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ヒーロー像はどう描かれてきたのか

－「仮面ライダーシリーズ」を事例として－

葛城浩一

1．はじめに

特撮ヒーロー番組は、子どもが最初に触れる代表的なメディアのひとつである。そのため、

特撮ヒーロー番組の制作者サイドは、子どもに対する教育的影響力に非常に意識的である。

例えば、特撮ヒーロー番組の制作を多数手がけてきた白倉伸一郎(現・東映株式会社執行役

員)は､｢我々大人にとってテレビは単なる娯楽・情報源でしかなくても、子供にとっては一

つの経験になってしまう。そこを忘れてはいけないのでしょうね｡｢今楽しければいい」とい

うことではなく、10年20年という長いスパンでの影響を考えていかなければいけないと思

っています｣(放送ジャーナル社編2006:58)と言及している。こうした言及は、特撮ヒーロ

ー番組の制作者サイドが、子どもに対する教育的影響力に非常に意識的であることの証左で

あると言えよう。

特撮ヒーロー番組の子どもに対する教育的影響力を考えた場合、特撮ヒーロー自体が持つ

影響力は非常に大きいと考えられる。それは、特撮ヒーローが、子どもの‘|童れであり、同一

化の対象となりうるからである。勿論､ストーリーに内包された徳目的なメッセージによる

教育的影響力も無視できない。しかし、特撮ヒーロー自体が同一化の対象となりえなければ、

たとえストーリーに徳目的なメッセージが込められていたとしても、子ども達はそれを受け

容れようとはしないどころか、当該番組を視聴すらしないということにもなりかねない。

それでは、現代の特撮ヒーロー番組では、どのようなヒーロー像が描かれ、過去のそれと

比べてどのような特徴を有しているのだろうか。特撮ヒーローに限らずヒーロー像一般の変

化に関しては、これまでも「ヒーロー不在の時代｣「ヒーローの等身大化｣といった言葉で言

及がなされてきた(小此木1991、香取1993、稲増2003等)。例えば、稲増(2003)は、何ら

かの共有価値規範の序列があってこそ「ヒーロー」も存在できたのであるが、価値の相対化

＝多元化によって「ヒーロー｣の｢特権性｣が剥奪され､｢万人が!'童れるヒーロー｣がマスレベ

ルで承認されにくくなってしまったと言及している。

こうした言及を特撮ヒーロー番組という文脈で考える際、現代のヒーロー像がどのような

点で、またどのような形で等身大化した存在として描かれているのか、という点は非常に重

要である。なぜなら、特撮ヒーロー番組の制作者サイドが子どもに対する教育的影響力に非

常に意識的であるという点に鑑みるならば、そこで示されるヒーロー像には、たとえ等身大

であっても、その時代の社会が求める望ましい人間像が少なからず反映されているのではな

(くずき.こういち香川大学）
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いか、という仮説を想定することができるからである(')。しかし、特撮ヒーローの描写変化

についての実証的な先行研究はこれまであまりなされておらず(2)、まして上記のような問題

関心に立脚した先行研究となると、管見の限り皆無である。

そこで、本稿では、上記の仮説を前提に、特撮ヒーロー番組の一事例として｢仮面ライダ

ーシリーズ｣を取り上げ、経時的な分析に基づきながら、そこでどのようなヒーロー像が描

かれ、過去のそれと比べてどのような特徴を有しているのかについての分析を行う。そして、

そうしたヒーロー像の描写変化から、特撮ヒーロー番組が子どもに伝えようとしている、現

代社会が求める望ましい人間像を逆説的に明らかにしたいと考える。

2．研究の方法

「仮面ライダーシリーズ｣は、1971年に放送された『仮面ライダー』以来、放送を続けてい

る人気特撮ヒーローシリーズである。このジャンルには、他にも「ウルトラマンシリーズ」

(1966年一)や｢スーパー戦隊シリーズ｣(1975年一）といった、知名度も高く、また歴史も古

いシリーズが存在している。それにもかかわらず、本稿で｢仮面ライダーシリーズ｣を分析

対象としたのは、それがヒーロー像の描写変化の抽出に適していると考えられるためである．

例えば､「ウルトラマンシリーズ｣では、そのタイトルとなっているヒーローに変身する主

人公は、地球防衛を目的とする軍事組織に所属しているため、そのキャラクター属性の振れ

幅は比較的小さいと考えられる。なぜなら、当該組織で必要とされる能力や適性等について

は一定の基準を満たしていると考えられるからである。そうした意味では､「スーパー戦隊シ

リーズ｣では、主人公のキャラクター属性の振れ幅は相対的に大きいと考えられる。しかし、

｢スーパー戦隊シリーズ｣の主人公は、そのタイトルとなっている集団を構成する全員である

ため､キャラクターの描き分けの関係上、当該集団内でも多様なキャラクターが描かれる。

その点､｢仮面ライダーシリーズ｣では、主人公のキャラクター属性の振れ幅が相対的に大

きい上に、主人公はそのタイトルとなっているヒーローに変身する1人の男性である。その

ため、ヒーロー像の描写変化の抽出に適していると考える。

以上の理由から、本稿では｢仮面ライダーシリーズ｣を分析対象とする。分析対象とする

のは､『仮面ライダー』から『仮面ライダーBIACKRX』までの10作品(以下､｢昭和ライダー

シリーズ｣と表記)と『仮面ライダークウガ』から『仮面ライダーオーズ』までの12作品(以下、

｢平成ライダーシリーズ｣と表記)の22作品である(表1参照)。分析はこれらの作品の映像資

料を視聴した上で行ったが、補足的に槁末の参考資料①－⑤を参照した。

なお､｢仮面ライダーシリーズ｣には、このほかにもオリジナルビデオ作品や劇場公開作品

が存在する。しかし、これらの作品は、設定等詳細でない点も多く分析に適さないため、分

析対象としないこととする。また、近年の｢仮面ライダーシリーズ｣では、一作品中に複数

の仮面ライダーを登場させるようになっているが、本稿では、基本的にそのタイトルとなっ

ている仮面ライダー(以下､ライダーと表記)に変身する主人公(以下、主人公と表記)のみ

を分析対象とする。それは、主人公という存在にこそ、その時代の社会が求める望ましい人

間像がもっとも反映されていると考えるからである。
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表1分析対象とする作品

作品タイトル 主人公の名前 放送時期

本郷猛(仮面ライダー1号）

一文字隼人(仮面ライダー2号）
仮面ライダー 1971年4月-1973年2月

昭
和
ラ
イ
ダ
ー
シ
リ
ー
ズ

仮面ライダーV3

仮面ライダーX

仮面ライダーアマゾン

仮面ライダーストロンガー

仮面ライダー(新）

仮面ライダースーパー1

仮面ライダーZX

仮面ライダーBIACK

仮面ライダーBIACKRX

仮面ライダークウガ

仮面ライダーアギト

仮面ライダー龍騎

仮面ライダー555

仮面ライダー剣

仮面ライダー響鬼

仮面ライダーカブト

仮面ライダー電王

仮面ライダーキバ

仮面ライダーディケイド

風見志郎

神敬介

山本大介

城茂

筑波洋(スカイライダー）

沖一也

村雨良

1973年2月-1974年2月

1974年2月-1974年10月

1974年1()月-1975年3月

1975年4月-1975年12月

1979年10月-1980年10月

1980年10月-1981年10月

1982年7月-1983年8月(3)

1987年10月-1988年10月

1988年10月-1989年9月

2000年1月-2001年1月

2001年1月-2002年1月

2002年2ﾉ1-2003年1月

2003年1月-2004年1月

2004年1月-2005年1月

2005年1月-2006年1月

2006年1月-2007年1月

2007年1月-2008年1月

2008年1月-2009年1月

2009年1月-2009年8月

南光太郎

五代雄介

津上翔一

城戸亘司

乾巧

剣崎一真

ヒビキ

天道総司

野上良太郎

紅渡

門矢士

平
成
ラ
イ
ダ
ー
シ
リ
ー
ズ

左翔太郎

フィリッフ。
仮面ライダーW 2009年9月-2010年8月

仮面ライダーオーズ 火野映司 2010年9月-2011年8月

3．ヒーロー像の変化

「仮面ライダーシリーズ｣では、どのようなヒーロー像が描かれ、過去のそれと比べてど

のような特徴を有しているのか。こうした点について明らかにするために、以下では、描写

変化が顕著に確認できる｢学歴｣｢趣味・特技｣｢性格｣という三つの視角から分析を行いたい。

3－1．学歴の変化

本項ではまず、教育社会学において関心の高い｢学歴｣について、映像資料に基づき分析

を行いたい。表2は、歴代主人公の大学在学経験の有無等を示したものである。なお､｢大学

在学経験の有無｣｢大学名｣｢年齢｣は、映像資料及び参考資料①－⑤で確認できるものについ

てのみ示している。

まず､｢昭和ライダーシリーズ｣の主人公の学歴についてみていこう。｢本郷猛｣(『仮面ライ

ダー』)は､｢城南大学｣に所属する学生である。この『仮面ライダー』の放送が始まった1971

年の大学進学率は19.3％である(4)。トロウ(1976)の高等教育の発展段階論によれば、大学進

学率が15％未満の状態は｢エリート段階｣にあり、これが15％以上50％未満の｢マス段階」

を経て、50％を越えると「ユニバーサル段階｣に至るという。日本で大学進学率が15％を越

えたのは1969年(15.4％)であるから、『仮面ライダー』放送時の大学への進学状況は、まさ

に｢エリート段階｣から「マス段階｣への移行を遂げて間もない頃であったと言える。加えて、

ヘヘ
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｢本郷猛｣のIQが600であるという設定(現実離れした設定ではあるが)に鑑みれば､｢本郷猛」

はまさにエリート中のエリートとして描かれたわけである。

その後、大学のマス化は1970年代半ばまでに加速度的に進行し､『仮面ライダーストロン

ガー』放送終了後の1976年には、大学進学率は27.6％にまで達することとなった。それ以降、

｢昭和ライダーシリーズ｣が放送されている期間は、大学進学率は25％程度で推移している。

こうした大学進学率の上昇に伴い、もはや主人公を｢本郷猛｣のようにエリート中のエリー

トとして描くことは困難なものになった｡｢大学｣という学歴は、差異化のための指標という

よりは、主人公であるための前提条件になっていたと言えよう。

しかし､｢平成ライダーシリーズ｣では、もはや｢大学｣という学歴は、主人公であるための

前提条件ですらなくなっているかのようにも感じさせる。表2に示すように、大学在学経験

があることが確認できるのは｢五代雄介｣(『仮面ライダークウガ』)のみであり、年齢や身分

等の設定からその可能性が高い主人公ですら､｢城戸真司｣(『仮面ライダー龍騎』)や｢剣崎一

真｣(『仮面ライダー剣』）くらいしか見当たらない。つまり、それ以外については、大学進学

することなく、多様な生き方を求める主人公が少なくないのである。

例えば､｢乾巧｣(『仮面ライダー555』)は、夢を探すためにあてもない旅を続けていたフリ

ーターであったし、｢野上良太郎｣(『仮面ライダー電王』)も、フリーターという点では変わら

ないものの、高校中退という経歴を持っている｡｢天道総司｣(｢仮面ライダーカブト』)は、来

表2歴代主人公の大学在学経験の有無

大学在学
経験の有無

初登場時点の身分大学名 年齢iを人公の名前作｢IIIIIタイトル

22歳

21歳

○
哩
○

城南大学

ロンドン美術大学

（写真学部）

学生

フリーカメラマン

本郷猛

一文字隼人
仮面ライダー

昭
和
ラ
イ
ダ
ー
シ
リ
ー
ズ

○
’
○

城南大学

沖繩の水産大学

甦
塞
一
蝿
一
噸
一
鉾
一
癖

風見志郎

神敬介

111本大介

城茂

筑波洋

沖一也

仮面ライダーV3

仮面ライダーX

仮面ライダーアマゾン

仮面ライダーストロンガー

仮面ライダー(新）

仮面ライダースーパー1

23歳

城南大学

城北大学

○
’
○

セントエバンス

ユニバーシティ
学生村雨良 ○仮面ライダーZX

聴
一
癖
一
一
癖
一
職
一
號
一
嘘
一
癖
一
嘘
一
癖
一
職
一
癖
一
癖

学生

ヘリコプターパイロット

冒険家

家事手伝い

アルバイト社員

フリーター

仮面ライダー

仮面ライダー

無職

フリーター

バイオリン製作者

写真家

東星大学
(人文学部）

仮面ライダーBIACK

仮面ライダーBIACKRX

仮面ライダークウガ

仮面ライダーアギト

仮面ライダー龍騎

仮面ライダー555

仮面ライダー剣

仮面ライダー響鬼

仮面ライダーカブト

仮面ライダー電王

仮面ライダーキバ

仮面ライダーディケイド

○南光太郎

城南大学○
日＝＝＝＝

×

五代雄介

津上翔一

城戸真司

乾巧

剣崎一真

ヒビキ

天道総司

野上良太郎

紅渡

門矢士

平
成
ラ
イ
ダ
ー
シ
リ
ー
ズ

×
｜
｜
×

探偵

無職

左翔太郎

ﾌｨﾘｯﾌﾟ
仮面ライダーW

21歳’フリーター仮 面 ライダーオーズ｜火野映司

つハ
ヨ冠
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るべき時に備え心身を鍛えるべく、学校にも仕事にも行っていなかった、いわゆるニートで

あったことから、また､｢紅渡｣(｢仮面ライダーキバ』)は、ひきこもり的な生活を送っていた

ことから、高校在学経験があるのかどうかも疑わしい(5)。

このように、｢平成ライダーシリーズ｣では、｢昭和ライダーシリーズ｣で描かれた、大学在

学経験がある主人公とは対照的に、大学在学経験がない主人公が積極的に描かれているよう

にも感じられる。しかし、現実世界においては､｢平成ライダーシリーズ｣が放送を開始した

2000年以降、大学進学率は40%台で上昇を続け、2009年には遂に50%に達している。つま

り、大学への進学状況は、トロウの言う「マス段階｣から｢ユニバーサル段階｣への移行を遂

げ、該当年齢人口の2人に1人が大学生であるという時代状況を迎えているのである。こう

した状況に鑑みれば､｢平成ライダーシリーズ｣の主人公が2人に1人どころか、大学在学経

験があることすら珍しいというのは実に奇妙な現象であると言えるだろう。

3－2.趣味・特技の変化

次に､｢趣味・特技｣について、映像資料に基づき分析を行いたい。まず､｢昭和ライダーシ

リーズ｣の主人公の趣味・特技については､｢昭和ライダーシリーズ｣の中でも、『仮面ライダ

-X』までの主人公と、それ以降の主人公では若干異なる傾向がうかがえる。すなわち、前

者については､スポーツ万能で格闘技にも秀で､「ライダー｣の名にふさわしく、バイクにつ

いても高い技能を有している。例えば､｢本郷猛｣と｢一文字隼人｣(『仮面ライダー』)は、それ

ぞれ｢スポーツ万能の男｣､｢スポーツ万能、なかでも柔道6段、空手5段｣と評されている(第

1．15話)。また､｢神敬介｣(『仮面ライダーX』)は､｢本郷猛、一文字隼人、風見志郎、3人とも

レースに出れば間違いなく優勝できた｡(中略)鍛えれば本郷達以上になる｡」と評されている

(第9話)。一方、後者については､スポーツを趣味・特技としていることから、相応の身体

的能力の高さをうかがわせるものの、格闘技やバイクの技能については特筆されるレベルに

はないようである(6)。とはいえ、総じて｢昭和ライダーシリーズ｣の主人公は、学歴が高いだ

けでなく、身体的能力にも長けていることから、文武両道を体現した存在であったと言えそ

うである。

これに対し､｢平成ライダーシリーズ｣の主人公の趣味・特技については､「昭和ライダーシ

リーズ｣のそれとは異なる傾向がみてとれる。すなわち、趣味・特技から身体的能力の高さ

を感じさせる主人公が少ないのである。格闘技やバイクの技能について特筆されるレベル

にないどころではなく、それ相応のレベルにないことすらある。例えば､｢野上良太郎｣(『仮

面ライダー電王』)は、虚弱体質であり、一人ではまともに戦えないため(第4話)､｢史上最

弱の主人公｣と評されているし、「ヒビキ」(『仮面ライダー響鬼』)は､バイクの運転が苦手で、

乗りこなすことは放送中盤(第25話)までできなかった。

身体的能力の高さを感じさせる趣味・特技の代わりに､｢平成ライダーシリーズ｣の主人公

の多くが趣味・特技としているのが｢料理｣である。例えば､｢津上翔一｣(『仮面ライダーア

ギト』)は、調理師学校に通っていただけあって料理は得意であり、最終話ではレストラン

AGITOのオーナーシェフになっているし、｢城戸真司｣(『仮面ライダー龍騎｣)は、料理の腕

において一流である人物から教えを乞われるほどの腕前を持っている(第27話)。｢天道総司」

へ『ー

」。
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(『仮面ライダーカブト』)にいたっては、味噌汁でさえも「この味噌汁の味、天国の上に位置

している｡」と食通に言わしめるほどの｢料理の天才｣である(第30話)。

このように、｢平成ライダーシリーズ｣では､｢昭和ライダーシリーズ｣で描かれた、身体的

能力の高さを感じさせる趣味・特技を持つ主人公とは対照的に、身体的能力の高さを感じさ

せない趣味・特技(例えば料理)を持つ主人公が積極的に描かれているようにも感じられる。

なお、興味深いのは、趣味・特技とはいかないまでも、｢料理｣に対する関心を示している主

人公が少なくないという点である。例えば､｢五代雄介｣(『仮面ライダークウガ』)､「ヒビキ」

(『仮面ライダー響鬼』)､｢野上良太郎｣(『仮面ライダー電王』)､｢火野映司｣(『仮面ライダーオ

ーズ』)等、平時には飲食店の手伝いをしている主人公は少なくない。ライダーの｢役割｣は

敵を倒し社会の平和を守ることであるにもかかわらず、近年の主人公達はそのために必要と

なる技能を養う（あるいは活かす)ことよりも、必ずしも必要とは言えないような技能に関

心を示すようになっていると言えるのではないだろうか。

3－3性格の変化

最後に､｢性格｣について、映像資料に基づき分析を行いたい。まず､｢昭和ライダーシリー

ズ｣の主人公の性格については、総じて陽気で明るく爽やかな｢頼りがいのある｣主人公が描

かれてきたと言える。しかし、映像資料からの判断だけでは客観性に乏しいため、参考資料

①一⑤で性格に関する記述を確認すると、｢風見志郎｣(『仮面ライダーV3｣)の｢快活な青年」

(資料②)､｢神敬介｣(『仮面ライダーX』)の｢さわやかな青年｣(資料①)のように、総じて簡潔

な記述がなされていた(7)。言い換えれば、性格に関しては総じてこの程度の記述しかなされ

ておらず､『仮面ライダー(新)』以降になると記述すらされなくなっていく。

こうした点に鑑みれば､｢昭和ライダーシリーズ｣の主人公の性格は、詳細な設定が不要な

ほど明確であったのだと言えるだろう。すなわち、ヒーローたるもの、陽気で明るく爽やか

な｢頼りがいのある｣存在でなければならず、そこに疑問を差し挟む余地などまったくなか

ったのだと推察される。

一方､｢平成ライダーシリーズ｣の主人公の性格は､｢昭和ライダーシリーズ｣のそれとは趣

が異なっている。例えば､｢津上翔一｣(『仮面ライダーアギト』)は、陽気で明るく爽やかでは

あるが、もうすぐ死ぬかも知れないというのに、それを忘れてケーキ教室に行くような天然

ボケ的な性格の持ち主である(第14話)。また､｢城戸真司｣(『仮面ライダー龍騎』)は、陽気

で明るく（爽やかとまでは言えないが)はあるが、トラブルの仲裁をしているうちにその当

事者になってしまうような､｢祭りの取材行っていつのまにか神輿かついじゃってるタイプ。」

である(第1話)。こうした性格は､｢昭和ライダーシリーズ｣の主人公の性格の延長線上にあ

ると言えなくもない。しかし、やはり大きく異なるのは、これらの主人公がどこかしら｢頼

りない」と感じさせる人物として描かれているという点である。

また､｢陽気で明るく爽やかな｣性格の延長線上にすらなく、｢頼りない」どころか､｢史上最

弱の主人公｣と評される｢野上良太郎｣(『仮面ライダー電王』)のように､｢頼り難い」とすら感

じさせる主人公も少なくない。しかも、性格的にやや偏りのある、社会性に欠けた｢頼り難

い｣主人公が少なくないのである。
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例えば､｢乾巧｣(『仮面ライダー555』)は、無愛想で口が悪く、仲間から「どうせ友達もいな

いんでしよ｡」と評されるほどであるし(第4話)､｢剣崎一真｣(『仮面ライダー剣』)は、何十回、

何百回と人に裏切られてきたからか、不器用な性格でうまく友達をつくってこられなかった

(第4話)。また､｢天道総司｣(『仮面ライダーカブト』)は､｢すべての時代において俺はもっと

も完壁な人間だ｡」(第11話)と言い切る｢俺様系｣の自信家であるため、友達はいなかったよ

うであるし､｢紅渡｣(『仮面ライダーキバ｣)にいたっては、極度の人見知りのため、ひきこも

り的な生活を送っており、近所の住民からは｢お化け太郎｣と呼ばれ不審者扱いされていた

(第1話)。

このように、｢平成ライダーシリーズ｣では、｢昭和ライダーシリーズ｣で描かれた、陽気で

明るく爽やかな｢頼りがいのある｣主人公とはかけ離れた、｢頼りない｣、あるいは｢頼り難い」

主人公が積極的に描かれているようにも感じられる。そして、そうしたヒーロー像は、不運

に見舞われやすい主人公を時には腕力をもって助ける｢ハナ｣(｢仮面ライダー電王｣)や、年

下にもかかわらず、お母さん気取りで主人公の世話を焼く「野村静香｣(『仮面ライダーキバ』）

のような｢頼りがいのある女性｣の存在との対比によって、ますます強化されているのである。

4．まとめと考察

本稿では、特撮ヒーロー番組で示されるヒーロー像には、その時代の社会が求める望まし

い人間像が少なからず反映されているのではないか、との仮説を前提に、ヒーロー像の描写

変化についての分析を行ってきた。すなわち、特撮ヒーロー番組の一事例として｢仮面ライ

ダーシリーズ｣を取り上げ、経時的な分析に基づきながら、そこでどのようなヒーロー像が

描かれ、過去のそれと比べてどのような特徴を有しているのかについて､｢学歴｣｢趣味・特

技｣｢性格｣という三つの視角から分析を行ってきた。分析の結果得られた主要な知見は以下

の三点である。

第一に、｢昭和ライダーシリーズ｣では、大学在学経験がある主人公が多く描かれているの

に対し、｢平成ライダーシリーズ｣では、大学在学経験がない主人公が多く描かれていること

が確認された。

第二に､｢昭和ライダーシリーズ｣では、身体的能力の高さを感じさせる趣味・特技を持つ

主人公が多く描かれているのに対し、｢平成ライダーシリーズ｣では、身体的能力の高さを感

じさせない趣味・特技(例えば料理)を持つ主人公が多く描かれていることが確認された。

第三に､｢昭和ライダーシリーズ｣では、陽気で明るく爽やかな｢頼りがいのある｣主人公が

多く描かれているのに対し､｢平成ライダーシリーズ｣では､｢頼りない｣、あるいは｢頼り難い」

主人公が多く描かれていることが確認された。

以上の知見を総合すると、｢昭和ライダーシリーズ｣では、頭脳明蜥で運動神経抜群、その

上性格的にも申し分のない頼りがいのある｢優等生的なヒーロー像｣が描かれているのに対

し、｢平成ライダーシリーズ｣では、頭脳明蜥なわけでも運動神経抜群なわけでもなく、おま

けに性格的にも頼りない、あるいは頼り難い、いわば｢劣等生的なヒーロー像｣が積極的に

描かれている。
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このように､｢仮面ライダーシリーズ｣においても「ヒーローの等身大化｣は顕著に確認でき

る。しかし、興味深いのは､｢優等生的なヒーロー像｣が描かれなくなっているというだけで

なく、｢劣等生的なヒーロー像｣が積極的に描かれるようになっているという点である。｢劣等

生的なヒーロー像｣が積極的に柵かれるからには、ヒーローが｢劣等生的な存在｣でなければ

ならない必然的な理由が存在するはずである。

その理由としてはいくつか考えられる。例えば、ヒーローを｢劣等生的な存在」としてお

けば、初期値が低い分、成長の伸びしろが増えることで、成長した姿をより明確に描くこ

とが可能になる。それによって、どんな｢劣等生｣でも、このヒーローのように立派に成長

することができるというメッセージを伝えることができる。また、ヒーローが｢劣等生的な

存在｣でなければ､ヒーローに救われる側の｢弱者｣の気持ちを本当に理解することはできな

いと考えられるようになっていることとも無関係ではあるまい眠'。特に格差が社会問題化し、

格差を背景とした事件が頻発している現代的状況下では、こうした社会意識は強くなってい

るものと考えられる。｢史上最弱の主人公｣と評される｢野上良太郎｣(『仮面ライダー電王』)や

ひきこもり的な生活を送る｢紅渡｣(『仮面ライダーキバ』)が主人公たりえているのは、まさ

に｢劣等生的な存在｣であることに拠っているのである。

こうした｢劣等生的な存在｣としての現代的ヒーロー像にこそ、現代社会が求める望まし

い人間像の一端が反映されているのではないだろうか。すなわち､｢劣等生的なヒーロー像」

には、たとえ勉強やスポーツができなかったとしても、自分の弱さを認め、成長を信じて努

力するとともに、相手の弱さにも共感することのできる心優しい人間に育ってほしい、とい

う保護者達の願いが反映されていると考えられるのである(9io

また、それだけではなく、｢劣等生的な存在｣としての現代的ヒーロー像には、現代社会が

求める望ましいジェンダー像の一端も反映されていると考えられる。なぜなら、折からのイ

ケメンヒーローブームを背景に、女性を意識した番組づくりがなされるようになった結果、

ヒーロー像の描写変化には、女性が求める男性像の変化が少なからず反映されていると考え

られるからである('(})。

例えば、女性が配偶者に求める条件はここ数十年の間に大きく変化を遂げている(Ⅱ)。すな

わち、恋愛結婚の割合が急増する1970年代以降、女性は経済的安定を担保してくれる男性

を配偶者に求めてきた。それは1980年代のバブル景気全盛期には、高学歴高収入、高身

長という、いわゆる｢三高｣という言葉で語られるようになる。しかし、男女平等施策の充

実に伴って、女性の社会における活躍の機会が大きく開けてきたことで、女性が配偶者に求

める条件は、Comfortable(十分な給料)、Communicative(理解しあえる)、Corporative(家事

に協力的)、の｢3C｣へと一変した。こうして、女性が配偶者を選ぶ際には､｢互いに協力し

て家庭を築き、それぞれの人生を共に歩んでいくパートナーであることが重要なポイントと

なってきた｡」(青島2007,p.27)のである。

このような女性が求める男性像の変化は、ヒーロー像の描写変化に少なからず反映されて

いると考えられる。すなわち、｢昭和ライダーシリーズ｣の主人公達のような｢優等生的なヒ

ーロー像｣は、昭和期の女性達にとっては魅力的であったのかもしれない。しかし、平成の

世を生きる女性達にとっては、それは魅力的であるどころか、むしろ否定的にすら捉えられ
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かねなくなってしまった。それは｢優等生的なヒーロー像｣と、仕事人間で家庭を顧みない

旧来型の男性像が重なりあってしまうからであろう。

女性達は、ライダーの｢仕事｣が、敵を倒し社会の平和を守ることであるとしても、それ

はライダーに変身している間の話であり、変身前の段階でも日常的にそうした役割を受容し

ようとすることに畔易しているのではないか。女性達は、仕事は仕事、家庭は家庭といった

ワークライフバランスのとれた夫婦生活を目指し、男性にも家事にコミットすることを強く

求めており、自分の息子にはそれを実現できる男性に育ってほしいと考えている。そうした

女性達の願いが､｢仕事｣への適性は多少欠けていたとしても、料理を始め、家庭のことはし

っかりやってくれそうな現代的ヒーロー像に反映されているのではないだろうか。

このように、特撮ヒーロー番組では、現代社会が求める望ましい人間像やジェンダー像と

いった教育的メッセージが、そのヒーロー像を通じて発信されていると考えられる。ただし、

本稿で明らかにできたのは、あくまで｢仮面ライダーシリーズ｣におけるヒーロー像である。

こうしたヒーロー像は、その他の特撮ヒーロー番組でも確認できるものなのだろうか胆)。ま

た、そうした｢大人の論理｣で発信されたヒーロー像は、そのメインターゲットである子ど

もにとっての'|童れとなり、｜司一化の対象となりうるものなのだろうか。非常に興味深い問題

ではあるが、本稿の範囲を越えているため、他'二|を期すこととしたい。

汪

(1) テレビ番組である以上、特撮ヒーロー番組においても、視聴率を意識した番組づくりがなされてい

ることは言うまでもない。ただ、視聴率を意識した番組づくりという制約の中で、'1能な限り制作

者サイドが子どもに対する教育的影響力に意微的であろうとすれば、そこで示されるヒーロー像に

は、その時代の社会が求める望ましい人間像が少なからず反映されるのではないかと考える。

特撮ヒーローの描写変化についての言及は、制作者サイドや研究者等によって比較的多くなされて

いるが(白倉2004、林2006等)、実証的な検討に基づく言及がなされた先行研究は数が限られてい

る(葛城2008、若松2009等)。

『仮面ライダーZX』は、雑誌メディアを核に展開された作品である。

大学進学率は、大学入学者数を進学該当年齢人'二Iで除して算出している。

｢紅渡｣は、劇場版では、地域の民生委員の勧めで商校に通学している。

例えば､｢城茂｣(『仮liliライダーストロンガー｣)はアメフト、｢筑波洋｣(『仮lliiライダー(新)』)はハン

ググライダー､｢1判光太郎｣(｢仮面ライダーBIACK/BIACKRX｣)はサッカーを趣味・特技としてい

る。赤心少林拳を会得している｢沖一也｣(『仮面ライダースーパーl』)は例外的である。

｢一文字隼人｣(『仮面ライダー』)は｢性格的には楽天的で陽気な一方、都会的センスを匂わしてニヒ

リズムに感化されたような少しキザな一面を持つが、どちらかと言えば愛すべき二枚目半である｡」

(資料①)と記述されているが、これだけ詳細な記述は例外的である。

山田(2004)は、教Ⅲjマンガの分析から、不良教師がある種の理想の教師像のひとつとされている

のは、非行少年や落ちこぼれの気持ちが一番よくわかるのが、かつて非行少年や蒲ちこぼれだった

教師であるためと指棚している。教師像とヒーロー像の違いはあれ、同様の指摘がなされていると

言えよう。

例えば､｢野上良太郎｣(『仮面ライダー電王｣)の｢弱かったり、運が悪かったり、何も知らないとし

(2）

１
１
１
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３
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１

(7)

(8）

(9）
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ても、それは何もやらないことのいいわけにならない｡」(第20話)という言葉はその証左であろう。

00)女性が求める男性像が、現代社会が求める望ましいジェンダー像というわけでは必ずしもない。例

えば､｢天道総司｣(『仮面ライダーカブト』)や｢門矢士｣(『仮面ライダーディケイド』)のような｢俺様

系｣が主人公たりえるのは、望ましいジェンダー像とは関係なく、女性視聴者から一定のニーズが

あるからだろう。ある調査によれば､｢俺様系｣は女性がもっとも嫌う男性のタイプであるが、その

一方で､｢苦手だけどつい好きになってしまう男性｣でもあるという(http://marriage-blog.infO/3726.

html(2012.1.12))。

(11)また、女性からみた男性の魅力もここ数十年の間に大きく変化を遂げている。雑誌言説の分析を行

った谷本(2008)によれば､｢女性からみた男性の魅力は、伝統的ジェンダーロールに沿ったものが

見受けられる一方で、両性の接近とも呼べるものが増えている」(谷本2008,p.140)という。

(12)本柵で得られた知見に沿った傾向は、その他の特撮ヒーロー番糺lでもうかがえる。例えば､「スー

パー戦隊シリーズ｣の『海賊戦隊ゴーカイジヤー』(2011年2－2012年2月)では、「ドン・ドッゴイヤ

ー」という緑色の戦士に｢劣等生的なヒーロー像｣がみてとれる。彼は料理が得意な半面、戦闘は苦

手であるため、懸賞金の額は女性戦士よりも極端に低く、敵からは取るに足らない存在として扱わ

れていた(第42話)。
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