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氷川竜介（アニメ評論家 ）

【竹内博氏 追悼エッ セイ 】
「竹内博さ んとの出逢 いと第２回 ＳＦショー が自分の原 点だ
った」

２０１１年６月２７日 に、竹内博さんが亡くなっ た。ゴジラやウルトラマ ンなど怪獣

映画を再 評価し、円谷英二ら特撮の 基礎を築いたクリエイター に関する研究を生涯貫い
た大先輩であり、大 事な師匠である。激しい喪 失感にとらわれた。

竹内博 さんはビジュアル文化の旗 手・大伴昌司さんの弟子で ある。しかし、大伴さん
と竹内さんのアプ ローチはすこし違っていた 。

少年 マガジンの巻頭特集や怪獣 の内部図解に見られるよう に、大伴さんはフィルム の
なかにある世界を メディアなりに料理して、 その地続き感を拡大して イラストなどを駆

使 していた。講釈師というか 、ある意味、現実を過大に プロデュースすることで生 じる
幻惑感みたいな ものを子どもに伝える役割 をはたしてきたと思う。
一方の竹内さんは、フィル ムを人の手がつくりあげた 作品であることをとても大 切に

していた。資 料主義であり、写真や雑誌 記事など実物のもつパワー を信奉していた。そ
してリスト魔でもあった。 現実に存在する混沌とし た情報を整理することで、 新たに見
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えてくる高次の流れをつか むという点では、学究肌で あった。

どちらが良 いということでもない。ま た、大伴さんは１９７３年 早々に亡くなってい
る。ちょうど『ウルトラ マンタロウ』が始まろうと するあたりまでが、大伴 さんの活躍

時期だ。ま だ怪獣映画のファンは子 ども中心である。大人向け （出版界ではアダルト向
けとも呼んでいたが、 エロは関係ない）の特撮・ アニメ雑誌、ムックが立ち 上がるのは

１９７７ 年、かつての児童ファンが 高校生以上になったころで 、そこからＳＦビジュア
ル文化が盛大に開花 し、竹内博さんの大活躍も 始まる。

もし大 伴さんが『宇宙戦艦ヤマト 』 ‘(７４ や
) 『スター・ウ ォーズ』 ‘( ７７ の)大ヒ
ットを前提とした この時期までご存命だった らと思うこともあるが、竹 内博さんがこの

直前 に同人・怪獣倶楽部を主宰 して立ち上げていた研究の 方法論や価値観の醸成が、 以
後の展開を大きく 決めたことは間違いはない 。

こ の時期の 竹内さんの 代表作には 「ファンタ スティック ＴＶコレク ション 空想特 撮
映像のすばらし き世界 ウル トラマン 」 ‘(７８ 、朝 日ソノラマ 、安井尚志氏と共 同編集 )
がある。そこでは今でこそ 「掲載されて当たり前」の ように受け止められがちな アイテ

ムの初出が満 載である。作品リスト、怪 獣・宇宙人リストに加え、 フィルムを切り出し
た場面写真や、それを使っ た「バルタン星人二代目 」といった怪獣の別バージ ョンなど
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など。

こうした実 証主義的で研究ありきの特 撮出版物は、後世のもろも ろの原点として機能
した。た とえば食玩 の異同バー ジョンなど という展開 も 、
「そうか！ バルタン 星人は

３回も出て るんだ」という、この時 期の竹内さんの出版物があ たえたインパクトの果て
にあるものだ。

こうした ことはアニメにも影響を あたえている。たとえばア ニメ雑誌の台頭は、１９
７７年の 「月刊Ｏ ＵＴ創刊２ 号 宇 宙戦艦ヤマ ト特集」を 起点として いるが、ラ イター

として 参加した筆者の受け持った パートは、スタッフインタ ビュー、各話の脚本・演 出
入りのストーリー 、用語辞典などで、これも 怪獣倶楽部で竹内さんから 受けた指導の影

響が 大きい。
こうした流れが あること、原点となった竹 内博さんの仕事の偉大さは 、実はまだまだ

そ れほど知られていない。大 伴昌司さんと同等か、それ 以上の影響力があったはず なの
だから、不肖の 弟子としてはきちんとこう したことを語り継いでい きたい。
×

そんな 竹内博さ んと自分 を結びつけて くれたの は、Ｓ Ｆ
- マガジ ンだった。 １９７３
年に同誌の投稿欄てれぽー とで、中島紳介さん中心 に怪獣映画ファン同士の交 流が始ま
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る。そして それが「 宙（おおぞ ら ）
」 というファ ンダムの怪 獣ファンジ ン「ＰＵＦ Ｆ」

に発展した。
この会の命名は当時発売 されて難読で話題だったタ バコにちなんでいるあた り、時代

性を感じる 。後に各地に支部ができ たとき、たとえば怪獣イラ ストレーターの第一人者
となる開田裕治さんの 大阪支部は「セブンスター 」と命名されたように、な ぜかタバコ

ネーミン グで統一されていく。
怪獣倶楽部の会合に しても、参加費代わりにタ バコを竹内博さんに貢いで いた記憶が

ある。 まだ高校生だった私は「み なさんオトナだなー」と感 動するばかりだった。ま さ
か２１世紀になっ てタバコが迫害されてみた り、オトナになることの意 味が喪失するな

ん て、思いも よらなか ったが 、
「早くオ トナの仲 間入りして、 怪獣映画を 語ることも 認
めてほしいな」と いう気分が、なんとなく反 映している。

さ て、１９７４年の夏になっ て「宙」の第２回会合が開 かれた。これがわが人生最 大
の転機となった 。情報が満ちあふれる現在 からすると、当時はなん て連絡不徹底だった
のかと思う ばかりだ が 、
「 ウルトラＱ が見られる らしいです よー」と、 会長のＯ氏 は不

鮮明なことを 電話で言う。ちょうど当時 、テレビのカラー化が一段 落して二度と『ウル
トラＱ』が見られないと思 ってた時期だから、それ だけでも行く動機になった 。それが
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いまや総天然色化（カラー ライズ）だから、現実もけ っこうＳＦになっている 。

その 会合の集合 場所も上 野駅の○○ 線ホームの 端である（笑 ）
。 集団就職じ ゃあるま
いしと思ったが、地方か ら上京された方もいたから 仕方がない。そして安井 尚志さんに

引率されて 出かけた先が、祖師ヶ谷 大蔵の円谷プロダクション 本社だったというわけで
ある。当時プランナー と守衛を兼務していた竹内 博さんのお招きだったわけ だ。

このとき の会合が竹内博さんの主 宰する同人「怪獣倶楽部 」に発展 する 。
「ＰＵＦＦ 」
のメンバーと大きく 重なっていてよく混同され るのだが、別の団体である 。

竹内さ んは毎月第１日曜日に円谷 プロにみんなを集め、会合 を定常化していった。秘
蔵のフィルムを２ 本ほど上映して情報交換と 雑談をすることが中心だっ た。黎明期には

共通 認識のもてる「場」が必要 で、そこから同人誌「怪獣 倶楽部」の編集を通じて、 竹
内さんの指導があ った。不思議なことに、必 ずこうした時期には専門 がそれぞれ違った

メ ンバーが集まるもので、お 互いに刺激をあたえあう梁 山泊的な雰囲気が醸成され てい
た。
小生も父親の影響で若干「 写真ができる」ということ で、ＴＶ撮りやスクリーン 撮り

をする ノウハウ があり 、
「怪獣 倶楽部に書 きなよ」と 声をかけら れて居場所 を見つける
ことができた。同人誌にし てもガリ版かコピーが中 心、映像を記録するのには フィルム
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で複写しなければならない 時代、それは大変なことだ ったのである。

竹内さんの 不思議なところは、自分が 何者なのかをきちんとアピ ールしなかったこと

だろう。 当時すでに ペンネーム 酒井敏夫と してＳ Ｆ
- マガ ジンに「フ ォーカスオ ン」と
いうコラム を井口健二さんと持ち回 りで書いていたのに、きち んとそう説明してもらえ
なかった。もっとも当 時は自己紹介や挨拶がずさ んで、聞き漏らしたらそれ で最後だか

ら、単な るこちらの不注意という可 能性もある。
ようやくそれが一致 したのは、１９７４年の文 化の日、つまり１１月３日 に開催され

た「第 ２回日本ＳＦショー」であ る。そのＳＦショーのメイ ンイベントはゴジラの成 人
式で、つまり２０ 周年ということであった。 まだ知り合って間もない時 期、壇上に現れ

た竹 内さんが酒井敏夫と名乗っ たことで、ようやくそうい うことかと腑に落ちた。ま っ
たくもって鈍くて 申し訳ない。

当 時の私はまだ１６歳。ずい ぶん年上だと思いこんでい た竹内さんも、実はまだ１ ９
歳だったはずだ 。中学卒業と同時に円谷プ ロに入社したという経緯 も、後から聞いたの
である。それですでにあれ だけの考え方をもっていた のだから、やはりある種の 天才だ

った。だから こそ、世間の動きに先回り できたのだと思う。
ＳＦショーでは『ゴジラ 』のフィルム上映に加え、 竹内さんのスライド講演会 があっ
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た。貴重なメイキング写真 が満載の講演会だったが、 残念なことに機械的故障 で中断し

てしまった。 さらに背広姿で新調した ものの、問題は足だった。 なんとサンダル履きだ
ったのである。あとから 聞いたところ、靴まではお 金が回らなかったのだと いう。そん

なあたりが 、いかにも竹内さんらし かった。
そして本命は、座談会 「ゴジラの頃」である。出 席者はプロデューサーの 田中友幸、

監督の本 多猪四郎、福田純、円谷英 二の次男・円谷皐、照明の 岸田九一郎、宣伝の斉藤
忠夫、評論家の石上 三登志、それに酒井敏夫（ 竹内博）という陣容である 。生き証人、

当事者 ばかりが集まった、ほとん ど唯一の機会だったのでは ないだろうか。
司会は小松左京が 担当した。たしか第２部が 「小松左京ショー」で、そ の関係もあっ

たは ずだ。７月２６日、竹内さ んの死から約一ヶ月後に小 松左京さんまで逝ってしま っ
たが、両者に接点 があると考えた方はすくな いのではないか。

こ の座談会の様子は 、竹内博 さんが村田英樹さんと共同 で編集した「ゴジラ１９５ ４ 」
（‘９９ 、実 業之日本社 ）に再録 されている 。実はそ の原本は 、筆者が イベントの直後 、
初めて編集した同人誌であ った。正月休みを使ってテ ープ起こしとガリ切りを行 い、手

伝ってもらっ た友人に作業の大変さに怒 られたりして、竹内さんに も届けたところ、非
常に喜んでもらった 。
こん なに早い時期に 、しかも 自発的にということを高く 評価され 、
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関係者全員に配ってあげる とまで言われたので、こち らも天に昇るような気分 だった。

私はまだア ルバイトを１回やったかど うかの時期だから、自分に とって初めて社会に
出ている人から褒められ た瞬間だったのではないか 。そういう意味でも大き な恩を感じ

ている。
なぜそこまで盛り上が ってしまったのか、自分も 何かしなければならない という気分

になった かと言えば、やはり同じＳ Ｆショーに原因がある。そ こでは実はテレビでは見
逃していた『宇宙戦 艦ヤマト』の第１話が１６ ミリでフィルム上映された のである。超

鮮明で 大画面に展開するそのＳＦ 映像は、大きな衝撃を刻み こみ、同じ年内に制作ス タ
ジオへ見学に行こ うという機運が盛り上がる 。それが翌年のファンクラ ブ結成へと発展

して いくのだから、本当に自分 の原点は、竹内博さんと初 めて出会ったころにあるの だ
と、振り返ってそ う思う。

実 は円谷プロでの怪獣倶楽部 の会合は日曜日だから、夜 ７時半は『宇宙戦艦ヤマト 』
の本放送であっ た 。ところが 裏番組は他ならぬ円谷プ ロ制作の『Ｓ Ｆドラマ 猿の 軍団 』
だから、そ っちをか けていた 。
『猿の 軍団』の原 作は小松左 京、豊田有 恒、田中光 二各

氏で、 夜８時は 同じ小松左 京原作のド ラマ『日本 沈没』であ る 。
『ヤマト』 の監修は豊
田有恒氏だし、ＳＦショー のパンフレットの表紙を 描いていたのは『ヤマト』 のデザイ
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ンを担当したスタジオぬえ だったりするので、なんだ か同じような要素がグル グル回っ

ているが、要 するにそういう濃密な時 代だったわけだ。
通例だと 『日本沈没 』が終わっ て会合がお 開きになっ ていたよう に思う 。
『ヤマ ト』

の本放送が 見られなかったのは４話（１０／２７ ）
、５話（１ １／３ 、ＳＦショー の日 ）、
９話（１ １／２４ ）
、１ ５話（１／ １２）と克 明に記憶し ている。こ れが初期の 会合の

開催 日という わけだ 。
「決戦 七色星団 の攻防戦 」の２２話 （３／２） だけは会合 を
途中で抜けたはずだ から、このあたりから第１ 日曜日と決まり、会誌がで きたのではな

!!

遺産 」
（小 学館）が 残っていた ので驚きつ つ、映画『 ノストラダ ムスの大予 言』Ｂ全ポ
スターとともにいただいて 帰った。

に 残っている。まだ、スタジ オぬえのパワードスーツ版 文庫が出る前であり、とい うこ
とは高校生の自 分は銀背で読んでいたわけ だ。よく考えれば原作を 読まなくても解答で
きそうな出 題だが、 商品として 用意された 中に写真集 「円谷英二 日本 映画界に残 した

は男 か女か 」という『宇宙の戦士 』からの出題に正解した 。同席されていた矢野 徹氏（
『宇
宙の戦士』の翻訳 者）が「ロジャー・ヤング って何だ？」と問題発言 をされたのも記憶

いか。
書き漏 らしたこと としては、 ＳＦショー のクイズで ある 。
「ロジャ ー・ヤング の艦長

!!
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これは「円 谷一 編」とな っているが 、実作業と しては竹内 博さんが大 伴昌司さん と

共同で編集し た写真集である。１９７ ３年早々の発行直後に円谷 一さん、大伴昌司さん
が相次いで亡くなり、円 谷一さん宅に寄宿していた 竹内博さんは絶望感を覚 える。その

反動もあっ て起こしたのが、１９７ ４年の一連の行動だったの ではないだろうか。竹内
さんは『ゴジラ』のフ ィルムを研究するためにＳ Ｆショーを途中で抜けてい るが、情熱

と精魂を こめたこの写真集の行方を 気にかけていたと聞く。
それが自分の手にわ たり、自分自身の続く３７ 年にわたる活動の情熱に火 がつく原点

となっ たのは、聖火のバトンリレ ーのようで奇縁であるよう に感じる一方で、最初か ら
仕組まれていた運 命でもあるように、いまは 受け止めている。

その 大きな意味を噛みしめつつ 、天に召された竹内博さん に改めて深い感謝を捧げ た
いと思う。

【付記】ここま で書いた後、８月１４日の コミックマーケットで、 氷川のブースに財団

法人大宅壮 一文庫の 資料課の方 が来訪され た。なんと 竹内博さん が生前、Ｓ Ｆ-マ ガジ
ンのバ ックナン バー全部な ど（２００ ８年まで ）
、個 人としては 最大数の雑 誌寄贈をさ
れていたという。そのお礼 のコンタクト先を訪ねて のことだった。脱落してい る号のみ
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きちんと古書店で見つけて 補填された等の逸話は 、まさに「バルタ ン星人三代目 」や「巨

大ラゴン」の 写真を差し込んだのと同 じ竹内流の発想。円谷英二 や香山滋に関して後進
が調査するとき、大宅壮 一文庫に行けば何の問題も ない状態にされたのだろ う。竹内さ

んは資料を 死蔵せず、万人が使える かたちにすることを生涯貫 かれたのだと感激した。
この志をどう継いでい くのか、真摯に考えていき たいと思います。

