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マンガ

第二次世界大戦後、漫画家手塚治虫の登
場とともに、マンガ雑誌の体裁を採った図入
りの出版物、いわゆる物語マンガが日本にお
いて独特の形で発展しました。一時期、この
出版物の主な読者は、1946年から 49年の間
の「ベビーブーム」期に生まれた子供たちで
したが、彼らが成長するにつれ、様々な種類
のマンガが現れました。1960年代の初めに
マンガ読者は着々と拡大し、ごく小さな子供
たちから 30代・40代の大人たちまでを取り
込んでいきました。
マンガは 2003年には、日本で販売された

書籍・雑誌全体の 23.2パーセントの売り上げ、
37.8パーセントの発行部数を占め、様々な種
類のアートや文化全体にわたって影響を及ぼ
すようになっています。一部の物語マンガは、
読書を始めたばかりの小さな子供たちを対象
としていますが、そのほとんどはもっと年上
の少年少女や、一般読者を対象にしています。
それらは、ジョークや滑稽さを題材とした
ギャグマンガであったり、革新的な表現形態
を追求した実験マンガであったりします。ま
たノンフィクションのマンガもあり、実用的
な情報や、歴史的・ドキュメンタリー的な性
格の情報など、様々な種類の情報を扱ってい
ます。

1959年に登場した二つの子供向け週刊マ
ンガ雑誌、『少年マガジン』と『少年サンデー』
は、現在見られるようなマンガ文化の確立に
大きく貢献しました。両誌とも次々とヒット

作を出し、それらは爆発的な人気を呼びまし
た。1980年代にはもう一つのマンガ雑誌『少
年ジャンプ』が登場し、長い間マンガ文化の
中心的存在となり、毎週の発行部数は 600万
部を超え、さらにはアニメーションやビデオ
ゲーム市場にも乗り込んでいきました。『少
年ジャンプ』ブームは 1995年ごろにかげり
始め、1997年夏には『少年マガジン』が発
行部数と売り上げにおいて 1位となりまし
た。しかし『少年ジャンプ』は 2002年にトッ
プに返り咲きました。
少女マンガのジャンルも顕著に発展して

手塚治虫
左のポスターには、漫画家
手塚治虫（上）が生み出し
たマンガの、特に有名なキャ
ラクターが描かれている
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きました。1960年代に、女性マンガ家が「ベ
ビーブーム」世代とともに生まれ、1970年
代と 80年代にその才能を発揮するようにな
りました。彼女たちは次第にマンガの表現の
幅を広げていきました。それまで少年向けの
マンガではあまり見られなかった特別な描画
テクニックを通じて、繊細な心理的描写が実
現されました。
過去 10年間、ヨーロッパ、アメリカ、ア

ジア諸国に輸出される日本製マンガは、大幅
に増大しました。台湾、香港、韓国など、か
つて海賊版がよく出回っていた国々でも、日
本の最新の人気マンガが、日本の大手出版社
との正式なライセンス契約を結んだ上で翻訳
され、大量に出版されています。ヨーロッパ
やアメリカでは、テレビ放映される日本のア
ニメーションが人気を博し、それがマンガへ
の興味を大きく高めました。書店の書棚を埋
めるマンガ本が『ドラゴンボール』（鳥山明作）
や『遊戯王』（高橋和希作）といったアニメ
シリーズであるというのも、今やアメリカで
はよく見られる光景です。2003年には英語
版の週刊『少年ジャンプ』が発刊されました。
日本のマンガとアニメーションは、もともと
の固定ファン層を超えて、明らかに欧米の大
衆文化全体の中で大きな位置を占めるように
なっています。

アニメ映画

日本の長編アニメ映画は、独立の映画作
品かテレビ・アニメの劇場版に大きく分ける
ことができます。後者の先駆的例としては、
手塚治虫の映画（『鉄腕アトム』など）や、
松本零士の『宇宙戦艦ヤマト』（1977年。国
外では『Star Blazers』として公開）と『銀河
鉄道 999』（1979年）が挙げられます。『クレ
ヨンしんちゃん』や『ドラえもん』、それに
驚異的な人気となった『ポケモン』などの続
き物の人気テレビ・アニメは、定期的に長編
映画を公開しています。
一方、独立アニメ映画のほうは、宮崎駿

監督が 20年以上にわたって圧倒的な地位に

『千と千尋の神隠し』
このアニメ映画は、日本
における観客動員数と興
行収入の両記録を達成し、
2002年のベルリン国際映
画祭では金熊賞を、2003
年にはアカデミー長編アニ
メ映画賞を受賞した
『千と千尋の神隠し』© 2001年
Nibariki・TGNDDTM

立っています。ユーモアに社会批判、環境
問題、詩的リリシズムを組み合わせて、宮崎
は一連の作品を制作し、芸術的・興行的に
成功を収めてきました。それらは、『風の谷
のナウシカ』（1984年）、『となりのトトロ』
（1988年）、『もののけ姫』（1997年）、『千と
千尋の神隠し』（2001年。長編アニメ部門で
2003年アカデミー賞受賞）、『ハウルの動く
城』（2004年）などです。もう一人の重要な
アニメ映画監督は押井守で、彼の『GHOST 
IN THE SHELL / 攻殻機動隊』2作（1995年、
2004年）は、人間であるとは何かを問うた
革新的な SF作品です。2003年の日本映画興
行ランキング上位 10点のうち、四つはアニ
メ映画で、一つは、アニメ映画と実写映画『ゴ
ジラ』の二本立てでした。

映画産業

1951年のベネチア映画祭で黒澤明の『羅
生門』（1950年）が金獅子賞を受賞した時、
日本映画に対する国際的な関心は大きく高
まりました。彼のその他の作品には、『生き
る』（1952年）、『七人の侍』（1954年）、『影
武者』（1980年）、『乱』（1985年）などがあ
ります。黒澤は 1975年に『デルス・ウザー
ラ』でアカデミー賞の外国語映画賞を受賞
し、1990年のアカデミー賞式典では、映画
芸術家としての生涯の功績を称えるアカデ
ミー賞名誉賞を授与されました。非常に高く
評価されているもう一人の日本人映画監督
は小津安二郎で、彼の監督した映画には、『晩
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春』（1949年）や『東京物語』（1953年）が
あります。これらの映画で小津は、日本の庶
民生活の中にあるデリケートな感性を、詩的
な表現で描きました。彼の（フェードインや
フェードアウトを用いない）場面参加型の撮
影手法は、ヨーロッパの映画製作者たちに多
大な影響を与えました。

1950年代には映画は主たる大衆娯楽でし
たが、1960年代には多くの人々がテレビを
初めて購入し、映画館に足を運ばなくなりま
した。映画館の観客動員数は、1958年に最
高の 11億人を記録しましたが、1970年には
2億 4,600万人に急落しました。1970年代の
代表的映画監督は山田洋次で、圧倒的な人気
を博したのは「寅さん」シリーズです。「寅
さん映画」は、ありふれた家族の暮らしと男
のひとり旅という、日本映画の二つの根底的
なモチーフを融合させたものです。

1997年には、アニメ以外の日本映画のい
くつかが、海外で非常に大きな注目を集めま
した。特に、有名なコメディアン北野武が監
督した『HANA-BI』は、第 54回ベネチア国
際映画祭で金獅子賞を受賞しました。今村昌
平監督の『うなぎ』はカンヌ国際映画祭でパ
ルム・ドール賞を、また、河瀬直美の『萌の
朱雀』は同映画祭でカメラ・ドール賞を受賞
しました。さらに市川準の『東京夜曲』はモ
ントリオール世界映画祭で監督賞を獲得しま
した。2003年には、北野武監督の時代劇映画
『座頭市』が、ベネチアとトロントの両映画
祭で最優秀賞を受賞しました。海外で大々的
に公開される日本映画はほとんどありません
が、近年は日本映画の英語版リメイクが多数
公開されています。一例は、2002年にヒット
した『リング』（1998年）のリメイクで、こ
れは中田秀夫が監督したホラー映画でした。

2003年に日本で公開された映画は 622本、
そのうち日本映画は 287本でした。

ハイテクゲーム

ビデオゲームは登場してからすでにかな
りの年月が経過し、現在では、音楽と映画の

両者に並ぶほどの利益を上げている娯楽産
業になっています。
日本のビデオゲームの歴史において画期

的な出来事となったのは、1979年の「スペー
スインベーダー」の登場でした。ビデオ装置
は水平に据えられ、上向きのスクリーンが
テーブルにセットされており、これが広い人
気を呼んで（実に社会現象ともなり）イン
ベーダーハウスも開店しました。最近のビデ
オゲーム懐古ブームに乗って、この「スペー
スインベーダー」は一部のゲームセンターで
復活しています。

1983年に任天堂やその他のゲームシステ
ムが初めて販売され、ビデオゲームが家庭に
入り込むと、ビデオゲーム文化が本格的に拡
大し始めました。それまで、ゲームセンター
や喫茶店に出向き、一回遊ぶごとに 100円玉
を投入しなければならなかったゲームが、今
やそれほど多くの時間やお金をかけずに楽
しめるようになったのです。こうしたゲーム
はすぐに多くの子供たちを夢中にさせまし
た。ゲームには様々なジャンルがあり、アク
ションゲームは反射神経を刺激します。ロー

北野武
2003年ベネチア映画祭に
おける自作の『座頭市』上
映後、大喝采を受ける映画
監督北野武（中央）、別名
ビートたけし
© Yomiuri Shimbun

ゲームセンター
このはやりのゲームセン
ターでは、プレーヤーがク
レーンを操作し、景品のぬ
いぐるみを吊り上げようと
している
© Yomiuri Shimbun
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任天堂「ゲームキューブ」
と「ゲームボーイアドバ
ンス」
この二つのゲーム機は子
供たちに大人気。「ゲーム
キューブ」と「ゲームボー
イアドバンス」は任天堂
の登録商標
©Nintendo

カメラ付き携帯電話
写真が送れる現在のカメ
ラ付き携帯は、若い女性
に非常に人気がある。最
新モデルではビデオの送
信やテレビ画像の受信も
でる
© Yomiuri Shimbun

ルプレイングゲームでは、プレーヤーは特定
の役割を演じます。またシミュレーション
ゲームでは、プレーヤーは車の運転や飛行機
の操縦をしている感覚を味わえます。

1996年と 97年に多くの子供たちの心をつ
かんだゲームは、『ポケモン』でした。『ポケ
モン』では、一定の順序に従って、野原や森
に隠れている 151種のモンスターを捕まえま
す。それから、この生き物たちを手なずけ、
育てるのです。このゲームはポケモン現象の
始まりとなり、その後、交換カード、マンガ、
いくつかのテレビ・アニメシリーズ、多くの
長編アニメ映画へと拡大していきました。
コンピューターゲームの大ヒットは、単

にゲーム機やソフトの販売を伸ばしただけで
はありません。一部のゲームで使われたバッ
クグラウンド・ミュージックは、より一般的
な音楽と並んで CDのヒットチャート・ラン
キングに加わるようになりました。また、様々
なビデオゲームの遊び方や解き方を解説する
攻略本も、ベストセラーの本に含まれるよう
になりました。これらの例が示すように、ゲー
ムはマルチメディア効果を持ち、日本の文化
産業において重要な位置を占めるようになり
ました。こうした産業が海外（特にアメリカ）
でも成功を収めているという事実は、日本に
とってある種の情勢変化であるといえます。
というのも、日本は、明治の開国期からずっ
と、外国文化を熱心に輸入する一方であった
からです。ソニーや任天堂などの新しいゲー
ム機の発売は、ゲームファンにとってばかり
でなく、国内外の家電業界にとっても一大イ
ベントとなっています。
正確にはゲームとは言えないものの、日

本から海外へ広まったもう一つの現象は、プ
リント倶楽部（プリクラ）で、これは特に女
子学生に人気があります。その仕組みは、一
人で、または友達と一緒にハイテク装置で顔
写真を撮ると、それが小さな写真つきシール
となってプリントアウトされます。そのシー
ルを友達や知り合いの間で交換したり、小さ
なアルバムに貼ったりするのです。このカメ
ラとプリンターの機械は、たいていのショッ

ピングセンターやゲームセンターに置かれ
ています。

携帯文化

過去 10年間、携帯電話の利用者数は驚異
的に拡大し、携帯端末そのものの機能も急速
に進歩して、日本の大衆文化にとって全く新
しいメディアが登場しました。携帯電話の契
約数は、1992年の 200万台未満から、2003
年の 8,000万台以上へと伸び、その数は今や
固定電話の契約数（約 5,000万台）を大きく
超えています。
学校に通う子供たちから中年の大人たち

まで、携帯は今やなくてはならない生活の一
部です。携帯のない時代、大都市の地下鉄や
通勤電車の乗客は、新聞や本、マンガを読ん
でいたものでした。しかし現在、彼らは携帯
を使っています。話すためにではなく（公共
交通機関では携帯での通話は禁止されていま
す）、Eメールを送ったり、インターネット（通
常、携帯の小さな画面用にフォーマットされ
たサイト）にアクセスしたり、ゲームを楽し
んだりしています。学生や 10代の若者、特
に女性は、一人または複数の友達と携帯メー
ルを使っての「会話」を、一日中続けています。
その他の人気ある携帯機能としては、携

帯を持っている人に、現在地や目的地への行
き方を示す GPS（グローバル・ポジショニ
ング・システム）や、デジタルカメラ機能が
あります。現在では、どんな特別イベントで
あれ、観光アトラクションであれ、あらゆる
年代の人々が携帯を掲げ持って写真を撮り、
すぐに友人に送ったり、後で見るために保存
していたりするのを目にすることができま
す。最新の携帯モデルでは、テレビを見たり、
ビデオを録画して送信したりもできるよう
になっています。


