【SF の歴史】
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＜SF の元祖？＞ メアリー・シェリー（英）：「フランケンシュタイン」1818、 ジュール・ベルヌ(仏)：「月世界旅行」1865、「海底二万里」1870 など
H・G・ウェルズ（英）：「タイムマシン」1895 など →他にも透明人間、タコ型火星人、宇宙間戦争などの SF 的ギミックを発明。

1926 年、世界初の SF 雑誌「アメージング・ストーリーズ」創刊。→「SF」という名称が誕生。

1940～50 年代：「SF の黄金時代」 SF 界のビッグ３

戦後、アメリカの SF 小説が日本に流入
･東西冷戦の時代
てつ

・日本から矢野徹が
世界 SF 大会に初参加 1953
・米ソの核実験競争
→第五福竜丸事件 1954
・ソ連が世界初の人工衛星

→ ロバート・A・ハインライン、 アーサー・C・クラーク、 アイザック・アシモフ

◆SF 小説、 ◇SF マンガ、

＜1945～50 年代＞

＜国内 SF 小説・ラノベ＞

・日本初の SF 雑誌「星雲」1954
・「空飛ぶ円盤研究会」設立 1956
じん

・日本初の SF 同人誌「宇宙塵」創刊 1957
◆「ボッコちゃん」星新一 1958
・早川書房「S-F マガジン」創刊 1959

スプートニク打ち上げ 1957

＜1960 年代＞
・ベトナム戦争 ～1975

第 1 回日本 SF 大会（メグコン）1962

・世界初の心臓移植 1967
・アポロ 11 号の月着陸 1969

→SF 作家、編集者の他、
手塚治虫などの漫画家も参加。
・日本 SF 作家クラブ創立 1963
◆「時をかける少女」筒井康隆 1967

・高度経済成長のなかで、
週刊誌や企業の PR 雑誌が
次々に創刊・発行される。
（→ショートショート向きの媒体）

＜1970 年代＞
・大阪万博 1970（昭和 45）

・星新一の作品が教科書に初掲載 1968
・ハヤカワ SF 文庫創刊 1970

＜1980 年代＞

◆「あたしの中の……」新井素子 1977
→ライトノベルの草分け

・「おたく」という言葉の初出 1983

・雑誌「ショートショートランド」1981～

・オウムサリン事件 1995
・クローン羊の誕生 1996

ライトノベルにも SF が浸透

◆「パラサイト・イヴ」瀬名秀明 1995

・小説投稿サイト
「小説家になろう」2004～
・コミケ 50 万人突破 2004
・アニメ、ラノベに“セカイ系”広がる

＜2010 年代＞
東日本大震災 2011

◇「来るべき世界」1951
○「ゴジラ（第１作）」1954
50 年代半ば～：漫画ブーム
・「週刊少年マガジン」創刊 1959
1960～貸本漫画ブーム
○「鉄腕アトム」1963
第 1 次アニメブーム
○「ウルトラシリーズ」1966～
→ 怪獣ブーム
◇「ドラえもん」1969～
・「少年ジャンプ」創刊 1968
・「少年チャンピオン」創刊 1969
SF の設定を利用した
漫画・アニメが続々登場

◆「1984 年」オーウェル 1949
◆「火星年代記」ブラッドベリ 1950
◆｢幼年期の終わり｣クラーク 1952
◆「華氏 451 度」ブラッドベリ 1953
◆「タイタンの妖女」ヴォネガット 1959
◆「アルジャーノンに花束を」
ダニエル・キイス 1959
◆｢ソラリス｣

スタニスワフ･レム 1961

◎TV「サンダーバード」1965
(→日本では 1966～)
◆「アンドロイドは電気羊の夢を
見るか?」 ディック 1968
◎「2001 年宇宙の旅」1968
◎「猿の惑星」1968
◎「惑星ソラリス」1972

○ＴＶ「宇宙戦艦ヤマト」1974
◇「11 人いる!」 1975
◇「百億の昼と千億の夜」1977～
（→原作は光瀬龍 1969）
〇映画「宇宙戦艦ヤマト」1977
◇「銀河鉄道 999」1977～
・雑誌「アニメージュ」創刊 1978
テ

◎「スター・ウォーズ」1977
◎「未知との遭遇」1977

ラ

◇「地球へ…」1978～ 星雲賞
◇「うる星やつら」1978
○「機動戦士ガンダム」1979～
第２次アニメブーム

○「風の谷のナウシカ」1984

○「新世紀エヴァンゲリオン」1995
（1997 日本 SF 大賞）
・「ポケモン」ＴＶアニメ化 1997

◎「エイリアン」1979
◎「E.T.」1982
◎「ブレードランナー」1982
◎「ターミネーター」1984
◆「ニューロマンサー」ギブスン 1984
◎「バック・トゥ・ザ・
フューチャー」1985

◎「ジュラシック・パーク」1993

・深夜アニメ枠が本格化(90 年代末) ◎「マトリックス」1999

＜2000 年代＞
・新型肺炎（SARS）2002
・狂牛病（BSE）騒ぎ

手塚治虫 初期 SF 三部作
◇「ロストワールド」1948
◇「メトロポリス」1949

・角川スニーカー文庫創刊 1989
・電撃文庫創刊 1993
・電撃小説大賞スタート 1994～

＜海外 SF 作品＞

＜漫画・アニメ・特撮＞

◇「AKIRA」1982～
◇「童夢」1983 日本 SF 大賞

・チェルノブイリ原発事故 1986

・バブル崩壊
・阪神・淡路大震災 1995

○日本の SF アニメ・特撮映画、 ◎海外 SF 映画・ＴＶシリーズ

・日本で、国際 SF シンポジウム 1970

◆短編集『ボッコちゃん』星新一 1971
・第三次文庫戦争
◆「日本沈没」小松左京 1973
新潮文庫、角川文庫に加えて、
日本の SF 小説家のビッグ３
講談社、中公、文春、集英社が参入
星新一、小松左京、筒井康隆
・公害問題ひろがる
＜70 代後半から SF 雑誌の黄金時代＞
・超能力・オカルトブーム
・星新一の作品が中高生に人気
・コミケはじまる 1975～
・ソノラマ文庫創刊 1975～
・集英社文庫コバルトシリーズ 1976～

＜1990 年代＞

◎映画「メトロポリス」1926

第３次アニメブーム
◆「涼宮ハルヒの憂鬱」2003
（→2006 年 TV アニメ化）
◆「図書館戦争」有川浩 2006～
◆「虐殺器官」伊藤計劃 2007
◆「ソードアート・オンライン」2009～
◆「ハーモニー」伊藤計劃が
フィリップ・K・ディック賞特別賞 2011

◇「鋼の錬金術師」2001～
◇「バルバラ異界」2006 日本 SF 大賞
○「時をかける少女」2006
◇「進撃の巨人」2009～
○「サマーウォーズ」2009
・「ｄアニメストア」運用開始。2012～
第 4 次アニメブーム
○「君の名は。」2016
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◎「アバター」2009
◆「火星の人」ウィアー 2011
（◎「オデッセイ」2015）

ズ

◇「WOMBS」2017 日本 SF 大賞

◎「ブレードランナー2049」2017

