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-zilla 

－新しい形態素を追う－ 

 

竹 中 裕 貴 
 

0. はじめに 
 2016 年 3 月現在，アメリカ大統領選挙の予備選挙で共和党のトップを走るのが，種々の問題

発言を繰り返す Donald Trump 候補である。日々様々な批判を受け続けている同氏であるが，

CNN の記者，Jeanne Moos が以下のように Trump 候補のことを表現している (以下，引用

文中の下線は筆者によるものである)。 

 
(1) He is Trump-zilla, crushing the competition in his shadow as the media shine lights on him. 

(http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/1508/10/cnr.18.html) 

 
 (1) では，固有名詞 (人名) に接尾辞が付加され，Trump-zilla となっている。問題はこの 

-zilla という形態素であるが，一体どのような意味で使用されているのだろうか。未だどのよう

な辞書にも独立した項目として登録されていないが，一方で，多くの語を派生させる生産性の高

さから，アメリカ英語の中ではすでに定着し，使用頻度も高い。 

そこで本稿では，この -zilla という形態素について，まずその起源を確認し，その後 (1) の

ような実際の用例を通してその意味と用法を明らかにしていきたい。 

 
1. -zilla の語源 

 まずこの形態素の起源を追ってみよう。上でも触れたが，語彙項目としては，最新のアメリカ

英語で頻繁に使用される形態素のため，その起源に辿り着くのは容易である。 

特に理解の一助となるのは，Merriam-Webster のウェッブページにある，Words We’re 
Watching である。そこには The suffix from the Japanese monster movie gives rise to a host 
of new words (http://www.merriam-webster.com/words-at-play/-Zilla) という記事があり，

-zilla が詳細に議論されている。 

 上記 Merriam-Webster によれば，これはアメリカでも映画化されたゴジラから派生した表

現 [(2a)] であり，以下のような意味を持つようになったと指摘されている。また，すでに 

Wikipedia などの媒体にもその記載がある [(2b)]。 

 

(2) a.  The “-zilla” suffix has come to indicate a particularly strong or large example of its 

variety                            (http://www.merriam-webster.com/words-at-play/-Zilla) 
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b.  -zilla is an English slang suffix, a back-formation derived from the English name of the 

Japanese movie monster Godzilla. It is popular for the names of software and websites. It is 

also found often in popular culture to imply some form of excess, denoting the monster-like 

qualities of Godzilla.                                    (https://en.wikipedia.org/wiki/-zilla) 

 
  また，以下の (3) において記述されているように，-zilla という形態素が広がりだしたきっ

かけとなったのは，商品名の一部として Godzilla を利用し，1977 年に Bagzilla という名称

のゴミ袋が販売されだしたことにある： 

 
(3) A fine case of this is found in what is perhaps the first widespread attempt to lexicalize –zilla: 

the Sears Roebuck garbage bag, Bagzilla. 

 

Sears began marketing its trademarked Bagzilla in 1977. Just in case anyone didn’t make the 

connection, Sears made sure to add a picture of a large, upright lizard creature to ads for the 

garbage bag. The monster was often shown helping with some chore or other, such as piling 

leaves into the bag. Toho, the Japanese studio that owned the rights to the Godzilla franchise, 

was not amused by this linguistic homage. They sued Sears unsuccessfully. 

(http://www.merriam-webster.com/words-at-play/-Zilla) 

 
本稿では，商品名として使用される -zilla については詳述しないが，多くの商品にその名称

の一部として使用される例が確認できる。1) 

 以上から，-zilla という形態素が，ゴジラ (Godzilla) から生み出されたものであり，商品名

に使用されるなどしたことから普及しだしたということは分かる。では次に，その形態，意味，

そして実際の用法について，さらに詳しく議論していきたい。 

 

2. 形態と意味を探る 
まず，ゴジラ (Godzilla) の綴字法についてであるが，1954 年に映画が公開されて以来，日本

では「ゴジラ」[ゴリラとクジラの混交 (blending) ] という名称で親しまれたが，アメリカで映

画化される際は， Gojira のように綴られることはなかった。英語の音韻体系に合わせ，前半の

音節は，God に置き換えられ，後半部は，日本語と同じくゴリラ (gorilla) の一部が使用されて 

Godzilla となったようである。一般の英和辞典や英英辞典には，固有名詞という性質上，数は

少ないが， Godzilla は散見される。その中で，語源に関しては英和辞典の『オーレックス英和』

が分かりやすく，God という単語が用いられた理由も分かる： 
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(4) ❶ ゴジラ ((1954 年制作の日本映画に登場した怪獣))  ❷ ((口)) 巨大なもの (♦本来の表

記は Gojira だが米国で公開されるときに「神」のイメージを込めて God-zilla としたと

される)                                                            (s.v. Godzilla) 

 
したがって，英語を母国語とする者にとっては自然と Godzilla は，既存の語である “god” と，

その後に続く “zilla” の 2 つの単語の複合語のように認識されるのが自然であるし，このような

語形成の観点からすれば，“god” の直後で単語が分解され，“zilla” の部分が切り出されて使用

されるようになったことはごく自然な形態論的プロセスであろう。 

次の (5) の John Deering 2) による漫画では，まさに -zilla という語尾がゴジラそのものを

指していることが描かれている絵から分かるが，前半部は “Deity-of-your-choice” となっている。

これは，Godzilla が，前述したとおり英語話者にとっては容易に “god” と “zilla” として形態

的に分析されるからこそ面白さが分かるのであり，前部の “God” をパラフレーズし， “deity of 

your choice” と言い換えた上で，ハイフンを用いて 1 語としているのである。とりわけアメリ

カ英語を母国語にする者にとって Godzilla がどのように形態的に分析されているかが分かる

一例である。 

 

(5)  

 
(http://www.thecomicstrips.com/store/add.php?iid=61800) 

 
ただし，Godzilla という固有名詞自体は，そもそも複合語ではないため，(2b) が示唆するよう

に -zilla の部分のみを切り出して特別な意味を与えることは逆成 (back-formation) という形

態論的プロセスであると分析される。 

 次に，意味の側面について考えたい。前述の通り，辞書にこの形態素の記述はないが，

Merriam-Webster の記事が (2) で明らかにしていたように，-zilla は ｢強く大きな｣存在であ

ることを示す接尾辞としての意味を獲得している。しかしながら，このような意味は形態素に突
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如として付加されたものではなく，Godzilla という固有名詞が元々すでに持っていた，固有名

詞から派生した表現としての意味が凝縮されたものである。すなわち，この形態素の意味を正確

に知るためには，Godzilla という語が獲得した比喩的意味を正確に把握しておく必要があるの

である。 

 まず，本来の固有名詞としては，当然以下のような定義があるが，英和大辞典のレベルでもそ

の記述はあまり詳しくない： 

 
(6) a.  n. ゴジラ：日本の東宝映画 (1954) に登場する怪獣.  

(『ランダムハウス英和大 2』s.v. Godzilla) 

b.  ゴジラ<<日本の映画に登場した怪獣 (1954); 1998 年には米国でも制作>>． 

～ bank ゴジラ=バンク <<大手の合併による巨大金融機関>>． 

(『ジーニアス英和大辞典』s.v. Godzilla) 

 
(6b) には，Godzilla bank という表現では，Godzilla が形容詞的に「巨大な」という意味を表

すことが示唆されている。しかし，OED では，語源として日本の映画のゴジラに触れつつも，

それが派生表現を持つ，単なる固有名詞ではない英語表現であるとして，さらに詳しく定義をし

ている：  

 

(7) a.  A large or strong example of its type; a person or thing of monstrous proportions or  

strength. 

b.  Compounds. Godzilla-sized adj. of a monstrous size. 

c.  Derivatives. Godzilla-like adj. 

 
(3) の『オーレックス英和』の「巨大なもの」という語義は，(7a) の意味を反映したものであろ

う 。 ま た ， 別 の 分 か り や す い 定 義 は ， オ ン ラ イ ン 版 の  Oxford Dictionaries 

(http://www.oxforddictionaries.com/us) に見ることができ，“informal, humorous” とラベルの

ついた 2 つの定義と，それぞれの用例を記述している： 

 

(8) a.  a particularly enormous example (of something): 

‘Godzilla of a condominium tower.’ 

b.  a person or thing likened to a frightful and menacing creature: 

‘Don’t let Nurse Godzilla catch you. She'll raise holy hell.’ 

(http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/godzilla) 

 
(7a)，(8a, b) からは，Godzilla という単語がもともとの怪獣「ゴジラ」のみを指す固有名詞の

意味から，まさにゴジラを連想させるような大きな物 (“Godzilla of a condominium tower”) や，



17 

人や物に関わらず，恐ろしい存在 (“Nurse Godzilla”) を表現するために比喩的に用いられるこ

とが分かる。また，(7b, c) では，-sized や -like といった接尾辞が付加され，直喩としての用

法がより明らかである。 

以上のように，Godzilla には比喩的表現として確立した用法が存在しており，そこから逆成

という形態論的プロセスによって派生した -zilla が，上記のような意味を包括する形で形態素

として独立したのである。 

 
3. 形態素-zilla の実例を探る 

 では，実際にその用法を見ていきたい。形態素としての用法を獲得した -zilla は，語尾に付

加される拘束形態素として，上で触れた商品名以外にも，例えば Merriam-Webster の記事で

は，wimpzilla (a theoretical particle of extremely heavy dark matter) や，後で詳しく触れる 

hogzilla，fedzilla，そして snowzilla と様々な語を生み出している。 

以下では，今回の調査で発見した用例について，いくつかのカテゴリに分けて例示していきた

い。ただし，それぞれの議論で用いられる用例で -zilla が用いられる語は，一般化が進んでい

るものから，臨時語的なものもあり，ハイフンの有無や大文字，小文字の使用にばらつきがある

ことに注意されたい。 

 

3.1. 巨大な怪物であることを表す場合 
まず，もっとも分かりやすいのもとしては，怪物を表す名称として用いられるものである。 

(7a) や (8a) の意味を引き継ぎ，語尾に付加されると，巨大さや力強さが際立つゴジラのよう

な怪物を表す名詞を作る。 

  まず，(9) は Fox News で報じられた，ゴルフ場を住処とするワニの話である。ゴルフ場に

住み着いていることと，その巨体ゆえに，ワニは Golf-zilla と呼ばれるようになったようであ

る。アメリカ英語を母国語とする者は，Golf に -zilla が付加されることで，モンスターのよ

うな存在であることが分かり，実際にワニの映像が流れるニュースを見ることで，それが巨大

なワニのことであると知るのである。URL からビデオを直接見ることが出来るが，その中では 

“massive gator” や “monster” という表現も使用されている。したがって，-zilla はそのよう

な意味を簡潔に表現できる形態素であると言えよう。 

 
(9) Golf-zilla: Monster gator takes over course in Florida 

Golfer snaps photos of 13-foot alligator 
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(http://video.latino.foxnews.com/v/4107598948001/golf-zilla-monster-gator-takes-over-

course-in-florida/) 

 
 また，Merriam-Webster の議論においても，Hogzilla が例として挙げられていた。この 

Hogzilla は一時，(10) のような報道を通して奇怪な生物としてメディアを賑わせたが，それは

以下のような (当初報じられたほどではなかったことが後に判明したが) 巨大なイノブタ [“a 

male hybrid of wild hog and domestic pig” (https://en.wikipedia.org/wiki/Hogzilla)] であった。 

 
(10) Big pig: North Carolina man fells 500-pound boar with one shot 

By Matthew Stucker and Steve Almasy, CNN 

Updated 1523 GMT (2323 HKT) March 14, 2014 

 

(http://edition.cnn.com/2014/03/13/us/north-carolina-500-pound-boar/) 

 
いずれにせよ，報道を通して誇張された巨大さが -zilla という形態素にふさわしかったため，

Hogzilla という名前を生み出し，別のケースでも (11) の例のように再び使用されているのだ

ろう。 
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(11) Another Hogzilla Caught Near Atlanta 

(http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/05/AR2007010501543.html?na

v=hcmodule) 

 
この他，用例の枚挙には暇がないが，恐ろしい犬の絵本のタイトルが  Dogzilla 

(http://www.goodreads.com/book/show/836418.Dogzilla) であったり，巨大な猫の怪獣が暴れ回

る 映 像 が 流 れ る ， PC の 性 能 を テ ス ト す る ベ ン チ マ ー ク ソ フ ト が  “Catzilla” 

(http://www.catzilla.com/) であったり，ゴジラを連想させる「怪物」の命名には，頻繁に使用

される形態素であることが分かる。 

 

3.2. 破壊的行為を行う個人・集団を表す場合 
 人名 (固有名詞) や，人を表す普通名詞に付加されることもある。これは，特に表現の使用者 

(達) にとって好ましくない行為 (それがとりわけ破壊的・破滅的である場合) を行う者 (達) へ

の批判的な意味合いを込めて -zilla が付加されるようである。3) 

 具体的な用例については，特に政治の舞台でよく見られる。今一度 (1) の例を見られたい。

そこには， “He is Trump-zilla, crushing the competition in his shadow as the media shine 

lights on him.” とあり，メディアの脚光を浴びつつ，(記者の認識では) 予備選挙をめちゃくち

ゃに蹂躙，破壊するモンスターのような人物を表現するため，Trump 候補の名前の語尾に -zilla 

を付加して “Trump-zilla” と表現しているのである。 

次の漫画は，より分かりやすい。身長に対して不自然に手が小さいと言われている Trump 候

補をゴジラに例え，アメリカの価値観を破壊している様子を風刺している： 

 

(12) Editorial Cartoon by Rob Rogers, Pittsburgh Post-Gazette 

 
 (http://editorialcartoonists.com/cartoon/display.cfm/149400/) 
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 この他の例では，例えば以下の (13) があり，そのバリエーションも豊富であることが分かる： 

 

(13) a.  I was recently banned from a blog 

for mentioning another tea party 

group. This is the kind of ego driven 

silliness the left loves. Patriots, we 

have only one enemy, Obama-zilla!; 

not other tea party groups. 

Obama-zilla is the monstrous fire 

breathing dragon consuming every 

ounce of freedom and liberty in his 

path; wreaking havoc and 

destroying America. 

(http://www.americanthinker.com/bl

og/2011/08/we_stood_united_and_won_in_wisconsin.html) 

b.  Boss-Zilla! 

Movie producer Scott Rudin may be the most feared boss in Hollywood. But the young and 

ambitious line up for a chance to work for him. 

(http://www.wsj.com/articles/SB112749746571150033) 

 
 (13a) では，アメリカ合衆国大統領 Barak Obama を痛烈に批判しているが，個人名 + -zilla 

という形をとることで，Trump-zilla と同様に，今回は大統領を怪物に例え，アメリカ保守層の

敵であるとしている。 

 (13b) は，映画監督である Scott Rudin が，ハリウッドで最も恐ろしい監督であるとする 

Wall Street Journal の記事のタイトルとその副題であり，今回は，人を表す普通名詞 Boss + 

zilla の形をとることで，「（ゴジラのように）恐ろしいボス (映画監督)」 という意味を形成し

ている。 

このほか，人を表す名詞に形態素 -zilla が付加される例としては，前述の Merriam-Webster 
の記事において，ハイフンのない形で，“bridezilla” という語が以下のように紹介されている。 

 
(14) Bridezilla has been in use since 1995, and typically refers to a woman who is so obsessed with 

the details of her upcoming nuptials that she is intolerable to be around (the word also has a 

less-common variant: the groomzilla). 
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周りに居ることが出来ないほど結婚式のことで頭がいっぱいな新婦のことであり，新郎に対する

表現 (groomzilla) もその存在が示唆されている。まず，“bridezilla” に関しては，比較的簡単

に用例が見つかる。USA Today から 1 例をあげておくと (15) のような見出しの記事が見つか

る。Tony Parker との再婚において，結婚式のことで冷静さを失わなかったとインタビューに

答えていた (“Eva Longoria says she kept her cool at her wedding to Tony Parker last week”) 

Eva Longoria の発言を，ユーモアのある形でタイトルにまとめたものである。4) 

 
(15) Longoria says she wasn’t a bridezilla 

(http://usatoday30.usatoday.com/life/television/2007-07-11-1147833421_x.htm) 

 
また，以下の The Washington Post の記事は，コラムニストの Carolyn Hax がオンラインで

相談に答えるというウェッブページのイベントについてであるが，その見出しは，以下の通りで

あり，“bridezilla” ではなく，“bridemaid-zilla” という表現が用いられている。 

 
(16) Carolyn Hax Live: Crotch-grabbing coworkers; Flying with twin babies; Dealing with 

‘bridesmaid-zilla’; Suspicious girlfriends; ‘Warning sighs’ and much more 

(http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/discussion/2011/01/21/DI2011012105379.html) 

 
以上の用法に加えて，Merriam-Webster の記事が提示した  Fedzilla ように，  Federal 

Government のような団体名に付加され，Fedzilla (“the federal government, seen as an 

enormous and rapacious predator”) のような形で用いられることもある。 

類例としては，アメリカの共和党 (GOP) を批判して，以下のような漫画もある。共和党は象

がシンボルであるが，漫画の中ではマンモスが描かれ，GOPZILLA と名付けられている。対す

る Godzilla は相対することに嫌悪感を示し，“Yikes!” と心の中でつぶやいている。 
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(17) Editorial Cartoon by Dennis Draughon 

 
(http://editorialcartoonists.com/cartoon/display.cfm/132835/) 

 

3.3. その他の派生表現 
 最後に，自然災害などの無生物の名詞に付加され，まるで被害をまき散らす怪物であるかのよ

うに比喩的な表現が生み出される例について触れておきたい。 

Merriam-Webster の記事の議論では，特に興味深い例としてハイフンのない形で snowzilla 

が掲載されている。 

 
(18) The suffix is frequently found attached to a word in jest, as with the hashtag #snowzilla used on 

Twitter during large snowstorms. 

 
特に Twitter で，特定のトピックについての発言であることを示すハッシュタグに，#snowzilla 

が使用され，大きな吹雪を示す語として機能しているというのである。 

 この表現に関連し，特に 2016 年 1 月にニューヨークをおそった記録的な寒波に際し，その吹

雪をなんと命名するかについて The Washington Post において以下のような投票が行われて

いた。 

 
(19) We hereby name this winter storm ‘Snowzilla’ 

Original post: 

We’ve gathered up a few of the best and most frequently suggested storm names into one simple 

poll — now all you have to do is click on your favorite to make the winter storm magic happen! 
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We will ponder the poll results tonight and announce which name we’ve chosen in the morning 

in this post. 

 
User Poll Results: 10889 responses 

 
 
上記の候補はそれぞれが非常に興味深いものばかりであるが 5) ，選ばれたのは以下の通り，こ

の寒波の原因ともなった “Godzilla” El Nino を表すのに最適であると考えられた “Snowzilla” 

であった。また，(20) では，“a Godzilla-sized winter storm” という表現も用いられており，(7b) 

にあったとおり，“Godzilla-sized” という表現の実例も見られる。 

 
(20) Update!! 

We’ ve thought about it long and hard this morning and although Make Winter Great Again has 

the most votes — and is certainly hilarious — it doesn’t make for a good name, or a good 

hashtag. So we’re going with the runner up: #Snowzilla! 

 

Snowzilla makes so much sense to us because of its perfect nod to this “Godzilla” El Nino. And 

quite frankly, this could be a Godzilla-sized winter storm. 
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(https://www.washingtonpost.com/news/capital-weather-gang/wp/2016/01/21/poll-name-this-wi

nter-storm/) 

 
この表現はインターネットの影響もあり瞬く間に一般化し，次のように，ABC News のタイト

ルにもなっている： 

 
(21) US blizzard: At least 15 people dead as ‘Snowzilla’ blankets country 

(http://www.abc.net.au/news/2016-01-23/us-blizzard-at-least-15-dead-as-snowzilla-blankets-cou

ntry/7109930) 

 
また，類似の表現としては，“Storm-Zilla” がある。これも非常に強力な吹雪に付けられた名称

である。同じく，ABC News は，以下のタイトルで寒波を伝えている： 

 
(22) Storm-Zilla: Monster Storm Buries East 

(http://abcnews.go.com/WNT/video/storm-zilla-monster-storm-buries-east-9801717) 

 
また，“Stormzilla” という形で，こちらもハッシュタグとして使用されていることが以下から

分かる。自然災害に際しては，市街まで出かけるのに，4 日以上の時間がかかってしまうと言う

道路上の電光掲示板を面白いと感じた投稿者のつぶやきである： 
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(23)  

 
(https://twitter.com/oneamericnwoman/status/543063062119346176) 

 

4. おわりに 
本稿では，形態素 -zilla について，その用法の広がりの一部を，具体例を通して概観してき

た。まず，形態論的には，固有名詞 Godzilla から，Godzilla-like や Godzilla-sized といった

表現の意味を吸収しつつ，-zilla という形態素が生み出されたことを明らかにした。また，-zilla 

という接尾辞を付加して派生した語については，Xzilla と X-zilla (X は任意の普通名詞，固有

名詞) の 2 つ綴字法があり，ハイフンの有無は使用者により一定していなかった。このことは，

-zilla という形態素と派生した表現が，それぞれ言語変化のプロセスのただ中にあるということ

の証左であろう。 

さらに，本稿の調査では幾つかのメディアからの実例を提示したが，-zilla が付加され派生し

た語は，格式張らない，しかしユーモアのある表現であった。それ故，その使用される場面は限

定的となるが，それがこの形態素の使用による表現効果でもあることは間違いない。 

意味的な側面に注目すると，それぞれが Godzilla の形状的な意味を象徴し，「巨大で，力の

強い怪物 (のような生き物)」であることを表現したり，Godzilla の行為の質を連想させ，「破壊

的な行為を行う人物・集団」，さらには大きな被害を出す災害 (snow や storm) の命名にも発

展的に用いられていることも明らかとなった。この他にも，-zilla が使用されている用例は多く

見つかる。さらなる調査を行うことで，さらにその生産性を知ることが出来るだろう。 

最後に，このような言語変化は，形態的・意味的な発展の段階を分析すると同時に，本稿でも

様々な用例を通し見てきたように，政治や娯楽を扱う新聞やテレビ，インターネットなどのメデ

ィアで，どのような社会的背景を持って使用されているのかも考慮しなければ正確に意味を把握

することはできない。言語と文化の両面に注目しつつ，今後辞書項目の 1 つとなり得るこの形
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態素に注目していく必要があるだろう。 

 
【注】 

 
1) (2b) にあるとおり，インターネット関連の商品名が多いが，Wikipedia にあるリストは

参考になる: https://en.wikipedia.org/wiki/-zilla  

2) 漫画の筆者 John Deering は多くのゴジラを題材にした漫画を手がける：http://www.ca

rtoonistgroup.com/subject/The-Godzilla-Comics-and-Cartoons-by-Strange+Brew.php 
3) あまり用例は多くないが，大きな身体の人物のニックネームとして使用されることもある

ようである。例えば，アイスホッケーのセンスとして活躍した Olaf Kölzig のニックネ

ームには，-zilla を用いた Kolzilla があった (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ice

_hockey_nicknames)。また，メジャーリーグで活躍した松井秀喜氏のニックネームは G

odzilla であり，必ずしもネガティブな意味のみで Godzilla や -zilla が人名に付加され

るわけではない。 

4) また，この表現は，Bridezilla というタイトルで婚約している女性が結婚するまでを追っ

たテレビ番組のタイトルともなっている：https://en.wikipedia.org/wiki/Bridezillas 

5) まず，Snownino と Snowtastrophe は，分かりやすい混交 (blending) である [それぞ

れ，snow と El Nino，snow と catastrophe]。ただし，“Make winter great again” は，

もともと，“Make America great again” であり，アメリカ合衆国の元大統領である 

Ronald Reagan によって使用され (https://en.wikipedia.org/wiki/Make_America_Grea 

t_Again)，現在では Donald Trump 候補によってスローガンとして選挙活動に使用され，

同氏のスピーチや帽子にプリントされている。帽子は以下の画像のように Amazon でも

販売されている。また，YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=nKqCEuv5c6M) で

は，Donald J. Trump- Make America Great Again というタイトルの選挙用の映像から

表現の使用を確認することが出来る： 

 
(http://www.amazon.com/America-Great-Trump-2016-Unisex-Adult/dp/B012J7L7US) 
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