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帝国の残映とゴジラ映画
―― 爆撃機の特撮映像論 ――
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― ゴジラ映画の中の爆撃機 ―

爆撃機は，帝国の残映である。



年，テーパー翼，双発，双尾翼の戦略爆
撃機，九六陸攻（九六式陸上攻撃機）

型が，帝国海軍に於いて制式化され，
（１）
。



年に製作された円谷英二の
翌年，支那事変での渡洋爆撃に使用される

特撮第１作『海軍爆撃隊』は，この九六陸攻

型（３１）ないし

型（３２，




年制式）を描いたものであった。
戦後，ゴジラ映画には，全

作中，１隻たりとも空母は登場しない。それは，
空母を保有することを自らに禁じた戦後

年の日本の姿を如実に反映している
のであり，戦時下の『ハワイ・マレー沖海戦』
（



年，東宝）などに見られる
空母機動部隊と比較してみた時，ゴジラが（

のように）南洋から北上して
くるにも拘わらず，空母が進撃しないということは，ゴジラ映画が，最早，
「空
母のない国」の映像だということが分かるのである。また，ゴジラに対する攻
撃方法は，架空の対兵器や実在する自衛艦，戦車，ミサイル・ランチャーな
どによるものの他，固定翼の軍用機としては，専ら戦闘機によるものである。
ゴジラは，対地・対艦攻撃目標に匹敵するものだと仮に考えるならば，



のような制空戦を主たる任務とする要撃戦闘機を使用するということは，一見
すると不思議な描写でもある。近年，戦闘機の多目的化に伴い，実質的には攻
撃機でもある
２支援戦闘機が登場しても，あっという間に撃墜されるし（
『ゴ
ジラ×メカゴジラ』
，



年）
，元来は海軍の艦載機であるから，日本の防衛省・
防衛海軍も空母を保有することになったのかと一瞬思われる


戦闘攻撃機
も（
『ゴジラ・モスラ・キングギドラ

大怪獣総攻撃』，



年）
，ゴジラの熱線
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に撃墜されるためだけに出てくるかのようである。
しかし，ゴジラ映画の中で，実はたった２作品だけ，爆撃機が登場するもの
がある。
『モスラ』
（



年）と『モスラ対ゴジラ』
（



年）である（
『モスラ』
は，正確にはゴジラ映画ではないが）
。戦闘機と爆撃機の違いは，対地・対艦攻
撃能力の有無のみならず，そもそも，専守防衛を主眼とするのか，他国の領土
に進攻することも視野に置くのか，という重大な違いにも起因しており，所謂
先制攻撃論で言及される攻撃型空母と長距離爆撃機は，まさに戦時下の旧帝国
海軍の主力攻撃兵器でもある。円谷特撮第２作目『燃ゆる大空』
（



年，東宝）
でも，旧陸軍の九七重爆（九七式重爆撃機）が描かれている。
戦後，日本は，本格的な爆撃機は保有していない。南洋にいるゴジラに対し
て，先制攻撃を仕掛けることもできず，易々とゴジラの上陸を許してしまい，
いつも

本土決戦

を強いられる最大の原因は，まさにここにある。航空機に

よる対怪獣攻撃の方法に，しばしば虚構性が伴う原因もここにある。
ゴジラ映画の中で，なぜ，戦後日本が保有しない爆撃機が登場するのであろ
うか。しかも，よりによって，平和を象徴するモスラと共に出てくるというの
は，一見不可解なようではあるのだが，インファント島そのものが戦時下の日
本（あるいは，被爆国日本のもう一つの姿）を色濃く表しているとするならば，
その残映として爆撃機が出てきたとしても，不思議なことではない。ゴジラ映
画の世界では，現実より一足先に「防衛省」が既に存在しているのだが，それ
よりもずっと以前に，爆撃機を保有したことがあり，ゴジラやモスラにも撃墜
されたことはないのである。そもそも，初代『ゴジラ』
（



年）以来，戦闘機
（


セイバーなど）でゴジラを攻撃してきたが，本土に来襲した 

戦略爆
撃機を迎撃する戦争末期の防空戦闘機と重ね合わせてみた時に初めて，『ゴジ
ラ』
（隅田川河口のシーン）
に於ける航空戦のもう一つの意味も分かるのである。
本稿では，戦時下の国策映画，及び，円谷英二による戦時下から戦後にかけて
の特撮映像に見られる航空機の描写の特性を明らかにすることによって，国策
映画からゴジラ映画への連続性と，ゴジラ映画の飛行機映像から浮かび上がっ
てくる帝国日本の残映についてその姿を映し出してみたい。尚，本論では，戦
史や実機について，映像作品と同等の比重で言及されることになるが，主眼は，


帝国の残映とゴジラ映画

スクリーンに映されたモノを如何に見るのか，という点にある。

Ⅰ． 九六式陸上攻撃機

― 戦時下・円谷特撮の主役 ―

『海軍爆撃隊』（1940年）に見られる渡洋爆撃
第５回京都映画祭（



年

月）に於いて，円谷特撮第１作目である『海軍
（２）
。



年（昭和

年）
爆撃隊』のフィルムが，戦後初めて復元・上映された

５月

日に封切られた『海軍爆撃隊』
（木村荘十二監督，東宝映画株式会社製作，
海軍省委託作品）は，円谷英二が，初めて「特殊技術撮影」及び「特殊技術」
（奥野文四郎，木村荘十二と連名）のタイトル・クレジットを与えられて製作し
た本格的なミニチュア特撮であり，これまでの「撮影」ではなく，
「特撮」とし
て円谷が映画史に登場した記念すべき最初の作品ということなのだが，敗戦を
迎えて，戦争協力の責任追及を逃れるために廃棄された他の多くの国策映画や
軍事映画と同様，戦後，消失したものと見做されていた。しかし，海軍省が一
部の宣伝用に製作したと思われる短縮版（

分，本来は

分）が発見され，今
回の上映に向けて，ビネガー・シンドロームの状態にあったフィルムから修復・
復元されたのである。
『海軍爆撃隊』本編は，九六陸攻

型ないし

型の離陸，巡航，敵軍事施設爆
撃，敵機との戦闘，エンジン被弾，山脈越え，帰還，再出撃離陸のシークエン
スで構成されている。円筒形砲塔形式の隠顕式（引き込み式）銃座が，胴体中
央上面と後部上面，及び，後部下面にあり，九二式


旋回機銃がそれぞれ
１門，計３門装備されている。従って，

型か

型であり，

型（３２，




年制式）や

型（３３，



年制式）ではない。
『帝国海軍勝利の記録』
（



年，日本映画社製作，大本営海軍報道部監修）にも，九六陸攻

型／

型
と，旋回機銃の映像が登場するが，この『帝国海軍勝利の記録』は，



年

月の真珠湾攻撃から翌年５月までの戦果を知らしめるために製作されたニュー
型から


ス映画を再録・編集したものであり，九六陸攻については，
型／
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型／

型までの映像が見られ，
『ハワイ・マレー沖海戦』（



年）で使われて
いる九六陸攻

型／

型の実写映像と極めて類似した（元山航空隊で，十中八
九，同一であると思われる）映像もあり，

型／

型の離陸シーンも，
『海軍爆
撃隊』本編冒頭の離陸シーン（実写映像）に極めて近い。
『海軍爆撃隊』では，
引き込み脚が，離陸後，手動で機内（恐らくセット）のハンドルを回し，主翼
内に引き込まれる珍しいシーンも映像化されている。
巡航シーンでは，３機１組の小編隊が３組，計９機の中編隊で，２編隊と思
われる九六陸攻が見られる。これらは，実写。そして，眼下に広がる平野部の
俯瞰（恐らく大半が模型）
，機内でのモールス信号打電，模型での飛行シーンが
交互に映される。巡航シーンから，実写に加えて，模型や特撮が多用されるこ
とになり，そこに，ほとんどが実写シーンで構成されている『燃ゆる大空』と
の大きな違いがある。飛行空域は，中国大陸内部であることは間違いはないの
だが，詳細が判然としない。機内での会話は，伝声管を使用していない。巡航
高度，詳細不明。敵軍事施設（衡陽飛行場）発見，爆撃体勢に入る。ミニチュ
アを使った敵飛行場の俯瞰シーンは，『ハワイ・マレー沖海戦』で，九七艦攻
（九七式艦上攻撃機）
から雲間より発見された真珠湾のミニチュアセットを髣髴
とさせるものであり，
『海軍爆撃隊』から『ハワイ・マレー沖海戦』への継承が
明らかに見て取れる。巡航高度から爆撃高度への降下シーンはない。
照準は，水平爆撃照準器（実機では，九○式１号爆撃照準器／九二式２号爆
撃照準器）を使用。照準器を覗いているシーンに加え，照準器のファインダー
を通して見た，爆撃目標となる敵飛行場のシーンがある。レンズには，十字目
盛と，浮動する気泡が描かれている。飛行機の傾きに応じて気泡も動くのだ
が，十字目盛の中央に標的とその気泡を合わせて，爆弾を投下するのである。
これは，後でも述べるように，



年，海軍の要請を受けた東宝の特別映画班
が，箝口令を敷いて製作に着手した軍事教材映画『水平爆撃理論』と，恐らく，
ヨーソロ

テ

ー

（３）
。「三度右，ちょい戻して，

宜候
，

提い
！」といった具
ほぼ同様の映像である

合に，飛行機の針路を微調整しながら照準器を合わせるのである。実は，この
爆撃照準器のファインダー内映像こそが，
『モスラ』に登場する爆撃照準器の先
行映像として，
『ハワイ・マレー沖海戦』，
『燃ゆる大空』
，
『帝国海軍勝利の記録』
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などの戦時下の映画には描かれていなかったシーンなのであるが，今回，
『海軍
爆撃隊』
の映像で確認できたことにより，戦後のゴジラ映画の中で，
『モスラ』
及
び『モスラ対ゴジラ』だけに描かれている爆撃機のすべての構図の先行映像が，
戦時下の映像に於いて明らかになったことになる。機内のレバーが操作され，
爆弾が投下されるのだが，爆弾そのものの落下シーンはあまり描かれず，いき
なり，敵飛行場の爆発シーンが描かれる。この辺りは，他の映画の爆撃シーン
と比較してみると分かるのだが，やや省略された感がある。爆発シーンは，模
型を使った特撮で，非常にプリミティヴなものである。
敵戦闘機との戦闘シーンと，エンジン被弾から山脈越えのシーンが，
『海軍爆
撃隊』の主要な見せ場である。九六陸攻の３箇所に装備されている隠顕式銃座
がせり出してくる。取り外し可能な旋回機銃が取り付けられ，戦闘開始。引き
込み脚の作動と，この隠顕式銃座の作動が，
『海軍爆撃隊』に特徴的な，他に例
を見ない映像となっている。戦闘シーンは相当に長く，真正面に迫る敵機撃墜
や，搭乗員の負傷シーンなどが描かれる。特に，胴体下面の銃座から決死の形
相で機銃を撃つシーンなど，今となってはややコミカルな感じも無しとはしな
い箇所もあるのだが，この映画の見所ともなっている。因みに，機外にせり出
した銃座には，防風ガラスなどは装備されておらず，吹きさらしである（実機
も同様）
。エンジンが被弾した後，高度を維持するために，搭載している荷物や
装備を（通信機器までも）次々と機外に投下してゆく。山脈が目の前に立ちは
だかり，刻々と，激突の危機が迫る。高度計の針が振れる。僚機から声援が送
られる。すれすれのところで高度が維持され，山並みをかろうじて越えてゆ
く。山の稜線に沿って低空飛行するこの九六陸攻の姿は，模型を使ったミニ
チュアワークを駆使して撮影されたものであり，極めて美しいプロポーション
を描いている。このシーンが，まさに，後の円谷特撮の飛行機映像に継承され
る原型となっているのであり，
『ハワイ・マレー沖海戦』や『ゴジラの逆襲』
（



年，東宝）に見られる「山並みの稜線に沿った斜め飛行」という撮し方をも既
に髣髴とさせているのである。この様な飛行の再現が，
『海軍爆撃隊』の白眉の
映像である。見事，着陸，帰還。陸上及び艦上でのシーン，再出撃の命令，再
（４）
。
び離陸。ここで，
『海軍爆撃隊』は終わる
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『海軍爆撃隊』は，模型や特撮セットを多用しているという点で，同年製作の
『燃ゆる大空』よりも，



年の『ハワイ・マレー沖海戦』に近い作品である。
戦時下だからこそ撮ることができた実写映像の撮影技術と並んで，この様な模
型による飛行シーンを精密に描く映像技法が，帰投時の山脈越えのクライマッ
クスをも引き立て，戦後の東宝特撮映画の飛行機の描写を生み出す基盤とも
なったのである。九六陸攻の模型が映える作品であり，そこに，円谷特撮第１
作目としての大きな価値がある。
九六陸攻とプリンス・オブ・ウェールズ




年，満州事変が始まり，２年後，日本は，国際連盟を脱退。



年，盧
溝橋事件により日中戦争（支那事変）が本格化し（満州事変から数えると，十
五年戦争），



年，通商航海条約の破棄が米国から通告される。そして，翌
年，真珠湾攻撃に向けた軍事教材映画『水平爆撃理論』の製作が，東宝特別映
画班によって，極秘に開始されることになる。その様な情勢の中，「ニッポン
号」と命名された三菱式双発型輸送機（最大速度





，航続距離





）
が，世界一周の快挙を遂げ，国威を発揚させたのである。
世界一周飛行の途上にあつた大毎，東日機ニツポン號は二十日午前六時
四十五分台北飛行場出發，最後のコースを一氣に翔破して午後一時四十七
分二十三秒ゴール東京羽田飛行場に凱旋，目出度く五萬二千餘キロに及ぶ
世界一周の壯擧を完成した。
去る八月二十六日羽田空港を北へ向けて飛び立つてから五十六日目，こ
の間全行程を通じての最難關である札幌，ノーム間四千キロの北太平洋横
斷をはじめ峻嶮アンデス越え，南米ナタール―アフリカのダカール三千キ
ロの大西洋横斷など五大洲と二大洋を見事に征服，鵬程五萬二千八百六十
キロ，總飛行時間約二百時間の快記録をもつて航空日本の威力を世界に宣
揚した。
（５）

（大阪朝日新聞，



年（昭和

年）

月

日，ニツポン號凱旋）
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このニッポン号こそが，帝国海軍の九六式陸上攻撃機であった。全金属製，
全面沈頭鋲，引き込み脚に加えて，自動操縦装置（
『ハワイ・マレー沖海戦』の
映像からも分かる）を備えた，世界トップレベルの航空機であった。（「九六式」
とは，皇紀



年制式の意。西暦



年が，皇紀



年。
「陸上」とは，陸上ヲ
攻撃スルの意ではなく，陸上基地カラ出撃スルの意。母艦カラ出撃スル攻撃機
は，
「艦上攻撃機」と言う。
） 海軍航空部隊の九六陸攻は，陸軍の九七重爆など
と共に，既に中国大陸への渡洋爆撃を開始していた。
『燃ゆる大空』では，西安
を空爆する九七重爆が描かれているが，この作品は，円谷英二が「特殊技術撮
（６）
。空母機動部隊を用いたハワイ海戦
影」のタイトルで登場する２作目である

（真珠湾攻撃）は，当時として先進的な用兵であったが，攻撃機・爆撃機（当時
と現在，旧海軍と旧陸軍の間でも軍用機の分類法が異なっており，九六陸攻は，
現在の爆撃機ではあるが，旧海軍では攻撃機と称する）による単独の遠距離対
地・対艦攻撃も，先駆的な戦術であった。大陸都市部への空爆（焼夷弾を使用。
（７）
）を行なってい
爆撃照準器の精度の低さや故意によって，無差別爆撃と化す

た渡洋爆撃は，しかし，その後，絶対国防圏を米国に破られた日本が，

に
よって継承されてしまうのである。
『燃ゆる大空』の映像からは，九七重爆が，高度




（対流圏）から爆弾
を投下していたことが分かる。この映画の九七重爆は，地上からの対空砲火に
よって被弾してしまうのであるが，更に高高度爆撃（成層圏爆撃）が可能とな
るよう，



年代から，日本でも，成層圏飛行（高度





）の研究が進め
られていた。
『陸軍航空戦記 ― ビルマ篇 ―』
（



年，日本映画社製作）では，
ラングーンを空爆する九七重爆の高度計は，高度




を指しており，搭乗員
が酸素マスクをしている。九六陸攻は，全幅




，全長




で，

型の実
用上昇限度は




，

型／

型は，実用上昇限度




／




，航続距

型は，実用上昇限度





，航続距離





に及ぶ。尚，マ
離





，
レー沖海戦での爆撃高度は，




であった。
（新潟空港発着の 

で言う
と，巡航高度が約




，着陸体勢に入るのが高度




である。
）
『ハワイ・マレー沖海戦』に於いて，ハワイ海戦の２日後，



年

月

日，マ
レー沖を索敵中の九六陸攻，三番索敵機・谷本機（帆足正音予備少尉機がモデ
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ル）から攻撃隊へ，プリンス・オブ・ウェールズの発見が打電される。前日か
らの伊号

潜の索敵行動により伝えられたプリンス・オブ・ウェールズの消息
は，再び途絶えていたのだ。「通信員，攻撃隊へ電報を。



（ヒトヒトヨン
ゴ），敵主力艦見ユ。北緯４度，東経


度

分。敵主力ハ，駆逐艦３隻ヨリナ
ル直営ヲ配ス。敵艦ハ，プリンス・オブ・ウェールズ。
」 大東亜戦争は，ハワ
イ作戦（対米），及び，マレー半島シンガポール上陸作戦（南方作戦，対英）を
同時に実行し，先制攻撃を成功させることによって開始された。一方，マレー
半島での日本軍を支援する輸送船団を撃滅するため，最新鋭の不沈戦艦プリン
ス・オブ・ウェールズを主力とする英国東洋艦隊が，シンガポールを出航，北
上していた。これを阻止すべく出撃したのが，九六陸攻

機，一式陸攻

機で
あった。マレー沖海戦は，航空機（長距離爆撃機）によって，戦艦プリンス・
オブ・ウェールズ，巡洋戦艦レパルスを撃沈した渡洋作戦を展開したことで，
航空機の優位性を実証し，軍事史に特筆される海戦だったのである。
敵艦に対する攻撃方法は，爆撃と雷撃である。駆逐艦３隻の他，プリンス・
オブ・ウェールズ，その後ろ




くらいのところに，レパルスがいた。雷撃
の場合，高度




で接敵し，敵艦距離

マイル（約


）で襲撃運動に入
り，高度


〜


に降下する。敵艦距離




で雷撃体勢を取り，敵艦距
離


，高度

で魚雷投下。ハワイ作戦を想定した開戦前の訓練では，真珠
湾は浅いので，浅深度雷撃の高度が

であることから，

は高度が高い方
であった。雷撃の射角は，艦首から

度〜
度の舷側が理想的とされていた。
プリンス・オブ・ウェールズは，英国が誇る最新鋭艦である。雷撃後，直進で
飛び越えず，高度を上げながら，左旋回で全速で退避。激しい対空砲火に晒さ
（８）
。戦果は，戦艦
れながらも，損失は，九六陸攻１機，一式陸攻２機であった

プリンス・オブ・ウェールズ撃沈，巡洋戦艦レパルス撃沈。
「おい，通信員。



（ヒトヨンゴマル）
，プリンス・オブ・ウェールズ撃沈。
」 午後２時

分のこと
であった。レパルスは，午後２時

分に轟沈していた。
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Ⅱ．『ハワイ・マレー沖海戦』と航空機の特撮映像

戦時下・国策映画のファンタジー
円谷英二による特撮映画の，まさに

古今集

とも言うべきもの，それが，





年

月３日に封切られた『ハワイ・マレー沖海戦』である。大本営海軍報
道部企画，海軍省後援，東宝映画株式会社製作。不思議な感銘と，
「戦意高揚映
（９）
の製作が，如何
画」の面目躍如たるシーンに溢れており，この様な国策映画

に特撮映像の原点を形作り，その後のゴジラ映画の基盤となっているのかとい
うことがよく分かる作品である。円谷自身は，戦時中，陸海軍の各種教材映画
製作に従事したため，



年に公職追放指定を受けたこともあって（



年，
解除）
，
『ハワイ・マレー沖海戦』に対しては冷淡だったとも言われるし，また，
本当に撮りたかったものは，戦争の空しさを訴えた「戦争否定の映画」でもあ
る『太平洋の嵐』（



年，東宝）や『太平洋の翼』
（



年，東宝）だったと
（

）
。
また，航空学校に学び，空を飛んだ経験が，その
いう紹介もなされてはいる

後の特撮映像の基礎になっているという見方は，間違った見方であって，想像
力 が あ っ た か ら こ そ，優れた特撮映像が撮れたのだという最近の解説まであ
る（）。想像力があったからだというのは当然のことだとしても，しかし，戦時
下の国策映画や軍事教材映画の製作に対して，眼を背けてしまうというのは，
歴史的な視点ではない。円谷自身の

戦後の思想

からは乖離するかも知れな

いが，国策映画とゴジラ映画の相関関係にも，触れない訳にはいかないのであ
る。
当時，東宝東京撮影所・特殊技術課長であった円谷は，



年，陸軍航空本
部の嘱託として，陸軍熊谷飛行学校から委託された軍事用教材映画『飛行理論』
を

月に完成させ，翌



年には，『飛行機は何故飛ぶか』
（２月），国策映画
『皇道日本』
（５月），
『海軍爆撃隊』
（５月）
，
『燃ゆる大空』
（９月）を製作する。
更にその翌年には，
『続飛行理論』
（２月）が完成し，

月，ハワイ真珠湾攻撃，
日米開戦となる。戦時下，
『南海の花束』
（



年５月）に続き，



年

月，
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『ハワイ・マレー沖海戦』の封切，大ヒット，特撮の重要性を世に知らしめた
後，
『決戦の大空へ』
（



年９月）
，
『加藤隼戦闘隊』
（



年３月）を経て，
「……
航空映画や航空本部からの教育用の映画など，次から次に計画され，その大部
分は特殊技術を要するものなので，……この撮影所を特技専門の撮影所とし，
（

）
という見識の
今迄の特殊技術課を独立させ，円谷英二がその大将になった。
」


下に，



年６月，航空教育資料製作所（航資）
・第二工場（工場長・円谷英
二）という，日本映画初の特技専門の撮影所が設置される。実質的には，軍需
工場で，海軍の管理であった。
『かくて神風は吹く』
（



年

月）
，『雷撃隊出
動』（同年

月）
，
『海軍航空戦』
（同年）などを製作している。



年８月，敗
（

）
。
戦と共に，航空教育資料製作所は廃止される

この様に，戦時下の軍事的要請によって，航空映画や爆撃映像，また，劇映
画としての特撮戦記映画が数多く製作された。
『ハワイ・マレー沖海戦』では，
大東亜戦争という大いなる戦勝ファンタジーの顕揚と，飛行機のメカニズムに
対する飽くなきリアリズムの追求という，一見相矛盾するような（しかし，両
者とも，帝国の創生に寄与した）二つの大きな要素が見事なまでに融合してい
るところに，国策映画としての秀逸さがある。また，飛行機や爆弾投下の精密
描写に加えて，空母からの攻撃機発艦シーンや，戦艦の艦砲射撃シーンなど，
実写と特撮を織り交ぜた映像が，洪水のように溢れ出てくることだ。次から次
へと繰り出されるホンモノの飛行機と，ホンモノに見える模型飛行機が，これ
程までにスクリーンに登場するのは，ゴジラ映画でもなかなか御目に掛かれる
ものではなく，大東亜共栄圏の夢を宣揚し，戦意高揚を目的とした戦時下だか
らこそ，また，当時の大日本帝国が，世界有数の軍備を誇っていたからこそ，
できたことなのである。実戦に就いている戦時下の軍艦や軍用機ほど，オーラ
のあるものはない。国策映画に映った爆撃機ほど，どすのきいた映像もない。
円谷は，戦後，
『ハワイ・マレー沖海戦』を回想して，
飛行機一機にしても，ホンモノをそのまま縮小した模型を作れば て
なものではないのである。ほんとうに飛んでいる感じは，そうやすやすと
はでない。私が飛行機操縦の経験者で，いささか神経質すぎたせいはあっ
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（

）
たとしても。

と述べているが，この様な実機の感覚が，リアリズムの表現技術を支えている
のである。空想科学映画や怪獣映画であれば，尚一層それだけ，精密描写によ
る飛行機映像に支えられたリアリズムが要求されるのである。
『ハワイ・マレー沖海戦』の東宝タイトルでは，バックが，日本列島のみなら
ず，当時，日本の委任統治領（








年）であった南洋群島や，日本の勢力
範囲にあった中国大陸，仏印（仏領インドシナ）までが描かれており，大東亜
共栄圏の版図を顕示している。題名タイトルのバックも，今はなき空母の艦橋
である。ハワイ海戦は，赤城，加賀，蒼龍，飛龍，瑞鶴，翔鶴の６隻の空母機
動部隊による攻撃であり，そのことが，タイトルにも表れているのである。劇
中，攻撃機発艦シーンで登場する空母は，左舷艦橋の空母であるから，これも，
赤城か，飛龍であろう（
『太平洋の嵐』では，飛龍が主役である）。ゴジラ映画
は，ある意味で戦争映画でもあるのだが，それは，戦争被害映画という意味だ
けではなく，戦争戦闘映画としての側面を強く持っているということを見過ご
す訳にはいかないのである。軍用機を用いて，敵軍用艦や怪獣を攻撃するのを
描くことに主眼があるのだから，戦闘場面の秀逸さを見るのが，至極当然のこ
とであろう。そういう意味で，国策映画の映像論的価値は問い直されるべきで
ある。また，
『ハワイ・マレー沖海戦』の映像は，紛れもなく，私の父や母にとっ
ての現実の反映であると同時に，当時の想像力が生み出した産物でもあったは
ずだ。また，戦後になって，突如として，
「軍国の母」が死滅した訳ではないこ
（

）
。
とも承知しておく必要がある

特撮飛行機映像の特質
『ハワイ・マレー沖海戦』で描かれている海戦は，題名の通り，布哇海戦と馬
来沖海戦であるが，この二つの海戦には，それぞれ，前例を見ない特筆すべき
大きな特長があった。ハワイ海戦（真珠湾攻撃）では，空母を主体とする航空
艦隊がその作戦を遂行したことであり，現在でこそ，空母の重要性が認識され，
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空母の配備・展開によって世界情勢が決すると言っても過言ではないが，まだ
そこまで考えられていなかった時代に，日本が嘗て最新鋭の空母を運用し，そ
の艦載機によって対艦・対地攻撃を行なったということは，軍事史的に見て極
めて先進的な作戦であった。マレー沖海戦では，航空機によって広範囲にわた
る海上索敵を行ない，戦艦（砲撃）ではなく，長距離爆撃機（爆撃・雷撃）を
用いて，対艦攻撃を実施し，敵艦隊を撃滅し得たということが，当時として実
に衝撃的な作戦だったことは上述の通りである。
『ハワイ・マレー沖海戦』に於
いて，真珠湾への進入・攻撃シーンは，九七艦攻（九七式艦上攻撃機，雷撃，
水平爆撃）
，九九艦爆（九九式艦上爆撃機，急降下爆撃）
，零戦（零式艦上戦闘
機，制空戦闘）のそれぞれの攻撃方法が見事に描き分けられているのだが，こ
の映画の主役は，戦闘機であると言うよりも，攻撃機・爆撃機にある。雷撃隊
の九七艦攻が，雲間より，やっと真珠湾を発見，
「警戒。
」の指令によって，高
度を下げ，オワフ島の山脈の稜線に沿って，真珠湾へ出る。この一連のシーク
エンスが，円谷特撮の白眉であり，
『ゴジラの逆襲』の神子島航空攻撃との類似
性が見て取れるのである。飛行機が，如何にも，敵陣に向かって進入してゆく，
という感じが出ている見事な特撮飛行シーンとなっている。これらの映像が，
『海軍爆撃隊』に始まり，
『ゴジラの逆襲』にも明らかに継承されているものな
のである。




年３月，東宝文化映画部は，
『海軍爆撃隊』の製作に入り，円谷英二が，こ
こで初めて，本格的な特殊技術撮影を担当するのだが，そもそも，東宝文化映
画部の最初の作品は，



年，英国皇帝ジョージ６世の戴冠式に派遣された巡
洋艦・足柄の航海を記録した『怒濤を蹴って―軍艦足柄渡欧日誌』（海軍省委託
作品）に溯り，その設立のきっかけともなった長編記録映画であった。この時
から，軍部と東宝との結び付きが強くなり，国威発揚に映画が利用される傾向
が拡大されることになった。



年，映画法の施行によって，国策の「文化映
画」が強制上映されることになるが，ナチス・ドイツに続き，映画が国家統制
の下に置かれる趨勢にあったのである。東宝は，文化映画のみならず，特に海
軍から委託された教育用の技術映画（術科映画）を数多く製作してきたことで
優れた業績を残した。東宝映画の文化映画部，特別映画班，航空教育資料製作
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所が，それらの製作を担っていたのである。その中に，飛行機操縦法，兵器構
造に関するものなどがあるのだが，



年から

年にかけて，厳重な箝口令が
敷かれる中，特別映画班が極秘に製作していた映画がある。それが，鈴鹿海軍
航空隊の下で製作された『水平爆撃理論』
（理論篇，実際篇，応用篇）である。
これが，



年の夏までには完成したというのであるから，つまり，同年

月
（

）
。
８日，真珠湾攻撃のためのものだった，ということなのである

飛行機は，映画の最高のスターである。



年（大正５年）
，

歳の円谷英二
は，日本飛行学校（東京・羽田）に第１期生として入学するが，同期で受験し
た人物に，稲垣足穂がいたことが知られている。稲垣足穂は，後の『ヒコーキ
（

）
。飛
野郎たち』
（



年）の著者であり，円谷も，この本を読んでいたという

行機映画は，優れた芸術であるが，それは同時に，優れた「科学映画」でもな
くてはならない。
『ハワイ・マレー沖海戦』を見ても分かるように，空母発艦の
時は，風上に向かって飛ぶものだし，雷撃であるならば，高度を

まで下げ
る。戦時下に於ける国策映画や術科映画の製作は，まさに，優れた飛行機映画
を生み出す母胎となったのである。水平爆撃は，九七艦攻を使用し，高度





から爆弾を投下する。爆弾は，自重による自然落下に加えて，航空機の
進行方向に力が加わり放物線を描くのだが，空気抵抗も計算に入れないといけ
ない。こういったことを教材映画にしたのが，
『水平爆撃理論』である。
しかし，映像は，現実そのものではない。模型であれ，実写であれ，どのよ
うな距離で，どのような角度から切り取るのか，それは，技巧の領域であり，
どのように撮れば，飛行機がかっこよく飛んでいるように見えるのか，それは，
経験と想像力の問題でもある。例えば，レシプロ機（プロペラ機）は，ほぼ正
面から撮ると，主翼がすらっと伸びてかっこよく見えるが，ジェット機は，あ
まりそういう角度では撮られない（恐らく，主翼の角度の問題）
。円谷の好きな
場所は，羽田空港だったと言われているが，何時間も何時間も，カメラのファ
インダーから飛行機を覗いていれば，感覚が想像力を養ってくれるし，想像力
が技巧を生み出してくれるのである。円谷の描く飛行機映像には，爆弾投下を
間近に見るシーンが実に多いし，また，飛行機が，空気の揚力で浮いている，
という現実的な感覚にも溢れている。つまり，映画を見ている自分がその飛行
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機に乗っているかのような感じすらするのである。そもそも，映像という平面
で描かれる飛行機についての識別能力や描画能力というものは，立体である実
物をよく見たことがあるか，あるいは，その縮尺模型（スケール・モデル）で
遊んだことがあるか，といったモノに対する感覚の有無や工学的理解に大きく
左右されるものであるが，円谷自身も，実は，アクロバット飛行ができるほど
の操縦の腕前だったと伝えられる。円谷特撮の面目躍如たるシーンの一つが，
真珠湾に進入する九七艦攻の「斜め飛行」の映像であり，飛行機のローリング
（機体の前後軸回りの運動，つまり左右の傾き）の映像が，実に，綺麗なのであ
る。バンク角（機体の左右軸と地面との角度）が，背景の撮し方やカメラの角
度によって見事に視覚化されるだけではなく，ロールして，揚力の分力（力の
分散）が生じ，
「横滑り」
（








）が起こる，その描き方が絶妙なのである。
だから，ぴんと伸びた主翼を少し斜めに傾けて旋回してゆくと同時に，安定性
を保とうとして飛行姿勢を微調整しながら，本当に飛んでいる，という感じが
よく出ているのである。精密描写は，現実のミメーシスであるのみならず，空
想ファンタジーの表現技巧でもあるのだが，飛行機の精密描写に関しては，実
機に対する依存度が高い。この様に見てゆくと，戦時下の映像で培われた飛行
機の撮影・表現技法が，戦後のゴジラ映画に受け継がれているのだということ
がよく分かるのである。
しかし，これらの映像は，現実の科学技術の夢のような発展と，そういった
モノに対する強い関心や想像力が一つになった時に初めて，生み出されるもの
である。東宝特撮メカのかっこよさは，他に較べようもないし，それを見て
育った嘗ての子供なら，手に持った模型飛行機を着陸させる時，３度の進入角
で滑走路に進入させるであろう。こういった科学的センスが，まさに，戦時下
の円谷英二が育て上げ，今に残した大きな遺産なのである。なぜ，戦時下とい
うことが重要になってくるのであろうか。ハワイ海戦，マレー沖海戦当時の雰
囲気がどのようなものであったのか，一例を見てみよう。
……なほこれらの將兵をして極めて有利に戰爭を展開せしめ赫々の戰果を
あげたその反面には，永い間艱難辛苦のもとにあらゆる研究を遂げ，工夫
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を凝らして造り上げてきた精鋭なる各種兵器の威力があることも忘れては
ならないのであります，ことに航空機の活躍の成果といふものは開戰以
來，ハワイに或はマレーに廣大なる地域に亘つて敵の艦隊や重要基地を撃
滅するといふ目覺しさであります，そして制空權を獲得し皇軍の作戰を有
利に進展せしめてゐるといふことは全くわが航空技術の精華でありまして
慶祝に堪へないとともにますますこれが進歩發展するやう希ふものであり
ます，……
（日本工業新聞，



年（昭和

年）３月

日，兵器と科學技術（一），赫々
たり戰果

蔭に精鋭な兵器の威力，大阪陸軍造兵廠研究所長

田村少將）

現代の日本に於いても，科学技術や航空機に対する，これ程までの夢や希望
が語れるであろうか。大東亜共栄圏の建設を夢見ることと，我が国の航空機や
船舶の技術発展が表裏一体のものであったことは，恐らく実証できる。異常で
はあったかも知れないが，戦争によって航空機が発展し，映像の新たな視覚が
生み出された，稀有な時代でもあったのだ。敗戦後，占領下の日本は，連合国
軍の航空禁止令によって，飛行機の開発・製造のみならず，その学術・研究ま
で禁止された。

Ⅲ． P２V-７対潜哨戒機からC-46D爆撃機へ ―戦後日本の「爆撃機」―

日本の再軍備化
昨年

月

日，防衛庁設置法・自衛隊法の改正案が衆院本会議で可決され，
今年（



年）１月９日，防衛省に移行した。



年に防衛庁・自衛隊が発足
して以来，ゴジラと共に歩んだ

有余年の歴史を経た省昇格であると同時に，
戦時下の海軍省・陸軍省を想起する機会でもある。日本は，戦後，専守防衛を
旨とはしてきたが，



年，ソ連による原爆開発の成功と中華人民共和国の成
立，翌



年，朝鮮戦争の勃発などにより，米国トルーマン政権は，これまで
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の封じ込め政策を転換し，軍事的手段による極東政策に日本が組み込まれるこ
とになった。つまり，日本の再軍備化である。海上防衛力としては，明らかに
「防衛的な」ものと認識された対潜戦能力に特化して整備されることになり，




年には，航空哨戒部隊の保有などが，米国統合参謀本部によって提示され
（

）
。この様な流れの中で，



年，ロッキード２
７対潜哨戒機（





，
た

日本での愛称は「おおわし」
）が，海上自衛隊に米国から供与され（

機，レジ
ナンバー 



〜



）
，



年まで，

機が保有された。全幅




，全長





，最大速度





，航続距離





であり，兵装としては，



魚
雷または




対潜爆弾に加えて，


ロケット弾を装備する。
７対潜哨戒機（レ
『大怪獣バラン』（



年，東宝）に初めて登場する２
ジナンバー 



の実機も見える）は，この様な背景を持っているのみならず，
ロケット弾を使用した対バラン攻撃の描写には，極めて重要な意味がある。こ
れは，戦後，日本が保有する航空機によって実施可能な本格的な対地・対艦攻
撃を，初めて映像化したものだからである。
旧帝国海軍に於いて，戦略爆撃の思想が現われるのは，



年，
「海戦要務令
（

）
，



年まで，海
続篇（航空戦ノ部）草案」の第六章「要地攻撃」であるが

軍航空本部技術部長，



年，第二次ロンドン海軍軍縮会議予備交渉の後，海
（

）
，
軍航空本部長に就任した山本五十六は，国産の海軍航空機の開発を推進し

その成果が，



年，支那事変の本格化と同時に渡洋爆撃を行なった九六陸攻
であり，これが，航空機による先制攻撃（戦略爆撃）の最初のものである。九
六陸攻・一式陸攻（両者を，中型攻撃機，中攻と言う）による初めての対艦攻
撃は，先に述べた通り，マレー沖海戦である。航空機が初めて戦争に使用され
たのは，



年，トリポリ戦争に於けるイタリアの対リビア戦であり，欧米の
初めての飛行機映画『つばさ』
（



，



年，米国）では，複葉機による空
中戦が見られるのみだが，『地獄の天使』（





 


，



年，米国）では，
ツェッペリン飛行船によるロンドン爆撃，
『英空軍のアメリカ人』
（







 






，



年，米国）では，ロッキード・ハドソン爆撃機によるベルリン空

爆撃機
爆，戦後の『頭上の敵機』
（




 
，


年，米国）でも，
によるドイツ本土爆撃などが映画化されている。日本に於いては，『海軍爆撃
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隊』を始めとして，何れも長距離爆撃機を描いたものが多いのだが，



年の
ワシントン海軍軍縮条約（



年，日本破棄）による主力艦の戦力差を補おう
として発展した日本独自の航空兵力の在り方が背景にある。現在の日本のエ
ア・パワーは，防空戦闘と支援戦闘に限定されているから，この様な爆撃機は，
明らかに戦時下のものであるのだが，
『大怪獣バラン』に於いて，専守防衛の方
針には反しないとして導入された２
７対潜哨戒機の対艦攻撃能力が，実に
遺憾無く発揮された映像は，所謂「ミニ爆撃機」による日本の再軍備化を表し
ていると同時に，円谷特撮の系譜に見られる帝国の残映でもある。




年 か ら



年 ま で の 航 空 機 生 産 数 は，日 本 が





機，ア メ リ カ が







機であり，

大型爆撃機や 

戦略爆撃機など，四発爆撃機の生産
（

）
。航
数（






年）に至っては，アメリカは





機，日本は，０機である

空戦力にも見られるこの様な歴然とした国力の差が，
「桜花」という特攻兵器を
生み出す状況に日本を追い込むことになるのだが，一方では，
「大和」にまさし
く象徴される，大艦巨砲主義的な超大型万能対米兵器への憧憬をも日本人に抱
かせたのであり，『海底軍艦』
（



年，東宝）に登場する「轟天号」は，その
延長線上にある。東宝特撮映画の銀幕に映し出された爆撃機の機影は，戦時下
の航空主兵論の名残でもあり，支那事変では，重慶を始めとする大陸諸都市の
戦略爆撃を敢行し，マレー沖海戦では，英国東洋艦隊の不沈戦艦プリンス・オ
ブ・ウェールズを見事撃沈した，九六陸攻や一式陸攻の栄光の残映なのである。
『大怪獣バラン』に見られる２
７対潜哨戒機は，哨戒爆撃機としての性能
が描かれていることから，
『モスラ』（



年，東宝）と『モスラ対ゴジラ』
（



年，東宝）に登場するカーチス 


爆撃機（実機は，輸送機）の先駆
けでもある。２
７の後継である 
３哨戒機は，この様な爆撃機としての
性能は描かれたことがない。また，２
７の描写には，ゴジラ映画に見られ
る
３（復活版『ゴジラ』
，



年，
『ゴジラ

デストロイア』
，



年，
『ゴジ
ラ×モスラ×メカゴジラ

東京』
，



年）と同様の絵の構図，つまり，対

潜哨戒機として海面を低空で飛んでいるシーンが見られるのに加え，爆撃機と
しての編隊の組み方の一つ，つまり，３機１組が最小単位となる小編隊で飛行
するシーンが映像化されている。これは，
３には見られない映像である。
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『ハワイ・マレー沖海戦』に於いて，プリンス・オブ・ウェールズを目標として
マレー沖に進撃する九六陸攻の映像と，
『帝国海軍勝利の記録』に於いて，



年２月，ジャワ島スラバヤ，チモール島など蘭印（オランダ領インドネシア）
を空爆した九六陸攻の映像は，比較してみると，極めて酷似しているのだが（恐
らく同一のフィルム，従って，本番の映像ではない）
，何れにしても，小編隊，
中編隊，大編隊などの編隊を組んで進撃するのが，爆撃機の映像パターンなの
である。また，爆撃機を撮す角度としては，機体の前正面，下面，後正面から
捉えた映像や，ゆっくりと旋回するシーンが多く見られる。これは，初代『ゴ
ジラ』に初めて登場するノースアメリカン 


セイバー戦闘機（実機は，
『ゴ
ジラ』の翌年，配備された）に見られるような，スピード感溢れる後退翼の
ジェット機を撮る場合（側面から撮られることが多い）とは異なり，レシプロ
機（プロペラ機）は，あたかも海上の鷲が優雅に飛んでいるかのように描いた
方が，
『海軍戦記』
（



年，日本映画社製作，海軍省監修）の一式陸攻のシー
ンなどにもあるように，そのテーパー翼（直線先細翼）が綺麗に見えるからで
ある。
『モスラ』
（1961年）に見られる「爆撃機」
『大怪獣バラン』の対潜哨戒機に続いて，「爆撃機」が描かれるのは，『モス
ラ』と『モスラ対ゴジラ』に登場するカーチス 


である。


の実機は，




年に航空自衛隊に配備されたもので，全長




，全幅



，軍用の大
型輸送機だが，映画では，爆撃機として使用されている。
『モスラ対ゴジラ』で
は，陸上のゴジラに対して，ナパーム弾を投下するシーンがあり，
『モスラ』で
は，海上を移動するモスラの幼虫に対して攻撃するシーンが見られる。ゴジラ
映画では，ジェット機が多用されているため，プロペラ機での攻撃シーンは多
くはないのだが，東宝特撮怪獣映画の中で，明らかに爆撃機として映像化され
バ

ラ

ゴ

ン

ているものは，実は，この２作しかない。
（『フランケンシュタイン対
地底怪獣
』
，




年，東宝，には対潜爆撃を行なった敵の哨戒機は登場するが。） 
３哨
戒機が，２
７対潜哨戒機の後継として，魚雷，対潜爆弾，ロケット弾に加
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えて，対艦ミサイル（ ハープーン空対艦誘導弾，

式空対艦誘導弾 
１）を装備する他，戦後日本が保有する攻撃型航空戦力（防空戦闘ではなく，
対地・対艦攻撃能力）として，
２支援戦闘機もあるが，そもそも，支援戦闘
機という呼称は，専守防衛の主旨に基づいたものであり，実質的には，
「ミニ爆
撃機」でもある。しかし，
『モスラ』に於いて，


が編隊を組んだ巡航飛行
で登場するシーンには，戦時下の映像に於いて，爆撃機を撮す時の典型的な構
図を髣髴とさせるものがあり，思わず息を飲む。テーパー翼，双発，編隊，こ
れが，まさしく，爆撃機の機影なのであり，これまで見てきた『海軍爆撃隊』
や『ハワイ・マレー沖海戦』の九六陸攻，『帝国海軍勝利の記録』や『海軍戦
記』の一式陸攻など，枚挙に遑がない。
更に，
「各編隊，爆撃進入。
」と，
『モスラ』の台詞で言われていることは，極
めて重要である。
『海軍戦記』に於いても，一式陸攻による爆撃に当たって，
「爆
撃針路ニ入ル。
」と述べられており，
「爆撃」とは，より広義の「攻撃」という
用語とは異なり，爆装した（つまり，爆弾を搭載した）航空機による爆弾投下
攻撃のことである。「雷撃」なら，雷装した航空機のよる魚雷攻撃のことであ
り，何れも兵器運用上の専門用語である。また，
「爆撃」の場合は，敵防空網の
上空を飛ぶことになるので，できる限り高高度を保つ（逆に，命中精度は落ち
る）のが通常であるが，
『モスラ』では，爆撃高度を下げている。これは，
「雷
撃」の場合に，雷撃体勢を取った時の航空機の撮し方に非常によく似ており，
『雷撃隊出動』
（



年，東宝）に登場する一式陸攻を見れば，一目瞭然である。
「爆撃」と「雷撃」が，中型攻撃機（中攻）による攻撃方法だったのである。『大
怪獣バラン』
，
『モスラ』
，
『モスラ対ゴジラ』に見られる航空機による対怪獣攻
撃は，この様に，戦時下の爆撃機による対地・対艦攻撃の戦術を擬したもので
あり，特に，海上のモスラ（幼虫）とバランへの攻撃方法は，
『ハワイ・マレー
沖海戦』に描かれた九六陸攻による対艦攻撃と酷似する。その他にも，搭乗員
が爆撃照準器を覗いているシーンや，陸上基地（飛行場）に多数の爆撃機が駐
機しているシーンなど，戦時下の爆撃機の描き方と共通しているものが多い。
『モスラ』の 


と，
『燃ゆる大空』の九七重爆などを，それぞれ較べてみれ
ば分かる。
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旧陸海軍の報道班員，社団法人日本映画社の特派員などが撮影した，ニュー
ス映画などの戦時下の国策映画に見られる爆撃機の映像は，円谷英二の手に
よって，戦後の東宝特撮映画に継承された。
『海軍爆撃隊』
（



年）
，
『燃ゆる
大空』
（



年）
，『ハワイ・マレー沖海戦』
（



年）
，
『雷撃隊出動』
（



年）
，
『ゴジラの逆襲』
（



年）
，
『大怪獣バラン』
（



年）
，
『モスラ』
（



年）
，
『モスラ対ゴジラ』
（



年）は，何れも，特技監督・円谷英二が製作した東宝
特撮映画である。国策映画としては，海軍航空部隊・九六陸攻の渡洋爆撃を報
じた『支那事変海軍作戦記録』（



年，海軍省製作）
，『海鷲』
（



年，藝術
映画社製作，海軍省後援）
，ジャワ沖海戦・スラバヤ爆撃での一式陸攻や九六陸
攻の活躍を報じた『帝国海軍勝利の記録』
（



年，日本映画社製作，大本営海
軍報道部監修），山本五十六司令長官が見送る一式陸攻の離陸シーンが収録さ
れている『海軍戦記』
（



年，日本映画社製作，海軍省監修）などに，旧海軍
の陸上攻撃機の映像が見られ，旧陸軍の爆撃機については，
『マレー戦記 ― 進
撃の記録 ―』
（



年，日本映画社製作）などの他，九七重爆によるラングー
ン爆撃が，爆撃照準器（外観）の映像も交えて報じた『陸軍航空戦記 ― ビルマ
篇 ―』
（



年，日本映画社製作）に見られる。
国策映画や東宝特撮映画に見られる日本の爆撃機は，
『頭上の敵機』の

爆
撃機に例を見るように，欧米映画に登場する爆撃機とも共通するシーンが見ら
れるのも確かなのだが，これは，撮される対象が爆撃機であるということから
当然の如くそうなるという側面もある。しかし，それは，絨毯爆撃などの対地
攻撃のシーンには言えることではあっても，双発機による対艦攻撃のシーンに
は，あまり当てはまらない。日本が史上初めて行なった中型攻撃機による戦略
爆撃は，四発の大型爆撃機 

によって，日本が逆襲されることになるとはい
え（

による東京大空襲は，『秘録・太平洋戦争全史（後編）』
，



年，日
本映画新社，などに見られる）
，テーパー翼の双発爆撃機（中攻）による長距離
対艦攻撃は，日本が必要としていた独自の戦術だったからであり，欧米の航空
機には急務ではなかったからである。
戦後の東宝特撮映画に於ける爆撃機の映像が，対潜哨戒機によって始まるこ
とには，大きな意味がある。上述したように，戦後日本の航空兵力として，対
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潜哨戒能力が重視されたということのみならず，英国戦艦プリンス・オブ・
ウェールズを撃沈した，あの輝かしい九六陸攻に代表される戦時下の航空機の
在り方を映し出しているからである。それが，まさに，海国日本の主たる兵器
運用法の一つとして考えられた，長距離爆撃機による対艦攻撃だったのであ
る。対潜哨戒機から爆撃機へ，東宝特撮映画に於けるこの映像の変遷は，
「爆撃
機」に対する日本の用兵思想を，戦時下と戦後を二重に重ね合わせて，反映し
ていたのである。帝国海軍から，海自・空自へ，帝国日本の反復でもあるかの
ようだ。『モスラ対ゴジラ』に用いられた 


による対ゴジラ攻撃（対地攻
撃）も，明らかに，２
７による対バラン攻撃（対艦攻撃）と同一線上にあ
るものである。
『支那事変海軍作戦記録』
（



年）では，爆装した九六陸攻の
姿が見られるが，日本の「爆撃機」は，否応なく，「帝国」の残映なのである。

跋

― インファント島とB-29戦略爆撃機・もう一つの帝国の残映 ―

『硫黄島からの手紙』
（



年，米国）に於いて，栗林陸軍中将が自ら最期を
遂げた「



」
（米軍制式拳銃の型名）には，アメリカの象徴を厭というほど見
せつけられた思いがする。多くの人は見ていないのが現状だが，兵器の描写に
は，歴史的な背景がある。硫黄島への搭乗機，陸軍一式貨物輸送機の着陸シー
ンにも，紛れもなく米国の航空機映画の一幕を見ていることを意識させられ
る。そもそも，その原型であるロッキード・スーパーエレクトラは，『英空軍の
アメリカ人』に登場するハドソン爆撃機の原型でもあり，その特撮映像と比較
してみれば，同じ

年代の『ハワイ・マレー沖海戦』の特撮映像が如何に秀逸
なものであったか，一目瞭然である。
ゴジラ映画については，今後，稿を改めてゆく予定だが，本稿では，国策映
画とゴジラ映画に見られる爆撃機の描写に焦点を合わせ，日本の航空戦略思想
の歴史も交えながら，戦時下の映像と戦後の映像が断絶したものではないこと
を述べた。
『モスラ』は，南国ブームにも沸いた

年代，高度経済成長を遂げる
日本の社会を反映したものであり，その対極の姿として，インファント島（東
（

）
。しかし，帝国の幻影は，
『南海の花束』
，
『海
カロリン群島）が描かれている
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軍戦記』や『雷撃隊出動』に見られる南洋群島の原住民と，インファント島の
原住民との間にも映し出されているものであり，明らかに，過去と現在を繋げ
（

）
。円谷は，国策記録映画『赤道越えて』
（



ているものであることが分かる

年，海軍省後援）の製作に先立って，前年，海軍練習艦隊・浅間，八雲に乗り
込んで撮影航海し，その途上，カロリン群島トラック島（インファント島の原
型か）にも立ち寄っている。インファント島が被爆した島であることも，帝国
末期の記憶を蘇らせるものとして，見過ごす訳にはいかないのである。また，
ゴジラの存在が，日本古来の神々（または，散華した英霊たちの魂）といった
ものを表すと同時に，

の反復を表す側面をも持っているとするならば，ゴ
ジラに立ち向かう戦闘機の数々は，米軍機を撃墜せんとして，本土決戦に飛び
立った嘗ての防空戦闘機の残映でもある。銀幕の爆撃機のみならず，ゴジラ映
画そのものが，帝国の残映であり，ゴジラを相手に，日本は，まだ，太平洋戦
争を戦っていたのである。



注


中攻会編『ヨーイ，テーッ！― 海軍中攻隊，かく戦えり』，文藝春秋，



年，

巖谷二三男著・壹岐春記監修『雷撃隊，出撃せよ！― 海軍中攻隊の栄光と悲劇』，
文藝春秋（文春文庫）
，



年，前田哲男『戦略爆撃の思想 ― ゲルニカ，重慶，
広島』
（新訂版）
，凱風社，



年，
『九六式陸上攻撃機』
，文林堂（世界の傑作機


），



年，などを参照。
 『海軍爆撃隊』は，第５回京都映画祭シンポジウム「未来への提言 ― 京都から
のデジタル発信 ―」
（

月

日，東映京都撮影所第１試写室）
，第３部・特別上映
で見た。タイトル・ロールは，東宝タイトル「東宝映畫株式會社」（左から右に
帯状に流れるタイプ），題名タイトル「海軍爆撃隊」
（右横書き），海軍省委託関
係のクレジット，スタッフ・クレジットと続くのだが，突然，コマが本編に飛ぶ。
「特殊技術撮影」及び「特殊技術」のタイトルは，視認できない。従って，「円谷
英二」
（



年９月

日封切りの円谷特撮第２作目『燃ゆる大空』では，
「圓谷英
一」）の名前は見えない。また，配役クレジットはない。尚，シンポジウム第１



帝国の残映とゴジラ映画

部は，
『男たちの大和／』
（



年）の特撮監督と東映京都撮影所エディ
ターによる，「
『男たちの大和／』特撮映像と解説」であった。


うしおそうじ（鷺巣富雄）『夢は大空を駆けめぐる ― 恩師・円谷英二伝』，角
川書店，



年，






頁。

 『海軍爆撃隊』のストーリーは，野中太郎「衡陽爆撃行」
，
『ヨーイ，テーッ！』
，
前掲書，




頁，に近い。


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」

（






  

















 ）に拠る。
 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，



頁では，『燃ゆる大空』について，「……これを日本映画初の航空映画だとか，
のちに特撮の名人になる円谷英二（この映画では英一）の技術を称える，単なる
映画ファンとしてのみこれを見ることはできない。この映画が飛行機への憧れ，
空中戦の恰好よさ，戦友同士の思いやり，国家のための滅私奉公を描いていると
すれば，立派な国策映画であり，戦意高揚映画であることに間違いないからであ
る。」などとある。
 『戦略爆撃の思想』
，前掲書，

頁。
 中攻の会
（









 













），「マレー沖海戦を聞

く」（壹岐春記）参照。


古川隆久『戦時下の日本映画 ― 人々は国策映画を観たか ―』
，吉川弘文館，




年，４頁以下，国策映画の定義。


頁，
『燃ゆる大空』については，
「これは
当時洋画上映館で盛んに上映されていたアメリカ製の一連の「航空映画」の影響
を強く受けた作品で，
「我が空軍に対する国民の関心を高め，理解に資するところ
甚大」という理由で文部省推薦映画となったので，国策映画とみなすことができ
る。
」とある。



増淵健「戦争映画と円谷英二 ―『太平洋の嵐』を中心に」
，竹内博・山本眞吾



年，




頁。円
編『円谷英二の映像世界』（完全・増補版），実業之日本社，
谷英二「怪獣映画と私」からの引用を含む。

 『円谷英二のおもちゃ箱 ― もう一つのファインダー』，，東宝，



年，
チャプター ７「独学の特撮技術」
。
 『円谷英二の映像世界』，前掲書，


頁。森岩雄「私の芸界遍歴」からの引用。
 『円谷英二の映像世界』，前掲書，『夢は大空を駆けめぐる』，前掲書，などを参
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照。佐藤忠男『日本映画史２（








）
』
（増補版）
，岩波書店，



年，

頁
では，東宝特別映画班，航空教育資料製作所について，
「……ここで培われた特殊
撮影の技術が，戦争映画に，ひいてはのちの怪獣映画に役立つということもあっ
た。
」とある。


円谷英二「忍術から宇宙まで」
，
『円谷英二の映像世界』，前掲書，






頁。



ピーター
．ハーイ『帝国の銀幕 ― 十五年戦争と日本映画 ―』，名古屋大学出
版会，



年，


頁では，
『ハワイ・マレー沖海戦』について，「戦後になって国
民の意識が根本的な変化を遂げたために，戦時中に唱えられた「魂」や「精神」
の賛美は，現代の日本人にはほとんど意味をなさない。
」などとある。

 『夢は大空を駆けめぐる』
，前掲書，






頁。


同書，




頁。

 石田京吾「戦後日本の海上防衛力整備（



〜

年）― 海上防衛における日米
の「役割分担」の起源 ―」
，防衛庁防衛研究所『戦史研究年報』第９号，



年，


頁。





立川京一「旧日本海軍における航空戦力の役割」，防衛庁防衛研究所『戦史研
究年報』第７号，



年，




頁。

 塚本勝也「戦間期における海軍航空戦力の発展 ― 山本五十六と軍事革新 ―」，
防衛庁防衛研究所『戦史研究年報』第７号，



年，




頁。


澤潤「日本におけるエア・パワーの誕生と発展




〜



年」，防衛庁防衛

研究所『平成

年度戦争史研究国際フォーラム報告書』
，



年，





頁。















 







 































 































































 
















 


















マイケル・バスケット「映画人たちの「帝国」―「大東亜映画圏」の諸相」，

『映画と「大東亜共栄圏」』
，前掲書，


頁，
「戦争期の日本映画は戦争で始まり敗
戦で消えたと片づけられない，時代と地域を越える影響を持っている。帝国事
業，それは大きな産業であり，映画産業は有機的に機能したその一部であった。」
とある。



