
1はじめに
日曜日の夜になると、テレビに白髪で黒縁の眼鏡の

おじさんが「ハイ皆さん、こんばんは」と出てきて、
これから放送する映画を紹介し、映画が始まる。映画
が終わると、そのおじさんが映画の裏話などを交えて

「楽しいですね、面白いですね。」と独特の言い回しで
解説。最後の「それではまた来週をお楽しみ下さい。
サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ。」のフレーズを聞く
と週末も終わりかという感じが漂った。

このおじさん、映画評論家の淀川長治、映画文化の
発展に功績のあった人・団体に贈られる淀川長治賞を
1997年に受賞した北野武監督も「評論じたいが芸に
なっていたね！」という。

実家は神戸の置屋で、「母が活動写真を見ている最
中に産気」づいて生まれ、1歳から毎週両親に連れら
れて映画を見始め、7歳で初めて映画を一人で見る。
神戸の高校時代から映画雑誌に投稿し業界では知られ
た存在で、高熱で大学受験できなかったことも知らな
い親には東京の大学に通っているふりをして仕送りを
受けつつ、毎日5映画館を見て回り、愛読していた映
画雑誌「映画世界」編集部で働く。編集部の手伝い募
集を見て募集したら、毎月7種のペンネームで投稿し
ていたせいか、名前も名乗らないのに、社主に「あー
た、ヨドガワさんでしょう」とスバリといわれたとい
う。親にばれて神戸に連れ戻されるが、結局、映画の
世界に戻り、39歳から「映画の友」の編集長を20年
近く務め、57歳から89歳で亡くなる前日まで日曜洋
画劇場の解説者。1984年に勲四等瑞宝章受章。1997
年に日本経済新聞「私の履歴書」に寄稿。1998年に
逝去。「お別れの会」には、ブラッド・ピット、アラ
ン・ドロン、アーノルド・シュワルツェネッガー、ス
チーブン・セガールら世界中の監督、スターらから電
報が寄せられたという。

曰く、「まともに人の生活をやれそうもないという
不安があった。第一、映画以外何一つダメだった。…
その反対に、映画となると目の色が変わり、のどを鳴
らしてじゃれる猫そっくりになった。」「これではまと
もに会社づとめなど出来ぬ。そういうことも頭から覚
悟した。だから映画の仕事のほかは絶対やらぬと決め
た。それで映画の仕事ではたらいて、その映画の会社
から爪のアカほどの給料をもらえればそれでいいと覚
悟した。中学生のことから、そう決めていた。」とい
う。映画は彼の人生を変えてしまったが、映画には
きっとそんな魅力があるのだろう。

淀川長治が亡くなってから20年余り、2019年は映
画の当たり年。日本映画製作者連盟によると、2016
年にアニメ「君の名は」で大ヒットを飛ばした新海誠
監督のアニメ、「天気の子」（家出少年と祈るだけで天
気にできる能力を持つ少女が出合い、「運命に翻弄さ
れる少年と少女が自らの生き方を『選択』するストー
リー。」）や2014年大ヒットのディズニーのアニメの
続編「アナと雪の女王2」などのヒットで、2019年
の映画興行収入は前年比17%増の2,611億8,000万
円と2000年以降で過去最高額を更新したという。興
行収入10億円以上でヒットとされる業界で、2019年
には興行収入10億円以上の作品は65本（邦画40本、
洋画25本）。前年はロックバンド「クイーン」を描
き、リピーター続出だった伝記映画、ボヘミアン・ラ
ブソディ131.0億円、前々年はディズニーアニメの実
写版「美女と野獣」124.0億円と1本だけだった100
億円以上のヒットが、「天気の子」140.6億円を筆頭
に、2位以下はいずれもディズニーの「アナと雪の女
王2」127.9億 円、 ア ニ メ の 実 写 版「 ア ラ ジ ン 」
121.6億円、おもちゃが主役の人気アニメシリーズ

「トイ・ストーリー4」100.9億円と4本。
2019年の興行収入トップ10を見ると、洋画6本中
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5本はディズニーで占められ、邦画では1位「天気の
子」、5位「名探偵コナン　紺青の拳（フィスト）」（人
気のテレビアニメの劇場版23作目でシリーズ興行収
入を更新。）、9位「キングダム」（手塚治虫文学賞のマ
ンガ大賞受賞の人気漫画、テレビアニメの実写版。）、
10位「劇場版「ONE PIECE STAMPEDE」」（世界で
最も売れている漫画の劇場版14作目）の4本、いず
れもアニメか、漫画の実写映画がランク入り。
（2019年の日本の興行収入トップ10ランキング）（日本映画製作者
連盟の報道発表資料より作成　濃い網掛けは邦画のアニメ、薄い網
掛けはディズニー映画と塗り分けると、アニメとディズニーばかり
になる。）

1位 天気の子 140.6＊億円 東宝
2位 アナと雪の女王2 127.9＊億円 WDS
3位 アラジン 121.6億円 WDS
4位 トイ・ストーリー4 100.9億円 WDS
5位 名探偵コナン　紺青の拳（フィスト） 93.7億円 東宝
6位 ライオン・キング 66.7億円 WDS

7位 ファンタスティック・ビーストと 
黒い魔法使いの誕生 65.7億円 WB

8位 アベンジャーズ／エンドゲーム 61.3億円 WDS
9位 キングダム 57.3億円 東宝／SPE

10位 劇場版「ONE PIECE STAMPEDE」 55.5億円 東映

ここでは、世界の映画市場、日本の映画業界、世界
の中の日本映画として映画祭やアカデミー賞での日本
映画や、監督、アニメ、最近の日本映画の海外展開を
ご紹介。

2世界の映画市場
世界の映画市場の最新動向については、「キネマ旬

報」が毎年3月に映画業界決算特集を出している。今
年の3月下旬特別号によると、

（１）アメリカ
アカデミー賞のアメリカ。言わずと知れた世界最大

のマーケット。2019年はディズニーによる20世紀
フォックス（1998年、ジェームズ・キャメロン監督、
レオナルド・デカプリオ主演の当時、歴代興行収入1
位の「タイタニック」や2010年にそのタイタニック
の興行収入を塗り替えたこれもジェームズ・キャメロ
ン監督のデジタル3D映像の「アバター」の制作会社）
の買収完了が業界の話題。2019年は買収前でもディ
ズニーのシェアが33.2％と抜きん出て、4年連続首
位。世界市場で10億ドル超のヒット作9本の顔触れ
は北米市場の上位9本と同じで、7本はディズニー。
北米で1位の「アベンジャーズ/エンドゲーム」（アイ
アンマンなどが悪と戦うアメリカンコミックのヒー

ローものの実写版のシリーズ。世界の歴代興行収入が
「アバター」を抜き1位）932.3億円、2位「ライオン
キング」（1994年のディズニーアニメのCGによるリ
メーク作品。）590.4億円、3位「トイ・ストーリー4」
471.4億円、4位「アナと雪の女王2」467.2億円、5
位「キャプテン・マーベル」（超能力ヒロインのアメ
リカンコミックの実写版）463.6億円、6位「スター
ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け」（人気シリーズ
の第11作）424.3億円まで全てディズニー作品。8位
にも「アラジン」386.2億円が入る。7位はソニーの

「スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム」（アメリ
カンコミックのヒーローものの実写映画化作品の7作
目）424.2億円、ワーナーが9位に「ジョーカー」
362.5億円（バットマンのスピンオフもの。）、10位
にスティーブンキングのホラー映画の続編「IT/イッ
ト　THE　END“それ”が見えたら終わり。」229.8
億円が続く。
（2019年アメリカでのトップ10　キネマ旬報2020年3月下旬特
別号より作成　以下、薄い網掛けはディズニー）

1位 アベンジャーズ/エンドゲーム 932.3億円 ディズニー
2位 ライオンキング 590.4億円 ディズニー
3位 トイ・ストーリー4 471.4億円 ディズニー
4位 アナと雪の女王2 467.2億円 ディズニー
5位 キャプテン・マーベル 463.6億円 ディズニー

6位 スターウォーズ/ 
スカイウォーカーの夜明け 424.3億円 ディズニー

7位 スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム 424.2億円 ソニー
8位 アラジン 386.2億円 ディズニー
9位 ジョーカー 362.5億円 ワーナー

10位 IT/イット　THE　END 
“それ”が見えたら終わり。 229.8億円 ワーナー

トップ30位までに日本関係の映画は、ワーナーの
17位の「名探偵ピカチュウ」（ゲームソフトの映画化。
ポケモン初の実写映画。）156.5億円、25位の「ゴジ
ラ　キング・オブ・モンスターズ」（ゴジラのハリウッ
ド映画のシリーズ第2作。）119.3億円がランクイン。
さすがアメリカのマーケット、17位の「名探偵ピカ
チュウ」でも日本での1位「天気の子」よりも興行収
入が多い。

アメリカでの外国映画の配給については、興行収入
を上げるため、アメリカ人好みにカスタマイズ。スタ
ジオジブリの代表取締役プロデューサー鈴木敏夫は

「もののけ姫」のアメリカ上映の際の米大物プロデュー
サーとのやりとについて語る。「ニューヨークで『も
ののけ姫』のプレミア上映が終わったパーディーの席
上、案の定、彼から提案があった。『最後の四〇分を
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編集したい』。僕らの答えは簡単だった。ノー。彼の
表情が変わった。「おれの提案を断った奴は、世界に
誰もいない。」、「そのだれもいないひとりになったお
かげで、その後、彼はぼくらに敬意を払ってくれる。」。
その「彼」とは、Me Tooで問題となったハーベイ・
ワインシュタイン。

（２）中国
アメリカに迫る第二のマーケット。市場全体の成長

は減速し、興行総収入は前年比5.4％増の642億6,600
万元（約1兆261億円）、伸び率は前年を3.7ポイン
ト下回ったという。

興行収入でみると、トップ3は1位が国産のアニメ
「ナタ～魔童降臨」（魔王となる宿命で生まれた「ナタ」
が、苦難を経験しながら戦う物語）780.6億円、2位
が国産のSF映画「流転の地球」（太陽の異変で太陽系
が消滅する事態に備え、地球ごと太陽系から脱出する
壮大な計画を始動するストーリー。）730.3億円、3位
にディズニーの「アベンジャーズ/エンドゲーム」
662.9億円となり、「国産アニメとSF」元年となった
と言われる。

確か、外国映画の商業放映には年間60本とかの限
られた枠の争いになるといい、外国映画はこの他、
10位にワイルドスピード/スーパーコンボ（アメリカ
のカーアクション映画シリーズのスピンオフ）223.8
億円が入るのみ。

日本関係の映画は、トップ25位までで17位の「ゴ
ジラ　キング・オブ・モンスターズ」146.2億円、原
作が日本の漫画「銃夢」のジェームズ・キャメロン監
督「アリータ：バトル・エンジェル」139.9億円が
18位にランクイン。

（３）イギリス
黒澤明監督は好きな映画100本の中で数少ないイギ

リス映画の中に1949年のオーソン・ウェルズ出演の
「第三の男」（1949年カンヌ国際映画祭でグランプリ
（当時の最高賞）受賞）、1962年のデビット・リーン
監督、ピーター・オトゥール主演の「アラビアのロレ
ンス」（1963年アカデミー賞）を挙げる。

そのイギリスでは、2019年は、「ディズニー作品が
圧勝の年に」なったという。

興行収入1位のアベンジャーズ/エンドゲーム　
124.8億円、2位ライオンキング　108.9億円、3位ト
イ・ストーリー4　89.9億円まではアメリカと同じ顔
ぶれでいずれもディズニー。4位スターウォーズ/ス
カイウォーカーの夜明け　81.8億円、6位アナと雪の
女王2　77.9億円、7位キャプテン・マーベル74.3億
円、9位アラジン51.6億円とアメリカでもトップ10
入りのディズニー作品が入る。ワーナーが5位に
ジョーカー　78.9億円、ソニーが8位のスパイダー
マン：ファー・フロム・ホーム52.1億円、10位の
ジュマンジ/ネクスト・レベル（テレビゲームの世界
に吸い込まれた高校生たちの冒険アドベンチャーの続
編）48.9億円が続き、トップ10はいずれもハリウッ
ド映画。とはいえ、イギリスの場合、ハリウッド映画
の製作にも関わり、例えば、「スターウォーズ」はシ
リーズ全作がロンドン郊外のスタジオで製作。

2019年の最大の話題は、日本でも放送されていた、
大邸宅に暮らす貴族・クローリー家と使用人たちの生
活を描き、ゴールデングローブ賞やエミー賞に輝いた
イギリスの人気ドラマ「ダウントン・アビー」の映画
版の大ヒット（11位37.4億円）だという。
（2019年イギリスでのトップ10　キネマ旬報2020年3月下旬特
別号より作成）

1位 アベンジャーズ/エンドゲーム 124.8億円 ディズニー
2位 ライオンキング 108.9億円 ディズニー
3位 トイ・ストーリー4 89.9億円 ディズニー

4位 スターウォーズ/ 
スカイウォーカーの夜明け 81.8億円 ディズニー

5位 ジョーカー 78.9億円 ワーナー
6位 アナと雪の女王2 77.9億円 ディズニー
7位 キャプテン・マーベル 74.3億円 ディズニー
8位 スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム 52.1億円 ソニー
9位 アラジン 51.6億円 ディズニー

10位 ジュマンジ/ネクスト・レベル 48.9億円 ソニー

日本関係の映画は、25位にワーナーの名探偵ピカ
チュウが19.0億円でランク入り。「世界的ネットフ
リックスの攻勢は英国でも顕著だった。」という。

（４）フランス
映画発祥の国、カンヌ国際映画祭の国、フランス。

黒澤明監督は好きな映画100本の中にフランス映画を
多く挙げるが、日本でもよく知られているのは、
1960年、当時21歳のアラン・ドロンが一気にスター
ダムを駆け上がった、ルネ・クレマン監督のサスペン
ス「太陽がいっぱい」か。また、1963年のジャッ
ク・ドゥミ監督、カンヌ国際映画祭パルム・ドール受
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賞の傑作ミュージカル、今も現役の女優カトリーヌ・
ドヌープの出世作、「シェルブールの雨傘」が蔦屋の
フランス映画コーナーに行けばある。そのフランスで
も米国映画が強い。
「年間観客動員数は昨年比6％増、6年連続で2億人

の大台を突破し、2億1,330万人」は、過去半世紀で
2011年に続き2位とのこと。「ただし、客足を牽引す
るのは、ここでもディズニーが好調の米映画。国別
シェアは米55.2％、仏35％、その他9.8％。」。

なぜかフランスは観客数でのランキングになるが、
1位の「ライオンキング」975.3万人、2位「アベン
ジャーズ/エンドゲーム」694.2万人はいずれもディ
ズニーで、4位の「アナと雪の女王2」644.0万人、6
位「トイ・ストーリー4」445.4万人、7位「スター
ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け」389.3万人、8
位「キャプテン・マーベル」337.3万人もディズニー。
この他、ワーナーが5位に「ジョーカー」556.2万人、
ソニーが10位の「スパイダーマン：ファー・フロム・
ホーム」322.6万人はイギリスと同じ顔触れで、9位
にユニバーサルの「ヒックとドラゴン　聖地への冒険」

（バイキングとドラゴンの冒険3Dアニメ）336.7万人
はいずれも米国映画。フランス映画唯一のトップテン
入りは3位に続編の大ヒットとなった「保守的なカト
リック教徒夫妻の4人の娘たちが結婚相手に外国人を
選んだことから巻き起こる異文化、異宗教の家族問題
の騒動を描いたフランス映画」の続編「最高の花婿　
アンコール」の671.2万人のみ。
（2019年フランスでのトップ10　キネマ旬報2020年3月下旬特
別号より作成。以下、濃い網掛けは国産映画）

1位 ライオンキング 975.3万人 ディズニー
2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 694.2万人 ディズニー
3位 最高の花婿　アンコール 671.2万人 仏
4位 アナと雪の女王2 644.0万人 ディズニー
5位 ジョーカー 556.2万人 ワーナー
6位 トイ・ストーリー4 445.4万人 ディズニー

7位 スターウォーズ/ 
スカイウォーカーの夜明け 389.3万人 ディズニー

8位 キャプテン・マーベル 337.3万人 ディズニー
9位 ヒックとドラゴン　聖地への冒険 336.7万人 ユニバーサル

10位 スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム 322.6万人 ソニー

日本関係の映画は22位に「アリータ：バトル・エ
ンジェル」203.3万人、30位にワーナーの「名探偵
ピカチュウ」168.2万人がランクイン。

なお、フランスで契約者数670万人のネットフリック
スは20年1月にパリ事務所を開設。危機感を募らせる
フランスはネットフリックスら米SVOD（Subscription 

Video on Demand：定額動画配信）大手に収益の
25％を仏と欧州作品に出資させるための法制化を急ぐ
という。

（５）ドイツ
ベルリン国際映画祭の国、ドイツ。カンヌ映画祭で

1979年に「ブリキの太鼓」、1984年に「パリ、テキ
サス」がパルム・ドールを受賞といっても、ピンと来
ない人も多いかも。

昨年の動員数は前年比14.4％増の1億974万人、
収益も14.9％増の9憶6407万ユーロ。

ドイツでも観客数でのランキングになるが、1位の
「アナと雪の女王2」657.0万人、2位「ライオンキン
グ「」556.5万人、3位「スターウォーズ/スカイ
ウォーカーの夜明け」515.5万人、4位「アベンジャー
ズ/エンドゲーム」513.0万人までディズニーが独占
し、10位の「キャプテン・マーベル」208.0万人も
ディズニー。この他、ワーナーが6位に「ジョーカー」
409.8万人、ユニバーサルが7位の「ペット2」（飼い
主がいない間のペットの秘密の生活を描いた3Dアニ
メの続編）で248.7万人、9位に「ヒックとドラゴン　
聖地への冒険」226.6万人、コロンビア映画が8位の

「ジュマンジ/ネクストレベル」237.8万人はいずれも
米国映画。「国内映画も引き続き好調」というが、
トップテンで見ると、5位にDas Perfctke Gehaimnis

（完璧な秘密）（7人の友人が携帯電話をテーブルの上
に置き、どんな写真やメッセージが来ても、それを共
有しなければならないというゲームをするというス
トーリー。）の510.0万人のみがドイツ映画。
（2019年ドイツでのトップ10　キネマ旬報2020年3月下旬特別
号より作成）

1位 アナと雪の女王2 657.0万人 ディズニー
2位 ライオンキング 556.5万人 ディズニー

3位 スターウォーズ/ 
スカイウォーカーの夜明け 515.5万人 ディズニー

4位 アベンジャーズ/エンドゲーム 513.0万人 ディズニー
5位 Das Perfctke Gehaimnis（完璧な秘密） 510.0万人 ドイツ映画
6位 ジョーカー 409.8万人 ワーナー
7位 ペット2 248.7万人 ユニバーサル
8位 ジュマンジ/ネクストレベルの 237.8万人 コロンビア映画
9位 ヒックとドラゴン　聖地への冒険 226.6万人 ユニバーサル

10位 キャプテン・マーベル 208.0万人 ディズニー

日本関係の映画はここでも17位にワーナーの「名
探偵ピカチュウ」142.7万人がランクイン。
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（６）イタリア
ベネチア国際映画祭の国。日本でもおなじみのイタ

リア映画と言えば、イタリア製の西部劇、マカロニ
ウェスタンか。マカロニウェスタンブームを作った

「荒野の用心棒」で一躍トップスターに駆け上がった
クリント・イーストウッドも当時は、まだハリウッド
で売り出し中の俳優だったという。

興行収入は、ここでも1位の「ライオンキング」
47.1億円、2位の「アベンジャー/エンドゲーム」
36.9億円、4位の「アナと雪の女王2」22.0億円、5
位の「アラジン」18.8億円、7位のアンジェリーナ・
ジョリー主演の続編「マレフィセント」15.1億円、
10位のアニメの実写版「ダンボ」13.6億円とディズ
ニーが強い。この他、ワーナーが3位「ジョーカー」
35.7億円、8位クエンティン・タランティーノ監督、
レオナルド・デカプリオ、ブラッド・ピット主演の
1969年ハリウッド黄金時代の光と闇を描いた「ワン
ス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」14.5
億円、9位「スパイダーマン：ファー・フローム・
ホーム14.3億円は米国映画で、「バラエティ豊かな国
内映画が健闘」したというが、トップ10で見れば、
イタリア映画は6位の「Il Primo Natale」（はじめて
のクリスマス）（聖書をモチーフにした、泥棒とそれ
を追いかける神父が紀元0年のユダヤにタイムスリッ
プするという物語）16.3億円のみ。
（2019年イタリアでのトップ10　キネマ旬報2020年3月下旬特
別号より作成）

1位 ライオンキング 47.1億円 ディズニー
2位 アベンジャー/エンドゲーム 36.9億円 ディズニー
3位 ジョーカー 35.7億円 ワーナー
4位 アナと雪の女王2 22.0億円 ディズニー
5位 アラジン 18.8億円 ディズニー
6位 Il Primo Natale（はじめてのクリスマス） 16.3億円 イタリア映画
7位 マレフィセント 15.1億円 ディズニー

8位 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・
ハリウッド 14.5億円 ワーナー

9位 スパイダーマン：ファー・フローム・ホーム 14.3億円 ワーナー
10位 ダンボ 13.6億円 ディズニー

日本関係の映画のランク入りはない模様。
「映画館での上映に先行する映画の動画配信を禁止

する「反ネットフリックス法」が2018年末に施行さ
れるなど動画配信に反発する映画人の運動が根強い」
という。

（７）韓国
国家的振興策で海外展開。2019年5月のカンヌ国

際映画祭でパルム・ドールとなった「パラサイト　半
地下の家族」（その日暮らしの貧しい家族とIT企業の
CEOの家族との出会いから始まる物語）が今年2月
に英語以外で初めてアカデミー賞作品賞を獲得。

韓国映画100周年の2019年は、1年間の全体観客
数も歴代最高の2億2,668万人を記録し、「パラサイ
ト　半地下の家族」をはじめとした大作に沸いた年　
歴代最高の観客動員を記録」という。ディズニーをは
じめとする米国映画が上位を占める欧州と異なり興行
収入1位「エクストリーム・ジョブ」（解散の危機に
直面した麻薬捜査班が捜査のカムフラージュのために
始めたチキン店が大繁盛するという犯罪捜査物とコメ
ディの融合）131.2億円、歴代2位となる1626万
5,658人の観客動員、5位「パラサイト　半地下の家
族」80.7億円、6位「EXIT」（高層ビル群を舞台にし
たサバイバルパニック）74.5億円、8位「白頭山」（イ
ビョンホン主演、朝鮮半島を飲み込む未曾有の災害を
防ぐために立ち向かう人々の物語）49.7億円と韓国
映画4つがトップ10入り。

とはいえ、ディズニーはここでも強く、2位「アベ
ンジャーズ／エンドゲーム」114.9億円、3位　「アナ
と雪の女王2」104.9億円、4位「アラジン」100.5億
円、9位　「キャプテン・マーベル」48.4億円を占め、
その他、米国映画はソニーが7位　「スパイダーマン：
ファー・フロム・ホーム」64.9億円、ワーナーの

「ジョーカー」が50.5億円で10位。日本関係の映画
は、「アリータ：バトル・エンジェル」が17.5億円で
28位にランクイン。
（2019年韓国でのトップ10　キネマ旬報2020年3月下旬特別号
より作成。10位の金額が8位より多いのは、キネマ旬報記載のとお
り。）

1位 エクストリーム・ジョブ 131.2億円 韓国映画
2位 アベンジャーズ／エンドゲーム 114.9億円 ディズニー
3位 アナと雪の女王 104.9億円 ディズニー
4位 アラジン 100.5億円 ディズニー
5位 パラサイト　半地下の家族 80.7億円 韓国映画
6位 EXIT 74.5億円 韓国映画
7位 スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム 64.9億円 ソニー
8位 白頭山 49.7億円 韓国映画
9位 キャプテン・マーベル 48.4億円 ディズニー

10位 ジョーカー 50.5億円 ワーナー

（８）香港
日本で香港映画と言えば、ブルース・リーやジャッ

キーチェンか。「長年、ハリウッド映画に勝るとも劣
らぬ興行力を誇ってきた香港映画だが、昨年、興行収
入上位10本に入った作品は1本もなかった。」という。
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今や香港でもディズニーが1位「アベンジャーズ/
エンドゲーム」31.4億円、2位「トイ・ストーリー4」
12.5億円、4位「キャプテン・マーベル」10.7億円、
6位「アラジン」8.4億円、7位「アナと雪の女王」
7.8億円、9位「ライオンキング」5.4億円と強く、3
位にソニーの「スパイダーマン/ファー・フローム・
ホーム」12.0億円、5位にワーナーの「ジョーカー」
8.6億円、8位に20世紀フォックスの「アリータ：バ
トル・エンジェル」6.5億円、10位にユニバーサルの
ワイルド・スピード/スーパーコンボ5.3億円とすべ
て米国映画。

日本関係の映画は「アリータ：バトル・エンジェ
ル」が8位にランクイン。
（2019年香港でのトップ10　キネマ旬報2020年3月下旬特別号
より作成）

1位 アベンジャーズ/エンドゲーム 31.4億円 ディズニー
2位 トイ・ストーリー4 12.5億円 ディズニー
3位 スパイダーマン/ファー・フローム・ホーム 12.0億円 ソニー
4位 キャプテン・マーベル 10.7億円 ディズニー
5位 ジョーカー 8.6億円 ワーナー
6位 アラジン 8.4億円 ディズニー
7位 アナと雪の女王 7.8億円 ディズニー

8位 アリータ：バトル・エンジェル 6.5億円 20世紀
フォックス

9位 ライオンキング 5.4.億円 ディズニー
10位 ワイルド・スピード/スーパーコンボ 5.3億円 ユニバーサル

（９）インド
古くは、1957年のヴェネチア国際映画祭でインド

映画「大河のうた」が金獅子賞受賞。「賞を逃した黒
澤明監督は「『蜘蛛の巣城』がヴェネチア国際映画祭
で『大河のうた』に負けた時、これは当たり前だと
思ったよ。」と語ったという。

ヒンディー語の映画は「ボリウッドフィルム」と呼
ばれ、多言語別に映画が作られることもあり、作品
数、観客動員数は世界一の映画大国。
「興収総額も194億8千万ルピー（1,686億円）と

初めて千億ルピーを超え」、「ついにインドで、ハリ
ウッド映画が興収1位となった。「アベンジャーズ/エ
ンドゲーム」、外国映画で初めて」。

とはいえ、興行トップ10の他の9本はいずれもイ
ンド映画で興行収入の85％はインド映画。インドの
場合はメイン言語の表示があり、ヒンディー語が2位、
4から8位を占め、テルグ語が3位と10位を占める。
トップ20位までに日本関係の映画は入っていない模
様。

3日本の映画業界
「映画産業は、約2,000億円の市場規模を有してお

り、長く、アメリカに次ぐ世界第二位の市場として、
世界マーケットの中でもその存在を示してきた。しか
しながら、昨今、台頭する中国市場にその地位を明け
渡すこととなり、また、日本映画の輸出額も微増減は
するものの、ここ数年はほぼ横ばい」とされる。

最盛期1958年には年間11億人以上が映画館に足
を運んだが、テレビの普及等とともに「映画館入場者
数は10年間で4分の1、20年間で7分の1に激減」。
1996年の1億1,957万人をボトムに、その後、若干
盛り返し、昨年は久しぶりに1億9,491万人と2億人
に迫ったという。

日経業界地図によると、日本の映画業界では、国内
では東宝、松竹、東映の大手3社が制作と配給で大き
な存在感。大手3社は都心部に優良不動産を持ち、映
画事業を支える収益源という。実際、銀座の歌舞伎座
タワーは松竹が、日比谷シャンテは東宝がオーナーだ
し、有楽町マリオンのオーナーには松竹、東宝も名を
連ね、松竹の2020年2月期の決算短信によると不動
産のセグメント利益は演劇や映画よりも多い。

（松竹がオーナーの歌舞伎座タワー）

この他、アニメはスタジオジブリのようなアニメー
ション制作会社も供給し、洋画は、ワーナーブラザー
ズやディズニー、ソニー・ピクチャーズエンターテイ
ンメントといった米メジャー系の制作配給会社が配給
し、興行は、大手3社系などの別会社が担うという。

一方で、米国のネットフリックスやアマゾン・ドッ
ト・コムといった有料動画配信勢の台頭で、既存の映
画業界に大きな地殻変動が起きているという。スタジ
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オジブリ作品を巡っては、AT&T傘下のワーナーメ
ディアが北米での配信を決める一方、ネットフリック
スが日本と北米を除く世界での配信権を獲得したとい
う。「デジタルコンテンツ白書2019」によると、
2018年のネットワーク配信が2,194億円となり、つ
いに映画興行収入2,225億円に迫る規模となったとい
う。

4国内での映画ランキング
一般社団法人日本映画製作者連盟の日本の2019年

の興行収入ランキングを見ると、トップ10の全て或
いは殆どをアメリカ映画が占めている欧州や香港と違
い、1位はアニメの「天気の子」で2位と3位はディ
ズニーだが、4本は邦画。以下、過去40年の興行収
入（1999年までは配給収入）ランキングを見ていく。

30年前、1989年のランキングは、1、2位は洋画
（「インディ・ジョーンズ　最後の聖戦」（ハリソン・
フォード主演の人気シリーズ第3作）が44億円、「レ
インマン」（ダスティン・ホフマン、トム・クルーズ
主演、アカデミー賞主要4部門受賞）33億円）で、3
位に邦画、「魔女の宅急便」（宮崎駿監督、魔法使いの
少女の成長を描くアニメ）が21.5億円と続く。

1980年代の10年は、1986年「子猫物語」（ムツゴ
ロウ、畑正憲監督。一匹の子猫が主人公の動物ファミ
リー映画。）、1988年「敦煌」（井上靖原作の歴史大作）
で、邦画が2回、全体の1位。

同じ時期の邦画1位は1980年の「影武者」（黒澤明
監督の武田信玄の影武者を描いた戦国スペクタクル巨
編。）を始め実写映画が多く、アニメは1989年のス
タジオジブリの「魔女の宅急便」だけ。

邦画のトップ3で見ても、アニメのランキング入り
は30映画中5本で、うち4本はドラえもんで、ジブ
リ作品が1本。

宮崎駿原作・脚本・監督の「風の谷のナウシカ」は
1984年、「となりのトトロ」は1988年に公開。まだ
配給収入10億円以上のリストには載ってこないが、

「となりのトトロ」や「魔女の宅急便」を見た黒澤明
監督は、「映画に来たら嬉しいって才能がアニメに皆
行っちゃうから、映画界も頑張らないとね。」と語っ
たという。
「風の谷のナウシカ」の映画化について、当時、徳

間書房にいたスタジオジブリの鈴木代表取締役プロ
デューサーは、「八十年代に入って、社長の徳間康快
が活字と映像のメディアミックスと言い出して、「何
でもいいから企画出せ」と。で、原作がないのはダメ
だという人がいて、宮さんが「なら原作つくちゃお」
とやったのが「ナウシカ」の連載。それでもなかなか
映画化に持ち込めなくて、思いついたのが宣伝部長を
仲間に引き入れること。もう一人の同僚と、彼は博打
好きだから五万円ずつ負けよう、そしたら負い目に感
じて働いてくれるはずだとたくらんだ。それで、夜の
一〇時から朝の六時まで、5万ずつ見事に負けたら、
宣伝部長はその足で博報堂に行って映画化を決めてき
ました。芸は身を助ける。ですよ。」と語る。

20年前、1999年は興行収入上位3位はいずれも洋
画（「アルマゲドン」（ブルース・ウィルス主演。小惑
星の接近で滅亡の危機に瀕した地球を救うため宇宙に
旅立つ男たちを描いたアドベンチャー）83.5億円、

「スター・ウォーズ　エピソード1　ファントム・メ
ナス」（ジョージ・ルーカス監督、前3部作から約30
年前、ダース・ベイダーの少年時代を描く。）78億円、

「マトリックス」（キアヌ・リーブス主演、仮想現実空
間での人類とコンピュータの戦いを描いたSFアク
ション。革新的なアクションシーンで、世界的大ヒッ
ト）50億円）で、邦画はアニメの「劇場版　ポケッ
トモンスター　幻のポケモン・ルギア爆誕　ピカチュ
ウたんけんたい」（劇場版ポケモンの第二弾）の35億
円の5位が最高。

1990年代の10年は、1992年「紅の豚」（宮崎駿の
短編漫画を映画化。1920年代のイタリアで、呪いで

“豚”となった中年パイロットの活躍を描く。）、1997
年「もののけ姫」（室町時代の日本での神と人間の戦
いを描く、当時の日本の興行記録を塗り替えた作品）
の邦画（いずれもジブリのアニメ）が2回、全体の1
位。

同じ時期の10年間の邦画の1位をみると、アニメ
が増えて、1991年の「おもいでぽろぽろ」（ジブリの
高畑勲監督が、同名コミックを映画化した長編アニ
メ。）、1992年の「紅の豚」、1994年の「平成狸合戦
ぽんぽこ」（高畑勲原作・監督・脚本。ニュータウン
建設で住処を追われる狸たちが「化け学」で人間に立
ち向かう姿を描く。）、1995年の「耳をすませば」（少
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年少女が経験する初めての恋や進路の悩みを描いたジ
ブリ作品）、1997年の「もののけ姫」、1999年の「劇
場版　ポケットモンスター　幻のポケモン・ルギア爆
誕　ピカチュウたんけんたい」の6作品がアニメ。う
ち5つはジブリ作品。

なお、スタジオジブリは「おもいでぽろぽろ」制作
中の1990年11月からそれまで出来高払いのスタッ
フを社員化・常勤化し、毎年定期的な新人採用を開
始。給与を毎月支払うため、ジブリの鈴木敏夫は、

「作りつづける宿命を負ったジブリは『思いでぽろぽ
ろ』とオーバーラップして『紅の豚』の制作に突入」、

「オーバーラップはジブリにとって初めての経験で」、
「猫の手も借りたいのに、どうやって『紅の豚』に人
を割いたらいいのか勝手がわかりません。ジブリに無
駄な人間は一人もいませんでした。結局、『紅の豚』

の制作に突入したのは宮崎ひとりでした。宮崎は文句
を言いました。「制作も演出もなにもかも、全部一人
でやれというのか。」。グチは聞きましたが、一人で
やってもらうしかありませんでした。」という。そし
て、1991年に「おもいでぽろぽろ」、1992年に「紅
の豚」は邦画で連続1位に。『紅の豚』は、スピルバー
グ監督の「フック」やディズニーの「美女と野獣」を
抑えて、1992年の全体1位に。

邦画のトップ3で見ると、アニメのランキング入り
は一気に増えて、30映画中13本で、ドラえもん6つ、
ジブリが5つ、ポケットモンスターが2つ。

実写映画でも原作は漫画という作品も結構ある。
10年前の2009年は邦画の「ROOKIES－卒業―」（大
ヒットドラマ「ROOKIES」をオリジナルストーリー
で映画化。原作は「週刊少年ジャンプ」に連載された

（1980年代の配給収入（単位百万円）ランキング　日本映画製作者連盟公表資料より作成。以下、網掛けはアニメ。1980年代は実写映画が多い。）
1980年（1月～12月） 1981年（1月～12月） 1982年（1月～12月） 1983年（1月～12月） 1984年（1月～12月）

［邦画］ ［邦画］ ［邦画］ ［邦画］ ［邦画］

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

影武者 2,700 東宝 連合艦隊 1,900 東宝 セーラー服と機関銃 2,300 東映 南極物語 5,900
ヘラ
ルド

里見八犬伝 2,320 東映

復活の日 2,400 東宝
ドラえもん　のび太
の宇宙開拓史

1,750 東宝 燃える勇者 探偵物語 2,800 東映 メイン・テーマ 1,850 東映

二百三高地 1,800 東映
怪物くん　怪物ラン
ドへの招待

ハイティーン・ブギ 1,800 東宝 時をかける少女 愛情物語

男はつらいよ　寅次
郎かもめ歌

1,380 松竹 大日本帝国 1,400 東映 汚れた英雄 1,600 東映
ドラえもん　のび太
の魔界大冒険

1,650 東宝

伊賀忍法帖
忍者ハットリくん＋
パーマン　超能力
ウォーズ

［洋画］ ［洋画］ ［洋画］ ［洋画］ ［洋画］

題名
配給
収入

配給
会社

題　名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

スター・ウォーズ　
帝国の逆襲

3,200 FOX エレファント・マン 2,450
東宝
東和

ブッシュマン 2,360
東宝
東和

E．T． 9,620 CIC
インディー・ジョー
ンズ　魔宮の伝説

3,200 CIC

007　ムーンレイカー 2,300 UA
007　ユア・アイズ・
オンリー

2,050 UA キャノンボール 2,100
東宝
東和

スター・ウォーズ　
ジェダイの復讐

3,720 FOX キャノンボール2 2,100
東宝
東和

地獄の黙示録 2,250
ヘラ
ルド

スーパーマンII　冒険篇 1,650 WB ロッキー3 1,670 UA フラッシュダンス 3,400 CIC プロジェクトA 1,620
東宝
東和

1985年（1月～12月） 1986年（1月～12月） 1987年（1月～12月） 1988年（1月～12月） 1989年（1月～12月）
［邦画］ ［邦画］ ［邦画］ ［邦画］ ［邦画］

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

ビルマの竪琴 2,950 東宝 子猫物語 5,400 東宝 ハチ公物語 2,000
松竹
富士

敦煌 4,500 東宝 魔女の宅急便 2,150 東映

ゴジラ 1,700 東宝 野蛮人のように 1,450 東映
ドラえもん　のび太
と竜の騎士

1,500 東宝 優駿 1,800 東宝
ドラえもん　のび太
の日本誕生

2,020 東宝

乱 1,670 東宝
ビー・バップ・ハイ
スクール

プロゴルファー猿　
甲賀秘境！影の忍法ゴ
ルファー参上！

いこかもどろか 1,600 東宝
ドラミちゃん・ミニ
ドラSOS！！

植村直己物語 1,350 東宝 竹取物語 1,450 東宝 オルゴール 1,400 東映

［洋画］ ［洋画］ ［洋画］ ［洋画］ ［洋画］

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

ゴーストバスターズ 4,100 COL
バック・トゥ・ザ・
フューチャー

3,650 UIP トップガン 3,900 UIP ラストエンペラー 2,450
松竹
富士

インディ・ジョーン
ズ　最後の聖戦

4,400 UIP

グレムリン 3,200 WB ロッキー4　炎の友情 2,950 UIP プラトーン 1,800 WB
ランボー3　怒りのア
フガン

2,400
東宝
東和

レインマン 3,300 UIP

ランボー　怒りの脱出 2,450
東宝
東和

グーニーズ 1,950 WB アンタッチャブル 1,750 UIP 危険な情事 1,740 UIP カクテル 1,700 WB
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同名ベストセラーで、テレビドラマのオリジナルメン
バーが出演。）が85.5億円とトップで、以下、洋画の

「ハリーポッターと氷のプリンス」（大ヒットファンタ
ジー「ハリー・ポッター」シリーズ第6作）80億円、

「レッドクリフⅡ　未来への最終決戦」（「三国志演義」
最大の決戦“赤壁の戦い”の映画化2部作の後編。）
55.5億円と続く。

2000年代の10年は、2001年「千と千尋の神隠し」
（魔法でブタに変えられた両親を助けるため働きはじ
めた千尋の冒険を描くジブリのアニメ。国内興行収入
は304億円で歴代1位。ベルリン国際映画祭では、ア
ニメ作品として初の金熊賞受賞、アカデミー賞でも長
編アニメーション賞を受賞。）、2003年「踊る大捜査
線 THE MOVIE2　レインボーブリッジを封鎖せよ!」

（織田裕二主演の大ヒット作の第二弾。）、2005年「ハ

ウルの動く城」（ジブリのアニメ。英国のファンタジー
の映画化。魔女の呪いで90歳の老婆の姿になった18
歳の少女の物語。）、2008年「崖の上のポニョ」（5歳
の男の子が、さかなの子、ポニョを助けたことからポ
ニョが男の子に恋をするというジブリのアニメ）、
2009年「ROOKIES－卒業―」に邦画が5回、全体の
1位。

同じ時期の邦画の1位は、2000年の「劇場版ポケッ
トモンスター/結晶塔の帝王 劇場版ポケットモンス
ター/ピチュウとピカチュウ」（ポケモンマスターを目
指す少年たちが繰り広げる冒険を描いたアニメの第3
作。）、2001年の「千と千尋の神隠し」、2002年の

「猫の恩返し ギブリーズ episodeII」（猫の国の王子様
を助けたため“恩返し”に猫の国に招待された高校生
の少女を描いたジブリのアニメ。）、2005年の「ハウ

（1990年代の配給収入ランキング（単位百万円）　日本映画製作者連盟公表資料より作成。アニメが増えたのが目に付く。）
1990年（1月～12月） 1991年（1月～12月） 1992年（1月～12月） 1993年（1月～12月） 1994年（1月～12月）

［邦画］ ［邦画］ ［邦画］ ［邦画］ ［邦画］

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

天と地と 5,050 東映 おもいでぽろぽろ 1,870 東宝 紅の豚 2,800 東宝 ゴジラVSモスラ 2,220 東宝 平成狸合戦ぽんぽこ 2,630 東宝

タスマニア物語 2,520 東宝
ドラえもん　のび太
のトラビアンナイト

1,800 東宝 おろしや国酔夢譚 1,800 東宝 REX　－恐竜物語－ 2,200 松竹 ゴジラVSメカゴジラ 1,870 東宝

ドラえもん　のび太
とアニマル惑星／チ
ンプイ

1,910 東宝
ドラミちゃん　アラ
ラ少年山賊団

ドラえもん　のび太
と雲の王国

1,680 東宝 水の旅人　侍KIDS 2,030 東宝
男はつらいよ　寅次
郎の縁談

1,570 松竹

男はつらいよ　寅次
郎の休日

1,410 松竹

釣りバカ日誌3
［洋画］ ［洋画］ ［洋画］ ［洋画］ ［洋画］

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

バック・トゥ・ザ・
フューチャー2

5,530 UIP ターミネーター2 5,750
東宝
東和

フック 2,330 SPE ジュラシック・パーク 8,300 UIP クリフハンガー 4,000
東宝
東和

バック・トゥ・ザ・
フューチャー3

4,750 UIP ホーム・アローン 3,400 FOX エイリアン3 1,950 FOX ボディガード 4,100 WB トゥルーライズ 3,500
ヘラ
ルド

ダイハード2 3,200 FOX プリティ・ウーマン 3,100 WB 氷の微笑 1,900
ヘラ
ルド

アラジン 2,500 BV シンドラーのリスト 2,050 UIP

1995年（1月～12月） 1996年（1月～12月） 1997年（1月～12月） 1998年（1月～12月） 1999年（1月～12月）
［邦画］ ［邦画］ ［邦画］ ［邦画］ ［邦画］

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

耳をすませば 1,850 東宝 ゴジラVSデストロイヤ 2,000 東宝 もののけ姫 11,300 東宝
踊る大捜査線　THE
　MOVIE

5,000 東宝
劇場版　ポケットモ
ンスター

3,500 東宝

ゴジラVSスペースゴ
ジラ

1,650 東宝 Shall　we　ダンス？ 1,600 東宝 失楽園 2,300 東映
ポケットモンスター
　ミュウツーの逆襲

4,150 東宝
　幻のポケモン・ル
ギア爆誕

男はつらいよ　拝啓
　車寅次郎様

1,550 松竹
ドラえもん　のび太
の銀河超特急

1,600 東宝
ドラえもん　のび太の
ねじ巻き都市冒険記

2,000 東宝
ピカチュウのなつや
すみ

ピカチュウたんけん
たい

ドラえもん　南海の
大冒険

2,100 東宝 リング2／死国 2,100 東宝

ザ・ドラえもんズ／
帰ってきたドラえもん

鉄道員（ぽっぽや） 2,050 東映

［洋画］ ［洋画］ ［洋画］ ［洋画］ ［洋画］

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

題名
配給
収入

配給
会社

ダイハード3 4,800 FOX
ミッション・インポッ
シブル

3,600 UIP
インデペンデンス・
デイ

6,650 FOX タイタニック 16,000 FOX アルマゲドン 8,350 BV

スピード 4,500 FOX セブン 2,650
HUMAX/ 
GAGA

ロスト・ワールド 5,800 UIP ディープ・インパクト 4,720 UIP
スター・ウォーズ　
エピソード1

7,800 FOX

フォレストガンプ　
一期一会

3,870 UIP ツイスター 2,300 UIP スピード2 2,000 FOX メン・イン・ブラック 3,500 SPE ファントム・メナス

マトリックス 5,000 WB
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ルの動く城」、2006年の「ゲド戦記」（世界的ファン
タジー小説を原作に宮崎吾朗監督のスタジオジブリの
大作アニメ。）、2008年の「崖の上のポニョ」の6つ
はアニメで、うち5つはジブリ作品。

スタジオジブリの鈴木敏夫によると、宮崎駿の息
子、宮崎吾郎は「ゲド戦記」で監督デビュー。偉大な
父が大きな栄養を受けたと公言する『ゲド戦記』の監
督を頼まれた吾郎は、答えに二年近くかかり、宮崎駿
も「「冗談じゃない。経験が一度もないヤツに監督を
させるのはむちゃだ。」と激怒。そして、試写会の日、

「宮崎駿が、何の前触れもなく会場に現れ」、「映画が
半分ほど経過したところで、いきなり外へ出て行った
のだ。僕の心臓が止まった。隣にいた吾郎が何を思っ
ているのだろうと察するともう、生きた心地がしな
い。」。三日後、『ゲド戦記』の打ち上げでの宮崎駿の
短いコメント：「『素直な作り方で、よかった…-』会
場に集まった三〇〇人のスタッフから大きな拍手が起

きた。」。結果、2006年の邦画興行収入1位。
2000年代の邦画のトップ3で見ると、アニメのラ

ンキング入りは更に増えて30映画中15本で、うちポ
ケットモンスターが7つ、ジブリが5つ、名探偵コナ
ン2つ、ドラえもん1つ。

（2000年代の興行収入ランキング（単位億円）　日本映画製作者連盟公表資料より作成。邦画1位のうち6つはアニメ。）
2000年（平成12年） 2001年（平成13年） 2002年（平成14年） 2003年（平成15年） 2004年（平成16年）
邦画 邦画 邦画 邦画 邦画

劇場版ポケットモン
スター/結晶塔の帝王 
劇場版ポケットモン
スター/ピチュウとピ
カチュウ

48.5 東宝 千と千尋の神隠し 308 東宝 猫の恩返し ギブリー
ズ episodeII 64.8 東宝

踊る大捜査線 THE 
MOVIE2　レイン
ボーブリッジを封鎖
せよ!

173.5 東宝 世界の中心で、愛を
さけぶ 85 東宝

ホワイトアウト 42 東宝

劇場版ポケットモン
スター　セレビィ時
を超えた遭遇 ピカ
チュウのドキドキか
くれんぼ

39 東宝 名探偵コナン ベイ
カー街の亡霊 34 東宝

ポケットモンスター 
アドバンスジェネ
レーション 七夜の願
い星ジラーチ おどる
ポケモンひみつ基地

45 東宝 いま、会いにゆきます 48 東宝

ドラえもん のび太の
太陽王伝説 ザ・ドラ
えもんズ　ドキドキ
機関車大爆走！【短
編】おばあちゃんの
思い出【短編】

30.5 東宝 バトル・ロワイアル 31.1 東映

ゴジラ・モスラ・キ
ングギドラ 大怪獣総
攻撃 劇場版とっとこ
ハム太郎　ハムハム
ランド大冒険

27.1 東宝 名探偵コナン 迷宮の
十字路 32 東宝

劇場版ポケットモン
スター　アドバンス
ジェネレーション　
裂空の訪問者デオキ
シス

43.8 東宝

洋画 洋画 洋画 洋画 洋画

M：I－2 97 UIP A.I. 96.6 WB ハリー・ポッターと
賢者の石 203 WB ハリー・ポッターと

秘密の部屋 173 WB ラストサムライ 137 WB

グリーンマイル 65 GAGA/
HUMAX パール・ハーバー 68.8 ブエナ・

ビスタ モンスターズ・インク 93.7 BV マトリックス・リロー
デッド 110 WB ハリー・ポッターと

アズカバンの囚人 135 WB

パーフェクト・ストー
ム 36 WB ジュラシック・パー

クIII 51.3 UIP
スターウォーズ　エ
ピソード2 クローン
の逆襲

93.5 FOX ターミネーター3 82 東宝
東和

ファインディング・
ニモ 110 BV

2005年（平成17年） 2006年（平成18年） 2007年（平成19年） 2008年（平成20年） 2009年（平成21年）
邦画 邦画 邦画 邦画 邦画

ハウルの動く城 196 東宝 ゲド戦記 76.9 東宝 HERO 81.5 東宝 崖の上のポニョ 155 東宝 ROOKIES－卒業－ 85.5 東宝
劇場版ポケットモン
スター アドバンス
ジェネレーション 
ミュウと波導の勇者
ルカリオ

43 東宝 LIMIT OF LOVE 海猿 71 東宝

劇場版ポケットモン
スター　ダイヤモン
ド・パール　ディア
ルガVSパルキアVS
ダークライ

50.2 東宝 花より男子ファイナル 77.5 東宝

劇場版ポケットモン
スター／ダイヤモン
ド＆パール　アルセ
ウス　超克（ちょう
こく）の時空へ

46.7 東宝

交渉人　真下正義 42 東宝 THE 有頂天ホテル 60.8 東宝 ALWAYS　続・三丁
目の夕日 45.6 東宝 おくりびと 64.8 松竹 20世紀少年〈最終章〉

ぼくらの旗 44.1 東宝

洋画 洋画 洋画 洋画 洋画
スター・ウォーズ　
エピソード3　シス
の復讐

91.7 FOX ハリー・ポッターと
炎のゴブレット 110 WB

パイレーツ・オブ・
カリビアン　ワール
ド・エンド

109 WDS
インディ・ジョーン
ズ　クリスタル・ス
カルの王国

57.1
パラ
マウ
ント

ハリー・ポッターと
謎のプリンス 80.0 WB

宇宙戦争 60 UIP
パイレーツ・オブ・
カリビアン　デッド
マンズ・チェスト

100.2 BV ハリーポッターと不
死鳥の騎士団 94 WB レッドクリフPart1 50.5

東宝
東和/
エイ
ベッ
クス

レッドクリフ PartⅡ
　未来への最終決戦 55.5

東宝
東和/
エイ
ベッ
クス

チャーリーとチョコ
レート工場 53.5 WB ダ・ヴィンチ・コード 90.5 SPE スパイダーマン3 71.2 SPE アイ・アム・レジェ

ンド 43.1 WB マイケル・ジャクソ
ン　THIS IS IT 52 SPE
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2001年、そして歴代興行収入1位の（「千と千尋の神隠し」スタジ
オジブリ公式Websiteより）

更に、2010年代の10年を振り返ると、2012年
「BRAVE HEARTS　海猿」（海上保安庁の若き潜水士
たちの活躍を描く人気シリーズ第4作。）、2013年「風
立ちぬ」（ゼロ戦の設計者、青年技師・堀越二郎の半
生を描くジブリのアニメ。）、2016年「君の名は。」（新
海誠監督のアニメ、夢の中で“入れ替わる”少年と少
女の恋と奇跡の物語。）、2019年「天気の子」で邦画
が4回、興行収入が全体の1位。

同じ時期の邦画の中での1位を見ると、2010年の
「借りぐらしのアリエッティ」（人間の家に住む小人と
人間のふれあいを描くジブリのアニメ）、2011年の

「コクリコ坂から」（少女漫画をスタジオジブリが映画
化。宮崎吾朗の監督第2作。）、2013年の「風立ちぬ」、
2015年の「映画 妖怪ウォッチ　誕生の秘密だニャ
ン！」（ニンテンドー3DSゲームの「妖怪ウォッチ」
の劇場版アニメ。）、2016年の「君の名は。」、2017年
の「名探偵コナン　から紅の恋歌（ラブレター）」（人
気コミック「名探偵コナン」の劇場版21作目）、
2019年の「天気の子」と7本はアニメ。うち、妖怪
ウォッチと名探偵コナンは定番のシリーズもので、ジ

（2010年代の興行収入ランキング（単位億円）　日本映画製作者連盟公表資料より作成。アニメが邦画トップ3の半分越え。）
2010年（平成22年） 2011年（平成23年） 2012年（平成24年） 2013年（平成25年） 2014年（平成26年）
邦画 邦画 邦画 邦画 邦画

借りぐらしのアリ
エッティ 92.6 東宝 コクリコ坂から 44.6 東宝 BRAVE HEARTS　

海猿 73.3 東宝 風立ちぬ 120.2 東宝 永遠の0 87.6 東宝

THE LAST 
MESSAGE 海猿 80.4 東宝

劇場版ポケットモン
スター ベストウィッ
シュ「ビクティニと
黒き英雄ゼク ロム」

「ビクティニと白き英
雄レシラム」

43.3 東宝 テルマエ・ロマエ 59.8 東 ONE PIECE FILM Z 68.7 東映 STAND BY ME ドラ
えもん 83.8 東宝

踊る大捜査線THE 
MOVIE3　ヤツらを
解放せよ

73.1 東宝 ステキな金縛り 42.8 東宝 踊る大捜査線 THE 
FINAL　新たなる希望 59.7 東宝

映画ドラえもん のび
太のひみつ道具博物
館（ミュージアム）

39.8 東宝 るろうに剣心 京都大
火編 52.2 WB

洋画 洋画 洋画 洋画 洋画

アバター 156 FOX ハリー・ポッターと
死の秘宝 PART2 96.7 WB

ミッション：インポッ
シブル／ゴースト・
プロトコル

53.8 PPJ モンスターズ・ユニ
バーシティ 89.6 WDS アナと雪の女王 255 WDS

アリス・イン・ワン
ダーランド 118 WDS パイレーツ・オブ・カ

リビアン／生命の泉 88.7 WDS バイオハザードⅤ　
リトリビューション 38.1 SPE レ・ミゼラブル 58.9 東宝

東和 マレフィセント 65.4 WDS

トイ・ストーリー3 108 WDS ハリー・ポッターと
死の秘宝 PART1 68.6 WB アベンジャーズ 36.1 WDS テッド 42.3 東宝

東和 ゼロ・グラビティ 32.3 WB

2015年（平成27年） 2016年（平成28年） 2017年（平成29年） 2018年（平成30年） 2019年度（令和元年）
邦画 邦画 邦画 邦画 邦画

映画 妖怪ウォッチ　
誕生の秘密だニャン！ 78 東宝 君の名は。 250.3 東宝 名探偵コナン　から紅

の恋歌（ラブレター） 68.9 東宝 劇場版コード・ブルー 
-ドクターヘリ緊急救命- 93 東宝 天気の子 140.6 東宝

バケモノの子 58.5 東宝 シン・ゴジラ 82.5 東宝
映画ドラえもん　の
び太の南極カチコチ
大冒険

44.3 東宝
名探偵コナン　ゼロ
の執行人（しっこう
にん）

91.8 東宝 名探偵コナン　紺青
の拳（フィスト） 93.7 東宝

HERO 46.7 東宝 名探偵コナン　純黒
の悪夢（ナイトメア） 63.3 東宝 銀魂 38.4 WB 映画ドラえもん　の

び太の宝島 53.7 東宝 キングダム 57.3
東宝
／

SPE
洋画 洋画 洋画 洋画 洋画

ジュラシック・ワー
ルド 95.3 東宝

東和
スター・ウォーズ／
フォースの覚醒 116.3 WDS 美女と野獣 124 WDS ボヘミアン・ラプソ

ディ 131 FOX アナと雪の女王2 127.9 WDS

ベイマックス 91.8 WDS ズートピア 76.3 WDS
ファンタスティッ
ク・ビーストと魔法
使いの旅

73.4 WB ジュラシック・ワー
ルド／炎の王国 80.7 東宝

東和 アラジン 121.6 WDS

シンデレラ 57.3 WDS ファインディング・
ドリー 68.3 WDS 怪盗グルーのミニオ

ン大脱走 73.1 東宝
東和

スター・ウォーズ／
最後のジェダイ 75.1 WDS トイ・ストーリー4 100.9 WDS
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ブリ作品が3本、新海誠監督の作品が2本。
この時期、2作品で全体1位となった気鋭のアニ

メーション映画監督、新海誠は、2002年に「全編25
分をパソコンで、ほぼひとりで作り上げた『ほしのこ
え』」でデビュー。「君の名は。」、「天気の子」とも原
作・脚本も担当。「今や、世界的に注目されるアニ
メーション監督」、「叙情的な男女の物語を、美しい色
彩と繊細な言葉で紡ぎ出す“新海ワールド”は、国内
外問わず多くの人々に支持され、生み出された作品は
高く評価されてきた。」という。

邦画のトップ3で見ると、アニメのランキング入り
は、30映画中17本と半分を超え、うち、名探偵コナ
ン4つ、ドラえもん4つ、ジブリが3つ、新海誠監督
2つ、ポケットモンスターが1つ。

5カンヌ、ヴェネチア、ベルリン国際映
画祭、アカデミー賞での日本映画

（１）カンヌ国際映画祭
フランス南部の地中海沿岸のコートダジュールに面

した高級リゾート地カンヌで開催される国際映画祭。
その歴史は1946年に始まる。ベルリン国際映画祭、
ヴェネチア国際映画祭と並び世界3大映画祭の1つで、
世界中の映画人が一堂に会する映画祭として常に高い
注目。上映プログラムはカンヌ国際映画祭主催のオ
フィシャルセレクション、フランス監督協会主催の監
督週間、フランス映画批評家組合主催の批評家週間の
3つで構成され、約180作品が上映。

映画祭と並行して世界最大の映画マーケット“マル
シェデュフィルム”が開催され、各国の配給会社やプロ
デューサー、監督などが参加。配給権の売買や資金調
達、企画のプレゼンなどが行われる。その他にも、レッ
ドカーペットやマスタークラス、フォーラムなど様々な
イベント。現下の状況のため、今年は単独開催を見送り。

日本関係の受賞も多く、最高賞のパルム・ドールだ
けでも、1953年、衣笠貞之助監督の「地獄門」（長谷
川一夫、京マチ子主演、反乱から上皇とその妹を逃す
ための身代わりの女を荷車に乗せたところ、護衛が女
に惚れてしまうというストーリー。）、1980年の黒澤
明監督の「影武者」（その年の国内での邦画配給収入1
位）、今村昌平監督は1983年の「楢山節考」（緒形拳
主演、山深い寒村を舞台に姥捨てを目前にした人間の

生き方を描く。）と1997年の「うなぎ」（役所広司、
清水美沙主演。極度の人間不信に陥り、本音を明かす
唯一のパートナーとして“うなぎ”を選んだ男の話。）
で2回も受賞。最近では、2018年の是枝裕和監督の

「万引き家族』（万引きで生計を立てる家族の物語。）
のパルム・ドール受賞は記憶に新しい。

あいにくまだカンヌに呼ばれたことがないので、カ
ンヌでの受賞がどのようなものかについては、1999
年に中年男と母親を探す小学生が繰り広げる一夏の冒
険を描いたロードムービー、『菊次郎の夏』でカンヌ
のコンペに参加した北野武監督は、「『菊次郎の夏』は
ねえ。カンヌ行って、公開あって、新聞も出て、ワーッ
てなって。…で、誰もがおまえだおまえだって言うか
らさあ。「コングエラチレイション」とか、『おめでと
う』とか言うのよ。インタヴューもそうだし、記者が
まず、「おめでとうございます。すごくよかった。」っ
て言う。だからもう、完全に、何かくれるなと思うじゃ
ない。何もくんねえの（笑）。」「あんまり反応がすごい
んで、なんかくれんだと思っちゃったもん。それで何
もなかったんで、それ以来、おいら、授賞式までいな
いんだ（笑）。上映やったら帰っちゃうんだ。」と語る。

なお、カンヌといえば、スターがレッドカーペット
を着飾って歩くのが知られているが、オードリーヘッ
プバーン、グレースケリーらと共にVogue誌の「カ
ンヌ国際映画祭を彩った歴代カップルたち」に掲載さ
れている日本人はジョンレノンと一緒のオノ・ヨーコ
だけである。

（南仏コートダジュールに面した高級リゾート地カンヌ）
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（２）ヴェネチア国際映画祭

（水の都、ヴェネチア）

イタリア北東部の都ヴェネト州の州都、イタリアを
代表する観光地、ヴェネチアで開催される世界最古の
国際映画祭。国際美術展覧会ヴェネツィア・ビエン
ナーレの一部として、毎年8月から9月にかけて市内
のリド島で開催。「配信者の作品にもいち早く門戸を
開くなど、固定観念に縛られず魅力ある作品を柔軟に
評価している姿勢がここ数年目立つ」と言われる。

上映プログラムは、ヴェネチア部門（コンペティ
ション）、非コンペティション部門、オリゾンティ部門、
クラシック部門、SCONFINI部門、2019年に新設さ
れたVR部門の主要6部門で構成され、各部門の最優
秀作品には賞と賞金が贈られる。多くの国際映画祭が
中止や延期、オンラインでの開催を余儀なくされる中、
今年も感染防止策をとった上で、予定通り9月2～12
日に開催され、黒沢清監督の「スパイの妻」（時代のう
ねりに翻弄されながらも、自らの信念と愛を貫く女性
を描くラブ・サスペンス）が、日本映画では、2003年
に「座頭市」で参加した北野武監督以来17年ぶりに
監督賞（銀獅子賞）を受賞。現下の状況で渡航を断念
した黒沢監督は、授賞式にビデオメッセージを寄せ、

「長い間、監督に携わってきましたが、この年齢で喜ば
しいプレゼントになりました」と喜びを語ったという。

最高賞は、金獅子賞で、これまでに日本からは1951
年に黒澤明監督の「羅生門」（芥川龍之介の原作「藪の
中」を黒澤明監督が映画化。ある侍の死に立ち会った
男女4人それぞれの視点から見た事件の内幕。この作
品で三船敏郎は「世界のミフネ」に。）、1958年に稲垣
浩監督の「無法松の一生」（三船敏郎、高峰秀子出演、
無骨な人力車夫の生涯を描いた、1943年の稲垣監督

自身の映画を自らリメーク。）、1998年に北野武監督の
「HANA-BI」（不治の病の妻や同僚の死を目の当たりに
した刑事の生き様を描いたドラマ。）が受賞。このほ
か、2005年に宮崎駿監督が栄誉金獅子賞を受賞して
いるなど、ここでも日本関係の受賞は多い。

（３）ベルリン国際映画祭

（ベルリンのブランデンブルク門）

ヨーロッパ最大の映画産業都市ベルリンで開催され
る国際映画祭。

ベルリン国際映画祭の歴史は1951年に始まり、三
大映画祭の中で唯一首都で開催されることから、来場
者数は50万人、上映本数は400本にも上る。

華やかさではカンヌやベネチアよりやや劣るが，回顧
特集などの企画上映は充実しているという。映画祭と並
行して業界関係者向けの映画マーケットが開催されて
おり、配給権の売買や共同製作などの商談が行われる。

これまでに、1963年の今井正監督の「武士道残酷
物語」（主君の犠牲となってきた哀れな家系の物語。
萬屋錦之介、東野英治郎出演）と2002年の宮崎駿監
督の「千と千尋の神隠し」が長編部門の最高賞、金熊
賞（ベルリンの紋章は熊）を受賞。

（４）アカデミー賞
いずれも欧州の3大映画祭に対して、いかにもアメ

リカ的なのがオスカーのアカデミー賞。3大国際映画
祭よりも古く、今年92回目を迎えた。

日本関係の受賞も多く、黒澤明監督は、1952年
『羅生門』で、1976年にソ連との合作映画「デルス・
ウザーラ」で外国語映画賞を受賞している他、1990
年には名誉賞受賞。1953年にはカンヌ国際映画祭で
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パルム・ドールを獲得した衣笠貞之助監督の「地獄
門」が最優秀外国語映画としてアカデミー特別賞獲
得。最近では、2001年に宮崎駿監督が、「千と千尋の
神隠し」で長編アニメ賞を、2015年には日本人二人
目となる名誉賞を受賞、2008年には滝田洋二郎監督
の「おくりびと」（遺体を棺に納める“納棺師”となっ
た男が成長していく姿を描く。キャストは本木雅弘、
広末涼子、山崎努）が外国映画賞を受賞。

このように国際的にも評価されている日本映画を生
み出した監督や、日本のアニメ、日本映画の海外展開
等については次回に譲る。それでは、サヨナラ、サヨ
ナラ、サヨナラ。
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vogue.co.jp/celebrity/stylewatch/2018-05-15
GALACOLLECTIONヴェネチア国際映画祭https://www.
galacollection.com/?pid=56892523
「ベネチア映画祭の時代先取り」、2020年9月25日、産経新聞朝刊
朝日新聞デジタル「スパイの妻」の黒沢清監督に監督賞　ベネチア
映画祭」、小峰健二、2020年9月13日 3時19分
https://www.asahi.com/articles/ASN9D7DP4N9BUCVL01J.
html
「「世界のミフネ」と呼ばれた男̶三船敏郎」、2015.10.19、松田 美
智子、https://www.nippon.com/ja/column/g00317/?pnum=2
「ベルリン国際映画祭」コトバンク、https://kotobank.jp/word/
%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3
%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%98%A0%E7%94%BB
%E7%A5%AD-162254
F i lmagaのWebsi te　ht tps: / / f i lmaga. f i lmarks.com/
articles/1742/
Japanese Film Festival MagazineのWebsite 7 Japanese 
Movies That Have Won International Awards　https://www.
japanese�lmfest.org/all/general/167/
「日本が世界に誇る、歴代アカデミー賞受賞者　最多受賞は映画界を
席巻したあの人」https://forbesjapan.com/articles/detail/32202
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