの恐竜帝国潜入作戦の足止めのため| 

に出擊。しかしゲッター2の新武器、ゲッター 
線銃でゲッター線を浴びてしまい、あっという 
間に絶命する。 



恐竜帝国最後の総攻撃の先鋒として、戦略爆撃 
機部隊と共に出撃した、蛇形の頭をしたメカザ 
ウルス。1回戦目に早乙女研究所をボロボロに 
するという輝かしい戦果を収めたが、再び研究 
所を襲擊した際にゲッターロボと対戦。武器は 
両腕の穴から出す巨大な剣のみで、飛襲してゲ 
ッター1のゲッタートマホークを折ってしまう。I 

しかしダブルトマホークのブーメランで両腕を 
ぶった切られて、ゲッタービームを食らって絶 
命する。 

4体のメカザウルス、戦略爆撃機200機、キヤ 
ブテンズマラ、ガロガ、ギソラ、ガルンの搭乗I 

する新型戦闘機「スーパーコンドル」4機を搭 
載し、更に無数の大砲とバリアを装備している 
難攻不落の巨大戦艦。ゲッターロボの武器を全 
てはじき返し、圧倒的な火力で東京を襲撃して 
占領してしまう。東京に建設された恐竜帝国のI 

基地での大宴会の最中、厶サシの乗るコマンドI 

マシンの特攻で動力部を破壊され、狂って暴れ 
まわったあげくに爆死する。 

研究所に戻る途中、ウイングが故障してしまい、_ 

墜落したゲッター1に、ダイ、モバと共に襲いf 
かかった。腹にトゲつきのコマを装備したメカ 
ザウルスで、コマを回転しての体当たりが得意| 
攻擊である。これ以外に武器が全然装備されて 
いない一芸野郎のため、あまり活躍していない。| 
そのくせ4体の中で最後まで生き残り、ムサシ 
の特攻の際にまで出擊する。動力部を破壊され^ 
て暴れまわるダイに«み碎かれるという、けゥ|r#50^| 

こう情けない死に方をする。 



「3機のマシンが合体して1台のロボットが 
誕生する」という設定上、「ポピー」ブラン 
ドのキャラクターミニカーシリーズである 
rポピニカ」よりゲットマシン及びミチルの 
操縦する「コマンドマシン」が発売されるこ 
ととなった。また、そのライン上の4品と 
して「早乙女研究所」も商品< 匕されている 

ポピニカ_ベアー号 

さすがはrrジンカーz』の大ヒッ 
卜画良しかも「合体□ポット」のパ 
イオニアとして彗星のごとく登場した 
だけあって、『ゲッター□ポ』の関連 
アイテムもrジンガーz』に負けず| 

劣らす多岐に渡って展開されている。 
ここではそのほんのごく一部®is介し| 

よう0 

大雪山に？_£霣た〇 
『ゲツタ■ロポ』編 

大雪山にアイテムを見た① 



カルタ& 
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蘇れ原作版 
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巻き起こる大爆発！行方不明の主人公•我らが 

リョウの運命は——!? 

衝撃的な展開をまざまざ見せつけつつ、『週刊少 

年サンデ1Jに連載されていた『ゲッターロボ」は、 

75年2号をもって第一部の終了をみた。その4週後、 

6号よりのスタ1卜となつた"第二部"は、息をも 

つかせぬスピードで、新設定、新キヤラクター、そ 

して急転直下の展開を我々読者の目に焼きつけ、矢 

継ぎ早にド胆を抜いてい〇た。 

ここでのインパクトは、6号の扉絵にて包帯グル 

グル巻きのリョウのバックにシルエットで描かれて 

いる「ゲッタードラゴン」だ。いまでこそ"「ゲッ 

夕1ドラゴン」だ"などと、まるで当たり前のよ、'9 

に書いているが、当時は敵(だ〇てシルエットだけ 

じゃそう見えてもおかしくないですぜ)か味方かも 

わからない。怪物系かロボットかすらも不明-と 

にかく、熱心なrゲッターロボjファンの読者の間で 

そうとうの物議をかもしたことだけはたしかだった。 

この「つかみはOK!J的な戦略は見事に功を奏 

し、我々読者は『ゲッターロボ|_最終章にグイグイ 

と引きこまれていくこととなる。 

そして——運命の第11号、ラストべIジ。劇中の 

登場人物であるムサシともども、我々はついに建造 

途中の「新ゲッタI ロボ」を目の当たりにする。 

それはまさに"驚異"以外のなにものでもなかっ 



rハヤトの校舎」の設 
定を活かしたエピソー 
ド「魔王鬼(加傲jは、 
rゲッターロボguの 
中でも称こフアンtcA 
気 練いエピソード0 

撇のサイボーグが合 
体して胜する 
のアイディアも5PIら 
しかった 

この_だけ、当時、これを読 
んでI、たすベての読者がゴール 
の味方となった……！ 

た。同時に我々の全身を"ある種のデジャヴ感"が 
走つた。これと同じ驚きをいつか.!?そぅか！ 

ゲッタ！(の頭〜胸部)を初めて自らの視界にキ 
ャッチした時と同じ衝撃なんだ=:——最初のキヤラ 

クタ1に勝るとも劣らない、いや、へ夕をすればそ 
れ以上の興奮が得られる同一線上のキャラクタ1な 

どそぅはお目にかかれない。波に乗っていた永井豪 
&ダイナミックー派は、映画『マジンガIZ対暗黒 

大将軍Jにおける「グレートマジンガー」の初登場 
シーンに続き、いとも簡単にそれを為し得てしまつ 

たのだ。 
そんな新たなる希望=新ゲッタ1ロボに、当代随 

一の百獣の王作家である石川賢は、自ら過酷な運命 
を課した。希望を絶望に変えないため、たったひとり 

勝ち目のない闘いに身を投じるムサシの姿に当時ど 
れほど多くの少年たちが胸を熱く焦がしたことか=: 

全身からゲッター線を放射して辺りが灼熱地獄と 
化している中、腹からゲッターエネルギー■タンク 

を取り出すゲッタ—1!そのあまりにも強大なエ 

ネルギーがゆえに、じょじょに全身が焼けただれて 
いくムサシの姿——は、リアルタイムでそれを体感 

したものにとつては、ある種"トラウマ的"なイメ 
1ジを伴つて脳裏に深く刻みこまれることとなつた。 

こ.まァ、ファン心理としては、\|4 favorite 

positionをつらつらと書き連ねたいところだが、か 
なり間をすっ飛ばして「ゲッター最後の戦い」へと 

至る。rGJ編最大のクライマックスである本章の 
白眉は、偉大なるアトランティス帝国の遺産•ゥザ 

—ラ.ではなく、シヤインスパークを放つゲッタ 
—ドラゴン.でもなく、日本国を蹂斕した百鬼帝 

国に対し、猛反撃を開始した際の我らがリョゥの表 



百鬼コラムの®!〜 一$の譎、 

まず黙つてここに掲載した3つのコマに描かれている|本鬼に注目し 
てほしい。コマは上から時系列を追って掲載してある。なにかお気づき 

になられぬだろぅか？そぅ、上のコマでは左腕が切断され' 次のコマ 
では元どおり。さらにその次では右腕が切断されている……勘違いしな 

いでほしい。決して播げ足をとつているわけではないのだ。それどころ 
か「この*大らかさ，こそが石川H作品の魅力である！」——JJ、声を 

大にして言いたいのだ。 

情とセリフであろう。 

「今、日本国民が味わっている恐怖感をきさまにも 
味あわせてやる……。ゲッタIの恐ろしさをな〜=:」 

やはりここで断言してしまおう。「ゲッターロボJ 

及び『G』の魅力のすべては、リョウのこのサディ 
ズム溢れる"狂気"に集約されてしま、^——と。さ 

らにそれは、宇宙空間に運ばれてなお負け戦を認め 
ないブライが、あくまでも徹底交戦の意思表示を行 

った時に頂点に達する。 
「おもしれえやったろうじゃねえか。てめえはおれ 

の手で殺されてえんだな=:」——まさにヤクザその 
もの！リョウのそんなキャラクタ1性は、原作者 

である石川賢の近作『極道兵器J (96年)の主人公 
.岩鬼将造の中に脈々と息づいている。 

正義の名のもとに〃暴力"や〃破壊衝動〃を正当 
化してしまうヒIロー像.それこそが永井豪&ダ 

イナミックプロ作品の魅力であり、最大のセールス 
ポイントでもある。リョウはまさにその頂点に立つ 

キヤラクタ1といえるのではないだろうか？ 
さて、私見はこれくらいにして、以下でDATA 

的な部分の補完を行なうとしよう。 
『ゲッタ1ロボGJタイトルでの連載はr遇刊少年 

サンデ1J75年22号〜75年34号まで。通算、13回。 
ここでいったん本作は終了をみる。それまでも、漫 

画に限らずドラマ、実写ヒーロー、アニメ作品など 
でも"終わらずに終わる"という唐突な結末を幾つ 

も突きつけられて、それなりに免疫が出来てはいた 
ものの——やはり、テレビアニメは続いているのに 

原作だけ、しかも百鬼との決着もつかぬまま大好き 
な『ゲッタ1Jの連載が打ち切られてしまうという 

のは子供心にもショックだった。 

ードラゴン登場 



そんな失意の我々の前に突如救世主のごとく現れ 

たのが秋田書店の『冒険王J。"きんきゅうテレビ情 

報"と銘打たれ、75年9月号に掲載された予告編漫 

画に、当時『サンデ1Jの連載終了に肩を落として 

いた少年たちの多くが、どれほど"生きる希望"を 

与えられたことだろう一かくして-『冒険王j 

にて新たなるスタートを切つた『ゲッターロボGJ 

は、同年10月号から翌76年4月号まで、通算7回に 

渡って連載が続けられた。 

そんな事情から単行本は、ムサシが死ぬまでの展 

開を収録したものが『ゲッターロボJタイトルで「て 

んとう虫コミックス」(小学館)より全4巻。待望 

の「新ゲッター」を手にしたリョウたちの恐竜帝国 

への逆襲から、百鬼帝国の滅亡——つまりラストシ 

1ンまでを収録したものが「ゲッターロボGJタイ 

トルで「サンデーコミックス」(秋田書店)より全3巻 

で発売されるという変則的事態を招くこととなった。 

『ゲッタ1ロボGJ第1巻の冒頭は、ある程度スト 

1リーの流れがわかるよう「ゲッターロボ』第4巻 

のラストシーン-つまり、「これがムサシの最期 

だ」を重複して収録しているのだが、その際、かな 

りの修正が加えられている。 

その最大のポイントは、メヵザウルスの流れ弾か 

らリョウを救ったミチルの死——である。 

「てんとう虫コミックス」版には連載時のまま収録 

されたその一編は、「サンデーコミックス」版収録 

時には問題が生じてしま〇た。なぜならこの後の「魔 

王鬼の挑戦」にてミチルは"なにごともなかったか 

のごとく"復活を果たしてしまうからだ。そこでrゲ 

ツターロボGJ第1巻ではミチルの死ぬシーンは力 

ツト。その亡骸を抱くリョウのカットにはすべて修 0 



原作版ゲッターロポGj COMICリスト 
章 サブタイトル 登場メカ百鬼獣 登場百人衆 登場メカザウルス 

P ART10 百鬼帝国の陰謀 ‘し4—.:. 百人衆5人(名称獨 メカザウルス(名称不明）2体 
P ART11 復活！新ゲッ今-ロボ なし メカザウルス軍団(約294体） 
P ART12J これがムサシの最期だ 巨大百鬼獣 5人（名称不明） メ与ザウルス軍団(約2M体） 
P ART13 度王鬼の挑戦 神竜二軍団（革新派） 

P ART14 ブライ帝王怒る 巨獣鬼、百鬼獸1体（名称不明） 十方鬼（ブライの息子） 

P ART15) 

P ART16 

恐怖の麵爆弾 

ゲッター最後の戦い！ 

黒竜鬼、百鬼獣4体（名称不明)、 
巨雷鬼、ジデト要塞ジi ロニガン 

-本H、五本鬼、百魁t!団胸〇谳 

11人（名称不明） 

-本鬼、:^;鬼,财鬼、名？^^)10认 

※すでにご箱®の方も多いことと思うが、rゲッターロボ(g)jの和偉の正式なサブタイトルは「ブライ帝王怒る」 

である。そう、ではなく 王”と表記されているのだ。お気づぎの方も多いと思うが、原作版ではブライ 

は％王”と呼称されている。たしかに初登場時にゴールに自已紹介したときはを名乗っていたが、十方鬼 

の話で完全に***王”として定着する。それに戦する形で「サンデー^3ミックス」収録時に「ブライ帝王怒る！」 

と表記。現在発売中の大都社版もそれに従って「ブライ帝王怒る（！は外れた)」。よって一それにオマージユを捧 

げた本著第6章のタイトルも「ブライ帝王怒る！』とさせて頂いた。偏屈な“ゲッターマニア"の無意味なこだわり 

と思ってどうかお許し頂きたい。 

正が施された。ぺIジの順番も微妙に入れ替わって 

いる。これでつじつまが合うというわけだ。 
今'0广本稿執筆にあた-?て現在発壳中の「81:§零_ 

icr |大都社)版を改めて読み直したのだ^V1あ 

ら不兼譲。ミチルが死ぬ2パージ分が復活しXいる 

でないの？その割に他のぺージは「サンデ、‘ 

ックス」t準拠してい^し……？？？結論。〆チ 

ルは死んだのでは‘なく、"気絶しただけ"だっ1<¥, 

だ——ということで。 

以下、-.ゲッタ—\1ボ(?」で単行本収録時に改編 

が加えられた箇所について現在、確認されている範 

囲で記述してみよう。 

•「1れがムサシの最期だ」。「てんとう虫コミ淨ク 

ス」徹rゲッターロボj第4巻のラストべ鱗■'■:( 

—ルが高笑いを浮かべる1ベ}.夕がまるまる加筆。 

だが、サンデーコ--.5矽，为ス版『ゲッタ1ロボ6,1第 

1卷> Stcomics版第2巻には収録されていない。 

いよいよ新ゲッタ1も完成し、ゴールへの反撃に 

転じるリョウたち。出現したゲッタ—1を幻だと思 

いこもうとしたゴールの眼前で、トマホークが要寒： 

に突き刺さった！その瞬間、悲嗚をあげるゴール 

の顔のアップが描かれた1ベージ——これは連載時 

には扉絵もかねていたので——まず「ムサシは死に 

ゲッタ—はふつ..とんだ=:」と“うキャッチコピ丨が 

削られた。もう1点。扉絵時には'卜のほうに描； 

ていた、マシ1ンランドめ浮上ヵットが塗りつ 

れている。 

•「魔王鬼の挑戦」。竜二に殴られた直後のハヤト 

のシーンがまるまるカット。これは連載時は見開き 

で、その右2\3ぺージが扉絵をかねていたため。 

•「ブライ帝王怒る」。『サンデ1J連載時のラスト 
ぺージブライが全軍に総攻擊指令を下す見開きが、 

Stcomics収録時には4ット。サグデーコミ,-?.^ス版 
rゲッタ—ロボGJ第2巻には収録されている。 

.以上.がfゲッダーロボGJ編における単行本収録 

時の改編ボイン扣である。 

域後に^- .IX?』編における原作とア.-1 メの数少 

:ない'ミツシ.ング以»杳幾っか箇条書きにして本稿 

め終了とさせて頂く。 

キヤラクターについて 

•ブライ大帝、ヒドラ—-'几帥、グラー博士のイメージ 

はほぼ10]じ。死に方は3人Jt-アニメとまるで異なる.0 

ゲッタ1ロボ(;について 

•ほぼ同じ。蟥後の最後12ドヲゴンが「<ンヤインス 

パーク」を使用したのには、ド胆を抜かれた。 

早乙女研究所 

#デザインも設備も45,{1;同じ。ただし〖「フォーダム 

一.：'x:4，.+&いぅ呼称はアニメ同様出てこない/,, 

ーメカ百鬼uついて 

•呼称かふして異なる。原作では"百鬼獣〃。ア-1:ン：. 

メ版との共通のも0は巨雷鬼(狂角鬼)くらいか。 

だいたい大まかに分ければこんな感じか。他にも 

まだ探せば出てくるとは思ぅが、残りは各自、発売 

中の単行本でご確認されたし。 























現在、大部社より発売中の「St COMICS」には収録されてい 
ない、「てんとう虫コミックス」版fゲッターロボJ第4巻のラ 
ストページ。勝ち誇るゴー■»_に憎々しげだ 

石川全ッ然、憶えてな 

いですね(微笑)。殺し 

ちやつたことも生き返つ 

たことも。あんまり考え 

てなかつたんじやないか 

な(微笑)？ 

——それでは、あれは〃気 

絶しただけ"ということ 

石川そうですね。そう' 

いうことにしておいて下 

石川そうですね。ゲッタIの変形を決めておかな 

かったお陰で「機械も生命に進化するんじやないか 

な？」つて思えるようになりましたからね(微笑)。 

——細かいことで申しわけない次第ですが、「これ 

がムサシの最期だ」でミチルはリョゥをかばってい 

ったん死んでるんですよね。でも、その後の「魔王 

鬼の挑戦」でなにごともなかったかのように復活し 

ている。これは.？ 

石川でもそれなんかまだいいほぅで、rゲッター 

ロボ號jの時にもつとひどいことがありましたよ。 

—"ひどいこと".といぅと？ 

石川前の晚に原稿をずっと描いててね、半分まで 

いったところでいったん描きやめたんですよ。それ 

からしばらくして残り半分を描いたんですが、前半 

とまるで違うの(微笑)！つながらないんですよ、 

全然。「これはダメだ」と思ってね。慌てて描き直 

——『週刊少年サンデ1Jに連載されていた原作C 

OMICについてお聞きしたいと思うのですが。 

石川担当さんから「原作はテレビと同じにする必 

要はありません」って言われたんで、好き勝手自由 

にやらせてもらいましたね。 

——rゲッタ1J最大の魅力である「変形」につい 

てはどうお考えですか？ 

石川正直、「金属がこんなに変形しちゃっていい 

のかなァ？」っていうのはありましたね(微笑)。 

でも、あそこでゲッターの変形をきつちりとしたも 

のにしておかなかったから、いまのrゲッタ1Jニス 

1パーロボット大戦COMICJ)があると思いま 

す。あんなふうに、ある意味いい加減に描いてたか 

ら、世界観に広がりが持てたと思うんですよ。 

——〃いろいろなものを採りこむ"つていうアィデ 

ィアは『魔獣戦線J (75年)で始まって「スヵルキ 

ラー邪鬼王J (90年)、そして『ゲッターロボ號J 

に至るまで連綿と受け継がれていく先生独自のテー 

マでしたね。 

さい(微笑V 

-今後、オフィシヤルな見解として〃ミチルは気 

艳しただけ"とい、つことで(かなり強引)。 

石川賢、『ゲッタ—』を語^ 
インタビュア|\大和 



して……その時、没になった後半の原稿はまだある 
けどね。 

-X.!あるんですか!?せ、ぜひ、再録をお願 
いしますよ！ 

石川たぶん……あるとは……思うんですけどね。 
どこにあるのかなあ？ 

——話をrゲッタ1ロボjに戻しますと、フアン共 

通の"想い"として、"ムサシの最期〃には最高に 
燃えましたが。 

石川そうですか。あれはでも、テレビでも殺すか 
らっていうんで漫画でも殺しただけなんだけどね。 

最初はハヤトを殺すことになっていたんだけど……。 

——え……通説では、「リョウが死ぬことになって 
いた」とお聞きしていますが.. 

石川え、そうなの？ハヤトじやないの？ 

—ええ、リョウだって.。 

石川じや、リョウだ(微笑)。でもあれ、どうな 
んだろう。リョウを殺しておいたほうが面白かった 

のかなァ？でも、さすがに主役を殺すわけにはい 
かないもんねえ。 

——でも、それはそれで面白くなったとは思うんで 

石川ぅ〜ん、そぅかもしれ 

ませんね。 

——先生ご自身としては、『ゲ 
ッターロボ』全編を通じて会 

心のアイディアとかシ' —ン、 
キヤラクタ1なんかはありま 

すか？ 

石川あの……各国の連合軍 
が出てくるやつ。『ゲッタ丨 

號』の。 . 

-疋！「アラスカ戦線」で 

すか？ 

石川そうそう。あれは描い 
てて楽しかったね。それまで 

ず〜つと『ゲッタ—』を描い 
てきてね、ようやくそこで「あ、 

こう描けばいいんだ」ってい 
、っのがわかった気がしますよ。 

それまではもう、無我夢中で 
したからね。 

(と、いうところで199ベ 
1ジからの「石川賢、『ゲッ 

夕IJを語る。」②に話は続く) 
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テレビアニメ版 

数 
のe界 

わってのリニュ1アルスタートを切ることとなっ 
た。それに&わらず、その世！^Jまった^® 

なっことさらなるを遂げることに成功し 
たのは、M採ロボットアニメのパイオニア"と 

しての^:^t>あげたスタッフたちの、 
のsにWS：ちされた成果に他ならない。 

さて、話は少し前に遡って一5m初、次なるス 
テップのための礎として、また、「キャラクタ1 

的におとなしtる」との理由から一度は主人公 
•流立罵が、前シリーズの最終回にて死ぬfに 

立たされていたsがあったことは、^^ (隆) 

氏らスタッフの証言にあるとおり。だが、テレビ 

iの倫理がそのi的なチャレンジスピリット 
を許してはくれず、けっぎよくコメデイ.リリ 

1フをになっていたムサシにそのおハチが回って 
しまったこともご§のとおり。 

ただ.少^^ともテレビアニメに関して零っ 

なら、この；^は正しかったよ、っに厚っ。押合明 
氏による武器の^いわゆる"贺$び"が 

なかったら、テレビアニメ版ッターロボ』及 
び『GJがここまで我々の置に強烈に焼きつく 

よぅな作品になり得たか……それは本作第72話 
「大決戦！シャインスバーク」に登場する新必殺 

武器「シャインスバーク」によって蛋に¥る 
といってnmではないだろぅ。 

?ッタ1ロボ』及び?』を語る哼この囊 
は稳人の思いこみでは*K/テレビアニメ? 

ッターロボ』&『GJ)を愛する者すベての統一 
_であることを信じてやまない。 

さて——スタッフ陣は〃シリーズのとい 
の®上、ほぼ前シリーズよ^^仃する形 

リーズスタ時のよぅにバタつくことも. 

よどみのないで進行していった。 
そん^S-で-^少のスタッフの移動が行われた 

わけだが、なにより3W-べきは脚^S:における 
高久進、両氏、作画陣における金田伊^: 

の参画であろぅ。 
どちらかとい、^AJ「マジンガー』シリーズのほ/'9 

が印象の強い高久两たが、鼻なことに？ッター 
ロボGJの初期編のエピソードのほとんどは彼の 

筆によるもの。とりわけべンケイのキヤラクタ1 
面におけるなどは、氏が決めたといっても 

遏Hではない。また、^:にて^^デビユーを果 
たしたは、その後勝田プロデューサーと組 

んで「グレンダイザー』『ダンガードAjなどで 
_の_ェピソードをW3していくことになる。 

前シリーズ後半よりの#gAJなつた金田氏は、 

ゲッタ1ロボすら蟻のよぅに見えてしfつ巨大 

巩&最艦ダイに太SMは®®されてしまつた。逆 
転の望みを託したゲッタ1チーム最後の^* 

泡に帰し、人類は^Iの淵に立たされる。その時、 
たつたひと&撃しよ/2したミチルをムサシの 

fがとめた。愛するf死なせたくない—ムサ 
シのその熱い想いが、w.ダイもろとも 

取 1帝国を崩壊に導いた。だが、ムサシ自身も……0 

ムサシの蠢な死から1週間後の5月15日、? 
ッタ1ロボ，一の第2部ともいぅべき歹ッタ1口 

ボGJがスタ1卜した。 
死亡したムサシに®つて現れた新メンバ！ 

慶をチームに如又、ゲットマシン及びゲッタ 
1ロボ、さらには早乙女^をはじめとするサ 

ブメカニック関連のデザインを一所 
そして敵は、前シリ-ズのハ虫人類による巩f 

帝国に#^り、鬼の一族による百鬼帝国が出現。 
主要レギユラーメンバー以外のほとんどが入れ替 





こちらは早乙女研究所のメンバーのみのキャラクター対比図0スタッフもベン 
ケイの尋常でない巨大さが気になつたのか、イ鍵が施されている 

さがなんとも印象的 

は死¥」は、ファンの間でもfの誉高い、人 
気エピソードとなっている。田；^自身もそれに 

^されたかのょぅに第62話「百鬼帝国！将軍へ 
の道」第66話「赤い蝶のバラード」第77話「鬼に 

なったあいつ」などの^:した。これらラ 
ィター陣の突出した脚^^^の大きな^^のひ 

とつとなっている。 
前シリーズに引き続いて主カアィテムはスポン 

サーであるポピーょ^一冗された。「超<口金」「ジ 

ヤンボマシンダ丄といった商品の売れ行きも好 
調で、視聴f刖シリーズよりはやや落ちるも、高 

い数値をキープ。安定した人気の中で、次なる"口 
ボットアニメ •ブーム"への霞しをにないつつ、3 

クールに渡る放送を見事にまつと、つしたのだつた。 

後にオリジナルビデオアニメ『バース』(86年) 
などで知られ、その独特なfに魅了されたファ 

ンい、まさにアニメ界の〃アクション•スタ 
1"ともいうべアニメータ1。まだデビユー 

して間もない氏は、半でメキメキと®Cを 
現わし、次作『大空魔竜ガイキングJ76年)で 

一気にブレイク！以後は『無敵超人サンボット 
3』(77年)など^一の作品でその！^を存分に 

振るうこととなる。氏は暑、ハワイに¥移さ 
れて国際的にご活だ。 

そんな新戦力を得たスタッフたちは、前シリー 
ズの世一^^継承しつつ、さらなる内®なグレ 

1ドアップと世最の広が—はかっていった。 

その顕f例は、前シリーズにおいて試みられ 
た"反^ng"としての側面の強化である。 

此刖シリーズでは、敵がハ虫^^とい、^:M 

ということもあつて、族との闘争〇 r生S 

争的イメージで"闘い"が描かれていたが、g 

の敵•百鬼帝国は、"鬼"という異民族ではある 
ものの、スタイル的によ又間にfなった分、 

通常の"^#^の"的な描されるこ 
ととなつた0界_国も、戦や地 

をし、吊の悪の軍団よりはミリタリカ 
ルなイメージで描かれてはいた。だ％—やはり 

「"トカゲの顔をした人間"がへルメットをかぶり 

戦疆を^Vる図」というのはどうしても露 
的、パロディ的なある種の"おかしみ"を誘引し 

てし$2のがあった0 
けれど、百鬼帝国は角こそ生えていこそすれ、 

fまで塞.形は人間そのものである。だから、 

Sに身を包んだ人間が戦Sを操って^H仃 
は必然的に戦記」かもし出 

すこととなったのだ。そんな、思わぬヴイジユア 
ル面での^^伝って?ッターロボG』はか 

つてない〃反戦アニメ"としての！^を呈してい 
くよ、っになる。 

その点をふ$又た上で^■盤に差しか 
かるころになると、メインライタ—をが務 

め、上原、高久、_の3氏がその脇をかためる 
^AJいうシフトが6歲。田：^がしっかりとす 

えた基本ラィン上で、上原、高久、屢の3氏は 

次々に〃反戦"をテーマにした異_を_して 
いった。 

特に一^原氏の描いた第65話「友達は風にな 
った」第67話「死闘！嵐吹く男の道」、高久氏の 

描いた第79話「緑の地球が死ぬ」、馬嶋氏の描い 
た第76話「湖に準X.たミチル」第86話「百鬼雲 



旧•カタパルトに比べ、m.<mm 
を誇る。唯一、第1凝でコウモリ爆弾に 
よっrmnを破壊された程度である 

iされたゲットマシンカタ 
ノ幻レト0より5金10されたメカニック感 
と巨大惑がたまらない 

「シートセッティング•ゴー！」のか 
け声で、シートはパイプを通ってゲッ 
トマシン•コクピットへと_する 

新•早乙女研究所正面。バリヤー発生装置を破壊され、雛 
備となってしまった旧.f开究所時代の経験から、防御システ 
ムを変更0強固な屋根を閉じて地下に潜るというシエルター 
のよう なものとしている。これが実に優秀な防御システムで 
あり、さすがの百鬼も手をやかされ、破壊には相当な戦力を 
要し*:。また、榻でも時折見かけられた「早乙女研究所」 
という文字の入ったゲートが印象的 

浅間山-山麓配置回。画面では解りにくかったフォーダムGと浅間 
山や街、世界発明研究所などとの位置関係か胃できる貴重な資料 
だ。実際の麵では登場していないゴルフ場や西友といった建物、 
鉄5»键§なども描きこまれている。こうして見ると' 第20,21話で 
エンジン^に陥ったゲッターポセイドンが墜落した位置も確認で 
きそうだ 

これが新•早乙女研究所のすべてだ 

通称「フォ—ダムG」。設備の上では' 基本的に 
旧•早乙女f所とさして変わりない。しかしなが 

ら、した設想から工夫がMに盛り 
こまれ、！^能上ではかなり向上している。その！^ 

も^^所というよりは要塞に近い。ゲッタ—線i 

^111も360度回fるようになり、.^If能力& 

段にあがつている。また' ゲッタ—線エネルギ—を 
10倍に。ハワ—アップする増幅壮護を新たに備又たこ 

とが、なにより大きな®^といえるだろう。 



これが百鬼帝国のすべてだ!! 

でいる50万トン•タンカーが漁船に見えるくらい 
巨大だ。最終回ではこの巨体を飛行させて、東京 
を襲撃。甚大な被害を与えている。また、上Sと 
左彻KD設定画に書かれている「ゴース島」という 
がい 

ヒドラー元帥の部屋0グラーの自室と 
ほぼ同じ構造で、ブライ大帝の部屋へ 
の直通ェレベーターが設けられている ここで百鬼メカの設計などもしている 

司令本部0巨大なレーダー塔の下に位 
置する。最終回、グラー博士が遗した重 
力帝_置もここでコントロールした 

科学要塞島•内部図〇かなり精密に描きこまれており、各室の配置がよくわかる 

鼓WMW.盒JS。觀は海上矣中へ上るエレべ—夕一塔に△保 
していたが' 第10話でゲッターロボの^けて塔が*^されている。 

以降、BWt®は単体でtwev-るようになり、ゲッタ—チ—ムや早 
露、またamの探索の目^!れるため、讓に海中：！gitvるように 

なつた。だが、もともとそ-ついつた裝を靈してあつたのか' 海中移 
iのプロペラは最初からとりつけられていた 

$枕々と地球征服の機会を狙っていた百Ml 

は、銎aWなきぁと、侵略活動を開始。装ぃを新 
たにしたゲッタ—チ—ムへを叩きつけた！ 

鬼である彼らは、^mの先^:t用いてした 
を—として百鬼百人！^呼ばれる歴戰 

の勇士を送りこんでくる。さらに彼らの操る百鬼口 
ボット(百鬼メカなどの別称鼻つ)をより強力な 

ものとし、人間を改造した兵士のげる 
ため、早乙-WSI士のsしたゲッタ—線増幅*一を 

狙っているのだ。 



苗 

画謝 主要キャラクタ-名鑑 
神隼人 

ライガ—DITf^びゲッターライ 
ガ—のな行動で 

®が傷つくなど、銎IWと 
の戦いで苦い経—したハヤト 

は戦いの辛辣さを知り、真面目 
^IISSRを見せるようになつた。 

そのため、ひようひよした 
能fをとりがちなベンケイと衝 

突する場面も何度か見られた。 
また' 早乙-we 士にit鐘した父 

•大造が醤工業ゲッター線研 
究所を建設。惜しくも百鬼に破 

壊されてしまうが' そのI件で 
親！+AJしての！！！！®!®^をとり戻 

すに至つている。そして、百鬼 
¢0との_決戦でミチルにい 

つipdRにつけていた渡 
し、；^との仲を進展させた。 

ゴンの！gl^lr女生徒のフアン 
拿くなり、生真面目だったリ 

ョウと生活を共にし、お 
どけた！！！®^のぞかせるよぅに 

なった。また、長い戦いの中で、 
幼いころより叩きこまれていた 

剣術を採り入れたiスタイル 
柄が：i^inn在となった 

ダブルトマホークを刀のごjjv 
扱ったり' 対メカ鉄では 

すれ違いざま、居合い抜きのよ 
ぅにスピンカッタ—で斬りつけ、 

さらには百鬼ロボットの5¢#を 
白刃取りする場面を何 

聾した。1 MIのキャプテ 
ン.ギルバ、百鬼百人衆の大剣 

鬼' 角面鬼とは妻でi! 
日本刀を携ぇ、流-刀流 

で葬っている。 



;こiaiするベンケイらしいバイロット•ス 

レディコマンドのコクピット。細かく設定されて 
いる 

車弁慶 
ポセイドンD1びゲッタ—ポ 

セイドンの^IT iはベン 
ケイ。リョウたちの通子 

園にSしてきた。後に^S 

キャプテンとなり、人間に化け 
た百人衆•角面鬼と_で髮 

したこともある。一^I、s 

部のf貝をI度に数十人ものし 
てしまうほどの5^とタフ^K 

体を買われてムサシのff。 
だが—は戦いの大嫌いな$ 

主義者で、動物や$墨する0 
食べることを_とし、ムサシ 

以上におおらかでノンピリした 
iの持—のため' ゲッタ— 

チ—ムにピンチを招いてしまう 
こともあったが、彼の力で勝利 

した戦い•^ノ fない。)ンヤン 
ボ機の機長®めるバンカラな 

男•棄介を父に持つ0 

早乙女ミチル 
『G』になつてからも_わら 

ずのォテンパぶりで活躍。百鬼 
の侵^gを察知するなど' ゲ 

ッタ—チ—ムに貢献する。ハヤ 
卜の幼i達.ィサム1、彼 

女もまた幼ななじみの治 
を百鬼に改れ苦しい戦いを 

強いられたこともあつた。また、 
百人衆の_鬼とは女として対 

決し、_の女の子らしいI面 
を見せた。さらに百との 

_決戦ではハヤト■の穴を 
§に埋めて、ゲッタ—ラィガ 

Iを駆りメカを撃破して 
いる。そして、どことfハヤ 

卜の母に似ていた^^は' ラス 
トシ—ンでハヤトの1|禱ちを受 

け入れることとなつた。なお、 
第14'15話で続けて^^を披 

露している0 



より激しい戦いに備え、恐竜帝国との戦いで培 
つたノウハウを注ぎ、新たな戦闘用ゲッターロボ 
と要塞のコンセプトを持たせた新しい早乙女研究 
所を建造。百鬼帝国との激戦を繰り広げるゲッタ 
—チームをガッチリとバックアップした。 

早乙女元気 
優しさをもって人と寧る彼は友#い0 

百鬼の天J手地虫鬼と為良くなり' ベ 
ンケィとも気の舍差達のょぅに付き令っ。 

また第32話では、マリアとい*iの子にI目 
馆れした。 

大枯文次 
巩坐一との戦いにおいて' 早乙士の 

開発したii.ゲッタ—ナバロン砲の砲 
手を任されて活躍するが、『G』では)ンョー 

ホー、浅太郎とともになりを潜めてしまい、 
その後、彼らがど*つたかは定かではない。 

早乙女博士 



ブライ大帝 



戦場に赴いて指揮を執り、また戦闘機塚、 

爆撃^^を率いて戦うこともあるヒドラ 

-は専用の戦闘機を持つ。世界征asの障 
害となりうる国防軍の新鋭^シーフォ 

ース号灌滅においては、空爆隊を指 

揮し、自らもバリヤー突破という^!を， 

なして活躍した 

1ととも/- 

イ大帝の：lessめる。 
百®^の頭脳であり、 

百鬼0ボットをはじめと 
するSなどのsisr研 

究にいそしむほか、侵略 
iの受け持って 

いる。また' _な_ 
者である彼のもとには、 

天-一暑地虫鬼や弟子 
にあたる鉄$$表に、 

ある若きエリ—卜た 
ちが多つている。老 

らしい1着いた 
雪気と気品Sってい 

るが、ときおり言 
動を見せる。決戦で戦死 

するも、"重力制御装置" 
という大いなる1をフ 

ライに遣していた。 

ヒドラ—元帥 
ブラィ大帝の：idSを務める官。百 

の武力をつかさどっている。ブラィに 
は忠誠をつくしているが' 非常に腹黒い男。 

その昔、歴戦の勇士だった罠にか 
けてIsにまで成りあがり、もい 

とわない残忍な籍の持皇。百人衆の中に 
も、彼の手にかかった者は少fない。 

✓ . 

クラ—博士 



上段は一般兵士の設定画。『G』第11話に 
登場した自雷一族を伊抄t•とし' 画面に登場し 
た百鬼兵士は、統一してこの制0Eを着用して 
いた0下段は百人衆の制M •設定画。兵士と 
は対照的に、百人衆の制服はこれを基本とし 
て様々なカスタムメイド•タイプが存在して 
いる。一角鬼や邪角鬼などは、その最たる部 
類に入るだろう。 

百鬼一族には、もともと鬼で 
あつたf人間igした者が 

いる。I般兵士は戦疆、爆撃 
機を竭百人衆のサボ—卜な 

どで_に参fpする。f i女 
を問わず' 挙げた■な 

戦士によつて_される「百鬼 
百人衆」というエリ—卜養が 

.一!^'各人専用の百鬼ロボッ 
卜を駆って袋の—で活躍。 

さらに彼らはI養で：SiWi 

地を建造し、豪の活動を_ 
している。そこからの^®によ 

つては、栄えある！Wの位を授 
かることも可能であり' 出世を 

目指して蠢する者京ノ？は 
なぃ。また、次代を担ぅ盂た 

ちにもI貫して、エリ—卜であ 
る百人fiとした塾月がな 

されているのだ。 

百鬼兵士 



>「甦れゲッターロボ!!」 
恐竜帝国の脅威が去り、早乙女博士たちは決戦で雄々し 

く散ったムサシの慰霊をとり行っていた。博士は亡きムサ 
シに新しい研究所とゲッターロボ、そしてゲッター線増幅 
炉の完成を報告する。しかし、ムサシに代わるゲットマシ 
ン搭乗者は未だに見つかっていなかった……。そんなある 
日、元気は怪力無双の男•車弁慶と出会い、研究所へと案 
内する。怪力に加えてベンケイは、リョウたちでさえ音を 
上げる新ゲッター訓練用のシミュレーションに乗って、居 
眠りするほどのタフさをあわせ持っていた。そこに、新た 
なる敵、百鬼帝国襲来の報が入る。飛行訓練に飛び立って 
いたレディコマンドが迎撃に向かうが、百鬼ロボット•メ 
カー角鬼には歯が立たない。レディコマンドは撃墜され、 
同乗していた元気が一角鬼に捕らわれてしまった。元気の 
危機に奮起したベンケイは、リョウ、ハヤトとともに新ゲ 
ッターでメカー角鬼に立ち向かった！ だが……。 

>「悪の罠!额ぶ船団」 
夜の海上で、突如としてタンカーが行方不明になるとい 

う事件が起こった。この知らせを聞いた早乙女博士は百鬼 
帝国のしわざと判断。来るべき戦いに備え、新ゲットマシ 
ン操縦訓練に力を注ぐ。そこに、百鬼帝国の改造したタン 
力一軍団が襲来！タンカーを墜落させ、新早乙女研究所 
一帯を火の海にした。訓練中だったリョウたちが応戦する 
が、百鬼はタンカーー杯に詰まったオイルに特殊な添加物 
を混合し、ゲッター線エネルギーを吸収してしまう。激減 
するゲッター線エネルギー、しかもベンケイが、火事で傷 
ついた動物たちの保護に向かってしまった。動物たちを必 
死に治療するベンケイであったが、タンカーの中から姿を 
現したメカ牛面鬼の攻擊により、ベンケイの保護した動物 
たちは全滅してしまう。怒りに燃えたベンケイはゲットマ 
シンで出撃。リョウたちと合体し、ゲッターポセイドンで 
メカ牛面鬼に立ち向かい、ストロング•ミサイルで動物た 
ちの敵を討った。 

本章にて掲載する図版は『ゲッターロボ』のエピソード•ガイド 
同様、基本的にはその回に登場するゲストキャラクターorメカニ 
ックである。それに該当するものがない場合は一に添った 
形での稀少価値の高い基本設$、②その前後のエピソードに登場す 
るキャラクターorメカーの順で掲載した。やはりいささか苦し 
.5うかご了承頂き いものもあるが、どうガ 頁きたい0 

p>「恐るべき百鬼帝国の謎」 
新ゲッターでメカー角鬼に立ち向かったリョウたちであ 
ったが、メカー角鬼の胸には元気が捕らわれていてうかつ 
には手が出せない。強力な百鬼ロボットと不憤れな新ゲッ 
ターに振り回されながらも、ハヤトの機転で元気を救出。 
新ゲッターの強大なパワーでメカー角鬼を倒す。だが、元 
気は川に落ちて重傷を負ってしまった。その頃、一角鬼を 
破られた百鬼帝国は作戦会議を行っていた。百鬼は、人間 
を完璧な先兵に改造するため、強力な侵略ロボットを造り 
あげるためにゲッター線増幅炉を欲していたのだ。そして、 
百鬼衆から選ばれた次なる刺客•独眼鬼が研究所襲撃に動 
き始めた！独眼鬼は百鬼ロボットを操り、研究所に迫る。 
一命を取りとめた元気を守るため、ベンケイは再びゲット 
マシンに乗りこみ、リョウたちと出擊する。地に潜ってい 
く メカ独眼鬼をゲッターライガーで追撃。ライガーミサイ 
ルが火を噴き、独眼鬼はもろくも敗れ去った。 



办「雜の水爆;wmi 

黒いジェット機j 
ジャンボ旅客機の機長を務めるベンケイの父、車大介は 

突然、現れた黒いジェット機に衝突しそうになる。からく 
もかわした大介は、空の安全を守るため調査に飛び立ち、 
偶然にも百鬼帝国の前線基地を発見する。そこでは、百鬼 
一族の三頭鬼が百鬼ロボットと超ウラニウム爆弾を製造し 
ていたのだ。父を追ってきたベンケイであったが、大介と 
合流した直後、百鬼帝国に捕獲されてしまう。だが、父の 
機転で百鬼の手を逃れたベンケイは、駆けつけたリョウ、 
ハヤトと合流。大介を救出するために基地へと突入した。 
無事、大介を助けだしたベンケイたちはゲットマシンに乗 
りこみ、飛来した百鬼の黒いジェット機と対決。これを擊 
墜する。黒いジェット機は部品を運ぶ輸送機だったのだ。 
リョウたちは続いて現れたメカ三頭鬼にドラゴンで立ち向 
かい、壮絶な空中戦のすえ、これを打ち破った。三頭鬼が 
爆弾製造のために集めた人間たちも解放され、三頭鬼の燶 
弾計画は阻止されるのだった。 

「ベンケィ！涙の卿jj 

^「夢を裂く百鬼一族j 
ある日、銀行から三百億円という大金が奪い去られた。 

それは、ゲッター線增幅炉の強奪を企む百鬼一族の実験だ 
った。グラー博士の開発したマグネットパワーで宙に浮か 
んだ增幅炉を、百鬼ロボットで奪い去ろうという計画だ。 
しかし、そのためには增幅炉自体にもポイントゲージと呼 
ばれる装置を設置しなければならない。作戦指揮を任され 
た小竜鬼は、ハヤトの姉•明日香と婚約した坂崎に目をつ 
けた。ハヤトのもとへ婚約報告にやってきた明日香と坂崎 
であったが、坂崎は小竜鬼に襲われて百鬼一族に改造され 
てしまう。坂崎が增幅炉にポイントゲージを取りつけ、百 
鬼はまんまと增幅炉強奪に成功する。ハヤトに正体のばれ 
た坂崎は、ハヤトともみ合ううちに自我を取り戻し、メカ 
小竜鬼に特攻！爆死してしまった。怒りと悲しみを胸に 
秘め、ハヤトはライガーに合体。メカ小竜鬼を撃破し、増 
幅炉も無事にとり返した。そして、傷心の明日香は新天地 
へと旅立っていった。 

03いォ*+.ベV 



>「SOS !ゲッタ-□ホょJ 
ある嵐の晚、石油コンビナート地帯が百鬼ジエット機隊 

に襲われた。ジヱット機隊殲滅に出動したリョウたちであ 
ったが、ジエット機隊の大半は忽然と姿を消してしまった。 
凄まじい暴風雨に視界をさえぎられ、研究所と交信不能に 
おちいりながらも、リョウたちはなんとか研究所へと帰還 
する。だが、そこに博士やミチルたちの姿はなく、ゲッタ 
一線增幅炉も消えていたのだ。百鬼の襲撃!？頭を抱える 
リョウたち。しかし、ベンケイのつるしたテルテル坊主が 
ないことか6、リョウたちは、そこがニセ研究所だという 
ことを突き止めた。百鬼のしか'けた時限爆弾の嫌発寸前に 
研究所から脱出したリョウたちは、メカ飛竜鬼と遭遇。後 
を追ってきたミチルから、飛竜鬼が本物の研究所を襲撃し、 
增幅炉を奪ったことを知らされる。リョウたちはライガー 
に合体し、飛び去った飛竜鬼をフルスピードで追撃する！ 
ドラゴンに合体して增幅炉を奪還。ゲッタービームで飛竜 
鬼を擊墜した。 

■ >「腔に輝く二っ星」 
七夕の日。ミチルは買い物の帰り路で、百鬼帝国に追わ 
れる少女と出会う。しかし' その少女の額には欠けた角が 
あった。百鬼の少女.リサは、傷ついた小鳥をかばっただ 
けで反逆者として追っ手をかけられたのだ。その頃、百人 
衆のひとり白骨鬼は、実の娘であるリサを抹殺するようブ 
ライに命じられる。奇しくも、五年ぶりに娘と再会するは 
ずの日だった。困惑しながらも白骨鬼は元気を人質にとり、 
研究所へリサの身柄を要求。だが、白骨鬼はミチルに連れ 
6れて現れたリサを逃がし、元気たちも解放する。白骨鬼 
は戦士でなく、母親の道を選んだのだ。だが、逃亡したリ 
サは非情な百鬼の追っ手、鬼丸の手にかかり殺されてしま 
う。現場に駆けつけたリョウたちを犯人と勘違いした白骨 
鬼は、メカ白骨鬼でゲッターに勝負を挑む。が、戦いの最 
中、愛娘リサの姿を思い出した白骨鬼は、ミチルの放った 
コマンドミサイルに身をさらし、自ら命を絶つのだった… 

1>re鬼帝国！将軍へ咖一 
姿を消した要塞島を捜索するゲッターチーム。一方、ブ 

ライ大帝に直訴し、作戦許可をとった自雷鬼はゲッター打 
倒の早乙女作戦を実行にうつす。亡き地雷一族の勇者•自 
雷将軍の息子、自雷鬼の出現はヒドラーを恐れさせた。そ 
の昔、自雷将軍を罠にかけて処刑したのがヒドラーであっ 
たからだ。復饕心と野心を抱き、自雷鬼は百鬼ロボと移動 
要塞を完成させ、ゲッターに立ち向かう！東京を»擊す 
る自雷鬼の前に立ちはだかるゲッターであったが、自雷鬼 
の策にはまり、要塞に誘いこまれてしまう。要塞の中は、 
ゲッターの解体工場となっていたのだ。ゲッターに回転ノ 
コギリが迫る！だが、罠にはまっていたのは自雷鬼のほ 
うであった。ヒドラーの放ったスパイに要塞内部を破壊さ 
れ、自雷鬼自身も負傷してしまう。「ゲッター、俺はお前 
に負けたんじゃない！」自雷鬼の断末魔が要塞に響く。絶 
体絶命の危機から、幸いにも生還したリョウたち。しかし 
三人の心境は複雑だった……。 

1>「悪魔の島を_せよ」 
メカ飛竜鬼が逃走した方角に百鬼帝国の本拠地、科学要 

塞島があると推測したリョウたちは要塞島探索に向かう。 
リョウたちは、要塞島を探して飛んでいるうちに、船興た 
ちが魔の海域と恐れるポイントに出てしまった。魔の海域 
に要塞島が潜んでいると睨んだリョウたちは、海域を徹底 
的に調査し始める。そして、難破した船の奇跡的生存者を 
見つけたリョウは、船員を救出。だが、船興は突然、背後 
からリョウに襲いかかった。船具は百鬼の兵士が化けた姿 
だったのだ。辛くも兵士を擊退するリョウであったが、右 
腕を負傷。傷をおして再びドラゴン号を発進させる。やっ 
との思いで要塞島を発見したリョウたちは攻撃を開始。凄 
まじい対空砲火と、海中に潜んでいたメカ海王鬼に苦戦す 
るものの、ゲッターは海王鬼を破り、また水平砲撃ができ 
ないという要塞島の弱点を見いだした。ゲッターの猛襲に 
大打擊を受けた要塞島は煙幕を張り、姿をくらませたのだ 



ED 「こうもり爆弾！危機一髪」 
傷つき、研究所に迷いこんできた麿を介抱し、飼い憤ら 
したベンケイ。ベンケイは麿に牛若丸という名をつけて可 
愛がっていた。そんなある日、ゲットマシン発進口にコウ 
モリの大群が進入し、カタパルトに巣を作ってしまった。 
研究所総出でコウモリを除去するが、夜になるとコウモリ 
たちは再び発進口に舞い戻ってきた。しかも、高性能小型 
爆弾を背負って……。百鬼百人衆のひとり、紫電鬼のしわ 
ざだ。コウモリたちに爆弾をとりつけ、コウモリたちを自 
由に操る装置を内蔵したメカ•コウモリで誘導したのだ。 
発進すればゲットマシンともども研究所も大爆発を起こし 
てしまう。ベンケイの発案により、牛若丸にコウモリを一 
掃してもらうが、牛若丸はメカ•コウモリと対決し、爆死 
してしまった。あおりで破壊された発進口を応急処置し、 
出撃したゲッターは、街で暴れていたメカ紫電鬼と激突。 
激怒するベンケイのストロング•ミサイルが火を吹き、紫 

D「遙かなる荒野の決闘u 
アメリカ西部の町に、ダイヤモンドばかりを盗み出すギ 
ャング団が現れた。追跡するパトカーを、一瞬のうちに破 
壊する並外れた力を持つギャング団。その擊退をアメリカ 
連邦捜査局から依頼された早乙女博士は、ただちにゲッタ 
ーチームを現地へと派遣する。博士の思ったとおり、ギャ 
ング団は百鬼帝国の邪角鬼の率いる兵士たちだった。邪角 
鬼はダイヤモンドを利用し、威力を50倍に高める新兵器• 
ダイヤモンドレーザーガンを大量生産しようとしていたの 
だ。邪角鬼の放ったギャング団の夜襲をうけたリョウたち 
は、ゲットマシンの燃料タンクを壊されてしまう。ギャン 
グ団の後を追ったハヤトは、うまい具合に邪角鬼の基地を 
発見する。リョウたちの連絡で駆けつけたレディコマンド 
にエネルギー補給され、修理を終えたゲットマシンで邪角 
鬼の支部を殲滅！邪角鬼の操る百鬼ロボットも、ゲッタ 
ードラゴンのフルパワーとゲッタービームの前に敗れ去っ 
た。 

[Qr赤t鳎のバラ—ド」 
浅間学園で開催された水泳大会に、飛び入り参加した美 

しい少女。胡蝶と名乗った美少女は、何かにつけてリョウ 
たちを誘いだし、リョウたちも次第に胡蝶へと思いを寄せ 
ていく。そんなある日、リョウたちは胡蝶に誘われて草原 
でバイクを走らせていた。しかし、ミチルが山で行方不明 
になった男の子を捜索していることを聞きつけ、合流して 
捜索に加わる。男の子を発見しながら、助けに飛びこまな 
かった胡蝶は、リョウに冷たい女性だと非難されてしまう。 
ショックを受けた胡蝶は百鬼ロボットを呼びだした。胡蝶 
は百鬼百人衆のひとりだったのだ！ メカ胡蝶鬼に乗りこ 
み、ゲッターに挑戦した胡蝶鬼。だが、優秀な戦士、胡蝶 
鬼もゲッターには破れてしまう。大破した百鬼ロボットか 
らはい出した胡蝶鬼は、暖かい人間の女に戻ろうと自ら角 
をレーザーガンで擊ちぬいた。人間に戻り、絶命した胡蝶 
を抱えてリョウは首う。「もう、胡蝶鬼じゃない。美しい 
胡蝶さんだよ」と……。 

D「友達は風になつた」 
元気は、迷いこむように研究所に現れた不思議な少年と 
友達になった。スイカを食べる二人の少年から、自然に笑 
みがこぼれ始める。そんな時、百鬼のメカ地虫鬼が現れた。 
メカ地虫鬼を追って地中に潜ったリョウたちは不意をつか 
れ、メカ地虫鬼に捕らわれてしまう。しかも周囲にはガス 
が充満し始めた。ガスと暑さで失神寸前のリョウたちを、 
泣きながら応援する元気。それを見た少年は研究所を抜け 
出していく。少年は作戦を指揮する地虫鬼だったのだ。ゲ 
ッターを助けた地虫鬼は元気から風鈴を貰い、自分は元気 
にペンダントを渡すと帝国へ帰っていった。しばらくの後、 
ヒドラーの改造した地虫鬼が出現し、ゲッターはまたも苦 
戦を強いられる。しかし、元気のペンダントから飛び出し 
たメカ地虫鬼の設計図で弱点を知ったゲッターは、メカ地 
虫鬼を撃破！しかし、地虫鬼は反逆罪で銃殺刑にされて 
しまう……。それを知らぬ元気は、地虫鬼と再び巡り会え 
るよう打ち上がる花火に願っていた。 



「コロよ明日に吹えろ！」 「觸！誠く男の道」 
百鬼百人衆のひとり、闍虫鬼は利口な犬を改造して自由 
に操り、ゲッター線增幅炉を奪おうとしていた。ゲッター 
線增幅炉の点検日を翌日に控えた研究所では、可愛い来訪 
者を迎えていた。元気の拾ってきた子犬•コロである。だ 
が、コロも闍虫鬼に改造された犬の一匹だった。そして翌 
日、点検のために増幅炉を分解し始めた頃、コロに手引き 
されて侵入した犬たちはリョウたちを襲い、增幅炉のパー 
ツを奪っていく。何とか犬を撃退したリョウたちの前にコ 
口が立ちふさがった。一匹がコロの母親であることに気づ 
いたベンケイは、犬たちを助けようと角を折るが、逆にそ 
のせいで犬たちは絶命してしまう。非道な百鬼のやり方に 
怒ったベンケイはリョウたちと合流。合体してメカ闇虫鬼 
と戦う。そして、ゲッタービームをくらった闇虫鬼はあえ 
なく破れていった。元気の涙の訴えに、博士はコロを友人 
の動物医に委ねる。長い手術を終え、コロは元どおりの可 
愛い子犬に戻るのだった。 

飛来した百鬼ロボットを迎え撃つため、出撃したゲッタ 
一。対峙した百鬼ロボット•メカ鉄甲鬼から響いてくる声 
を聞き、リョウは驚愕する。操縦者である鉄甲鬼は、他校 
の生徒にからまれていたリョウを助けた■男だった。「あの 
時、言ったはずだ。近いうちに戦うことになると！」。言 
葉の意味を理解したリョウは鉄甲鬼の挑戦を受け、ドラゴ 
ンで立ち向かった。だが、ゲッターを研究しつくして開発 
されたメカ鉄甲鬼は強敵だった。トマホークにはトマホー 
ウ、 チェーンにはチェーンで対抗してくる鉄甲鬼。しかも、 
これをチャンスと見こんだヒドラーがレーザー砲で攻撃し 
てきた。レーザーはポセイドン号に命中、さらなるピンチ 
へと追いこまれてしまう。正々堂々と戦いたいと願う鉄甲 
鬼はゲッターをかばい、自らもレーザーを浴びてしまう。 
鉄甲鬼はヒドラーのレーザー砲を撃退し、ボロボロになり 
ながらもゲッターに挑戦。リョウは仕方なく、鉄甲鬼を擊 
破するのだった。 

■ 1 ■ ,m, 

D「早乙女博士を救出せよ！」 1>1■危ろし伊豆半島沖！」 
南国の島、竜王島で秘密裏に国防会議が開かれる。百鬼 

帝国から世界を防衛する要となっている早乙女博士も、会 
謙に出席するため島へとやってきた。だが、百鬼帝国殲滅 
に協力することとなった国防軍との会謙中、会謙を嗅ぎつ 
けた百鬼帝国に襲われてしまった。観光客をも人質に取っ 

.た金剛鬼は、博士にゲッターの出撃を要求。さらに島へ到 
着したリョウたちを脅迫し、ゲッターをマグマのたぎる火 
山嘖火口へと叩き落とした。しかし、狭い嘖火口内での、 
困難な合体を成功させたリョウたちはライガーで脱出。兵 
士に化けて博士たちを救出する。ゲットマシンに乗りこん 
だリョウたちはドラゴンに合体してメカ金剛鬼と戦うが、 
トマホークを砕く メカ金剛鬼の強固なボディと剣に吉戦を 
強いられてしまう。博士は、救援に駆けつけたレディコマ 
ンドを自ら操縦してゲッターを好サポート！そして、リ 
ョウは必殺ドラゴンキックとゲッタービームフルパワーで 
金剛鬼にトドメをさすのだった。 

ある日、伊豆半島沖で突如として海底火山が嫌発、火山 
島が現れた。火山島はもうもうと，有毒ガスを含んだ黒い 
煙を嘖き上げる。この火山島の出現を気に入らないと言う 
ハヤトの直感は当たり、火山島から発進したメカ妖剣鬼と 
戦閎機隊が、研究所へ奇襲攻擊をかけてきた。研究所に大 
打撃を受けた博士は、第二波が襲来しないうちに攻撃に打 
ってでることにした。しかし、火山島へ海中から接近しよ 
うとしたポセイドンは、高圧電流の流れる金網に閉じこめ 
られてしまう。そのすきに乗じた妖剣鬼は再び研究所襲擊 
に向かう。百鬼兵士の妨害をかわし、金網から脱出したリ 
ョウたちは研究所へ急行。妖剣鬼をくい止める。そして、 
ミチルが大型ミサイルを搭載したレデイコマンドで、逆に 
要塞島を急襲！要塞島擊退に成功する。要塞島追擊にか 
かるゲッター。だが、しぶとく くいさがる妖剣鬼に足止め 
されてしまい、リョウたちは要塞島を見失ってしまった。 6 9 
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g>「大決戦！シャインス/x-ク」 
エンジン故障で墜落したゲッター、その目前で研究所は 
メカ要塞鬼の空襲をうけて崩壊してしまった。リョウたち 
は応急処置したゲッターで要塞鬼に突撃するが、要塞鬼か 
ら発進したメカ半月鬼に撃墜されてしまう。運悪くハヤト 
は右足に重傷を負ってしまったが、三人は何とか研究所ま 
で帰還。気落ちするミチルや所興たちを励まし、先導して 
復興にとりかかる。生死不明となっていた博士も瓦躁の下 
から救い出され、秘密裏に完成させていた地下研究所でゲ 
ットマシンの修理と新兵器装備に全力集中する。そしてリ 
ョウたちは、新しい力を授かったゲッターで出擊。東京を 
攻擊する半月鬼を撃破し、大阪へ向かう要塞鬼の後を追っ 
た。巨大な要塞鬼の攻撃に翻弄されるゲッター。そこで三 
人は、新必殺技シャインスパークを擊つためのペダルを、 
合図とともに踏みこんだ！痛みをこらえるハヤト。見事 
に放たれた新必殺技の前に、強敵メカ要塞鬼も粉碎される 
のだった。 

「大攻撃！ メカ要塞鬼」 
日本近海に百鬼帝国の科学要塞島が出現した。ゲッター 

チームは今度こそとばかり、要塞島捜索に全力を注ぐ。だ 
がこの時、すでに要塞島は北極海へと移動していた。そう 
とは知らぬゲッターチームが、躍起になって要塞島を探し 
ている間に、百鬼帝国は早乙女研究所•総攻撃の準備を 
着々と整え、無敵の空母•メカ要塞鬼を完成させていた。 
一方、海上を飛ぶリョウたちに巨大な車輪が襲いかかった。 
百人衆、随一の怪力を誇る大輪鬼が総攻撃を待てず、単身 
でゲッターに挑んできたのだ。大輪鬼自慢の大車輪はゲッ 
ターの武器を一切、寄せつけず、リョウたちは悪戦苦闘。 
一か八か、ポセイドンで力まかせに大車輪を受け止めると 
いう作戦が成功！逆転勝利を収めるが、ボセイドンもま 
た機能低下を起こしてしまう。しかも、大輪鬼がゲッター 
を引きつけている間にメカ要塞鬼は研究所を襲撃。リョウ 
たちの目の前で、研究所が破壊されていった！ 

「月光に踊るピエロ」 
ゲッターの新兵器シャインスパークに歯が立たない百鬼 

帝国は、シャインスパークの秘密を探りだすため、百人衆 
の剣王鬼を差し向けた。サーカス団に化けた剣王鬼の一味 
は、リョウたち、そして大勢の観客が集まったところで山 
火事を起こす。混乱する観客たちを、リョウたちは研究所 
に逃げこませた。混乱に乗じ、研究所に忍びこんだ剣王鬼 
は夜を待って行動開始。名だたる怪盗のごとき見事な手並 
みで所長室へとたどり着く。金庫をこじ開けた剣王鬼は、 
シャインスパークの秘密ばかりかゲッター線増幅炉の設計 
図をもカメラに収めた。一方、剣王鬼の侵入を察知したハ 
ヤトは緊急警報をかけるが時すでに遅く、任務を終えた剣 
王鬼は呼び寄せた百鬼ロボットで一路、要塞島を目指して 
いた。剣王鬼を追擊するゲッター。しかし、ビームを倍の 
力にして反射する剣王鬼の盾に苦戦する。リョウは月光で 
剣王鬼の目をごまかし、シャインスパークで撃墜。秘密を 
守り抜いたのだった。 



^「湖に消えたミチル」 
中部山中で行方不明になった東山教授とその一行を捜索 
に向かったレディコマンド。しかし、ミチルもまたSOS 

を発信した後、行方不明となってしまった。ミチルと教授 
たちを追って現地へとやってきたリョウたちは、ミチルの 
連絡にあった奇怪なダムを発見する。だが、そこには怪し 
い霧がたちこめていて全く手出しができない。一方、東山 
教授たちとミチルは、ダムにカモフラージュした大角鬼の 
基地に捕らわれていた。大角鬼はミチルを人質にして教授 
たちを脅迫、金属溶解液の開発に協力させる。だが、教授 
たちは薬品やダイナマイトを使って兵士たちを倒し、ミチ 
ルを救出。一行は自力で脱出を試みる。その頃、大角鬼の 
基地を発見したゲッターは、そこに現れたメカ大角鬼と交 
戦。弱点の脊椎へシャインスパークをぶちこみ、大角鬼を 
破った。教授たちも無事、脱出を果たし、教授のしかけた 
液体火薬によって、基地も嫌破されたのだった。 

公「ッバメょ元気に飛べ！」 
傷ついたツバメを一生懸命に介護する元気とベンケイ。 
二人は傷の癒えたツバメを自然に帰すため、博士の制止を 
振り切って小笠原諸島へと向かった。ベンケイは、そこで 
亀吉という少年と出会う。最近、頻繁に起きている鉄鉱石 
輪送タンカー沈没事件の現場を目撃したという亀吉の証言 
ヤら、ベンケイは早速、周辺海域を調査。特殊合金生産を 
行う百鬼の海底基地を発見した。ベンケイの連絡を受けて 
合流したリョウたちは、メカ鍋頭鬼と対戦。これを退けた。 
その頃、元気と亀吉は百鬼兵士に追われていた。意地を張 
り合いながらも、二人は協力して断崖に見つけたツバメの 
巣へと逃げこみ、危機一髪のところをゲッターに救われる。 
再び、海底基地粉碎に向かったポセイドンの前に、修理を 
終えたメカ鍋頭鬼が出現。エネルギーも残り少ないゲッタ 
一は短期決戦を挑む。シャインスパークで鋼頭鬼を葬った 
ゲッターは、海底基地を破壊。ミチルの補給を受け、帰り 
路につくのだった。 

密かにミサイル基地を建造した百鬼帝国。ニセモノの水 
爆ミサイルで世界を混乱させ、誘発する戦争で人間を破滅 
させようとしていたのだ。基地に近づいたために擊墜され 
た戦闘機のバイロットは、基地の存在を珥明するテープレ 
コーダーを救助してくれた親子に預ける。だが、その船も 
また百足鬼に沈められてしまった。ひとり生き残った少年、 
克也の持っていたテープから、百鬼帝国の計画を察知した 
ゲッターチームはミサイル基地に潜入。ミサイルと基地の 
両方に爆破装置を設置した。リョウたちの救援に向かうミ 
チルのレディコマンドには、父の敵を討とうと考えた克也 
がこっそりと忍びこんでいた。ミチルが届けてくれたゲッ 
トマシンに乗りこんだリョウたちは、侵入者に惑づいて現 
れたメカ百足鬼と対決。これを打ち破り、ミサイル爆破に 
も成功する。そして克也は、エネルギー切れで動けないゲ 
ッターを狙う百足鬼を父の形見のモリで倒し、父の敵を討 
ったのだった。 

「鬼になったあいつ！」 
とある男が交通事故で死んだ。倒れた男は角を生やし、 

煙に巻かれて消失したという。男の正体が百鬼であると目 
星をつけたゲッターチームから、ハヤトが現地調査に向か 
う。現場である新宿に着いたハヤトは、車にひかれそうに 
なったお婆さんを助ける。偶然にも、お婆さんを一緒に助 
けた男は幼なじみのイサムであった。すさんだ生活を送る 
イサムは金と権力に目がくらみ、ヒドラーからの誘いを受 
け入れて百鬼の一員となってしまう。一方、新宿で調査を 
続けていたハヤトは、百鬼の若者狩りを指揮するイサムと 
遭遇。暴竜鬼と名のるイサムと戦う羽目になってしまう。 
ハヤトの説得も聞かず、ゲッターを攻擊するイサム。その 
攻撃に昼間、助けたお婆さんさえも巻き添えとなって死ん 
でしまった。ハヤトは涙をのんでメカ暴竜鬼を撃破。人間 
の/L、をとり戻し、鬼になったことを後悔しながらイサムは 
息絶えていった。せめてもの救いにと、ハヤトはイサムの 
角を折ってやるのだった。 

全エピソー 



「涙のあとに口笛を」 
ゲッター線平和利用を研究するため、ハヤトの父•神大 

造が秘密裏に建造していた神重工業ゲッター線研究所が完 
成した。これに着目した百鬼帝国は施設を丸ごと奪おうと、 
天魔鬼をさし向ける。一方、百鬼帝国の動きを察知したゲ 
ッターチームが神研究所を守ることになるが、未だ父にわ 
だかまりを持つハヤトは素直になれずにいた。そんな時、 
ハヤトの姉•明日香がパリから帰国。父の研究所を訪れた 
ところを、メカ天魔鬼に襲撃されて重傷を負ってしまった。 
明日香と同じ血液型だったリョウは、明日香への輸血をか 
ってでる。そして、ひとりで飛び出していったハヤトの後 
を追い、リョウたちもゲットマシンで発進。ライガーに合 
体して天魔鬼に立ち向かうが、その攻撃に追いこまれてい 
く。大造は、我が子の窮地を救うべく、研究所を犠牲にし 
て天魔鬼にゲッター線エネルギーを放射！ゲッターを救 
つた。ハヤトは、大造の真意を知り、やっと手を取り合う 
ことができた。 

ケ»0 

「緑の麟慨ぬ！」 
一年前、パトロールに出かけたミチルは、異様な黄色い 

川を見つけた。その周辺の大地は、まるで死んでいるかの 
ようだった。上流へ進んだミチルは工場のようなものを発 
見するが、何者かによって捕らえら,れてしまう。その工場 
は、大量虐殺を狙った百鬼帝国の猛毒製造工場だったのだ。 
そして、ミチルはそこで変わり果てた小学校のときの同級 
生、紅林譲治と再会する。工場の廃棄物で変質した黄色い 
川によって、家族全員を失った彼は、人間たちに復饕する 
ため百鬼の一員、蛇王鬼となったのだ。説得するミチルの 
声も彼にはもう届かない。しかし、毒を満載したメカ蛇王 
鬼で出擊する直前、蛇王鬼は黄色い川が百鬼のしわざだっ 
たことを知る。驅されていたことに気づいた蛇王鬼は、ミ 
チルを助けるために死んでいった。そこに、ミチルを捜索 
していたゲッターが飛来。事情を聞き、メカ蛇王鬼と戦い、 
これを粉砕する。ミチルはきれいな水に戻った川へたむけ 
の花束を流す。 

「燃ぇろ！リョゥの剣」 
博士や仲間たちのはからいで、リョウは東京で開催され 
る全日本武道大会に向かう。ここでリョウの父•竜作が最 
後の模範試合をするのだ。未だ衰えぬ太刀筋を見たリョウ 
は、父の健在を確認して安心する。しかし、その模範試合 
に飛びこんできた大剣鬼道によって、竜作は倒されてしま 
った。またリョウも、謎の男に捕らえられそうになるが、 
すきを見て反擊。返り肘ちにした。父の看護をするリョウ 
の前に現れた大剣鬼道。リョウはその正体が百鬼百人衆• 

大剣鬼だということを見破り、父の敵を討つため大剣鬼と 
勝負する。多数の替え玉を使ってリョウを引きつけている 
間に、本物の大剣鬼は百鬼ロボットで研究所を襲擊する。 
リョウは、続々と現れる替え玉を全て倒し、メカ大剣鬼に 
必死の抵抗を続けていたハヤトたちと合流。ドラゴンに合 
体して大剣鬼に立ち向かった。メカ大剣鬼のコクピットを 
狙ってゲッタービームが炸裂！リョウは怨敵、大剣鬼を 
うち破ったのだった。 

^>1■ドライスノー奇襲作戦U 
浅間山に今冬、初めての雪が降った。雪にはしゃぐ元気 
はスキーを教えてもらおうと、ベンケイを誘い出す。が、 
山ではリフトが建設中、惜しみつつ二人は山を下りるのだ 
った。しかし、おかしなことにリョウが調査したところ、 
リフト建設の事実はなかった。思ったとおり、それは百鬼 
帝国の造りあげたメカ鉄丸鬼であった。百鬼は熱や衝撃に 
強い氷となるドライスノーを降らせ、研究所を凍らせよう 
としていたのだ。迫るメカ鉄丸鬼、だがカタパルトを凍ら 
されたため、ゲットマシンは発進できない。そんな危機の 
最中、博士は冷静にドライスノーを調査。ゲッター線で起 
こした熱エネルギーに弱いことを突きとめる。リョウたち 
はゲットマシンのジエット嘖射でドライスノーを排除して 
発進。ドラゴンに合体してメカ鉄丸鬼と戦う。ゲッターの 
攻擊に膝をついた鉄丸鬼は、皮肉にもドライスノーで氷づ 
けとなり、自爆してしまった。危機を退けたリョウたちは 
山でスキーを楽しむ。 



3>「夕焼け空力細っている」 
TVニュースのアナウンサーが放送中に突然、歌い始め 

た。そして街や港、いたるところで人が、突如として狂っ 
たように奇妙な行動をとるという怪事件が多発。急を要す 
る事態に、博士は東京へ事件と光線の調査に向かう。怪事 
件は、百鬼帝国の恐角鬼が完成させたクレイジービームの 
引き起こしたものだった。大混乱を起こす街。博士から事 
件の実態が見えるまで出動を禁じられていたリョウたちで 
あったが、凄惨な現状に黙っていられず、三人はゲットマ 
シンで出撃していく。金属をも透過して効果を発揮する恐 
怖の兵器、クレイジービームをさけながら戦うゲッターは、 
傷つきボ□ポロになっていく。一方、博士はクレイジービ 
—ムがガンマX線を利用した光線であることを知った。ビ 
—ムをさえぎるバリュウムを詰めたカブセルをレディコマ 
ンドにセットし、ゲッターの救援に向かわせる。間一髮の 
ところをバリュウムに助け6れたゲッターは、メカ恐角鬼 
を粉碎した。 

「元気あの子ってなんなのさ！」 
海洋開発計画によって要塞島の位置を知られるのを恐れ 
た百鬼帝国は、計画の妨害にかかる。目に見えない攻sに 
海洋開発の潜水艦や港町が襲撃を受け、いままた海洋開発 
所がリョウたちの目前で炎上した。姿なき敵,には、さすが 
のゲッターロボも手出しはできなかった。その頃、元気は 
マリアという少女と出会っていた。可愛いマリアに一目惚 
れした元気は、光る玉を恐れる彼女の恐怖症をなんとか治 
してやろうとする。元気の熱意で原因に立ち向かう勇気を 
出したマリアの前に、光り輝く玉が現れた。それは姿なき 
敵の正体' メカ鉄光鬼の放ったものだった。この玉でレー 
ザーを反射させ、人目にふれることなく攻撃していたのだ。 
研究所が危なL、と知った元気の連絡を受けてゲッターが出 
動。恐るべき敵、メカ鉄光鬼を葬り去った。元気は、恐怖 
症を克服したマリアに宝物のビー玉をプレゼント。マリア 
は元気との再会を約束し、街へと帰っていつた。 

恐「百鬼老兵は死なず」 
ゲッタ ーロボなみの活躍が期待される新銳戦艦シーフォ 
ース号。その進水式を狙って、百鬼帝国の爆撃機部隊が襲 
来する。シーフォースは、百鬼の爆擊にひるむどころか敵 
機を次々に撃墜するが、ヒドラーの一擎にバリヤーを破ら 
れて危機におちいってしまう。救援に現れたゲッターを前 
に、，爆擊隊は撤退するが、血気盛んな少年兵•牛餓鬼はた 
った一機でゲッターに突撃。リョウは威嚇攻擊で退けよう 
とするが、シーフォースの砲撃が牛餓鬼の爆撃機を擊破し 
てしまった。ヒドラーは' 牛餓鬼がゲッターにやられたと、 
父.牛剣鬼に嘘を教える。息子の復饕に立ち上がった老兵、 
牛剣鬼は百鬼ロボットに乗りこみ、ゲッターに挑戦。実戦 
でならした腕前でゲッターを苦戦させ•る。かたくなな牛剣 
鬼にリョウは叫ぶ。戦いのことしか教えなかったお前が息 
子を殺したんだ、と。その言葉は牛剣鬼の胸に深く突き刺 
さり、牛剣鬼はシャインスパークを真っ向から受けて息絶 
えるのだった。 

D「姑夬！百*H猫」 
度重なる百人衆の敗退に、激怒するブライ大帝。その前 
に現れた角面鬼三兄弟はゲッター打倒を誓って出擊した。 
ある日、ベンケイは浅間学園にフラリと現れた他校の野球 
部員、清水一角と勝負する。ベンケイの剛速球、一角のピ 
ッチャー返し、互角の力を見せた二人は意気投合。ベンケ 
イは一角を研究所へと招待する。だが、一角は角面鬼三兄 
弟の長男だった。一角は、リョウたちが油断している間に 
弟、二角を研究所へ忍びこませる。しかし、元気とハヤト 
が同じ時刻に違う場所で一角を目撃したという証言から、 
リョウたちは彼が角面鬼三兄弟であることを知る。正体の 
ばれた角面鬼は、百鬼ロボットを駆ってゲッターに挑戦。 
分身攻荤でゲッターを翻弄する。だが、角面鬼の戦法を見 
破ったリョウたちは、メカ角面鬼にシャインスバークを放 
つ。大破したメカ角面鬼から脱出した三兄弟と、リョウた 
ちは生身で対決！激闕の末、強敵三兄弟を打ち破ったの 
だった。 



<5}「危碰る日本遮毎！」 
百人衆も残りわずか六人となり、ブライ大帝は最後の総 

攻撃を決意。伊豆大島に前線基地を建設、世界の主要大国 
に潜んでいた百人衆と百鬼ロボットを結集させた。百鬼帝 
国の活動を察知した博士たちは、百鬼が決戦準備をかため 
ていると推測。偶然にも、伊豆大島で百鬼ロボットを目擊 
したという男の証言から、まず島民の大避難作戦を展開す 
ることとなった。防衛軍の協力を得たゲッターチームは、 
目立つ大型のタンカーと輸送機に百鬼の目を向けさせ、そ 
ちらに気をとられている間に潜水艦で島民を脱出させた。 
合体ロボットへの改造を進めていた百鬼は、とりあえず出 
擊できるメカ雷電鬼で応戦。ゲッターがシャインスパーク 
を使用したのを見はからい、完成したばかりの合体ロボッ 
卜を発進させる。しかし、タンカー内に待機していたレデ 
イコマンドがゲッターに給油。必殺のシャインスパークが 
合体ロボットに炸裂し、百鬼の作戦は阻止されたかに見え 

办「ベンヶィ暗頼十画」 
研究所へとバイクで急ぐベンケイは、少女と接触事故を 

起こしてしまう。幸いにも少女のケガは軽傷で済み、ベン 
ケイは応急処置をして別れた。火事で父親を亡くし、その 
ショックで口がきけなくなった少女•チコ。その唯一の友 
達であった子犬も、ゲッターと百鬼帝国の戦闞に、卷きこ 
まれて死んでしまった。悲しみにくれるチコに目をつけた 
電光鬼は、老人に化けて言葉巧みにチコに近づき、チコを 
被害者にたてて研究所に抗議。チコに持たせたウサギのサ 
イボーグ爆弾でベンケイを暗殺しようとする。だが、間一 
髮で爆弾に気づかれてしまい計画は失敗に終わる。姿を現 
したメカ電光鬼を倒すべく出撃したゲッターであったが、 
チコを人質にとられて戦うことができない。電光鬼シャワ 
一に苦しむポセイドン。だが、チコはミチルの活躍によっ 
て救出され、落雷のショックで再び口がきけるようになっ 
たのだ。そして、残虐なメカ電光鬼はストロングミサイル 
を受けて倒れたのだった。 

「ガ夬戦！日本剧 
感傷に浸る間もなく、ゲッターチームは国防軍と協力し 

て合体ロボットに総攻撃を開始。ミチルの操縦するゲッタ 
ーライガーが、分散したメカ輪魔鬼をうち倒す！応援に 
駆けつけたメカ十方鬼、メカ電獣鬼もシャインスパークの 
餌食となり、ブライ大帝は持ち駒のほとんどを失う。一方、 
爆発するメカ闇虫鬼から逃げおおせたヒドラーは、ハヤト 
を捕虜にして要塞島に生還。ブライ大帝は最後に残された 
力、重力制御装置で科学要塞島を飛行させて東京を襲撃す 
る。補給を終えたゲッターは要塞島嫌滅に出撃するが、そ 
の分厚い装甲に傷ひとつ負わせることもできなかった。そ 
の頃、博士とリョウの通信を聞いたハヤトは牢を抜けだし、 
動力室を破壊して外壁に穴を開けた。そこにゲッターがシ 
ャインスバークをぶちこみ、要塞島は大爆発！ついに百 
鬼帝国は滅び去り、脱出したハヤトもリョウたちに救出さ 
れた。戦い終わったゲッターチームは美しい夕焼けを見上 

「ブラィ大新规の叛撃！」 
命中寸前で分離し、ゲッターのシャインスパークを逃れ 
ていた合体ロボットが再び活動を開始！東京湾警戒にあ 
たる国防軍をけちらして東京に上陸。街で大暴れし始めた。 
待機していたゲッターチームは即座に出擊。合体ロボット 
の前に立ちふさがるが、合体ロボットはメカ甲角鬼を分離 
させ、ゲッターにぶつけてきた。ゲッターが甲角鬼に手を 
焼いているすきに、分離したメカ閿虫鬼が研究所襲撃に向 
かう。一刻の猶予もならなくなったリョウはシャインスバ 
ークの使用を決断！甲角鬼を擊破し、闍虫鬼追撃に向か 
う。だが、研究所を目の前にしてゲッターは燃料がつき、 
不時着してしまう。燃料補給に緊急発進したレディコマン 
ドもまた、閹虫鬼に発見され、攻撃を受けて不時着。ハヤ 
卜はミチルに母の形見の十字架を預けると、レディコマン 
ドで閽虫鬼に応戦。メカ閽虫鬼の装甲に穴をあけ、中に侵 
入したハヤトは動力室を破壊。爆発するメカ闍虫鬼と運命 



一角鬼が搭乗する百鬼ロボット。百鬼帝国の世 
界征服を実現させるベく、その手始めとして早 
乙女研究所のゲッター線増幅装置を強奪するの 
が目的だ。目から放つ怪光線、角から発するビ 
ーム、口から発射するロケット弾、口から吹き 
出す突風、そして左手の巨大なハサミ……と、 
やけに武器は多い。新型ゲッターの操縦に憤れ 
ないリヨウ達の前に強敵として立ちはだかった 
が、ドラゴンのダブルトマホ-クブ-メラン— 

ゲッタービームで絶命する。 2, 

「スカイタンカー作戦」を指揮する、牛面鬼が 
搭乗する百鬼ロボット。強奪したタンカーを空 
母に改造し、空から特殊添加物を混ぜた重油の 
雨を降らせて山火事を起こし、その煙でゲッタ 
一線を遮断した。メカ牛面鬼は、タンカー部隊 
の一隻に化けて出擊。武器は、角から発射する 
ビーム、ヒゾメミサイル、そして屑口から放つ、 
敵の計器を狂わせる電擊を流すロッド式アンカ 
一。ポセイドンのゲッターサイクロン—ストロ 
ングミサイルで絶命する。 

変身能力に長ける百鬼衆、白髮鬼が搭乗する百 
鬼ロボット。白髮鬼が少女に化けて、ゲッター 
チームの新米ベンケイに近づき、チームワーク 
を乱して、ゲッターロボを倒す作戦に参加する。 
武器は、指から放つミサイルと、長髪を振り乱 
しての防御壁。また、頭の角から脳波停止光線 
を放つことができ、リョウ、ハヤトの2人を戦 
閫不能にする。しかし、光線も友情の涙を流す 
ベンケイの前には効かず、ポセイドンのストロ 
ングミサイルで絶命。 

独眼鬼が搭乗する百鬼ロボット。百鬼帝国が乗 
っ取ったダムの水底に隠れていたが、ゲッター 
線増幅装置を強奪する目的で出擊する。武器は、 
口から発する緑色の炎、腹から放つミサイル、 
そして両腕のカギ爪。両腕のカギ爪を回転させ 
て地中を掘り進むことができ、地中から研究所 
を襲擊しようとしたが、ライガーのチェーンア 
タックで地中から強引に引きずり出されてしま 
う。ライガーミサイルを4発連続で食らって絶 
命する。 

ゲッターロボの能力を調べるために、わざと街 
で暴れるために出撃した百鬼ロボット。武器は 
体中のメカバリで、飛ばして相手に刺し、そこ 
から電撃を流す。また、体が切られても個々に 
独立して活動することができ、体をスピンさせ 
て敵に特攻攻擊をしかける。ゲッタードラゴン 
にとりついて自爆したが、無駄死に終わったC 

ロボットの中から声がしなかったので、誰も搭 
乗者はいなかったと思われるが、いたとしたら 
たぶん針千本鬼ってヤツなんだろう。 

メカ白髪鬼 メカ牛面鬼 



海王鬼が搭乗する百鬼ロボット。船舶が次々に 
沈没するという海域に潜む、百鬼帝国の科学要 
塞島に向かうゲッターロボを海中から攻擊する 
ために出撃した。ヤドカリのようなロボットで、 
武器は両腕の巨大な鎌と、無数の足での羽交い 
締め攻撃。要塞島に攻め込もうと海面スレスレ 
に飛ぶゲッタードラゴンを、海中に引きずり込 
んでは吉しめた。ゲッタードラゴンのダブルトL 
マホークやスピンカッターで足を切られ、さらI 

にスピンカッターで切りつけられて絶命する。I 

飛竜鬼が搭乗する百鬼ロボット。嵐の夜に、百 
鬼ジェット機に石油コンビナートを襲わせ、出 
撃したゲッターロボに妨害電波装置をとりつけ、 
偽の早乙女研究所で彼らを捕捉する。そしてそ 
のスキに研究所を襲撃し、ゲッター線増幅装置 
を強奪しようとした。武器は、角から放つビー 
ムのみ。恐竜兵士の潜む右腕を飛ばして、研究 
所のドームに挟み込み、ゲッター線増幅装置を 
奪い去るが、ゲッタードラゴンのゲッタービー 
ムで絶命する。 

白骨鬼が搭乗する百鬼ロボット。両腕のマシン 
ガンと、頭の角から放つ殺人光線を武器に、打 
倒ゲッターを目的に出撃した。その戦闘中に娘 
のリサが裏切ってしまったため、ブライ大帝に 
彼女の処刑を命じられる。研究所に引き取られ 
たリサを取り戻し解放したが、訓練校長の鬼丸 
に殺されてしまう。これに逆上した白骨鬼はゲ 
ッターと決閫。善戦したが、リサの思いに応え 
るべく、わざとコマンドマシンのコマンドミサ 
イルを受け絶命する。 

三P鬼が搭乗する百鬼ロボットで、多数の戦闘 
機が発着できる、百鬼帝国前線基地にて製作さ 
れる。予定では、肩の2本の角に超ウラニウム 
爆弾を埋め込み、研究所を襲擊するはずだった。 
武器は、3本の頭から放つビーム、腹から発射 
するミサイル、左右2本の頭飛ばし、両腕の角。 
ゲッターチームが基地に進撃したため、超ウラ 
ニウム爆弾なしで出擊したのだが、ゲッタード 
ラゴンのダブルトマホークブーメラン—ゲッタ 
ービームで絶命する。 

小竜鬼が搭乗する百鬼ロボット。ハヤトの姉の 
婚約者、坂崎を百鬼兵士に改造し、ゲッター線 
増幅装置にマグネット装置をとりつけさせて、 
磁力で引き寄せてこれを強奪しようとした。武 
器は、目から放つマグネット光線と口から放つ 
ミサイル。マグネット光線はロボットの計器を 
すべて狂わし、ゲッターライガーはミサイルさ 
えも擊てなくなってしまう。しかし、分散した 
ライガー号のミサイルだけでコックピットを破 
壊されて絶命する。 

暗黒鬼の搭乗する百鬼ロボット。強奪した濃縮 
ウランで作った水爆地雷を町外れに埋めて、こ 
れをネタにゲッター線増幅装置のひきわたしを 
迫った。武器は、胸から放つ角ミサイルと、口 
ッド式伸縮の腕。頭部コックピットに地雷の起 
爆装置がセットされていたが、リョウ達にこれ 
を破壊され、しかも暗黒鬼も部下の流れ弾に倒 
れたため、フルオート操作で地雷を爆破しよう 
とする。ドラゴンを攻めたてたが、ふりかざし 
た大木に雷が落ちて爆死する。 

メカ飛竜鬼 

メカ海王鬼 

メカ三頭鬼 ^ 

メカ白骨鬼 

メカ睹黒鬼 

メカ小竜鬼 



邪角鬼が搭乗する、バッファロー型の百鬼ロボ 
ット。アメリカ西部で強盗団に化けてダイヤモ 
ンドを次々に強奪し、これを基にして「ダイヤ 
モンドレーザーガン」を開発、大量生産する作 
戦に参加。腕力はあるようだが、化学兵器は一 
切なく、武器は、巨大な2本の角と、両腕のム 
チだけ。ゲッタードラゴンを得意のムチで攻め 
立て、がんじがらめにしたが、体当たりを食ら 
い形勢逆転。スピンカッターで腹を切られ、ゲ 
ッタービームで絶命する。 

帝国の天才少年、地虫鬼が自分で製作し、操る 
百鬼ロボット。研究所を地底から襲擊する「つ 
るべ落とし作戦」を実行する。武器は、目から 
放つビーム、口から発射するミサイル、尻尾の 
鉄球、右前足のドリル。また、背中の角で敵を 
捕らえてガスで窒息させる攻擊もある。地虫鬼 
が裏切ったため、途中からヒドラーが指揮をと 
る。頭部中央部に作戦のコントロールカートリ 
ツジがあり、これをドラゴンのスピンカッター 
で破壊されて爆死する。 

打倒ゲッターを目的に、鉄甲鬼が自ら製作、搭 
乗する百鬼ロボット。ドラゴン、ライガー、ポ 
セイドンの武器をすべて装備している。劇中で 
見せた武器は、角から放つビーム、2本のトマ 
ホーク、左腕から放つミサイル、チェーンアタ 
ックまで。ポセイドンへの合体中にヒドラーの 
戦車に邪魔されてしまい、プライドが傷ついた 
鉄甲鬼はヒドラーを攻擊。戦車の弾に被弾しボ 
ロボロになりながら、ゲッタードラゴンとの再 
戦に挑む。スピンカッターで絶命する。 

自雷将軍の息子、自雷鬼が搭乗する百鬼ロボッ 
卜。自雷一族の要塞島にゲッターロボを引きず 
り込んで解体する「早乙女作戦」に参加する。 
武器は、頭の角ブーメラン、腹から発射する爆 
擊ミサイル、肘から放つミサイル。また、頭部 
は切り離されても独立して活動できる。東京襲 
擊の際に、ゲッタードラゴンのダブルトマホー 
クで胴体を破壊され、逃げる頭部を追ってきた 
ゲッターを見事要塞島に捕捉するが、作戦が失 
敗したため頭部は自爆する。 

紫電鬼が搭乗す今百鬼ロボット。コウモリの帰 
巣本能を利用し、爆弾を取りつけたコウモリで| 

ゲットマシン発射口を占領してゲッターロボを 
破壊する「コウモリ作戦」に参加する。武器は、■ 
頭部の角の先にある長いツルハシと、そこから 
放つ電撃、ツルハシブーメラン、口から吐く炎。_ 

また、体をスピン回転させて地中を掘ることが| 

でき、バリアも装備している。ゲッターボセイ 
ドンに投げ飛ばされて、ストロングミサイルで| 

絶命する。 

メカ鉄甲鬼 

メカ胡蝶鬼 

メカ地虫鬼 メカ邪角鬼 

メカ自雷鬼 



左右の翼に2体の百鬼ロボットを、体内には10 

0機の爆擊楫、200機の戦闘機を搭載する空母 
型の百鬼ロボットで、日本総攻撃のために軍艦 
島から出撃した。独自の武器は肩口から放つミ 
サイルのみだが、翼を破壊されても補助翼で補 
うシステムを有する。圧倒的な火力で研究所を 
襲撃し、ボロボロにした後、東京も爆擊して制 
覇した。次に大阪を襲擊しようとしたが、ゲッ 
ターロボに阻まれてしまう。ゲッタードラゴン 
の新必殺技シャインスパークで絶命する。 

閿竜鬼が搭乗する百鬼ロボット。各地で誘拐し 
改造を施したメカ警察犬軍団を使って、ゲッタ 
一線増幅装置の点検日に研究所を襲擊、その出 
力回路を奪う作戦に参加する。武器は巨大なナ 
夕と、角から放つ黒いビーム。ゲッタードラゴ 
ンのダブルトマホークを白刃取りするほどの強 
者だが、戦闘中ナタを振り飛ばされてしまい、 
これが腹に突き刺さって、形勢逆転。トマホー 
クブーメランで角を切られて、ゲッタービーム 
で絶命する。 

大輪鬼が搭乗する百鬼ロボット。メカ要塞鬼に 
搭載されるはずだったが、倒された百人衆の敵 
討ちに燃える余り、先走ってゲッターと対決す 
る。武器は、肩口から放つミサイルと、両手の 
巨大な大輪を回転させて飛ばす攻擊。百人衆一 
の怪力が飛ばす大輪だけに、この攻撃が強力極 
まりなく、ゲッタードラゴン、ライガーは全く 
歯が立たなかった。しかしポセイドンに2つの 
大輪を受け止められ、ゲッターサイクロン—ス 
トロングミサイルで絶命する。 

メカ大筋鬼 

メカ要塞鬼 

メカ金1IJ鬼 

メカ妖刻鬼 

メカ聞竜鬼 



百足鬼が搭乗する百鬼ロボット。南海の孤島に 
設置、製作してレた水燦搭載の大陸間弾道弾で 
世界大戦を引き起こす作戦に参加し、島に近づ 
く船や戰鬪機を次々に沈めていった。武器は、 
剣と盾、無数のタコ足。また、盾にトゲを生や 
して回転させる防御技も有する。ポセイドンの 
ゲッターサイクロンを食らうが、なんとか岩場 
にしがみつき空中に巻き上げられずにはすむ。 
起死回生を図ろうとするもエネルギー切れ。爆 
死はしなかった。 

銷頭鬼が搭乗する、頭に2本の鎌を持つ百鬼口 
ボット。小笠原沖合に建設された海底製鋼所を 
任され、鉄材を積むタンカーを強奪して百鬼特 
殊溶鉱炉で特殊鉄材を生産する作戦に#加する。 
武器は、胸から放つミサイル、ロッド式で伸ば 
す頭の鎌、左腕の鎌。ゲットマシンに海底製鍋 
所を発見されたため出擊し、ライガーのドリル 
アームで頭の鎌をボロボロにされ、ドラゴンの 
トマホークで左腕を切られる。そしてシャイン 
スパークを食らって嫌死する。 

メカ鋼頭鬼 

メカ暴竜鬼 

メカ大角鬼 

メカ百足鬼 



巨漢の天魔鬼が搭乗する百鬼ロボット。富士山 
麓の神ゲッター線研究所を破壊し、ゲッター線 
増幅装置を奪う目的で出擊。武器は、頭の角か 
ら放つビームと、胸から発射するミサイル。2 

回ほどゲットマシンの合体を阻止するが、ミサ 
イルにひるんだスキに合体されてしまう。ゲツ 
ターライガーのチェーンアタックを受けるが、 
角ビームで応戦して逆にライガーをピンチに追 
い込む。しかしその間に、ゲッター線集積装置 
のゲッター線を浴びてしまし、爆死する。 

人間に恨みを持っていたため、白蛇鬼の手で百 
鬼となった蛇王鬼が搭乗する予定だった百鬼口 
ボット。東京人口の半分を殺せる猛毒を開発し、 
試験的に白竜湖一帯を黄色い液体で汚染し、緑 
を奪い占拠していた。蛇王鬼が裏切ったため、 
白蛇鬼が搭乗し、東京を死の街に変えるべく出 
撃した。猛毒以外の武器は胸から放つミサイル 
と左腕のムチ。ポセイドンに火山火口付近まで 
ひきずられて、ドラゴンのシャインスパークを 
食らって絶命する。 

剣術の達人、大剣鬼が搭乗する百鬼ロボット。 
大剣鬼は武術大会に乱入して、リョウの父に大 
ケガを負わせてリョウを挑発。替え玉を何人も 
使ってリョウを東京におびき出し、その間に早 
乙女研究所を襲擊する。武器は両腕の刀と、ヒ 
ジ穴から放つトゲ（敵の体内に毒ガスを送り込 
む）。リョウが替え玉にかまっている間に研究 
所を攻めたてたが、結局ゲッタードラゴンのゲ 
ッタービームを左目のコックピットに食らって 
絶命。足にはスバイク付。 

鉄丸鬼が搭乗する百鬼ロボット。自然の雪に紛| 
れて、なかなか溶けない氷ドライスノーを降ら 
せ、研究所を凍らせて、ゲッター線増幅炉を奪| 
う「ドライスノー作戦」に参加する。口から降 
らせるドライスノー以外の武器は、両端に鉄球 
と鎌を備えたもの。見事に研究所を凍りつかせ、| 

しかも中にいる人々を凍死寸前にするというと 
ころまで追い詰めた。ドラゴンのゲッタービー| 
ム—ドラゴンキックでドライスノーがもれてし| 

まい、爆死する。 

メカ恐角鬼 g力大唰鬼B nメカ天魔®® 

メカ蛇王鬼 



初陣で死んだ牛餓鬼の父親で、かつて空の英雄 
とMわれた牛剣鬼が搭乗する百鬼ロボット。息 
子の敵討ちをするべく、ゲッターロボを倒すた 
めに出撃した。武器は、剣と盾、腰から放つミ 
サイル、口から吹き出す突風「百鬼タイフーン」、| 

そして剣を地面に突き刺して地割れを起こす 
「アースクエイク」。ドラゴンのダブルトマホー 
クブーメランで剣を壊されると、誇らしき戦士 
として仁王立ちでシャインスパークを食らって 
絶命する。 

メカ雷電鬼（予定のみで終わる）、メカ輪魔鬼、| 

メカ闇虫鬼、メカ甲角鬼、メカ雷猷鬼、メカ十f 

方鬼の6体の百鬼ロボットが合体した、百鬼帝 
国最強のロボット。帝国の総攻擊に出撃し、東 
京湾を»擊した。武器は、口から吐く炎、目か 
ら放つビーム、腕から発射するミサイルなど。 
戦況に応じて各百鬼ロボットは分離して戦うこ 
とができる。合体時の方が圧倒的に火力とパワ 
一が強いのだが、分離時にゲッターロボに各個 
撃破されてしまう。 

帝国の総攻撃にむけて要塞島に集結した、百人 
衆の残党6人のうちの1人、閽虫鬼が搭乗する 
百鬼ロボット。東京総攻撃の前哨戦として^^リ 
を襲撃した後、合体百鬼ロボットの一部に組み 
込まれる。メカ甲角鬼がゲッターロボを足止め 
している間に、分離して研究所の方を襲撃。武 
器は、目から放つビームと、口から発射するミ 
サイル、翼で起こす突風。見事研究所の破壊に 
成功したが、ハヤトが内部に忍び込んで機関室 
を破壊したために爆死する。 

二面鬼、三面鬼の角面鬼兄弟が搭乗す 
る百鬼ロボット。研究所に侵入した三兄弟が、 
ゲッターロボの内部構造を探りだし、そのデー 
夕を基にゲッターロボを倒す目的で出擊した。 
武器は、口から吐く炎、右腕のマシンガン、右 
腕中央部から飛ばすヤリ。 3体に分身すること 
ができ、ゲッターロボを翻弄したが、ダブルト 
マホークブーメランで注意をそらされて、目に 
ゲッタービームを食らってしまう。シヤインス 
パークで絶命する。 

雷光鬼が搭乗する百鬼ロボット。テスト飛行で 
ゲッターロボと対戦した際に、流れ弾に当たつ 
て死んだ子犬の飼い主の少女チコを利用したベ 
ンケイ暗殺作戦に参加する。武器は、頭の角か 
ら発するビーム、腕から出したカッター、肩口 
のマシンガン、額から放つレーザービームガン。| 

そして最大の必殺技は、頭の角から雷を敵に落 
とす「必殺電光シャワー」。ゲッターポセイド 
ンのフィンガーネットでふりまわされて、スト 
ロングミサイルで絶命する。 

百人衆に残された6人のうちの1人、雷電鬼が 
搭乗する百鬼ロボット。帝国の総攻撃に参加す 
るべく、ニューヨークを襲撃して、要塞島に集 
結する。合体百鬼ロボットの一部として組み込 
まれる予定だったが、組み込まれる直前にゲッ 
夕ーロボが大島に飛来したため、これを迎え擊 
つべく出撃する。武器は、背中の輪から放つ炎 
のヤリで、雷雲を呼び起こして自分に有利な戦 
場を作り出して戦った。ゲッタードラゴンのシ 
ャインスパークで絶命する。 

メ 
力 
閫 
虫 
鬼 

メ 
力 

I 

※メカ百鬼のぅち、雷電鬼、甲角鬼、十方鬼、雷獣鬼に関しては設定画が現存していません。お持ちの方はご一報を 

メカ雷電鬼 

LOJ_羼〇ポット钃 

Mメカ角面鬼 0 



メカ雷獣鬼 メカ甲角鬼 

メカ輪魔鬼 
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実にスムーズiれとしてrケッ 

ター ロボG」もスポンサ—である 

ポピI (現.バンダイ)のレ—ベ 

ル「雙口查からドラゴン'ライ 

ガーポセイドンの3種が発売され 

た。プロボ—シヨンは鐘によく 

なつている。また、ギミック的に 

もsが凝らされ、特にポセイド 

ンの足のキヤタビラの•ミッ 

クは塵涙ものだ 

大雪山にアイテムを見た0 
『ゲッタ—ロホG』編 

大雪山にアイテムを見た② 



ポピニカ 

やはり「zポヒ•二力」より3機のニューゲットマ 

シンと、ミチルの^するニューマシン•レデ 

ィーコマンドの4種が発売された。旧ゲットマ 

シン同様、アイディアたっぶりのギミックかへ楽 

しい。また、今回ここには掲載できなかったか' 

「新早乙女研究所」こと「フォーダムg」もrポ 
ピニカ」シリーズのひとつとして発売されてい 

年に超合金のスケ- 
tのが「ミ^ 

鉛合金で成形されたヒーローの全身彫像r 

プライ帝王怒る 



ソフトビ〒ル人形 
rス—パ—ロボット大4^」のゲッタ—ドラゴン。 

同シリ—ズでは、「ケッタ—ラィガI」も発売予定 
に入つていたが、突然の商品IKS一のiにより 

売に終わつてしまつた。1に発売されなかつたも 
のに「カイキング」「コン•バトラ—V」がある。 

つくづでならない。バンダイさんいまこそ、 
Sまなら.I. 
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rス^ハ—ロボット大戦』シリ—ズ(以 

-I甘て頂く)。i丑fる歴 

我らが「ゲッタ—ロボ」の勇 

樂か'^つた。時t同じくしてスタ—卜をきつた霜? 
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(アニメ版の）ゲッタードラゴンを愛する者すべてに 
とって忘れられない超究極必殺技rシャ〜〜イン、ス 
ゥハ《〜〜ク！」の設定4点を一挙掲載。燦然たる光の 
イメージが破壊に昇華するその瞬間のイメージがかつ 
てない興奮を我々に与えてくれた。ドラゴノザウルス 
とてひとたまりもないのも無理もない 

我が青春の流竜馬〜神谷明讚歌 
岩佐陽一 

テレビアニメ『ゲッタ丨ロボ』『ゲッタ 

1ロボGJ rゲッターロボ號』を語る上で 

決して忘れてはいけない存在——それが声 

優の神谷明氏だ。『ゲッタ1ロボj rGJで 

は主人公•流竜馬を、「ゲッタ丨ロボ號』 

では大道剴を——時を経て新旧rゲッタ 

1』にて、それぞれ重要な役割を演じた氏 

は、いままた新作オリジナルビデオアニメ 

『真(チェンジ！)ゲッタ1ロボ』で「ナ 

レーション」を担当している。 

今回、氏にINTERVIEWをお願い 

したのだが、残念ながらご多忙ゆえ実現な 

らなかった。そこで本稿を氏へのオマージ 

ユとして捧げさせて頂く。 

神谷明——氏こそまさに映像世界での 

「ゲッタ1Jの立役者であろう。いや、そ 

れだけではない。氏がrゲッタ1ロボjに 

て確立し、以後のロボットアニメに多大な 

る影響を及ぼしつつ——mらも開発、そ 

して神谷明のお家芸としてしまったもの 

に"神谷明OTAKEBI!"がある。 

もはや説明は不要であろう。 
「ゲッタ-、トウマホウウク！」0 

「シヤ-イン、スウパ〜〜ク！」0 

——当時、テレビアニメ『ゲッタ1口 

ボJを体感していた者なら、このフレー 

ズを聴いた(目にした)だけで、誰もが 

氏のと共に耳元から、あの時の興奮を 

思い出すことだろう。 

-?■う.！ 

〃「ゲッタ1ロボ」の声の記憶"——人々 

がそれを呼び覚ます時、「神谷明」はそ 

のキーパーソンとして、永遠に『ゲッタ 

1Jを愛する人々の心の奥底に刻みこま 

れ続ける名前なのである。 



nf—卜1/I山田{山田俊司〉—ZTERV—U 

r顔てキャスティングされ 
たのかなぁ♦と思いましたj 

構成/大和光 

——まず最初にお伺いしたいのですが、ハヤト役は 
オーディションがあったのでしようか？ 

キ—トンありませんでした。 

—最初にハヤトの絵、つまりキャラクタ—をご覧 

になった印象はいかがでしたか？ハヤトとの出会 
いをお聞かせ下さい。 

キ—トン顔が長い人だなあ、顔でキャスティング 

されたのかなあ、と思いました。 

——実際にハヤトを演じられてから、印象は変わり 
ましたか？ 

キ—トン演じていくぅちに好きになってきました。 

あのころは、ちょっとニヒルな役が多かったですね。 

——共演の方の印象はいかがでしたか？ 

キ—トン神谷さん、八奈見乗児さん、緒方賢一さ 

んと収録後、毎週のょぅにマージャンをしていまし 
たし、酒を飲みにも行っていました。 

Qm 酾 —本日はありがとうございました。 
(98年8月5日アンケートにてご回答頂きました) 

-アフレコ中のエピソード.失敗談等がございま 
したら？ 

キ—トンもぅ、忘れました。 

——rゲッタ1ロボjで印象に残っているエピソー 
ド、もしくはキヤラクタ1がございましたら。 

キ—トン悪役も同時に演じていたので(役名は忘 

れましたが……)、ハヤトと会話する時は、つらく 
もあり楽しくもありました。 

——わかりました。それでは、全国5千万のハヤト 

ファンにメッセージをお願いします。 

キ—トンいまだにフアンがいるなんて信じられな 
い気持ちです。でも、思い出としていつまでも、神 

隼人が心の中にいることは素晴らしいことだと思い. 

き—とん.やまだ：f .山田^IF45年10月 
25日生。：^83身。『大命墨！fカイキングJ76 

年)『超墨ロボコン.パトラ—VJ76年) 
など代表^^。『ちびまる子ちゃん』(90年) 

のナレ—シヨンで世をした。 



-ムサシといえば西尾さん。もう切っても切り離 

せないほどのハマリぶりですが、オーディションの 

ようなものはあったのでしようか？ 

西尾オーディションは特になかったと思います。 

僕、オーディションで受かったことつてあんまりな 

いんですよ(微笑)。たいていおっことされちやう 

から。『ゲッタ1ロボ」のキャスティングに関して 

は、たしか青二(プロ)さんの仕切りで、僕はそち 

らのマネジャーさんからご指名できたと思うんです 

けど。大久保にあるスタジオの「タバック」で録つ 

てたのを憶えてます。 

——ムサシの第一印象はいかがでしたか？ 

西尾やっぱり、僕に合った役だとは思いましたね。 

面白い奴でね。役的にはすんなり入っていけました 

し。ただ、なかなか口が合わなくてみなさんにはご 

迷惑をおかけしちやいましたけど。 

——先日、脚本をご担当された上原(正三)さんに 

もお話を伺つたんですが、やっぱりムサシがいちば 

んのお気に入りだってお〇しやつてましたよ。 

西尾そうですか。キャラクターが面白いからでし 

ょうね。僕自身もまだ若かったんで、まァ、いまょ 

りはですけど、ムサシに年齢が近かったもんですか 

ら、比較的入っていきやすかったっていうか……親 

近惑は感じまし/:けどね。 

——共演の方の印象はいかがでしたか？ 

西尾いや、も、っみなさんに親切にして頂いて。特 

に早乙女博士役の富田(耕生)さんには役者として 

の心構えみたいなところまでご指導頂きまして、あ 

りがたかつたです。でも、神谷さんにしても山田さ 

んにしても、当時は「若手若手」つて言われていた 

のに、いまはもうすつかり大御所になられちやつて 

——「ゲッタ13Jの印象はいかがでした？ 

西尾ムサシがゲッタ13に乗つたとたん、自分と 

してもいきなりカッコよくなったというか.なん 

だか急に強くなったような感じがしましたね。それ 

……僕はいまだに戦車が好きなもので、あのゲッ 

夕13のキャタピラが好きだったんですよ。話は変 

わりますが、いま"お宝ブーム"とかで昔のオモチ 

ャが高いんですってね？それでなんかの雑誌をめ 

くっていたら、超合金……でいいんでしたっけ？ 

人形がありますよね。あれのゲッタ13が、3体の 

中でいちばん高いんですってね。当時は子供も小さ 

かったもんで、僕も買ったんですよ。捨ててはいな 

いと思うんですけど、押し入れの奥に入ってるもん 

ですから出てこないんですよね。ま、出てきたから 

って売りにいくわけじゃあありませんけど、なんだ 

か嬉しくってね(微笑)。 

——最後にファンにメッセージをお願いします。 

西尾(照れ笑い)え〜、いままでムサシを応援し 

てくれてありがとうございます。これからもムサシ 

を忘れないで下さい。 

-本日はありがとうごさいました。 

(98年7月29日於東京•渋谷) 

にしお•とく：49年9月12日生。岐ADftH身。 
一^は映画？尸優デビユ—は『Iカボテ 

ン島』67年)のゴリラ役。rあしたのジョIJ 

69年)『ストップ—.ひばりくん』84年)『超人 
機メタルダ—』87年)などに出演。 



気は優しくて力持ち、あゞ車弁慶 
八奈見乗兄讚歌 岩佐陽一 

テレビアニメ界に欠かせぬ^:いえばこ 
の人、八^！^^ s. Iと^^ぜて 

_の_ヤヲクタ1を！^に演じられ 

る氏は、まさにアニメ界きつての名バイ•プ 
レイ^-1といえるだろ、っ。 

«'のほぅでは1人の168年)の伴宙 
太、『マジンガ—ZJ (72年)の_之4^、 

ロボグレンダイザ175年)の宇 
士 e t C。軟のほぅでは「花のピュ 

ンピユン.^ (67年)のoKi、「も一 

れつア太^(68年)のココロのボス、ご存 
知『ヤッターマンJ77年)のボヤッキーを 

はじめとする〃タイムボカンシリーズ"の三 

悪のひとりet c. e t C-.本邦テレビ 

アニメ隹gにおいて「これは……丄という 

名サブキヤラクタ1は決まつて八.の独 

壇場であった。 
7ッターロボGJでも、気は優しくて襄 

ちの素慶ことベンケイ嘉じる一方で、ゲ 
ッタ1チームの：^、齊人類の敵•ブライ 

大々しげに演じ$られており、堂々 
たるf芸を披露して下さっていた。 

今回、残tがらご^<のiによ—時 
のお馨伺ぅことはできなかった。けれど、 

ベンケイは、そして一^ブライは、演じた八 

の务g共にいつまで&々マッタ 
1ロボGJファンの胸のに刻みこまれ続 

けていくことだろぅ。 



吉田なかったと思う。同時期にメグちゃん(f魔 

女っ子メグちゃんJ)と『アルプスの少女ハィジJ (73 

年)のクララがあって.キヤラクタ1が似ないょ 

うにするのが大変で'ミチルはキリッとしてて、 

あたしの性格に合ってたわね。当時の"ロボットも 

の"〇て役の設定がしっかりしてたから、役に入っ 

ていきやすかったですね。いまのアニメと違って人 

間がちゃんと描けていましたから。 

——共演の方の印象はいかがでしたか？ 

吉田大ベテランに囲まれ、八奈見さん、富田さん 

にはとくに育てて頂きました。『惑星ロボダンガ 

1ドAJ (77年)もそうですし。面白い話では「神 

谷さんが結婚する」って話を聞いたフアンが"私と" 

だと早合点したょうです。 

-W際のところいかがでしたか？ 

吉田全然ない！ですね(微笑)。当時は、神谷さ 

ん、キートン(山田)さんなんかも世代が同じ…… 

つていうか、ちよ〇とは離れているんですけど、あ 

る種の連体感で結ばれていて……若手がベテランに 

教えられながらがんばるっていう状況だったので恋 

愛どころではなくて……。いい意味でアニメ界全体 

に「新人を育てよう」っていう風潮がいまよりあり 

ましたね。いまは〃使い捨て"つていうか……本数 

が多すぎるせいもあるんでしようけど。 

——この次期、"ロボットもの"のヒロイン役が多 

かったですね。『鋼鉄ジーグJ (75年)の卯月美和と 

かruFoロボグレンダイザ1J (76年)のグレ 

1ス•マリア•フリードとか。 

吉田そういえばそうですね。でも、ミチルはどっ 

ちかつていうとハツキリしてるタイブで、卯月美和 

は優しさが前面に出て落着いた雰囲気で、マリアは 

メグにいろんなものがくつついた感じで.。一見、 

同じようでもキャラクタ1が微妙に違っていたので 

そんなに苦にはなりませんでしたけどね。 

——ミチルは最後にハヤトと結ばれますが、これは 

フアンも驚きました。 

吉田そうね。でも、ミチルが本当に好きなのはや 

っばりリョウだと思う。あのシチユエーションで「嫌 

だ」とは言えないもの。だからあれはハヤトの片思 

いで、気持ちはリョウにあったと思うの。 

——Hn田さんとしては、誰がタィプですか。 

吉田もしかするとハヤトかもしれないな(微笑)。 

——それでは最後に、メッセージをお願いします。 

吉田ミチルはあなたの永遠の恋人です(微笑)。 

いつまでも大切にして下さい。 

(98年7月31日於東京•代々木81プロデュース) 

よしだ•りほこ：1月24日生。r I休さんJ75 

年)rアクマイザー375年)などのアニメ. 

実_品をはじめ' _『氷のiのアテレ 

コなど代表作あまりにも多数。現在、(株)81プ 

ロデュ—ス取養聾。 
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がアニメ作？口である0そこにおいて「音の果た 
す役割はあまりにも大きいといえよう。本章では、 
ある意^、内容以上に,忘れ難い『ゲッターロホ：！シ 
リーズの音楽世界を^していこう。同時に、音楽 
関產アイテムに関しても簡単に紹介させて頂く。 

岩佐陽一 
音楽の世界 

?ッターロボj及び?ッタ 
1ロボGjの音f が 

担当したことは同^:ngにと〇て 

なによ^^福だったとしかい 
いよ、っがない。「パララララツ 

パラツパラツバツバツ〜^|と 

い、'9強烈なイントロダクシヨン 
に始まり、ささきいさおの「ガ 

ンガンガンガンツツ〜f」とい 
、っOTAKEBI!でスタ1"r 

し、ラスト•イントロまで一気 
§に聞かせてし$^^の主 

擾は、全アニメ fnpの中でも 
五指に入る_として、人々の 

耳と_に激し4きついてい 

る。早い話、歹ツタ1ロボ.！ 
とい、は忘れていても、 

カラオケで誰かがこの主®^ 

歌っのを聞けばたちどころに当 
時のSをまざまざとに甦 

らせる人間のS人口はかなり 
の数に上る。ある§、f g以 

上の知名f をもって 
受れられているのが?ッ 

夕1ロボ』の主鬚「ゲッタ1 
ロボ！」なのである。 

この—、はこの手 
の$向けアニメfnn及び肇 

変身ヒ1口lfnnの主®^及び 

劇宝：W一手に担っていた感 
がある。 

日本コロムビアより発売された主題歌シングル。 
主題歌と挿入歌の2曲を収録。この2曲に当時 

どれだけ多くの子供たちが耳と胸を熱く焦がし 
たことか!?発売は74年の4月。描き下ろしの 

セル画によるジャケットも「燃える一.」 

歹ッターロボ』のオンエアがスタートした74年の 
に彼がSけたfgタイトルをざつと挙げた 

だけで-.^— rパーディー大作戦』！®え！ドラゴ 
ンJ1面ライダIX』I人サボーガ丄薪造人 

間キヤシヤーン』「ゥリクペン救助1『がんばれM: 

ロボコン.！®面ライダ1アマゾン』『S拳ポリマ 
丄et Co e t Co .とまァ、思わ 

もらしてしまいそ、&、膨大といつていい数である。 
ふつうの®_らルーテインワークになつてし 

まいがちなそれを、iはどの：^nnnに-^-KZそ 
の世にiした見*^劇£日楽 

を_し続けていつた。これは驚くべきことである。 

69年、ウェスタン•マーチのリズムに乗って「ア 
ニメ主題歌の歴史を率X.た！」と言われる『タィガ 

丨.マスク』をiけて以来、この_間違いな 
く氏は、〃テレビまんが"における_の最初の頂 

点を迎えていたといっていいだろぅ。そん*#Wな 
状況下でされた「ゲッターロボ！」だけに、菊 

池の74^}^の8£5丁界0{^仄と断言して差し支 
えないほどの蓮度を誇っている。そして、ロボッ 

トアニメの主®^ajいえばの人気と同じく、 
『マジンガ1ZJの主題歌「マジンガ1Z」と並ん 

ですぐさまiに挙げられるほどのi中のと 
していまなお語り継がれているのである。 

さて——^のレコード®^は日本コロムビアと 
朝日ソノラマよ冗された。 

以下、fg別にオンエア当時のアィテムの§获 
況を記そぅ 0 

■『ゲッターロボ』 

t王®^シングル 
•ヒット曲(揷入歌)集^卩盤) 

•同.カセットテープ 
(以上日本コロムビア) 

••王_&ドラマソノシート 
(以上朝日ソノラマ) 

■『ゲッターロボG』 
挿入歌シングル 

(以上日本コロムビア) 
揷人歌&ドラマソノシI卜 

(以上朝日ソノラマ) 

この他、一一^から塞冗されていた、さまざまなテ 



82年に日本コロムビアより発売された待 
望の音楽集。「テレビオリジナルBGM 

コレクション」シリーズの1枚として発 
売された。小松原一男の描き下ろしによ 
るジャケット•アートも素晴らしい 

名作アニメの主題歌&挿入歌、それに代 
表的な音楽を加えた「サウンドメモリア 
ルシリーズ」の1枚。他にfマジンガー 
ZJなども発売されていた 

はBGMに歌詞をつけたものである。產の〃ハー 
モ ニ カiヴァ ージョン" はそのまま、 劇中で ハヤ 

卜が^®のハーモニカで奏でる曲として®されて 
いた。また、特記すべきは『G』編の最終回に使用 

された「ミチルのテーマ」であろぅ。行方iのハ 
ヤトのSりにライガー号に搭乗。ゲッタ1ライガ 

1にチェンジしてメカ百鬼相手に善戦するミチルの 
勇姿を嫌が応に备1げていた。この？SSセンス 

のよさ，の#Rのひとつである。 
そのrGj編では、立暴は?ッターロボ』の流 

用。エンデイング曲「不滅のマシンゲッタ1ロボ」 
及び挿入歌「われらのゲッタIロボ」のみが蠢さ 

れた。「われらのゲッタ1ロボ」は『GJの第1話、 
新ゲッタ1の初ム樣シーンに使用されて絶大なるイ 

ンパクトを我々に夸X.てくれていた。 
そん^aぞろいの劇.M暴は、折からのアニメ 

ブームの渦中、79年に日本コロムビアより発売の 
「菊池俊補の世界」に収録されたのが初である。こ 

れは「渡辺1のf」と同時に発I冗された企画盤 

たわけである。 
7ッタ1ロボ』の劇$日楽は、主 

のインストウルメンタル及びア 
レンジ曲が主にメカザウルス(&メ 

力百鬼)とのバトルシーンで®さ 
れていた。インストウルメンタルは、 

山田俊司の「テレビ、スウイッチ- 
オン！」の"OTAKEBI!"で 

もおなじみに-^!^されてい 
た中のアレンジ立暴につ 

いては、元曲がマイナー調であるこ 
と-^伝って、苦戦のゲ7-ターロボ 

を盛1げるのに絶大なる^^発 
揮していた。 

哀しみのシーンに_されていた 

のが、-^一郎のバラード歌唱で有 
i挿入歌「一^の戦士たち」のア 

レンジ立思いきや、このft 

レビめた〃^^"には$は必fいつ 
ていいほど^一されており、いわゆる〃パチモンカ 

セット"などまで含めた^その書をつかむに 

はかなりの_を有する。 
また、劇場版に関してはruFOロボグレンダ 

ィザー.ゲッターロボG•グレートマジンガー決 
戦！大屋のみ主擾シングルが日本コロムビア 

より、主®^&ドラマソノシートが朝日ソノラマよ 
n-^して、アポロン立暴工業からはカセット絵 

本が§冗された0 
なお、『グレートマジンガー対ゲッタ1ロボ』『グ 

レートマジンガー対ゲッターロボG空中大激差、 

この『決戦！大^jに関してはfgのf上、競 
それぞれの立#両方が劇中に使用されること 

となつた。"i節，と邊辺節"の対決も子供た 
ちには期せずしてなにより嬉しいプレゼントとなつ 



日本コロムビアより発売の音楽集。他にヒット曲集も発売 
された。宙明節が奏でるつぶぞろいの名曲がこの1枚に！ 

rゲッターロボ號jの主題歌シン 
グルCD。宙明&水木のタッグだ0 
やはり二人の力がひとつになれば 
マグネットパワー嵐を呼ぶぜ！ 

『ゲッターロボ』『ゲッターロポG』主^•挿入歌リスト 
タイトル 作 詞 作•編曲 歌 

ゲッターロボ！ 永井 豪 菊池俊輔 ささきいさお 
ゲッターロボわが命 早乙女達人 菊池俊輔 ささきいさお 
平和の使い 高円寺博 菊池俊輔 コロムビアゆりかご会 
戦いははてしなく 伊賀井直人 菊池俊輔 堀江美都子 
アタック！ゲッターロボ 上原正三 菊池俊輔 ささきいさお 
ぼくらのゲッターロボ 早乙女達人 菊池俊輔 コロムビアゆりかご会 
いくぜ兄弟！ゲッターロボ 永井 豪 菊池俊輔 ささきいさお 
平和の戦士たち 早乙女達人 菊池俊輔 水木一郎 
カムオン•ゲッター1.2.3 中村しのぶ 菊池俊輔 ささきいさお、コロムビアゆりかご会 
恐竜帝王の呪い 永井 豪 菊池俊輔 日本合協会 
ミチルのテーマ 早乙女達人 菊池俊輔 堀江美都子 
合体！ゲッターロボ 和泉高志 菊池俊輔 ささきいさお、コロムビアゆりかご会 
不滅のマシンゲッターロボ 和泉高志 菊池俊輔 ささきいさお、コロムビアゆりかご会 
われらのゲッターロボ 和泉高志 菊池俊輔 ささきいさお 

『マジンガ1Z』の横山賢二氏だったこともあって、 

渡辺宙明が^tることとなつた。当咬東映の実 
屋身ヒーロ I作品〃RK由刑事』シリーズ"で新 

境地をしていた氏は、そのノウハウをgに導 
入。ここに新裳の?ッタ1ロボ』の立暴が^S 

をみる。 
この®のアニメ！の風fあって当初、主 

題歌のみiのロックバンドが歌っていたが、fnn 

ィメージに合わないとの理由から、第15話ょり王題 
辺の®にょる「ゲッターロボ號」に文字ど 

おりチェンジ！-^4一郎の執嘻と共に忘れられな 

い1なった。 
そして-1||?新ォリジ"1>ルビデォァニメ『真(チ 

エンジn)ゲッタ1ロボ世#取後の日』の音楽は 

で、f頭の代 の中から特に逸品を選んでその 
劇£日したもの。当巧アニメ：^如のサウ 

ンドトラックなど夢のまたf思つていたアニメフ 

ァンを狂宣—させた。我らが?ッタ1ロボ』は 
同じ1作品である『タイガ！マスク』『キヤシ 

ヤーン』『グレンダイザ1と共に収録。名曲の幾 

つかがチョイスされた。なおf、この盤は"ボ- 
ナストラック"^; 加されて されて いる。 

この企画盤の成功により、日本コロムビアは同年、 
「テレビオリジナルBGMコレクシヨンシリーズ」 

をスタート。ガッチヤマン』72年)『勇 
者ライデイーン』75年)などの靠アニメの音楽 

集が続々と発売されていく。それから3霍の82年、 
そのラインナップのl:gujしてよぅやく^^独の 

音Sが発売されることとなつた。現在、こちらは 
cDj®^には至らず。一刻も早いCD化をフアンは 

待ち望んでいる。その後は、日本コロムビアより84 

年に発士冗された「アニメサウンドメモリアル」シリ 
1ズのIfして、主_&挿入歌、それに主要音 

したL P盤が発売されている。 

奮の族！を破つて登場した「新ゲッタ1ロボ」 
=?ッターロボ_の音楽は、プロデューサーが 



ここでは、rゲッターロボj及ひtgjに関する朝日ソノラマr 

ソノシート0そして' 現在も聴取可有巨なCD復^盤 
を幾つか紹介。ここに紹介した以外にもさまざまなヴァー 
ジョンが^^されてし、るのでC D店で各自ご確認されたし| 

「ヒット曲集」の復刻盤「菊池俊輔の世界」の復 
CD。r決戦！大海獣』刻盤。「テレビオリジナ 
の主題歌&挿入歌も併録ルBGMコレクション」 
されているのが嬉しい の復刻も希望したい 

こちらは\G1のソノシー 
卜。やはりドラマが収録さ 
れているがキャストは同じ 

完全新録音ドラマCD 
ゲッターロホvsゲッターロホG 

79年に発売された「永井 
豪の世界」の復刻盤。『ゲ 

ツタ—ロボJの主題歌と 
エンデイングを収録。『魔 

女つ子チックルJ (77年) 

なども併録されている 

汉葉社より発売中のfス1パ1 

ロボット大戦コミックJに収録さ 

れているrゲッタ彳ロボVSゲッタ 
1ロボGJをべースに、新たに才 

リジナルドラマとしてS音され 

たのが、97年に日本コロムビアよ 
り発売されたドラマCD『ゲッタ 

1ロボVSゲッターロボGJだ0 

テレビアニメ版のオリジナルキ 
ャスト、神谷明、キートン山田、 

八奈見乗児3氏のそろいぶみに往 

年のファンは大感激！また、諸 
般の事情によ^一田耕生が出演で 

きず、替わってその穴を埋めるの 
が、大枯文次というのもアニメフ 

アン泣かせなアレ>ジでG00! 

もちろん文次役もオリジナルキヤ 

ストである矢田耕司。氏は敷島博 

士役も兼任している。 
STORYは、地リュウ族の残 

党に奪われたゲッタ— ロボGを相 

手に、リョウ、ハヤト、ベンケィ 
の3人が旧型ゲッターロボで立ち 

向かうというもの。神谷叫びの健 
在ぶりに思わず知らず目頭が熱く 

な0 (.てしまう.0 

劇$日楽もテレビアニメ版の才 
リジナル音源を使用。そのこだわ 

りぶtフアンには嬉しい限りだ。 
現在も^*発売中なので、ぜひ一 

聴をお薦めしたい。 
•CDスタッフ 

原作/永井豪.石川賢とダィナミ 
ックブロ■脚本\樫本修平、早川 

■演出/滕田稔男 



菊池俊輔—NTERVIL 『ゲッタ-ロボ』『ゲッタ-ロボG』音楽 

r作曲時♦ロボツト物といぅことは 
意識しませんでした」 インタビュア|\早川 

——『ゲッタ1口术』は菊池さんにとって東映動画 
4本目の作品ですが、仕事の依頼はどなたから？ 

菊池プロデューサーの勝田(稔男)さんからです。 
あの頃、僕は東映動画では勝田さんや、斎藤侑さん 

(rタィガー•マスクj (69年)、rパビル2世j (73 

年)との仕事が多かったですね。 

0t¥ 
OKとなつたら、その方向性を見て劇伴(劇中の音 

楽)を作つていくわけです。だから、タイトル音楽 
をいかに書くかがポイントなんですよ。 

——当時、菊池さんのお仕事は実写作品が中心だっ 
たと思いますが、アニメーシヨンの音楽を作られる 

上で意識されたことはありますか？ 

菊池 r宇宙パトロールホッパj (64年)の時は、 
初めてのアニメでしたから、明るく楽しい…古いデ 

ィズニーの作品を意識して書いたと思います。それ 
以降は、僕の中に動画と実写の区別はなかったです。 

アニメーシヨンだからとい、っのではなく、物語によ 

つて(音楽の)スタィルを変えていきます。僕はヤ 
クザ映画の仕事が多かったですけれど、ヤクザ映画 

の音楽と…たとえば『超人パロム.1J (72年)の 
音楽とでは、スタイルを変えるのと同じです(笑)。 

この頃は主題歌もやらせてもらつていましたから、 
先に歌や主題曲を作ってスタイルを決めて、それが 

-「ゲッターJ 

を作る)ですか？ 
の主題歌は詞先(詞に合わせて曲 

——ハヤトのテーマは歌になりましたね。 

菊池テーマを後から歌にしたことは他の作品でも 
ありました。fゲッターロボJでは、文次のテーマ 

を浪花節的に作つたことも印象に残つています。 

-『ゲッタ1Jは、アクション曲のヴァ 
ヨンが豊富に思えます。 

フエ丨シ 

菊池そぅです。僕の場合、詩が先にあった方が気 

持ちを入れ易いんです。頭の「ガンガン」の部分は、 

スケッチを(スタッフに)聴かせた後に意見が出て、 
追加したと思います。永井豪さんとの打ち合わせは 

記憶にないですね。 

——作曲のメニユI出しはどなたが？ 

菊池あの頃の作品は、僕がいつも組んでいた選曲 
の宮下滋さんです。彼が学校の後輩だったこともあ 

つて、指名で選曲をお願いしていました。 

菊池たしか勝田さんからの細かい注文を受けて2 
回目の録音の時に色々な曲を作った記憶があります。 

——劇中曲の指揮はどなたが？ 

菊池歌もののヵラオケは中谷勝昭さん。劇伴は森 
田吾一さんで、録音は青山のアバn •スタジオです。 

——24年前の作品を振り返っての感想などを。 

菊池作曲時に、ロボットものということは意識し 
ませんでした。当時は頼まれれば、いくらでも書け 

ましたねえ。若さつていいですよ(笑)。 

|ち.しゆんすけ：31年、青3(5:鼙弘刖$身0 

61年の7人目のi巢、映画音楽赛むに 
®を続ける。『仮面ライダー』71年)' rドラ 

えもんJ79f)'『暴れん坊将軍J78f) 





•DATA 
◎7阵3月21日公開 

ワイドフジカラー 

原一男0演as/miE行 
◎出演/神谷明（流竜馬)、キートン山 
田（神隼人)、西尾徳（巴武蔵)、野田圭 
一（銷决也)' 富田耕生（早乙女博士)、 
柴田秀勝（兜剣造)、吉田理保子（早乙 
女ミチル)、中谷ゆみ（炎ジュン)、大竹 
宏（ボス） 

ム產の「まんがまつり」はいよいよ… 
…そんな$たちのふくらむ期待に応 

えるベ持して登場したのが『グ 
レートマジンガー対ゲッターロボ』で 

ある。 
とはいえrvッタ--』フアンにはい 

ささか！^な話ながら、やはりメィン 
は「グレートマジンガー」であるため、 

タィトル順はグレートが先。主^,P 

彳，「おれはグレートマジンガー」が使用 
驟されてぃた〇 

-STORY 

ある日、謎の大型が^^に飛 
■<7)1空来した。調査のため出動した早乙女研 

1ftrfのゲッタ1チームは、^!|^から 
iの^IIに臨に突入。はチ 
|齡pヱンジしたゲッタ11の^^巧みに 

浼宇かわし、姿を消した。同じころSMは、 

Ri^:まんがまつり」の大きなmひもののひとつ 

となつた人気プログラムに"ロボットMシリー 
ズ"があった。その口火を切ったのが73年夏に公 

開された『マジンガ1Z対デビルマンJである。 
むろん、デビルマンとの競演—しかったが、贅 

沢な$たちはほどf "ロボット同士"の_ 

を望むよ、'9になった。だが、マジンガーに並ぶ一 
方の雄がいない。そこへiのごとく現れたのが 

我らがPbツタ1ロボ』だつた。ひよつとしたら 

{Wgから降下した{一に 
Mされていた。金属をfと 

するそのモンスターは、{i金 
§ギルギルガンと呼ばれた。 

S要塞研 _から出撃したグ 
レートマジンガーが_に出る 

に馨を来たし、撤退を 
されてしfつ。事f 

た早乙§士は、^^要 
塞研•兜剣樣士に協 

力を要STここに2大ロボット 
による共^:iが実現した〇ゲ 

ッタ1とグレートのダブルパワ 
1の前にさしもの由金^^ 

_四散して果て、1に！^ 
がよみがえつた。 



コミカライズの世界 

$のコミカライズは、75 
年3月発行のTVマガジ 

ン』(講談社)「春休み増刊 
号」に特製Mみ切-^して掲 

載された。^^は当時$館 

ので『ゲッターロ 

義していた_五農。『グ 
レート』の主人公•剣鉄也に 

思い入れの強い氏は、f 
心にtx.た靈^gを展開し 

ながらも、ゲッターチームの 
描きこみに^Rを入れている„ 

特に、§のよ、っに血気盛ん 
なハヤト、の果てに下着 

も露になつた^^と炎ジユV 
の姿を見て「発育いいな」と 

モノ ローグする早乙女博士は 
見逃せない。現在は双葉社刊 

『グレートマジンガー』の第 

ボ』を、秋田書店の冨王』 4巻にMされているので、 
で『グレ.ートマジンガをご一読されたし。 

§侵^*$ろむ謎のi 
人が1人織滅用に放った■ 

金唇獸。その名のとお&らゆ 
る金属を口から吸収してエネル 

ギーにかえる。昆虫とハ虫類が 
ムたょ、っな：背中から 

鬼のょ、^がせSした中 
SにWTそして、iエネ 

ルギーのつまった.L 
て最終t態へと3大進化を遂げ 

た。：^は口から放つS液や、 
鋭い牙で_。fは—に持 

った巨大な^T HWから発する 
で_した。超パヮーで2 

大ロボットを圧倒したがダブル 
パワーの前にあえ^^。 

われる。ダイナミックパワI、 

8*8^ だ！ 

ギルギルガン 



台本のやはり藤I桂介氏所蔵のもの0藤 
川先生、ありがとうございました 

空中大激突 
ンガ丄の新「グレートブースタ丄の 

登場である。『マジンガ1Z対デビルマン』 
プレ『グレートマジンガ丄の重強；^の聾 

を有していた^:だけに、デビルマンS「ゲッ 
夕一もダシ？」と思いきや.そぅ！ ふたつ目 

のトピックス。それは、劇場版オリジナルの"ム 

サシの®及びMゲッタ1への交_であ 
る。これにより本劇場版の世界観が、「東映まん 

がまつり」だけのパラレルワールドであること、 

そして、5月よりス 

夕1卜した新ゲッタ 
1を再象づける 

ことに成功している。| 
•STORY 

謎のが3匹 
の引蠢 

れてつた。ゲッタ1ロボが迎え討つが、その 
戦いでムサシが戦死してしfっ。哀しみ^Mの§rボ 

ングが羽田空^woた。グレートマジンガーのi 
でボングは倒されるが、^^は最終i •ピクドロ 

ンを送りこんできた。そこへ新ゲッターロボが出現！ 
新ゲッタ1のパワーとグレートの^^が見事ピクド 

ロンを撃？るのだつた。 

続映中の『グレートマジンガljと、5月より 
リニューアル•スタートしたPtvッターロボG』 

が競演する、劇場版歹ッタ1ロボJシリーズ第 
2弾。：！刖回では1匹だったスぺースモンスタ1も 

今回は3体に増殖。劇場版®面ラィダ--」シリ 

1ズEST銀幕だけでしかお目にかかれない新モ 
ンスタ1を_するたちを大いに悦ばせた。 

さて、_ではふたつのトピックスがある。ひ 
とつはテレビに#^て！^れた?レートマジ 



本作のモンスターデザイナ 
一でもある石川氏自らが描 
くピクドロンは大迫力！ 
2大ロボットもすっかり圧 
倒され気味だった。 

ものがあまりに少ない。お持ちの方は一報をゲッタートマホt交匕グレートブースターの2弾®*に破れ去つた 

コ5カライズの世界 

_のコミカラィズは75年行の『TVマガジン』 
iみf2のスペシャル企画として読み切 

り掲載された。^/は御大.石3T93ぺージに渡って展 
開されるストーリーは^®とほぼ同じながら、読み応えと 

迫力は1!なにょり1刊少年サンデー』(小学館) 
での墨が打ち背になって約ひと暴の、御大自らぞ 

「ゲッタ丄だけにも、つ嬉しかったのなんの。この直後に 

王』(秋田書店)での5WS再開を知り、さらなる至福 
の瞬間を感じることになるのだつた。署は、太®より 

発行の?ツターロボ大決戦』中に騷。®^でもアニ 
メ版でもない^:オリジナルのゲッタ11は必見だ。 

空顧クランゲン 
^iil 

にしなやかな 
。クラゲのよう 

やかな体で相手の体にし 
がみつき、tとは*I®の猛パ 見とは裏 

る雲を 
る。mgsは、ハヤトをかばつた 

ムサシのベア—号に1りする 
形で謂ちとなつた 

結合獣ボング 
号。無 

数の^SZ&ミサィル 
霹口暑し、おそ 

ら4 ロボット遘 
右れる。足のジ 

X，卜爵で飛行も 
_ビユ—ナスA 

§しめたが、駆け 
つけたレ—卜1Cひ 

とたまりもなく擊破 
されてしまつた 

光讓ピクドロン 



の首の形をした触手を海上に伸ばしてタンカーを襲った。3大ロボット 
がオモチャに見えてしまうほどの巨体を誇りながら、触手をプロペラの 
ように回転させての空中飛行が可能0ゲッタードラゴンのシャインスハ。 
-クを浴びてgした 

• DATA 
◎7阵7月25日公開 
◊上映時f還30^0ワイドフジカラー 

乍/今田^愐 
翻/*iMi^O演 til/mblE行 
◎出演/神谷明（流竜馬)' キートン山 
田（神隼人)、八奈見乗児（車弁慶、宇 
Pt源蔵)、酬圭一(鸯撇)、富山敬(宇 
P^»、石丸博也（兜甲児)、富田耕生 
浮乙女博士)、鈴木泰明（弓弦之助)、 
吉田理保子（早乙女ミチル)、中谷ゆみ 
(炎ジュン)、大竹宏（ボス） 

ドラゴノザウルス コミカライズの世界 

我らがゲッターロボが登¥る劇^:nDnの最後 
にして、劇場版「マジンガーシリーズ」のラスト 

を飾った超大作、それがgである。タィトルど 
おり、3大ロボットが夢の競演を果たしたこの作 

品は、いまをときめく人気ゲームソフト「スーパ 
1ロボット大戦」のfともいうべ.w^ilng。すで 

にオンエア—は終了していたグレートマジンガ 
1、ゲッターロボGの2大スLハーロボットに銀 

幕で再会できるなど、誰が蠢し得たであろうか。 

まさに、76年のみ、$た 
ちにとって！のプレゼントだ 

ったといえる。 
•STORY 

石f喰らって無限に増fる 
g巩&电.ドラゴノザウルスが 

太平Sti:に出現した。ゲッタ1 
チームを伴って調査に赴いた卓 

乙§士は事態の重大さを鑑み、 
11 

謗に劈を要社rゲッタ1口 
ボG、グレIトマジンガー、グ 

レンダイザーの3大ロボット連 
隊の活躍で強敵•ドラゴノザウ 

ルス-^の藻f準X.た。 
©1 

$のコミカライズは、76 

年8月発行の『TVマガジ 
ン』(講談社)i休み増刊 

号」にスペシャル〗BJCみ切りと 
して1された。^^は再び 

漬五『ゲッターロボ』 
『グレートマジンガー』『グレ 

ンダイザー』、この3作品の 
コミカライズを3つとも^,^ 

けた氏が描いただけあって、 
読み手である我々—んなり 

入っていけた0 



Po0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0^^^^ 



丸昌版『ゲッターロボG』 
続き番号として始まっている 
が、301番からなので222〜300 
番は欠番となっている。34潘 
までの4®、『GJ編は描き下 
ろしイラストのみ。丸昌製rゲ 
ッター』シリーズは水増しがあ 
まりにも多く、後になって代表 
の_昌一郎氏も「あれはやる 
べきではなかった、いまでも後 
悔しています」と述瞎している。 

ゲッター□ボG 
⑩ 

ブライ大帝 

丸昌版『ゲッターロボ』 
1弾4猶で3弾まで作られて 

いる。1弾は4潘までだが、2 
弾は5H 3潘までを適当に 
番号を飛ばして4猶乍られてい 
るので、いくら集めても番号■は 
通りはしない0 3弾は180-22 

1番まで 

ゲッター□ボ 



天田版『ゲッターロボGJ 

|カード&プロマイドワールド 

全部で3弾まで^されてい 
るが、41〜11潘は存在せず。 
2弾が 12潘から始まるという、 
まるで「多く出ている」ように 
見せる‘冰増し”が行われてい 
る。1弾と3弾は描き下ろしイ 
ラスト版で、最高番号は22潘ま 
で0 

天田版『ゲッターロボ』 



劇場版力■ド 



^0〇0〇0〇0〇0〇0〇0〇0〇0〇0〇0〇0°^^^^ 



狙われた 
相眉場時は_の惑が強かった 
ゲッター號もアラスカ戦線で 

ズタボロになって以来 
すっかり影が• 

原作版『ゲッターロホ號<0の世界 

『ケッタ—ロホ塾協奏曲 
大門豊 

多くの患者を生んだ合法ドラッグ•原作版『ゲッ 
ターロボJ。それが永い沈黙を破り再開されたのは 

1991年の1月だった。 

原作版rゲッタIロボ號jはr月刊少年キャプテ 
ンj (徳間書店)で連載された。rゲッタIロボjの 

続編だが、開始から以降2年4ケ月もの歳月を経て 
完結。結果全30章にも渡る前作以上の長編作品とな 

った。ここでは便宜上、勝手に物語を3つに分けて 
紹介させて頂く。 

新ゲッターの合体事故から始まるシヨッキングな 
第一部は、新メンバーの號と翔、剴の3人がそろう 

までの誕生編だ。前作から続いてハヤトこと神隼人 
が登場し、彼のパイロット選出のための人体実験が 

序盤の主軸となっている。rゲッターロボ』を知らな 
い読者でも読めるょう、ハヤト独自の価値観は見せ 

ながらも前作とのつながりは一切触れず、微妙なバ 
ランスを保った内容になっている。後の急展開を考 

えると、ここまではまだテレビ版に近いと言えょう。 
そして第2部は、国連軍とランドウ軍の最前線で 

の戦いを描いた〃アラスカ編"。戦争漫画ばりのそ 
の展開は一見するとかなり異質な内容だが、ここに 

登場する国連軍のメカは各自が「アブネー奴が乗る 

パケモノじみたロボットJという、ゲッタ1同様の 
スタンスを持っていてかなりカッコイイ。石川賢氏 

自身のお気に入りらしく、このエピソードは物語全 



体の半分を占めている。 
最終章の第3部。自分の婚約者まで使った、ハヤ 

卜のクールなロシアンルーレットから始まる。そし 
て朽ち果てた早乙女研究所と〃本当のゲッタ—ロボ 

(真ゲッターロボ)"の登場にょり、ここで物語は初 

めて前作rゲッターロボjとのつながりを見せる。 
そしてリョウこと流竜馬と恐竜帝国が再び登場。真 

の役者が揃い、物話は旧ゲッタ1チームと恐竜帝国 
の戦いの渦に、號が卷きこまれる図式に変わる。激 

戦の中で剴は真ゲッタIを通じ、実は"ゲッターエ 
ネルギー"に意志があることを知る。そして人類の 

存亡をかけた最終決戦。……最後に何が起こったか 
についてはご承知のとおり、ここでは書かないでお 

こぅ。 
こぅして十数年のブランクを破り、原作版『ゲッ 

夕1ロボjは一応完結した。ベンケィは一体？. 
etc.いくつかの謎とハヤトを残したまま。それは 

リョウで始まり、そして意外にもリョウで終わった 
のだった。 

……では最後にアニメ版との共通点をここに記し、 
このコーナーを終了させて頂く。この2つの作品は、 

同じタィトルを共有するもののまったくの別物では 

あるが、それでもこれだけの共通要素が存在した。 

キヤラクターについて 
•橘博士。NISAR所属の科学者であることはた 

しかだが、原作版での詳しい役職は不明。ゲッター 
を造つたことと家族構成は同じようだ。ちなみにN 

ISARは原作版ではネIサー、アニメ版ではネイ 
ザーと読む。 響 



フアンを_とさせたr»ゲッ 
ター2」の登場シーン。この瞬 
間、rゲッターロボjと『魔獣 
'miの世界《リンクしたI? 

•翔の兄.シンィチ。ランドウとの戦いで死亡し、 
そのことが翔を戦士として目覚めさせる。原作版は 

信一だがアニメ版では真一と書く。 

vDr.ポチ。rマシンを愛する者Jにしつかり登場し 
ている。残念ながらセリフはない。 

ゲッターロボについて 
•背中のローターとGアームラィザIの存在を除け 

ば、原作もアニメもほぼ同じ。どちらもゲッター線 
は使ってないようだ。ただし原作版では合体後の口 

ボット形態もそれぞれゲッタ1、ゲッタ丨2. 

と呼ぶのでかなりまぎらわしい。 

メタルビーストについて 
•〃メタルビースト"という呼称は同じ。『プロフ 

エッサーランドウJに登場したメタルビーストは、 
アニメ版2話「バトルヘリ攻防戦」で登場した〃ク 

ラブ"■と同型。また原作の〃ガローンZ54"は、ア 
ニメ版49話「脅威n:邪帝復活」で〃ガローン，とい 

う名で登場。それぞれデザィンは微妙に異なる。 

展開について 
•ゲッタ—ロボのパワーアップ。.というよりも、 

真ゲッタ1スーパーゲッタ—號と考えたほうが正 

解かも知れない。 

•ランドウの失脚。飼い犬に噛まれ死ぬ。ここで真 

の敵が登場し、物語は急展開となる。 
……以上。他に存在する可能性もあるが、今思いつ 

いたものだけ書いたので、その辺はあしからず。 



原作®ゲッターロポ號j COMICリスト 

章 サブタイトル 登場メタルビースト 登場メカザウルス 連合軍メカ 

PART.1 狙われた男 人間型メタルビースト 

PART. 2 ブ□フェツサーランドゥ 水中用メタルビースト、蛇牙城(ベガゾ_ン)、 
病院のメタルビ-スト、他メタルビ-スト多数 

PART. 3 鋼鉄の戦士 空爆ビースト（3匹） 
PART. 4 マシンを愛する者 水中用メタルビースト 
PART. 5 ショーの始まり メタルビースト多数 

PART. 6 反逆 A V 58多数 

PART. 7 戦場の放浪者 
ギャロ P24多数、ドラゴンタート 
ル、メタルビースト•バトルギガ 
—、他メタルビースト多数 

PART. 8 降伏か死か 名称不明メタルビート軍団(以下） ステルバーa — 04 (アメリカ陸軍） 

PART. 9 ノラ犬たちの群れ メタルビースト多数 

PART.10 作戦 空爆ビースト、他メタルビースト多数 

PART.11 ダグ•スネーク渓谷 
メタルビースト•ガローンZ54、嵬赝屠(ギガン 
卜）X 2嵬赝屠X 3、娥瑠萬(ガルマン)B25、 
尾«(ビーイン)R XI、他メタルビースト多数 

ロボスーンT520(カナダ陸軍）、BB 
5 (イギリス陸軍）、グスタフH24(ドイ 
ツ陸軍）、テキサス(アメリカ陸軍） 

PART.12 新たな敵 ビイートT23(アメリカ陸軍） 

PART.13 空飛ぶクジラ メタルビースト多数 クジラ2005D (日本/ネーサー） 

PART.14 兄と妹 
PART.15 ゲッター復活!！ 
PART.16 誤った決断 
PART.17 アラスカ最大の戦い ，， 
PART.18 ドラゴン対テキサス ，， 
PART.19 再び日本へ AV58 (多数） 

PART. 20 眠れる勇者 メタルビースト多数 

ステルパーF 24(アメリカ陸軍）、ステルバーF28 
(")、バロソフ8000D (ロシア速邦）、ボルガ80000(口 
シア連邦)、グレムル20MD (ロシア連邦）、自強(じ 
きょう)70型(中国人民解放軍)、キングダム007(ダ 
ブルオーセブン）（イギリス海軍） 

PART. 21 翼竜型メカザウルス 黼(ライ:H2400(中国軍)、ロボス-ン型1体(名称糊） 

PART. 22 ハ虫人類の出現 デビラ•ムウ 
PART. 23 グリーンアース教 中型メカザウルス多数 

PART. 24 再会 ，， 
PART. 25 恐竜帝国の復活 昆虫の大群、トンボ型メカザウルス ステルボンバー4000 (アメリカ） 

PART. 26 ストナー•サンシャイン 昆虫の母艦 

PART. 27 女帝•ジャテーゴ ，， メカザウルス多数 名称不明機多数 

PART. 28 進化の時 ，， 
PART. 29 最後の戦い ，， 
PART. 30 すべてはここから… ジャテーゴ専用メカザウルス 



ャプテンょ，版の扉絵に関しては、そのほ 

とんどが大都社より発行中の単行本に収 

録されているが、編集サイドによる熱気 

のこもった「キャッチコピー」は当然の 

ごとく削除されている。そこで今回、連 

載時の興奮を呼び覚ますなによりの資料 

として、それら“傑作コピー”の入った 

扉絵を一堂に会して復刻掲載する。各人 

各様の、連載当時の熱気を思い出す“引 

き金”になれば幸いである。 

間書店)連載時のものである。現在、Iキ 

91年1月号 









ゲッタ-cwcSl 9旌8月号 

fe ̂ mk 

泛-？^ 
9旌11月号 



93年 ilr 



_が操縦する空^^のゲッター翔0胸から打ち出す 
ブレストボンバー。新相リボンのようなストリング 
アタック。右手のドリルで敵(こ突っ込むトルネーK77夕 
ックか武器 

操除する地底海のゲッター削0鎖がついた 
ミサイルのハープンキヤノンと通常弹0インパクトキヤ 
ノン。胸から放射する熱m*ブレストビームが武器。 
3体とも原作®と若干デザインが異なる 

to mrr^t 
ツクルボンバー。背中の口ーターから出る光線.マグフ 
オーンサンダー。ローターを外して投るブーメランソ 
ーサーか遍 

TV版「ゲッターロボ號」は®^と違い「ゲッ 

夕1ロボ」のではなく、^^なオリジナルとし 
て^:された。そのため旧作を_しているのは夕 

ィトルと、主役ロボ 
のム—システムのみ 

に留まつている。 

世界各国に磨と 

して現われ、^ 
破^"るメタルビー 

スト。世^^も 
くろむプロフエサー 

.ランドウの官蕺布 

止！Tた。だが国連の軍 
fiでは、G鉱石 

で造られたメタルビ 

1ストには歯が立たない。1SNI 

SERの•IM由開発用ロボット•ゲッター 
ロボに出管證宇る。同じG鉱石で造 

られたゲッタ1ならば、メタルビースト 
と互角に戦えるからだ。だがNISER 

の質•種士はそれを拒み続ける。平 
和利用に造つたゲッタ1を_に使いた 

くはないのだ。しかしテストバィロット 
の一文字號は博士を：^M、武装もない 

ままゲッタ1ロボに乗り込み戦場に向か 
、つ。そして仲間の援護により、メタルビ 

1ストにからく^利するのだつた。 

TVIIX版 

1Tケツタ—ロポ號』 
0世界 

新たな可能性に挑戦した 
もうIつのゲッタ—世界 大門豊 



「トマホオ_ク、 
ブウーメラン!」 
「ゲッターロボ^でi准—' 神谷明氏にこのセリフ 
を言わせた話がある。46話「ナルキス、新たなる挑 
戰Jで、なんとゲッター削がソードトマホークを投 

▲やはり狙ったんだろうな……〇 LDを貢う人(よ要チェック!！ 

▲ランドウのメカ！^ •蛇牙城（ベガゾー 
ン)。元来はG鉱石_所であるボーラス 
テーシヨンだった。前半のキーとなるG鉱 
石はここでしか取れないという設定 

住DDの露だが、「ゲッターロボ」で「マジンガ— Z」 
するとい、つ図式は面白い試みだつたと罨つ(ストレ 

1卜すぎるがゆえに誰も考えなかつたはず)。本年 

10月にはビデオからLDも発売されるので、こ 

れを機会に再評価されてもよいとは屦つのだが……〇 

以上が第1話のストーリーだ。ここに登¥るゲ 
ッターロボは武？なければ、Sもしない 

肉i ロボットで、ゲッタ—$ぃ、2无*^^て 
こない。また、ボディにG鉱石(磁鉱fい、^? 

もある)とい、つ®<口金をfa.達や、戦いの中で武 
装を強化してゆく iは「マジンガ1Z」を思わせ 

る。やがて11¥経て3機<11^になり、31話で新た 

な敵ナルキスの出瑪32話でパワーアップとして新 
iGアームラィザーが？^し、そして45話でラン 

ドウを倒したナルキスが真の敵となり、ストーリ1 

は最終決戦へ向かってゆく。 



大雪山にアイテムを見た③ 

大雪山にアイテムを見た❸ 
『ゲッターロホ號』編 

ジャンポゲツタ— 



石川賢—ZTERVIEW 

石川賢Rrゲッタ—』を語る。 
インタビュア|\大和光 

へ12 8ぺ•—ジから続く) 

——心の作というのは、rゲッタ1ロボj rGJも 

ふくめてということですか？ 

石川そうです。さっきも言ったとおり『ロボjと 

か『GJのころ〇ていうのは、連載に間に合わせる 

だけで精いっぱいでなにがなんだかわからなかった 
んです。キャラクターの描き方やなんかがょうやく 

わかってきたのは『號』になってからですね。 

——それは意外ですねぇ。 

石川あそこで各国のロボットがいっぱい出てきて 
「ああキヤラクタ1っていうのはこう描けばいいん 

だ」、キヤラクタ1を描く面白さみたいなものがわ 
かった気がして……。これだったら「しばらくは主 

人公を置き去りにしてもいいかな？」と思って。わ 
りかし僕の作品っていうのは、主人公がストーリー 

をグィグィ引っ張っていくバターンが多いんで、こ 
れはけっこう珍しいことでしたね。 

——それで號は、しばらく"ビイート"でがんばる 

ことになつちやつたんですね(微笑)。話は飛びま 
すが、「真•ゲッター」の登場は最初から構想があ 

つたんでしようか？ 

——わかりました(微笑)。それでは、お話を「真 
.ゲッター」に戻して……『號』はアニメが終わっ 

てからも連載がしばらく続きましたね。 

石川テレビが終わって、漫画も終わるって話も出 
たんだけど、最後まできっちり描かせてほしいって 

お願いして……それで「真.ゲッタ1」を出したん 
ですょね。まさかそれを新たに描くことになるとは 

思ってませんでしたが。 

——fスーパーロボット大戦COMICjですね。 

石川初っ端にハヤトを出して……まァ、「早乙女 
研究所を受け継ぐのはハヤトしかいないな」と思っ 石川やっぱりこのままいくとゲッターは生物に進 

て……リョウはあのとおりの性格ですしね(微笑)。化していくんだろうなァ……。 

描き進めていっちに「前のゲッタ1はいまどうな 
っているんだろう？」って思ってきて……。だから——機械の究極の進化は生物ということですね？ 

最初、ハヤトを出した時は、他のことはまったく考 それでは本日はお忙しいところをありがとうござい 

えてなかったですね。 ました。 
(98年8月3日於東京•ダィナミックプロ) 

-ではもちろん、ベンケィも？ 

石川もう全ッ然(微笑)。 

——早乙女博士たちは死んだのでは 
なく進化したということですよね？ 

石川それ以上ツッコまれると僕も 
困るんで……実は僕もわかってない 

んですょ(微笑)。 



『ゲッタ—ロホ』『ゲッタ—ロホG』 

『テレビランド』掲載 
カラ—クラビアの世界 

少年の夢を紡ぐ 
，カラ—グラビア" 

本作rゲッターロボj及び続編rゲッターロボGJ 

は学年誌、児童誌で各々コミカラィズ作品が連載さ 
れ、カラーグラビアや情報コーナーが誌上をにぎわ 

せていた。 
ここでは放送当時、1974年4月号から197 

6年3月号までの2年間。『テレビランドJ (徳間書 

店)に掲載された特集記事を中心として、関連記事 
目録とともに主だった特集の内容について紹介した 

いと思う。 
まず、『ゲッタ1ロボJが初顔見せとな'〇たのが 

74年4月号の新番組紹介べージ。そして翌月、5月 
号からはつねに5ぺージ以上の特集スぺースが設け 

られてい〇た。 
74年5、6月号ではヒーロー•ロボットであるゲッ 

夕Iや同、9月号の早乙女研究所、7月号では敵•恐 
竜帝国の紹介など、放送序盤の6ヶ月間はメカやキ 

ャラの紹介に徹しているが、74年11月号から作品の 
ストーリー進行に合わせたトピックが、グラビアと 

して扱われるようになっていく。この11月号では、テ 
レビシリーズ第30話「フェニックスが甦る時」で行わ 

れた有視界操縦への改造を、「ゲッターの弱点を大改 
造=こというタィトルで採り挙げている。以降、74年 

12月号「ゲッターの強力なみかたナバロン砲とは！」、 

75年5月号「新ゲッタ1ロボついに完成=:〜」などで、 
同様のパワーアップに関連した特集記事が組まれた。 

また、75年8月号では11ぺージという、かなりの 



『ゲッターロホ』『ゲッターロホGJ 

『テレビランド』金要関連記事目録 
掲載号 特集タイトル 備 考 総数 カラー 

74年4月号 新しい仲間たち 新番組紹介 1/2 P 1/2 P 

5月号 新登場！ゲッターロボのすべて 構成•絵/ダイナミックプロ 7 P 4 P 

6月号 ゲッターロボ合体のなぞゲッターロボもう一つの強力武器ほか 8 P 4 P 

7月号 特報!！恐竜帝国をあばく！ 絵/岡崎甫雄、鎌田忠春 5 P 5 P 

8月号 これがゲッタ ーロボの操級方法だ!！ ゲッターロボ操縦法図解 5 P 5 P 

9月号 ゲッター基地のひみつ 早乙女研究所の特集と図解 7 P 7 P 

10月号 
馬カアップだ丨ゲッターロボ 絵/岡崎甫雄 5 P 5 P 

流竜馬があかす早乙女研究所の宇宙計面！ 5 P 

11月号 ゲッターの弱点を大改造!！ほか 絵/岡崎甫雄 5 P 5 P 

12月号 ゲッターの強力なみかたナバロン砲とは！ほか 絵/渡辺正美 5 P 5 P 

7祥1月号 
ゲッターロボ•パイロットテスト€>しきみがゲッターロボを操縦したら？ 絵/池松均 5 P 5 P 

ゲッターロボ•バイロットテストこたえのページ、メカザウルス情報 2 P 

2月号 帝王ゴールの三大作戰地獄へ行け！ゲッタ ーロボ!！ 構成/今道英治絵/渡辺正美 5 P 5 P 

3月号 
恐竜帝国探検記！ほか 絵/渡辺正美 5 P 5 P 

これがゲッターロボ恐竜帝国のすべてだ 構成/不知火プロ絵/成井紀郎 13P 

4月号 新ゲッターロボをつくれ！ほか 絵/池松均 8 P 4 P 

5月号 新ゲッターロボついに完成!！早乙女博士がかたる新ゲッターの威力!！ 絵/岡崎甫雄 5 P 5 P 

6月号 
新ゲッタ ーロボ合体のしくみ!！ 絵/岡崎甫雄 5 P 5 P 

ムサシの体あたり攻撃で恐竜帝国ついに絶滅!！ 2 P 

7月号 ゲッターロボGつよいぞ！ ドラゴンほか 新ゲッタ ーロボの性能紹介 7 P 3 P 

8月号 グレート.マジンガー対ゲッターロボG空中大激突!1 絵/渡辺正美、岡崎甫雄、今道英治 11 P 8 P 

9月号 ゲッターロボG百鬼帝国とは!？ 百鬼帝国内部図解ほか 4 P 4 P 

10月号 ゲッターロボ• G大強化!！ シャインスバーク登場に合わせた紹介記事 7 P 

11月号 
これが新•早乙女研究所だ!！ 新•早乙女研究所の特集記事 2 P 2 P 

新•早乙女研究所の内部にはいる！！ 5 P 

12月号 弱点はここだ！ゲッターロボ•G 構成•カット/不知火ブロ 5 P 

*76年1月号 早乙女博士が考えた百鬼かいめつ作班!！ゲッター攻擊開始!！ほか 4 P 

2月号 百鬼帝国の要塞島を倒せ！早乙女博士が語る秘密作戦！ テレビ番組表ページ内 1.25P 

3月号 ゲッターロボ•G百鬼帝国の大反擊！ 絵/岡崎甫雄 2 P 2 P 

75年8月号 ゲッターロボGの新しい仲間その名は車ベンケイブロマイド 
76年1月号 ヒーローブロマイドゲッターロボG 

2月号 1976占いつき人気者ブロマイドゲッターロボG 

3月号 人気ヒーローめんこブロマイドゲッターロボG 

ボリユームでゲッター登場の劇場版、二作目にあた 
る「グレート•マジンガー対ゲッタ1ロボG空中 

大激突」の特集を大々的に採り挙げ、これを渡辺正 
美、岡崎甫雄、今道英治ら、rテレビランドJでゲ 

ッタ1のグラビアを支えた三氏が競演するという豪 
華な内容で盛り上げていた。 

さらに注目したいのが、当時のスーパーロボット 
(メカニック)ものの定番とも言える操縦法伝授の 

特集だ！74年8月号「これがゲッターロボの操縦 

法だ=こは、コクピットのボタン配置や、何をどう 
すればこう動く、と後のリアルロボット系にも負け 

ない詳細な図解と解説が掲載されており、いまさら 
ながらに驚かされる充実した内容となっている。同 

様の特集記事としては、75年1月号「ゲッタ1ロボ 
•パイロットテスト」があった。 

イラストレータ1に関しても岡崎甫雄が主戦力と 
して奮闘しているほか、同•誌で『グレートマジンガ 

1J (74年)のコミカライズを手掛けた今道英治が 
75年2月号で構成として、先ほどもふれた通り同年 

8月号ではイラストレーターとして参加。75年3月 

号では、r宇宙鉄人キョーダインJ76年)などで知 
られる成井紀郎が1色1\3、短冊サイズの特集べ 

1ジでイラストを書き下ろしているなど、興味深い 

漫画家の名も見受竹られる。 

最後に今回、編集スケジユールの都合上、学年誌 
や他児童誌の関連記事やコミカライズ作品の詳細な 

DATAを調査•掲載できなかったことをお断りす 
ると同時に、いずれ必ずそれらを白日のもとにさら 

す機会をつくることをお約束して本稿のしめくくり 



渡辺 『ゲッターロボ號』の製作が決定する少し前 
に、東映動画の横山(賢二)さんのほうから「「マ 

ジンガ1ZJの新作を創りたい。もし製作が決まっ 
たらぜひ音楽をお願いしたい」という打診を頂いて 

いたんですよ。しばらくして再び連絡があった時に 
|は、諸般の事情で映像化には至らなかったらしくrゲ 

ッタIロボ』の新作に替わっていたんです。その時 
点では、主題歌は別の人でいく。音楽だけ私に頼み 

たいということになつていました。 

——当初、主題歌は新進のロックバンドが歌ってい 
ましたね。 

渡辺ええ。あのころは、ああいつたタィアップが 
いちばん盛んな時期でしたからね。最近はそうでも 

ないようですが。それで1クール(13本)の放送が 

終わった時点で、やはり主題歌も私の曲でいきたい 
と申し出がありまして、主題歌を変えたんです。水 

木(一郎)さんが歌うことになつて、挿入歌も7曲 
作りました。 

——作曲をされるにあたつて旧作のrゲッ 
ボjはご覧になられました？ 

渡辺いや、観てません。あえて旧作を意識するの 
はやめました。私、旧作はまつたく観たことがない 

んですが、『マジンガーZJと並ぶロボットアニメ 
の原点と言われているわけでしょぅ？だから自分 

なりのアプローチで攻めてみることにしました。新 

しい主題歌に関しては、パンチの効いた部分を活か 
すようにして作曲しました。BGMについては予算 

と闘いつつ、華麗な〃ブラス.サウンド〃を追求し 

てみました。演奏は「東室製作」で、スタジオは「大 

平スタジオ」。トラック.ダウンを「青葉台スタジ 

才」で行いました。 

——実際にオンエアされた作品をご覧になった感想 
はいかがでしたか？ 

渡辺横山さんの企画だけあって『マジンガ1ZJ 

つぼいところも多分にありましたよね。でも、「マ 
ジンガ1Jともちよっと違う世界観で.。キャラ 

クター的には後半に登場したナルキスが印象に残っ 
ています。 

そういえば、揷入歌の1曲を草尾(毅)さんに歌 
つてもらうことができてよかつたと思つています。 

昨(97)年、やはり草尾さんが主題歌を務めていた 
『ビーロボカブタックj (テレビ朝日系)という実写 

作品で草尾さんが作詞した揷入歌を作曲しましたが、 

彼は非常に歌がゥマいですね。 

——そうですね。本日はお忙しいところをありがと 

うございました。 
(98年6月12日於東京•渋谷渡辺氏宅) 

わたなベ.みちあき：eS家。8月19日生。名 
jawea身。1实S革業後、谨の道へ。映 

画『忍びの者J64S'テレビ『人造人間キカ 
イダ'72年)『マジンガIZJ72年)など 

代表作あまりに45^。 
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各話スタッフリスト 
放映 
No. 作画 仕上 美術 背景 撮影 編集 製作進行 

1 
男、坂井等、 

川口鉄、瞬正 
平賀豊産、柴隆之、 
西正力、木村文一 辻忠直 

スタジオコスモス 
勝又激 町田賢樹 古H•均 

司、mm. 
井±4^子 

2 
小林一、田代和男、成川裕子、 
イ褚治、-^ 

五十龄子、美、 
新納n岡田良明 rn^rn 

アトリエローク 
川井憲 喜 甜均 mmt 

3 
森利夫、須田歐刀根夕子、 
爾網\±^勤子 

岩切紀紙仲m 
/j避塚^子、中島正之 _就 

スタジオコスモス 
アトリエローク 古村均 mm.社^m 

mm 

4 
石山卓也石井邦幸、 
IffltA、離さとみ 

細像佐藤章二、 
増川^\如恭子 

スタジオコスモス 
アトリエローク 武井獅 古村均 mm- 

mm 

5 
友永和秀、林和夫、柳井紙 
駢撤川筋豊 

藤本芳弘、柴隆之、 
西正力、佐藤&舒 伊藤就 

アトリエローク 
川井憲 

細田民男 古H■均 司、mm, 
mm 

6 
小林一、田代和男、飯岡真理子、 
/j獻介、■一 

奥西紀耔、畑久美 
子、/j娘正豊、浜桂太郎 辻忠直 

スタジオコスモス 
勝又激 目黒宏 甜均 

岸本松司、成]ii裕子、 
mmt 

7 
高倉建夫、刀根夕子、西沢桂子、 
±i峨々子、松本元子 

岩切^仲m 
Hi&m中島正之 

福摊雄 
アトリエローク 
川井憲 古H■均 司、麵桁、 

mmt 

8 
大島聡乳鈴木孝夫、坂井文雄、 
m§三、川晦 

mm. 
細氟佐藤章二 伊藤就 

アトリエローク 
阿臟ヨ15 片喊男 古村均 司、mm. 

mm 

9 
友永和秀、林和夫、井内秀治、 
川筋豊、mm 

藤本芳队柴隆之、 
西正力、佐藤&合^ 

下川麟 
アトリエローク 
川井憲 mm. 古H■均 

岸本松司、柳井純、 
mm 

10 
石山卓也mm.石井邦幸、 
新田寛ん離さとみ 

藤本m柴隆之、 
西正力、材抆一 mwt サンアートスタジオ スタジオコスモス 町田賢樹 甜均 司，mm- 

11 
中村叽葛岡懷大曽根真智子、 
村鵂子、 

藤本芳弘、柴隆之、 
两正力、道！'^裕户 下川忠海 

スタジオコスモス 
勝又激 古H•均 

岸本松司、山田美裕、 
mm 

12 
綱真 

軒、成)II弘子 
藤本芳弘^柴隆之、 
西正力、jiTHie- 

福柿雄 
アトリエローク 
川并憲 平駐喜 古村均 

岸本松司、坂本岩、 
mm 

13 
増谷或鹿離保、 
川島明 

鉢m mm-. 
mm=f 伊藤^t 

アトリエローク 
川井憲 武井糊 觀册 岸本松司、猪狩肇、 

mmx 

14 
菊池城二段タロウ、西沢桂子、 
靡子、あきの雄 

岩切紀祗仲m 
子、中島正之 下川麟 

サンアートスタジオ 
山口  mism. 町田孝子 社^!^、 

mm 

15 
中村吼村仲啓子、花井由美子、 
滝II唯?■、柳岡勤 

藤本芳弘、柴隆之、 
酿力、佐藤百好 mwt サンアートスタジオ 山口獅 

細 岸本松司、山田美裕、 
mm 

16 
夫、:^^、坂井鱗、 

m茂^中里愛^ 
藤本芳弘、柴隆之、 
西正力、材抆一 福物雄 

アトリエローク 
阿讎ヨ15 

片 本山収 mm.嫌疑平、 
mm 

17 
石山卓也林和男、石井邦幸、 
新田寛人、高橋ひとみ 

藤本芳弘、柴隆之、 
西正力、道T美軒 

サンアートスタジオ 
アトリエローク 片 U#ll 

司、mm- 
mm 

18 
友永和秀、林和男、井内秀治、 
伊藤泉、川筋豊 

藤本芳弘、柴隆之、 
西正力、木h■文一 下川鹏 

サンアートスタジオ 
アトリエローク 菅^f 籼収 岸本松司、柳井紙 

mm 

19 
田代和男、イ淋庚]^麵真理子、 
成in軒、小湊昇 

鮮辄、 
mm-.長田轩 伊藤離 

スタジオコスモス 
勝又激 mmmf 岸本松司、坂本岩、 

mmt 

20 
神田光臣、金^二、木子孝栄、 
原昌二 

安田銳、鈿肝 
梢吉子、花井千斗^ 

泰秀信 木下栄一 安^& 
細顯一 田中修 官合秀武、 

21 
川島明、鹿m保、 
増谷或 

藤本芳弘、柴隆之、 
西正力、佐藤百合^ 

福摊雄 
アトリエローク 
川井憲 町田賢樹 田中修 岸本松司、猪狩肇、 

22 
中村明、村仲啓子、 
大曽根真肝、滝ni佳子 

藤本芳弘、柴隆之、 
西正力、道r美智子 藤就 

プロダクションアイ 
アートベアー 平駐喜 田中修 

岸本松司、山田美裕、 
mmx 



放映 
No. 作画 仕上 美術 背景 撮影 編集 製作進行 

23 
友永和秀、林和男、井内秀治、 
m泉、川筋豊 

鮮m 
浜桂m宮沢あき子 

アトリエローク 
阿麟或 田中修 

岸本松司、抑井紙 
mm 

24 mm,林棚、淋艮 
鱭彖井上像mm 

鮮m 
前田剛弘、林昭夫 福糊雄 

アトリエローク 
阿麟雖 mm 田中修 岸本松司、坂本栽、 

mmx 

25 
崎好眼±1幹夫、楠田悟、 藤本芳弘、仲m 

ヨ睹篆中島政 rn^rn 
アトリエローク 
川井憲 wsm. 田中修 

岸本松司、佐藤し肝、 
mm 

26 
鈴木孝夫、葛西瘃坂井^ 
中里純mm 

藤本芳队スタジオロビン、 
繡氧駢日野、mr 麵重義 

プロダクションアイ 
細田民！！ 田中修 

司、mm. 

27 田嫌、イ概紙飯岡颠子、 
馴軒、/鳩昇 

藤本m高橋章、 
前田剛弘、 

アトリエローク 
目黒宏 田中修 

岸本松司、坂本栽、 
mmx 

28 石峨mm,石#^ 岩切紀祗仲m 
ヨ&緣中島政 

促藤*ti-尤 
プロダクションアイ 
mwm mwm. 田中修 

酣哲一、 
mmx 

29 中村乳村仲啓子、花井由美子、 
mmm-, mic^ 

藤本mスタジオロビン、 
劇總子、富永勤 

麵重義 
アトリエローク 
fmm 片0#11 田中修 

山田m 
mmx 

30 ±i幹夫、楠田悟、 mm. 
前田剛^、村松錦三郎 迮忠直 

スタジオコスモス 
勝又激 観册 田中修 

讎しげ子、 
mmx 

31 
段タロウ、木場田実^杉村啓子、 
mfm.施夕子 

柴隆之、中島正之、 
イ^^子、田釉喜子 

rn^rn アトリエローク 
阿臟或 mm£. 田中修 

多田康之、 
mmx 

32 
夫、/J綱紙綱真 

軒、mwm.イ禧昇 
mm. 

前田剛弘、戸塚友子 
娜微 現刪乍 

プロダクションアイ 町田賢樹 田中修 
坂本巌 

33 
夫、葛西氟坂井文夫、 

中里あ外、mm 前田剛^、酒井日出子 
it忠直 

スタジオマンモス 
勝又激 平駐喜 観册 mm 

34 石山卓也^青舞義信、石井邦幸、 
新田寛人、高橋さとみ 

藤本mスタジオロビン、 
酬或戸敏子 mmm プロダクションアイ 杉權一 

mm 田中修 坂本栽 

35 
中村乳村仲啓子、花井由美子、 
大纖軒、 

鮮m 
前田剛弘、高橋章 mm： 

プロダクションアイ 
サンアートスタジオ 細田民^ mm- 山田美裕 

36 ノ_好胍±M幹夫、楠田悟、 
纖耔、 

柴隆之、中島正之、 
子、田#*#子 辻忠直 

アトリエローク 
目黒宏 田中修 片_二 

37 段タロウ、木場田美、杉村啓子、 
刀根夕子 

柴隆之、中島正之、 
子、田井由喜子 雄 

アトリエローク 緒^!^、 
神原直美 mm- 多田康之 

38 
/j#男、飯！期仔、 
细am細鼾、機《 

飯仁子、 觀 
スタジオコスモス 
勝又激 

田中修 坂本巌 

39 
葛西瘃鈴木孝夫、大島聡、 
嫌重信、中里あV呼 

mm. 
前田剛弘、酒井日出子 

mm アトリエローク 
xm\- 

片0#11 mfm mm 

40 石山卓也、青鉢芳信、石井邦幸、 
新田寛人、高橋さとみ 

跡m減軒、 
中島正之、村^ヨR 

rn^rn mm 
杉權一 

mm. 田中修 mm 

41 中村明、村仲啓?■、花井由美子、 
±mm^.nmn3 

鮮辄、mm-. 
中島ル之、林昭文- mm： 

アトリエローク 
川井憲 

町田賢樹 W册 山田鎌 

42 麵子、綱夫、遍夫、 
織*!^、悟、财^0 

藤本芳队中島正之、 
子、田釉喜子 辻忠直 

アトリエローク mm. 田中修 片岡修二 

43 m像鈴^#夫、大島聡、 
鱗重信、中里あレ子 前田剛^酒井日出子 

アトリエローク 
阿赫ョ15 

平転喜 観册 mm 

44 断御男、mn 
軒、金a㈣、成m籽 前田剛弘、 

辻忠直 
アトリエローク 
川井憲 

細田民n 田中修 坂本巌 

45 
青鉢義信、石共邦幸、新田寛人、 
高^さとみ^西村■啓一 

藤本芳队中島正之、 
m ^ mm- 

mm. 
アトリエローク 
スタジオコスモス mm 田中修 yjmm 

46 
星野赫子、土屋幹夫、楠田悟、 
佐xr跪和、働信之 

藤本芳弘、岡田良明、 
小川秀子、植松陽子 

アトリエローク 
スタジオコスモス 目黒宏 田中修 片酶二 

47 m兔城限哥t重信、 
概離武田政夫 

鉢m mmm. 
前田歐中島政 

mm. 
アトリエローク 
サンアートスタジオ 片 UJ#II 田中修 mm 

48 
金a俩*、田代和男、田辺了、 
イ禧乐mmr- 

藤本芳弘、岡田良明、 
小川好、mmF 

アトリエローク 
川井憲 

mmn 田中修 成;"裕子 

49 青鉢義信、新田寛人、石井邦幸， 
高橋さとみ^今川忠 

mm. 
減軒、堀田文子 福榨雄 

アトリエローク 
斯正直 

町田賢樹 概册 mm 

50 金田伊助、田代和男、田辺了， 
小湊氟成)||軒 

mm,. 
小川轩、植松阳1 

娜就 
スタジオコスモス 
勝又激 

平mn喜 覜册 

51 m像大島限m重信， 平尾千秋、 
小川秀子、植松陽7* 

アトリエローク 
rmm mm mm- mm- 
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放映 
No. 作画 仕上 美術 背景 撮影 編集 製作進行 

1 石#^、新田獻、 
高橋さとみ山崎竹道 

町田良明、 
mm-, mm 过忠直 

スタジオコスモス 
勝又激 mmf 

2 鈿伊功、mmm. 
era 了、/】嬸乐抝り裕^ 

鮮m讎ね 
小川秀子、植松陽子 mm： 

アトリエローク 
阿鴯或 平駐喜 田中修 高 Lij^ 

3 m m, mm,河村信道、 
川口栄夫、上野茂々子 

中島正之、菊もと 
田井*喜子、木讨真子 内川姐 

スタジオコスモス 
アトリエローク 姗触 田中修 多 

4 m ^ mm. 
娜讎武田政夫 

藤本m /j娘正豊、 
mm.触粗 内川文広 

スタジオコスモス 
下川忠海 山田暇^ 松原 片瞄二 

5 青鉢芳信、石^^、新田寛 
人、離さとんmYrM 

鉢规、mm. 
小川轩、植松陽^ 

勝又激 
スタジオコスモス 
勝又激 mm ymmi- 

6 ^»现His 了、イ礦乐 
飯岡真a仔、mm 

藤本芳弘、細博^ 内川孤 
サンアートスタジオ 
下川忠海 甜鄉 高 

7 西条乳村仲啓子、前田康成、 
泉cm河村信道 

柴隆之、田井由喜子、 
子、中島正之 勝又激 

スタジオコスモス 
勝又激 mm. 田中修 多 

8 葛岡鼠：^眼畏^重信、 
獅讎細政夫 小川好、植松陽？* 

川初E¥ 
ナトリエローク 
阿臟或 町田賢樹 福島和美 

9 敍晰孰M 了、/鳩乐 
綱真理も成;紐 

mm. 
mm.納京子 

勝又激 
スタジオコスモス 
サンアートスタジオ 平駐喜 松原" 高UJ^ 

10 西条呱村仲啓子、前_、 
泉口薰河村信道 

鮮m 
小川秀户、植松陽广 川本6评 

アトリエローク 
川井憲 娜触 多 

11 金田伊孰田辺了、權艮 
飯岡^»、成！紐 中岛拉、前 私 川本征平 

アトリエローク 
川井憲 寺駐讯 高 

12 青鉢芳信、石^^、新田寛 
人、高^さとみ、山^道 

鮮规、^mn、 
小川籽、植松陽f 勝又激 

スタジオコスモス 
アトリエローク 佐藤隆郎 Ysmm- 

13 西条乳前纖、 
泉口1河村信道 

柴隆之、中島正之、 
材镇子、好nfea 川本征平 

アトリエローク 
川井憲 鎌触 多田康之 

14 青鉢芳信、石井邦幸、新田寛 
人、高橋さとん山崎竹道 

鉢m 
新納m原奸 勝又激 スタジオコスモス 

15 友永和義綱象長崎重信、 
翻配子、山^#郎 

藤本芳弘、岡田良明、 
小川奸、mm- 川WF 

アトリエローク 
mm 福島和美 

16 K2 了、/鳩乐 
mm 

鉢m mm-. 
mm. m\m 内川姐 

アトリエローク 
阿臟或 mmn 高Uj^ 

17 w ^村仲啓あ胳繁、 
大1軒、謹良子 

柴隆之、木村真子、 
榧木真弓、中島正之 

スタジオコスモス 
勝又激 姗贼 多 

18 石新田獻、 
高橋さとみ^長谷川知子 

藤本芳弘、高橋;m 
中島政、前田，風 川本征平 

アトリエローク 
阿瓣雖 白井久n 

19 内山正幸、川筋豊、林和男、 
wmm,鍋點聰 

岡田良明、平尾千秋、 
mm- 内川雄 

アトリエローク 
mmm mm 福尉膜 

20 mm, m j, ^ 
綱真理も成m軒 

mm. mmm, 
中島正之、前田剛弘 下川忠海 

アドコスモ 
瓶軒 甜娜 高 

21 内山正幸、川筋豊、林和男、 
mm 

鉢m議軒、 
堪合昇^吉田了子 川 

アトリエローク 
川井憲 町田賢樹 mm 

22 内山正幸、鈴木孝夫、笠原良 
夫、堺m. mm- 

鮮m mm. 
中島正之、前田剛弘 川本征平 

アトリエローク 
紐]BI 清抛夫 松原 福島和美 



放映 
No. 作画 仕上 美術 背景 撮影 編集 製作進行 

23 石井邦幸、新田寛人、 
高橋さとみ^長谷川知子 

藤本芳弘、中島正之、 
堀田文子、 

下川麟 
スタジオコスモス 
アトリエローク mm Yimm- 

24 ffia 了、/鳩乐 
麵真理?'、成)"肝 

藤本芳弘、岡田良明、 
mm 内川姐 

アトリエローク 
阿職或 寺転抓 高Ui^ 

25 
内山正幸、鈴木孝夫、 
笠原良夫、堺翊、酣棺一 

藤本m中島正之、 
大塚節子、吉田了子 

川本征¥ 
アトリエローク 
mjm 山田祕 松原wf 福島和美 

26 石#^、新田獻、 
高橋さとみ^長谷川知子 

mm. 
中島正之、前田剛弘 

内川姐 
アトリエローク 
川井憲 

_飯 松原^» 

27 内山正幸、川筋豊、林和男、 
tos滋、mm 

藤本芳^岡田良明、 
謹軒、 

川本征平 アトリエローク 町田賢樹 松原^^ mm 

28 
金田伊孰邱2 了、づ嗾乐 
綱颠子、成in軒 

鮮孤mm, 
中“iK.之、前田剛弘 

アトリエローク 
川井憲 

菅^f 高 

29 石#^、新田獻、 
高橋さとん長谷川知子 

藤本m岡田良明、 
堀田文子、 内川孤 

麵錄 
下川忠海 

清㈱夫 

30 
内miE幸、鈴木孝夫、 
娜良先堺m.mm- 

mm. mm. 
中島正之、前田剛^ 

川本征平 
アトリエローク 
额淳二 

mmmf 挪wf 

31 
奥蛾子、_鼓、 
雄、A^mrn.薄田嘉信 

_辄、福軒、 
岡田良明、吉田了子 

内川文広 
アトリエローク 
川井憲 

山田g 福蔚膜 

32 内山正幸、川筋豊、mm. 
mm 

mm. mm, 
中島IEt、前田，私 

川本征平 
アトリエローク 
撕JBI 

mm 松原^^ 

33 
森秀樹、金山通弘、服部昭夫、 
石山跳金 

藤本芳弘、岡田良明、 
mm-.堀田文子 内川姐 

アトリエローク 
川井憲 

清械夫 松原"^ 福蔚_ 

34 金田伊孰田辺了、づ潜昇s 
删真理も成)II軒 

鉢m離雖、 
中島正之、前田剛弘 

川本征平 
アトリエローク 
川井憲 mtm 高 

35 
内UiiE幸、鈴木孝夫、 
娜良夫、堺縐、酎推一 

藤本m中島正之、 
堀田文子、篠永捷 

アトリエローク 
山田順弘 高 

36 
阿部隆、小川呢^彳淋m 
坂野隆雄、臼田嘉信 

鮮m mm, 
中島]tt、前田舰 川本征平 

アトリエローク 
瓶淳二 

片0#^ 松原 福尉膜 

37 
奥〇|^子、w椭夫、服鹋 
夫、石山遂緒、金山圭子 

m^mL雛頭、 
中島正之、前田剛^ 

川本征平 
アトリエローク 
娜淳二 

mmm 千蔵豊 福舗庚 

38 
ra 了、イ媸乐 

mMm-.成m籽 
鉢规、齢系 
mm-, 内川姐 

アトリエローク 
川井憲 

片 高 

39 
创am m 了、/】褚氰 
飯岡真理子、成)瞻 

藤本m中島正之、 
堀田文子 

川 
アトリエローク 
領淳二 

千蔵豊 高山類 

导乙女ミ劣I 



『ゲッタ ーロホ’』 
話数 サブタイトル 放映日 脚本 演出 作画監督 

1 無敵！ゲッターロボ織 9.4/4 IEH 綱田馬台 づ獅一男 
2 纖！三大メカザウルス 11 JJg IEH 麵聰 野田輜 
3 恐竜帝国レインホー^ 18 JE= 川田雌 森利夫 
4 燃える血潮の南十字星 25 iE= 落合踪 膊 
5 闇をつらぬけゲッターチーム 5/2 m俊一 山口康男 づ彌一男 
6 恐竜！東京ジャック 9 删多津夫 酬m 
7 悪を許すなgラッパ 16 黯俊一 山口秀憲 森？呋 
8 危機一^ッター2 23 多津夫 綱田馬台 づ獅一男 
9 栄光のキャプテンラドラ 30 醇俊一 小凑洋市 
10 急降下！ゲッター3は行く 6/6 m澈台 釘孝三 白土 武 
11 嫉！ドリル対KUル 13 删多津夫 山口康男 白土 武 
12 吹える^ウノレ 20 JEE. 葛西治 ira m 
13 —本^負！大雪山おろし 27 酵^- 觸田黯 m esh 
14 紅(7®に命を藤けろ!！ 7/4 酣多津夫 川田纖 菊池st 
15 悠子に»fるバラ—ド 11 醇俊一 小湊洋市 
16 恐竜帝国 を追え 18 IEH 田具治 ，J獅一男 
17 狙われた設M3 25 删多津夫 m孝三 白土 武 
18 のすごい奴 8/1 IEH 山口康男 白土 武 
19 リョゥ出擊！ 8 删多津夫 娜囉 sra m 
20 15 謝多津夫 田宮武 落合碟 
21 アメリカから来たロボット 22 iE= 葛西治 川島明 
22 のゲッターQ 29 IEH 小溴洋市 
23 觸山の大^! 9/5 -tM JEE. 白土 武 白土 武 
24 大要*に向って擊T 12 IEH 麵囉 m 皓 
25 合体！風速100 メートル 19 酣多津夫 山口秀憲 WEさとし 
26 帝王ゴール:*sfck條 26 ±M JEE. 山口康男 白土 武 
27 大應人ユラーの怒り 10/ 3 IH 野田雜 
28 10 ±S IEH 落合踪 落合踪 
29 17 AM jEH 孝三 牌4 
30 不死鳥 る時 24 IE= 小凑洋市 さとし 
31 纖！ハャトよ立ち上がれ 31 撕多津夫 川田纖 麵t 
32 恐怖！赤い動罠 11/7 JJg IEH irea m 
33 果てしなき大空に誓う 14 BW多津夫 山口康男 バ獅一男 
34 女ュンヶの涙 21 IEH 落合碟 落合踪 
35 ムサシ！男はつらい 28 謝多津夫 小凑洋市 W -3^ 
36 トロィ條 12/5 ±W、JEE 細誌台 さとし 
37 悪の指令！博士を狙え 12 删多津夫 葛西治 落合碟 
38 度の海からの脱出!！ 19 JE= 餓赚 野田輜 
39 悲しみは流れ星の彼方に 26 ±W.1E= 山口康男 づ獅一男 
40 日本列! 50.1/ 9 删多津夫 落合踪 落合膝 
41 姿なき恐竜空頃^ 16 1EE. 葛西治 
42 栄光のキャプテンラドラ®！®) 23 黯俊- 小凑洋市 
43 吠える啊E#<Dゥル屏放送） 30 ±m in 葛西治 棚雜 
44 恐竜帝国の謎を追え(再6^1) 2/6 ±m ie= 觸田具治 づ獅一男 
45 アメリカかロボット两腦 13 iEH 葛西治 川島明 
46 大要塞に向って擊T (再！^) 20 iEH 麵聰 鰣皓 
47 帝王ゴ-ル:Wc刪再鹏 27 ±JS iEH 山口康男 白土 武 
48 北極に離をとれ！ 3/6 酣多津夫 Ha m 神®さとし 
49 奪われたゲッターロホ“ 13 iEE： 小凑洋市 'J顿一男 



話数 サブタイトル 放映日 脚本 演出 作画監督 

50 ムサシ！怒りの海底 20 删多津夫 親赚 野田雜 

51 脱出！宇宙の墓場 27 多津夫 落合践 落合踪 

52 恐るべき氷竜族の侵略 4/3 ±Jg iEH ■誌台 さとし 

53 帝王ゴール地上⑶わる 10 酣多津夫 邮宽己 づ源一男 

54 マグマの恐竜帝国へ突入!！ 17 ±J^ JEE. 娜職 酬雜 

55 くたばれ 24 酣多津夫 落合踪 落合踪 

56 帝王ゴ-ル规(DSJSg 5/1 IE= ‘野田雜 

57 恐竜帝国の滅びる日 8 iE= 山口康男 づ獅一男 

^一□ホG』 

話数1 サブタイトル |放映日 脚本 演出 作画監督 

58 趋れゲッターロボ!！ 15 高久進 小演洋市 落合宇 

59 恐るべき百鬼帝国 22 高久進 野田雜 

60 mm\ 29 IEH 葛西治 山口輒 

61 ベンケィ！動翻 6/5 多津夫 山口康男 づ獅一男 

62 SWの水 12 高久進 落合踪 落合踪 

63 夢を裂く百鬼一族 19 IEH 娜臟 野田雜 

64 追跡！黒いジェット機 26 謝多津夫 川田雌 

65 ■こ輝く二っ星 7/3 高久進 山口康男 パ獅一^ 

66 SOS !ゲッターロボ応答^よ 10 酣多津夫 娜囉 iffl 

67 悪魔の島を攻撃せ上 17 高久進 川田雌 

68 百鬼雜！鄕へ(TOS 24 ±J^ iEE. 葛西 治 酬雜 

69 遥かなる夫闘！ 31 謝多津夫 餓一清 落合踪 

70 こうもり爆弾！危機^ 8/7 高久進 m孝三 

71 :Siは風になった 14 IE= 落合IE^ 落合踪 

72 赤1働バラード 21 删多津夫 山口康男 づ>«源一男 

73 死闘！敵く男の道 28 ±M iEH 麵■ 酬雜 

74 コロよ明日に吠Aろ！ 9/4 酣多津夫 川田雌 

75 危うし伊豆半島沖！ 11 邮多津夫 落合踪 落合踪 

76 早乙女博士を救出せよ！ 18 高久進 山口康男 mmm 

77 大攻擊I メカ要^ 25 刪多津夫 雜驢 野田輜 

78 大^!シャインスハ°ーク 10/2 删多津夫 白土 武 mmm 

79 海底に消えたジャンボ機 9 高久進 川田麵 白土 武 

80 月光に踊るピエロ 16 馬嶋満 落合：^ 落合踪 

81 海に叫ぶ少年！ 23 删多津夫 葛西治 ifffl雜 

82 挪罠！魏ふ麵再 30 JE= 葛西治 山口輒 

83 湖に消えたミチル 11/ 4 馬嶋満 白土 武 

84 鬼になったあいつ！ 13 酣多津夫 落合IE^ m m 

85 ツバメよ5茂にとべ！ 20 馬嶋満 山口康男 immm 

86 m\黑、ジェット機(再6幽 27 多津夫 川田雌 

87 12/4 高久進 野田雜 

88 涙のあとに口笛を 11 馬嶋満 落合踪 m m 

89 SOS!ゲッタ-ロォ鞭よ®!® 18 刪多津夫 野田輜 

90 Kライスノー奇«^! 25 馬嶋満 山口康男 白土 武 

91 燃ぇろ！リョウの剣 51.1/ 8 謝多津夫 葛西 治 描觀 

92 元気あの子ってなんなのさ！ 15 删多津夫 白土 武 

93 夕焼け空が知っている 22 馬嶋満 葛西治 広田 全 

94 百鬼錮！輝へ 29 ±JS IEH 葛西治 酬輜 

95 姑夫！百起雖 2/5 酣多津夫 ifffl m 

96 百鬼老兵は死なず 12 馬嶋満 白土 武 

97 通かなる?13?<«夬間(再 19 酣多津夫 硪一清 落合[宗 

98 ヘンケィ 26 高久進 山口康男 榷觀 

99 乾女!社を救出せよ！萌搬0 3/4 高久進 山口顧 

100 maる日本近毎！ 11 馬嶋満 3E#纖 広田 全 

ブライ大帝30Eの大反擊！ 18 謝多津夫 ■廳 野田雜 

-102 ガ纖！ 040^： 25 謝多津夫 麵as* 酬雜 



『ゲッターロボ』『ゲッターロボGJ 

ゲスト•キャストー覧 

テレビシリーズrゲッターロボj及びrゲッターロボgjにはI 
I魅力的なゲスト•キャラクターが多数、登場している。ここではI 
その主だったゲスト•キャラをキャスティングとともに一覧で紹I 
介する。また今回、幸運にも当時、プロデューサー•勝田稳男氏I 
が記録していた「キヤスティング•ノート」をお借りすることがI 
できた。キヤスティングの裏づけはこのノートによるものであるI 
ことをつけ加えておく。 

rノツッ ーm小』 #34 ユンケ 菊雛子 #10 :MSM. 矢麵司 
言激 キャラクター名 声魅 流ジ^ジ、、 好 #ii 自雪鬼 神弘無 
# 1 早乙女紅 野田圭一 #35 巴タケ 菊雌子 自^! 矢田耕司 
#4 神明日香 菊撇子 ザラ>： 緒棟一 #12 邪角鬼 緒旗一 
# 8 滝(弟） 田中売一 #36 ダダ 矢瞒司 #13 鱗鬼 矢瞒司 

グ办〇 田中3S- #39; 星野さおり 千々松幸子 #15 菊雄子 
# 9 ラドラ 緒痛一 m 矢瞒司 #16 鉄甲鬼 矢田耕司 
#11 バ礙 緒^W- #40 -ギルバィ ，矢 司 #17 緒旗一 
#13 岩肋嫩 緒^K- #43 イザ^' 矢田網' #18 鬼 矢田耕司 
#14 ガルマ ロナン 神弘無 #19 謂鬼 神弘無 
#15 悠子 吉 奸 mm- 酿長官 矢田耕司 

母•食江 菊職子 #44 弘 絲 #20 mm- 

#16 クック1/ 綱员明 ギジラ 矢瞒司 *±A 井上槭 
シック 赤羽横明 #45 神翁 #21 半月鬼 矢田耕司 

#17 ルーガ： ハヤK棚 mm?- #22 iQE^ 緒滞一 
#18 サンキ（ 野 ゴアラ mm- 添乗員•北口 矢麵司 

キャブ#ンみ. mm- #46 サウス 緒描一 #23 免職 矢田耕司 
^ B キートン山田 スノゥ 矢瞒司 #24 矢田耕司 
々 C 神谷明 早M言一 森功塞" ■ 山本轩 

#19 流竜作 神織 早田の®« mm^/ #25 大角鬼 mm- 
ド4ズ 豁川克弘 #49 グルパ 神？ia 東山繼 矢田耕司 

錐 緒描一 fm スマラ キ—トン山田 #26v 暴竜鬼（ィサム） 森功至 
岩本 キートン山田 :负只ガ mm- イサムの母 菊雌子 

#20 早乙対仔 千々松幸字 ギソラ％ 矢田耕司 矢田耕司 

ク mmi 吉 好 油レン 神谷明 #27 mm 矢田耕司 
神弘無 #51 ;ブライ大帝 mm- 亀吉 邮轩 

ヨギラ 緒痛一 

『ゲッターロボG』 

#28 森功至 
#21 ジャック 井上麵夫 ク子供^ つかせのりこ 

メリー 白蛇鬼 矢田耕司 
#22 ミユキ iつかせぬりi 言激 キヤラクダ 名 声齡 #29 力瞒治 
#24 アラン # 1 一角鬼 緒ym- #30 矢麵司 

エラン 緒滞一 #2 綳魄 神m #31 対傀 野田^- 

#25 バミラ 田 研范觸帀 矢田耕司 流流作 八奈見乗児 
#27 ギバラ 矢 司 井3 矢田耕司 #32 矢麵司 
#28 ギット mm- # 4 白髪鬼 矢罐司 マリア 桂玲子 

ザット キートン山田 対 千々松幸子 #33. 恐角鬼 矢田耕司 
ビット/ 田中亮一 # 5 暗離 神條 閱币 神弘無 

勝at牡 矢田耕司 #6 小竜鬼 mm- #34 角面鬼 矢田耕司 
#29 ビ外 神弘無 m 森功垄 #35 料傀 矢田耕司 

#7 三醜 力赚治 曽我吾瞧 
姉•良子 菊雌子 車大介 柴田秀勝 fm 神弘無 

#31 ギみ 矢田耕司 # 8 白骨鬼 野 #36 離鬼 矢田耕司 
#32 キサラ 矢田耕司 リサ 千々松幸子 チコ 千々松幸子 

ゼオラ 緒^»- 触 mm- #38 闇蛾 矢田耕司 
#33 マスマ 緒滞一 #9 矢田耕司 #39 矢田耕司 



スタッフ&キヤストリスト 

放映期間_1974年4月4日〜1975年5月8日 
[カラー30^、全5〗話] 
放映日19： 00-19： 30フジテレビ系 

鲁スタッフ 
作/永井豪、石)II賢とダイナミックプロ 

■Sg/'週刊少年サンデー' づ館の学蜜^テレビ 
ランド（徳間書店） 

ッターロボ！」個：永井豪/作曲： 
:ささきいさお「合<本！ゲッターロボ」 

im：和泉高志/作曲：菊池:ささきいさお、 
コロムビアゆりかご会 

/雄清 
■^ヤラクターデザイ 

フジテレビ、東映 

•キャスト 
m>m明：流竜馬 
■山田俊司=キ_トン山田：神隼人/ガレリイ長官/ 
ナレーター 

藏 
早乙女ミチル 

、：野田^- 
'太)SAiラー(第2箱卜） 

スタッフ&キヤストリスト 
II975年5月15日〜1976年3月25日 
\全39話] 

19： 00-19： 30フジテレビ系 

•スタッフ 
作/永井豪、石JM賢とダイナ. 

■1^刷少年サンデ- 
ランド (徳間書店)、冒険 

rゲッく 
菊池^!/m:さ; 

n：ダイナミックプロ 
づ孕館の学^u、: 

(棚書店） 
kづ破也 

，雌当1 原吉郎 
■キャラクターデサイン/イ^一男 

忠道 
»昨/フジテレビ' 東映 

參キャスト 
mm明：流竜馬 

=キートン山田：神隼人/ナレーター 

ゲッターロボ！」傾： 7戈井豪/ 
:ささきいさお PF 滅のマシンゲッタ 

-ロボ」傾：和泉高志/作曲：菊池^/®:ささき 
いさお、コロムビアゆりかご会 

■山田俊司=キートン山田 
■A奈見乗児：車弁慶/. 

:早乙女ミチJ 
配*早 
配*tf±/ジ 
ヒドラー元帥/ 

，ジョーホー 
ヒドラー元創]/浅太郎 
グラー次 

凰 スタッフ&キヤストyスト 
岛W1991年2月11日〜1992年1月27日;^ 
—30分.全50話] 
毎週月曜日18:00~18:30テレビ東京系 

•スタ 
作永井豪、石)II賢とダイナミックプロ 

てれびくん、 
月刊少年キャプテン 
卜）.横山賢二 

:岡崎千代（テレビせとうち)、吉田 

’「211^5^年(21st centhry boy)」（# 1 
~#14*OP)作詞：尾上文/作曲：岡井大二/編 
曲：遠山裕岡井大二/St:貴水博之 
「GRIEVOUS RAIN」（井1~#14.ED)傾：久和 
カノン作曲：大堀編曲：遠山裕/U:貴水博 
之「ゲッターロボ號J (#15~#50-OP)作詞：康 
珍ft/作曲.編曲：渡S宙明/^:林一郎森の木児 
童^!団 

■シリーズ•デイレクター/浩樹 
担当/目黒宏•小^* 

_乍画監督、キャラクターデザイン/太島城次 
m= 

■m/テレビせとうち•ビックウェスト*東映 

•キャスト 
mm毅：一文字 

優子：橘翔 

9»^自 
リー.フォア.メイ 

:Dr.ポチ 
:Dr■タマ 

:吉井レミ（第28話~) 
エッサー•ランドウ 

_ &:ヤシャ男爵 
Kc：阿部道子/男：永^■郎：ラセツ伯爵 
MgJII亮：ナルキス子爵 

■田の中勇：Dr•て 
■1^*やこ：芸 
觀里大輔：プロフエ， 
齡：淋麟/兄： 

「友達になりたい」(#15-#50- ED)作詞：康珍 
イt/触.願：:林一郎 



話数 サブタイトル 放映日 m 演出.絵コンテ 鋪 
1 出動!!武器なき戦い ’91.2/11 星山博之 芝ffl觸 行信三 
2 バリ狼戦 2/18 m誌 山田徹 加^lit浩 ，】獅かよ子 
3 武装せよ！ゲッターロボ 2/25 K±離 讎敬一 行信三 
4 ダブルボンバー爛!！ 3/ 4/ 外池省二 昵匕正行 菊池 づ獅、よ子 
5 豈IJ、決死のダイビング 3/H MUl博之 吉沢孝男 **城次 行信三 
6 3/18 城誌 川田^5 菊池 松宮im 
7 叫べ!!熱き兄弟 3/25 ftJL 離 山田 徹 加賀美高浩 行信三 
8 驚異！敵は大空にあり 4/1 外池省二 新田勒 讎敬一 行信三 
9 ネイザー棚^^ 4/8 Sllj博之 mt Et 域城次 行信三 
10 嫉MSffiKW娜纖 4/15 ^結 吉沢孝男 菊也«=： 松宮碰 
11 餅せよ！ 4^22 K h齡 川田S3E 行信三 
12 翔、復蘑<Dバラード 4/29 星山博之 山田徹 讎敬一 松宮im 
13 反擊^よ！ゲッター削 5/6 城誌 細誌 域城次 行信三 
14 クローン人r司の恐怖 5/13 k± m mt正行 菊池t 松宮im 
15 子供たちを救出せよ 5湖 外池省二 吉沢孝男 讎敬一 行信三 
16 出来るか？海中初 5 メ 27 Mih博之 川田 獅わ 松宮im 
17 立てテツ！自分に勝て 6/3 塌結 sea m 力DWI*浩 行信三 
18 無法なる挑戦者 6/10 stt m 山田徹 松宮腿 
19 メタノレビーストの亡霊 ゆ m m 娜敬一 行信三 
20 »なスピーF 対決 6/24 mt正行 砰馳 松宮IEM 

~zT ネイザー* 7/1 吉沢孝男 職 行 信三 
22 悲劇！深海の3^# : mm 川田雌 加浩 松宮碰 
23 共味え！我戦友よ 二 山田徹 賴城次 行信三 
24… 人発事件を追え1 腿 mu m. 細訪 讎敬一 松宮政 
25 戦えガイ！ mmm T/n 外池省二 mt正行 种馳 行信三 
26 大暴れ！ヤシャ男爵 8/5 吉沢孝男 麵 松宮im 
27 ベイシティ 8^12 麟 川田雌 加®®浩 行信三 
28 聖剣ソードトマホーク 8/19 塌結 山田 徹 ■孝司 松宮im 
29 翔、明日へam、 8/?26 馳博之 細舖 m 悟 行信三 
30 とどけ！蒼き宇宙の敵 9/^2 外池省二 細m 松宮im 
31 謎の貴公子ナルキス 9/9 KJfe m 靴正行 菊也 行信三 
32 Gアームライザー!! 9/16 誌 吉沢孝男 馳 獅im 
33 対決！ゲッターVS由自 9/23 外池省二 ，川田武範 菊池«=： 行信三 
34 9/30 星山博之 山田徹 域城次 松宮碰 
35 台風メタルビースト 10/7 城結 麟飼 行信三 
36 奪われた强朗剣 10/14 外池省二 mt正行 菊池«=： 松宮碰 
37 モンゴVKDWき狼 10/21 K±蠊 吉沢孝男 難悟 行信三 
38 " ナルキス穿遊S® (前® 10/28 MUJ脫 川田武範 砰馳 苫村竜 
39 ナルキス•溪趙蓬（額 11/4 SUJ博之 山田 徹 行信三 
40 ゲッター1を救出せよ 11/11 城結 細雜 ■孝司 苫村竜 
41 重力の冥からの脱出 11/18 =m -m 細W5 力P«S浩 行信三 
42 暴走！ メタルビースト 11/25 外池省二 m.正行 菊池 苫村竜 
43 ヤシヤ、緑の地に死す 12/2 «±鰣 吉沢孝男 m 悟 行信三 
44 ギリシャの神々の祖 12/9 城誌 川田雌 城次 苫村竜 

45 帝王ランドウ消滅す!？ 12/16 星山博之 山田徹 砰馳 行信三 
46 ナルキス、新たなる杉臟 12/23 链 麟孝司 苫村竜 
47 醚織•敵せよ!！ *92.1/ 6 外池省二 細勒 新池 行信三 
48 雜!！ AXm± 1/13 翊誌 mt Bt 加籍矯浩 苫村竜 
49 1/20 SLt麟 苦沢孝男 :kk m 行信三 
50 ゲッターよ永遠に眠れ 1/27 星山博之 讀城次 苫村竜 
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.夢 本書の^を言德して、夢工房宝島、ステルス' 浪曼堂の3社から 
_アイテムを提供して頂くことになりました。 

夢工房宝島&ステルスより 
irm3EJMoy&m ★-閃★-» 
★オリジナルビデオアニメ版真•ゲッター1 
(以上72ページに掲載） 

★ゲッタードラゴン金メッキ（シャインスパーク） 
ヴァージョン（写真左） 
★真ゲッター1(71ページに掲載） 
★真ゲッター2 (71ページに掲載） 

ご競を齡、て送っtfさっ妨のなかから麵で13 
名の方に上!己アイテムのうちどれか1，点が^たります。官^Wにて 
ふるってこ募Fさい。なお、^«発送をもって替えさせて頂きます。 

〒162-8540東京都新宿区東五軒町3-28㈱双葉社CTR 
「ゲッターロボ大全J係まで 

[メ切]1998^12^250 (涨陏効） 

•執筆者紹介 
stt H- 
いわさ•よういち：67¢生〇神奈JH県出身； 
合プロデュース会社（株）パッド.-*-■ 
さん、こH睹に『パケタンー家』 — ._ 
たべごろ笑いごろ！jみたいなバラエティ、rバトルホークJ 
みたいなヒーローもの、rグロイザーX』みたいなアニメを 
創りませんか？ 

おおくぼ•かずみつ： 71年1月3日生0東京都出身。（株） 
バッドテイスト所属。9味10月発売の『南海奇皇（ネオラン 
ガ)』L Dライナーノートの構成•勃筆を担当中。恋人も募集中。 

大和光 
やまと•ひかる： .ひかる： 67¢生。本業は官能^'§塚だが、 

| “魔女っ子アニメ好き"が災いして、もっぱら“魔女 
イター”として活躍中。近々、信じられないようなも 

‘ロボットアニメの原作をすr一一 

則I優 
はやかわ•まさる： 6阵3月31日生0 i奇玉県出身。麵、ア 
ニメーシヨンのサウンドトラック盤CDの企画•賊を中^、 
に活動。現在、『ウルトラマンダイナ』（Vol.4)、f#のクレ 
ヨン王国J (Vol.2)、『宇宙からのメッセージJほかのサント 
ラCDの作業中。 

參表班イラスト/5111賢 

參カバーイン/VoLARE inc. 

•本交デザイン/やまもと•ひろゆき 

參協力（E十音順） 
_土、ダイナミック:!»、ダイナミックプロ、都 

筑兵庫、東映Sffi、徳T4S店、白夜書房『フィギュア_ 
^部、ユタカ 

務。同人サークル「全怪默怪人研究所」_といぶ 

なかった。顔は大系。 

^豊 
だいもん•ゆたか： 6阵1月23日生„東京都出身。ロボット 
&おもちゃ系ライター。ミニ四駆でゲットマシンを造ったこ 
とで有名。社から発売中の『モンスターファーム最強海！ 
f云書』も_している。顔がm、。 

堤哲哉 
つつみ.てつや： 6咩9月4日生0東京都出身。本業漫画家。 
仮面ライダースナックのカードなどキャラクターカード•ブ 
ロマイドのJimが®!ことしは『ダン』『一文字隼人J' 9 
月発売の『ハヤタ』など自伝本製作に携わってます。 

ま 濃:溫 

『ロマンアルバム®ゲッターロボ&G』(徳間®店、1980年） 

テム助ffit音唄） 
ス田帽XS, #03韻、 

口•アイテム協力 
えむぱい屋 

1=170-0013豊島区東5蝶4 -27-14リーダースビル 
サンシャイン南602号 

003(3986)10C 1(3986)1008 

※文中一部敬你BSさせて頂きました0ご了承下さい 
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