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南洋群島とインファント島
―― 帝国日本の南洋航空路とモスラの映像詩学 ――
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― 九七式大型飛行艇とモスラ ―

モスラは，帝国のもう一つの飛行艇である。そして，インファント島は，も
う一つの日本でもあった。日本の繁栄の源は，嘗て，南にあり，その南洋の航
空路を羽ばたいていたのが，九七式大型飛行艇（川西式四発飛行艇，九七大艇）
であった。
『赤道越えて』
（



年）で，南進日本を担う帝国海軍の晴れやかな
姿を描いた円谷英二は，『南海の花束』
（



年）に於いて，南方へ空路を拓く
九七式大型飛行艇の勇壮なる機体に眼を奪われる。一方，
『海軍戦記』
（



年）
にも見られる南洋の原住民の踊りは，戦後，『さらばラバウル』（



年）で，
日劇ダンシング・チーム（N・D・T）の根岸明美が蘇らせ，南洋幻想への誘惑
となる。『モスラ』
（



年）の映像詩学は，ここから始めねばなるまい。
ゴジラ映画の中で，飛行艇が登場する作品が２作ある。それは，
『ゴジラの逆
襲』（



年）と『モスラ対ゴジラ』
（



年）であり，後者に登場するのは，
グラマンUF-２救難輸送飛行艇（アルバトロス，日本での愛称は「かりがね」）
で，



年に海上自衛隊に配備されたものである。戦前，内閣情報部（のち内
閣情報局）が発行していた国策週刊写真誌『写真週報』第


号（



年４月

（１）
の表紙を飾るのは，九七式大型飛行艇の威風堂々とした翼である。
『モス
日）

ラ対ゴジラ』に於いて，UF-２飛行艇は，インファント島に赴くのに使われて
いる。インファント島は，カロリン群島近辺にあると設定されている架空の島
なのだが，戦前期の南洋群島と，実際のところ，どの様な関係にあるのだろう
か。また，飛行艇とは，何なのだろうか。なぜ，
『モスラ対ゴジラ』に飛行艇が
出てくるのであろうか。そもそも，
『モスラ』に初めて登場するインファント島
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とは，何なのか。インファント島に典型的な形で形象化されたこの南洋幻想を
明らかにするために，帝国日本の南洋群島，そして，九七式大型飛行艇から日
劇の根岸明美までを射程内に入れて，ゴジラ映画の映像詩学について考えてみ
たい。

Ⅰ．『南海の花束』（1942年） ―九七式大型飛行艇と南方開拓―

（２）
『南海の花束』（



年，東宝，


分）
の主題は，実に明快である。それ

は，戦時下の南進政策を描いたものであり，作品中，何度も出てくる「赤道を
越えて，空路を拓く」という台詞がそれを示している。興亜航空という民間の
国策会社（当時の大日本航空がモデル）のパイロットたちが活躍する航空映画
なのだが，しかし，この映画の主役は，南方開拓機である九七式大型飛行艇（九
七大艇）であり，カメラを向ける円谷英二の眼は半端ではない。
九七大艇は，川西航空機（現新明和工業）が開発・製造した日本で初めての
四発大型飛行艇で，全幅




m，全長





m，長距離洋上輸送に活躍した，
当時，世界でも高性能の飛行艇であった。航続距離は，




km以上にも及ぶ。




年７月

日に初飛行し，その

型（H
K
）が，初めて，



年に海軍で制
式化され，その後，量産型・最終型（機銃，爆弾，魚雷搭載可）が，



年〜




年に制式化される。九七大艇は，


機が生産され，海軍と大日本航空（そ
のうち

機）で使用された（３）。
『南海の花束』では，九七大艇の爆撃や雷撃のシーンは登場しない。しかし，
民間の航空会社が舞台だとは言っても，南進日本の国策会社であり，登場する
支所長やパイロットたちは，零戦などに乗っていた海軍上がりの猛者である。
描かれているものは，海軍航空部隊での作法や精神と何ら変わりはなく，
『ハワ
イ・マレー沖海戦』（



年，東宝）で描かれる空母機動部隊にそのまま置き換
えられるものである。飛行機の描き方も，
『ハワイ・マレー沖海戦』の艦上機と
ほぼ同様のものである。逓信事業と南方開拓は，
「航空会社の責務」であること
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が，劇中，何度も言われているが，大東亜共栄圏の拡大のため，戦時下の国策
航空会社にとっての重要な責務であったのだ。南洋群島を結ぶ定期航空路に於
ける定時運行，航空機の整備，逓信・輸送・軍事に係わる任務などが，国策航
空産業映画さながらに描かれる。作品冒頭のクレジットの背景は，椰子の木
と，それに登る原住民の姿である。作品中でも，飛び立つ飛行艇を見つめる原
（４）
によって設
住民のシーンなどが登場する。



年，
「大日本航空株式會社法」

立された大日本航空株式会社は，横浜，サイパン，パラオ（南洋庁所在地）
，ト
ラック，ポナペ，ヤルートを結ぶ南洋線を有しており，軍事輸送も担っていた。
その主力機が，九七大艇である。インファント島は，カロリン群島にあると考
えられるので，パラオからヤルート島にかけての何れかの島が，円谷英二また
はその周辺の東宝の撮影班によって，インファント島の原型として実際に目撃
されているはずであり，また，インファント島の原住民の原型も，『赤道越え
て』，
『南海の花束』，
『雷撃隊出動』など，戦前に描かれた南洋群島の原住民に
あるはずである。インファント島の原住民は，外地のもう一つの「日本人」で
もあったのだ。
五十嵐支所長（大日方傳）が南洋の航空基地（場所は明示されていないが，
恐らくパラオか）に着任する。航空機の整備や，気象データの収集など，それ
までの弛んだ外地の体勢を立て直そうとする。エンジンを整備するシーンなど
は，『海鷲』（



年，藝術映画社製作，海軍省後援）などの国策航空映画に極
めて近い。単発複葉の水上機が主として用いられているのだが，九七大艇が最
新の新造機として現地に到着する。操縦士たちが息を飲むように機体を眺め
る。世界にも類を見ない高性能の四発大型飛行艇を撮るカメラも，機体を嘗め
回すかのようだ。胴体，主翼，そして，四つのプロペラ。最古参の堀田操縦士
（眞木順）が，この九七大艇で，初の南方開拓に飛び立つことになる。南方空路
の開拓に向けた九七大艇の初飛行の朝のシーンは，
『ハワイ・マレー沖海戦』の
出撃前夜のシーンと極めてよく似ている。酒を酌み交わし，成功を祈る搭乗員
たち。それを見送る整備員や家族。そして，いよいよエンジンが始動し，回転
するプロペラ。これは，空母赤城の艦上で，今まさに発艦せんと，プロペラを
回転させる九七艦攻の『ハワイ・マレー沖海戦』でのシーンと相似形である。
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海上からゆっくりと離陸，旋回して，島の上空を横切る。飛行機の大きさが感
じられる。これらは，すべて実写である（但し，２機の個別の機体（J-BGOB，
J-BFOY）が登場する）。飛行艇の飛行シーンが，これ程までに，優雅に描かれ
ている映像は，他にはないかも知れない。
悪天候の中で，海上を飛行する九七大艇。落雷でエンジンが破損する。海面
すれすれを飛行。稲妻と荒波の間を飛行する九七大艇を，ほぼ前正面から捕ら
える。このシーンは，円谷特撮の白眉の一つで，
『海軍爆撃隊』
（



年，東宝）
の九六陸攻から受け継ぎ，
『ハワイ・マレー沖海戦』の九七艦攻へと継承される
シーンである。戦後の『大怪獣バラン』
（



年，東宝）に登場する，海上での
P
V-
対潜哨戒機の特撮飛行映像にも近い。円谷の特撮は，海面や地面をすれ
すれに飛ぶ，飛行機の鬼気迫る映像に特長があることがよく分かる。このシー
ンだけでも，
『南海の花束』を見る価値がある。続く落雷で，主翼が折れ，海面
に激突する。迫真の特撮映像である。
堀田機が墜落したとされる地点は，南緯４度，東経


度である。カロリン群
島からソロモン群島方面に向かう途上であったということだ。
「南海の花束」
と
は，堀田機墜落地点の上空を通過する時に，二番機によって海に捧げられた花
束のことである。南方開拓飛行に情熱を傾けた

ヒコーキ野郎

への称賛と鎮

（５）

「赤道を越えて，空路を拓く」
，つまり，日本の
魂である 。『南海の花束』は，
委任統治領境界を越えようとした帝国のエネルギーと，その拠り所を航空兵器
に求めた帝国海軍の存在がなければ，成立し得なかった映画なのである。
海軍航空部隊（横須賀鎮守府所管）が運用した最初期（第一次世界大戦，青
島攻略戦）の航空機は，専ら，水上機（両主翼に浮舟を装備したもの）であっ
た。その後（支那事変以降）
，陸上機，艦上機（つまり，陸上や艦上から離発着
できるよう車輪式になったということ）
が積極的に運用されるようになったが，
九七大艇や二式大艇など，大型の飛行艇（胴体が着水するもの）も開発された。
飛行艇は，外洋で離着水することができ，海洋国日本の兵器運用法として，有
利であると考えられていたのである。飛行艇の離着水のシーンは，国策戦争記
録映画にも多数見られるし，『ゴジラの逆襲』
（



年，東宝）には，岩戸島へ
着水する水上機も登場する。艦上機の空母離着艦シーンのみならず，飛行艇の
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離着水シーンも，円谷の眼を捉えていたことが，
『南海の花束』からはっきりと
分かるのである。『雷撃隊出動』
（



年，東宝）にも，九七大艇の離着水シー
ンが登場するが，
『雷撃隊出動』
は，雷装した九七艦攻や一式陸攻が主役であり，
戦局芳しからざる，ある南洋の島（ニューブリテン島ラバウルか）が舞台であ
る。原住民の教会もあり，米軍機 P-

ライトニングが襲い掛かり，教会まで破
壊するというシーンが描かれる。P-

は，山本五十六司令長官の搭乗する一式
陸攻をブーゲンヴィル島で撃墜した飛行機でもあり，一式陸攻が次々と敵艦に
突っ込んでゆくという壮絶なシーンで『雷撃隊出動』は終わる。そんな中で，
九七大艇のそのシーンだけは，優雅な雰囲気を醸し出していることが，不思議
な感じを催させるのだ。

Ⅱ．『赤道越えて』（1936年） ―円谷英二の見た南洋―

『赤道越えて』
（



年）は，太秦発声映画＝横浜シネマ商会製作，海軍省後
援，構成・監督・撮影が円谷英二である。

分の長篇国策記録映画。これは，
前年



年２月

日から７月

日にかけて，海軍練習艦隊「浅間」
「八雲」に同
行し，横須賀港を出発，台湾の基隆，馬公，英領中国の香港，米領フィリピン
のマニラ，東亜の独立国シャムのバンコク，英領シンガポール，蘭領インド（イ
ンドネシア）のバタヴィア，オーストラリアのフリーマントル，アデレード，
メルボルン，シドニー，ニュージーランドのウェリントン，オークランド，フィ
ジーのスバ，サモアのアピア，ハワイのホノルル，そして，我が領内に入り，
南洋群島のヤルート，トラック，サイパンを経て，横須賀に帰港する，その航
海の模様を撮影記録したものである。題名は，
『赤道越えて』であって，多くの
文献に記載されているような『赤道を越えて』ではない。
「赤道（を）越えて」
という表現そのものは，
『南海の花束』からも明らかなように，大東亜共栄圏の
拡張を意味する当時の慣用的表現である。つまり，第一次世界大戦後，



年
に国際連盟から認められた南洋群島の委任統治領（日本の統治領境界は，赤道
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より北）の境界を更に越えることを意味する。この様な戦前期の南進政策を描
いたものが，『赤道越えて』と『南海の花束』である。
ところで，フィルムセンター展示室では，
「生誕


周年記念

衣笠貞之助の

世界」が開催（



年

月３日〜



年３月

日）されていたが，展示品の一
つに，
「書簡：円谷英二より（



年）
」がある。



年６月

日付で，円谷か
ら衣笠貞之助（



-



）に宛てた手紙である。
「これから日本領の南洋諸島
を巡って，七月二十二日に横須賀へ帰ります。……」という縦書き便箋の文言
で始まり，最後には，
「練習艦隊

八雲艦内

圓谷英二

衣笠貞之助様」
とある。

つまり，
『赤道越えて』のまさに撮影航海の途上で書かれたものであり，ホノル
ルでは日本映画の常設館が三つもあって大変賑わっていることを衣笠に伝えて
いる文面であることから，ホノルル・南洋群島間は，
「八雲」に乗艦していたこ
とが分かる（６）。また，「日本領の南洋諸島」という表現は，『赤道越えて』のナ
レーションとほぼ同じものである。円谷が，



年，つまり日米開戦前にホノ
ルルに寄港していたということは，
『ハワイ・マレー沖海戦』の製作に当たって，
既に真珠湾を見ていた可能性があるということではないだろうか。少なくと
も，オワフ島の島影や，その山脈の遠景がどんなものか，実際に見ていたとい
うことであり，真珠湾攻撃のシーンが，すべて想像力によって作られた訳では
ないことになる。
また，インファント島を始めとして，ゴジラ映画に頻出する南洋の架空の
島々は，『赤道越えて』にその原風景の一つがあった。『モスラ』に見られる，
横一直線に引かれた水平線を一つの舞台に見立て，その上に浮かぶインファン
ト島全景の島影は，
『赤道越えて』に於いて，艦上から見た南洋群島の遠景に近
い。また，インファント島原住民のイメージも，例えば，ニュージーランドで
円谷が撮影したマオリ族とよく似ており，とりわけ，日本との間に感じられる
インファント島の親近性は，
「南から北に渡った人々，北から南に渡った人々」
こそが，まさに，それぞれ今の日本人とマオリ族なのだという『赤道越えて』
に示された考え方の延長線上にあることが分かる。インファント島は，もう一
つの日本の姿でもあるのだが，被爆した島であるということのみならず，大東
亜の他の民族に対して言われていた「同胞」という位置付け以上のものをマオ
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リ族に対して抱いていたことなどもその背景になっているのである。
さて，『赤道越えて』は，全編を通じて「軍艦マーチ」
（軍艦行進曲）などが
絶え間なく流れており，極めて景気が良い。最後は，国威発揚のため，大東亜
共栄圏の解説・宣伝で締めくくられる。江戸幕府の鎖国によって，海国日本の
海の覇者たる発展が妨げられ，その間に，英・米・蘭の太平洋進出を許してし
まった。日本人は今こそ，東亜・南洋へと進出・拡張してゆくべき時であり，
そういう時に，海軍の役割が何であるか，自ずと明らかであろう，という堂々
たるプロパガンダが，太平洋の 動く地図（進出の矢印が伸びてゆく表現法）を
使いながら述べられる。しかし，これは，単なるプロパガンダというものでは
なく，敗戦を未だ経験したことのない帝国日本の自信や，世界にものを言って
ゆこうという覇気，そして，国民的エネルギーが確かに存在していたことを十
分に感じさせるものである。
帝国の練習艦隊「浅間」「八雲」は，三人の宮様方も乗艦し， 陛下の軍艦
として親善航海する。在留邦人の歓迎を受け，現地住民との交流も図る。どの
程度の規模で邦人が進出し，どれくらいの金額と量の日本製品が現地に受け入
れられているのか，ということが各地の情勢として逐一伝えられる。また，一
方では，中国租界に英米人が多数進出しており，香港では英国の，マニラでは
米国の軍艦がそれぞれ配備されている様子を伝えている。円谷は，米空母を撮
影することも忘れてはいない。英領シンガポールでは，



年

月に先制攻撃
を仕掛けることになる英軍事施設も訪れている。シャム（タイ）に対しては，
国際連盟で日本の立場を支持してくれた（



年の日本脱退に際して）盟友で
あるとして，その仏教文化や建築の素晴らしさに惜しみない賛辞を送ってい
る。また，オーストラリアでは，出迎える在留邦人の少なさを指摘し，日本人
がまだ赤道を越えて進出を果たしていないことを残念だとしている。『赤道越
えて』は，



年，日本がワシントン海軍軍縮条約を破棄，



年には，ロン
ドン海軍軍縮会議を脱退，つまり，主力艦・補助艦共に制限がなくなり，海軍
の軍備拡張，加えて，山本五十六海軍航空本部長による国産軍用機の開発が推
進されていた時，まさに膨張せんとする大東亜共栄圏の軍事的視察でもあり，
題名そのものが，時代を撮していたのである。
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南進政策と南の火山島
「余故に曰く，我が將來は北にあらずして南に在り。大陸にあらずして，海に
あり。日本人民の注目すべきは，太平洋を以て我湖沼とするの大業にありと。
」
（７）
戦前，南進政策を唱えていたのは，



年（明治

年）
（
『南國記』，



年）

に南洋視察旅行を行なったこの竹越与三郎（



-



）らの他に，志賀重昂
（



-



）もいる。当時の新聞は，次のように報じている。
南洋發展が具體的となつて來た。實際的となつて來た。これまでは主張
の時代，議論の時代であつたのが債務國たる日本が歐洲大戰の影響を受け
て債権國となり，資本が國内に横溢して海外に投流する隙を見出さんと努
むる様になつて來たので，從來は賣藥の行商などが日本の□クトルである
などと南洋一帶を横行した時代が去つてゴム園を買収するとか，砂糖の工
業を手に入れるとか云ふ風に投資的となつて來た。
徳川初期に於ける和寇より引續いての海外發展は歴史の教ふる通りであ
る明治維新となつてからも菅沼貞風氏が馬尼刺の地に永眠した時代は，未
だ南洋發展の機運と云ふものが出來てゐなかつたのである。其後志賀重昂
君などが例の文章で鼓吹した時代もあつたが日本の社會には之れに應ずる
準備が出來てゐなかつた。それからズット降つて竹越三叉君が南洋を一巡
して「南國記」を公にした，今日の南洋熱の新機運を巻き起したのは三叉
君の筆に負ふ所大なりと云はねばなるまい。
（臺灣日日新報，



年（大正６年）

月

日，南洋發展の運動が議論の
（８）
時代を過ぎて實行の時代となつて來た（一）
）






年（明治

年）
，海軍の練習航海に赴く軍艦「筑波」に便乗し，南洋群
島，オーストラリア，ニュージーランド，フィジー，サモア，ハワイを航海し
た志賀重昂は，帰朝後，
『南洋時事』
（



年）を著し，クサイ島（クサイエ島，
現ミクロネシア連邦コスラエ州コスラエ島）から筆を起こすことになる。





南洋群島とインファント島

年（昭和

年）２月には，海軍練習艦隊「八雲」
「浅間」が，横須賀港を出港し
（９）
に拠ると，航路の地名は，
た。「昭和九，十年度練習艦隊外國航海航路豫定表」

順に，
「横須賀（發年月日

-
-

（

-
-

）
）
，基隆，馬公，香港，馬尼刺，盤
谷，新嘉坡，バタビヤ，フリーマントル，アデレード，メルボルン，シドニー，
ウエリントン，オークランド，スバ，アピア，ホノルル，ヤルート，トラック，
サイパン，二見，横須賀（着年月日
-

（
-

）
）」
（原資料は表形式）で，總航
程





浬となっている。この航海に撮影として付き従って行ったのが，上述
の通り，円谷英二であり，
『赤道越えて』は，この時の記録映画であった。その


年前に，志賀重昂が南洋航海したのとほぼ同様の航路を辿ったのである。こ
の様な実地体験を基にして，志賀は『南洋時事』で，円谷は『赤道越えて』で，
それぞれ，南進論を著したものと言ってもよい。そして，大日本航空株式会社
や南洋興発株式会社は，邁進せる南進日本の一翼を担う重要な国策会社であっ
たのだ。




年（昭和６年）の『南洋群島現勢要覽』
（南洋廳）に拠れば，
「南洋群島
とは舊獨逸領中，北太平洋中に星散碁布する幾多の島嶼を總稱す，之を大別し
て「マーシャル」群島，
「マリアナ」群島，
「カロリン」群島の三とす。
」とあ
り，カロリン群島については，
「本群島は從來東西「カロリン」及「パラオ」諸
島と稱せられたるものにして總稱して「カロリン」群島となす，東西「カロリ
ン」の境界は東經百四十八度を以てす。
」とある。
「日本帝國委任統治地域」は，
東経


度から東経


度，北緯０度から北緯

度を指す（）。
志賀重昂『日本風景論』
（



年）の特徴の一つは，富士山も含めて，火山に
着目したことであるが，
『南洋時事』に於いても，
「我日本ヨリ濠洲ニ至ル航路
線中ニ寄泊ス可ク，又薪水ヲ取ル可キ一島アリ。是レヲクサイ島（Kusaie）一
名ヲワラン（Oualan）ト稱ス。西洋人ハ是ヲストロング（Strong）ト云フ。此
島ハカロリン群島中ノ最東，マルシヤル群島ノ西微南ニ在リテ，北緯五度貳拾
壹分，東經百六拾三度壹分ニ位シ，我日本ノ東南航程二千二百九十五海里，赤
（

）
とあり，このクサイ島（クサイ
道線ノ北直徑凡ソ三百拾七海里ノ處ニ在リ。
」

エ島）の特性について，
「又此島タルヤ火性的ノ造構ナルヲ以テ其表面ノ土壤ハ
（

）
と，火山島であることの特
多ク爛敗シタル鎔化岩ヨリ成立スルモノナラン。
」
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徴に触れている。特に，東カロリン海盆は，火口が隆起しており，円錐形の火
山島が多い地域でもある。
インファント島は，
『モスラ』
（



年）
，
『モスラ対ゴジラ』
（



年）
，
『三大
怪獣

地球最大の決戦』
（



年）
，
『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』

（



年），
『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』
（



年）
，
『ゴジラ FINAL
WARS』
（



年）に登場する。ロリシカ共和国の核実験場として密かに使用さ
れ，島の４分の３が吹き飛んだとされる。海岸部は不毛の地と化し，動物の白
骨が横たわるが，内陸部には，植生が保持されている。放射線に対する免疫効
果のある巨大なコケから搾り出した赤いジュースを飲み，生き残った原住民
は，放射線障害から免れている。島の長老を含め幾人かは，日本語を解する。
モスラの卵を温める相当の地熱があることから，火山島である。位置は，カロ
リン群島附近。『モスラ』冒頭に出てくる気象図から，確かに，カロリン群島の
西方，パラオ，フィリピン寄りという説明もあるが（），水爆実験場に使用され
たということや，ゴジラ映画に登場する他の南の島々の映像との連想から，寧
ろ，東カロリン群島方面ではなかったのかという印象が残っているのも事実で
ある。尚，『ゴジラvsモスラ』（



年）に登場するインファント島は，インド
ネシアにあるとされる別個のものであり，描かれている世界観も別のものであ
る。島の形状，植生も異なり，原住民も出てこない。平成モスラ三部作（







年）にもインファント島は登場するが，上述の新旧何れのインファント島
とも大きく異なっている。
ゴジラ映画には，南洋の島が数多く出てくる。レッチ島（
『ゴジラ・エビラ・
モスラ

南海の大決闘』，



年）は，台詞から，インファント島の近くにある

ことが分かる。怪獣島ことゾルゲル島（
『怪獣島の決戦

ゴジラの息子』
，




年）も，カロリン群島の東方辺りか。ゴジラになる前の恐竜とされるゴジラザ
ウルスのいるラゴス島（
『ゴジラvsキングギドラ』
，



年）は，マーシャル諸
島ルオット島とクェゼリン島の間である。何れも，戦前の日本委任統治領内。
現在の日本領内では，小笠原怪獣ランド（『怪獣総進撃』，



年）があるが，
これは，まさに同年，小笠原諸島が日本に返還された年のことである。この様
に，ゴジラ映画の隠れた舞台は，日本本土ではなく，実は，南洋群島にあった。
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キングコングのいるファロ島（『キングコング対ゴジラ』
，



年）は，ソロモ
ン群島ブーゲンヴィル島の南方約


kmにあるとされるが，ブーゲンヴィル島
は，戦時下は英領，現在はパプアニューギニア領。初代『ゴジラ』
（



年）に
登場する大戸島は，貨物船栄光丸がその近海で沈没したのが，北緯

度，東経



度２分附近とされているのだが，もう一つ，東経


度〜同７分，北緯

度
４分〜８分に於いて，フリゲート艦による爆雷攻撃が行なわれ，それが，大戸
島西方だとされている。前者に従えば，小笠原諸島南硫黄島附近ということに
なるが，後者に従えば，伊豆諸島八丈島の西方ということになる。『ゴジラの逆
襲』
（



年）で，ゴジラがアンギラスと戦っていたのは岩戸島で，紀伊半島近
海とされる。南方ではなく北方から来るゴジラというのは，『キングコング対
ゴジラ』
（



年，北極海から南下，松島湾上陸）
，
『ゴジラvsキングギドラ』
（



年，網走上陸）
，
『ゴジラ


 ミレニアム』
（



年，根室上陸）しかな
いのだが，ベーリング海に位置するアドノア島（
『ゴジラvsメカゴジラ』，



年）を除いて，初代『ゴジラ』以来，



年代の昭和ゴジラ・シリーズを絶頂

期とし，平成ゴジラ・シリーズのバース島（『ゴジラvsスペースゴジラ』，


年，
『ゴジラvsデストロイア』
，



年）に至るまで，ゴジラ映画の南の島々は，
モスラと共に，
「南洋幻想」を作り出していたのである。尚，モスラが北から来
ることはない。
『モスラ』のインファント島，
『キングコング対ゴジラ』のファロ島を嚆矢と
して，レッチ島，ゾルゲル島，小笠原怪獣ランドまでが，実は，東宝特撮映画
に於ける

南の島

の全盛期である。



年代のゴジラ映画の中で，南洋が出

てこないのは，X星へと宇宙へ飛び出すゴジラを描いた『怪獣大戦争』
（



年）
だけである。その後，
『ゴジラ・ミニラ・ガバラ

オール怪獣大進撃』（



年）

では，一郎少年の夢の中に怪獣島が，
『地球攻撃命令

ゴジラ対ガイガン』
（




年），
『ゴジラ対メガロ』
（



年）には，怪獣ランドのようなものが登場するこ
とはする。また，平成ゴジラ・シリーズでも，『ゴジラvsキングギドラ』以降，
南の島 が毎回登場することになる。しかし，これらの南洋の島で，原住民が
存在するのは，昭和ゴジラ・シリーズのインファント島とファロ島だけなので
ある。強制労働のために連れて来られたインファント島の島民（その中の一人
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がダヨ，水野久美）がいた島，または，やむなく一時的に残留していた女性
（サエコ，前田美波里）がいた島も挙げるなら，それは，それぞれ，レッチ島と
ゾルゲル島であり，南洋の雰囲気を上手く醸し出している。平成ゴジラ・シ
リーズでは，ラゴス島は，戦時下（ラゴス島守備隊）の激戦地として，
（新）イ
ンファント島は，南洋と言うよりは，インドネシアの南国として，バース島は，
何やら印象の定まらない 南の島 として描かれており，確かに，これらの島々
が，ゴジラ映画全体を南洋という箱庭的世界に置いている要素になっているこ
とも間違いはないのだが，一口に

南の島

と言っても，すべての島が，モス

ラを守護神とするインファント島の強烈なイメージと連動することによってこ
そ生じる「南洋群島」というものを感じさせる訳ではないし，そもそも，南洋
群島に当たらないものもある。劇中の台詞で言えば，
「カロリン群島」という言
葉の響き，あるいは，その重さが，それだけ，日本人の持っている何かに感応
するということでもある。
なつかしい島へ
『モスラ』では，小美人（ザ・ピーナッツ）は，南国ブームに沸く高度経済成
長期の日本の好奇の目に晒され，モスラも，結果として東京を破壊する怪獣で
あったのだが，
『モスラ対ゴジラ』では，ゴジラを撃退して（その様に頼みに日
本人がインファント島へ行ったのだが）
，日本を救い，
『三大怪獣

地球最大の

決戦』では，劇中の公開テレビ番組「あの方はどうしているのでしょう？」で，
モスラに会いたいと言う二人の男の子に，小美人は，ステージで歌を歌って聞
かせる。「これからお姉さんたちが歌いますから，坊やは，じっと目をつむって
んの。きっとモスラが会いに来てくれるわよ。
」と言って，こう歌う。
モスラ

モスラ

幸せを呼びに行こう
なつかしい島へ
はるかな


あのお空と

南洋群島とインファント島

とけあう海で
幸せよ

なぜ泣くの

ほほえみを忘れずに
幸せを呼ぼう
……
（『三大怪獣

地球最大の決戦』
，
「幸せを呼ぼう」
）

（

）
や「マハラ・モス
マレー語古語として歌われたこれまでの「モスラの歌」

ラ」と違って，これは，初めて，日本語で歌われるインファント島の歌である。
小美人も，来場した観衆の目に晒されてはいるのだが，
『モスラ』の時とは様相
を異にし，消費されるかのような対象ではないことが，
『三大怪獣

地球最大の

決戦』の持つ優しさでもある。この歌の中で，どうして，インファント島が
（日本語で）
「なつかしい島」として，日本人に共有されているのであろうか。あ
るいは，
「なつかしい島」として定位されているインファント島とは，何なのだ
ろうか。その答えは，やはり，
「カロリン群島」に秘められた，現実の戦前の南
洋群島と，戦前及び戦後の南洋幻想との挟間にある。また，日本の国土・秋津
島へのなつかしさ，つまり，外邦へ出征した日本人兵士の抱いたであろう本土
への憧憬とも関係がある。
インファント島が，なつかしさの対象になり得るのは，それが，まさに，
「日
本」を想起させるからに他ならない。もう一つの日本，あるいは，過去または
未来に，そうであった，または，そうなったかも知れない日本の姿が現われて
いる，と言ってもよい。「日本」を想起するということは，一種の望郷の念であ
り，羇旅歌でもあり，外地へ出た日本人，とりわけ，南洋の南方戦線へ出た日
本軍兵士たちの思いであろうことは，
「なつかしい島」という日本語表現の，差
し当たっては，論理的帰結であり，証明するまでもないことである。また，日
本が被爆国であることから，インファント島には，そうなったかも知れないも
う一つの「日本」の姿がそこにあるとも言える。インファント島は，帝国日本
の歴史的現実と，末路の幻影が交錯したものなのである。
インファント島が「南洋幻想」を形作っている最も大きな要素は，戦前，日
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本の委任統治領内であるカロリン群島のどこかの島，あるいは島々，に対する
現実の視覚的体験が嘗て実際にあって，そういう事実が映像化され，戦前から
継承された帝国の残映となり，その表層に，戦後，高度経済成長期の日本に流
行した南国ブームが重なっていることにある。そして，インファント島がもう
一つの日本であるというのは，インファント島は，紛れもなく，本土に向かう
引揚船から最初に眼にするであろう日本の富士山の代わりでもあるということ
であり，広重や北斎の絵，あるいは，江戸時代の名所図会に見られるような富
士山の意匠が想起されるとまでは言わずとも，太平洋に位置する同じ火山島で
あるという，志賀重昂の『日本風景論』に見られる地理学的視点（）から考えて
みても，当然のことでもある。つまり，インファント島の持つ映像詩学の意味
は，「南洋幻想」（異郷憧憬）として，歴史的事実としての戦前の南洋群島，及
び，戦後の南国ブームの両側面から捉えられると同時に，
「故国憧憬」としての
意味を，シフトされた富士山（火山島）の意匠，及び，出征日本軍兵士の望郷
の念として重ねなければならず，更には，
「幻影の日本」として，文明化（ある
いは，アメリカ化）される前の原初の日本，及び，再建できなかったかも知れ
ない被爆国日本の姿をそこに映し出してみなければならないのである。
東宝特撮怪獣映画に見られる映像の重層化した意味について，ゴジラそのも
のの意味を問うとなれば，インファント島の比ではないだろう。しかし，上述
したインファント島の意味を証明するに当たって，南洋群島に関する史料が，
戦前の映像資料も含めて，有効な傍証とはなっても，ゴジラ映画の中の映像そ
のもので，謂わば自明のこととして一瞬で明示できなければ，怪獣映画たるも
のの醍醐味を説明したことにはならないであろう。

Ⅲ．南洋航空路の飛行艇とモスラの映像詩学

インファント島の映像詩学を明らかにするために，本稿では，帝国日本の南
洋群島，南進政策，南洋航空路，九七式大型飛行艇，そして，太平洋の火山島
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という視点から先ずは書いているのだが，
「飛行艇とモスラ」という風に並べて
みると，インファント島の守護神である怪獣が，なぜ，飛翔体（飛行怪獣）で
あるのかということを，実は，暗示しているかのようである。
九七式大型飛行艇（九七大艇，川西式四発飛行艇）は，



年４月４日，大
日本航空によって，初めて，横浜から，南洋群島のサイパン，パラオを結ぶ。翌




年８月

日には，更に，パラオの東，トラックからヤルートまでを結ぶこ
とになる。
かねて凖備中だつた待望の大日本航空會社南洋定期航空がいよいよ來る
四日を期して實施されることとなり三十日正式に發表された，躍進航空日
本の手による最初の純海洋定期航空であるがその航路は横濱を起點として
南洋群島のサイパン，パラオを結ぶ海上四千百八十キロの長距離を毎月二
往復，まづ第一コース横濱―サイパン間二千六百十キロを十時間で翔破し
當分の間サイパンで二泊したのち第三日サイパン―パラオ間千五百七十キ
ロを七時間で飛ぶ（復航も同じ）ことになつてゐる，使用機は純國産を誇
る川西式四發動機付大飛行艇，旅客二十名をのせて平均時速約二百八十キ
ロの優秀機を數台就航せしめるが機體準備の關係上來る七，八月ごろまで
の間は一般旅客輸送を行はず專ら貨物と郵便物の輸送をすることになつて
ゐる發着時間および旅客，貨物，郵便運賃は左のごとくである（東京）
。


……
（大阪朝日新聞，



年（昭和

年）３月

日，四日に初飛行，南洋へ待
望の定期便）




年３月６日，決算委員会で藤原航空局長官が答弁し，
「南洋島を空から結
ぶいはゆる南洋島内線の擴充で，これは現在横濱からサイパン，パラオまでの
航空路をヤルートまで延長しさらにパラオ，ヤルート間のトラック島とサイパ
ンを結ぶことになつてゐるが，この實現は來る七月から十二月まで毎月一回試
驗飛行を行ひ昭和十六年一月から定期空路を確立すべく努めることになつた。
」
（大阪毎日新聞，



年（昭和

年）３月７日，定期空路南洋島内線を擴充，パ
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ラオからヤルートまで延長）旨を答えている。つまり，横浜―サイパン―パラ
オの航空路の他に，パラオ―（ヤップ―サイパン―）トラック―ポナペ―ヤルー
トを飛び石伝い（アイランド・ホッピング）に結ぶ南洋島内航空路の開設を目
指したということである。何れも，南洋庁（パラオ）及びその支庁（サイパン，
ヤップ，トラック，ポナペ，ヤルート）が置かれた島であり，日本の南洋群島
委任統治領のほぼ全域をカバーする。トラック島は，現ミクロネシア連邦の
チューク州チューク環礁。ポナペ島は，現ポンペイ島で，ミクロネシア連邦の
首都パリキールがある島。ヤルート島は，現マーシャル諸島共和国領内の島で
ある。この南洋島内航空路は，現在は，コンチネンタル航空が，グアムを起点
として，コスラエ島（旧クサイエ島）
，クェゼリン島（米軍基地専用）
，マジュ
ロ島も加えた形で，週３便程度を運航している。
この南洋航空路は，更には，淡水（台湾）を結び，南洋の循環航空路を開設
して，航空機によって，帝国の南進政策を推進してゆく。一方，極東への植民
地政策を強化しようとする米国は，ハワイ，グアム，フィリピンを基軸として
空路を延ばしてゆき，日本の南方進出を東から空中で横切る形で阻害する。
汎米航空會社がサンフランシスコ―香港間の太平洋航空路をシンガポー
ルまで延長して極東空路に攻勢を傳へられるとき，南進日本の黎明に魁け
て横濱―淡水（台灣）―パラオを結ぶ延長五，○五七キロの南方海洋航空
路が，大日本航空會社によつて開拓される，この線が開設すれば今春三月
から毎月二回の定期航空を開始した横濱―サイパン―パラオをつなぐ南洋
線と連絡されることになり，ここに横濱を起點とする一万キロの太平洋循
環航空路が完成されるわけである。
わが南方航空路は南洋線のほかに去る八月二十八日南洋委任統治圏内の
諸島を連絡するパラオ―ヤルート間四千二百キロの南洋島内定期準備航空
が開始され，十七人乘の大型旅客機川西式四發動機附飛行艇により南方共
榮圏への強力な紐帶が形成されたが航空局は國際情勢の推移を緯とし東亜
共榮圏の發展動向を経とする遠大の企畫のもとに南方航空路の擴充計畫を
樹立した。


南洋群島とインファント島

（大阪毎日新聞，



年（昭和

年）

月

日，横濱，台灣，パラオ結び
南方へ新空路，綾浪號が二十五日處女飛行）
これらの南洋航路は，日本郵船の船舶航路によって既に結ばれてはいたのだ
（

）

が

，躍進せる航空日本が，
「綾浪号」
（J-BFOZ）を始めとする九七式大型飛行

艇（九七大艇）によって，空路を拓いていったことに大きな意義がある。時速



kmともあるから，現在のジェット旅客機が時速


km程度であることに較
べれば遅かったのだが，当時の新聞各社のみならず，
『写真週報』に於いても，




年から



年にかけて，南洋や飛行艇を晴れやかに紹介したものが随所に
見られる。それが，
『雷撃隊出動』
（



年）に九七大艇が登場する歴史的背景
なのであり，
『モスラ対ゴジラ』
（



年）の中で，インファント島に赴く移動
手段としてUF-２飛行艇が登場し，「着水，準備。
」と台詞でも言われる由縁が
どこにあるのか，ということをも示しているのである。
「南洋群島」と「飛行艇」
は，梅に鶯の如く，映像の構図として成立している。インファント島は，紛れ
もなく，南洋群島であったのだ。インファント島に戦前の痕跡はないという説



年代の日本に於ける高度経済成長期との共時的・社
があるが（），それは，
会的関連を強調する余り，日本のゴジラ映画が，否応なく戦前の歴史と分かち
難く結び付いているということや，また，円谷英二の飛行機映像そのものにつ
いて，見ていない（または，見たくない）のであろう。
『南海の花束』
（



年）
で，飛行艇に対する並々ならぬ熱い視線を注ぎ込んだ円谷の映像を目の当たり
にすれば，『雷撃隊出動』の飛行艇と，
『モスラ対ゴジラ』の飛行艇に，何の関
係もない訳がないのである。
「南洋」は，明治期以来，数々の海洋冒険譚を生み出したが，押川春浪（



（

）
もその系譜に連なるものであり，インファント島




）の小説『海底軍艦』

のもう一つのバージョンとも言える「ムウ帝国」を描いた東宝特撮映画『海底
軍艦』（



年）の原作でもある。インファント島について，
『モスラ』（



年）の脚本を書いた関沢新一は，インタビューに答えて，
「オレがたまたま南方
の方へ兵隊に行ってたからね。だから自分のいた島がひとつの下敷きになって
（

）
と述べている。関沢は，ラバウル，ソロモン群
ああいうものが出たんだね。
」
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島，ブーゲンヴィル島にいたのだ。南洋と日本人の歴史は，ゴジラ・モスラ映
画と切っても切れない縁にあり，南洋をめぐる作品群や戦時下の南洋にも触れ
ている論考もあるが（），南洋群島に係わる歴史的・映像論的な追求がそれ程な
されている訳ではない。その中で，
「インファント（幼児）島は，アメリカから
占領時に「一二歳の子ども」と言い切られた日本そのものにほかならなかっ
た。」（） との指摘は，マッカーサーによって統治された「占領下の日本」の文
化論的意味の再検討にまで繋がる大きな問題を，インファント島は持っている
『モスラ』の原作は，中村真一郎・福永武彦・堀
ということを示している（）。
田善衛『発光妖精とモスラ』であり，これは，元々は『週刊朝日・別冊』



（

）
と
年１月号に発表されたものである。
「日本はロシリカの植民地じゃない」

いう台詞は，東亜のインファント島＝日本と，戦後の二大強国との関係を示唆
している。
「ロシリカ」は，ロシアとアメリカの合成語（映画版『モスラ』で
は，「ロリシカ」）だが，インファント島に水爆を落とし，島の４分の３を吹き
飛ばした大国（要するに，アメリカ）である。
『モスラ』を含め，ゴジラ映画に
は，インファント島に核が投下された責任があたかも日本にあるかのような台
詞もあり，日本の英霊を偲びつつ防衛省・自衛隊と二人三脚で歩んできた側面
と，自虐史観めいた側面とを併せ持っていることも確かであるが，インファン
ト島には，ゴジラは上陸したことがないし，悪役ネルソン（ロリシカ人）が原
住民に発砲することはあっても，日本の武力が行使されたことはない。また，
小美人が連れてこられたロリシカ共和国の首都ニューカーク・シティー
（ニュー
ヨーク）をモスラが攻撃するのだが，米国を敢然たる態度で（キラアク星人に
操られたゴジラなどを除いて）襲ったことのある東宝怪獣は，モスラしかいな
いのである。
『ゴジラ・エビラ・モスラ

南海の大決闘』
（



年）に見られるレッチ島の

火山と，『怪獣総進撃』（



年）に見られる日本本土の火山（富士山），例え
ば，これら二つの映像を並べてみよう。噴煙を上げる火山にジュラ紀の恐竜と
いった図柄は一般的にも想起されるものであるが，ゴジラ映画に於いても，背
景となる山の描写を全

作について見てみると，南海の孤島に聳える火山や日
本列島を形成する火山をバックに，怪獣が闊歩したりするシーンが多いことに
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気付く。南洋も含め，火山に着目して『日本風景論』を著したのは，前述の通
り，志賀重昂であるが，志賀は，
「……特に火山は最も雄魁變幻に，自然の大活
力を現示するを以て，民人の之れを拝崇する殊に熱熾に，其の冨士，淺間，御
嶽，乘鞍，日光，……の大權現，明神，若くは神社なる者，皆な火山を以て神
（

）
と述べ，
佛の棲息場の如くに假定するが故のみ。
（鄙著「地理學講義」抜萃）」

火山と神仏とを連動させており，『写真週報』第


号（



年（昭和

年）４
月７日）では，ルソン島にある「比島富士」と呼ばれるマヨン山の写真も掲載
されている。これらの火山について，志賀は，欧米列国の文明の淵源は，ダン
テやペトラルカを輩出した火山岩国たる羅馬国にあったのであり，同じく火山
『南洋時事』で，
岩国たる日本もこれに相当するのだ（），という考え方を示し，
「……宛然身ハ南洋多事ノ境裡ニ在リ。嗚呼此間ニ遊ビ此境ニ到リテ南洋ノ近
事ヲ知悉スルモノ豈ニ幾多ノ感慨無キヲ得ンヤ。盖シ輓近歐洲列國ノ間ニ所謂
（

）
拓地植民政略ナルモノ流行シ，其氣焔ノ旺盛ナルコト猶傳染熱病ニ異ラズ。
」

とも言う志賀の思想が，まさに，欧米列国の植民地政策に対抗して，帝国海軍
の南進政策を推し進めたのである。富士山は，単に内地の美的あるいは信仰上
の対象というものを超えて，大東亜拡張の中心として，政治的意味合いを付与
されたものであった。そして，南方航空路を飛ぶ九七式大型飛行艇も，
「定期航
空の開設は内地と南洋の距離を五分の一に短縮した，カナカ族，チヤモロ族の
島民も加へた十二万の同胞たちは驚喜してわれわれの一番艇を迎へてくれた，
これで南洋も名實ともに大洋の孤立的存在ではなくなつた。
」（大阪朝日新聞，




年（昭和

年）３月

日，南洋定期機に乘りて（上）
，特派員・長谷川直
美）と言われるように，帝国を象徴するものであった。
『写真週報』第


号の写真に見られるような，マヨン山をバックに外地での
日の丸を付けた機関車が，南洋を闊歩するゴジラに相当するとまでは言わない
が，ゴジラ映画には，帝国の南洋群島の残映があることはここで見ておきたい。
『モスラ』でも，インファント島調査団出航のシーンの背景には桜島があった。
しかし，富士山が持っていた戦前の意味はこれだけではない。同時に，南洋は，
支配・被支配の関係にのみ収斂されるものでもない。更に別の角度から，引き
続き見てみたい。
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Ⅳ．祖国への思いと消滅してゆく南洋の島々

インファント島は，「帰る」場所である。帰るべき（または，帰りたいと思
う）場所である。しかし，同時に，尋常では，帰れない場所でもある。ゴジラ
映画のエンディングは，島の全景が映されて，それを背景に「終」の字幕が出
ることが極めて多い。ある島で起こった架空の出来事でしたと言っているよう
な，あるいは，この島から離れてこれから日本に帰りますと言っているような，
はたまた，この島へ帰ってきましたと言っているような，曰く言い難いシーン
でもある。『ゴジラ・エビラ・モスラ

南海の大決闘』
（



年）の最後も，そ

の様なシーンの一つではあるのだが，そこには，
『モスラ』
（



年）のエンディ
ングと同様，モスラがインファント島に帰ってゆく，というはっきりとした意
味が見て取れる。
原作では，
「……彼が宇宙空間をまっしぐらに進行し，アンドロメダ星雲をか
（

）
とあるから，い
すめて，別の宇宙，反世界へと突入して行くのを確認した。
」

つまでも地べたを這う怪獣では都合が悪かろうし，そもそも，
「変形譚」
（メタ
モルフォーズ）の物語を書きたかったので，三変化する蛾の怪物がよかろうと
考えた，と中村真一郎は言っている（）。三美人（原作では，アイレナという名
が付いている）が守り，守られる卵の名が，モスラ（蛾のモス＋ゴジラのラ）
であった。一説にあるように（），モスラ（Mothra）は， Mother のアナグラム
であり，母胎としての南洋を象徴する母性原理が基盤となっているのも事実で
ある。しかし，ちょっと面白いのは，ゴジラが帰るシーンがエンディングとな
る場合は，
「日本から」どこへともなく海へと帰ってゆくものなのだが，モスラ
が帰るシーンがエンディングとなる場合は，
「インファント島まで」空を帰って
ゆくのである。だから，飛行艇と南洋群島との関係が，モスラとインファント
島との関係にも見出せるのだという感覚も生じるのである。
さて，インファント島がもう一つの日本であり，とりわけ，富士山を想起さ
せ得るもので，
「帰る」場所だというのは，先にも述べた通り，
「なつかしい島」
というインファント島の歌「幸せを呼ぼう」の解釈に拠るところが大きいのだ


南洋群島とインファント島

が，戦地からの引揚船，あるいは，帰還兵の思いがそこには含まれているはず
である。海軍少将・市丸利之助（



-



）は，硫黄島の戦いで戦死した軍人
だが，海軍飛行予科練の育ての親でもあり，航空戦隊（航戦）を指揮し，南方
戦線で一式陸攻にも搭乗していた。市丸には，有名な『ルーズベルトニ与フル
書』の他にも，多くの歌が残されている。
下に見る噴火のあとのその儘に港と成れる南溟の島（）
市丸少将は，カビエン（ニューアイルランド島北端，現パプアニューギニア）
に赴任した。ラバウルも含め，南溟の島々は，火山が噴火してできたもので，
港も，元来はカルデラ湖であった。
「陸攻」のずらりと竝ぶ飛行基地見つつ露台に立てば楽しき
「陸攻」とは，一式陸攻である。
「ずらりと竝ぶ……楽しき」という表現に込
められた気持ちは，飛行機が不足して，悔しい思いをした『雷撃隊出動』
（



年）を見ればよく分かる。
『雷撃隊出動』は，劇中では場所が特定されてはいな
いが，恐らく，ラバウルの飛行場であり，火山らしきものも見える。
南溟の空より急に帰り来て打ち見る富士ぞ尊かりける
一時，内地に帰るよう命令を受ける。
「南溟の空」から飛行機で本土に帰って
くる時に，はっきりと見た「富士」が一体どの様なものであったのか，この歌
がよく示している。
わが国土護らざらめや富士秀で桜花咲く天皇の国
あたかも「富士」が国土の守護神であるかのようであり，南方に赴いた人々
の気持ちに，如何に「富士」が力強く，なつかしいものであったのかというこ
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とがよく分かる。
既にして富士ははるかに遠ざかり機は一文字南の島
もう二度と故国へは戻ることはないであろう，
「南の島」
（硫黄島）へとまっ
しぐらに飛んでゆく。「既にして」というのは，既に覚悟は決まっており，すべ
て「富士」に託した，とも読めるが如何か。
市丸の歌からは，この様に，航空機（一式陸攻，あるいは，飛行艇）で，南
洋（
「南溟」
「南の島」
）を往き来していた状況や，航空機から見下ろした南洋の
島の，恐らくは目を見張るばかりの火口の光景についても窺い知ることができ
る。この市丸の視野には，必ず，
「富士」があったということであり，富士山は，
国を守る尊い存在であったのだ。太平洋の北と南に浮かぶ日本とインファント
島は，一種の相似形を描いているのであり，戦前，日本人とニュージーランド
のマオリ族が，共に海を北と南に別れて移動した民族だと考えられていたこと
が思い合わされる。だから，太平洋の島々と日本列島との美しい共栄の思想が
構想されたのだが，現在に至るまで，米国による大陸間弾道ミサイルの着弾実
験場にされている島もある。
南方の前線に赴いている日本軍兵士の思いは，如何ほどのものであったのだ
ろうか。生きて本土に帰っても，自分の愛する人たちが，米軍に殺されている
かも知れないという恐怖もあったであろう。イーストウッド監督の『硫黄島か
らの手紙』
（



年）には，違和感が残る。南洋の「インファント島」と，日本
本土との間には，米英人には理解もしようのない，分かち難く結び付いた，し
かし，尋常には往来がかなわぬ関係にあったのである。それは，母国に帰れな
いからだけではなく，母国が消滅しているかも知れないという恐怖もあったか
らだ。帰るべき母国がない。ゴジラ映画では，
『ゴジラ・エビラ・モスラ

南海

の大決闘』に見られるように，消滅する島が描かれている。このレッチ島は，
「赤イ竹」という秘密組織が開発した核兵器の意図的な暴発によって，消滅させ
られる。『ゴジラvsデストロイア』（



年）のバース島は，人為ではないが，
天然ウランの核分裂反応によって消滅する。インファント島も，島の４分の３
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がロリシカ共和国の核実験によって吹き飛んだのだが，ゴジラ映画には，核に
よって，島が消滅するという主題がある。広島・長崎の原爆投下や，東京大空
襲の歴史的事実が，ここに反映されているのであり，帰る故国が失われる，と
いう戦時下には確かにあったであろう恐怖が描かれているのである。『ローレ
ライ』
（



年，東宝）が，米国による３発目の原爆投下を阻止するために出撃
する伊


を描いたのも，
『海底軍艦』
（



年，東宝）で，失われた大陸ムウ帝
国が描かれているのも，同じ系譜に属するものであり，『日本沈没』（



年，
東宝）もその延長だが，祖国喪失の想像的無念がそこにはある。
しかし，同時に，ゴジラ映画では，米国への怨念だけが語られている訳では
勿論ない。わくわくするような，インファント島に対する現代日本の冒険的好
奇心は，インファント島調査団の船舶のシーンにも表れているし，
『モスラ対ゴ
ジラ』で，飛行艇UF-２でインファント島に赴くのも，戦前の九七式大型飛行
艇の再現であり，南洋に対する憧憬・幻想の表現でもある。
『ゴジラ・エビラ・
モスラ

南海の大決闘』でも，レッチ島に行く羽目になったのは，無謀な３人

の青年が無断で出帆させたヤーレン号が，暴風雨に巻き込まれて流されたため
だ。



年代の日本のこの様な南洋幻想は，確実に，戦時下の南洋群島に係わ
る歴史的事実の反映でもあるのだが，一方では，高度経済成長期の，ある側面
では，浮かれた世相をも映し出している。『怪獣島の決戦
『ゴジラ・エビラ・モスラ

ゴジラの息子』や

南海の大決闘』に見られる，この煌めく太陽，生い

茂る椰子の木，紺碧の海……

この南海の誘惑の先には，一体，何があるのだ

ろうか。
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Ⅴ．南洋の誘惑と日劇ダンシング・チームの根岸明美

『モスラ』（1961年）の中の「舞台」
『モスラ』
（



年７月

日公開，再上映版



年

月）のインファント島に
見られる原住民の踊り。誘惑する女の視線。これは，死の島であるインファン
ト島で繰り広げられる「生殖」の踊り（） である。モスラは，東宝怪獣の中で唯
一，卵から生まれ，成長し，死に，そして，世代交代を繰り返す生物的な怪獣
である。モスラの卵の孵化を祈願し，夜毎に続けられるこの奇怪な儀式（） は，
まさに，死と生の挟間に於いて執り行なわれる。それにしても，この妖しい魅
力は，一体何なのであろうか。『ゴジラ・エビラ・モスラ

南海の大決闘』な

ど，南洋の原住民の踊りは，



年代のゴジラ映画の見所でもあった。
『写真週
報』第

号（



年（昭和

年）４月５日）には，南洋群島のクサイ島（クサ
イエ島，現コスラエ島）
の写真が掲載されている。南洋の魅力は，
『南海の花束』
にも垣間見られるように，戦前からあった。
『モスラ』以降に見られる

年代の
南洋の誘惑は，それに加えて，相前後する

年代〜

年代の戦後日本の芸能と
も，実は，密接に関係しているのである。
『モスラ』に初めて登場する小美人とインファント島の原住民は，アメリカ人
ネルソンの阿漕な策謀によって，

年代日本の劇場の舞台に於いて，見世物に
されてしまう。ここには，確かに，当時，世界規模で発生した資本主義社会の
消費と，気楽で無責任な娯楽の眼差しがある。見世物にされて踊るインファン
ト島原住民の舞台に重ね合わされるようにして，象徴的な映像としてよく知ら
れる，インファント島実景の全景が映し出される。この二つの連続するシーン
に於いて，両者の画面の水平線上に引かれている，一方は，劇場舞台の下の縁
と，もう一方は，インファント島の浮かぶ吃水線（海岸線）は，共に，同じ意
味を付与されており，

年代日本の消費社会に晒された陳列品と化しているこ
とを示している。この両者の構図の共通性については既に言われていることだ
が（），委任統治領南洋群島の歴史的側面について，その意味の連続した系譜を
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認めるべきであるし，映像論的にも，

年代の日本に現われた南国ブームの，
『モスラ』製作に直接携わることになった具体的な舞台芸術との係わりを追求す
べきである。インファント島に踊る原住民の姿には，当時，まだ子供であった
私には完全には理解し得ない，しかし，胸をときめかせるような何かがあった。
それは，南洋に対する冒険的好奇心というものだけでは説明の付かない，ある
内的躍動を促す，朧気な妖しさであった，ということを今も記憶しているので
ある。また，
『モスラ』の映像からも見て取れるように，インファント島の映像
は，映画的な映像，あるいは，円谷の特撮ミニチュア・セットとは感覚的に何
か違うものがあり，演劇の舞台的な映像手法で撮影されている。インファント
島洞窟内の映像も，その舞台的な映像の延長であることがすぐ分かるであろ
う。
『モスラ』に於ける，東京中央劇場の舞台（インファント島幻想林）→実景と
してのインファント島全景→インファント島洞窟内の神殿，というこのシーク
エンスは，観客の目に晒された東京での原住民の踊りと小美人の歌声から，イ
ンファント島での原住民の踊りへと，同じ観客席からの視線がそのまま平行移
動されてゆく。ここには，確かに，

年代の日本の商業主義的な好奇心も読み
取れるのだが，その様な時代の日本だったとしても（と言うか，だからこそ，
と言うべきか），インファント島には，根源的紐帯を感じさせる何かがあったこ
とを，決して忘れる訳にはいかないのである。他の映画などで見た南国の密
林，絶海の孤島などと較べても，インファント島は，そこに原住民が存在する
ことによって，何か特別な魅力を放っていた。ゴジラ映画に登場する南洋の
島々の中で，原住民が存在するのは，インファント島とファロ島だけである。
『モスラ』の製作スタッフは，監督・本多猪四郎，特技監督・円谷英二，脚
本・関沢新一，音楽・古関裕而，唄・ザ・ピーナッツ，とクレジットが続いて
ゆき，振付が県洋二，そして，インファント島原住民の踊りが，実は，キャス
トの最後に出てくるのだが，それが，日劇ダンシング・チーム（N・D・T）な
のである。日劇ダンシング・チームは，『琉球と八重山』（



年，



年，戦
後



年再演）など，戦前から民族舞踊を得意としており，戦後も，
「南洋憧憬」
を生み出していった舞台の一つである（）。日劇三大おどりの各場面の題目を
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拾ってみるだけでも，「サウス・シー」（



年，戦後復活第１回春のおどり，
第

場），
「南海の女王」
（



年，夏のおどり，第９景）
，
「ジャングル・マン
ボ」
（



年，春のおどり），
「想い出の南太平洋」
（同，第６景）
，
「ブルー・ハ
ワイ」（



年，夏のおどり，第４景）
，
「椰子茂る浜辺」（同，第７景）
，
「珊瑚
礁の幻想」
（



年，夏のおどり，第５景）などなど，次から次へと枚挙に遑が
ないことが分かる。インファント島は，実は，もう一つの日劇の舞台でもあっ
たのだ。「椰子茂る浜辺」の舞台面（舞台装置・背景）にも例を見るように（），
日劇の舞台が，戦前の南洋群島の歴史的経験に加えて，ゴジラ映画に見られる
南洋幻想と，その舞台的な映像の主要な源泉ともなっていたのである。
もう一度よく見てもらいたいのだが，
『モスラ』の東京中央劇場正面の看板に
も描かれ，そして，劇場舞台のインファント島幻想林のバックにも見られる舞
台装置が，インファント島の図柄なのである。そして，文字通り，その舞台背
景としてあるインファント島の絵から，遠く南洋にあるインファント島の実景
が，あたかも想像力が飛翔するかのように，立ち現われるのである。水平線を
吃水線として現われる一つの島の全景映像は， 南の島 の描出として最も典型
的な構図であり，実は，上述の



年，日劇『夏のおどり』の第１景「夏の狂
演」の舞台面にも島影の図柄が見られ，その源泉の一つがあったのである。イ
ンファント島全景の舞台的な映像は，まさに，日劇の舞台であったのだ。

「踊る」根岸明美と『さらばラバウル』
（1954年），
『アナタハン』
（1953年）
『ゴジラ』
（



年

月３日）に先立って，同年２月，『さらばラバウル』（監
督・本多猪四郎，特技・円谷英二）が公開された。帝国日本の南方航空基地
ニューブリテン島ラバウルを舞台にした東宝特撮戦記映画である。この映画
は，冒頭がすごいのだが，カナカ族の恋する娘キムを演じる日劇の豊満肉体派
ダンサー・根岸明美の舞踊で始まるのだ。映画の中盤でも，惜しげもなく，たっ
ぷりと見せてくれる。モノクロの銀幕に映し出されるエロチシズムには，ゴジ
ラも悩殺されそうだ。日劇（日本劇場）について，嘗ての建物は私も知ってい
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るが，日劇の「おどり」が実際にどの様なものであったのか，私には恐らく体
験がない。しかし，
『モスラ』や，この『さらばラバウル』の映像から，それは
偲ばれるものなのであろう。



年，
『モスラ』の２ヵ月前，日劇『第２回ピー
ナッツ・ホリディ』全

景（６月１日〜８日）で，振付・県洋二，その第６景
「モスラ襲来」に於いて，ザ・ピーナッツが，『モスラ』に先がけて，主題歌
「インファントの娘」を歌っているのだが，今の有楽町マリオン（有楽町セン
タービル）は，



年（同年，復活版『ゴジラ』に登場）に完成しており，日
劇はそれ以前に解体されている，と言うか，初代ゴジラに既に壊されてもいる。
根岸明美は，



年（昭和８年）３月，東京生まれ。母は，往年宝塚少女歌
劇で活躍していた元タカラジェンヌ。大妻高等女学校中退，



年

月，日劇
ダンシング・チーム（N・D・T）第６期舞踊研究生の試験（９月４日）に合格，
N・D・T付属舞踊研究所を経て，翌



年（昭和

年）から，N・D・T第６期



年，日劇の舞台を覗きに来たスタンバーグ監督の
生として舞台に立つ（）。
眼にとまり，



年（昭和

年）には，映画界入りもする。それが，「女王蜂」
（ Queen Bee ）として主演した『アナタハン』
（THE SAGA OF ANATAHAN，



年６月，特殊技術・円谷英二，音楽・伊福部昭）である。
『さらばラバウル』
，
『獣人雪男』
（



年，東宝，特殊技術・円谷英二）などの他，李香蘭の最後の
映画『東京の休日』（



年，東宝，監督は『ハワイ・マレー沖海戦』の山本嘉
次郎。白川由美，原節子，水野久美，河内桃子，香川京子など 東宝美女軍団
『キングコング対ゴジラ』
（



年）では，ファロ島の原
と共演）にも出演（），
住民の役で登場し，その踊りをスクリーンで披露している。日劇三大おどりで
は，



年，戦後第１回の日劇『春のおどり』全

景（３月３日〜４月

日）
，




年，日劇『夏のおどり』全

景（７月７日〜８月

日）の第９景「南海の
女王」や，



年，日劇『春のおどり』全

景（３月

日〜４月

日）の「ジャ
ングル・マンボ」の場面などに出演していることが特筆されるN・D・Tのス
ターである。
日劇と円谷英二との関係は，



年

月，日劇『秋のおどり』にスクリーン・
プロセスの技術を提供し，



年３月〜４月，日劇『春のおどり』では特殊撮
影を東宝特殊技術部として担当，その後も，



年３月〜４月，日劇『春のお
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どり』
，同年

月〜

月，日劇『秋のおどり』
，



年３月〜４月，日劇『春の
おどり』，同年

月，日劇『秋のおどり』の特殊撮影を担当するなど，関係が深
い（）。『モスラ』では，本多猪四郎監督が，日劇ダンシング・チーム（振付・県
洋二）にインファント島の踊りを頼み，東宝芸能学校も，
『キングコング対ゴジ
ラ』，『海底軍艦』の踊りを担当している（）。
『さらばラバウル』
（



年）に登場する南方酒場の円形舞台での根岸明美の
踊りをご覧いただきたい。野性的な躍動感で，余計な夾雑物がなく，ダイレク
トに感覚に浸透する感じで，肢体の肉感美が表現される。原住民の太鼓のリズ
ムに乗って，手の指先から裸足の爪先まで，ピチピチ動いて舞台を廻る。水野
久美を代表とする東宝特撮美女たちの中でも，勿体ぶらない，理性を強要しな
い，特異な存在だ。さすが，往年のN・D・Tダンサー，これが，トロピカル・
ルアーだ！

このカナカ族の娘は，恋人の野口中尉（平田昭彦）が戦死したこ

とを悲しみ，火山の火口に身を投げてしまうのだが（その場面は映像にはな
い）
，その辺り，常に冷静な従軍看護婦・小松すみ子（岡田茉莉子）と好対照
で，夢野久作の小説にも出てきそうな，どこか狂った感じも内に秘めている。
根岸明美は，



年，日劇ミュージック・ホール（N・M・H）『夜に戯れて』
２部

景の第１部第８景「タヒチ島」
，第９景「南太平洋の傷痕」などにも特別



年に出演したN・M・H『ラブ・ハーバー』では，
出演しているのだが（），
『モスラ対ゴジ
日本で初めての螺旋昇降式の円形舞台が出現している（）。尚，
ラ』（



年）でのインファント島の踊りは，配役クレジットではN・D・Tで
はない。
『モスラ』の「生殖」の踊りを踊っている（中央の男女ペアの）イン
ファント島原住民の娘は，N・D・Tではあるものの氏名が伝わっていないのだ
が，当然のことながら，エロチシズム全開である。
『アナタハン』
（



年）では，登場人物たちが，やたら歌って，踊ってばか
りいるのだが，その一つの琉球民謡「つんだら節」は，映画の最後のシーンで
も，根岸明美の顔のアップと共に思い出され，みんなで歌い踊った，あのなつ
かしい南の島だった，という後味が残るように作られている。根岸明美の所作
や踊りも，翌年の『さらばラバウル』を見ているかのようだ（）。実際の事件と
しては，戦後の日本で好奇の眼に晒されたとも言えようが，映画作品としては，
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スタンバーグ監督自身が見に行ったという日劇との関係が感じられるものであ
る。また，この映画のオープニングの最初のシーン，そして，最後の「The End」
の背景も，北マリアナ諸島アナタハン島の山の全景なのである。これは，
『モス
ラ』のインファント島の全景シーンにも共通しており，ゴジラ映画によく見ら
れる，南洋の島の全景でエンディングとなるシーンの原型の一つがここにもあ
るということである。
『さらばラバウル』の最後も，ラバウル全景（火山）を映し出すエンディング
のパターンであり，南洋へのノスタルジーを今の世にも伝えている。「もっと
踊りたい。」と言う『アナタハン』での台詞の通り，踊る根岸明美は，民族舞踊
によって「南の孤島も，住めば都」
（
『アナタハン』
）に変容させ，戦前の日劇や
『歌ふ李香蘭』
（



年２月，日劇。
『モスラ』の小美人も金の馬車の籠に乗って
登場する）などの系譜の中で，戦後のインファント島の「なつかしさ」を生み
出したのである。九七式大型飛行艇とモスラは，
「飛翔する」南洋であり，根岸
明美は，「踊る」南洋であったのだ。

跋

―もう一つの南洋，サンダカン―

『サンダカン八番娼館

望郷』（



年，東宝，音楽・伊福部昭）は，南洋表

象について論じる時に，その歴史的事実の凄惨な負の側面を捨象して，戦前・
戦後の南洋のノスタルジーにのみ収束させる訳にはいかないことを教えてくれ
る作品の一つである。南洋はもう一つの地獄であった，とだけはせめてもの供
養として一言書いておかねばならないが，
「望郷」とは何であったのか，その対
象は果たして「祖国」であったのか，という問題も考えさせられるのである。ゴ
ジラ映画の映像詩学として，本稿では，異郷憧憬／故郷憧憬が重層化した「南
洋憧憬」について論じてきたが，この続きは稿を改める。
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ア ジ ア 歴 史 資 料 セ ン タ ー（JACAR），Ref. A










，国 立 公 文 書 館

（http://www.jacar.go.jp/）。






年３月

日，東京国立近代美術館フィルムセンター（NFC）に於いて上映

された。この「シリーズ・日本の撮影監督」での円谷英二（



-



）の作品
としては，他に，３月６日，
『赤道越えて』
（



年），
『海軍爆撃隊』
（



年）が
上映された。


帆足孝治『飛行艇の時代―世界の海を渡った豪華絢爛の翼』，イカロス出版，




年，


頁以下，及び，野原茂『日本の飛行艇』
，光人社，



年。尚，UF-

飛 行 艇 に つ い て は，海 上 自 衛 隊 鹿 屋 航 空 基 地 史 料 館（http://www.mod.go.
jp/msdf/kanoya/）などを参照。
 「大日本航空株式會社法」，昭和

年４月

日公布，アジア歴史資料センター
，Ref. A










，国立公文書館。
（JACAR）
 『南海の花束』を評して，戦時下の現実と関係がなかったならば，幸せな航空
映画だと思って見られるだろう，といったことを言う映画研究者がいるが（岩本
憲児「ナショナリズムとモダニズム―

あの旗

は撃ち落とされたか？」，岩本

憲児編『映画と「大東亜共栄圏」
』，森話社（日本映画史叢書２）
，



年，


頁），
それは，我が国の航空機の発展と戦争との関係，とりわけ，大東亜共栄圏の発展
にこそ夢を捧げようとする

ヒコーキ野郎

たちの飛行機に対する萌える情熱を

知ろうとしないということであろう。


竹内博・山本眞吾編『円谷英二の映像世界』（完全・増補版），実業之日本社，




年，


頁，「最初は「八雲」に，５月

日より「浅間」に便乗。……７月


日，横須賀着の「浅間」で帰国。」とあるが，正確ではない。


竹越与三郎『南國記』
，



年，第一「南へ！南へ！」，

頁，近代デジタルラ

イブラリー，国立国会図書館（http://kindai.ndl.go.jp/）。


神 戸 大 学 附 属 図 書 館 デ ジ タ ル ア ー カ イ ブ「戦 前 期 新 聞 経 済 記 事 文 庫」

（http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/）に拠る。


アジア歴史資料センター（JACAR），Ref. C










，防衛省防衛研究所，







，昭和９


年度練習艦隊航路予定の件。
第



号の２，


アジア歴史資料センター（JACAR），Ref. A










，国立公文書館，南洋

群島現勢要覧，昭和６年，南洋庁，
，
-
，４頁。



南洋群島とインファント島



志賀重昂『南洋時事』
，増補訂正４版，



年，第壹章

クサイ島ノ地勢，１

頁，近代デジタルライブラリー，国立国会図書館。


同書，４頁。



小野俊太郎『モスラの精神史』，講談社現代新書，



年，

頁以下。この本は，

本稿執筆中に刊行されたもので，極力参照するようにはしたが，戦前の円谷の映
画など，実際には見ていないようである。


インドネシア語として解釈すれば，
「モスラの歌」は，「Mothra, ya, Mothra／
Dengan kesaktian Indukmu／Restuilah do'a hambamu／yang rendah／Bangunlah dan／
Tunjukkanlah Kasaktianmu」
（モスラよ，モスラ／あなたの母の神秘力で／あなたの
賤しきしもべの祈りを／かなえたまえ／さあ，起き上がり，／その神秘の力をお
示しください）となる（平成

年度「ことばの窓から何が見える？―初めて学ぶ
外国語案内―」
，新潟大学初修外国語部会，

頁）
。

 「……（二）南洋の火山脈も亦たフィリッピン群島より沖縄群島に到り，薩南
諸島を經て，九州に入り，……北來の火山脈，南來の火山脈と相衝突する所を富
士山邊となす，而して兩々の火山脈相衝突するや，其の勢力は地皮の最も脆弱な
る箇所を求めて駛走し去り，直ちに伊豆半島，豆南七島，小笠原群島，硫黄島を
聳起す。之れを要するに吾が日本や實に北來南來兩火山脈の衝突點に當り，火山
の存在するもの無慮百七十個，而して全國表土の五分の一は火山岩に係る，是れ
日本の景物をして洵美ならしめたる主源因。」（志賀重昂『日本風景論』，



年
（明治

年），
（三）日本には火山岩の多々なる事，

頁，近代デジタルライブラ
リー，国立国会図書館。）


日本郵船「裏南洋航路」，昭和５年７月，矢内原忠雄文庫植民地関係資料，琉
球大学附属図書館（http://manwe.lib.u-ryukyu.ac.jp/yanaihara/）
。

Yoshikuni Igarashi,

Mothra's Gigantic Egg: Consuming the South Pacific in 



s

Japan , in In Godzilla's Footsteps: Japanese Pop Culture Icons on the Global Stage,
William M. Tsutsui and Michiko Ito（ed.）
, Palgrave Macmillan, 



, pp. 

-


.


押川春浪『武侠の日本』，



年（明治

年），所収，近代デジタルライブラリー，

国立国会図書館。
 『モスラ／モスラ対ゴジラ』
，東宝FS特撮映画シリーズVOL.２，東宝，



年，



頁。


長山靖生『怪獣はなぜ日本を襲うのか？』
，筑摩書房，



年，
「ゴジラは，な
ぜ「南」から来るのか？」，その他，『モスラの精神史』，前掲書。
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『怪獣はなぜ日本を襲うのか？』，前掲書，

頁。
例えば，牛村圭『「文明の裁き」をこえて―対日戦犯裁判読解の試み』，中公叢
書，



年，など。
中村真一郎・福永武彦・堀田善衛『発光妖精とモスラ』
，筑摩書房，



年，９
頁。

『日本風景論』，前掲書，日本人の自然拝崇，


-


頁。
 「……能く歐米列國文明の淵源する處を知るか，火山岩の上に建ちたる羅馬國
實に是れにあらずや，昔時兩プルツス，兩シピオ，兩カート，チチェロ，チェサー
レ（所謂シーザー），ヴィルヂル皆な火山岩の上に生産し，中古ダンテ，ペトラ
ルカ，ボッカチオ，コロムボ（所謂新世界發見者コロムブス）
，サヴォナロラ，
アンヂェロ，ラーファエロ，ガリレオ齊しく火山岩の間に成長し，近世ガリバル
ディー，カヴール共に火山岩の表に偉業を成就す，歐米列國文明の淵源果然火山
岩國に在り，吾が日本亦た火山岩國の天職として東洋將來文明の淵源たらざるべ
からず，復た無形上の悪結果を云ふ勿れと。」（『日本風景論』，前掲書，日本には
火山岩の多々なる事，火山岩國，


-


頁。）
 『南洋時事』
，前掲書，第三章

南洋ハ多事ナリ，

-

頁。

 『発光妖精とモスラ』，前掲書，

頁。


同書，


頁。

 『怪獣はなぜ日本を襲うのか？』，前掲書，

頁。



年，

頁。引用した市丸の歌は，
平川弘『米国大統領への手紙』，新潮社，



以下，同，

，

，

，

頁に拠る。
 『モスラ／モスラ対ゴジラ』，前掲書，


頁。
 『発光妖精とモスラ』，前掲書，

頁以下。


Mothra's Gigantic Egg: Consuming the South Pacific in 



s Japan , article cit.,

pp. 

-

.


鷲谷花「李香蘭，日劇に現る―歌ふ大東亜共栄圏」
，四方田犬彦編『李香蘭と
東アジア』
，東京大学出版会，



年，では，戦前の日劇に見られる「異郷」に対

しての「郷愁」
「なつかしさ」の正体を，「〈郷土〉がどこまでも〈異郷〉を侵食
してゆき，〈日本〉が果てしなく〈大東亜共栄圏〉に拡張してゆくという夢想」
（

頁）だとしている。


日劇『夏のおどり』
（劇場パンフレット）
，NO

-

，



年８月４日，日本劇

場。



南洋群島とインファント島



橋本与志夫『日劇レビュー史―日劇ダンシングチーム栄光の

年』，三一書房，




年，


頁以下，他随所。





年代の映画の黄金時代をよく現わしており，佐藤忠男『日本映画史２（



-





）
』
（増補版），岩波書店，



年，


頁，
「……戦後の日本映画界には，ひと
しきり，少女歌劇やレビューの舞台から歌手兼ダンサーとして訓練を積んだ女優
が引きぬかれてくるという傾向が生じ，……」とある。同，


頁掲載の写真（『あ
すなろ物語』
）は，根岸明美。
 『円谷英二の映像世界』，前掲書，


，


，


，


頁。
 『モスラ／モスラ対ゴジラ』，前掲書，


頁。


日劇ミュージック・ホール３月〜５月公演『夜に戯れて』（劇場パンフレット），

No. 

-
，



年３月３日，日本劇場。中表紙の写真は，根岸明美。


日劇ミュージック・ホール４月〜５月公演『ラブ・ハーバー』（劇場パンフレッ

年４月

日，日本劇場。
ト）
，


 『アナタハン』（ジョセフ・フォン・スタンバーグ監督，日米合作，東和映画）
は，フィルムセンター（NFC）で，「特集・逝ける映画人を偲んで 



-



」の
一つとして，



年８月５日，

分の上映であった。



