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（凡例） 

1、映画作品、単行本、新聞、雑誌、学会誌、紀要名は、二重鍵カッコを用いて表記した。

単行本や雑誌、新聞内の作品タイトルや論文・記事の表題には一重鍵カッコを用いた。 

 

2、本文中で、テキストや参考文献への言及を行う際は、タイトルを鍵カッコに閉じて表記

したあとに丸カッコを付し、その中に発表年を記した。 

 

3、註では、作者名『タイトル』出版社、出版年   ……単行本の場合 

      作者名「タイトル」『書名／誌名』出版社、出版年、頁-頁 

……短篇・中篇小説、論文、記事の場合 

と、表記した。 

 

4、翻訳書を参照した場合は、本文中での記述では、原著の出版年を記した。これに対して、

註には、実際に筆者が参照したものの情報を記し、原著の出版年を併記した。原著の表

題や出版社等の詳細については、巻末に付した参考文献一覧に、わかるかぎりの情報を

記載した。 

 

5、文献を参照するにあたって、初出時のものではなく、文庫化したものや全集に収められ

たものを参照した場合は、註には、実際に筆者が参照したものの情報を記している。こ

れに対して、本文中での記述では、初出時の発表年を記した。議論の中では、その文献

がいつ発表されたかが重要になるがゆえの措置である。そのため、本文中での発表年表

記と、註での出版年表記が食いちがっている場合がある。この場合は、違和感を軽減す

るために、初出時の情報を註の中に併記している（本文中での言及がないものに関しては、こ

のような措置はとっていない）。 

 また、過去にいったん単行本の形で出版され、後に、ほかの作品などとともに全集に

収められた作品で、筆者が全集版を参照している場合は、本文中では二重鍵カッコを用

いて作品名を表記していても、註では一重鍵カッコで表記している。わかりにくいが、

ご了承いただきたい。 

  なお、巻末に付した参考文献一覧では、初出等に関してわかるかぎりの情報を記載し

た。 

 

6、映画作品についても、巻末に付した参考文献一覧において、監督名や製作母体などの詳

細情報を一括して記載した。 

 

7、一連の「特撮映画」の監督を務めた本多猪四郎の「猪」表記については、参照した文献

では「猪」と「猪」の 2種類が混在していたが、「猪」に統一している。 
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序論 

 

 

1、はじめに――ポピュラー・カルチャーと政治性―― 

 2011年、評論家の加藤典洋は、『3.11 死に神に突き飛ばされる』において、戦後日本の

ポピュラー・カルチャーを代表するふたつのアイコンである「アトム」と「ゴジラ」に関

して、ある興味深い指摘を行っている。 

 

   この二つは、ともに「原子力＝核」を想像力の母胎としているという共通点を持つ。

ここに「原子力」と「核」と、二つの術語を並べるのは、この二つが、英語ではとも

に nuclear という一語に該当しているからである。［中略］この同じ語が、日本では、

平和利用の際には、nuclear power plant＝原子力発電所と呼ばれ、軍事使用の場合に

は、nuclear weapon＝核兵器と呼ばれる。一方は、肯定的なイメージ、他方は、おど

ろおどろしい悪のイメージ。ほとんど無意識のうちに、私たちのもとで二つに「使い

分け」られてきたが、英語では、ともに nuclear。原子力と核の根は、いわば表象のう

えでも、同じなのであった。 

 だとすれば、文化象徴としての「アトム」と「ゴジラ」にもまた、つながりがある

だろう。あってしかるべきだろう。そうでなければならぬ。1 

 

 加藤の指摘の背景には、書名にもなっている「3・11」の複合災害があった。2011 年 3

月 11日、マグニチュード 9.0 を記録した未曽有の大地震が日本を襲った。この地震のため

に、場所によっては 40メートルを超える大津波が起き、東北地方から関東地方にかけて大

規模な被害が発生した。地震と津波による死者・行方不明者は 2 万人近くにのぼり、26 万

以上の避難者が発生、全壊・半壊した建物は 40万戸以上を数える。 

 この「東日本大震災」は、深刻な原発事故をも引き起こした。福島県にある東京電力第

一原子力発電所では、3 つの原子炉で炉心溶融が起き、37 京ベクレル以上の放射性物質が

大気中に漏洩した。地震と津波、および原発事故――これらを総称する用語として、「3・

11」はある。2011年 12月 16日、原子炉は冷温停止状態に入ったとして、日本政府は事故

の収束を宣言したが、溶融した炉心を原子炉から取り出す方法が見つかっていないばかり

か、放射性物質に汚染された水の外部流出が現在に至るまで相次いでいるなど、宣言とは

裏腹に、事態が収拾する目途はまったく立っていない。その意味では、「3・11」は現在進

行形の問題ですらある。 

加藤は、「3・11」に応え、精力的に執筆活動を行ってきた論者のひとりである。彼はこ

こで、「アトム」と「ゴジラ」に着目している。アトムとは、手塚治虫のマンガ作品『鉄腕

アトム』（1951-68 年）の主人公ロボットのことである（資料 1）。平和のために働き、悪人

                                                   
1 加藤典洋『3.11 死に神に突き飛ばされる』岩波書店、2011年、pp.99-100。 
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たちや彼らに使役されるロボットと戦うアトムは、核エネルギー2を動力源としている。一

方でゴジラとは、1954 年の映画『ゴジラ』に登場する、中生代の生き残りの怪獣のことで

ある（資料 2）。海底でひっそりと暮らしていたゴジラは、水爆実験によって棲
す

み処
か

を追い

出され、東京を襲撃する。「放射能を吐く大怪獣」とポスターにも謳われているとおり、ゴ

ジラはその身体
か ら だ

に多量の放射線3を浴びており、それ自身が原水爆への恐怖を体現する存在

でもある。 

 

 

 

 

 

 加藤は、怪獣ゴジラの姿には被爆者たちの“無念”としての「暗さ」を、ロボット・ア

トムの姿には「原子力の平和利用」にも繋がる被爆者たちの“祈念”を、それぞれ読み取

り、その上で、両者の一体性に注意を促してみせる4。本来は一体のものであるはずなのに、

                                                   
2 山本昭宏『核エネルギー言説の戦後史 1945-1960 「被爆の記憶」と「原子力の夢」』人文書院、2012

年では、「原子力平和
、 、

利用」というひとまとまりの言葉が用いられてきた歴史的経緯があり、どうしても肯

定的な意味合いを帯びてしまう「原子力」という語を避け、「核エネルギー」という語を用いている。本博

士論文でも、山本に倣い、nuclearの訳語としては「核エネルギー」の語を用いる。もっとも、「核兵器」、

「原子力発電」など、ひとつの用語としてすでに社会的に定着しているものに関しては、その限りではな

い。また、当時の用語法を想起させる意図で、あえて「原子～」との表記を用いる場合がある。 
3 「放射線」とは、放射性元素の崩壊に伴い放出される生物に有害な粒子線を指す語だが、日本では従来、
「放射能」という言葉がこの意味で用いられてきた。しかし、「放射能」は本来「放射線を出す能力」のこ

とであり、正しい使用例とはいえない。それゆえに本稿では「放射線」「放射性物質」の語を用いるが、引

用部分においては必ずしもその限りではない。『ゴジラ』のポスターに記された惹句も、「放射線／放射性

物質を吐く大怪獣」が正しいが、原文ママとする。 
4 なお加藤は、すでに「3・11」以前から、“無念”を体現する存在として怪獣ゴジラを論じている。たと

えば、加藤典洋『さようなら、ゴジラたち 戦後から遠く離れて』岩波書店、2010年を参照。 

（資料 2：ゴジラ。『ゴジラ』公開時の

半裁ポスターより） 

（資料 1：鉄腕アトム。『手塚治虫公式サ

イト』内のキャラクター紹介ページ

（ http://tezukaosamu.net/jp/character/1

096.html）より。2014年 6月 24日閲覧） 
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戦後日本のポピュラー・カルチャーでは、アトムとゴジラの繋がりは明確にされてこなか

った。そう加藤はいう。「この国には、管見に入った限りで、両者がともに登場するメディ

ア・ミックス的な想像力の産物が、パロディとしても、これまで一度として、作られてい

ないらしいのである」5。 

「原子力」＝原子力発電と、「核」＝原水爆というふたつの核エネルギー観を統合できな

かったところに、戦後日本社会の問題はある。「3・11」の災害は、われわれが核エネルギ

ーに対して適切な距離を見出せないままに、なし崩しにそれを容認してきたことの帰結で

ある。“祈念”と“無念”とをそれぞれ象徴するアトムとゴジラというふたつの形象が、そ

れぞれ独立した形で戦後日本のポピュラー・カルチャーを代表するキャラクターとして存

在し続けてきたことには、日本人がふたつの核エネルギー観の統合に失敗した事実が、見

事に象徴されている。 

このような問題意識のもと、加藤は、現状を打破するために、ポピュラー・カルチャー

におけるふたつのアイコンを絡み合わせた作品が描かれることに期待を寄せ、自らそのア

ウトラインを描いてみせる。加藤の構想は、こうである――ゴジラは日本に上陸し、原子

力発電所を破壊していく。アトムは人びとを守るために飛び立ち、富士山の山麓が海へと

至る駿河湾付近で、両者は対峙する。アトムはゴジラに語りかける。ぼくは、「原子力の平

和利用で、原爆の悪を覆したい、それを、平和のために役立たせたい」という「被爆した

人たちのそこまで追いつめられた願い、祈りのかたち」を体現している。それゆえに、ぼ

くはここに留まってきみと闘う。退くことはできない、と。対してゴジラは、被爆した人

たちの願いや祈りを、国策としての原子力事業の現実がことごとく裏切ってきたことを語

り、それをきみはどう考えているのか、とアトムに反問

する。 

日本の現代アートの第一人者であるヤノベケンジの

ふるまいにも、どこか、加藤の試みに通じるところがあ

る。ヤノベは「現代社会におけるサヴァイヴァル」をテ

ーマとして創作活動を続けているが、その作品のいくつ

かは、既存のポピュラー・カルチャーからの引用でもっ

て成り立っている。「3・11」を経て、再生と復興への祈

りをこめてつくられた防護服を着た少年の像「サン・チ

ャイルド」は、『鉄腕アトム』のアトムを踏まえている

（資料 3）6。 

（資料 3：第五福竜丸展示館の前に立つ、ヤノベケンジ「サン・

                                                   
5 加藤前掲『3.11 死に神に突き飛ばされる』p.100。 
6 芸術家では、ヤノベのほか、イラストレーターの黒田征太郎や画家の長沢秀之が、ゴジラという形象を
通じて「3・11」後の現実を捉えようとする美術的実践を繰り広げている。ふたりは、2014年 9月 13日

から 11月 15日にかけて、原爆の図丸木美術館で企画展示「ビキニ事件 60年企画 第五福竜丸／ゴジラ 

1954→2014」を行った。 
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チャイルド」。ヘルメットに生えたツノを見ればわかるように、明らかに鉄腕アトムを下敷きにしている。

「福島に未来見つめる子ども像を ヤノベケンジさんが計画」『朝日新聞 DIGITAL』2012 年 6 月 22 日

（http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201206210187.html）より。2014年 6月 26日閲覧） 

 戦後日本のポピュラー・カルチャーにおける重要なアイコンを、単なるキャラクターと

してではなく、ある時期の日本社会の集合的な「思い」のようなものを背負っている文化

象徴として捉える。広い意味で「政治的」に読み解いているわけである。その上で、背負

っている「思い」を踏まえながら、それらの形象が現代において意味を持つように、新た

な物語を与える。あるいは、形象それ自体を再創造する。加藤やヤノベが行っているのは、

そういうことである7。 

ゴジラに“無念”、アトムに“祈念”を見出すといった解釈の妥当性については、議論の

余地があるかもしれないが、実践それ自体がたいへん興味深いものであることには、多く

の人が同意するだろう。今もなお日本社会を揺るがせている「3・11」の問題をなんとか打

開しようとする彼らの誠実さは、われわれの胸を打つだろうし、ゴジラやアトムといった

形象を核エネルギーの問題と結びつけるその手つきは、われわれの知的興味を刺激してや

まないはずである。 

だが、ここでちょっと立ち止まって、考えてみてほしい。なるほど、加藤やヤノベの試

みは非常に刺激的である。しかし、それはなぜ刺激的なのだろうか？ 

それは、現代日本では一般的にいって、ポピュラー
、 、 、 、 、

・
、

カルチャー
、 、 、 、 、

は
、

政治的
、 、 、

な
、

もの
、 、

で
、

は
、

ない
、 、

――あるいは
、 、 、 、

、
、

政治的
、 、 、

に
、

論じる
、 、 、

べき
、 、

もの
、 、

で
、

は
、

ない
、 、

――と
、

の
、

合意
、 、

が
、

成立
、 、

して
、 、

いる
、 、

から
、 、

ではな

いだろうか。ポピュラー・カルチャーを政治的に「読む」ことが当たり前なことであれば、

この種の実践が知的かつ批評的なふるまいとして受け止められることはない。当たり前で

はない試みだからこそ、刺激的なのである。ゴジラはただの怪獣キャラクターであり、ア

トムはただのロボット・キャラクターであって、大それた思想的背景を背負っているもの

ではないと、多くの人びとが漠然と考えているからこそ、加藤らの実践は意味を持つ。 

しかし、それは、よく考えてみればかなり奇妙な事態である。文学作品や美術作品であ

れば、それを「政治的」に「読む」ことは、そこまで奇異なふるまいではない。それなの

になぜ、ポピュラー・カルチャーは「政治的」なものとして受け取られていないのか？ 

『ゴジラ』は映画であり、『鉄腕アトム』はマンガである。歴史的には、文学や美術は映

画やマンガといったポピュラー・カルチャー領域に先駆けて存在していたし、文学や美術

                                                   
7 こうした試みを行った先駆者として、ヤノベと同様にポピュラー・カルチャーからの積極的な引用を行
っている、日本の現代アートを代表する存在である村上隆を挙げることができるかもしれない。2005年に

ニューヨークで行われた「リトル・ボーイ 爆発する日本のサブカルチャー・アート」展において、村上

は、原爆を投下された経験を日本のポピュラー・カルチャーの起点として位置づけている。もちろんそこ

でも、ゴジラとアトムは大きく扱われていた。戦後日本のポピュラー・カルチャーを解釈するにあたって、

被爆の経験に着目し、それらを核エネルギーと関連づけた点でも、村上は加藤らに先行している。「リトル・

ボーイ」展に関しては、その図録 Takashi Murakami, ed., Little Boy: The Arts of Japan’s Exploding 
Subculture (Yale University Press, 2005)を参照。なお、「リトル・ボーイ」展への批判としては、大塚英

志、大澤信亮『「ジャパニメーション」はなぜ敗れるか』角川 oneテーマ新書、2005年、pp.172-175を参

照。 
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に対する批評も、ポピュラー・カルチャーに対する批評に先駆けて存在していた。ある文

化がその形を整えていく際に、先行する文化の影響をまったく受けないということは考え

にくい。文化的勃興期にあった映画やマンガに、文学や美術の側からなんらかの期待がか

けられたこともあっただろうし、映画やマンガに対する批評も、すでに存在した文学や美

術に対する批評を範として成立したはずだろう。現在、「ポピュラー・カルチャー」として

「政治」や「社会」から切り離されて消費されている領域であっても、それが「政治的」

要素を少なからず内包していた時期は歴史上間違いなく存在していたはずである。では、

そこから「政治性」が抜け落ちたのは、いつ、どのようにしてのことなのか？ 

 

 

2、「3・11」以降のポピュラー・カルチャー研究8――その成果と問題点―― 

 映画や TVなどの実写映像作品や、マンガやアニメ、ゲーム、ライトノヴェルと呼ばれる

若者向けの小説など、さまざまなメディアが密接に結びついて、現代日本のポピュラー・

カルチャーはひとつのまとまった領域を形成している。その領域を、ざっくりとした形で

「オタク文化」と名指しすることもできるだろう。その中で、アトムのようなロボットや、

ゴジラのような怪獣や怪人たちは、今なお再生産され続けている。『鉄腕アトム』や『ゴジ

ラ』のような作品は、時期的な古さからみて、戦後日本のポピュラー・カルチャーの出発

点をなすもののひとつだと位置づけられそうである。 

若者を中心的に受容されるヴィジュアル的な文化は世界中の至るところにあるが、日本

のポピュラー・カルチャーの複雑さと規模が群を抜くものであることは、おそらく間違い

ない。そして、受容者の多くが、ポピュラー・カルチャー作品を受容する自分たち自身の

ふるまいを、「政治」や「社会」からは切れた行為だと感じているだろうことは、たいへん

興味深いことである。ポピュラー・カルチャー作品を受容するマニアックなファン層、い

わゆる「オタク」たちが、作品や自分たちそのものが研究の対象として取り上げられるの

に拒否反応を示すことは、さまざまに報告されている9。「オタク」は「政治性」を拒絶する

10。歴史を紐解いてみれば、1960 年代後半の英米においては、若者たちにとってのヒッピ

ー文化やロックが、主流文化に対抗する「カウンター・カルチャー」として、受容者たち

                                                   
8 なお、ここで「ポピュラー・カルチャー研究」として取りあげているものは、ポピュラー・カルチャー
作品への言及を含む議論を行っている著作として、そのようにカテゴライズするに足ると、筆者が判断し

たものである。各著作の執筆者自身は、「ポピュラー・カルチャー研究」ではない（＝ポピュラー・カルチ

ャーについての議論には力点を置いていない）と認識している著作も含まれている可能性があることをお

断りしておく。 
9 たとえば、男性どうしの恋愛を描く BL（ボーイズ・ラブ）作品の受容者がこうした態度をとることにつ

いて、石田仁「『ほっといてください』という表明をめぐって やおい／BLの自律性と表象の横暴」『ユリ

イカ 詩と批評』39-16、青土社、2007年 12月、pp.114-123で論じられている。 
10 この点をとりわけ問題にしているのが、評論家の大塚英志である。こうした問題意識から、大塚は「オ
タク文化」の起源が戦時中にあることを指摘し、その「政治」性への注目を促している。大塚英志『アト

ムの命題 手塚治虫と戦後まんがの主題』角川文庫、2009年、『ミッキーの書式 戦後まんがの戦時下起

源』角川学芸出版、2013年等を参照。 
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自身にとってすらも「政治的」な意味合いを帯びて語られていた。同時期の日本でも、劇

画ややくざ映画といったポピュラー・カルチャーは、同様に「政治的」に受容されること

があった。にもかかわらず、現代日本のポピュラー・カルチャーは、このようなふるまい

とは無縁なのである。 

1990 年代後半以降、それが世界中で高い人気を誇っているらしい
、 、 、

という自覚とともに、

戦後日本のポピュラー・カルチャーに対する社会的な関心は、とりわけ高まっていった11。

この時期、日本政府もまた、ポピュラー・カルチャーに関心を示しはじめている。ポピュ

ラー・カルチャー作品への顕彰を行う「文化庁メディア芸術祭」がスタートしたのが、1997

年のことである。このような動きは、現在のいわゆる「クール・ジャパン」政策にまで続

いている12。学問分野においても事情は同様である。それが現代日本社会のある面を象徴し

ているという認識のもと、ポピュラー・カルチャー作品や「オタク」層に対する研究が盛

んになった。 

知名度よび影響力から考えて、この種の研究を代表する著作として、東浩紀『動物化す

るポストモダン オタクから見た日本社会』（2001年）、および宇野常寛『ゼロ年代の想像力』

（2008 年）の 2 冊を挙げることは許されるだろう。どちらの著作も、優れた現代社会論と

してさまざまな分野からの注目を集めた13。 

しかし、この 2冊は、美少女ゲームやライトノヴェル、ロボットアニメ、TVヒーロー番

組などの作品群を取り上げており、基本的には 1990年代半ば以降のポピュラー・カルチャ

ーの主流をなす傾向のみを議論の対象としている。それ以前の作品については、現在との

対比でもって言及されているに過ぎない。ポピュラー・カルチャーという領域は所与のも

のとして扱われており、その形成が歴史的に検討されてはいないのである。 

 もちろん、歴史的視点を有するポピュラー・カルチャー研究がまったくないわけではな

い。「萌え」などの、現代の「オタク」を代表する（とされる）消費のありようについては、

歴史的視点からその成立を叙述したものはある14し、吉本たいまつ『おたくの起源』（2010

                                                   
11 日本のポピュラー・カルチャー作品が世界中で受容されているのは事実だが、その理由を、単純に作品
の質に還元して理解するのは妥当ではない。アニメの場合であれば、放映権料が安価であったことが理由

の第一であろう。現地の趣味嗜好に合わせ内容が改変されることも多い上に、特にマンガ雑誌の海外展開

に関しては失敗も数多くある。日本のポピュラー・カルチャーの海外展開について、日本国内では失敗や

マイナス面についての理解がいまだに進んでいるとはいえないが、それが必ずしも希望に満ちたものとは

限らないことは押さえておかねばならない。海外（アメリカ）での受容の実態を教えてくれるものとして、

草薙聡志『アメリカで日本のアニメは、どう見られてきたか？』徳間書店、2003年を参照。 
12 「クール・ジャパン」政策の内容と、それに対して与えられた批判については、三原龍太郎『クール・
ジャパンはなぜ嫌われるのか 「熱狂」と「冷笑」を超えて』中公新書ラクレ、2014年を参照。 
13 東浩紀『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会』講談社現代新書、2001年、宇野常寛『ゼ

ロ年代の想像力』ハヤカワ文庫、2011年（早川書房、2008年の増補文庫化）。このほかに、「オタク」あ

るいは「オタク」と関係の深いポピュラー・カルチャー作品を論じた重要な著作としては、大澤真幸「オ

タク論」『電子メディア論』新曜社、1995年、pp.242-293、大塚英志『「おたく」の精神史 1980年代論』

講談社現代新書、2004年、ササキバラ・ゴウ『＜美少女＞の現代史 「萌え」とキャラクター』講談社現

代新書、2004年、斎藤環『戦闘美少女の精神分析』ちくま文庫、2006年、東浩紀『ゲーム的リアリズム

の誕生 動物化するポストモダン 2』講談社現代新書、2007年などがある。 
14 ササキバラ前掲『＜美少女＞の現代史 「萌え」とキャラクター』。 
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年）では、SF やマンガ、特撮映画といったジャンルの熱心なファンたちのふるまいが、現

在のオタク文化のありようにいかに連続しているかが検証されている（これについては後に詳

しく触れる）15。とはいうものの、どちらも、検証の範囲は現代のポピュラー・カルチャー

の内部
、 、

に留まってもいる16。前節末で提起した問いは、十分に解明されてはこなかったので

ある。 

 ひるがえって現在、背後にある社会との関係を見据え、「政治的」な形でポピュラー・カ

ルチャーを捉えることは、これまでにないほど強く求められているし、また実際に、その

ような立場からの実践が数多くなされている、といえるだろう。前節で紹介した文学的・

美術的実践のみならず、学術的研究においてもこのことはあてはまる。 

 加藤やヤノベがそうであったように、学術的な研究の背景にも、むろん「3・11」の複合

災害があった。「3・11」は、われわれがなし崩しに核エネルギーを容認してきたことの帰

結だった。そうである以上、過ちを繰り返さないためには、戦後日本の原子力政策を検討

するだけでなく、「わたしたち」自身が核エネルギーといかに関わってきたのかをこそ問う

ていかねばならない。このような問題意識のもと、ポピュラー・カルチャー作品を具体的

に議論の俎上に載せることを通じて、「わたしたち」と核エネルギーとの関わりを考えてみ

ようとする動きが生じたのである。 

 そこでは、1990 年代後半からのポピュラー・カルチャー研究においては主な検討の対象

となっていないような時期の作品が、重点的に議論されることもあった。具体的に見てい

こう。「3・11」後のポピュラー・カルチャー研究を代表するものとして、以下の 4 点を挙

げることができる。すなわち、笠井潔、巽孝之監修、海老原豊、藤田直哉編『3・11の未来 

日本・SF・創造力』（2011 年）、川村湊『原発と原爆 「核」の戦後精神史』（2011 年）、吉

見俊哉『夢の原子力』（2012年）、および慶應義塾大学アート・センター編集のブックレット

『ゴジラとアトム 原子力は「光の国」の夢を見たか』（2012年）である。 

これらの著作で、特に焦点があてられている作品は何か。加藤『3.11 死に神に突き飛ば

される』でもそうだったが、それは、なんといっても『ゴジラ』である。『ゴジラ』は、こ

こに挙げたすべての著作で論じられており、「3・11」後の潮流の中で、もっとも注目の集

まったポピュラー・カルチャー作品と見なすことができる。 

 60 年ほど前の映画である『ゴジラ』、そして、その映画に登場する怪獣ゴジラは、現在、

どのような視点から論じられているのだろうか。詳しく検討しておきたい。「3・11」後の

ポピュラー・カルチャー研究の特徴も、この検討を通じて明らかになるだろう。 

加藤の実践と同じように、核エネルギーに対する “無念”と“祈念”といった観点から

                                                   
15 宮台真司、石原英樹、大塚明子『増補 サブカルチャー神話解体 少女・音楽・マンガ・性の変容と現

在』ちくま文庫、2007年も、1970年代から 80年代にかけて、ポピュラー・カルチャー作品を受容する若

者共同体がどのような変容を遂げていったのか、インタヴューやアンケートなどを通じて実証的に論じて

おり、参考になる。 
16 例外的に、大塚前掲『「おたく」の精神史 1980年代論』では、1980年代の社会全体との関係から、

総体としての「おたく」が問題化されており、社会的・歴史的意味を持った研究となっている。 
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ポピュラー・カルチャーを論じる姿勢は、慶應義塾大学アート・センター編集のブックレ

ット『ゴジラとアトム 原子力は「光の国」の夢を見たか』所収の諸論考でも踏襲されて

いる。やはり加藤が執筆した「ゴジラとアトム――一体性のゆくえ」17はもちろんのこと、

粂川麻里生「亡霊の生命――ゴジラ、モスラ、ウルトラマン」もまた、そうである。粂川

は、あるポピュラー・カルチャー作品をヒントにして、核エネルギーに対する“無念”＝

「復讐や怒りの怨霊」だったゴジラが、「真に霊的な清浄な感情の化身」に転化する可能性

を語っている。 

そのポピュラー・カルチャー作品とは、宮崎駿監督によるアニメ映画『風の谷のナウシ

カ』（1984 年。以下、『ナウシカ』と略記）である。『ナウシカ』は、「火の七日間」と呼ばれる

最終戦争を経て、生態系が変化した未来の世界を舞台としている。作中では、人類は、「腐
ふ

海
か い

」――地表に現れた猛毒性のエリア――のふりまく瘴気と、巨大な「蟲
む し

」の脅威にさら

されながら暮らしている。このような状況下にありながら、小国の姫・ナウシカは、腐海

を憎まず、蟲たちを愛でて生きていた。彼女はある日、ふとしたことから、腐海が自然環

境を再生させる役割を担っていることを知る。腐海の地下には、清浄な砂と水に満ちた世

界が広がっていたのである。ナウシカは腐海を守る決意を固め、それを焼き払おうとする

勢力に立ち向かう。 

粂川は、「火の七日間」を経て「腐海」が出現したとの描写から、「破滅の果てには、何

物もない次元、悲惨や汚染でさえない次元がかならずある」18とのメッセージを読み取る。

ここで、怪獣ゴジラもまた、水爆実験という破滅から現れ出でた、「放射能によって身体と

環境が破壊されつくされたあとで、なおかつ姿を現さずにはいない霊的エネルギー」19だっ

たことを想起しておかねばならない。こう考えたとき、ゴジラと腐海は同じものとなる。 

ゴジラは、破壊をもたらす怪獣だった。だが、同じものがちがう現れ方をする可能性も

ある。腐海は、身体の粉砕や腐敗、溶解などの「破壊」が、「生命＝霊」を物質から解き放

ち、新たな活動を開始させる「再生」でもありうることを教えてくれる。「徹底的な環境破

壊も、けっして徹底的な人間破壊ではない。身体は破壊できても、霊と生命は壊せはしな

い」20のである。このメッセージは、原発事故の放射線汚染を乗り越えるために、もっとも

大切なものだろうと、粂川はいう21。 

                                                   
17 加藤典洋「ゴジラとアトム――一体性のゆくえ」慶應義塾大学アート・センター編『ゴジラとアトム 原

子力は「光の国」の夢を見たか』慶應義塾大学アート・センター、2012年、pp.8-32。 
18 粂川麻里生「亡霊の生命――ゴジラ、モスラ、ウルトラマン」慶應義塾大学アート・センター編前掲『ゴ
ジラとアトム 原子力は「光の国」の夢を見たか』p.113。 
19 同上、p.104。 
20 同上、p.113。 
21 「3・11」からそれほど月日を経ずに発表された赤坂憲雄の「海のかなたより訪れしもの、汝の名は」

（『群像』66-5、講談社、2011年 5月、pp.134-147）が、「3・11」後に参照すべき作品として『ナウシカ』

を評価した、おそらくはじめての論考だろう。赤坂は、「王蟲（引用者註：『ナウシカ』に登場する巨大な

蟲の一種）や腐海といった、人智によっては制御しがたい広大な不可知の領域が存在することは、もはや

人類にとっては生存の条件にして理由でもある」と述べ、「3・11」を経た今こそ、「世界はいま、ようやく

『風の谷のナウシカ』に追いついたのだ」とする。同論文を収録しつつ、この論点をさらに深化させたも

のとして、赤坂憲雄『ゴジラとナウシカ 海の彼方より訪れしものたち』イースト・プレス、2014年も参
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 笠井、巽監修『3・11 の未来 日本・SF・創造力』所収の笠井潔「3・11 とゴジラ／大

和／原子力 “ニッポン”イデオロギー批判」も、「3・11」後の視点から、ゴジラという

形象の持つ意味を問い直している。笠井は、「誰も責任を取らない談合型組織や小田原評定

や問題の隠蔽と先送り」22などで象徴される、戦後日本を覆った政治・経済システムを、「日

本イデオロギー」と名づける。怪獣ゴジラの襲撃は、「日本イデオロギー」を無自覚的に掲

げながら「平和と繁栄」を謳歌する戦後日本に、疑義を投げかけるものとしてあった。南

から来るゴジラは、アジア・太平洋戦争における「戦死者の亡霊」――それはまさに、そ

の死に対する「責任」をだれにも引き受けられなかった存在である――と解釈することが

できるからである23。そして、「3・11」の災害もまた、ゴジラと同様に、戦後日本のありよ

うに疑義を投げかける。その意味で「3・11」は、「三月一一日に日本列島を襲ったゴジラ」

24でもある。 

粂川と笠井、さらには加藤も加えてよいだろう、これらの議論は、特定のポピュラー・

カルチャー作品をピック・アップして分析を加え、「3・11」以降の視点から意味づけ・価

値づけを行うものである。いい換えるなら、特定の作品から、「3・11」をより深く理解す

るための知見や、「3・11」後を生き抜くための思想を掴みだすことが目的とされている。

ここまでの、筆者の拙い引用からでもわかるように、そのような試みが確かな成果を挙げ

ていることも間違いない。 

ただし、この種の試みが、作品を透明な「テキスト」として受け取ることで成立してい

るものである点には、注意しておく必要がある。粂川や笠井が作品に見出した可能性は、

実際に「わたしたち」がその作品をどう読んできたかということとは別の次元のものであ

る。「わたしたち」と核エネルギーとの関係を再考する研究としては、意義深いものがある

ことは否定しないが、マイナス面もないわけではない。 

当たり前だが、いかなるポピュラー・カルチャー作品も、それが製作された背景には固

有の事情がある。作者やプロデューサー、編集者などの作り手たちも、なんらかの独自の

意図をもって製作に臨む以上、彼らを触媒にして（あるいは、まったくの偶然のような形で）、同

時代の日本社会が抱える問題が作品に刻印されることもあり得る。個々の作品は、程度の

問題はあれ、それがつくられた時代に必然的に縛られているのである。 

                                                                                                                                                     
照。ほか、「3・11」後の問題を考える際に有効な視座を与えてくれる作品として『ナウシカ』を論じてい

るものに、氷川竜介「宮崎アニメに宿る いのちの力」慶應義塾大学アート・センター編前掲『ゴジラと

アトム 原子力は「光の国」の夢を見たか』pp.84-98、田村景子「核状況を拒むセカイへ／セカイから ナ

ウシカ、AKIRA、エヴァンゲリオン、そして COPPELION」黒古一夫編『ヒロシマ・ナガサキからフク

シマへ 「核」状況を考える』勉誠出版、2011年、pp.141-162、武田徹『原発論議はなぜ不毛なのか』中

公新書ラクレ、2013年などがある。『ナウシカ』は、『ゴジラ』についで注目されたポピュラー・カルチャ

ー作品だといえる。 
22 笠井潔「3・11とゴジラ／大和／原子力 “ニッポン”イデオロギー批判」笠井潔、巽孝之監修、海老

原豊、藤田直哉編『3・11の未来 日本・SF・創造力』作品社、2011年、p.22。 
23 「ゴジラ＝戦死者の亡霊」という解釈は、川本三郎「『ゴジラ』はなぜ『暗い』のか」『新劇』367、白

水社、1983年 11月、pp.25-28に端を発する。赤坂憲雄や加藤典洋といった論者も、この考え方を支持し

ている。なお、川本の議論については、本博士論文の第一章で検討を加える。 
24 笠井前掲「3・11とゴジラ／大和／原子力 “ニッポン”イデオロギー批判」p.24。 
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 『ゴジラ』の場合であれば、1954 年という製作年からわかるように、それは本来、第一

には第五福竜丸事件に触発されて製作された映画である。その事実は、加藤や笠井、粂川

らのテキスト論的な語りによって現代の視点から意味づけられることで、かえって見にく

くなってしまうだろう。『鉄腕アトム』や『ナウシカ』といった、本来は直接の関係のない

作品と、ジャンルやメディア、時代すら超えて関連づけられてしまってはなおさらである。

彼らの議論は、作品の背後にあるものを捨象して成り立っている。歴史的な作品に対する

「政治的」な分析ではあるが、歴史的視点を有してはいない。ポピュラー・カルチャー作

品が発表
、 、

当時
、 、

に
、

持っていた意味を問う研究ではないのである。前節末で提起した問いに答

えるものであるとはいえない。 

 「3・11」後の潮流の中では、作品の背後にあるものに関心を寄せる研究も、多数執筆さ

れている。先に挙げた 4点の中では、川村『原発と原爆 「核」の戦後精神史』が、『ゴジ

ラ』にはじまる特撮映画シリーズや、『鉄腕アトム』、『ナウシカ』、『AKIRA』（1982～92年。

1988年には劇場用アニメ映画化）といったマンガ・アニメ作品、さらに、髙村薫『神の火』（1991

年）、東野圭吾『天空の蜂』（1995年）など原発を扱ったエンターテインメント小説を題材に、

日本社会で広く受け入れられてきた核エネルギー観がどういうものであったかを明らかに

しようと試みている。また、吉見『夢の原子力』は、1950 年代に開催された、核エネルギ

ーの「平和利用」をテーマとする博覧会を対象に、大衆に普及され、大衆が受け入れた核

エネルギー観を問題にしており、議論を補強する材料として『ゴジラ』にも触れている。

ポピュラー・カルチャーの核エネルギー観と、社会的な核エネルギー観との関係を論じて

いるわけである。さらに、「3・11」以前の著作になるが、好井裕明『ゴジラ・モスラ・原

水爆 特撮映画の社会学』（2007 年）も、特撮映画シリーズにおける核エネルギー表象の変

遷を通時的に論じ、社会学的な分析を行っている。 

 これら先行研究を通じて、日本のポピュラー・カルチャーがどのように核エネルギーを

描いてきたのかということについては、すでに大まかな流れが明らかになっている。1954

年の『ゴジラ』では、第五福竜丸事件を背景に、当時の日本人が原水爆に対して抱いた恐

怖が、怪獣ゴジラという形象を通してリアリティーのある形で描かれていた。しかし、こ

のリアリティーは徐々に失われていく。すなわち、「核のファンタジー化」である。その結

果、60 年代半ば以降の特撮映画や、その影響下にある TV 特撮ヒーロー作品においては、

非常に大雑把な形で核エネルギーが表象されるようになる。そこではしばしば、街中で核

ミサイルの爆発すら引き起こされ、それでいて被爆／被曝の問題には一切触れられない。 

このようなリアリティーの喪失は、特撮映画に留まらず、ポピュラー・カルチャー全般

に視野を広げてみたときにも指摘できる。一例を挙げると、1960～80年代のマンガやアニ

メにおいては、多数のロボット・ヒーローの動力として「原子力」が設定されることが一

般化していった。手っ取り早くいえば、ドラえもんもガンダムも、核エネルギーによって

動いているのである。 

 もっとも、上記の成果は成果として、これらの研究に、問題がまったくないわけではな
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い。第一の問題は、作品に対する恣意的な解釈が行われ、ときとして厳密な議論が損なわ

れていることである。たとえば川村は、『ゴジラ』と共通するスタッフの手で翌々年に製作・

公開された特撮映画『空の大怪獣 ラドン』（1956年）を論じて、以下のように述べる。 

 

  『空の大怪獣ラドン』（一九五六年）は、二億年前の古代に生きていた翼手龍プティラ

ノドンが現代に甦ったものだが、その“復活”の原因として、柏木久一郎博士［中略］

は「原水爆実験」によるものではないかという個人的な見解を作中で語っている。つ

まり、ゴジラのようにはっきりと水爆怪獣と謳っているわけではないが、ラドンもま

た、その名前が放射性元素と同じであるように（原子番号 86）、原水爆、放射能の影を

背負っていることは明らかなのだ。『ゴジラ VSメカゴジラ』（一九九三年）で再登場す

るラドンは、ゴジラの放射熱線を浴びてからはファイヤーラドンとなり、ウラニウム

光線を発する生体エネルギーとなってゴジラと同一化する（それまでは、翼で風を巻

き起こすだけがラドンの武器だった）。ラドンは、まさにウランなどと同様に、放射性

元素としての本領を発揮するのである。25 

 

 この短い記述の中にも、すでに、いくつかの看過しがたい問題が含まれている。 

柏木博士は確かに、ラドンの復活が「原水爆実験」によるものではないかとの見解を、

作中で語ってはいる。が、それは、原水爆実験が大地に与える「この新しい強烈なエネル

ギーが、二億年も眠り続けていたラドンを、今日になって揺り起こした」と、語っている

のである。本篇中でラドンが、阿蘇の山中で眠っていた卵から孵化していることから見て

も、柏木博士が問題にしているのは、放射線よりもむしろ、原水爆実験がもたらす地殻の

変動や地熱の上昇といった水準の出来事だと考えるべきだろう。ラドンは、ゴジラのよう

な被爆怪獣ではおそらくない26。ラドンが「原水爆、放射能の影を背負っている」とまでい

えるかは疑問である。「ラドン」という名前も、「プテラ
、

ノドン
、 、

」からとったものであり、

同名の放射性元素が製作者たちの念頭にあったかどうかはわからない。 

 次に、『ラドン』に登場する怪獣ラドンと、『ゴジラ VS メカゴジラ』（1993 年）に登場す

る怪獣ラドンとを川村は同一視しているが、これははたして妥当なのかという問題がある。

簡単に説明しよう。1975 年の『メカゴジラの逆襲』を最後に、ゴジラ・シリーズは長い休

止期間に入った。『ゴジラ』（1984 年）、『ゴジラ VS ビオランテ』（1989 年）を経てシリーズ

は再開したのだが、以降の「平成ゴジラシリーズ」においては、シリーズ人気の安定を図

り、ファンの意見なども取り入れながら、過去の人気怪獣の再登場が率先して行われた。

                                                   
25 川村湊『原発と原爆 「核」の戦後精神史』河出書房新社、2011年、pp.18-19。 
26 ゴジラも、原水爆実験によって棲み処を「追い出された」とのみ述べられており、少なくとも一作目の
時点では、それが被爆／被曝によって巨大化・奇形化した存在であるとは、セリフの上では明言されてい

ない。とはいえ、ゴジラが口から吐く白い息によって人びとが昏倒する場面はあり、また、最初に述べた

ように、ポスターには「放射能を吐く大怪獣」と明記されてもいるので、当時の観客たちがゴジラを、被

爆／被曝によって変異した存在と受け取っただろうことも、おそらく間違いない。 
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もっとも、こうしたリメイク怪獣は、名前とある程度の姿かたちこそ過去のオリジナルと

共通していても、出自や設定に大幅なアレンジが加えられていることがしばしばだった。

『ゴジラ VSメカゴジラ』に登場するラドンもその中の一体であり、すなわちそれは、新し

い作り手たちによって再解釈が行われた結果の、まったく新しいラドンなのである（資料 4）。 

 

 

（資料 4：新旧ラドンの比較。左が『空の大怪獣 ラドン』に登場するオリジナルのラドン。右が、『ゴジ

ラ VSメカゴジラ』に登場する、新しいスタッフによって再解釈が行われた結果の新ラドン） 

 確かに新ラドンについては、作中で、「核の影響か何かで、ゴジラと同じことがプテラノ

ドンにも起こった」結果生まれたのだろうと述べられており、「放射能の影を背負っている」

ことは明らかだといえる。新ラドンの出生地は、「使用済み核燃料の墓場」ともいうべきベ

ーリング海上の孤島なのである。しかし、そうであるにしても、新ラドンが被爆怪獣であ

るという事実は、新しい作り手たちが、オリジナルの怪獣ラドンに「放射能の影」を過剰
、 、

に
、

読み取ったことを示すものと見なすべきであって、怪獣ラドンが本質的に核エネルギーと

関係があることを証明するものとして受け取られるべきではない27。 

作品にまつわる周辺事情を無視して、純粋に作品そのものや作中のキャラクターそのも

ののみを論じてしまっては、それは結局、よりおもしろい解釈をそこから引き出さんとす

る解釈ゲームに陥ってしまうしかないだろう。川村は、ポピュラー・カルチャー作品が発表
、 、

当時
、 、

に
、

持っていた意味を問うことには失敗しているといわざるを得ない。 

 第二の問題も、これと通底するものである。川村や好井らの研究は、しばしば、「（素朴な）

                                                   
27 ファイヤーラドンについての川村の説明も、妥当なものではない。新ラドンがファイヤーラドンとなっ
たのは、ゴジラの熱線によって一度生命を落としたあと、古代の植物が奏でるメロディーに導かれて甦っ

たためである。太古の生物が有する本来的な生命力によるパワーアップであり、ゴジラの熱戦による（す

なわち、被爆／被曝による）パワーアップではない。ちなみに、「ファイヤーラドン」、「ウラニウム熱線」

（「ウラニウム光線」は誤り）という名称は、作中では呼称されず、書籍等の二次的媒体でのみ使用されて

いるものである。映画それ自体から得られる情報と、いくら東宝公認のものとはいえ二次的な書籍情報、

そして、自身の想像とを縦横に交えて川村は議論を展開しており、この点は問い直されるべきであろう。 
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反映論」に陥ってしまっている。「（素朴な）反映論」というタームは、マンガ研究において

しばしば用いられているものである。マンガ研究者の三輪健太朗が、同じくマンガ研究者

の夏目房之介の議論を引いて述べるところに拠るならば、1990 年代以降のマンガ論におい

ては、「『社会や大衆の動向などを鏡のように映すもの』としてマンガを扱う『社会反映論』

や、作中に描かれた主題を『直接に社会像、大衆像に還元する批評』の『主題主義』」とい

った、「（素朴な）反映論」が仮想敵とされ、批判されていた28。これらの方法論においては、

マンガというメディアが社会状況を反映する透明な媒体として扱われている。こうした姿

勢は、マンガの固有性が見落とされてしまうことに繋がるだろう。三輪や夏目は、マンガ

の固有性を追究する美学的、ないし芸術学的立場から、「（素朴な）反映論」に否定的な立場

をとる。 

 当然ながら、社会状況を反映する透明な媒体として作品を扱う態度は、マンガ評論・研

究でのみ見られるものではない。あらゆるポピュラー・カルチャー評論・研究において観

察できる問題といってよい。そして、「（素朴な）反映論」が避けられるべきなのは、美学的・

芸術学的立場から見てのみのことでもない。社会的な変化を重点的に考える社会学的立場

から見ても、これは避けられるべき事態だといえる。 

 具体的な記述から考えてみよう。1965年の特撮映画『フランケンシュタイン対地底怪獣
バ ラ ゴ ン

』

には、「広島国際放射線医学研究所」において、日米の医師がともに原爆症患者の治療にあ

たるシーンがある。これを論じて、好井『ゴジラ・モスラ・原水爆 特撮映画の社会学』

では以下のように述べられている。 

 

  あたかもありそうな映像だが、アメリカは被爆の放射能の影響を調査研究することは

したが、原爆症患者をこのようなかたちで実際に治療したことはないだろう。日米合

作映画ということなので、アメリカに配慮し、このような映像を作ったのだろうか。

いずれにせよ、ヒロシマをめぐる“つくりごと”なのだ。医師たちは、先が長くない

原爆症の少女を「死ぬよりかわいそう」と同情する。しかし、彼らは患者へは「かわ

いそう」「あの子の一生て、なんていったらいいんでしょうね」と同情するばかりであ

り、彼らの間で原爆投下という事実をめぐり議論をしたり、アメリカの医師から原爆

投下への、なんらかの謝罪の言葉もないし、原爆症それ自体への言及はないのである。

［中略］とりあえずは、被爆をめぐる悲惨さやそれを生み出した原因など否定的な側

面は、型どおりの原爆症患者の姿と型どおりの同情を示すことでおしまいにしておき

たいという意志がこうしたシーンから感じられるのである。29 

 

 作品の描写から、好井は、日本社会の漠然とした意志として、「被爆をめぐる悲惨さやそ

れを生み出した原因など否定的な側面」の隠蔽を読み取っている。が、そのような解釈は

                                                   
28 三輪健太朗『マンガと映画 コマと時間の理論』NTT出版、2014年、p.16。 
29 好井裕明『ゴジラ・モスラ・原水爆 特撮映画の社会学』せりか書房、2007年、pp.166-167。 
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本当に妥当だろうか。好井自身が述べているように、本作は「日米合作映画」なのである。

日本の観客のみならず、アメリカの観客が観ることも想定して、製作されている。常識的

に考えて、好井の望むような描写を挿入することは、社会の核エネルギー観の反映云々と

いった問題以前に、映画興行の力学として不可能だろう。好井は、作品の描写に意味を読

みこみすぎているように思える。 

 念のため述べておくと、筆者は、好井の批判が誤りだといいたいわけではない。作品の

描写に対する批判としては、妥当なものといっていいだろう。だが、それは、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すぎず、社会そのものの検討とはま

ったく別のものなのである。興行の力学の問題などを視野の外に置き、作品を透明な媒体

と見做し、直接的に社会を反映するものとしてしまった結果、ここでは、社会に対する誤

った認識が導かれてしまいかねない事態が起こっている30。 

 

 

3、本博士論文のテーマ 

 前節では、「3・11」後のポピュラー・カルチャー研究を概観した。そこでは、それ以前

のポピュラー・カルチャー研究では前面化しなかった、ポピュラー・カルチャー作品をそ

の背後にある社会や時代と結びつけて「政治的」に読み解く傾向が主流となっていた。こ

うした試みが、一定の成果を挙げていることは疑いえない。 

 とはいうものの、それらの研究は、いくつかの限界と問題を抱えこんでもいた。『ゴジラ』

や『ナウシカ』を題材とするテキスト論的な議論は、歴史的視点を欠いており、作品の背

後にあるものをかえって見えなくさせる危険性があった。日本のポピュラー・カルチャー

がどのように核エネルギーを描いてきたのかを論じる社会反映論的な議論は、テキスト論

的な議論に較べ歴史的視点を有しているものに思えるが、実際はテキスト論的視点が無自

覚に導入されており、その結果、作品の背後にある社会を捉えることに失敗してしまって

いた。 

結局、先行研究は、総じて、個々の作品をピック・アップして論じるに留まっている。

裁断か価値づけかという方向性のちがいこそあれ、現在の視点からの過去作品の意味づけ

に落ちこんでいる点で、粂川や笠井のテキスト論的研究も、川村や好井の反映論的研究も、

さほど変わりはない。それゆえに、先に、日本のポピュラー・カルチャーがどのように核

エネルギーを描いてきたのか、大まかな流れはすでに明らかになっていると書いたが、ま

さに、なんとなくの「大まかな流れ」が明らかになっているだけであり、なぜ
、 、

、どの
、 、

よう
、 、

に
、

して
、 、

そのような変遷が示されるに至ったのかということは、まったく論じられないままと

なっている。 

                                                   
30 「（素朴な）反映論」には、さらに根本的な問題もある。「（素朴な）反映論」は、論者が、事象に対す
る特権的な「外部」に位置を占めることで可能になるが、外部からの観察とは、社会学の性質上、本来的

には不可能なもののはずだからである。外部観察の内包する問題については、佐藤俊樹『社会学の方法 そ

の歴史と構造』ミネルヴァ書房、2011年を参照。 
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 問題の根本的な原因は、先行研究がポピュラー・カルチャー固有の力学を踏まえてこな

かったところにある。ポピュラー・カルチャー作品が、背後にある社会と接触するのは、

その作り手や受け手を通してのことである。それらの存在に着目することなしに、ポピュ

ラー・カルチャーと社会との関係を論じることはできない。にもかかわらず、それらの存

在を捨象し、ポピュラー・カルチャー作品を静的なテキストとして、あるいは「透明な媒

体」として語った結果、先行研究では「作品」と「社会」との関係が曖昧なままに留め置

かれた（川村や好井が、ゴジラ・シリーズの再開にまつわる諸事情――すなわち、新しい作り手による再

解釈の問題――や、映画の興行としての側面を無視しているため、正確さを欠いた作品解釈を行ってしま

ったことは前節で見たとおりである）。そうであればこそ、ポピュラー・カルチャー作品を「政

治的」に論じるこれらの研究を経た今となっても、一節末で提起した、「戦後日本のポピュ

ラー・カルチャーは、いつ、どのようにして、非政治的な領域となったのか？」という問

いが、なお答えられずに残っているのである。 

 今、何を措いても必要なのは、ポピュラー・カルチャー固有の力学を押さえ、その形成

の過程をきちんと検討することそれ自体だろう。ポピュラー・カルチャー固有の力学を押

さえないままで、作中の核エネルギーに関する描写のみを云々したところで、事態を見誤

るばかりである。どういう意味合いでそれが用いられ、読者や観客・視聴者がどのように

それを受け取ったかがわからないからである。固有の力学を無視した反映論は、作品を透

明な媒体として扱う「（素朴な）反映論」に陥り、最終的には、現在の視点からの価値判断

に落ちこんでしまう。 

 「3・11」後の研究は、ポピュラー・カルチャーと社会との関わりを「政治的」に問うと

いう問題意識を内包していた。この問題意識を本博士論文も踏襲し、これに応えるために

こそ、戦後日本においてポピュラー・カルチャー領域がどのように形成されていったのか、

その過程を論じることを試みたい。先行研究のように、社会的な核エネルギー観の変遷を

知るために、ポピュラー・カルチャーを素材
、 、

とするのではない。ポピュラー・カルチャーそれ
、 、

自体
、 、

を論じるのである。「～のために」という前提を置いてしまうと、その時点で、作品を

透明な媒体として扱うことに結びついてしまうからである。ただ、核エネルギーの問題は

戦後日本のポピュラー・カルチャーにおいて継続的に扱われていくものでもある。ポピュ

ラー・カルチャーの形成と変容を論じることを通じて、社会的な核エネルギー観のありよ

うの変化も、結果的
、 、 、

に
、

は
、

ある程度見えてくるだろうことは、予告しておきたい。 

 それでは、戦後日本のポピュラー・カルチャー領域の形成を検討する本博士論文は、具

体的には何を議論の対象とするのか。また、どのようにしてポピュラー・カルチャー固有

の力学を論じるのか。いったん、簡潔に答えておこう。本博士論文では、1950 年代半ばか

ら 60年代にかけての「特撮映画」と、60年代初頭から 70年代初頭にかけての「SF（日本

SF）」31というふたつの「ジャンル」を取り上げて論じ、それら「ジャンル」がどのように

                                                   
31 本稿が「ジャンル」として取り上げる「SF」とは、あくまで日本において定着したそれのことである。

海外のものまで含めた SF一般を指すわけではないので、注意されたい。従って、ここで書いたように本
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立ち現れたのかを明らかにする（さらに、70 年代後半における「特撮映画」ジャンルの再編以降の

動向についても触れる）。ポピュラー・カルチャーをポピュラー・カルチャーとして論じるた

めには、「ジャンル」概念への着目を行うことで、これに対処する。 

 いうまでもなく、このテーマ設定に関しては、さらなる説明が必要だろう。これだけで

は、「ジャンル」概念に着目しながら「特撮映画」と「SF」を論じることが、なぜ、戦後日

本のポピュラー・カルチャー領域の形成を見定めることに繋がるのかがわからないからで

ある。なぜ、議論の俎上に載せるのが、「特撮映画」と「SF」というふたつの「ジャンル」

――そのふたつは、「映画」と「小説」とメディアの種類すら異なっている――なのか？ そ

もそも、なぜ「ジャンル」に着目するのか？ ――上に記したテーマをご覧になった方は、

このような疑問を抱かれたのではないか。ここからは、これらふたつの疑問について、順

に答えていきたい。 

 

 

4、「特撮映画」と「SF（日本 SF）」の歴史 

 なぜ、議論の俎上に載せるのが、「特撮映画」と「SF」というふたつの「ジャンル」なの

か。 

 まず、消極的な理由として、あらゆるポピュラー・カルチャー分野を議論の俎上に載せ

ることは不可能だという事情がある。映画、小説、TVドラマ、マンガ、アニメなど、ポピ

ュラー・カルチャー領域が内包する分野はあまりに雑多であり、無数にある表現メディア

や「ジャンル」の内側で働く固有の力学を、すべて論じることは現実的ではない。議論の

俎上に載せる「ジャンル」は、絞られる必要がある。 

 選ばれるべき「ジャンル」の条件はふたつある。ひとつは、それが、総体としての戦後

日本のポピュラー・カルチャーの重要な一角を占める「ジャンル」であること。それを論

じることでもって、ポピュラー・カルチャーの全体について論じることに代えられるよう

なものであれば理想的である。もうひとつは、それが、十分なまとまりを持ったものであ

ること。厳密な議論を行うためには、全体像を把握した上で通時的に分析することができ

るようなものであることが望ましいからである。 

 ここで、第 2 節で簡単に触れておいた、吉本たいまつ『おたくの起源』を参照したい。

吉本は、「現在の男性をターゲットとしたアニメ、マンガ、ゲーム、ライトノベル、各種ゲ

ームなど」は、「美少女、メカなどの SF 要素または魔法などのファンタジー要素、性的要

素、恋愛要素」などで満ちている、とする32。これらの要素に満ちた作品群を、ひとつのま

とまりをなす「おたくジャンル」と位置づけ、当事者へのインタビューも行いながら、1970

年代から 80年代にかけての「おたくジャンル」の成立過程を検証してみせる。 

                                                                                                                                                     
来は「SF（日本 SF）」と表記すべきなのだが、煩雑なため、これ以降の本文では、各章での初出時を除き

一貫して「SF」と表記する（章題・節題では「SF（日本 SF）」と表記している）。なお、「ジャンル」とし

ての日本 SFのことではなく、SF一般のことを指す際には、鍵カッコなしでの表記を用いている。 
32 吉本たいまつ『おたくの起源』NTT出版、2009年、p.3。 
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 「おたくジャンル」成立にあたっては、「フィクションの物語に強いリアリティを感じる、

関連する領域も調べていく、集まって話をして楽しむ、大きなイベントを開いて楽しむ、

作品を自分たちなりに読み替えて楽しむ」といった、「おたく的楽しみ方」が先だって成立

していた。そして、「現実には存在しない『イマジナリーな文化』を楽しむ」33、そのさき

がけとなったのは、ほかならぬ 1960年代の SFファンダム（強い熱意を持ったファン集団の意）

だった。 

 受け手のみならず、文化そのもののありようの変化も、「おたくジャンル」の誕生に繋が

っていた。1960 年代から 80 年代にかけては、視覚に訴える文化＝「ヴィジュアル文化」

が急速に拡大していったのである。そして、「成長期にビジュアル文化に接した最初の世代

が、まず楽しんだのは特撮、中でも怪獣であった」34。66 年にはじまった『ウルトラ Q』、

『ウルトラマン』といった TV番組や、それに先駆けて 50年代から製作されていた「特撮

映画」は、「おたくジャンル」の起源のひとつだった。「特撮映画」を愛好していた層は、

70 年代に入って「特撮ファンダム」をつくるようになり、これも「おたく的楽しみ方」を

強く発信していく。「特撮ファンダム」に集ったメンバーの中には、後に業界に入り情報を

発信する側に回った者も非常に多かった。 

 「特撮映画」を愛好する層と、「SF」を愛好する層とは、一部で重なりを見せてもいた。

両「ジャンル」は、「オタク文化」の起源といっても過言ではない重要な「ジャンル」なの

である。このふたつの「ジャンル」の成立を論じることは、戦後日本におけるポピュラー・

カルチャーの全体像を論じることとイコールであるとまではいえないにしても、そのきわ

めて重要な一部分を明らかにすることに繋がるだろう。 

 次に後者の条件について検討しよう。「特撮映画」と「SF」では、表現メディア自体が異

なっているが、それでもまとまりをもって議論を行うことができるのか。両者を同列に論

じるのは妥当なのか。――この疑問に答えるために、両「ジャンル」の歴史を簡単に述べ

ておきたいのだが、その前に、ひとつ用語の解説をしておこう。「特撮映画」が指し示す範

囲についてである。 

 「特撮映画」を字義どおりに解釈するなら、ミニチュア撮影や合成などの特殊技術が駆

使されている映画、ということになる。ただ日本では、吉本が「成長期にビジュアル文化

に接した最初の世代が、まず楽しんだのは特撮、中でも怪獣であった」と述べているとお

り、『ウルトラマン』などの怪獣が登場する TV作品の人気を背景に、「特撮（が用いられてい

る映像作品）」という語はほとんど「怪獣が登場する映像作品」という意味で用いられてきた。

「特撮映画」もまた、「（後に『ウルトラマン』等の TV 作品に繋がっていくような）怪獣映画」と

いう意味を帯びて用いられることがしばしばだった。こうした事実を鑑み、ここでは、「特

殊技術撮影を用いて怪奇・幻想的なモチーフを描く日本映画であり、主として巨大怪獣の

登場するものを指す」程度の意味で、「特撮映画」という語を使用する。具体的にいうなら、

                                                   
33 同上、p.16。 
34 同上、p.96。 
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ミニチュアや合成が用いられていても、戦争映画は「特撮映画」からは除く、ということ

である。前節から、カッコつきで「特撮映画」という語を用いているが、これはそういっ

た意味で用いられているものとご理解いただきたい35。 

 なお、付言するならば、「特撮」という語は 1960～70 年代に定着した言葉であり36、本

博士論文が問題にする 50年代半ばから 60年代初頭においては、「ジャンル」を指す用語と

してはそれほどメジャーなものではなかった。当時の「ジャンル」名称としては、これに

ついては第二章で詳述するが、「空想科学映画」という用語があったのである（なお SFも、

SF という用語の定着以前には、「科学小説」、「空想科学小説」という「ジャンル」名称があった）。従っ

て本博士論文でも、論文タイトルに示す「ジャンル」名は、「空想科学映画」と「SF」であ

るべきだったのかもしれないが、現在における名称の通りのよさを考慮し、「特撮映画」の

方を採用した。そのことはお断りしておきたい。 

 以上を踏まえて、議論に戻りたい。1954 年、映画『ゴジラ』が公開された。特殊技術撮

影を駆使して表現されたスペクタクルそのものが最大の見どころとなるような作品がつく

られたのは、日本ではこれがはじめてだと考えてよい37。 

同作のヒットをきっかけとして、東宝は、さまざまな「特撮映画」の製作に乗り出す。

詳しくは序論末の付表を参照していただきたいが、ヒットした『ゴジラ』の続篇『ゴジラ

の逆襲』（1955 年）のほか、『空の大怪獣 ラドン』、『大怪獣バラン』（1958 年）、『モスラ』

（1961年）といった怪獣もの、『透明人間』（1954年）、『美女と液体人間』（1958年）、『ガス

人間第一号』（1960年）といった、正常な身体を持たない怪人たちが登場する怪奇スリラー、

SF 大戦争ものの『地球防衛軍』（1957 年）、『宇宙大戦争』（1959 年）、日本神話に材をとっ

た『日本誕生』（1959年）など、1950年代後半から 60年代初頭にかけては、多種多様な題

材が取り上げられていた。一般的には、「特撮映画」というと怪獣どうしの対決を主軸に据

えた映画が想像されるだろうが、そのような内容が主流をなすようになるのは、7年ぶりに

ゴジラを復活させた『キングコング対ゴジラ』（1962 年）の興行的成功以降のことなのであ

る38。 

 意外なことに、これらの作品は、文学者や文芸評論家に深い関心を寄せられもした。1950

                                                   
35 これ以降、「特撮映画」・「SF」という用語および、後述する「ジャンル」という用語については基本的

にカッコつきで用いるが、そのあとに作品タイトルが連続するなどカッコつきのままでは読みづらくなる

場合は、カッコを外すこともある（「「特撮映画」『ゴジラ』」と書くとわかりにくいので、「特撮映画『ゴジ

ラ』」と書く等）ので注意されたい。 
36 庵野秀明、樋口真嗣全体監修、尾上克郎、境真良、氷川竜介、三池敏夫執筆「日本特撮に関する調査報
告書」森ビル株式会社、2013年、p.8。報告書は、ホームページ『メディア芸術カレントコンテンツ ア

ニメ・ゲーム・メディアアートをもっと知るための情報サイト』内「日本特撮に関する調査報告書」ペー

ジ（http://mediag.jp/project/project/tokusatsu-report.html）よりダウンロード。2013年 5月 21日更新、

2014年 6月 16日閲覧。 
37 二重露光や合成などを用いた映画はそれ以前からあった。SF的な内容であったり、怪獣めいたものを

出現させたりするものも、まったくないわけではない。「『ゴジラ』以前」の試みについては、高槻真樹『戦

前日本 SF映画創世記 ゴジラは何でできているか』河出書房新社、2014年を参照。 
38 ただし、『ゴジラの逆襲』においてもゴジラとアンギラスの死闘が描かれており、『キングコング対ゴジ
ラ』以前に怪獣対決を描いた映画がなかったわけではない。 
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年代後半、日本を代表する映画雑誌『キネマ旬報』誌において、「特撮映画」評を主として

担ったのは、文芸評論家の荒正人だった。また、同じく 50年代には、戦後の芸術論を主導

した評論家の花田清輝も、原爆投下を題材とする芸術作品と比較する形で「特撮映画」を

論じている。61 年に公開された『モスラ』に至っては、福永武彦、堀田善衛、中村真一郎

といった、戦後文学を代表する三人の文学者が、その原作を担当している。 

ひるがえって「SF」も、1950 年代末から 60 年代にかけて、文学者や文芸評論家の活動

とのあいだに一種の緊張を孕みながら広がっていった「ジャンル」だった。長山靖生『戦

後 SF事件史 日本的想像力の 70年』（2012年）によると、「SF長編」と銘打たれた初の日

本人作品は、59 年に講談社から出版された安部公房の『第四間氷期』だった。しかし、安

部は、51年に芥川賞を受賞しており、一般的には「SF作家」ではなく「文学者」としてイ

メージされる人物だろう。『ゴジラ』を論じた、荒や花田といった文芸評論家たちも安部を

高く評価していたが、彼らが SFに関心を寄せていたことも無視できない。59年、「SF」の

牙城となる雑誌『S-Fマガジン』が早川書房より創刊されたが、荒は創刊 2号に祝辞を寄せ、

SFに対する期待を語っている。花田も同時期に、「科学小説」というエッセイで SFを論じ

ていた。このように、「文学」と「SF」の関わりは深かった。 

同様に、「特撮映画」と「SF」も、切っても切れない関係にあった。1960年代初頭、「特

撮映画」の作り手たちは、マンネリを打破するべく、「SF」との提携を模索していたのであ

る。『S-F マガジン』は 60 年、「空想科学小説コンテスト」を実施し中・短篇 SF を募集す

るが、そのスポンサーとなっていたのが東宝だった。コンテストの審査員としては、安部

公房、半沢朔一郎（朝日新聞科学部長）、『S-Fマガジン』編集部のほかに、東宝のプロデュー

サーだった田中友幸と藤本真澄、多くの「特撮映画」で特殊技術を担当してきた円谷英二

が名を連ねている。小松左京、眉村卓、豊田有恒、平井和正、光瀬龍、半村良、筒井康隆

といった名だたる SF作家たちが注目されるようになったのは、まさにこのコンテスト（お

よび、続く 2回の SFコンテスト）を通じてのことである。結局、応募作が映像化されることこ

そなかったものの、63年に東宝が製作した怪奇スリラー『マタンゴ』では、『S-Fマガジン』

編集長の福島正実と作家の星新一が「原案」としてクレジットされている39。 

 『S-F マガジン』の刊行以降、「SF」は急速にその形を整えていった。1962 年には第一

回日本 SF 大会が開催され、63 年には星新一、小松左京らが「日本 SF 作家クラブ」を結

成している。小松や星、安部ら、日本人作家による長編書き下ろし〈日本 SFシリーズ〉の

発刊も、64年に開始されている。これらを踏まえてのことだろう、65年には、早川書房刊

行のガイドブック『SF 入門』において、福島正実は、SF は日本の小説界の一つのジャン

ルになることに成功したと宣言している。このように、「SF」は急速な定着を見せたのだが、

おそらくはそれゆえにこそ、60 年代を通じて文芸評論家とのあいだに論争を繰り返すよう

になってもいる。 

さらに、1960 年代半ばにさしかかるころには、SF 作家・編集者たちは「特撮映画」に

                                                   
39 星は名義を貸したのみで、実際に原案をつくったのは福島ひとりだったらしい。 
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対する手厳しい批判を行うようになってもいた。本博士論文で詳述するが、彼らの「特撮

映画」に対する評価は、文学者・文芸評論家のそれとはいささか異なる視角を示してもい

た。 

 「特撮映画」と「SF」は、お互いに密接に結びついている近接領域だった。どちらも、

その初期において、文学者や文芸評論家たちによって期待をかけられ、文学者自身の実践

すら呼びこんだ――「SF」に至っては、文学者の実践から「ジャンル」が出発していると

もいえる――「ジャンル」だった。「ジャンル」形成を考える上で無視できないキーマンの

名も、ある程度、共通している。さまざまな対立を孕みながらも、「特撮映画」から「SF」

へは、なだらかな連続性を持っている。 

文学者・文芸評論家たちの評価や SF 作家の評価のありようを考えることなしに、「特撮

映画」がどのような「ジャンル」として立ち現れたのかは論じられないし、文壇との論争

や、SF作家・編集者たち自身による「特撮映画」からの差異化の試みを考えることなしに、

「SF」がどのような「ジャンル」として立ち現れたのかは論じられない。その正確な理解

のためには、映画と小説というメディアのちがいを乗り越えてでも、両者はひとまとまり

のものとして論じられなければならないのである。 

 そして、ここまでの記述を通じてわかっていただけたことと思うのだが、「特撮映画」と

「SF」とをひとつながりのものとして扱うことでもって、それらポピュラー・カルチャー

の領域が、その成立時において、外部の領域――もっとも重要なものとしては、具体的に

は「文学」が想定できるだろう――とどのような関係を取り結んでいたのかを論じること

もはじめて可能になる。これが、「特撮映画」と「SF」とを扱う積極的な意義である。文学

の問題意識は、どのようにポピュラー・カルチャーに取り入れられたのか（あるいは取り入れ

られなかったのか）。この点を問うていくことで、一節末で提起した「戦後日本のポピュラー・

カルチャーは、いつ、どのようにして、非政治的な領域となったのか？」という問いに対

する答えも、おぼろげながらその一端が見えてくるにちがいない。 

 

 

5、「ジャンル」についての基本的な考え方 

 以上の説明で、なぜ「特撮映画」と「SF」というふたつの「ジャンル」を議論の俎上に

載せるのかについては、ご理解いただけたことと思う。次に、「なぜ『ジャンル』に着目す

るのか」を説明しよう。まずは、「ジャンル」という語について、それが歴史的にどのよう

に用いられてきたのかを、簡単に述べておきたい。 

西洋の文学理論では、「ジャンル」の考え方は古くから重視されてきた。劇、叙事詩、抒

情詩という 3 つの「ジャンル」の名称は古代ギリシャ時代にまで遡り、アリストテレスの

『詩学』では、叙事詩に対する悲劇の優位性が説かれている。 

古代において重視されたこの 3 つの「ジャンル」は、基本的にはすべて、韻文による表

現であった。では、散文の「ジャンル」にはいかなるものがあるのか。現代の文学理論は
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こうした問いにも答えている。1910～30 年代のロシアにおけるフォルマリズムや、1930

～40年代の英米におけるニュークリティシズムなどが、「ジャンル」理論を精緻化していっ

た。たとえば、ニュークリティシズムを代表する批評家ノースロップ・フライは、その著

書『批評の解剖』（1957年）において、散文フィクション内の「ジャンル」を 4つに整理し

ている。小説、ロマンス、告白、アナトミーの 4つが、それである。 

これらは、内向的⇔外向的、個人的⇔知的というふたつの軸によって切り分けられる。

外向的・個人的な傾向を持ち、社会に表れる人間の性格に主たる関心を寄せるのが「小説」

（たとえば、ジェイン・オースティン『高慢と偏見』（1813 年））、内向的・個人的であり、同じよ

うに性格を扱うが、より主観的な扱い方をするのが「ロマンス」（たとえば、エミリー・ブロン

テ『嵐が丘』（1847 年））、内向的であるが内容は知的なのが、宗教、政治、芸術などについて

の知的理論的関心が中核をなす「告白」（たとえば、ジャン＝ジャック・ルソー『告白』（1770年））、

外向的で知的な第 4のフィクション形式が、百科全書的構成をとる諷刺的な「アナトミー」

（たとえば、ジョナサン・スウィフト『ガリヴァー旅行記』（1726 年））となる。むろん、ひとつの

形式だけに集中する方が稀なのであり、多くのフィクション作品は、いくつかの形式が絡

み合ったものとしてある。 

ここからもわかるように、文学研究における「ジャンル」は、表現のスタイルによる分

類であった。つまり、文学作品を自律したものとして扱い、その形式面に着目して論じた

結果、見出されたものが「ジャンル」なのである。そして、特定の「ジャンル」に属する

作品群の固有の構造を論じるものが、「詩学
ポエティック

」となる。 

 ポピュラー・カルチャー研究においても、「ジャンル」への注目はなされている。代表的

なものとして、映画研究の分野におけるジャンル批評がある。前田茂「映画の『ジャンル』

概念の検証」（2007年）の記述に沿いながら、その歴史をしばしのあいだ追ってみよう。 

 ジャンル批評は、1960 年代後半から 70 年代初頭にかけて、特に英米圏でアカデミック

な映画研究としての地位を獲得した。「とりわけアメリカ合衆国におけるジャンル批評のア

カデミックな権威付けの背景には、当時主流だった作家主義批評に代わって合衆国の、そ

れまで軽視されてきたハリウッド映画を真剣かつ肯定的に扱いたいという、いくぶんパト

リオティックな動機があったと言われる。もちろん別の文脈では、第二次大戦後に合衆国

発の大衆文化に親しみつつ成長した知識人たちが、この時期に映画文化について積極的に

語り始めたという事情も挙げられる。既に作家主義批評においても、いわゆる大衆的な映

画は扱われていたとはいえ、特に大衆によって消費されたハリウッド映画をそのものとし

て研究できるにはジャンル批評を待たねばならなかった」40のである。 

 ここでいう「ジャンル」とはなんだったのか。映画研究者の加藤幹郎はいう。 

 

純粋にハリウッド映画史的なジャンルとは、映画の製作、配給、公開の各段階で流通

                                                   
40 前田茂「映画の『ジャンル』概念の検証」『美学研究』5、大阪大学大学院美学研究室、2007年 3月、

pp.23-24。 
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する言説のなかで使用されるジャンル名のことである。映画産業界は企画会議や宣伝

会議で、ポスターやチラシの惹句で、あるいは業界紙の映画評のなかで、ギャング映

画や恐怖映画、あるいは戦争映画やミュージカル映画といったラベルを好んでつかっ

た41。 

 

ハリウッドが製作した大部分の作品は、一定規模の映画会社が製造する「商品」として

流通したのであり、観客の好みに直接訴えるラベルとともに出荷されていた。このラベル

がすなわち、厳密な意味での映画「ジャンル」であり、第一義的には商業的なものなので

ある。この点で、これは、文学研究における「ジャンル」とは異なっている。 

 ただし、映画研究と文学研究、両者における「ジャンル」が、まったく異質なものだっ

たわけでもない。映画における「ジャンル」もまた、作品の表現スタイルに関わるものと

してあった。 

 

西部劇の場合なら、砂埃をあげて疾走する馬、風に吹き散らされるタンブルウィード、

岩山の向こうにのぼるインディアンの狼煙、あるいはロッキングチェアの揺れるポー

チという具合に、西部劇のイコノグラフィは特定的トポスと連動しながら物語を構成

してゆくだろうし、ヴェトナム戦争映画ならばジャングル上空に飛来するヘリコプタ

ーが必須イコンである。42 

 

「ジャンル」に応じて、作品の扱うモチーフは変わってくる。さらに、フィルム・ノワ

ールという「ジャンル」においては、「ヴォイス・オーヴァーとフラッシュバックの使用」

がそのジャンル的特徴となる。「ジャンル」は、単に視覚的なモチーフのみならず、映画の

ナラティヴ的な側面すらも方向づけるものなのである。美学的側面からの映画研究におい

ても、「ジャンル」に対して意識を向けることが必要とされる所以である。字際に、加藤は、

「ジャンル」を踏まえた形で映画の美学的研究を行い、成果を挙げている43。 

 もっとも、映画会社の商業的ラベルとしての「ジャンル」が、黄金期のハリウッドにお

いてすらもそこまで厳密なものではなかったことには注意を向けておく必要がある。個々

の「ジャンル」に包摂される作品群は、多くの場合明確には定まらない。その上、複数の

「ジャンル」にまたがるものとして扱われてきた作品も、映画史上には多数存在している。

ふたたび、前田茂「映画の『ジャンル』概念の検証」に戻ろう。前田は、「ジャンル」にま

つわる混乱を述べるにあたって、以下の、アンドリュー・テューダーの議論を引用してい

る。 

 

                                                   
41 加藤幹郎『映画ジャンル論 ハリウッド的快楽のスタイル』平凡社、1996年、p.10。 
42 同上、p.24。 
43 同上。加藤幹郎『「ブレードランナー」論序説』筑摩書房、2004 年も、それが「フィルム・ノワール」

ジャンルに属しているという視点のもとに映画『ブレードランナー』を分析し、成果をあげている。 
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  「西部劇」といったジャンルを取り上げ、それを分析し、その主要な特徴を列挙する

ことは、「西部劇」である映画作品群の一まとまりをまず分離せねばならないという問

題をはぐらかすことである。しかしこれらの映画作品群が分類され得るのは、それら

が分離された後でのみ当の映画作品群それ自体から発見できる『主要な特徴』に基づ

いてのみである。要するに、我々は次のような循環に捕らわれている。すなわち、ま

ず我々は映画作品群が分離されてあることを要求され、その目的のためには一つの基

準が必要なのだが、今度はこの基準が、映画作品群について経験的に立証された共通

の特徴から浮かび上がるものとされている。44 

 

 ジャンルの外延の確定が先か、ジャンルの内在的特徴を示すのが先か。商業的なラべリ

ングがあり、「西部劇」などの「ジャンル」名称がもたらす共通のイメージがあるからこそ、

文学研究においてはそこまで前面化しなかったこのディレンマ（テューダー曰く「経験主義者

のディレンマ」）が、映画の「ジャンル」研究では浮上したのである。 

このディレンマは、いかにして解消すればいいのか。はっきりといえるのは、なんらか

の実体を持つものとして「ジャンル」を考えるのは妥当ではない、ということである。「ジ

ャンル」は、「決定的な分類項目ではなく、むしろ映画に関して文化的・社会的に流通して

いる共通理解に与えられた名前」45として解されなくてはならない。 

 

   確かにジャンルが映画産業の内部で流通する共通理解だとしても、それは自動車の

設計図のように商品に先立って精確に定義されてはいない。いくら映画が「複製技術

時代の芸術」だからとはいえ、それは一つの作品が複数のコピープリントに複製され

るという話であって、ジャンルの枠内で作品が次々と機械的に複製される訳ではない。

それゆえ、たとえ西部劇の流行を考慮して次も西部劇を製作しようと決めたところで、

やはり製作の現場では、西部劇に帰属する具体的な特徴についての解釈が行われるの

である。また、そうして西部劇のラベルのもとに公開された作品が鑑賞される際にも、

観客は作品内の個々の要素について、それらが謳われたラベルに合致するかどうかの

視点から鑑賞するのではなく、少なくとも事前に了解していたジャンルの慣習とそれ

らの要素の間の距離を解釈し、享受するのである。したがってジャンルは商品を決定

するのではなく、むしろ作り手の製作と受け手の鑑賞における二つの解釈の実践を方

向付けるのだと理解せねばならない。46 

 

 「ジャンル」は、決して固定的なものではなく、作り手と受け手の相互作用の中で、作

                                                   
44 前田前掲「映画の『ジャンル』概念の検証」p.26。Andrew Tudor, “Genre and Critical Methodology”, 

in Movies and Methods: An Anthology, ed. Nichols Bill (University of California Press, 1976), 121より。

強調は、前田によると原文からのもの。 
45 前田前掲「映画の『ジャンル』概念の検証」p.28。 
46 同上、pp.29-30。 
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品を経るごとに変容していくものである。 

こうした「ジャンル」は、映画に特有のものではない。ポピュラー音楽やゲーム、TV番

組など、さまざまなポピュラー・カルチャーが、商業的なラべリングでありながら表現ス

タイルをも規定する、曖昧な「ジャンル」を有している。中でも、映画の場合と同様、批

評が成熟するに従って、「ジャンル」をどのように扱うべきかという問題に直面してしまっ

たポピュラー・カルチャーが、日本のマンガだろう。日本のマンガは、週刊・月刊マンガ

誌に連載されるものとして発達してきた経緯があり、その正確な理解には、雑誌の規定す

る「ジャンル」を参照することが欠かせなかったからである。 

マンガ研究者の伊藤剛は、『テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ』（2005

年）において、作り手と受け手、「ジャンル」、作品の四者間の関係を図のように示している。 

（図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ』NTT出版、2005年、p.72） 

作者もまた、ある意味では読者と同じように、他の作品を受容し、「ジャンル」を意識し

ながら作品制作を行う。そうであるがゆえに、この図では、「ジャンル」を挟んで読者と作

者は面対称であるかのような位置に置かれている。もっとも、これらの関係は決して固定

的なものではない。「新たに作られた作品は、程度の差こそあれ、ジャンルに変化をもたら

す」ものだからであり、「作者、作品、ジャンル、読者の四者は、それぞれ動的なフィード

バックシステムを構成するサブシステムとして理解できる」47。これは、先に引用した前田

の議論とも通じる「ジャンル」理解だといえる。 

以上のように、ポピュラー・カルチャー研究における「ジャンル」概念は、狭義の文学

研究における「ジャンル」概念と異なり、作品の製作・受容それぞれの段階において、作

り手および受け手による解釈が不可避的に入りこんでいることを意識したものとしてある

48。本博士論文において議論の対象となる「ジャンル」も、この、ポピュラー・カルチャー

                                                   
47 伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ』NTT出版、2005年、p.72。 
48 むろん、文学研究における「ジャンル」や、さらには、映画の美学的達成を主として議論の対象とする
映画美学研究における「ジャンル」が、常に閉じられたものとしてあったわけではない。前田や伊藤の場

合に較べ、作り手・受け手による解釈の問題を相対的に強調していないというだけのことである。本論で

は、説明のためにやや議論を単純化していることをお断りしておく。文学研究の分野において、開かれた
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研究でいうところの「ジャンル」である。本博士論文では、ポピュラー・カルチャー作品

を透明な媒体と見なす「（素朴な）反映論」に陥らないための方法論レヴェルでの対処とし

て、「ジャンル」概念の導入を図る。 

 しかし、「ジャンル」概念についての基本的な考え方が（図）のとおりだとして、「ジャ

ンル」の全体を論じるには、一体どのような手続きをとればよいのか。次に生じるのはこ

のような疑問だろう。作り手と受け手の相互作用の中で常に変容しているようなものを、

具体的に論じることがはたして可能なのか。 

 この問いに答える前に、ひとまず、特定の「ジャンル」の全体像を論じた研究として、

ダルコ・スーヴィン『SF の変容 ある文学ジャンルの詩学と歴史』（1979 年）を検討して

おきたい。これは、SFジャンル作品群の固有の構造を論じた詩学的研究であり、本博士論

文の内容にも深く関連する。 

 SFジャンルは、それがどうやって定義されるのかが、しばしば問題になってきた。近年

でも、大衆文学の研究者であるジャック・ボドゥは、自著『SF 文学』（2003 年）において

最初に「定義の素描」を語り、以下のように記している。 

 

  一九五三年であったならば、SFを「惑星間ロケットのことが語られている物語」全

般と、簡素かつ、しかし、どんな読者であれ、ただちに理解できる形で定義すること

ができた。だが、こんにちではそういうわけにはいかない。こんな定義では、現代 SF

が占める領域を、きわめて部分的かつ、きわめて不完全に説明するだけである。49 

 

少し考えてみればわかるように、SFは、ラヴ・ストーリーのように主題によって定義す

ることもできなければ、ミステリーのように形式によって定義することもできない。その

点で、ポピュラー文学の中でも特異な「ジャンル」なのである。それゆえに、SFに関心を

持つ者は、例外なく、SF の定義問題に関わることになった。SF の定義をめぐって、さま

ざまな一般書・研究書が書かれた中で、もっとも精緻な議論を行ったのがスーヴィン『SF

の変容 ある文学ジャンルの詩学と歴史』である。彼は、SF を次のように定義している。 

 

  私は SFを認識
、 、

異化
、 、

（cognitive estrangement）の
、

文学
、 、

として理解すべき旨を説こうと

思う。時代の変化にもかかわらず内的整合性を保ちつづけ、物語形式をとらぬユート

ピア思想とも、また自然主義文学および他の非自然主義文学とも、一線を画す文学伝

統に正当な評価をくだそうとするとき、この定義は他にない利点をもつように思われ

る。50 

                                                                                                                                                     
ものとして「ジャンル」を論じた著作に、ツヴェタン・トドロフ（小林文生訳）『言説の諸ジャンル』法政

大学出版局、2002年（原著 1978年）がある。 
49 ジャック・ボドゥ（新島進訳）『SF文学』白水社、2011年（原著 2003年）p.9。 
50 ダルコ・スーヴィン（大橋洋一訳）『SFの変容 ある文学ジャンルの詩学と歴史』国文社、1991年（原

著 1979年）p.38。なお、スーヴィンの著作を要約するにあたっては、池田雄一『メガクリティック ジャ
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 どういうことか。詳しく見てみよう。「作家の経験する環境を正確に再創造するという理

想」と、「異様な新しさ、《新事象》（novum）にもっぱら関心を寄せる姿勢」のうち、「十

八世紀から二十世紀にかけて、私たちの文化の主流文学は、この二つの極の前者に近づこ

うとしてきた」51、と、スーヴィンはいう。 

 

しかし、文学の草創期には、驚異的なものを馴れ親しんだものに変える馴致化への関

心がすこぶる強い。いにしえの語り部は、隣り
マ マ

の谷間への驚異の旅を物語る。その谷

間に棲むのは犬の頭をした人間たち。そこにある、盗んでしまいたい、最悪の場合で

も物々交換して手に入れたい良質の岩塩。こうした物語は、旅行譚と《空想旅行》と

白日夢と収集情報との融合体だ。ここからわかるのは、隣
マ マ

の山並みのかなたにある（海、

大洋、太陽系のかなたにある）未知の世界への好奇心である。未知なる世界では、知

のスリルが冒険のスリルと合体していた。52 

 

 ジュール・ヴェルヌの『海底二万里』（1869-70年）や H・G・ウェルズの『モロー博士の

島』（1896 年）といった初期の SF もまた、この種のスリルを共有していた。それは、主人

公が未知の世界へと挑んでいく探検小説でもあったのである。そして、これらの作品や神

話、おとぎ話などに登場する、「新しい枠組を提供する世界とそこに棲む新しい種族」は、

「固定した規範的体系――プトレマイオス型の閉じた世界像――に対し、新しい規範の体

系を示唆する視点や世界観をつきつけるはたらきがある」53。これがスーヴィンのいう《異

化》（estrangement）の姿勢である54。 

 もちろん、「基調をなす姿勢として、また主たる形式上の技巧として異化を用いることは、

《神話》のなかでもおこなわれている」55。だが、神話が「経験の表層の下（もしくはその

上）を独自の方法でみようとする『無時間的』かつ宗教的な試み」であるのに対して、SF

は、「いかなる時代の規範をも、またみずからの規範すらも、特異で変更可能であり、それ

ゆえに認識的
、 、 、

視点に開かれているものとしてみる」56。 

 「異化」の姿勢によって、18世紀から 20世紀へと続く「リアリズム」という文学の主流

                                                                                                                                                     
ンルの闘争としての文学』文藝春秋、2011 年、pp.7-37も参照した。 
51 スーヴィン前掲『SFの変容 ある文学ジャンルの詩学と歴史』p.38。 
52 同上。 
53 同上、pp.39-40。 
54 この言葉を用いるにあたって、スーヴィンは、ロシア・フォルマリズムおよびブレヒトを参照している。
ただし、彼らの「異化」が、物語的な制約を必要としない、純粋に形式的な観点から主張されているのに

対して、スーヴィンのいう「異化」は、それだけではなく、物語上で用いられるモチーフそれ自体がもた

らす効果を示すものとしても用いられている（スーヴィン前掲『SFの変容 ある文学ジャンルの詩学と歴

史』pp.40-41、および池田前掲『メガクリティック ジャンルの闘争としての文学』p.20）。このようなち

がいがあることには注意されたい。本博士論文では、「異化」という語をスーヴィンに従って用いている。 
55 スーヴィン前掲『SFの変容 ある文学ジャンルの詩学と歴史』p.41。 
56 同上。 
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から区別され、「認識」の姿勢によって、神話のみならず昔話やおとぎ話やファンタジーか

ら区別される「ジャンル」。それが SFである。SF は、「認識論的
、 、 、 、

論理
、 、

に
、

裏づけられた
、 、 、 、 、 、

虚構的
、 、 、

『新事象
、 、 、

』novum（新奇
、 、

な
、

こと
、 、

、革新的
、 、 、

創造
、 、

の
、

ふたつ
、 、 、

を
、

意味
、 、

する
、 、

）が
、

、物語
、 、

に
、

おいて
、 、 、

支配的
、 、 、

もしく
、 、 、

は
、

優位
、 、

を
、

占めて
、 、 、

いる
、 、

点
、

」57において、他の「ジャンル」と区別される。 

ただし、SFとは異なる文学ジャンルにおいて、novumの提示が見られないわけではない。

詩的隠喩のひとつひとつはそれぞれ novumの実例となるだろうし、優れた散文小説によっ

て人間についての新たな洞察がもたらされることもあるだろう。「SF の新しさは、物語の

世界
ユニヴァース

全体の変化を、あるいはすくなくともその世界
ユニヴァース

のとくに重要な局面の変化を描くとい

う意味で、『全体的視野』をもつ」58点にこそある。「その結果、読者――すなわち私たちの

時代に特有の＜人間＞像の諸タイプの代表――と、革新性によって導入される包括的です

くなくともあなどりがたい＜未知＞もしくは＜他者＞とのあいだに、SFの本質的緊張とい

えるものが生ずる。そしてこの緊張関係は、次に返す刃で、内包された読者の抱く、経験

的規範を異化してしまう」59。これが、文学ジャンルとしての SFの持つ独自の意義なので

ある。 

このような観点から、スーヴィンは novumを扱う作品として、一見すると SF ではない

ような作品――トマス・モア『ユートピア』（1516年）、フランソワ・ラブレー『ガルガンチ

ュアとパンタグリュエル』（1532-34年）、スウィフト『ガリヴァー旅行記』（1726年）など―

―をも、SF の系譜に入れてみせる。もっとも、これらの「旧 SF」においては、物語にお

ける異化を実現するために、地理的な、水平方向への移動が必要とされていた。たとえば

『ガリヴァー旅行記』では、ガリヴァーを小人国や巨人国、馬の国に実際に赴かせること

で、物語における異化を達成している。一方、H・G・ウェルズの『タイムマシン』（1895

年）では、タイムマシンを用いて未来に赴くことで（すなわち、水平方向ではなく垂直方向への

移動でもって）、進化論と社会生物学的な観点から見た人類の暗澹たる未来のヴィジョンが示

され、異化が実現される。以降の「新 SF」においては、未知の装置もしくは未知の世界が、

疑似科学的な説明にすっぽりくるまれてさしだされることが一般的となる。 

地理的な移動による異化からの転換は、資本主義の生活様式の普及にともなって起こっ

た。これを主導した重要な作家のひとりが、H・G・ウェルズである。このようにしてスー

ヴィンは、「前科学的もしくは原始科学的アプローチをとる暴露的諷刺や素朴な社会批判」

60に SFの出発点を見出しながら、その「異化」の方法が変容していく過程を叙述し、現在

見られるところの SFジャンルがどのようにして成立したのかを説明してみせる61。 

 スーヴィンの著作は、あくまで、狭義の文学研究の立場から SFジャンルの全体像を論じ

                                                   
57 同上、p.115。 
58 同上、p.116。 
59 同上。 
60 同上、p.47。 
61 先ほど例に挙がった『海底二万哩』においては、水平的な移動が行われてこそいるものの、その移動に
は（潜水艦「ノーチラス号」などの）未知のテクノロジーが介在している。その意味で、「旧 SF」と「新

SF」との移行期における過渡的存在として位置づけることができる。 
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たものである。彼は、独自の内的生命や論理を宿したものとして「ジャンル」が存在する

ことを前提としている。その点で、常に変容するものとして「ジャンル」を捉える筆者と

は、立場が異なる。 

 とはいえその手法は、本博士論文においても応用できそうである。スーヴィンは、「異化」

の効果をもたらす、「新しい枠組を提供する世界とそこに棲む新しい種族」といったモチー

フを想定した上で、それらモチーフを物語の上でいかに捉え、語るのかという「認識」の

姿勢において、SFジャンルをほかの文学ジャンルから区別し、その発生を論じている。重

要なのは、このモチーフは、SFのみならず、神話やおとぎ話にも共通して用いられるもの

である点だろう。すなわち、スーヴィンは、SFジャンルに属するひとまとまりの作品群を

想定して、そこから、「認識論的論理に裏づけられた虚構的『新事象』novumが、物語にお

いて支配的もしくは優位
、 、

を占めている」という公分母
、 、 、

を
、

発見
、 、

して
、 、

いる
、 、

わけ
、 、

で
、

は
、

ない
、 、

。この

点でスーヴィンは、少なくともその方法論の上では、映画ジャンルをめぐってアンドリュ

ー・テューダーが提起した、ジャンルの外延の確定が先か、ジャンルの内在的特徴を示す

のが先かというディレンマを、免れ得ているように思われる62。 

 よって、本論においても、以下のような方法論を採用することにする。すなわち、問題

にする「ジャンル」以外の、近縁の「ジャンル」においても用いられているようななんら

かのモチーフを想定し、ついで、それがいかに用いられているかについて、その変遷を時

系列的に検討することを通じて、特定の「ジャンル」がほかの「ジャンル」から分離しつ

つあることを立証するという手法である。 

スーヴィンとは異なり、変容するものとして「ジャンル」を捉える本論では、見出され

た内在的特徴を、超時代的で不変の「ジャンル」の「本質」と見なすことはできない。し

かし、本博士論文がそもそも目的とするのは、純粋に文学的な観点から、あるいは、美学・

芸術学的な観点から、「特撮映画」や「SF」といった「ジャンル」の普遍的な特質を明らか

にすることではない。「特撮映画」や「SF」が、外部の領域をどのように取りこみ、そこか

らどのように己を差異化していったのかという運動を明らかにし、そのことを通じて、戦

後日本のポピュラー・カルチャー領域の形成過程を検討するところに、本博士論文の最終

                                                   
62 もちろん、スーヴィンが、それら「異化」をもたらすモチーフを「認識」の姿勢でもって取り扱う文学
ジャンルを SFと名指しできるのは、事前に想定された SFのイメージがあるからであろうし、そのイメー

ジはおそらく、SFジャンルに属するとされている作品群を通じて形作られたものであろう。この点で、「経

験主義者のディレンマ」を、スーヴィンも完璧に免れているわけではない。本文中で「少なくともその方

法論の上では［中略］免れ得ている」と、いささか曖昧な書き方をしたのはそのためである。 

なお、スーヴィンは、本文中で、「SFや他のジャンルの『実在性』をめぐって中世の唯名論者と実在論

者とのあいだでたたかわされたような議論をここで蒸し返す必要はないように思われる。そのような論争

は、偽りの疑問のまわりを堂々めぐりしているにすぎない。想像上の気体に関する理論がその時代とその

時代の学問に必要であったように、文学ジャンルを理解し、そのジャンルに固有の諸基準を確定するには、

誰にも認められるような発見のためのモデル、もしくは一連のそのようなモデルが必要である」（スーヴィ

ン前掲『SFの変容 ある文学ジャンルの詩学と歴史』pp.53-54）と、「経験主義者のディレンマ」をあっ

さりと片づけている。それが「偽りの疑問」かどうかはさて措き、そこに拘泥せず、モデルの構築を優先

するスーヴィンの立場は確かに妥当だろう。筆者もまた、そうした問題があることは認識しながらも、そ

れはいったん措き、「特撮映画」と「SF」といった、両「ジャンル」の形成過程を描き出すことを優先し

たいと思う。 
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的な目的は置かれている。従って、1950 年代から 80 年代の日本という限定された時空間

上で、特定のモチーフの扱いから、「ジャンル」内に暗黙の前提として存在する一種の規範

や、「ジャンル」内の作品に共通して観察されるふるまいを抽出し、ある「ジャンル」をほ

かの「ジャンル」から分かつひとつの指標とすることができれば、それがたとえ「ジャン

ル」の厳密な意味での「本質」ではなかったとしても、それで問題はないわけである。「ジ

ャンル」の担い手が、それが「ジャンル」の「本質」であると、そのときその場所におい

てはとりあえず信じることのできたものが示せればそれでよい。 

 本質的な「ジャンル」の定義や、「ジャンル」の起源探しは、本博士論文では主要な問題

ではない。そうである以上、スーヴィンほど広いスパンを想定しての問題提起も、本博士

論文には必要ないだろう。その代わり、1950 年代から 80 年代の日本において、両「ジャ

ンル」がどのようなふるまいを見せていたのかについては、詳細かつ厳密に論じる必要が

ある。 

そのために、本博士論文においては、作品群に内在する特徴の分析に加えて、歴史社会

学的手法を用いて、作家や批評家たちのさまざまな発言をも、議論の俎上に載せることを

試みる。「空想科学映画」、「SF」といった、その「ジャンル」をまさに指し示すところの用

語に着目し、「ジャンル」形成に参与した当事者たち自身が、その用語にどのような意味を

持たせてきたかを考えることで、特定の「ジャンル」がほかの「ジャンル」からどのよう

に分離していったのかを明確に指し示したい。 

これは、「経験主義のディレンマ」を注意深く避けるためにも必要な措置である。「ジャ

ンル」の形成の過程を丹念に追うことは、「ジャンル」を所与のものと見なさないことに直

結している。みたび、「映画の『ジャンル』概念の検証」に立ち戻れば、前田はそこで、ジ

ャンル批評の出発点を、作り手と受け手の間の「間テキスト的中継」に位置づけねばなら

ない、との提言を行ってもいる。「複数のジャンルが実在するという証言――そして何らか

のジャンル上の資料体の境界線に関する証拠――」は、まずは、その「間テキスト的中継」

の内に見出されねばならない。「任意のジャンルの歴史とその社会的機能ならびに社会的意

義に関する分析が生み出され始めるのが可能となるのは、この証言にもとづいてのみ」な

のである63。本博士論文もまた、こうした考え方を採用したい。 

 なお、「ジャンル」のふるまいを探るために、本博士論文では一貫して、ある雑誌を参照

し続ける。日本を代表する映画雑誌『キネマ旬報』が、それである。『キネマ旬報』誌は、

1950 年 10 月に復刊して以降、その長い歴史の中で「特撮映画」や「SF」といった「ジャ

ンル」とも深く関わってきた。同じ雑誌において、同じような傾向の作品が扱われている

にも関わらず、議論のモードがまったく異なるものになっているとき、そのこと自体が、

作品の背後にあるなんらかの「ジャンル」的な規範が変容している可能性を強く示唆する。

ひとつの雑誌に依拠することは、議論の厳密性を保持することにも繋がるのである。『キネ

                                                   
63 前田前掲「映画の『ジャンル』概念の検証」p.28。Steven Neale, Genre and Hollywood (Routledge, 2000), 

43からの引用（前田訳）。 
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マ旬報』誌の映画評、特集、紹介記事、読者投稿などには、本博士論文の議論の中で、幾

度となく立ち戻ることになるだろう。 

 

 

6、本博士論文の構成 

「ジャンル」に着目することの意義は、以上の検討で十分示せたことと思う。もっとも、

「特撮映画」と「SF」の両「ジャンル」、および、それに近縁のほかの「ジャンル」――特

に「文学」――にも共通するモチーフとして、いったい何を取り上げればよいのかという、

実践的な問題はいまだ残っている。それら「ジャンル」の変遷を時系列的に考えるにあた

っては、どのようなモチーフに着目するのが適切だろうか？ 

 この問いに対しては、それは「非現実的な形象」であると答えよう。「非現実的な形象」

――ひらたくいうならば怪獣である。「特撮映画」作品においては、その始祖であると見な

される映画『ゴジラ』がそうであるように、特殊技術撮影によって表現される怪獣キャラ

クター、ないしは、怪獣に準ずるような存在（透明人間や液体人間など）が、その中心に据え

られている。現実世界においてはおそらくは出会うことのないであろう、それら「非現実

的な形象」と、「特撮映画」という「ジャンル」は不可分なのである。 

この「非現実的な形象」の特徴は、作中においては、その存在が一応のところ科学的に

裏づけられている、というところにある。怪獣ゴジラは、200万年の眠りから目覚めた恐竜

であり、つまるところ生物なのである（たとえ、作中における具体的な描写が、いかに生物からか

け離れているとしても）。それが生物であるというエクスキューズが設けられ、可能なかぎり

観客に「現実的」に受け入れさせる努力がなされている点で、これは、神話やおとぎ話、

怪談などにおける、神や怪物、幽霊などの形象とは異なっている。もちろん、狭義の自然

科学を超越した形で怪獣が描かれることもあるのだが、それにしたところで、科学の裏づ

けを持つ怪獣を経由した上で「あえて」選択された非科学性であり、前述の神話などの形

象とはやはり異なるものである64。 

 「非現実的な形象」の存在を根拠づける「科学」として、この時期にもっとも重視され

ていたのが、核エネルギーであった。必ずしもすべてがそうではないにしろ、被爆／被曝

による変異というアイディアが、多くの「特撮映画」で用いられていることも間違いない。

たとえば『ゴジラ』では、都市を壊滅させるゴジラの驚異的な力が、核エネルギーによっ

てもたらされたものである可能性、すなわち、ゴジラが被爆／被曝によって変異した存在

である可能性が示唆されている（もっとも、註 26で述べたように、明言はされていない）。そのほ

                                                   

64 『日本誕生』のように、神話そのものの映像化を意図した作品もないではない。本作に登場する八岐大蛇
ヤ マ タ ノ オ ロ チ

は、純粋に神話的で非科学的な「非現実的な形象」である。もっとも、このような例はきわめて少数であ

り、「特撮映画」においては、基本的には科学的・現実的な物語づくりがなされているといってよい。また、

『日本誕生』においても、八岐大蛇は、主人公である日本武尊
ヤマトタケルノミコト

が素戔嗚尊
スサノオノミコト

の大蛇退治の話を聞く、という

形で映像化されているのであり、現実の出来事ではないかもしれない、とのエクスキューズのもとで描か

れている。 
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か、最新の科学的トピックとして、動力としての核エネルギー、すなわち「原子力平和利

用」も、「特撮映画」はしばしば取り上げていた。 

 SF においても、「非現実的な形象」は「ジャンル」の根幹に関わるものとしてある。ス

ーヴィンのいう「異化」を実現するための手法として、SF作品はしばしば、認識的仮説や

概念を虚構の枠組みもしくは物語の核として使い、それに肉付けするかたちで全体を構成

する方法をとるのだが、物語の中心となる「認識的仮説や概念」は、具体的なキャラクタ

ーの形をとることもある。「SF分野のすべての特質を兼ね備えた最初の小説」65ともされる

メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』（1818年）が、その典型である。『フランケ

ンシュタイン』の物語の中心には、フランケンシュタイン博士が造った人造人間（つまり、

「フランケンシュタインの怪物」）が置かれ、彼の思考や行動を通じて、読者には「異化」がも

たらされる。SFジャンルに属する作品全体を見渡したとき、一般的にいって、人造人間の

ほか、ロボット、未知の怪物、変形した人体、異星人等々、科学的な「非現実的な形象」

を作品の中心に置くものが数多くあることは、だれにも否定できないだろう66。 

 日本では、そのものずばり「怪獣」の出てくる話を、SF作家が書いてもいる。いや、SF

作家だけではない。文学者に至っては、「ジャンル」の歴史について述べたところでも触れ

たように、特撮映画『モスラ』の原作を書いてすらいる。そのほか、詳しくは本論を読ん

でいただくとして、おそらくは『ゴジラ』以降の「特撮映画」に触発されたという理由も

あって、「非現実的な形象」は文学作品にも取りこまれていった。「非現実的な形象」は、「特

撮映画」、「SF」、そして「文学」の 3つに共通するモチーフなのである。 

 以上の議論を踏まえて、あらためて、本博士論文のテーマを明確にしよう。本博士論文

では、広く支持されたものとしては『ゴジラ』の怪獣ゴジラからはじまる、「非現実的な形

象」の系譜を追う。そして、評論家の議論や作り手たちの述懐も参考にしながら、それら

「非現実的な形象」が、作中でどのように描かれているのかを分析する。この作業を通じ

て、「特撮映画」と「SF」という「ジャンル」の特徴を明らかにしていく。 

 具体的な構成としては、まず、第 1 章で、多くの先行研究でも論じられてきたもっとも

重要な作品『ゴジラ』を論じる。ただし、本博士論文が重視するのは、『ゴジラ』が持ちう

る内在的な価値についての議論ではない。1950年代において、『ゴジラ』がどのように位置

づけられるべきものとしてあったのかを明らかにするところに、この章の力点は置かれて

いる。 

 続く第 2章では、『ゴジラ』以降、1950年代後半の「特撮映画」を扱い、「非現実的な形

象」の描かれ方がいかに変容したのかを論じる。同時に、それら作品に対する文学者・文

芸評論家の反応に対する分析も行う。評論家の評価は、作品にいかに反映されたのか。受

け手と作り手間の応答が繰りかえされた結果、「特撮映画」（ただし、当時用いられた「ジャンル」

                                                   
65 ロバート・スコールズ、エリック・ラブキン（伊藤典夫、浅倉久志、山高昭訳）『SF その歴史とヴィ

ジョン』TBSブリタニカ、1980年（原著 1977年）p.16。 
66 SFにおけるこれらの形象の扱いについては、同上、pp.299-309も参照。 
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名としては、厳密には「空想科学映画」）ジャンルがどのような方向性を帯びるに至ったのかを

明確にしたい。 

 それでは、「特撮映画」に反応した文学者・文芸評論家たちは、「非現実的な形象」をど

のように扱ったのか。これを明らかにするのが第 3 章の主題となる。安部公房や三島由紀

夫の作品やエッセイが、ここでの分析の対象となろう。さらに、実際に文学者が原作を手

がけた 1961年の映画『モスラ』に着目しながら、彼らの問題意識がどのように「特撮映画」

に取りこまれ、「ジャンル」をどのように変容させたのかを論じる。 

 第 4章では、勃興しつつあった「SF」ジャンルの初期の活動を検討するとともに、SF規

範をめぐって文芸評論家と SF作家・編集者らとのあいだで行われた論争を議論の俎上に載

せ、1960年代に「SF」ジャンルがいかに定着していったかを明らかにする。そして、成立

を果たした「SF」ジャンルにおいて、「非現実的な形象」がどのように表象されているのか

を検討するのが、第 5 章の課題である。60 年代のショート・ショート作品を中心に論じる

とともに、小松左京や大伴昌司らによる「特撮映画」論が、そこでは取り上げられること

になるだろう。 

 第 1章から第 5章までは、ときに行きつ戻りつしながら連続する形で議論を行ってきた。

だが、第 6 章では、やや時間を飛ばすことになる。ここでは、1970 年代後半から 80 年代

にかけての、「特撮ファンダム」に集ったメンバーたちの活動を中心に論じる。「SF」ジャ

ンルの影響を受けて、「特撮映画」ジャンル内の規範はどのように変容したのか。総体とし

ての日本のポピュラー・カルチャーの形成過程の一端を示し、それが抱えこんでしまった

特徴について論じたい。 

 以上の 6 つの章の記述でもって、本博士論文は、「非現実的な形象」に着目して、「特撮

映画」および「SF」がいかに「文学」から離脱していったかを検討し、戦後日本のポピュ

ラー・カルチャー領域の形成について論じる。ポピュラー・カルチャー研究としては、こ

れまでの研究では蔑ろにされてきた、ポピュラー・カルチャー領域と背後の社会との関係

を、具体的かつ詳細に論じた画期的なものとなる。 

ただし、このような問題設定を行ったことにより、残念ながら、本博士論文は一定の限

界を抱えこんでしまってもいる。それについて、先に触れておこう。 

 限界のひとつは、海外の SF作品を議論の俎上に載せることができない点である。もちろ

ん、いくつかの作品に言及はするが、日本 SFをめぐる議論をより深く理解するための言及

であり、海外における SFの「ジャンル」形成についてまとまった形で議論することはない。

日本 SFの「ジャンル」的な特質を考えるのならば、それが海外の SFとどう異なるものな

のか（あるいは、どのように同じものなのか）を明らかにすることが望ましいのはいうまでもな

いのだが、共時的なちがいよりも通時的な変遷を描き出すことを優先した本博士論文では、

そこまで議論を広げる余裕はなかった67。 

                                                   
67 日本のポピュラー・カルチャーと特に関わりの深い、アメリカの SF小説・映画における核エネルギー

表象に関しては、H. Bruce Franklin, WAR STARS : The Superweapon and the American Imagination 
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 もうひとつの限界は、マンガおよびアニメが論じられていないことである。なるほど、「特

撮映画」と「SF」を論じることは、確かに、現在のポピュラー・カルチャーの全体像を問

うことに繋がっていくだろう。だが、マンガやアニメも、それらと同程度には重要なもの

のはずである。吉本たいまつ『おたくの起源』でも、SFファンダムがつくりあげた「おた

く的楽しみ方」は、マンガファンダムおよび彼らが主催した同人誌即売会を通じて広がり

を見せ、1970 年代末ごろから、アニメ誌や投稿雑誌を通じて急速に拡大していった、と述

べられている。マンガ・アニメファンたちもまた、「SF」のファン層や「特撮」ファン層と

も一部で重なりを見せながら、戦後日本のポピュラー・カルチャー領域の形成に重要な影

響を与えた。総体としての日本のポピュラー・カルチャーの形成を考えるならば、これら

も議論の俎上に載せる必要がある。 

しかし、マンガやアニメは、「特撮映画」や「SF」に較べても、はるかに雑多かつ巨大な

マーケットであり、「ジャンル」的に論じることすら容易ではない。「非現実的な形象」と

いう切り口はある程度有効だろうが、決定打とはならないだろう。補足的に論じることは

可能でも、それこそ主要作品のピック・アップに陥り、「（素朴な）反映論」を呼びこんでし

まう結果に繋がりかねず、残念ながら断念せざるを得なかった。 

 もっとも、筆者としては、これらの問題点も、本博士論文の価値をいささかも損ねるも

のではないと信じている。第 4 節冒頭にも述べたように、ひとつのテーマに関して、複数

の「ジャンル」どうしを絡めながらひとまとまりの議論をなす際、同時代に存在したすべ

ての「ジャンル」を扱うことは理想だが、現実的ではない。まずは、研究の対象となる「ジ

ャンル」を、はっきりと定めておく必要がある。海外と比較したときの特異性などの問題

は今後の課題とし、本論では、あくまで「特撮映画」・「SF」の「ジャンル」的形成のみを

精緻に描き出すことに尽力したい68。 

                                                                                                                                                     
(Oxford University Press, 1988)（その抄訳である H.ブルース・フランクリン（上岡伸雄訳）『最終兵器の

夢 「平和のための戦争」とアメリカ SFの想像力』岩波書店、2011年も参照した）が、さしあたって参

考になった。ロバート・A・ジェイコブス（高橋博士監訳、新田準翻訳）『ドラゴン・テール 核の安全神

話とアメリカの大衆文化』凱風社、2013年（原著 2010年）も、政府によるプロパガンダを中心にアメリ

カの大衆文化に現れた核ネルギー表象を論じており、得るところが大であった。 
68 最後にひとつ述べておく。スーヴィン的な定義に従うならば、ゴジラなどの異化をもたらす形象を科学
的裏づけがある形で描く「特撮映画」は、疑問の余地なく SFジャンルに属する作品群である。SFという

語をタイトルにを冠した、笠井、巽監修、海老原、藤田編前掲『3・11の未来 日本・SF・創造力』でも、

大々的に『ゴジラ』が論じられている。同書は、「SF」ジャンルに所属する作家や批評家が数多く参加し、

「未だ苦しい状況の続く日本に対し、何がしかの問題提起」をなすために、「日本 SFが蓄積してきた思索」

の再検討を図った論集である。現在の「SF」の側は、『ゴジラ』を、たいへん重要な SF作品だと考えてい

るとみていいだろう。本博士論文のタイトルも、「『特撮映画』・『SF（日本 SF）』ジャンルの成立と『核』

の想像力」といういささかもってまわったものではなく、シンプルに「日本における SFジャンルの成立

と『核』の想像力」と記すこともできたのかもしれない。 

 とはいえ、本章第 4節に記したような歴史的経緯を考えると、筆者としては、そのような表記には躊躇

せざるを得なかった。その時代における当事者たちの理解を無視して、普遍的本質的な「SF性」のような

ものを想定してしまっては、「ジャンル」が帯びているはずの歴史性をとりこぼすことにも繋がりかねない。

普遍的本質的なものとしての SF理解は、スウィフトらのユートピア文学やメアリー・シェリー『フラン

ケンシュタイン』、あるいは『ゴジラ』など、論じるに足る作品群――それでいて、作り手たちは必ずしも

SFとして製作してはいなかっただろう作品群――を自動的に SFに包摂し、SFを権威づけてしまう点で、

SFジャンル（に属する作家・編集者・批評家・団体など）にとってあまりにも都合のよいものなのではな
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（付表）1950年代半ば～60年代初頭にかけての東宝特撮映画作品一覧 

1) 戦時下での実験の結果、放射線の影響で透明人間になってしまった男が登場。 

2) 怪獣ゴジラが登場するという点においてのみ。 

3) ラドンが復活した理由として、水爆実験の影響が議論される場面は存在。 

4) 怪獣ゴジラが登場するという点においてのみ。 

5) 食した者はキノコと化す謎のキノコ・マタンゴの繁茂する島に漂着した七人の若者の運命を描く怪奇ス

リラー。マタンゴは、水爆実験の結果、突然変異で生まれた新種であることがにおわされる。 

6) ただし、宣材においては、海底軍艦・轟天号は「原子戦艦」とされている。 

                                                                                                                                                     
いかとの疑いもある。筆者は、本質的なものとして SFを理解する姿勢を否定するものではないが、以上

のような問題意識より、本博士論文では、多少テーマ設定が複雑になることは自覚しながらも、そうした

理解を採用しなかったことをお断りしておく。 

公開年 タイトル 監督 特技監督 
なんらかの核エネル

ギー表象の存在 

1954（昭和 29）年 『ゴジラ』 本多猪四郎 ― ○ 

 『透明人間』 小田基義 ― ○1) 

1955（昭和 30）年 『ゴジラの逆襲』 小田基義 円谷英二 △2) 

 『獣人雪男』 本多猪四郎 ― × 

1956（昭和 31）年 『白夫人の妖恋』 豊田四郎 円谷英二 × 

 『空の大怪獣 ラドン』 本多猪四郎 円谷英二 ×3) 

1957（昭和 32）年 『地球防衛軍』 本多猪四郎 円谷英二 ○ 

1958（昭和 33）年 『美女と液体人間』 本多猪四郎 円谷英二 ○ 

 『大怪獣バラン』 本多猪四郎 円谷英二 × 

1959（昭和 34）年 『孫悟空』 山本嘉次郎 円谷英二 × 

 『日本誕生』 稲垣浩 円谷英二 × 

 『宇宙大戦争』 本多猪四郎 円谷英二 × 

1960（昭和 35）年 『電送人間』 福田純 円谷英二 × 

 『ガス人間第一号』 本多猪四郎 円谷英二 × 

1961（昭和 36）年 『モスラ』 本多猪四郎 円谷英二 ○ 

 『ゲンと不動明王』 稲垣浩 円谷英二 × 

 『世界大戦争』 松林宗恵 円谷英二 ○ 

1962（昭和 37）年 『妖星ゴラス』 本多猪四郎 円谷英二 ○ 

 『キングコング対ゴジラ』 本多猪四郎 円谷英二 △4) 

1963（昭和 38）年 『マタンゴ』 本多猪四郎 円谷英二 ○5) 

 『大盗賊』 谷口千吉 円谷英二 × 

 『海底軍艦』 本多猪四郎 円谷英二 ×6) 
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