
宇宙からの来訪者

宇宙開拓 /スペースオペラ

パシフィック・リム　　　　　　(13) ギレルモ・デル・トロ /チャーリー・ハナム

マーズ・アタック！　　　　　　(97) ティム・バートン /ジャック・ニコルソン

クローバーフィールド　　　　　(08) マット・リーヴス /マイケル・スタール =デヴィッド

ヒドゥン　　　　　　　　　　　(88) ジャック・ショルダー /カイル・マクラクラン

アビス　　　　　　　　　　　　(90) ジェームズ・キャメロン /エド・ハリス
バッドテイスト　　　　　　　　(89) ピーター・ジャクソン /テリー・ポッター

SUPER8　　　　　　　　　　　  (11)　J・J・エイブラムス /エル・ファニング

コクーン　　　　　　　　　　　(85) ロン・ハワード /ドン・アメチー

トランスフォーマー　　　　　　(07) マイケル・ベイ /シャイア・ラブーフ

ニューヨーク 東 8番街の奇跡   　(87) マシュー・ロビンス /ジェシカ・タンディ

アナイアレイション　　　　　　(18) アレックス・ガーランド /ナタリー・ポートマン

地球に落ちてきた男　　　　　　(77) ニコラス・ローグ /デヴィッド・ボウイ

レポマン　　　　　　　　　　　(87) アレックス・コックス /エミリオ・エステベス

アベンジャーズ　　　　　　　　(12) ジョス・ウェドン /ロバート・ダウニー Jr

サイン　　　　　　　　　　　　(02)M・ナイト・シャマラン /メル・ギブソン

E・T　　　　　　　　　　　　　(82) スティーヴン・スピルバーグ /ディー・ウォーレス
遊星からの物体X　　　　　　　(82) ジョン・カーペンター /カート・ラッセル

地球の静止する日　　　　　　    (51) ロバート・ワイズ /マイケル・レニー
ゴジラ　　　　　　  　　　　　  (54) 本多猪四郎 /宝田明

アンドロメダ…　　　　　　　　(71) ロバート・ワイズ /アーサー・ヒル

プレデター　　　　　　　　　　(87) ジョン・マクティアナン /アーノルド・シュワルツネッガー

光る眼　　　　　　　　　　　　(95) ジョン・カーペンター /クリストファー・リーヴ

ボディ・スナッチャー /恐怖の街 (56) ドン・シーゲル /ケヴィン・マッカーシー
妖星ゴラス　　　　　　　　　　(56) 本多猪四郎 /池部良

第 9地区　　　　　　　　　　　(10) ニール・ブロムカンプ /シャールト・コプリー

未知との遭遇　　　　　　　　　(78) スティーヴン・スピルバーグ /リチャード・ドレイファス

宇宙戦争　　　　　　　　　　　(05) スティーヴン・スピルバーグ /トム・クルーズ

コンタクト　　　　　　　　　　(97) ロバート・ゼメキス /ジョディ・フォスター

メッセージ　　　　　　　　　　(16) ドゥニ・ヴィルヌーヴ/エイミー・アダムス

宇宙人ポール　　　　　　　　　(11) グレッグ・モットーラ /サイモン・ペッグ

スターシップ・トゥルーパーズ　(98) ポール・ヴァーホーヴェン /キャスパー・ヴァン・ディーン

アバター　　　　　　　　　　　(09) ジェームズ・キャメロン /サム・ワーシントン

不思議惑星キン・ザ・ザ　　　　(89) ゲオルギー・ダネリヤ /スタニスラフ・リュブシン

アルマゲドン　　　　　　　　　(98) マイケル・ベイ /ブルース・ウィリス
ギャラクシー・クエスト　　　　(01) ディーン・パリソット /ティム・アレン

ファンタスティック・プラネット (85) ルネ・ラルー /
スターファイター　　　　　　　(85) ニック・キャッスル /ランス・ゲスト

スターゲイト　　　　　　　　　(95) ローランド・エメリッヒ /カート・ラッセル

オデッセイ　　　　　　　　　　(16) リドリー・スコット /マット・デイモン

2001年宇宙の旅　　　　　　　　(68) スタンリー・キューブリック /ケア・デュリア

インターステラー　　　　　　　(14) クリストファー・ノーラン /マシュー・マコノヒー
ゼロ・グラビティ　　　　　　　(13) アルフォンソ・キュアロン /サンドラ・ブロック

スターウォーズ　　　　　　　　　(78) ジョージ・ルーカス /マーク・ハミル

ファウンデーション　　　　(51) アイザック・アシモフ
幼年期の終わり         　　　     (53) アーサー・C・クラーク

夏への扉　　　　　　　　　(57) ロバート・A・ハインライン

発狂した宇宙　　　　　　　(49) フレドリック・ブラウン

地球最後の男         　　　　     (54) リチャード・マシスン

フランケンシュタイン　　　　　　　　    (1818) メアリー・シェリー

われら            　　　　　　　  (24) エヴゲーニイ・ザミャーチン
クトゥルフの呼び声　　　　(28)H・P・ラヴクラフト

月世界旅行　　　　　　　　　　　　　　(1856) ジュール・ベルヌ
タイムマシン　　　　　　　　　　　　　(1895)  H・G・ウェルズ

1984　　　　　　　　　        (48) ジョージ・オーウェル

ユートピア            　　　　　　　　　　　 (1516) トマス・モア
ガリヴァー旅行記　　　　　　　　　　　(1726) ジョナサン・スウィフト

ボッコちゃん            　　　　 (58) 星新一

スター・トレック　　　　　　　(66～) ジーン・L・クーン /ウィリアム・シャトナー

エイリアン　　　　　　　　　　(79～) リドリー・スコット /シガニー・ウィーバー

猿の惑星　　　　　　　　　　　(68～) フランクリン・J・シャフナー /チャールトン・ヘストン

デューン /砂の惑星　　　　　　(85) デヴィッド・リンチ /カイル・マクラクラン

王立宇宙軍 /オネアミスの翼　　(87) 山賀博之 /森本レオ
インナースペース　　　　　　　(87) ジョー・ダンテ /デニス・クエイド

禁断の惑星　　　　　　　　　(56) フレッド・マクロード・ウィルコックス /ウォルター・ピジョン
月世界旅行　　　　　　　　　(1902) ジョルジュ・メリエス /ジョアンヌ・ダルシー

未来惑星ザルドス　　　　　　　(74) ジョン・ブアマン /ショーン・コネリー

フィフス・エレメント　　　　　(97) リュック・ベッソン /ブルース・ウィリス

サイレント・ランニング　　　　(86) ダグラス・トランブル /ブルース・ダーン

パッセンジャー　　　　　　　　(17) モルテム・ティルドゥム /ジェニファー・ローレンス

ミクロの決死圏　　　　　　　(66) リチャード・フライシャー /スティーブン・ボイド

月に囚われた男　　　　　　　　(10) ダンカン・ジョーンズ /サム・ロックウェル

・
・
・
・
・
・
・
・
・



世界の終わり

ディストピア /近未来

石山ベスト１０
1. 2001 年宇宙の旅
2. ブレードランナー
3. 未来世紀ブラジル
4. トゥモローワールド
5. ガタカ
6. ザ・ロード
7. インターステラー
8. マッドマックス
9. スターウォーズ
10. バックトゥザ・フューチャー

ニューロマンサー　　　　　　　　　　　　(86) ウィリアム・ギブスン

重力の虹          　　　　　　　　　　　　   (73) トマス・ピンチョン
宇宙のランデブー          　　　　　　　　   (73) アーサー・C・クラーク
流れよ我が涙、と警官は言った                        (74) フィリップ・K・ディック

アド・バード　　　　　　　　　　　　　　(90) 椎名誠

渚にて　　　      　　　　　　　 (60) スタンリー・クレイマー /グレゴリー・ペック

メランコリア　　　　　　　       (11) ラース・フォン・トリアー /キルステン・ダンスト

トゥモロー・ワールド　　　       (06) アルフォンソ・キュアロン /クライヴ・オーウェン

トゥモローランド　　　  　　     (15) ブラッド・バード /ジョージ・クルーニー

ザ・ロード　　　   　　　　　    (10) ジョン・ヒルコート /ヴィゴ・モーテンセン

ゾンビ　　　　  　　　　　　     (79) ジョージ・A・ロメロ /ケン・フォーリー

日本沈没　　　　　　　　　　  (73) 森谷司郎 /藤岡弘

未知への飛行 /フェイルセイフ   (64) シドニー・ルメット /ヘンリー・フォンダ (日本公開は 1982)
博士の異常な愛情　　　    　　   (64) スタンリー・キューブリック /ピーター・セラーズ

ウォッチメン　　　  　　　　     (09) ザック・スナイダー /パトリック・ウィルソン

GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊      (95) 押井守 /田中敦子

マトリックス           　　　　　　　    (99) ウォシャウスキー兄弟 /キアヌ・リーヴス

ニューヨーク 1997        　　　　　       (81) ジョン・カーペンター /カート・ラッセル

THX-1138        　　　　　　　　       (71) ジョージ・ルーカス /ロバート・デュヴァル

少年と犬           　　　　　　　　　    (75)L・Q・ジョーンズ /ドン・ジョンソン

トロン            　　　　　　　　　　   (82) スティーブン・リズバーガー /ジェフ・ブリッジス
ウォーゲーム    　　　　　　　           (83) ジョン・バダム /マシュー・ブロデリック

バトルランナー           　　　　(87) ポール・マイケル・グレイザー /アーノルド・シュワルツネッガー

バンカー・パレス・ホテル           　    (91) エンキ・ビラル /ジャン =ルイ・トランティニャン

AKIRA            　　　　　　　　　　   (88) 大友克洋 /岩田光央

ストレンジ・デイズ             　　　　  (96) キャサリン・ビグロー /レイフ・ファインズ

赤ちゃんよ永遠に      　　　　　　　  (73) マイケル・キャンパス /オリヴァー・リード

劇場版 機動警察パトレイバー              (89) 押井守 /冨永みーな

26世紀青年            　　　　　　　　   (06) マイク・ジャッジ /ルーク・ウィルソン

メトロポリス                　　　　　　   (29) フリッツ・ラング /アルフレート・アーベル

わたしを離さないで          　　　　     (11) マーク・ロマネク /キャリー・マリガン

MUTE          　　　　　　　　　　　     (18) ダンカン・ジョーンズ /アレキサンダー・スカルスガルド

コングレス未来学会議           　　　    (15) アリ・フォルマン /ロビン・ライト

アルファビル         　　　　　　　      (70) ジャン =リュック・ゴダール /エディ・コンスタンティーヌ

ゼロの未来            　　　　　　　　   (15) テリー・ギリアム /クリストフ・ヴァルツ

ゼイリブ           　　　　　　　　　    (89) ジョン・カーペンター /ロディ・パイパー

オブリビオン             　　　　　　　  (13) ジョセフ・コシンスキー /トム・クルーズ

1984            　　　　　　　　　　　   (85) マイケル・ラドフォード /ジョン・ハート
未来世紀ブラジル             　　　　　  (85) テリー・ギリアム /ジョナサン・プライス

時計じかけのオレンジ           　　　  (72) スタンリー・キューブリック /マルコム・マクダウェル

マッドマックス         　　　　　　      (79) ジョージ・ミラー /メル・ギブソン

ブレードランナー     　　　　　          (82) リドリー・スコット /ハリソン・フォード

地球最後の男         　　　　　　　      (64) シドニー・サルコウ /ヴィンセント・プライス

サルートオブジャガー            　　　   (90) デヴィッド・ウェッブ・ピープルズ /ルドガー・ハウアー

ウェドロック            　　　　　　　   (92) ルイス・ティーグ /ルドガー・ハウアー

アイランド           　　　　　　　　    (05) マイケル・ベイ /ユアン・マクレガー
カンパニーマン             　　　　　　  (03)ヴィンチェンゾ・ナタリ /ジェレミー・ノーサム

ガタカ           　　　　　　　　　　    (98) アンドリュー・ニコル /イーサン・ホーク

マイノリティ・リポート           　　　   (02) スティーブン・スピルバーグ /トム・クルーズ

ウォーリー           　　　　　　　　    (08) アンドリュー・スタントン /ベン・バート

華氏 451           　　　　　　　　　    (67) フランソワ・トリュフォー /オスカー・ウェルナー

ウォーターワールド            　　　　   (95) ケヴィン・レイノルズ /ケヴィン・コスナー

ソイレント・グリーン          　　　  (73) リチャード・フライシャー /チャールトン・ヘストン



人造物 /人工知能

精神世界の拡張時間旅行 /タイムパラドックス

ショートサーキット　　　(86) ジョン・バダム /スティーブ・グッテンバーグ
ナイトライダー　　　　　(82) ダン・ホラー /デヴィッド・ハッセルホフ

A・I　　　　　　　　(01 スティーブン・スピルバーグ /ハーレイ・ジョエル・オスメント

ザ・フライ　　　　　　　(87) デヴィッド・クローネンバーグ /ジェフ・ゴールドブラム

アイ、ロボット　　　　　(04) アレックス・プロヤス /ウィル・スミス

地球爆破作戦　　　　　　(71) ジョセフ・サージェント /エリック・ブレーデン

TAU　　　　　　　　　　(18) フェデリコ・ダレッサンドロ /マイカ・モンロー

her/ 世界でひとつの彼女　(14) スパイク・ジョーンズ /ホアキン・フェニックス

ジュラシックパーク　　　(93) スティーブン・スピルバーグ /サム・ニール
アイアン・ジャイアント　(00) ブラッド・バード /ジェニファー・アニストン

フランケンシュタイン　　(32) ジェームズ・ホエール /ボリス・カーロフ

ロボコップ　　　　　　　(88) ポール・ヴァーホーヴェン /ピーター・ウェラー

エクスマキナ　　　　　　(16) アレックス・ガーランド /アリシア・ヴィキャンデル

ウエストワールド　　　　(73) マイケル・クライトン /ユル・ブリンナー

チャッピー　　　　　　　(15) ニール・ブロムカンプ /シャールト・コプリー

ストーカー　　　　　(81) アンドレイ・タルコフスキー /アレクサンドル・カイダノフスキー

宇宙の戦士            　　　　　　 (59) ロバート・A・ハインライン
タイタンの妖女            　　　　 (59) カート・ヴォネガット・Jr
アルジャーノンに花束を            (59) ダニエル・キイス
ソラリスの陽のもとに            　(61) スタニスワフ・レム

猫のゆりかご            　　　　　 (63) カート・ヴォネガット・Jr
地球の長い午後            　　　　 (61) ブライアン・オールディス

アンドロイドは電気羊の夢を見るか？ (68) フィリップ・K・ディック
世界の中心で愛をさけんだけもの (69) ハーラン・エリスン

復活の日            　　　　　　　 (64) 小松左京

デューン /砂の惑星            　　 (65) フランク・ハーバート
十月はたそがれの国            　　 (65) レイ・ブラッドベリ

結晶世界           　　　　　　　 (66)  J・G・バラード

時をかける少女            　　　　 (67) 筒井康隆
月は無慈悲な夜の女王            　 (67) ロバート・A・ハインライン

ビデオドローム　　　　　(85) デヴィッド・クローネンバーグ /ジェームズ・ウッズ

イグジステンズ　　　(99) デヴィッド・クローネンバーグ /ジェニファー・ジェイソン・リー

クロニクル　　　　　　　(12) ジョシュ・トランク /デイン・デハーン

デッドゾーン　　　　　(87) デヴィッド・クローネンバーグ /クリストファー・ウォーケン

ブレインストーム　　　　(84) ダグラス・トランブル /クリストファー・ウォーケン

ダークシティ　　　　　　(98) アレックス・プロヤス /ルーファス・シーウェル
トゥルーマン・ショー　　(98) ピーター・ウィアー /ジム・キャリー

スキャナー・ダークリー　(06) リチャード・リンクレイター /キアヌ・リーヴス
インセプション　　　　　(10) クリストファー・ノーラン /レオナルド・ディカプリオ

エターナル・サンシャイン (05) ミシェル・ゴンドリー /ジム・キャリー

トータル・リコール　　(90) ポール・ヴァーホーヴェン /アーノルド・シュワルツェネッガー

惑星ソラリス　　　　　　(77) アンドレイ・タルコフスキー /ナターリヤ・ボンダルチュク
スローターハウス５　　　(72) ジョージ・ロイ・ヒル /マイケル・サックス

　

アルタード・ステーツ　　(81) ケン・ラッセル /ウィリアム・ハート

フラットライナーズ　　　(91) ジョエル・シューマーカー /ジュリア・ロバーツ

LOOPER/ ルーパー　　　　　　　　　　　　(13) ライアン・ジョンソン /ジョセフ・ゴードン =レヴィット

12モンキーズ　　　　　　　　　　　　　　(96) テリー・ギリアム /ブルース・ウィリス

デジャブ　　　　　　　　　　　　　　　　(07) トニー・スコット /デンゼル・ワシントン

彼女はパートタイムトラベラー　　　　　　(12) コリン・トレヴォロウ /オーブリー・プラザ

オール・ユー・ニード・イズ・キル　　　　(14) ダグ・リーマン /トム・クルーズ

プリデスティネーション　　　　　　　　　(15) マイケル・スピエリッグ /イーサン・ホーク

ラ・ジュテ　　　　　　　　　　　　　　　(62) クリス・マルケル /エレーヌ・シャトラン     ( 日本公開は 1999)

ドニー・ダーコ　　　　　　　　　　　　　(02) リチャード・ケリー /ジェイク・ギレンホール

フリージャック　　　　　　　　　　　　　(92) ジョフ・マーフィ /エミリオ・エステヴェス
ユニバーサル・ソルジャー　　　　　　　　(92) ローランド・エメリッヒ /ジャン・クロード・ヴァンダム

ミスター・ノーバディ　　　　　　　　　　(11) ジャコ・ヴァン・ドルマル /ジャレッド・レト

うる星やつら /ビューティフル・ドリーマー (84) 押井守 /古川登志夫

アバウト・タイム　　　　　　　　　　　　(14) リチャード・カーティス /ドーナル・グリーソン

バタフライエフェクト　　　　　　　　　　(04) エリック・ブレス /アシュトン・カッチャー

バック・トゥ・ザ・フューチャー　　　　　(85) ロバート・ゼメキス /マイケル・J・フォックス

ターミネーター　　　　　　　　　　　　　(85) ジェームズ・キャメロン /アーノルド・シュワルツネッガー

ミッション 8ミニッツ　　　　　　　　　　(11) ダンカン・ジョーンズ /ジェイク・ギレンホール

ある日どこかで　　　　　　　　　　　　　(81) ジュノー・シュウォーク /クリストファー・リーヴ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・


