
定本「アニメーションのギャグ世界」（森 卓也） 

に見る「トムとジェリー」の世界とその魅力 

 

森 卓也氏（アニメーション研究家）はハンナ＝バーベラの「トムとジェリー」について、 

「丸みと弾力のある“可愛い”キャラクターといい、動きのなめらかさ、やわらかさといいい、

昨今のディズニーよりもはるかにディズニー的なほど。しかし、そのやることときたら、叩き

つぶす、ブッ飛ばす、チョン切る…つまりディズニーの残酷スラップスティック版というべき

もので、シリーズ意識に徹し、パターンを貫く陽気なバイタリティには、いまさらながら舌を

巻く思いだ。」 

「ディズニー的救済へのアンチ・テーゼ、とみるのは単純すぎるかもしれないが、オプティ

ミズムの作家ディズニーが、少数の奇跡をうたいあげるときにも、W・ハンナ＝J・バーベ

ラは、大多数の現実から目をそむけることはできなかったのだろう。（中略）そして、それ

は愚かしき糞リアリズムではなく、人生を直視する作家の精神に他ならない。」 

と、サディスティック或いは残酷なまでのギャグ※の連発にその特徴を認めつつ、（例えば

第 42 作“Heavenly Puss”に於いて、地獄に逆落としとなるトムの姿は悪夢の中の出来

事であった、と帰結させるように）ハンナ＝バーベラの「作家の本心」による（彼らのやり方

による）“救済”も見出されると評している。 

 

  ※森氏の挙げるギャグ（エピソード）の例 

    ＃67 Tripled Trouble 

      可愛い三匹の子猫が実は手のつけられない悪童揃いで、黒人のメードが立ち去るが早いか、一匹はトム 

の足に火のついたマッチを、一匹はトムの小わきに点火した花火を、一匹はトムの頭をパチンコで狙いす 

ます、という動作を瞬時にやってのける。 

→ その奸智と、水ももらさぬチームワークの冴え。 

#43 The Cat and Mermouse 

カナヅチのトムがアブクを吹き、もがきながら沈んでゆくショット。 

→ 観るものの笑いを一瞬硬ばらせかねないナマナマしさ。 

#42 Heavenly Puss 

天国の改札口にローラーで潰されてペラペラになった猫がやってきたり、ぐしょぬれの袋がピョンピョンは 

ねてきてその口がほどけ、三匹の子猫がしずくをはね飛ばしながら嬉々として駆け出す。（＝望まれずに 

生まれた子猫を川に棄てたことを示唆するもの。） 

→ ディズニー作品に登場するエピソードをなぞり、それとは対照的に描かれた残酷ギャグ。 

 

「トムとジェリー」はそもそも“本命”の映画の前に、予告編やニュース映画とともに上映さ

れていたものであるから、全て 1 本あたり 7 分ほどの短編となっている。従って「トムとジェ

リー」は必ずしも“子供向け”のものではなかった※、とのことなのだ。即ち、オトナの知性や



理性を前提にした作品であることを認識しておかねばならないだろう。 

※日本語版では「安直なフキカエと、余計な幼児向けナレーションによる被害」が加わり、作品本 

来の魅力を損ねていると森氏は指摘する。 

「『おやおや？こんちトムさん…』『ううん、ジェリーのやつめ！』などという雑音のため、いか 

に作品の印象を割引かれているかを、忘れかけているのだ。」 

 

   ■MGM・カートゥーン全盛期の錚々たるアニメーターたち。 

     中央にいるのがプロデューサーのフレッド・クインビー（Fred Quinby）、 

    スコット・ブラドリーやテックス・エイブリーの姿もある。 

 

 



ハンナ＝バーベラの「トムとジェリー」制作へのこだわりと、それらが結実して発散される

魅力について、森氏はさらに次のように指摘している。 

・小ねずみのニブルス（タフィ）、子猫、ブルドッグ親子（スパイクとタイク）、ちびダックなど

の効果的な共演者を加えてスピードやギャグに磨きをかけた一方、（叩かれたりぶつ

かったり、異物を呑み込んだ時の「変形ギャグ」など）同僚にしてライバルのテックス・エ

イブリー※のワイルドなセンスを敏感に取り入れた。 

  ※テックス・エイブリー（Tex Avery 1908-1980） 

バッグス・バニー、ドルーピー・ドッグなどのキャラクターを生み出したことで高名、米国アニ 

メーションの新境地を切り拓いた巨人の一人 

・アニメーターの手腕が素晴らしく、トムとジェリーの演技、とりわけトムの感情表現の

「間」が絶品。色彩効果も含めて、当時のディズニー短編映画に勝るとも劣らぬ高品

位。 

・スコット・ブラドリーの音楽と、効果音の絶妙のミキシング。クラシックの名曲や MGM ミ 

ュージカル映画のナンバーがアレンジされて流れる楽しさ、フルバンドの音の厚みの贅

沢さ。アヒルの子やブルドッグの声、ジェリーのいとこのドスのきいた声なども絶品。 

 

♪♪♪ 

 

森氏の分析からも「トムとジェリー」は“笑い”のありとあらゆる要素を目一杯取入れている

ことが判る。各標題からして捩りや洒落になっているし（第 1 作“Puss Gets the Boot”も

“Puss in Boots (長靴をはいた猫)”を捩り、クビになるの意である“Get the Boot”を掛け

たものとのこと）、当時の流行や話題を取入れ、またさまざまなヒット映画や名作アニメの

パロディーにも溢れ、タブーを極小化して文字通り“全て”を動員し、「笑い」へと突き進む

作品になっているのである。 

「トムとジェリー」は前述の通り、ある意味では暴力の連発であり、また現在では差別的で

不適切と判断され得る当時の表現も含まれているのは事実である。それは前提として確

り認識しておかねばならない。従って TV アニメをはじめとして暴力規制もあり、源流を受

け継いだ「トムとジェリー」の新作はもはや生まれ得ない状況であろう。 

 

しかし－TVCM でも漫画的な表現にいちいち「CM 上の演出です」の断りテロップを見か

ける昨今、受ける側が幼稚化して、“イケナイこと”をも健全に笑いにしてしまう大人のユー

モアを容認する余裕も、理解する知性も、“マンガはマンガ”と弁え現実と切り分ける理性

をも欠いてしまっている側面のあることも、また事実ではないだろうか。 

 

そもそもスラップスティック・コメディは突き抜けたところに存在するもの。また「マンガ」と

は、ありえない・成しえないところにブッ飛んでいく自由な笑いが魅力なはずなのである。



テックス・エイブリーの有名な言葉 “In a cartoon, you can do anything !”（カートゥーン

の世界では不可能なことなどない）の通りだ。 

要はその本質が悪意や危険に満ちたものかどうか、を見極めれば良いのだし、本来それ

が出来なければならないのだが…。 

（了） 

Addendum： 

音源堂の選ぶ「トムとジェリー」ベスト 15 

【註】他にもたくさん名作がありますが…。発表順です、これらの中ではもはや順位はつけられません。 

 

＃3 The Night before Christmas  

（メリー・クリスマス） 

森氏解説にもあるが、色彩の美しさ、動きのなめら

かさを堪能できる一作。ストーリーも「クリスマス特別

編」で実に心温まるもの。アメリカ人にとって“クリス

マス”が如何に心うきうきするものであるか判る。途

中トムがもじもじするシーンは「クリスマスの飾りつけ

たやどり木の下にいる女性には、誰がキスをしても

いい」という風習に基づくらしい。くりくりしたおメメの初期の絵柄がまた愛らしい。 

 

＃11 The Yankee Doodle Mouse  

（勝利は我に） 

「トムとジェリー」がアカデミー賞を初めて受賞した作

品。第二次世界大戦中の発表作で愛国・国威昂揚

的なのは否めないが、家の中にあるあらゆるものを

駆使しての“戦争ごっこ”で実にテンポ良く、あくまで

明るく楽しませる。 

遂にはブラジャーのパラシュートが開くあたり、誰も

が爆笑となることだろう。 

 

＃29 The Cat Concert  （ピアノ・コンサート） 

これもアカデミー賞受賞作品。妙に気取ったピア 

ニストのトムが「ハンガリー狂詩曲第二番」（リス 

ト）を協奏曲風にオーケストラと協演する。ところ 

がこのピアノはジェリーの寝ぐらだったから…。 

キーは違えど“譜面通りに”弾きまくるトム（とジ 

ェリー）には驚嘆の一言。 



＃40 The Little Orphan （台所戦争） 

ジェリーの相棒、おしめのニブルスが登場する。 

食いしん坊のニブルスと感謝祭の豪華な食卓を 

満喫しようとするジェリーと、そうはさせじのトム 

とのドタバタ。得意げに歩くジェリーにチョコチョ 

コと高回転の足取りでついていくこの子ねずみの 

姿は何度見ても実に可愛い！（アカデミー賞受賞作品） 

 

＃42 Heavenly Puss （天国と地獄） 

いつものようにジェリーをいじめていたトムは、落ち

てきたピアノの下敷きになって死んでしまう。金色

の長～いエスカレーターで昇ったそこは天国行き

急行の改札口。ところがトムはこれまでの行いが

祟って、このままだと急行には乗れず怖～い鬼犬

からの責め苦が待つ地獄行き！ 

天国に行くにはジェリーから「全て許す」という書類

にサインをもらうしかないのだが…。 

 

＃49 Texas Tom （西部の伊達ねずみ） 

西部の粋なカウボーイ・ファッションでバッチリき 

めて、可愛い子ちゃんに迫るトム。初めは調子 

良かったのに、だんだんジェリーの逆襲に遭い、 

遂には猛牛に追い立てられて…。 

森氏解説：「猛牛に追いつめられたトムの＜覚悟

の処刑＞ポーズ（みずから目隠しをし、最後の一

服をつける）に爆笑。男の中の男、トム・キャットに花束を！」 

 

＃52 Tom and Jerry in the Hollywood Bowl   

（星空の音楽会） 

オープニング・クレジットからして壮大なリストの

「前奏曲」が鳴り響く、今回は指揮者のトムが喜歌

劇「こうもり」序曲を披露。そこに遅れてきたジェリ

ーが割り込んで、指揮の主導権争いが勃発、どん

どんエスカレートしていく！クラシック音楽を実に愉

しげに演奏する両者の姿が微笑ましい。指揮ぶり

もなかなかサマになっている。（アカデミー賞受賞作品） 



＃63 The Flying Cat （トム君空を飛ぶ） 

ジェリーは盟友のカナリヤに助けられ、トムの追跡

をかわしたはずなのに…。 

何とトムが“翼”をつけて自由に飛びまわり、追い

かけて来た！ナンセンスでスピーディーな空中の

追いかけっことますます絶好調のギャグの連発が

みもの。 

 

＃67 Tripled Trouble （可愛い子猫と思ったら） 

トムとジェリの

ウチにやって

きた可愛い子

猫が三匹…と

思ったら、これ

が と ん で も な

い悪童揃い！ 

①人間が見て

い る 間 は “ 猫

かぶり”。 

②目を離すや

目に も 留まら

ぬ速さで即座

に攻撃！ 

③やられて目

を回し、ヨレヨレになったトムを更にハメにかかる。 

④まんまとハメられ、子猫たちをイジめたと叱られるトム…シリーズ屈指のギャグである。 

 

＃72 The Dog House （お家はバラバラ） 

ゴキゲンに自らの犬小屋を新築するブルのスパイ

ク。ところがそんなことはお構いなしに、今日も今

日とてネコはネズミを追い回す。 

その騒ぎに巻き込まれて、スパイクの苦労はことご

とく水泡に帰し、犬小屋は何度も何度もバラバラに

…。そのオカシサに腹は攀じれっ放しの一編。 

 

 



＃75 Johann Mouse （ワルツの王様） 

全てがアカデミー賞受賞に輝く“トムとジェリー/クラ

シック音楽三部作”の掉尾を飾る一作。 

ワルツが始まると隠れ家から出てきてダンスに夢

中になるジェリーをおびき寄せ、捕まえたい一心で

或る日ピアノに向うトム。その腕前はなかなかのモ

ノ、素敵なトムのピアノとジェリーのダンスは瞬く間

に街の噂となり、遂には皇帝閣下の耳にも入って

…。ふんだんなギャグをヨハン・シュトラウス II 世の魅惑の音楽とともに。 

 

＃87 Downhearted Duckling 

 （オーバーなやつ） 

絵本を読んで、自分を「みにくいアヒルの子」と思い

込んだアヒル君。オーバーに絶望して世を疎み、

自らトムに食べられようとする。危機一髪ジェリー

が救出してもまた、再び救出してもまた…。 

そんなヤツも彼女ができちゃったりしたら、コロリと

変わる！…やだなあ、もう。＾＾） 

 

＃89 Touche, Pussy Cat ! （武士道はつらい） 

騎士道修行のためジェリーに弟子入りする子ねず

みタフィ。おしめもとれないタフィは陽気ないい子だ

が、失敗ばかり。まだまだ騎士にはなれそうにもな

く、ジェリーは彼を父親の許に帰らせることにした。

しかしタフィは敵方の騎士・トムに追い詰められた

ジェリーを助けて大逆転、ついにジェリーに騎士と

認められるのだが、最後は調子にのり過ぎまた失敗…。“フレール・ジャック”の歌声も、

姿も、立居振舞も全てが愛らしいタフィが最高！ 

 

 

 

 

 

 

■獲得した７つのオスカー像と 

ハンナ＆バーベラの二人 



＃97 That’s My Mommy 

 （素敵なママ） 

卵から孵ったばかりのアヒ

ルが初めて見た動くもの－ 

それは何とトムだった！ 

アヒルの子は“刷り込み”で

トムをママと思い込んでしま

う。なついてくるアヒルの子をしめしめとばかり料理して食べようとするトム。危機一髪のと

ころをジェリーに何度も救われるのだが、そのたびに怒って“ママ”のトムに助けを求める

のだから処置なしだ。最後には愛するママ（＝トム）のため、自らスープ鍋に飛び込もうと

するアヒルの子。それを見たトムは…。 

（余談だが、私は「トムとジェリー」に登場するきつつきやアヒルが発する「ママ！」という呼

び声が何とも好きで、つい口マネしてしまう。^^; ） 

 

＃102 Downbeat Bear  

（ダンスは楽し） 

逃げ出してきた熊は危険は

ないが、とにかく踊り出した

ら止まらない－そういう厄介

なやつに限ってトムとジェリ

ーの家にやってくる。 

果物を夢中で盗み食いして

いた熊は、音楽が流れるやあっという間に有無を言わせずトムの手をとり、ペア・ダンスを

踊り始める。ジャズでもワルツでもタンゴでもなんでもござれの腕前だ。音楽が止まるとダ

ンスもやめる。でも音楽が流れている間はひたすら踊る！ 

最後は 6 時間ノン・ストップのダンス・ミュージック番組が始まってしまい、男らしく覚悟を

決めて自ら熊の手をとるトムのヤケクソぶりに爆笑のエンディングだ。 

（了） 


