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“クール”で“ワンダー”な日本マンガ事情

吉　村　和　真
京都精華大学マンガ学部教授

○吉村　今日の講演内容は、ちょうどみなさんのような、マンガの市場を引っ張ってきた世代と

も関わってくるのではないかと思っております。みなさんが子供の頃のお話だったり、あるいは、

みなさんのお子さんやお孫さんに関わるお話だったり、何かしら具体的な接点が出てくるように、

そして、気楽な質疑応答ができるようにと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

　まず、今、清田所長のお話に「はだしのゲン」と「美味しんぼ」という単語が出てきましたの

で、そこからお話に入っていきましょうか。

　あらかじめ申しますが、きょうは一緒にマンガを結構読んでいくことになります。昨年この「は

だしのゲン」をめぐっては、ある描写が問題視されました。もとは日本軍の蛮行の有無といった

歴史認識を巡る批判だったのですが、みなさんもご存じのとおり、作者の中沢啓治さんは被爆者

でして、その実体験を基に描かれた被ばくシーンについて、あまりにも残酷なので子供に見せて

いいのかみたいな議論にまで広がりました。その結果、図書館に置くべきかどうかというような

事態に発展したわけです。

　一方の「美味しんぼ」は、今年のことなのでまだ記憶に新しいかと思います。単行本の 110 巻

の表紙に福島第一原発の写真が映っていますが、作中の主人公が鼻血を流すシーンがあり、その

要因として放射線量の問題が指摘されるのですが、はたしてそうした健康被害が科学的に見て事

実であるかどうかとかいうことが話題になりました。

　いずれもマンガが社会に与える影響としてわかりやすい事例ですが、もともと私は「はだしの

ゲン」についての研究書を出していたりしたので、昨年の騒動の際にはいろいろと取材を受けた

のですが、今年のこの「美味しんぼ」についても複数の取材がありました。大まかに言って、国

内の新聞社やテレビ局からは、このマンガが持つ科学的根拠の是非や風評被害の影響力について

の質問でしたが、私にとって一番印象深かったのは、ロイター通信からの二つの質問でした。

　一つは、なぜ日本では、マンガの主人公が鼻血を出しただけで、こんなに騒がれるのかという

ことでした。つまり、そもそもマンガに登場する人たちが鼻血を出そうが何をしようが、それが

社会的に影響力を持つというのが理解できませんと。たしかに閣僚までもがコメントしましたよ

ね。それが正しいかどうかは別として、マンガについて堂々と語れる人や場所が政治の中枢にま

で存在することに、海外の人は驚いているわけです。
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　もう一つは、とはいえ、東北大震災あるいは福島の原発事故は、国際的にもずっと注目されて

おり、その原発問題についてマンガがメッセージを発信し続けている意味について聞かせてくれ

と。裏を返せば、文学や映画に比べ、フクシマのことを表現する手段としてマンガばかりが目立

つのはなぜかということでした。実際、つい最近のことですが、6月 28、29 日には、私も理事を

務める日本マンガ学会の第 14 回大会において、「マンガと震災」というテーマでシンポジウムを

開催し、いかに多種多様な観点や方法から、マンガが震災や原発の問題を描いてきたかについて

意見交換を行いました。

　この二つの質問に私が何と答えたかについては、ここでは割愛しますが、確認しておきたいの

は、国内ではマンガの中身についての質問、海外ではマンガの社会的存在そのものについての質

問ということで、明確な落差が見られたということです。この落差に私は、大きな関心を覚えま

した。そして、そうした落差を知っておくことが実はマンガに関する問題の外堀と内堀を埋めて

いく作業であり、同時に、マンガを学術的に捉えていくための視点と方法なのだろうとあらため

て思いました。実のところ、きょうの講演のキーワードである「クール」と「ワンダー」は、そ

うした海外と日本のマンガに対する感覚の落差を含意しています。

　ちなみに、「美味しんぼ」を手にとってご覧になったことのある方は、どれぐらいいらっしゃる

のでしょうか。

○会場Ａ　マンガは読んでいないですけどテレビで。

○吉村　ドラマも放映されましたものね。では逆に、名前も知らないし、基本的な設定すらわか

らないという方はどれぐらいいらっしゃるのですか。わかりました。ありがとうございます。少

しだけ説明を加えますと、タイトルが示すように、大まかなジャンルとしてはグルメマンガにな

ります。「ビックコミックスピリッツ」というところで、もう 30 年近く掲載されてきました。今

は不定期連載ですね。

　ここにいるのが主人公の山岡さんで、彼と実の父親である海原雄山が、お母さんの死をめぐっ

て仲たがいをして、食を通じた対決をするのです。ただし単なるバトルではなく、二人ともとて

も食に精通していて、食の観点から日本全体、文化全体を考えるような問題提起をしていく。そ

ういうお話なのです。

　その中で、「福島の真実」というタイトルになっていますが、被災地である福島で、それこそ風

評被害に遭っている農家の問題に取材を通じて迫りながら、震災以後の自分たちの問題を提起し

ていくというのがこのシリーズです。その終盤で、先にふれた鼻血のシーンが出てくるわけです。

要するに、この「美味しんぼ」は半分フィクションで、半分ドキュメンタリーといった構成のマ

ンガなのです。それだけに、社会的影響力を持ったとも言えます。　

　ただ、この原発の問題を取り上げる以前にも、実は「美味しんぼ」が新聞で取り上げられたこ
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とがあるのです。その記事を知っている方いらっしゃいます？何かと言うと、先ほど紹介した主

人公の山岡と実父である海原雄山が途中で手打ちするのです。今までの恨みを忘れようと。そう

したら、それが新聞に取り上げられたのです。「山岡と海原、ようやく和解」のような見出しで

（笑）。和解も何もマンガだろうという話ですが、同じような事例として、日本でもっとも有名な

サラリーマンの1人だと思いますけども、「課長島耕作」というマンガがあって、主人公の島は部

長や取締役に出世して、ついに社長になるのです。その際、「島耕作、社長就任」と新聞で報道さ

れたのです。

　そういう事例を挙げていくと、先ほどのロイター通信のように、なぜマンガの主人公の言動が

それほど社会的に話題になるのか、ということになります。そうしたマンガの世界と現実世界と

が別物であることをわかっていながら、私たちはそこに泣き、笑い、怒りや喜びを共有していく

ような社会が成立しているわけです。島耕作の社長就任報道を見て、「あれはフィクションなんだ

から、こんなウソの報道はやめろ」とは言いません。「マンガの世界の話だけど、よくやってるな

あ」というぐらいのものです。そこには、ある程度の社会的合意が存在するわけですが、そうし

た社会的合意というか雰囲気自体が、海外からすると不思議に見えるわけですね。

　このように、日本では普通だけど世界的には一般的ではないとか、その逆の感覚というのはマ

ンガの世界だけではありませんが、近年のマンガやアニメの国際的な広がりを考慮すると、そこ

にはいろんな興味深いことが見えてきます。

　その一つが、「クール」という評価です。「クールジャパン」という単語はご周知の通りですが、

「MANGA」や「OTAKU」が国際語になり、「萌え」などのキーワードを介して日本文化を享受

する人たちが世界のあちこちに増えています。世界に進出する日本のマンガということで、そこ

に新たなソフトコンテンツとしての可能性を見出そうというような言説はもうこの 5年、10年辺

りでどんどん広がって、今や別に珍しいことではなくなりました。

　そんな中で、私が勤務する京都精華大学と京都市が共同運営で2006年に開館した、京都国際マ

ンガミュージアムには、大体年間にどれぐらいの来館者があるかと言うと、昨年度実績で26万人

ですが、その約10パーセント、およそ3万人あたりが海外からの来館者なのです。もともと京都

が国際的に有名な観光都市ということもあるでしょうが、実にさまざまな国や地域から多くの来

館者があります。

　ただ、ここで同じ「国際」とか「世界」と言っても、画一的に把握しては見えてこないことも

あるので補足しておきますが、少なくとも欧米圏とアジア圏とでは、マンガの需要の仕方やその

背景はかなり違うんです。

　アジア圏、特に中国と韓国が分かりやすいんですが、簡単に言えば、海賊版が氾濫していまし

たので、その影響が強いのです。例えば、「鉄腕アトム」ですら、韓国のマンガだと思われていた

時代もありました。つまり、自分たちの国のキャラクターと思って受容していたら、実は日本の

マンガだったと。換言すると、日本生まれかどうかは別として、アジア圏ではもともとマンガに
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親近感があるんです。

　ところが、欧米では、マンガに違和感を持っていた。厳密に言うと、そもそもマンガに似た表

現は欧米でも存在するんです。「スーパーマン」だったり「スパイダーマン」だったり、アメコミ

もたくさんありますし、フランス語圏のコミックは「bande dessinée」といいまして、『タンタン

の冒険』など世界的に有名な作品も多く、日本でもだんだん知られてきています。でも、日本の

マンガの特色は、子供だけではなく大人も読むということなのです。一般的に海外では、大人に

なったらマンガは卒業するんです。だけど日本では、大人になってもかなりの人がマンガを読ん

でいる。

　これもやはり海外からすると不思議に見られていました。80年代半ばぐらいになって、日本で

はなぜそんなに大人もマンガ読むんだろうという研究も出てきました。その頃から日本マンガの

海外翻訳が増えていくのが重なる形で、「大人が読むに値するマンガ」が存在することを発見し、

いわば尊敬の念というか、不思議だけど格好いいという、「クール」な側面を欧米の人たちは日本

のマンガに見ていくようになります。

　要するに、アジアでは親近感が、欧米では違和感が根っこにあって、日本のマンガへの理解が

深まっていくという過程がそこに存在するわけでして、それを少し知るだけでも、「世界での日本

マンガの人気」をもっと丁寧に考えることができるということです。そのあたり、ちょっと気を

付けると視野が広がってきます。

　そして、今回の講演では、その「格好良さ」よりも「不思議さ」のほうに注目したいと考えて

います。ただ、国際的に日本のマンガが読まれていると言ったって、いろんな形があるんです。

そのあたりをちょっと補足しておきましょう。

　一般的に日本では、マンガは単行本とか雑誌になって読まれるというイメージがありますが、

世界にはもっと別の形式も存在します。例えばここに持参したのは、「マンガ週報」と書いてあり

ますが、新聞のような形になっています。中には講談社「週刊少年マガジン」の作品も載ってい

るのですが、これは1990年代の終わりにマレーシアで買ってきたものです。こうして新聞を読む

ように見開くと、こんなふうになるんです。わかりますか。片側のページにマンガの 4ページ分

が、見開き 2ページに 8ページ分が載っているんです。

　週刊誌のマンガって、一話がおよそ 18 ページとか 20 ページで終わるんですが、この新聞形式

だと、2回か 3回ページを開いたら終わってしまうんですよ。通常、マンガはページをめくった

ときの次の展開をイメージして描かれていますので、コマ割りを考えるうえでも頁数ってすごく

大切なんです。だけど、この新聞形式では、そうした計算されたコマ割りが全部台無しになるん

です。見開きで眺めた瞬間、目線の先ですでに落ちが見えたりしているわけです。だから、作品

の感想も全然違ってくるわけです。でも、この新聞形式は、ページ数や紙質の面ではとても安く

すませられますよね。

　こうした事例も考慮すると、日本のマンガが「クール」と言われているとしても、国や地域の



─ 32 ─ ─ 33 ─

さまざまな事情によって、受容の仕方やその影響力も変わってくるんです。という、当たり前の

ことだけど、けっこう忘れがちな事実をおさえたうえで、話を進めましょう。

　さて、今から言及する日本マンガの不思議さ、すなわち「ワンダー」な要素というのは、実の

ところ、日本に住んでいる私たちが一番気づいていないことかもしれません。なぜかと言うと、

私たちはあまりにもマンガが身近に存在する社会にいるので、マンガに対する距離感が取れない

のです。

　例えば、私は京都精華大学のマンガ学部長という立場にありますが、入試業務などをしている

と、保護者の方に「どうしてわざわざ大学でマンガを研究する必要があるのですか」とか「うち

の子供がマンガ学部に進学したいと言ってますけど、大丈夫でしょうか」などと尋ねられること

がよくあります（笑）。

　ちょっと考えてみてください。文学部とか経済学部に行くのに、「どうして大学に文学部がある

んですか」とか「うちの子が経済学部行こうとしてますけど、責任取ってくれるんですか」なん

て言われないじゃないですか。あるいは、教育学部に進学する学生がすべて教員になるわけじゃ

ないように、マンガ学部に行く学生がすべて漫画家になるわけではありません。

　そうした声には、そもそもマンガは誰かに学ぶべきものなのか、マンガってそうやって深く考

える対象なのか、という見方や考えが潜んでいます。裏を返せば、そもそもマンガは簡単でわかり

やすいものと思っているわけです。その点については、みなさんもあまり異論はないと思います。

　結論めいたことを言うと、しかしそれは、マンガが当たり前のように身近に存在して、マンガ

を普通に読むことができる社会にいるからなんです。でも、海外から見たらそんなことはないん

です。実はマンガって難しいんです。そのマンガに対する認識や距離感の落差について、日本の

マンガが持っている量と質の側面、そして一部ですけど、マンガの歴史に触れながら説明を進め

ていきたいと思います。

　プリントをご覧ください。そこに「マンガ市場の推移」という項目がありますが、まずはみな

さんがどれほどマンガを読まれてきたのか、あるいはもう読んでいないのかなどについて質問し

ます。この中に今でも普段からマンガ読んでいる人はいらっしゃいますか。何人かいらっしゃい

ますね。では、どんなものを読まれていますか。

○会場Ｂ　なんでも読みます。本が好きだから。

○吉村　そうですか。

○会場Ｂ　マンガでも小説より面白いマンガっていうのは結構多いですよね。ストーリーもしっ

かりしている。だから、下手にマンガばかりってバカにするものじゃない。麻生太郎が『ゴルゴ

13』が好きというのは、よくわかります。
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○吉村　なるほど、そうですね。『ゴルゴ 13』を読んでいたら世界情勢などもわかるようになり

ますもんね。あと他に手を上げてらっしゃった方、いらっしゃいましたよね。そのあたりは若い

世代ですがどうですか。

○会場Ｃ　ジャンプとか。

○吉村　ジャンプ、雑誌を読んでいるわけですね。当然好きな単行本も読んでいるという感じで

すか。他にいかがですか。この中に今も積極的にマンガに触れてらっしゃる方っていうのは。そ

れほどはいないですね。分かりました。

　では逆に一切マンガは読んでこなかったという方は、どれぐらいいらっしゃいますか。あ、い

らっしゃいますね。その方々からすると、なんで若い人たちがこんなにマンガ読むのかよくわか

らないという感じですか。それはありますよね。

　みなさんのお話を伺ったうえで、マンガの市場について説明をします。まずはどれだけ市場が

大きいかという話、つまり量の側面です。現在日本で最も売れているマンガ雑誌は『週刊少年ジ

ャンプ』です。そのジャンプが今何部発行されているかわかりますか。正解は約 280 万部です。

これは一週間の数字です。で、日本で一番売れているマンガ作品は、そのジャンプに載っている

「ONE PIECE」です。名前ぐらいは聞かれたこともあるんじゃないでしょうか。その「ONE 

PIECE」の発行部数ですが、70巻以降あたりから一巻につき 400万部、累計で 3億部に迫る勢い

です。例えば、村上春樹さんが 100 万部のベストセラーを出したとか見聞しますけど、比べもの

にならないことがわかります。まあ、「ONE PIECE」は特例と言えますが、マンガの売り上げベ

スト10に入るような作品は単行本一巻につき100万部を超えてきますので、他の出版物に比べて

マンガの数字が大きいという認識は間違いないです。

　次に、マンガ雑誌の売り上げの推移ですが、雑誌の発行部数は 1995 年をピークに、それ以降、

前年を上回ることなく、今にいたるまで下がり続けています。もう20年前近く減少が続いている

わけですね。先ほど、現在一番売れている雑誌がジャンプで、週に 280 万部と言いましたけど、

ピーク時には約650万部出ていました。日本の人口が約1億 2,000万から 3,000万人だとすると、

どれだけものすごい数字だったかわかります。

　マンガの影響について考えるためには、この量の側面をまず知っておく必要があります。　そし

て、これこそ世界的に見て異常な環境なんです。単行本と雑誌を合わせると、2000 年代でも総計

で約10億冊のマンガが日本社会には流通しているのです。しかもこの数字は単なる発行部数であ

って、実読者の数とは簡単に比例しません。マンガの場合は実読者の方が多いと推察されます。

私たちのような研究者の本は、発行部数よりも実読者は少ないと言われるんですが（苦笑）、マン

ガは単に買って読むだけでなく、立ち読み、回し読み、古本との出会いなど、いろんな形式や動

機で接する機会があります。
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　中でも興味深いのは、いわゆる新古書店です。この数が全国に軽く 100 以上は存在するわけで

す。つまり、少なくない読者が日本ではマンガを買って捨てて、また買うんです。　こうした消費

行為によって成り立っている企業が複数あって、ちゃんと儲かっている。でも日本に住んでいる

と、それを不思議と思わない。それが不思議なんです（笑）。海外ではちゃんと不思議だと感じて

いる人がたくさんいます。「なんでせっかく好きで買ったものを捨ててまた買い戻すんだ、それっ

て、変じゃないか」というわけです。

　「マンガとは何か」と考えるときに、僕はこの買って捨ててまた買い戻すという行為、これって

かなり重要だと思っています。なぜかと言うと、マンガは後生大事にするようなものではないか

らです。とりあえず読みたい時にあればいい。ふだんは別になくても構わない。だけど、ないと

なんとなくもの足りない。だけど、欲しくなったときは適当に入手できる。とても身近な、でも

海外から見ると奇妙に映るこの感覚、これを私たちが普通に持っていることに、少し留意してみ

てください。

　もう一つ興味深い対象を挙げるならば、それはコンビニです。このコンビニが面白い。国際的

にみて、コンビニでのマンガの売り上げが大きくなっているのは、日本だけです。それはなぜで

しょう。皆さん本をどこで買うかといったら、当たり前だけど本屋と言うと思うんです。それは

本が欲しいから本屋に行くんでしょう。でも、コンビニでは何を求めるか言えば、ご飯とかお茶

とか日常品を買いに行くわけです。だけど物色しているあいだにマンガも視野に入るので、つい

手にしてしまうということがあります。つまり、自分が欲しい本を買いに行くんじゃなくて、な

んとなくあるから買うんです。

　先ほどお見せした「はだしのゲン」は汐文社という出版社が刊行している新書版でして、これ

が学校図書館に入っているものです。全 10巻になります。ところが、2005 年、戦後 60周年のと

きに、これがコンビニマンガ版で発売されました。コンビニ版の特徴は、新書版と比べたら一目

瞭然なんですけど、カバーがなく、紙の質が悪いんです。だから、この厚さなのに安いんです。

新書版 2冊分 1200円のものが、コンビニ版 1冊 650円で買えるんです。とはいえ、僕はコンビニ

版でも新古書店で 100 円で買ったんですが（笑）、こういうことができるんですよ、日本では。

　「はだしのゲン」の作者である中沢啓治さんは、亡くなる直前にインタビューする機会があった

のですけども、この作品のコンビニ版化を非常に喜ばれていました。なぜなら、教材として図書

館に置くためにマンガを描いたんじゃないと。もっと気楽なマンガとして読まれたいと。もとも

とこの作品は、最も子供が支持する『週刊少年ジャンプ』から連載開始した経緯もありますしね。

1973 年のことです。このコンビニ版は初版が 5万部だったそうですが、さらに増刷もかかってい

ますし、今年ももうすぐそうですが、夏が近づくと戦争を振り返る季節ということで、コンビニ

に並び出すんです。

　歴史的に言えば、出版社としても1970年代に入るまでは、雑誌に載った同じ作品が単行本化さ

れても、そんなに買う人が出てくるなんて思っていなかったとのことです。ところが、雑誌で読



─ 36 ─ ─ 37 ─

んでいても単行本でまた買うという読者が予想以上に多く、どんどん両方の市場が広がり、さっ

きの1995年でピークをむかえ、今は雑誌が減少を続け、単行本はほぼ横ばいを続けるという状態

にあるという流れです。

　要するに、高尚な芸術や文化というより、マンガは健全な意味での娯楽であり商品なんです。

マンガ読者の消費行為はまさにそれを示しているし、だからこそ日本のマンガ市場は世界に類を

見ないほどの量の側面が成立しているわけです。

　では、いつからそんなふうになっていったかという話をすると、ちょっとプリントに書いてい

ますけども、「右手にマガジン、左手にジャーナル」という流行語が1960年代後半にあるんです。

記憶にある方もいらっしゃるかもしれませんが、ここでいう「マガジン」とは『週刊少年マガジ

ン』で、「ジャーナル」とは『朝日ジャーナル』のことです。

　ここには、子供の読物と政治オピニオン誌とが両立できる状況に対し、上の世代からすると「い

い大人がなぜそんなにマンガにとりつかれるんだ」という皮肉や疑問が込められている一方、下

の世代からすると、それこそが新しい感覚だという自負の念が込められています。重要なのは、

結果的に「マンガを卒業できない世代」が登場し、拡大していくのがこの1960年代以降から、つ

まりおよそ 50 年続いているという日本社会の現実です。

　だいたい昭和から平成に移るころ、子供と大人のマンガ市場の割合は変わらなくなってきて、

今では大人の方が大きくなっています。そう、マンガの市場を支えているのは日本の場合、大人

なんです。マンガは子供の読物ではありません。ジャンプもなぜあれほどの発行部数をキープで

きるかと言えば、大人が読むからです。ちなみに、ジャンプは少年誌でありながら女子も読みます。

　さて、これまで量の話をしてきましたが、次に質の話に入ります。その前提としてふれておき

たいのは、マンガ体験というのは読むだけのものではありません。マンガについて考えるときに

は、アニメやキャラクターグッズ、映画やテレビドラマ、あるいは絵本やイラストなど、いわば

「マンガ的世界」や「マンガ的表現」といった領域にまで問題は広がります。

　このあたりの、質と量の関係について話をする際、私はずっと欠かせない事例として、この「ド

ラえもん」を取り上げます。この作品は、1970 年から小学館の学年誌で連載開始しましたが、今

や存在を知らない人はいないでしょう。というより、私の関心から言えば「ドラえもん」を知ら

ずに生きることができない環境が日本にはあるんです。僕はこれを「ドラえもん包囲網」と言っ

てあちこちで主張していますが、全然定着しません（苦笑）。でも、これってすごいことなんで

す。幼い頃から周囲の影響で「ドラえもん」に出会い、気が付けばいつの間にか頭の中に耳がな

い青色のネコ型ロボットが住みついていて、自分が困ったときには助けてくれるんじゃないかと

思ったりするわけです。これは「ドラえもん」に限らず、もっと年齢を下げれば「アンパンマン」

にも共通することです。1歳未満の子供ですら反応しますからね。

　ここがポイントです。マンガというのは、自分が好きか嫌いか自覚しながら選ぶというよりは、

今の子どもたち、もっと言えば先ほどのマンガを卒業できない大人たちが親になり、当たり前に
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マンガを読む環境の中で育った子供や孫たちが今いるわけです。無自覚的な環境の中で出会う、

質的な観点からマンガの影響力を考えるには、その現実に目を向ける必要があるのです。マンガ

の本質的な影響力は「いつの間にか」の中に存在しています。

　そのことを考えるうえで有用な素材、それがこの学年誌『小学一年生』です。この中で学年誌

を読んで育った方はいらっしゃいますか。結構いらっしゃいますね。現在、『小学三年生』以上は

休刊中で、学年誌も出版不況の波に飲まれていますが、その中で残っている『小学一年生』の2005

年 3 月号を持ってきました。2005 年の小学 1年生というのは、今の高校 1年生にあたります。

　開いて見ていくと、いろんなキャラクターが出てきます。ドラえもんはもちろん、ポケモンや

ムシキング、その当時の仮面ライダーなど。ここで「ポケモン」を一緒に読んでみると、キャラ

クターのセリフとナレーションを区別するふきだしの形や、大小入り混じった複雑なコマ割りな

ど、いろんなルールというか文法があることがわかります。だけど、この文法を読者である子供

たちは、特に誰かから教えてもらったという記憶はほとんどありません。そういうもんだと思っ

て、子供たちは「いつの間にか」読めるようになっているのです。

　例えば、こういうコマ割りがとても複雑なページがあります。質問しますけど、どの順番で読

むかわからない方はいますか。

○会場　わからない。

○吉村　けっこういらっしゃいますね。でも、実は作中に正解が書いてあるんです。見えますか。

それぞれのコマの中に番号が振ってあるんです。16、17、18 とか。でも興味深いことに、学年が

上がるとこの番号は消えてしまいます。つまり、出版社の配慮としては、1年生のころにはまだ

コマの順番がわからない可能性があるため番号をふるけれど、それ以降になると自立したマンガ

読者になっているだろうというわけです。

　次にムシキングを呼んでみると、「ドカーン、ガー、キラー、ピチャー、ドボーン、シューン」

というように、たくさんの擬音語が書かれています。これを読めばおよその内容が理解できるぐ

らいです（笑）。例えば、私たちは「犬はなんと鳴くか」と聞かれたら「ワンワン」と答えるでし

ょう。でも、本当に犬がワンワンと鳴いているかと言えば、私たちが絵本やマンガを通じて「ワ

ンワン」と犬は鳴くものだと思っているからそう聞こえるのです。その証拠に、同じ犬が鳴いて

いたとしても、アメコミを読んで育った人に「この犬はなんと鳴いているか」と聞けば、「バウワ

ウ」と答えるはずなのです。

　つまり風景や音は、ニュートラルにそこに存在しているわけじゃないんです。何らかの文化的

体験や環境のフィルターを通じて、それを解釈したり感受したりしています。だから、ここに書

かれたドバーンとかゴーとかは、相手をやっつけたり飛んで行ったりするような擬音語なんでし

ょうけど、これも一つのマンガ的世界、マンガ的表現として考えるべき「マンガの影響力」であ
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り、「日本のマンガ読者の不思議さ」を基礎付ける要素だということになります。

　次の事例は少女マンガからですが、ここに登場する主人公の女の子を見て、読者である子供た

ちはかわいいとか、悲しそうだと思うわけです。だけど、普通に考えて、こんなに目が大きい人

間はいないでしょう（笑）。明らかに変です。この顔なんか鼻すら描かれていません。かりにデッサ

ンの試験でこんな顔を描いたらアウトです。また、この人たちの髪の色ですが、もともと白黒な

のでわかりづらいですが、カラーページでは金髪や茶髪、ピンクや紫だったりします。

　あるいは、少女マンガを読んでいると、突然、人物の背後に花が咲いたり光が射しこんだりし

ます。でも、あれにも理由があるんです。簡単に言うと、話の流れや文脈よりも、一枚のイラス

トとしての機能が優先されているんです。どういうことかと言うと、さっきの少年マンガと比較

したら分かるんですが、少年マンガでは、コマとコマの間にこういう白い隙間があるでしょう。

これ間白と言います。これがあることによって、コマとコマの自立性が保たれるので、スピード

感やテンポよく読んでいけるんです。なので、スポーツものやバトルものなどと相性がよくなり

ます。一方の少女マンガには、間白がないコマもあれば、枠線が重なっているコマもあります。

重なるとどうなるかと言うと、目線がそこに留まることになります。ジッと見つめるんですね。

そこでイラスト的なかわいさやコマの装飾の方が際立ってくるわけです。だから、話の流よりも

一枚の絵としての機能が優先されることになるわけです。

　さらに別の事例を挙げると、これは英会話学習用のマンガですが、ここに並んだコマは通常の

順番と逆になっています。なぜかと言えば、アルファベットは左から右に読むので、その目線にあ

わせてコマ割りも左から右に流れるようになっているからです。また、これも単純なことですけ

ど、アルファベットは横書きですからふきだしも横に長くなります。だけど、日本のマンガは日

本語を入れますから縦になる。というか、単語や文節によって短く区切るので、丸くなるんです。

　こんなふうに、テーマや絵柄だけでなく、コマ割りから「少年マンガらしさ」や「少女マンガ

らしさ」が分かれていくという見方もできます。重要なのは、そうしたジャンルの区分や文法を、

つまりマンガの読み方を、子供たちが「いつの間にか」覚えていくというか身につけていくこと

の影響力です。私は広い意味での「マンガの読み描き能力」を「マンガリテラシー」と呼んでい

ますが、それをふまえ、少し学術的な言い方をすれば、その影響力とは、マンガリテラシーを身

体化した人間の思想や価値観の問題ということになります。

　当然ながら『小学一年生』の主な読者層は小学校 1年生でして、発行部数は次第に減少してい

ますが10万部から20万部ぐらいです。で、ここ数年の人口はと言えば、小学一年生はおよそ120

万人です。そう考えると、およそ 6分の 1に達するわけで、決して影響力が小さくないことがわ

かりますよね。

　このように考えていくと、「マンガはわかりやすい」という耳慣れたフレーズも、別の意味を持

ってきます。それを説明する際によく私が引き合いに出すのが、母国語と私たちの関係です。そ

れはどういうことか。私たちにとっての母国語は日本語です。でも、言語の習得という意味では、
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日本語はとても難しいんです。私が知っている留学生の大半が言います。日本語は、漢字、カタ

カナ、ひらがな、しかも音読み、訓読みもあって大変だと。でも私たち、つまり日本に居住して

いる人は、日本語が難しいとは思いません。

　もちろん、国語の試験で 100 点を取りなさいというのは難しいです。だけど、日常会話レベル

であれば難しいとは思わないわけです。それはなぜかと言うと、私たちにとっての日本語とは、

幼いころから「いつの間にか」見たり聞いたりして、私たちがしゃべるようになった言葉だから

です。逆に言えば、母国語というのはそのように、自分が覚えた記憶のない言葉のことなのです。

それが母国語なんです。

　そして私が言いたいのは、マンガはもしかしたらその母国語と同じぐらいの影響を持ち始めて

いるかもしれないということです。いつ、どうやって覚えたのか、誰に教えてもらったのか、よ

くわからないけど、私たちはマンガを読めます。だからマンガは簡単だとかわかりやすいと思っ

てしまいます。でも、先ほどから見ているように、マンガには本来、複雑な文法や多様な表現が

あるのです。日本語と同じように、実はマンガは難しいのです。

　現代思想の文脈でも指摘されているように、言語というのは、それを習得した人の思想や価値

観、感覚などを規定します。さっき挙げた、ワンワンとバウワウという犬の鳴き声もその一例で

す。だとすると、子供から大人まで、マンガを読むのが当たり前の日本に生まれ育ち、いつの間

にかマンガリテラシーを身につけてしまった私たちが「マンガの影響力」を客観視するには、自

覚的に選択したいくつかの作品だけでなく、これまで無自覚的に接触してきた、総体としての「マ

ンガ的世界」というか「マンガ的環境」に目を向ける必要があります。そうでないと、「マンガの

影響力」を立体的に把握することはできません。

　私たちのマンガリテラシーは本当にすごいというか不思議なもので、例えば、登場人物たちの

目の描かれ方や読み取り方だけでも、いろんなことが言えます。私たちは、マンガを読むときに

すぐ登場人物の顔を見ちゃいます。その「すぐ顔を見る」という視線の運動自体にも、実は固有

の歴史的背景が潜んでいるのですが、時間の都合上、それは割愛します。

　例えば「マンガにおける目の描かれ方」を概説しますと、だんだん目が大きくなり、表情豊か

になっていくわけです。これは「のらくろ」の目で、黒くて大きいですが、まだ内面的な感情が

あまりこめられていないことがわかります。今のマンガみたいに、目玉がビョーンと飛び出した

り、いろんなタイプの涙を流したりしません。こうした様子は「冒険ダン吉」でも似たようなも

のです。で、戦後どうなるかと言うと、厳密には戦前にもないわけではないので、あくまで概説

ですが、手塚治虫を代表として目に内面的感情や性格、あるいは役割をどんどん込めていくこと

になります。よく少女マンガの特徴として「目が大きい」とか「目に星が入っている」とか言わ

れますよね。あるいは、少年マンガでは怒りや闘志で「目が燃えている」こともあります（笑）。

まさに「目は口ほどにものを言う」ではありませんが、マンガの目は戦後になって、どんどんヴ

ァリエーション豊かになっていきます。
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　こうした目の歴史を踏まえつつ、先に取り上げた「はだしのゲン」読んでみると、また違った

面白さが見えてくるんです。「はだしのゲン」の残酷描写はよく知られたところですが、最も読者

の記憶に残っているのはこの黒い目をした被爆者たちでしょう。これが原爆投下の瞬間です。8

月 6日。この後どうなるか。キノコ雲が立ち上り、たまたま学校の壁に下敷きになって難を逃れ

たゲンが、さっき話していたばかりのおばさんの顔を見るとその黒い目になっているんです。

　これです。顔が焼けただれ目が真っ黒になっています。死んでいます。わかりますか。この後、

被爆者は大半の人がこの黒い目になるんです。私はこの人たちを「黒い目の被爆者」と名付けて、

この人たちが何回登場するか、どのような意味を持つのかということを調べたことがあります。

　先にふれた表情豊かな少女マンガの目が広がっていったのは70年代初頭、その同じ時期に、こ

の「はだしのゲン」では真っ黒な目が描かれたわけです。両者を比較すると、黒い目が、いかに

生気のない、恐ろしげな暗黒のイメージを喚起するのかがわかってきます。したがって、この被

爆者たちは、まだ一命を取り留めているとしても、もうすぐ死んでしまうのだろうという、非業

の死を予感させるのに十分な表現なのです。

　中沢さんは、どうやったらリアリティのある被爆者を描けるか、どうやったら原爆の怖さや戦

争のひどさを子供たちに伝えられるか、一生懸命考えたわけです。そこで、生理的な嫌悪感を喚

起するために、わざわざ目を黒く描いたんです。このわざわざというのは、調査の結果わかった

ことなんですけど、本当に、執拗なくらい、でも計算のうえで、目を黒く潰しているのです。

　例えば、被爆者たちが船で離れ島に運ばれていくシーンがあり、そこには 100 人ぐらいの小さ

く描かれた被爆者が乗船しているのですが、よく見ると、どれもみな黒い目をしています。でも、

その被爆者たちを連れて行く乗組員たちの目は、帽子の影に隠れていて、黒い目ではないのです。

つまり、この黒い目は、瀕死の被爆者たちにのみ与えられた表現なのです。こうしたところに、

被爆者でありマンガ家でもある中沢さんの、執念のようなものを感じます。

　同時に、この被爆者たちの黒い目を見ることで生理的な不安を感じてしまう私たちは、先ほど

指摘したように、あんなに大きい目をして人間とは思えない女の子を「かわいい」と思うわけで

すが、そこにはやはり「マンガを読む」というリテラシーにまつわる影響力を看取できます。し

かもその影響力は、マンガ読者という集団的な価値観や感性の問題として存在しているのです。

　したがって、例えば「はだしのゲン」の残酷さという問題にアプローチするのであれば、個別

の作品の内容や作者の思想だけを取り上げるのではなくて、その残酷さを「そのようなもの」と

して解釈する、私たちのマンガリテラシーにまで視野を広げないと、「マンガの影響力」を表面的

にしか理解できず、つかみ損ねてしまうと私は言いたいわけです。

　さらに言えば、同じ黒い目でも、別の意味や背景を持つ事例もあります。ここ数年来、エッセ

ーマンガというジャンルが流行っています。このエッセーマンガに至っては、登場人物たちの目

は、黒いというか、もう単なる点なんです。ただし、点だけど、その小さな黒い目の中に、喜怒

哀楽をはじめとする豊かな感情を表現しています。というか、読者である私たちは読み取ってい
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ます。ちなみに、小さな点のような、この種の目にもそれなりの歴史があるのですが、今日は割

愛します。いずれにせよ、目という一つの表現だけを切り取って考えても、マンガリテラシーを

身に付けたマンガ読者という存在、つまり現代日本に住む私たちが、実は海外の人たちからする

と、不思議な存在と思われてもおかしくないということがわかります。

　そうしたマンガあるいはマンガ読者をめぐる不思議さに、今日はいくつかの視点で気付いても

らおうと考えていました。日本のマンガや読者、あるいは総体としてのマンガ環境は、「クール」

という以上にとても「ワンダー」なんです。前半の方で、なんでマンガをわざわざ大学で研究し

なきゃいけないんですかという質問をよく聞かれると言いましたが、もうおわかりですよね。答

えは逆転するわけです。つまり、「なんでわざわざするの」と思われれば思われるほど、「だから

するんです」となるわけです。「マンガなんて簡単だ」と思えば思うほどマンガの影響力にとらわ

れている、だけどそれに気づかない、そのこと自体が、マンガの影響力の奥深さを物語ることに

なるのです。

　そして、日本のマンガが世界にどんどん広がろうとしていることを考えれば、マンガを通じて

得られた発想とか価値観が、もしかしたら世界をどんどん覆っていくのかもしれません。ただし、

単に商業的に売れているから簡単にそうなるかと言えば、表現内容の解釈やメディアの形態、あ

るいは頁のめくり方や目線の方向だけでも、いろんな意味や効果があって、そう簡単ではないこ

ともわかっていただけたかと思います。よく言われますけども、日本のマンガを翻訳するときに

主語の扱いが難しいことも指摘されています。マンガの中で「僕」か「俺」か「オラ」か、どれ

を使うかによってキャラクターが変わるのに、英語ではすべて「I」になったりするわけです。

　そう考えていくと、マンガはとても身近にある存在だからこそ親しみやすく、だけど、親しみ

やすいからこそ客観的かつ理論的にマンガに迫るのはたやすくなく、むしろその他の研究対象と

比べても、多角的な視点や多様な史資料を準備することが重要となってきます。その意味でも、

マンガを大学で論じるには、関連する史資料の収集・保存・公開や、大学の研究機関だけでなく

学校や地域の図書館との連携が求められるわけです。

　その役割を果たせる拠点として、京都精華大学のマンガ学部や国際マンガ研究センター、京都

国際マンガミュージアムなどで、今後もいろんな取り組みを進めていきたいと考えていますので、

どうぞよろしくお願いいたします。というあたりで、私の講演はいったん終わらせていただきま

す。ご静聴どうもありがとうございました。

○司会　吉村先生どうもありがとうございました。それでは、ただ今の講演におきまして、質問

等ありましたら挙手をお願いいたします。

○会場Ｄ　きょうは、大変貴重なお話ありがとうございます。今回のテーマのクールでワンダー

なというのとちょっと離れてしまうかもしれませんが。最近、作画とガーッと絵を描く人は違う
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ようになってきているなと思います。それはいつからなのかと、どうしてそんなってきたのかと

いうところを。

○吉村　作画担当と原作担当がいつごろから出てきたかという質問だと思うんですけど。これは

かなり初期のころからあります。日本で初めての本格的なコママンガといわれている「正ちゃん

の冒険」でも、もともと原作と作画が分担されています。

　その頃、子供に読ませるべきものは何かという議論が出てくるんです。その過程で児童文学も

ジャンルとして整ってくるわけですが、それを文字だけでなく挿絵やマンガで伝えようとする際

に、原作と作画の役割分担がなされていました。

　それとは別に、戦後の市場として、日本初の週刊少年誌となる『サンデー』『マガジン』が1959

年に創刊されるのですが、それによって何が起こるかというと、毎週の刊行にあわせてマンガを

大量生産しなきゃいけなくなります。そこで、できるだけ作業を軽減するために、原作者が必要

とされる流れが出てきます。例えば、その代表的人物が「巨人の星」や「あしたのジョー」の原

作者である梶原一騎さんです。

　また、かつては出版社で若手マンガ家の育成をしていたんですけど、不況が続く最近はすでに

人気のある、売れる人をつかまえなきゃいけない。で、どうやって売れるかというと、マンガで

すからやっぱり絵の要素が大きいわけです。だけど、その人がいろんな話を作れるわけではない

ので、先に原作を用意しておいてそこに若手の描き手を起用する、ということで大量生産を可能

にしているケースも増えてきています。

　逆に、絵を描くのは好きだけれど、話を作りたくないというケースも結構ありますね。京都精

華大学マンガ学部でもそのことが表れていて、マンガ学部は2006年にできたのですが、そこでマ

ンガプロデュースという学科を作ったんです。ここでは編集者とか原作者を養成するんですけど、

去年2013年にはキャラクターデザインコースというのも作って、作画と原作と編集、それぞれに

対応できるように細分化してきました。で、どうなったかというと、キャラクターデザインコー

スの倍率が今一番高くて、とにかく絵を描きたいという人が多い状況なのです。

○会場Ｄ　ありがとうございました。

○司会　他に質問ございますか。

○会場Ｅ　私はいわゆる団塊の世代ですが、昔、貸本屋がありましたよね。それで、小学生のと

き、雑誌ではなく、単行本いわゆる劇画のようなものをちょっと背伸びした感じで、よく見てい

たのですけど。

　例えば、さいとう・たかをさんなんかも昔探偵ものとかよく描いていました。あるいは白土三
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平さんの作品なんか。それで今、海外で出ているのを見ると、いわゆるポケモンとか子供向けが

多いみたいですが、そういった劇画風の作品は、世界でどう評価されているのでしょうか。

○吉村　結論から言いますと、実は今、海外のほうが劇画を読んでいます。その代表的な人物が

辰巳ヨシヒロさんです。辰巳さんというのは大阪のマンガ史を支えた 1人であり、劇画というジ

ャンルの名付け親なんですよ。その辰巳さんが、フランスのアングレームやアメリカなど、世界

的な賞をここ数年で複数受賞しています。ところが、当の日本では、ほとんど忘れ去られたマン

ガ家のようになっています。

　特に「TATSUMI」という辰巳さんのマンガ家人生をアニメにした映画を、数年前にシンガポ

ールの監督が制作して国際的に高い評価を受けたのに対し、日本では一切配給されなかったこと

は、そうした日本と海外での評価の温度差をよく表しています。実はそこで、京都国際マンガミ

ュージアムで辰巳さんをお呼びしたトークショーをやり、それとあわせて京都シネマで 1週間だ

け「TATSUMI」のレイトショーをやりました。辰巳さんは劇画の立役者ですが、名前の挙がっ

た白土さんもそうですし、水木しげるさんなんかもそうですね。

　そうした劇画で活躍された先生方は、海外でもポケモンとかジャンプとかではなくて、アート

としてマンガを評価したいと思っている読者たちの目に留まっているんです。マンガは子供だけ

でなく大人にも通用するようなテーマや表現を持っている、と客観的に評価しているのがむしろ

海外に多い。そして、その評価が海外から逆輸入されて、日本で再評価されるみたいな、複雑な

状況になっています。

○会場Ｅ　ありがとうございます。

○吉村　すごく海外から尊敬を集めていますよ、日本の劇画家は。ほかに、つげ義春さんとかも

そうですよ。

○会場Ｆ　少しテーマから外れるかもしれませんが、外国人の方と接することが多くて、そのと

きよく聞かれるのはキャラクターのことです。例えば、高野山に行ったらこうやくんがいますけ

ど、「あれなに？」とかよく聞かれます。

　なんかこのマンガと、共通性があるような気がします。その辺のことを教えていただければと

思います。

○吉村　共通性はとてもあるというか、ど真ん中の話だと思います。正確に言うとマンガやアニ

メ、ゲームをつなぐのはキャラクターですね。学術的にいろいろ議論がある中で、キャラクター

とキャラという定義を使い分けることもありますが、キャラクターというのは、ある世界観の中
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で動いている。いわば物語の中に生きる住人なんです。でも、日本のマンガの特徴は、その物語

や世界観を飛び越えて、どんどんいろいろなところに顔を出していくキャラが多いということな

んです。

　そのキャラの多さはもう異常です、日本の場合。それがよく表れているのがくまモンやふなっ

しーに代表される、ゆるキャラだったりするわけです。そして地方自治体がご当地キャラばっか

り作っていると、今度はその税金がもったいないからもう少し減らしなさいとか（笑）、そんなこ

とをやっているのは日本ぐらいでしょうね。

　だけど、そのキャラになぜそこまで愛着や人間的感情を込めることができるかと言うと、やは

りマンガがそうしたキャラの発信源になっているわけで、その関係を見ていくことはとても大切

なので、海外の人たちに「なぜ日本にはこんなにキャラが多いか」という話をするときには、今

日の講演で言及したように、「マンガ的環境」や「マンガ的世界」という包括的な概念が重要にな

ってきます。

　ちなみに、キャラの種類については、例えば海外の玩具屋に立ち寄っただけでもかなり見えて

きます。そこで種類が多いのは、やっぱり日本のマンガのキャラたちとディズニーですね。現地

のキャラよりも多いですね。その日本の戦略に学ぼうとする国も増えていますが、とにかく日本

はキャラだらけです。よろしかったでしょうか。

○司会　他に質問のある方いらっしゃいますか。

○会場Ｇ　面白いお話でしたが、今お聞きした中で、学部、先生の大学で原作者とそれから描き

手と分かれていると、そこで二つよく話し合うのでしょうか。作者の思想と、描く人の思想とが

一体にならなかったら、いい絵にならないでしょうし。

○吉村　ええ、よくわかります。正確に言うと、ストーリーマンガコースというのは、一人二役

を兼ねるんです。絵だけでなく話も自分で考える。一方、原作者や編集者、つまり、絵は描けな

いけど周辺でフォローする人たちを育成するのが、マンガプロデュースコースなんです。

　ただ、正直言って、このプロデュースコースとストーリーコースをうまく結びつけるのは簡単

なことではありません。作家であることと、編集者であることはやっぱりいろいろなテリトリー

があったりして、さらに私は理論系の教員なので、その二つのコースを協力させるコラボレーシ

ョン授業みたいなことを考えるんですけど、なかなかうまくいかないです。なので、一人二役の

ストーリーじゃなく、キャラクターデザインコース、つまり、話は一切考えず、絵だけ描きたい

という人たちと、プロデュースコースを一緒にして授業を組んでいこうとも考えています。

○会場Ｇ　テレビを見て、面白かったと言うと、子供がこれはマンガで読んだ、ということが時々
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ありますから。

○吉村　そうですね。近年は、時々どころか、クール毎に見ても、テレビドラマでマンガを使わ

ないクールはもうないですよね。必ずと言っていいほど、マンガ原作の番組があります。ですが、

マンガの想像力や表現力に実写ドラマが追いつくかどうかと言えば、それは微妙なケースも少な

くありません。ちゃんとドラマはドラマの脚本を書かなきゃと言われることもありますよね。い

ずれにしても、原作という観点からだけでも、マンガがテレビや映画に与える影響は大きくなっ

ていると思います。

○会場Ｈ　私は、私の世代と言いますと、子供のころは、『幼年倶楽部』とか『少年倶楽部』、こ

の辺で育ちましたが、だんだんと大人になってきますと新聞の 4コママンガ、これが非常に流行

ったのかどうか分かりませんが、私たち大人になっても非常に面白く、読んでいました。

　最近、4コママンガというふうについてはあまり話題にもならないし、掲載している新聞もあ

るかどうか分かりませんけれども。その辺、今のここでお話しになったマンガとその辺の 4コマ

マンガとの違いとか、4コママンガの今後はどうなるのかといったようなことがもしお聞かせい

ただければ、ありがたいと思います。

○吉村　そこは二つに話を分けます。新聞 4コマと、4コマそのものというふうに分けます。新

聞 4コマは、実は相変わらず連載は続いています。ただ、ネットが普及してきた近年、新聞その

ものが売れなくなってきましたし、もともと1970年代ぐらいに、新聞を含む風刺漫画とストーリ

ーマンガの地位が逆転するんですよね。

　つまり、戦前から戦後のしばらくはマンガ界では、4コマの漫画家、もしくは政治風刺漫画家

の地位が高かったんです。例えば、近藤日出造さんとか、横山隆一さんとか、いろんな方がいた

わけです。ところが、手塚さんたちが活躍しはじめ、大人がマンガを読むことが一般的になって

いく中で、本当はその大人をつかまえなきゃいけない政治風刺漫画が、それをつかみ損ねたんで

すね。これはマンガの問題だけじゃなく、1970 年代ごろに、政治あるいは思想のあり方自体が根

本的に揺らいだためですが。

　そうすると、政治風刺や時事問題よりも、日常のことを描いているマンガのほうが安定したり

好まれたりするようになっていくわけです。例えば、読売新聞の「コボちゃん」や朝日新聞の「の

のちゃん」などもそうですね。ただ、一日一本の積み重ねなのでなかなか単行本化につながらず、

売り上げなどで目立たないということはありますが、それはそれでちゃんと歴史がありますし、

今後も続いていくと思います。

　一方の 4コママンガですが、実は最近盛り返していまして、どういう意味かと言うと、講演中

にコマ割りの話をしたじゃないですか。マンガにとってコマ割りはとても重要なのですが、4コ
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マって誰もができる定型でしょ。基本的には起承転結で成立しているわけです。ところが最近は、

本来ストーリーマンガで描けばいいものを 4コマを何本もつなげて描く、4コマストーリーマン

ガという形式が増えてきたんです。全部4コマにしてしまっている。1ページに 4コマ 2本、8コ

マ。見開きで 16 コマのストーリーマンガを描いていくという手法が増えているんです。

　これって、描き手からすればコマを割る労力がいらないし、読み手からすると簡単に読めると

いう、双方に利点があります。それと、ここがなかなか面白いんですが、同じ形式でコマを割る

マンガというのは、電子媒体に適しているんですよ。コマ送りするときに、同じサイズだけで進

めるじゃないですか。そういうメディアの変化も関係しながら、4コマストーリー形式が増えて

いるんですね。だから、今ご質問にあったような、かつての伝統的な 4コマではないけれど、形

式は残しつつ、違った姿に変貌を遂げているような部分もあります。しかも、それが若い人たち

に受けているんです。

　ただ、それは僕の立場からすると、コマをどう読み解くかという能力にとって、それは必ずし

も利点ばかりではないと思います。マンガという表現について考える上でも 4コママンガは重要

なテーマだと思っています。ということでよろしいでしょうか。

○司会　ありがとうございました。

○会場Ｉ　「サザエさん」はどういうあれになるんですか、評価的に。

○吉村　「サザエさん」は、まさに今ふれたように、新聞マンガの中で日常を描いていく好例です

ね。しかも、長谷川町子さんは、現在のところ、マンガ家で国民栄誉賞を取った唯一の存在です。

長谷川さんだけで、手塚さんも取っていません。ですので、その評価ももちろん高いのですが、

「サザエさん」という作品もしくは長谷川町子という作家を客観的に捉えるという意味で、ちょっ

と紹介したいのが、「フイチンさん」というマンガを描かれた上田トシコさんという存在です。

　その上田さんの自伝をマンガ化した作品があるんです。「フイチン再見！」といって、村上もと

かさんという方が描いていて、現在のところ小学館から 2巻まで出ています。この村上さんとい

うのは、むしろ「JIN―仁―」というテレビドラマの原作マンガということで皆さんご存知か

もしれませんね。あの「JIN―仁―」を描いた村上さんが次に何描くか注目されていたんです

が、それが、この「フイチン再見！」で、長谷川町子さんと並んで日本で最初の女流マンガ家の

一人である、上田トシコさんのマンガ道を描いた作品です。そこに長谷川さんも少し登場します

ので、ぜひお薦めします。

　それと「サザエさん」って、アニメで見るといつも同じ格好していますけど、マンガではとて

もファッショナブルなんです。マンガが描かれた時の流行が出ているんですよね。スカートだけ

じゃなくワンピースやツーピースも着てるんですよね。友達にイカコさんというのがいるんです
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けど、イカコさんのイカは海にいるイカだけじゃなく、「いかしてる」という意味もかけているん

です（笑）。要するに「サザエさん」は、女性目線から当時の雰囲気をよくつかんでいた作品なん

です。戦後日本の大衆文化を捉えていくうえでは、貴重な資料だと言えます。

○会場Ｊ　フイチンって中国ですか。

○吉村　満州です。「フイチンさん」を描いた上田トシコさんは、満州で若い時代を過ごされたん

ですね。だから大陸から引き揚げてこられた方の 1人です。実は、満州引き揚げ組というのが、

日本のマンガ界には多いんです。赤塚不二夫さんとか、ちばてつやさんとか。だから、その友好

のためにマンガでできることはないかということで、エッと思うかもしれませんが、数年前、南

京で引き揚げ体験を持つマンガ家たちの展示をやったんですよ。

　近年では、中国との関係がぎすぎすしていますが、だからこそ、マンガで何とかしたいという

若い人たちも多いんです。うちの大学は留学生が多くて、大学院もあるんですけど、1学年 20人

ぐらいいるうちの15人程度が留学生なんです。特に、中国と韓国の人が多い。だからこそ、政治

とは別に文化の力、マンガの力で信頼関係を作ろうと考える学生たちもいるわけですが、例えば

「フイチンさん」を知っているかどうかだけでも、そのあたりの意識は変わってくると思います。

　そういうことも含めて、海外との交流という視点は興味深くて、今日の講演テーマにも通じる

こともあるかと思います。

○会場Ｊ　大学は鞍馬の途中にあるんですよね。

○吉村　よくご存知で、ありがとうございます。貴船のちょっと手前にあります。

○会場Ｊ　京都産業大学の近く。

○吉村　そうです。京都産業大学のさらに北側にあるのですが、マンガミュージアムのほうにも

ぜひお立ち寄りいただけるとうれしいですね。あれは街中の便利な場所にありますので（笑）。ど

うぞ遊びにおいでください。

○会場Ｋ　すいません。一点だけ補足してお伺いしたいのですが。日本のそのワンダーなマンガ

の世界に対する、海外の特に若者を中心とした関心が非常に高い、広まっているというのはよく

分かりましたが。

　その日本独特のマンガのストーリーマンガとか、劇画的な世界を海外のマンガ家で今目指され

ているというか、実際にそういうものをまねたり、それになにかアレンジをしたりというような
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動きはあるのでしょうか。

○吉村　あります。正確には、日本のマンガを大人になって読み、それをまねするような感じで

浸透していくわけです。日本のマンガスタイルというのは、登場人物たちの顔や形とか、コマ割

りとかいろいろなものを指すわけですが。

　ただし、欧米の人がまねしているのと、アジアの人がまねをしているのでは、レベルというか

背景に違いがあります。端折って言えば、日本で当たり前のように大人がマンガを読むことに違

和感を持っていた欧米と、海賊版を通じて日本のものとは知らずにマンガに親近感を持っていた

アジアという違いですね。いずれにしても、1990 年代半ばぐらいからどんどん海外でマンガが受

容されていく中で、日本のマンガスタイルが海外の描き手にも影響を与えていくことになります

が、近年では、海外の人が描いているのか、日本の人が描いているのかわからないぐらいのレベ

ルになってきました。

　つまり、講演中にふれたように、「いつの間にか」マンガに影響を受けている人たちが、すでに

海外にも増えてきたということです。気が付いたら、日本のマンガやアニメを幼いころから読ん

でいる、見ているっていう人たちが増え、当たり前のことですけど、その人たちにしてみれば、

日本のマンガと意識する前に自分が好きな絵を描いたら日本のマンガスタイルに近かった。そう

いう段階に入ってきています。

　だから、海外の人たちが、これから日本のマンガ市場にどう関わってくるかというのもすごく

関心がありますし、日本のマンガが国内では売れなくなってきているという現状をふまえると、

もしかしたらこの不況を打破してくれるのは海外の読者じゃないかと思い、出版界でもより丁寧

に海外の市場に目を向けようとしている現実もあります。

○司会　時間になりましたので、質問は終わらせていただきます。吉村先生、最後どうもありが

とうございました。

○吉村　どうもありがとうございました。

○司会　ありがとうございました。それでは、第 2回目の国際理解公開講座を終了させていただ

きます。本日はどうもありがとうございました。
  （了）

　本稿は 2014 年度帝塚山学院大学・（財）大阪狭山市文化振興事業団主催国際理解公開講座（前期）にお
ける講演を、講演者の手による再構成も加えてまとめたものである。


