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京都大学 博士（文学） 氏名 森下 達 

論文題目 

「特撮映画」・「SF（日本SF）」ジャンルの成立と「核」の想像
力 
―戦後日本におけるポピュラー・カルチャー領域の形成をめぐっ
て― 
 

（論文内容の要旨） 

 本論文では、「特撮映画」と「SF（日本 SF）」というふたつの「ジャン

ル」の形成過程を歴史的に検討することで、現在見られるような「非政治的」

なものとしてのポピュラー・カルチャー領域が、戦後の日本においてどのよう

にして形成されていったのかを明らかにすることを試みている。ふたつの「ジ

ャンル」のありようを考える上で手がかりとなるのが、怪獣や宇宙人、変形し

た人体といった「非現実的な形象」である。「非現実的な形象」は「特撮映

画」ジャンルと不可分なものであるばかりか、「SF（日本 SF）」ジャンルに

おけるきわめて重要なモチーフでもある上に、文学や美術といったポピュラー

・カルチャーに先行して存在する領域においても、多くの作家が関心を寄せる

ものとしてあった。「ジャンル」を代表する作品内で「非現実的な形象」がど

のように扱われているかに着目し、「ジャンル」に固有のふるまいや規範を解

き明かしていくことが、本論文の採用した手法である。 

「特撮映画」や「SF（日本 SF）」においては、「非現実的な形象」を作中に

登場させるにあたって、それを合理づける要素として核エネルギーが用いられ

ることがしばしばだった。「非現実的な形象」を軸に据えて、「特撮映画」と

「SF（日本 SF）」の「ジャンル」的成立と変容を検討する本論文は、戦後日

本のポピュラー・カルチャーが、原水爆実験の問題や原子力平和利用などの社

会的アジェンダといかに関わっていったのかを立体的に問い直すものでもあ

る。 

序論ではまず、２０１１年３月１１日に勃発した東日本大震災を受けて書か

れた、戦後日本のポピュラー・カルチャー作品を通じて核エネルギーの問題を

論じた研究について概観する。そこでは、ポピュラー・カルチャー作品を透明

な媒体と見なし、直接的に社会を反映するものとして扱う傾向があった。結

果、多くの研究は、現在の目で見たときの「正しさ」に基づく、作品への価値

判断に陥ってしまっていた。本論文が「ジャンル」概念を導入しているのは、

こうした問題に対処するためである。古典的な文学研究では「ジャンル」の存

在は自明視されてきたが、近年の、映画美学やマンガ研究における「ジャン

ル」論は、作り手と受け手との相互作用の中で作品を経るごとに変容するもの

として「ジャンル」を捉える認識を提出している。この「ジャンル」認識を援

用することで、同時代の作り手や受け手の認識も踏まえつつ、社会と作品の関

わりを議論の俎上に載せることができるようになる。 



 

 

 第一章では、「特撮映画」ジャンルの始点となった映画『ゴジラ』（１９５

４年）が論じられる。第五福竜丸事件を受けて製作された『ゴジラ』では、同

時代の社会問題を踏まえて「非現実的な形象」が造形されている。怪獣ゴジラ

は、水爆実験によって生息地を追い出された太古の生物と設定されているので

ある。ところが『ゴジラ』は、公開時、低い評価でもって迎えられた。従来は

評論家の無理解を示すものとして片づけられてきた同時代評だが、そこには、

１９５０年代半ばの時期における原水爆にまつわる議論が影を落としていたこ

とが、本章での検討を通じて明らかになる。『ゴジラ』評は、『原爆の子』

（１９５２年）、『ひろしま』（１９５３年）といった「原爆映画」評から連

続するものなのである。原水爆を扱った映画には、「怨嗟」や「感傷」を前面

化することなく「平和への悲願」という普遍的な理念を表明することが、一貫

して要求されていた。逆コースや第五福竜丸事件などの出来事を経て、日本人

が主体的にアメリカの責任を問い直していくことが「平和への悲願」の表明で

ある、という認識が生まれる。三角関係のドラマが用意され、物語の上で「感

傷」が前面化している上に、現実の国際情勢を問い直そうともしない『ゴジ

ラ』は、当時においては評価されるものではなかった。 

 この批判を踏まえて、それ以降の「特撮映画」では、「非現実的な形象」と

社会問題とが切り離されていった。第二章では、１９５０年代後半の「特撮映

画」群を指し示す「ジャンル」名称として同時代的にはあった「空想科学映

画」という語が、どのような内実を有していたのかが検討される。文芸評論家

の荒正人は、科学と人間の関係を問題にし、「文明批判」を行うものとして

「空想科学映画」を意味づけ、『地球防衛軍』（１９５７年）を高く評価し

た。『地球防衛軍』では、水爆戦争で母星を滅ぼしてしまった怪遊星人ミステ

リアンが地球移住を企むが、国境を越えて一致団結した地球人によって撃退さ

れる。荒の批評では、ミステリアンという「非現実的な形象」を通じて、科学

の使い方を誤った場合の人類の未来を暗示しながら、それでも人類は科学技術

を正しく扱うことができるだろうとの希望を描き出したところに、ソフィステ

ィケイトされた「空想科学映画」性が見出されていた。すなわち、個々の生命

にとっての原水爆を問題にするのではなく、文明史的観点から核エネルギーを

捉えてみせたところが、高い評価を受けたのである。この種の評価は、同時代

に「原爆文学」に向けられた要求とも一致を見るものだった。  

荒の主張は、日本社会の前近代性を批判する「近代主義的」な立場からのも

のだといえるだろう。ところが、これとは様相の異なる議論が、１９５０年代

後半から姿を現しつつあった。このことが第三章の主題となる。評論家の花田

清輝や、作家の安部公房の手で展開された「アヴァンギャルド的」な「特撮映

画」論は、「非現実的な形象」が科学的であることを重視しないところにその

ユニークさがあった。そこで重視されたのは、「非現実的な形象」を通じて日

常的な価値観を破壊し、アクチュアルな主題を発見する姿勢だった。１９５０



 

 

年代末から１９６０年代初頭にかけては、武田泰淳や三島由紀夫といった文学

者が、ゴジラや空飛ぶ円盤など、「特撮映画」の素材にもなる「非現実的な形

象」を取り上げて作品を執筆している。そこでも、「非現実的な形象」をあえ

て科学から切り離すことを通じて、「第三次世界大戦前夜」状況を文学の主題

とすることが企図されていた。このような発想は、「特撮映画」ジャンルの内

部にも流れこんでいく。福永武彦、堀田善衛、中村真一郎の三人の純文学者が

原作を担当した『モスラ』（１９６１年）では、南洋の孤島で原住民に崇めら

れる守り神である怪獣モスラを通じて、われわれが暮らす近代社会を問い直す

ことが試みられている。その結果、反核テーマのソフィスティケイト化は、

『モスラ』では一層進行し、原水爆実験が批判され、ついで日本と大国とのあ

いだの国際軍事体制が俎上に載せられ、最終的には資本主義体制そのものが問

われることになる。 

 これは、個々人にとっての被爆／被曝の問題が後景に退いていくことと同義

でもあった。さらに、「非現実的な形象」が科学と切断されたことは、１９６

０年代における怪獣のキャラクター化をもたらした。自立した異形異物を通し

て日常を相対化するという「アヴァンギャルド的」な方法論は、怪獣キャラク

ターを、現実から「切れた」形で存在するものとして描くことの正当化に読み

替えられていった。 

 第四章では、「SF（日本 SF）」ジャンルの定着過程が問題にされる。既存

の SF 論では、SF というものが本質主義的に捉えられる傾向があるが、それを

生成・変容する「ジャンル」として捉え直すところに本章の眼目がある。「SF

（日本 SF）」もまた、「近代主義的」な議論と「アヴァンギャルド的」な議

論の両方と関わりを持っていた。１９６０年代、「SF（日本 SF）」は、荒正

人との論争を通じて「近代主義的」な議論を切り捨てていくとともに、「アヴ

ァンギャルド的」な議論を自分たちの先駆として選びとるに至る。その果てに

「SF（日本 SF）」は、政治的・問題提起的な態度を前面化しない「クール」

なフィクションジャンルとして自身を価値づける主張を行うようになる。こう

した SF 観のもと、国際情勢など作品外部の事象との関わりで作品を捉える姿

勢や、それを扱う作家の主体性を問題にする姿勢は、「非 SF 的」なものとし

て「ジャンル」の内部から排除された。「非政治的」な領域として「SF（日本

SF）」ジャンルは確立された。 

 第五章では、「SF（日本 SF）」が「非現実的な形象」をどのように扱った

のかが主題となっている。「ジャンル」の出発点にショート・ショートがあっ

たこともあって、「SF（日本 SF）」は特定の価値観を重視しない「相対化」

の方法論を支持し、「非現実的な形象」それ自体をも「相対化」していった。

文学者たちは「非現実的な形象」を形而上的なものとして扱ったが、「SF（日

本 SF）」は逆に、それらを卑俗な領域に引きずりおろした。そうであればこ

そ、怪獣対決路線の「特撮映画」や TV ヒーロー番組を批判した「SF（日本



 

 

SF）」も、核エネルギーの問題を主題として回復させる方向には「ジャンル」

の想像力を働かせなかった。政治的・問題提起的なテーマ性を素直に是としな

いところに、SF らしさが見出されたからである。 

 １９６０年代を通じて、「SF（日本 SF）」は「相対化」の方法を先鋭化さ

せていった。背景にあったのは、同時代における TV メディアの発展だった。

「SF（日本 SF）」は、TV がもたらすわれわれの現実観や身体感覚の変容を、

混乱と狂騒に満ちたドタバタとして描き出すことに傾斜していった。  

 もっとも、「SF（日本 SF）」が称揚した「軽薄」なドタバタという「非政

治性」は、現実に無批判に安住することと決して同義ではなかった。何をやっ

てもドタバタになるしかない現代であれば、そこに乗っかって「軽薄」さを自

覚的に打ち出すことが、アクチュアリティーの獲得に繋がる唯一の方法である

との発想が、「SF（日本 SF）」の根底にはあった。 

しかし、後の世代においては「軽薄」の「政治性」は失われる。このこと

が、第六章の検討を通じて示される。「SF（日本 SF）」ジャンルの影響下に

おいて、１９７０年代後半から１９８０年代初頭にかけて、１９５０年以降に

生まれた年若い人びとによって、マンガやアニメなどのポピュラー・カルチャ

ー領域を扱うファンダム活動が盛んになっていった。「特撮映画」も、この時

期に、論じるに足る「ジャンル」として復活する。だが、それは、「特撮映

画」を「原爆映画」や海外製の SF・モンスター映画、あるいは文学の領域な

どとは完全に切れた「ジャンル」として再編することと同義でもあった。  

「ジャンル」の中心にあったのは、怪獣キャラクターおよび特撮映像へのフ

ェティッシュな関心である。『ゴジラ』の反核テーマはあらためて評価の対象

となったものの、それは怪獣ゴジラというフィクションキャラクターのありよ

うと密接に結びつけて論じられていた。それゆえに、反核テーマの称揚は、１

９８０年代末には、人びとの大量死や焼け野原、「放射能の恐怖」までをも、

ゴジラの魅力に回収されるものとして扱う姿勢に変化していき、核エネルギー

の問題はキャラクター消費に呑まれていった。 

このようにして、２０～３０年にも及ぶ時間をかけて、ポピュラー・カルチ

ャーの「ジャンル」は、いかなる意味でも「非政治的」な領域となるに至っ

た。作品や「非現実的な形象」のありようのみならず、それらを取り巻く批評

や議論に至るまでが、「ジャンル」内に自閉し、「ジャンル」外の現実に立脚

点を置かなくなったからである。  

以上の考察を踏まえて、結論では、われわれはいかにしてポピュラー・カル

チャーを論じていくべきなのかが述べられる。作り手と受け手、作品の三者を

媒介しながら、「ジャンル」もまた社会に接触している。社会的なアジェンダ

を、作品や受け手にとって都合のよい形で内に導入するのも、「ジャンル」の

特性なのである。そうである以上、作品やキャラクターを安直に社会と接続し

て論じるような研究・批評は、「ジャンル」の内部に導入されたとき、作品や



 

 

キャラクターに対する「非政治的」な価値づけに容易に姿を変えてしまうだろ

う。むしろ必要なのは、「ジャンル」そのものを開かれたものに変えていくよ

うな「ジャンル」批評の試みであるにちがいない。ここにおいて、１９６０年

代の「SF（日本 SF）」が提起した、「軽薄」によるアクチュアリティーの獲得

という問題意識は、今なお決定的に重要な役割を果たしうるはずである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
（論文審査の結果の要旨） 

 マンガ･アニメを筆頭とする戦後日本のポピュラー・カルチャーに対する社

会的関心が、１９９０年代後半以降、それらが世界中で高い人気を得ている

らしいという、日本社会側からの発見とともに広まった。政府レベルでは、

マンガ・アニメ作品などを顕彰する文化庁メディア芸術祭が１９９７年に始

まり、さらに、アニメからコスプレまでを海外発信しようとするクール･ジャ

パン政策が展開されるようになった。学問分野においても、ポピュラー・カ

ルチャーが現代日本社会の、なにかある面を反映しているはずだという想定

のもとで、マンガ・アニメ作品、およびそれらを強度に消費するいわゆるオ

タク層に対する研究が盛んになってきた。２００１年には日本マンガ学会が

設立されるにおよんでいる。 

 このような研究上の風潮が強まるなかで、２０１１年３月１１日に東京電

力福島第一原子力発電所事故が発生した。この重大事故を契機に、肯定的イ

メージに彩られてきたマンガ･アニメヒーローの鉄腕アトムやドラえもんが、

動力源としては原子炉を内蔵している設定になっていることがあらためて注

目され、ポピュラー・カルチャー作品の研究にも新たな展開がみられるよう

になった。おもな対象は、ゴジラなど、核エネルギーによって生成されたと

する「非現実的な形象」が登場する特撮映画であり、それらの分析を通じ

て、戦後日本の一般民衆が核エネルギーとどのように関わってきたのかを考

察しようとする研究や評論が多数現れるにいたった。本博士論文は、こうし

た新しい潮流に棹さすものであるが、文字および映像の広範な一次資料の精

緻な分析に基づく高度な学術性を担保している点で、他とおおきく一線を画

している。 

 ３・１１後の研究や評論の多くは、人類は未来において核エネルギーに対

してどのように対処するべきかという問題意識にとらわれるあまり、原発事

故以降に顕著となった反核エネルギー的視点から過去の作品を意味づける傾

向におちいりがちであった。しかもその場合、取り上げられるのは、自分の

問題関心から意味づけしやすい作品や、読み手の関心を惹きつけやすい宮崎

駿監督『風の谷のナウシカ』などの高名な作品にかぎられ、それも恣意的に

一点ないし数点取りあげ、作品だけの分析と解釈に終始するものがほとんど

であった。 

 本論文は、ゴジラ映画が初めて製作された１９５４年から福島原発事故前

年の２０１０年までの長期にわたり、核エネルギーと関連づけられる「非現

実的な形象」が登場する「特撮映画」を５０作品、同じく「非現実的あるい

は超現実的なプロット」をもつ「日本 SF」１０作品を取りあげ、それぞれに

ついて作品発表当時の製作側の証言・作品解説本・評論・同人誌などさまざ

まなタイプの資料を蒐集し、それらを克明に分析して、作品の解釈や評価が



 

 

歴史的に変遷してきたことを検証する。たとえば、現在では反核映画として

高い評価が確立している映画『ゴジラ』（１９５４年）が、たしかにビキニ

水爆実験による第五福竜丸被爆事件に触発されて製作されたものであること

を製作者側の資料を用いて実証するとともに、同時に公開当時の映画批評

（荒正人ほか）では、反核映画としては高く評価されていなかったことをも

明らかにしている。さらに、核エネルギーを題材にした同時期の映画や文学

作品に対する批評を参照しつつ、なぜ『ゴジラ』に高い評価が与えられなか

ったのか、その理由を１９５０年代日本人の反核意識の様相に求めている。

３・１１以前における戦後日本社会の核エネルギー観の変化（それは現実感

の伴った恐怖の対象から、「核のファンタジー化」へと定式化できる）をポ

ピュラー･カルチャーの分析を通じて検証しようとする試みは、ポピュラー･

カルチャーの形成と変容を作品･作り手・消費者の三方向から、さらに歴史的

視点から論じる本論文により、ようやく高い学術性を有するものとなったの

である。 

 「核のファンタジー化」に関して、本論文は、１９８０年代末から顕著に

なったキャラクター消費という現象に、とりわけ注目する。怪獣の登場する

特撮映画の子供向け娯楽作品化、アニメ作品や特撮技術を導入したＴＶ番組

の普及により、作品ではなく作品に登場する「非現実な形象」そのものがキ

ャラクターとして消費されるようになるのである。オタク層によるこの消費

形態については、それが社会性や政治性を忌避したところで展開されている

ことを指摘した先行研究がいくつかあるが、それらを踏まえた上で論者は、

特撮と SF の専門雑誌や同人誌などでの発言を資料にしつつ、オタク第一世

代（１９５０年代半ば～１９６０年代初頭生まれ）のあいだでは、ゴジラな

ど「非現実的な形象」がすでにキャラクター消費の対象とされつつあり、そ

れ以前には恐怖の対象として描かれていた大量死をまねく放射線までもが、

キャラクターの魅力にまつわるものとして歓迎されていたことを明らかにし

た。「核のファンタジー化」を象徴する現象として１９８０年代に定着する

この世代のゴジラ観を検証したことは、核エネルギー観の研究にとってのみ

ならず、オタク研究にとっても重要な知見といえよう。 

 核エネルギーに対するオタク第一世代のこのような消費性向は、いったい

何に起因するのだろうか。それを解明するために論者は、まず第一に、１９

６０年代に形成が始まった「日本 SF」の読者層（ファンダム）から１９８０

年代にオタク第一世代が分化したことを、先述の特撮や SF 専門誌の読者投

稿文や同人誌の内容を分析して実証する。ついで論者は、超現実的なフィク

ションにこそ文学的アクチュアリティーの可能性があるとした安部公房のア

バンギャルド文学論から出発した「日本 SF」が、星新一、小松左京、筒井康

隆の活躍によりひとつのジャンルとして確立するにともない、しだいにその

作品･作り手・読者が、政治的・問題提起的な姿勢を前面化しない「クール」



 

 

なフィクションジャンルとしてＳＦに価値付与していったことを緻密に論証

する。核兵器や原発といった現実の核エネルギー問題に関与することを忌避

しつつ核エネルギー関連の「非現実的な形象」を消費するという、オタク第

一世代のこの性向を、論者は「日本 SF」との系譜関係から解き明かしたので

ある。その立論は用意周到にして、かつテクストに即して展開されてお

り、高い説得力をもってい る 。  

 論者は最後に、ポピュラー・カルチャーの作品･作り手・消費者の三者が核

エネルギー問題に対する現実感をどのようにすれば獲得できるのか、という

問題を考察する。これは、人文社会科学が社会と切り結ぶものであろうとす

るならば、避けて通れないアジェンダだろう。論者はまず、「日本 SF」の作

り手にはもともと「軽薄」さを自覚的に打ち出すことが現代社会への批判に

繋がるという発想があったことを、小松左京や筒井康隆らの数多くの作品や

評論を例示して指摘する。しかし、オタク第一世代はこうした発想を切り捨

てながら「日本 SF」の読者層から分化し、その消費対象として怪獣特撮映画

・アニメというジャンルを新たにつくりあげたのである。それゆえ、核エネ

ルギー問題の現実感を獲得するには、「日本 SF」の作り手たちがもともと有

していたこのような発想を再評価することが重要なのではないかと、論者は

問いかける。 

 さまざまな問題を抱える現代社会を「軽薄」さを武器に揺さぶろうとする

意識を「日本 SF」の作り手が持っていた、という主張は、厳密なテクスト調

査に基づくものであり、大いに首肯できる。また、日本 SF 論としてもこれ

までにない指摘といえるかもしれない。ただし、こうした問題意識を共有す

ることがリアリティーの獲得に繋がるという論者の主張が、評論的なレベル

にとどまっていることは否めないだろう。 

 しかし、こうした問題点も、一次資料の渉猟によって多くの事実関係を明

らかにした点、またそれに基づいて説得的な論をさまざまに展開している

点、さらに今日的問題にも誠実に正面から応じようとした点など、本論文が

有するすぐれた価値を、決して損なうものではない。 

 以上、審査したところにより、本論文は博士（文学）の学位論文とし

て価値あるものと認められる。なお、２０１５年４月２３日、調査委員

３名が論文内容とそれに関連した事柄について口頭試問を行った結果、

合格と認めた。  

 なお、本論文は、京都大学学位規程第１４条第２項に該当するものと

判断し、公表に際しては、当分の間、当該論文の全文に代えてその内容

を要約したものとすることを認める。  

 

 

 




