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SFマガジン 2017年 10月号「SF映画総解説」準備リスト（2017/09/30 名古屋 SFシンポジウム 2017 添野作成） 

 

 1 月世界旅行 (1902) ジョルジュ・メリエス 

 2 メトロポリス (1926) フリッツ・ラング 

 3 ジキル博士とハイド氏 (1931) ルーベン・マムーリアン 

 4 キング・コング (1933)  

  メリアン・Ｃ・クーパー、アーネスト・Ｂ・シュードサック 

 5 獣人島 (1933) アール・C・ケントン 

 6 透明人間 (1933) ジェームズ・ホエール 

 7 フランケンシュタインの花嫁 (1935) ジェームズ・ホエール 

 8 来るべき世界 (1936) ウィリアム・キャメロン・メンジーズ 

 9 オズの魔法使 (1939) ヴィクター・フレミング 

10 キャット・ピープル (1942) ジャック・ターナー 

11 ジェニイの肖像 (1948) ウィリアム・ディターレ 

12 月世界征服 (1950) アーヴィング・ピシェル 

13 地球の静止する日 (1951) ロバート・ワイズ 

14 遊星よりの物体Ｘ (1951) クリスチャン・ナイビー 

15 宇宙戦争 (1953) バイロン・ハスキン 

16 原子怪獣現わる (1953) ユージン・ローリー 

17 ゴジラ (1954) 本多猪四郎 

18 海底二万哩 (1954) リチャード・フライシャー 

19 大アマゾンの半魚人 (1954) ジャック・アーノルド 

20 放射能Ｘ (1954) ゴードン・ダグラス 

21 宇宙水爆戦 (1955) ジョセフ・Ｍ・ニューマン 

22 原子人間 (1955) ヴァル・ゲスト 

23 ボディ・スナッチャー 恐怖の街 (1956) ドン・シーゲル 

24 禁断の惑星 (1956) フレッド・マクロード・ウィルコックス 

25 空の大怪獣ラドン (1956) 本多猪四郎 

26 縮みゆく人間 (1957) ジャック・アーノルド 

27 地球へ２千万マイル (1957) ネイザン・ジュラン 

28 地球防衛軍 (1957) 本多猪四郎 

29 美女と液体人間 (1958) 本多猪四郎 

30 蠅男の恐怖 (1958) カート・ニューマン 

31 80万年後の世界へ タイム・マシン (1959) ジョージ・パル 

32 渚にて (1959) スタンリー・クレイマー 

33 去年マリエンバードで (1960) アラン・レネ 

34 未知空間の恐怖・光る眼 (1960) ウォルフ・リラ 

35 モスラ (1961) 本多猪四郎 

36 キングコング対ゴジラ (1962) 本多猪四郎 

37 ラ・ジュテ (1962) クリス・マルケル 

38 アルゴ探検隊の大冒険 (1963) ドン・チャフィ 

39 人類ＳＯＳ！ (1963) スティーヴ・セクリー 

40 地球最後の男 (1964) シドニー・サルコウ、ウバルド・ラゴーナ 

41 博士の異常な愛情 (1964) スタンリー・キューブリック 

42 未知への飛行 (1964) シドニー・ルメット 

43 アルファヴィル (1965) ジャン＝リュック・ゴダール 

44 フランケンシュタイン対地底怪獣(バラゴン) (1965) 本多猪四郎 

45 セコンド (1966) ジョン・フランケンハイマー 

46 ミクロの決死圏 (1966) リチャード・フライシャー 

47 華氏４５１ (1966) フランソワ・トリュフォー 

48 バーバレラ (1967) ロジェ・ヴァディム 

49 火星人地球大襲撃 (1967) ロイ・ウォード・ベイカー 

50 ２００１年宇宙の旅 (1968) スタンリー・キューブリック 

51 ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド／ゾンビの誕生 (1968)  

  ジョージ・Ａ・ロメロ 

52 猿の惑星 (1968) フランクリン・Ｊ・シャフナー 

53 地球爆破作戦 (1970) ジョゼフ・サージェント 

54 ＴＨＸ－１１３８ (1971) ジョージ・ルーカス 

55 アンドロメダ… (1971) ロバート・ワイズ 

56 ゴジラ対ヘドラ (1971) 坂野義光 

57 時計じかけのオレンジ (1971) スタンリー・キューブリック 

58 スローターハウス５ (1972) ジョージ・ロイ・ヒル 

59 惑星ソラリス (1972) アンドレイ・タルコフスキー 

60 あやつり糸の世界 (1973)  

  ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー 

61 ソイレント・グリーン (1973) リチャード・フライシャー 

62 ウエストワールド (1973) マイケル・クライトン 

63 ファンタスティック・プラネット (1973) ルネ・ラルー 

64 日本沈没 (1973) 森谷司郎 

65 ダーク・スター (1974) ジョン・カーペンター 

66 フェイズ IV 戦慄！昆虫パニック (1974) ソール・バス 

67 ピクニック atハンギング・ロック (1975) ピーター・ウィアー 

68 ロッキー・ホラー・ショー (1975) ジム・シャーマン 

69 少年と犬 (1975) L・Q・ジョーンズ 

70 キャリー (1976) ブライアン・デ・パルマ 

71 地球に落ちて来た男 (1976) ニコラス・ローグ 

72 スター・ウオーズ (1977) ジョージ・ルーカス 

73 未知との遭遇 (1977) スティーヴン・スピルバーグ 

74 ＳＦ／ボディ・スナッチャー (1978) フィリップ・カウフマン 

75 ゾンビ (1978) ジョージ・A・ロメロ 

76 スーパーマン (1978) リチャード・ドナー 

77 タイム・アフター・タイム (1979) ニコラス・メイヤー 

78 エイリアン (1979) リドリー・スコット 

79 スタートレック (1979) ロバート・ワイズ 

80 ストーカー (1979) アンドレイ・タルコフスキー 

81 銀河鉄道９９９ (1979) りんたろう 

82 ある日どこかで (1980) ジュノー・シュウォーク 

83 アルタード・ステーツ 未知への挑戦 (1980) ケン・ラッセル 

84 ドラえもん のび太の恐竜 (1980) 福富博 

85 スター・ウォーズ 帝国の逆襲 (1980)アーヴィン・カーシュナー 

86 ねらわれた学園 (1981) 大林宣彦 

87 バンデットＱ (1981) テリー・ギリアム 

88 スキャナーズ (1981) デヴィッド・クローネンバーグ 

89 マッドマックス２ (1981) ジョージ・ミラー 

90 Ｅ．Ｔ． (1982) スティーヴン・スピルバーグ 

91 ダーククリスタル (1982) ジム・ヘンソン 

92 ブレードランナー (1982) リドリー・スコット 

93 遊星からの物体Ｘ (1982) ジョン・カーペンター 

94 デッド・ゾーン (1983) デイヴィッド・クローネンバーグ 

95 クラッシャージョウ (1983) 安彦良和 

96 スター・ウォーズ ジェダイの復讐 (1983)  

  リチャード・マーカンド 

97 ヴィデオドローム (1983) デイヴィッド・クローネンバーグ 

98 時をかける少女 (1983) 大林宣彦 

99 ２０１０年 (1984) ピーター・ハイアムズ 

100 うる星やつら２ ビューティフル・ドリーマー (1984) 押井守 



101 ターミネーター (1984) ジェームズ・キャメロン 

102 グレムリン (1984) ジョー・ダンテ 

103 ゴーストバスターズ (1984) アイヴァン・ライトマン 

104 スペースバンパイア (1984) トビー・フーパー 

105 砂の惑星 (1984) デヴィッド・リンチ 

106 風の谷のナウシカ (1984) 宮崎駿 

107 バック・トゥ・ザ・フューチャー (1985) ロバート・ゼメキス 

108 コクーン (1985) ロン・ハワード 

109 銀河鉄道の夜 (1985) 杉井ギサブロー 

110 未来世紀ブラジル (1985) テリー・ギリアム 

111 エイリアン２ (1986) ジェームズ・キャメロン 

112 ハイランダー 悪魔の戦士 (1986) ラッセル・マルケイ 

113 ゴーストハンターズ (1986) ジョン・カーペンター 

114 ザ・フライ (1986) デヴィッド・クローネンバーグ 

115 スター・トレック４ 故郷への長い道 (1986) レナード・ニモイ 

116 天空の城ラピュタ (1986) 宮崎駿 

117 不思議惑星キン・ザ・ザ (1986) ゲオルギー・ダネリア 

118 ヒドゥン (1987) ジャック・ショルダー 

119 プレデター (1987) ジョン・マクティアナン 

120 ロボコップ (1987) ポール・ヴァーホーヴェン 

121 王立宇宙軍 オネアミスの翼 (1987) 山賀博之 

122 ＡＫＩＲＡ (1988) 大友克洋 

123 ゼイリブ (1988) ジョン・カーペンター 

124 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア (1988) 富野由悠季 

125 ダークマン (1989) サム・ライミ 

126 アビス (1989) ジェームズ・キャメロン 

127 トレマーズ (1989) ロン・アンダーウッド 

128 ゴジラ VSビオランテ (1989) 大森一樹 

129 ミクロキッズ (1989) ジョー・ジョンストン 

130 機動警察パトレイバー THE MOVIE (1989) 押井守 

131 鉄男 TETSUO (1989) 塚本晋也 

132 トータル・リコール (1990) ポール・ヴァーホーヴェン 

133 ゼイラム (1991) 雨宮慶太 

134 ターミネーター２ (1991) ジェームズ・キャメロン 

135 バットマン・リターンズ (1992) ティム・バートン 

136 ナイトメアー・ビフォア・クリスマス (1993)  

   ヘンリー・セリック 

137 クレヨンしんちゃん アクション仮面 VSハイグレ魔王 (1993)  

   本郷みつる 

138 ジュラシック・パーク (1993) スティーヴン・スピルバーグ 

139 マチネー 土曜の午後はキッスで始まる (1993) ジョー・ダンテ 

140 恋はデジャ・ブ (1993) ハロルド・ライミス 

141 12モンキーズ (1995) テリー・ギリアム 

142 GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊 (1995) 押井守 

143 ガメラ 大怪獣空中決戦 (1995) 金子修介 

144 ジュマンジ (1995) ジョー・ジョンストン 

145 ストレンジ・デイズ 1999年 12月 31日 (1995)  

   キャスリン・ビグロー 

146 スピーシーズ 種の起源 (1995) ロジャー・ドナルドソン 

147 インデペンデンス・デイ (1996) ローランド・エメリッヒ 

148 ガメラ２ レギオン襲来 (1996) 金子修介 

149 マーズ・アタック！ (1996) ティム・バートン 

150 ＣＵＢＥ (1997) ヴィンチェンゾ・ナタリ 

151 ガタカ (1997) アンドリュー・ニコル 

152 コンタクト (1997) ロバート・ゼメキス 

153 スターシップ・トゥルーパーズ (1997)  

   ポール・ヴァーホーヴェン 

154 ダークシティ (1998) アレックス・プロヤス 

155 アイアン・ジャイアント (1999) ブラッド・バード 

156 ガメラ３ 邪神(イリス)覚醒 (1999) 金子修介 

157 ギャラクシー・クエスト (1999) ディーン・パリソット 

158 ハムナプトラ失われた砂漠の都 (1999) スティーヴン・ソマーズ 

159 スター・ウォーズ エピソード１ ファントム・メナス (1999) 

    ジョージ・ルーカス 

160 マトリックス (1999) ウォシャウスキー兄弟 

161 マルコヴィッチの穴 (1999) スパイク・ジョーンズ 

162 Ｘ－メン (2000) ブライアン・シンガー 

163 アリーテ姫 (2000) 片渕須直 

164 アンブレイカブル (2000) Ｍ・ナイト・シャマラン 

165 デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！ (2000)  

   細田守 

166 バトル・ロワイアル (2000) 深作欣二 

167 ピッチブラック (2000) デイヴィッド・トゥーヒー 

168 Ａ.Ｉ. (2001) スティーヴン・スピルバーグ 

169 ドニー・ダーコ (2001) リチャード・ケリー 

170 バンパイアハンターＤ (2001) 川尻善昭 

171 ジュラシック・パーク３ (2001) ジョー・ジョンストン 

172 モンスターズ・インク (2001) ピート・ドクター 

173 ロード・オブ・ザ・リング (2001) ピーター・ジャクソン 

174 28日後... (2002) ダニー・ボイル 

175 WXIII 機動警察パトレイバー (2002) 高山文彦 

176 バイオハザード (2002) ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン 

177 サイン (2002) Ｍ・ナイト・シャマラン 

178 マイノリティ・リポート (2002) スティーヴン・スピルバーグ 

179 Mr.インクレディブル (2004) ブラッド・バード 

180 ＵＬＴＲＡＭＡＮ (2004) 小中和哉 

181 バタフライ・エフェクト (2004)  

   エリック・ブレス、Ｊ・マッキー・グルーバー 

182 プライマー (2004) シェーン・カルース 

183 ヘルボーイ (2004) ギレルモ・デル・トロ 

184 スパイダーマン２ (2004) サム・ライミ 

185 キング・コング (2005) ピーター・ジャクソン 

186 サマータイムマシン・ブルース (2005) 本広克行 

187 セレニティー (2005) ジョス・ウェドン 

188 宇宙戦争 (2005) スティーヴン・スピルバーグ 

189 トゥモロー・ワールド (2006) アルフォンソ・キュアロン 

190 グエムル 漢江(ハンガン)の怪物 (2006) ポン・ジュノ 

191 パプリカ (2006) 今敏 

192 パンズ・ラビリンス (2006) ギレルモ・デル・トロ 

193 プレステージ (2006) クリストファー・ノーラン 

194 スキャナー・ダークリー (2006) リチャード・リンクレイター 

195 時をかける少女 (2006) 細田守 

196 ミスト (2007) フランク・ダラボン 

197 アイアンマン (2008) ジョン・ファヴロー 

198 ウォーリー (2008) アンドリュー・スタントン 

199 クローバーフィールド HAKAISHA (2008) マット・リーヴス 

200 アバター (2009) ジェームズ・キャメロン 

201 ウォッチメン (2009) ザック・スナイダー 

202 デイブレイカー (2009) スピエリッグ兄弟 

203 コララインとボタンの魔女 (2009) ヘンリー・セリック 

204 サマーウォーズ (2009) 細田守 

205 ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破 (2009) 庵野秀明 

206 月に囚われた男 (2009) ダンカン・ジョーンズ 

207 第９地区 (2009) ニール・ブロムカンプ 

208 インセプション (2010) クリストファー・ノーラン 

209 ヒックとドラゴン (2010)  



   クリス・サンダース、ディーン・デュボア 

210 宇宙人ポール (2010) グレッグ・モットーラ 

211 Ｘ-ＭＥＮ：ファースト・ジェネレーション (2011)  

   マシュー・ヴォーン 

212 アタック・ザ・ブロック (2011) ジョー・コーニッシュ 

213 アベンジャーズ (2012) ジョス・ウェドン 

214 キャビン (2012) ドリュー・ゴダード 

215 クラウド アトラス (2012)  

   ラナ＆アンディ・ウォシャウスキー、トム・ティクヴァ 

216 クロニクル (2012) ジョシュ・トランク 

217 バトルシップ (2012) ピーター・バーグ 

218 シュガー・ラッシュ (2012) リッチ・ムーア 

219 ジャッジ・ドレッド (2012) ピート・トラヴィス 

220 ジョン・カーター (2012) アンドリュー・スタントン 

221 ホビット 思いがけない冒険 (2012) ピーター・ジャクソン 

222 her／世界でひとつの彼女 (2013) スパイク・ジョーンズ 

223 ゼロ・グラビティ (2013) アルフォンソ・キュアロン 

224 アンダー・ザ・スキン 種の捕食 (2013)  

   ジョナサン・グレイザー 

225 オブリビオン (2013) ジョセフ・コシンスキー 

226 パシフィック・リム (2013) ギレルモ・デル・トロ 

227 コングレス未来学会議 (2013) アリ・フォルマン 

228 スター・トレック イントゥ・ダークネス (2013)  

   Ｊ・Ｊ・エイブラムス 

229 神々のたそがれ (2013) アレクセイ・ゲルマン 

230 GODZILLA ゴジラ (2014) ギャレス・エドワーズ 

231 LEGO(R)ムービー (2014)  

   フィル・ロード、クリストファー・ミラー 

232 インターステラー (2014) クリストファー・ノーラン 

233 オール・ユー・ニード・イズ・キル (2014) ダグ・ライマン 

234 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー (2014) ジェームズ・ガン 

235 キャプテン・アメリカ／ウィンター・ソルジャー (2014)  

   アンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ 

236 プリデスティネーション (2014) スピエリッグ兄弟 

237 ベイマックス (2014) ドン・ホール、クリス・ウィリアムズ 

238 チャッピー (2015) ニール・ブロムカンプ 

239 エクス・マキナ (2015) アレックス・ガーランド 

240 オデッセイ (2015) リドリー・スコット 

241 スター・ウォーズ／フォースの覚醒 (2015)  

   Ｊ・Ｊ・エイブラムス 

242 マッドマックス 怒りのデス・ロード (2015) ジョージ・ミラー 

243 ゴーストバスターズ (2016) ポール・フェイグ 

244 シン・ゴジラ (2016) 庵野秀明 

245 ミッドナイト・スペシャル (2016) ジェフ・ニコルズ 

246 メッセージ (2016) ドゥニ・ヴィルヌーヴ 

247 君の名は。 (2016) 新海誠 

248 キングコング：髑髏島の巨神 (2017)  

   ジョーダン・ヴォート＝ロバーツ 

249 スプリット (2017) Ｍ・ナイト・シャマラン 

250 虐殺器官 (2017) 村瀬修功 

 

 

 

 

 

１ 注目の SF映画監督たち 

 ニール・ブロムカンプ『第９地区』(2009)『エリジウム』(2013) 

           『チャッピー』(2015) Oats Studioの展開 

 ダンカン・ジョーンズ『月に囚われた男』(2009) 

           『ミッション：8ミニッツ』(2011) 

           『ウォークラフト』(2016) 

           『Mute』(2017／未公開) 

 ドゥニ・ヴィルヌーブ『メッセージ』(2016) 

         『ブレードランナー2049』(2017)『デューン』？ 

 アレックス・ガーランド『28日後…』(2002)『28週後…』(2007) 

           『わたしを離さないで』(2010) 

           『ジャッジ・ドレッド』(2012)（以上脚本） 

           『エクス・マキナ』(2015) 

           『Annihilation（全滅領域）』(2018) 

 ギレルモ・デル・トロ『ヘルボーイ』(2004) 

           『パンズ・ラビリンス』(2006) 

           『ヘルボーイ／ゴールデン・アーミー』(2008) 

           『パシフィック・リム』(2013) 

           『クリムゾン・ピーク』(2015) 

           『The Shape of Water』(2017) 

 

２ アメコミ映画の世界 

 リアル漫画映画とは何か 

 MCUの現在と今後 

 『マイティ・ソー：バトルロイヤル』、『ブラックパンサー』、 

 『アベンジャーズ：インフィニティ・ウォー』 

 DCEUの現在と今後 

 『ジャスティス・リーグ』、『アクアマン』、『シャザム』 

 その他のアメコミ映画 

 『デッドプール 2』、『X-MEN：ダークフェニックス』 

 

３ 海外ドラマシリーズ・配信サービスオリジナル 

 『ゲーム・オブ・スローンズ』 

 『エクスパンス』（巨獣めざめる） 

 『センス 8』 

 『ストレンジャー・シングス』 

 『高い城の男』 

 『ウェストワールド』 

 『ブラック・ミラー』 

 アメコミ系多数 

 配信サービスオリジナル作品『オクジャ』 

 

 


