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【竹内博氏追悼エッセイ 】
「竹内博

―

怪獣少年とゴジラ」

藤元登四郎

謹んで竹内博先生のご 霊前に哀悼の意を表します 。私は、竹内博先生と直 接の関係は

ありませ んでしたが、先生のご著書 の愛読者で、偉大なご業績 を尊敬しております。

香山滋全集

私が竹 内博（敬称 略）を知っ たのは、香 山滋全集（ 全１４巻、 別巻１ ）
（１） の責任

編集 者としてであった 。竹内は 、この 全集について 、
「スタートしてから五年か かって 、
体がもつかどうか 心配したが、なんとか無 事に完成にこぎつけた」と 書いている。この

全 集は、彼の努力なしには日 の目を見ることはなかった だろう。この全集によっ て、香
山滋は確固とし た地位を得たといっても 過言ではない。
全集の各巻には竹内の解題 が掲載されている（第一か ら十一巻まで。十二から 十四巻

の少 年ものを除 く ）
。彼の解題 は、作品の 読みどころ が簡潔に要 約されてい て、読むだ
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けでも面白かった。私はま ずこの解題を見てから、そ れから逆に興味深い作品 を選んで

読んだ。私が 竹内の解題にひかれた大 きな理由は、短い要約の中 にも香山作品に対する
熱狂的な愛着が感じられ たからである。

香山滋全集 の巻頭には、様々な書影 がアート紙に掲載されてい る。竹内は、香山作品
のコレクターとして有 名な人であるから、おそら くその中から優れたものを 選んで掲載

したので あろう。これらの書影を見 るだけでもこの全集は十分 楽しめる。
竹内の業績の圧巻は 、何といっても、全集の別 巻に掲載されている「香山 滋書誌」で

ある。 この書誌には、著書はもち ろん、香山滋の短歌（昭和 １２年）から、昭和２２ 年
にデビューして以 来の雑誌に掲載された作品 まで、さらに、発表紙誌・ 年月不明作品、

紙型 流用雑誌作品目録、映画・ ラジオ・テレビ化作品目録 、そして漫画化作品目録ま で
網羅されている。 最後には参考文献目録まで も付いている。

こ の驚嘆すべき書誌は、横田 順彌氏を始めとする２５名 の専門家の資料、国立国会 図
書館、大宅壮一 文庫、日本近代文学館、北 海道新聞社、東宝株式会 社、その他多数の古
書展などの資料をもとにし て作成された。しかし、竹 内によれば、この書誌も完 璧では

なく、特に少 年ものが多く抜け落ちてい るという。この書誌から、 竹内の香山滋にかけ
る愛着と執念と、強迫的と でもいえるような几帳面 な性格が伝わってくる。お そらく今
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後、これ以上の書誌は発表 されることはないだろう。

香山滋との遭遇

香山滋の 著書が古書として高価な値 段がついていることは有名 である。うわさによれ
ば、古書展では香山滋 のコレクターが早くから開 店を待ち受け、それと同時 にどっとな

だれ込ん で奪い合いが起こったと いう。それにしても、香山 滋の古書価が高いというこ
とは根拠がある。香 山作品の大多数は、戦後の カストリ雑誌に奇怪でエロ チックで幻想

的な挿 絵とともに掲載されたの だが、作品の内容と挿絵の かもし出す総合的な雰囲気 に
は 、何ともいえぬ味わい がある 。すなわち 、香山滋の作品は極め てヴィジュアルである 。

そこ から発散するエネルギーは おそらく、戦前の厳しい検 閲から解放されて、エロ チッ
クな表現や挿絵が 可能になった喜びが反映 されているのだろう。香山 滋の愛読者が万金

を 積んでも、その時代の魔力 のこもったオリジナルの感 動を求めるというのも、 十分理
解できることで ある。
竹内博が香山滋にひかれる きっかけとなったのは怪獣 を介してであった（２、 １６０

頁）
。竹内 が少年の 頃は、ちょ うど怪獣ブ ームであっ た。しかし 彼は、怪獣 特集の少年
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雑誌を定価で買うことがで きなかったので、古本屋回 りをして買い集めた。そ のとき、

竹内少年は、 香山滋の「妖蝶記」の掲 載してある「宝石」を見つ けて五十円で買った。
今からすれば、信じられ ないような値段である。そ れ以来、竹内は香山滋の 作品にとり

つかれ、古 本を収集するようになっ た。当時は、まだカストリ 雑誌や倶楽部雑誌が一冊
二百円から五百円で買 えた時代であった。

それから 香山滋の古書が高騰する ことになるのだが、この背 景には、竹内のコレクタ
ーとしての活躍があ ることは間違いない。竹内 は、香山滋の掲載誌を八百 八十冊ほどコ

レクシ ョンしたという。現在、古 書価にすればおそらく、天 文学的数字になるだろう 。
私が驚くのは 、竹内少年 が香山滋の価値を見抜いた 眼力である 。それまで 、香山滋は 、

カス トリ雑誌に書いていたとい う単純な理由だけでカスト リ作家に分類される傾向が あ
った。一般にいう カストリ作家とは、怪獣や 怪奇やエロ小説など扇情 的なことを取り扱

っ ている低俗な人々である。 しかしこのような固定観念 こそ、社会に飼いならされ た条
件反射的思考に 基づいているといえる。

なぜ 怪獣に引き付けられるか
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現在では、当時有名なメイ ンストリームの作家たち はかき消えてしまったが、 逆にカ

ストリ雑誌の 作家であった香山滋はま すます輝きを加えている 。
いったいなぜ だろうか 。
このことは、また、なぜ 竹内博がこれほど香山滋に ひかれたのかという問題 と重なる。

竹内 の怪獣映 画の初体験 は、昭和三 十七年の小 学一年生の 頃で 、
「キングコ ング対ゴ
ジラ」であった。それ から竹内少年は怪獣にやみ つきになった。竹内はその 理由を書い

ている。
「・・・やはり私の 育った家庭環境に因るとこ ろが大きかったと思う。ゆ とりどころ

か毎日 の生活にも困るような生活 状況のなかで、親子でも兄 弟でも手の内は見せたく な
いという緊張した 空気があり、そういった異 形のものの世界が子供の私 が憩える唯一の

オア シスだった。そんな私の世 界を分かってくれるものが 、この怪獣映画にはあった 。
この運命的な出合 いをきっかけとして、私の 人生の歯車が回り始めた 」
（２、１１ 頁 ）
。

こ の率直な文章を私なりに解 釈すると次のようになる。 本来、少年の心は自由であ り
形を持っていな い。すなわち現実的ではな いのである。少年のまな ざしは、現実の出来
事も非現実的な出来事も平 等に受け入れる。魔術的な 幻影は実際の知覚に結び付 いてい

る。しかしこ のような自由な心は、家庭 環境や社会環境や教育の中 で抑圧され鋳型には
め込まれていく。少年の知 覚は次第に、非現実的な 出来事に対して反応しなく なり、社
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会の中に存在するものしか 感じられない一方的なもの にゆがめられる。

竹内の場合 は、親子、兄弟が秘密を持 つという家庭環境に耐えら れなかった。すなわ
ち、秘密を持ちながら、 秘密がないかのようなふり をして生活することに耐 えられなか

ったのであ る。しかし、夫婦の秘密 を持たないで家庭が成立す るだろうか。結局、竹内
には人間関係の基本に なる虚偽に対して、耐えが たい悲しみを感じた。そこ で彼は自分

を慰める ために、人間を越えたもの を求めた。怪獣は人間より も巨大で強くしかも嘘を
つかない。怪獣に比 べれば、人間は、微小で取 るに足りない弱い存在に過 ぎない。怪獣

は人間 を蹂躙する。しかし、竹内 少年だけは襲ってこない。 なぜならば彼は怪獣の友 で
あるから である。 そもそも怪 獣は彼自身 の抑圧され た自由な魂 の影である 。
（ 一般にこ

のよ うな少年の怪獣愛は、成長 するにつれて次第に消えて いく。こうして怪獣少年は 、
いつの間にか「怪 獣なんていないんだよ」と まことしやかに子どもに 教える大人になっ

て いる。大人の怪獣に対する 軽蔑は、自己の本性、すな わち無意識の中に生きてい る原
始人の心を抑圧 したという勝利感に基づい ている。その時大人は文 明の奴隷であり、そ
のことにす ら気がつ かなくなっ ている ）
。竹内少 年は怪獣と 対話して孤 独を慰めら れ、

魔術的な知覚 を失わないまま成長したの であった。
しかし、この社会心理学 的な説明だけでは十分では ないだろう。そこには生ま れなが
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らの才能という問題も絡ん でくる。単純化して説明す るために、ワーグナーの 楽劇を例

にあげよう。 ワグネリアンは「ニーベ ルンゲンの指輪」を涙を流 して聴くが、他の人々
には騒音に過ぎない。ワ グネリアンはワーグナーを 聴くことによって音楽家 になる、い

わばワーグ ナーの秘密の世界に入る 鍵を持っている。それが才 能というものである。ワ
ーグナーの音楽ばかり ではない、人それぞれは自 分の好きな音楽に対して入 り込む鍵、

あるいは 才能を持っている。これと 同様に竹内には、怪獣と共 感する才能があり、その
世界に入る鍵を持っ ていたのである。世の中に はそのような人々がいて、 香山滋の作品
は彼ら に、いわば秘儀のように開 かれるのである。

「ゴジラ」

竹内 は「『ゴジ ラ』の 誕生 」
（３ 、６６ ９- ３頁） で 、
「ゴジ ラ」の 企画か ら完成 まで
の 経過や製作費や当時の評判 まできめ細かく調査してい る 。
これは香 山滋書誌と同様に 、
今では 貴重な資 料となって いる。これ を見ると 、
「ゴ ジラ」は東 宝映画のス タッフの総
合力によって誕生したこと がわかる。香山滋は原作者 とはいっても、多くの意見 をまと

めて作品化し たにすぎない。しかしこれ ほどの作品になると、多 くの意見をまとめ上げ
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る力が重要であり、香山滋 のヴィジュアルな才能はそ れにぴったりであった。 さらに、

理由は最後に 述べるが、香山滋がゴジ ラの誕生を人類の誕生と同 時であると設定したこ
とは最も 重要な功績 である。結 局、竹内に よれば、香 山滋は 、
「ゴジ ラ」の原作 者とい

う栄光を受 けるに値する。
さて、竹内は「ゴジラ 」
（１９５４ 年封切り）について次のよ うに書いている。

「地方で は観客が捌ききれないで 交通整理の警察まで出る騒 ぎで、日劇では一週間の
興行で十八万七千人 を動員し、二千五百万円の 興収を上げた。ゴジラ映画 シリーズは海

外から も日本映画では際立って引 き合いが多く、世界五十数 か国に進出し、四百億円 に
近い稼ぎを上げて いる。映画の原点である娯 楽性が、フルに発揮されて いる点が、評価

され ているのであろう。無論日 本のどんなスター、人間よ りもゴジラは海外で有名で あ

る」
（４、２４４ ２
。
- ５３頁 ）
と ころが、当時の「ゴジラ」 に対する専門家の評価はあ きれるほどにひどかった。 竹
内は、固定観念 を抜け切れない映画評論家 に対して怒っている。
また、竹内は次のようにも 書いている。

「暴論と受けと られるかもしれないが 、私は日本 には怪獣映画しかない 、と思っ ている 。
日本の特撮映像文化だけが 世界に通用する文化で、 極端に言うと『ゴジラ』し かないと
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いう考え方だ。初めてアメ リカ全土で一斉公開された 日本映画は『ゴジラ』で ・・・全

米の 一流劇 場で一 斉公開 され、 日本 を代表 するキ ャラク ターと して受け 入れら れた」
（２、２８０頁）

これ は暴論で はない。な ぜならば 、
「ゴジ ラ」は人類 の未来を暗 示する、と てつもな
い重要な意味を持って いるからである。特に、未 来の映像文化は「ゴジラ」 の示す恐怖

を表 現する方 向へ向かっ て進むだろ う。実際、 中子真治は 、
「 アメリカの ＳＦＸピー プ
ルはいかにして円谷 特撮を娯楽したか」で、円 谷特撮がハリウッドのＳＦ Ｘの作品に与
えた大 きな影響について解説して いる（３、１０９頁 ）
。

ゴジラと人類の恐怖

竹内の指摘した ように、ゴジラが人類と同 時に誕生したという香山滋 の設定は極めて

重 要である。ゴジラについて の香山滋の言葉を引用しよ う。
「・・・この物 語の主人公『ゴジラ』は 想像上の大怪獣であって、 じっさいには地球上
のどこにもおりません。し かしゴジラに姿をかりてい る原・水爆は、じっさいに 作られ

ていて、いつ なんどき戦争に使われるか もしれません。そうなっ たら、東京、大阪、ど
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ころではなく、地球全体が 破滅してしまうでしょう 」
（２、２５７ 頁）

ゴジラは人 間の誕生以来影のように寄 り添って巨大化してきた。 人間は、科学が進歩
して理想的な社会が実現 することを夢見て努力して きた。現在、原子力や遺 伝子操作な

ど、先端科 学はバラ色の未来を描い ている。しかし、そのよう な理想的な世界は単なる
自閉的な自己愛に過ぎ ないだろう。なぜならば、 進歩にはそれと同等の危険 を伴ってい

るからで ある。そのことを本能的に 感じ取っているのは、人間 の無意識にひそむ原始人
の情動である。ゴジ ラは科学の暗い陰、その象 徴である。

「ゴジ ラ」が世界五十数か国で上 映されるほど人気が出たこ とは、人類の共通する太
古の記憶を呼び起 こしたからであろう。人類 の文化の象徴である都市を 容赦なく破壊す

るゴ ジラの恐るべき力は、科学 の発達に対する恐怖の表現 である。世界の人々は、ゴ ジ
ラの力に、偉大な 宇宙の力と同時に人間の限 界を本能的に感じとった のである。

ゴ ジラの特徴は死なないとい うことである。そもそも怪 獣とは、死なないことがそ の
定義である。怪 獣は死んだように見えても 必ず復活する。ゴジラが 本当に死ぬときは人
類もともに滅びるだろう。 こういうわけで、今後も科 学が発達する限り、怪獣ゴ ジラの

概念は生き続 け、ＣＧや３Ｄの技術を駆 使したＳＦＸなどを通じて 新しい形で登場する
だろう。そして科学的進歩 にあわせてさらに巨大化 して、さらに強力な恐怖の 炎を吐く
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だろう。

竹内は「 元祖怪獣少 年の日本特 撮映画研究 四十年」を 、
「 怪獣少年の 夢は、怪獣 を研

究するので はなく、それを作った作 り手を調べるのが王道だと 思う」と結んでいる。彼
は、少年の純な心で、 怪獣を探している人の心、 すなわち精神の奥深い太古 の層に分け

入った。 こうして彼は香山滋のゴジ ラという太古の怪獣に行き 当たったのである。香山
滋の作品はすでに述 べたように、ヴィジュアル で新しい時代を予告するも のであった。

この発 見は竹内の偉大な業績の一 つである。彼は怪獣少年の 心を失わず、香山滋と同 様
に怪獣の世界に入 る鍵を持ったまれな才能の 持ち主であった。しかも彼 は、香山滋の作

品の 読解において、それをさら に豊かなものにした。その 情熱と才能はただうらやま れ
るばかりである。 ここに永遠の怪獣少年、竹 内博の偉大な業績に対し て重ねて敬意を表
す るものである。

参照文献

（１ ）
「香山滋全集 」
（全１４巻、別巻 １ ）
、三一書 房、１９９３ １
- ９９７。

12

『円谷英二の映像世 界 』」
、実業之日本社、

（２）竹内 博「元祖 怪獣少年の 日本特撮映 画研究四十 年 」
、 実業之日本 社、２００ １。
（３）竹内博 、山本慎吾編「完全・増 補版
２００１。

（４ ）竹 内博「 映画『ゴ ジラ』 と香山 滋 」、
「完全 復刻ゴジ ラ ゴ
、奇想天
/ ジラ の逆襲 」
外社、１９７６。

