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要旨  

 

本研究は日本のポップカルチャーの一ジャンルである「特撮」について、飛行機や、19世

紀ヨーロッパの視覚文化―万国博覧会、塔、気球、パノラマ、ツーリズム等々―に内在する

想像力が底流しているものと考え、草創期（1950年代～1960年代）の特撮コンテンツと、近

代的な視覚文化を比較的に論じるものである。特に、万国博覧会や、そこから派生した植民

地博覧会が、自らの立ち位置を基点として、帝国主義的な視点により、南洋や東洋を劣位に

おくべき外部と捉え、エキセントリックな装飾を施し、エンターテインメントの中に可視化

した点に注目する。草創期の特撮コンテンツにおいて、アジアや南洋、アフリカを「異境」

として描いた点、そこからやがて、日本の真相を捉えるドキュメンタリー的な想像力に推移

していく点などについて論じる。 
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1．序論 

 

日本のポップカルチャーの一角を担うジャンルとして「特撮」がある。 

文化庁は、『平成24年度 日本特撮に関する調査』で特撮について、元来「特殊技

術撮影」の略称、つまり技術を指す名称であったことを示した上で、以下のように

説明する。 

 

円谷英二特技監督が1954年（昭和29年）に世に送り出した映画『ゴジラ』は、特撮

キャラクターが主役級となった転機であり、ゴジラは世界的にも特撮が生み出したモ

ンスターの代表格とされている。ゴジラ以後、「特撮映画」は広く大衆に認知され、出

演するスター以上に特撮キャラクター、あるいは特撮映像そのものが熱望される時期

が続く。特に日本映画の黄金期であり、科学時代・未来志向の幕開けと高度成長期も

含む1950年代から1960年代にかけて、娯楽の一翼を担うものとして量産された。 

その流れは1966年（昭和41年）に同じ円谷英二監修による『ウルトラQ』によって、

テレビの世界へと波及する。そして週間単位の量産化によってウルトラマンに代表さ

れる「特撮キャラクター」をさらに多数生み出すこととなり、現在に至っている。マ

スコミ的な「特撮」とは、こうしたキャラクター中心のジャンルである1)。 

 

少々長いが引用したのは、上記において特撮という呼称がジャンルを指すもので

あることのみならず、何が特撮の嚆矢となり、その後どのような推移をたどったか

ということが簡潔に示されているからである（なお本研究では、『平成24年度 日本

特撮に関する調査』における「特撮」の定義を妥当なものと判断し、「特撮」をジャ

ンルの呼称として用いる。技術の面を指す際は「特撮技術」あるいは「特殊撮影」

と称する）。 

半世紀を優に超える歴史があることから、今では特撮は日本文化の一ジャンル

とみなされているが、本研究ではそれ以前、つまり特撮は「特撮以前」のどのよう

な文化のコンテクスト上に生じたものであるのか、草創期の特撮コンテンツに着

眼し2)、その源流を19世紀西欧の視覚文化に求めるものである。 

 
1) 文化庁『平成24年度 日本特撮に関する調査』（2013年）p4参照。 

https://mediag.bunka.go.jp/projects/project/images/tokusatsu-2013.pdf 

2019年1月8日確認。 
2) 草創期のコンテンツに限定するのは、特撮がジャンルとして確立すると、後続のコンテン

ツは、特撮以前の諸文化の影響以上に、既存の特撮コンテンツの影響を強く受けていると

考えられるからである。またいつまでを「草創期」と括るかは議論の余地があるが、本研究

https://mediag.bunka.go.jp/projects/project/images/tokusatsu-2013.pdf
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先の引用にもあるように、日本の特撮コンテンツは『ゴジラ』が映画特撮として

公開され、続けざまに怪獣映画が制作されると、『月光仮面』（1958年）でテレビ特

撮が始まった。その後、『遊星王子』（1958年）、『少年ジェット』、『鉄腕アトム』、『ま

ぼろし探偵』、『七色仮面』、『豹（ジャガー）の眼』（以上1959年）、『海底人8823』、

『鉄人28号』、『怪獣マリンコング』、『快傑ハリマオ』、『アラーの使者』、『ナショナ

ルキッド』、『少年探偵団』（以上1960年）、『少年ケニヤ』、『恐怖のミイラ』（以上1961

年）、『忍者部隊月光』（1964年）、『ウルトラQ』、『マグマ大使』、『ウルトラマン』（1966

年）といった数多くのコンテンツが放映され、テレビ特撮の時代が訪れた。 

 これらのコンテンツの舞台としては、東南アジアや中東、アフリカが頻出し、さ

らにはそれらの地がきわめて「異境」的に、つまり同時代における当地を描くので

はなく、伝統的なイメージとしての当地が描かれているという特徴がある。 

 『月光仮面』ではバラダイ王国という架空の地域が舞台として出てくるが、これ

は600年前に栄えた東南アジアの一角として設定されている。 

 『鉄腕アトム』では悪の組織として南海の孤島に秘密基地を持つZZZ団が出現する。 

 『豹の眼』には清王朝の再興を目指す秘密結社「青竜党」が出てくる。 

 『快傑ハリマオ』は、昭和初期にマレー半島で「ハリマオ」と呼ばれた実在の日

本人をモデルとし、本作においてもジャワ、マレー半島から、タイ、香港、モンゴ

ル等を舞台として、民衆を救う英雄ハリマオが描かれる。また本作では実際に香港、

タイ、カンボジアでのロケを挙行している。これはテレビドラマにおける日本初の

海外ロケであった3)。 

 『恐怖のミイラ』はエジプトのミイラが現代に蘇るというものであった。 

 『アラーの使者』は中近東に存在する架空のカバヤン王国の王位継承をめぐるも

のである。 

 『少年ケニヤ』は事故で父親と生き別れてしまった日本人の少年がジャングルを

さまよいながら、マサイ族や動物の仲間を得て父を捜す旅に出るというものである。 

 草創期の特撮コンテンツでは、東南アジアや中東、アフリカをエキセントリック

な〈外部〉ととらえて劇作の舞台とし、そのイメージをより高めるために「王国」

 
では後続の特撮コンテンツに多大な影響を与え、いまだ特撮の代表的コンテンツとされる

ことの多い『ウルトラマン』（1966年～1967年）までを草創期のコンテンツとして考える。 
3) 宣弘社サイト『快傑ハリマオ』 

http://www.senkosha.net/sakuhinlist/kaiketsuharimao 

2019年10月25日確認 

http://www.senkosha.net/sakuhinlist/kaiketsuharimao
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や「結社」を設定したり、「ミイラ」や「ジャングル」といったステレオタイプなイ

メージをもちこむという装飾を施していたといって良い。 

そしてこれは、19世紀の万国博覧会で、あるいはそこから派生した植民地博覧会

で、西洋が世界を展望するとき、外部として東洋や南洋にまなざしを向け、パノラ

マや様々なパビリオンを駆使してその地を表象する中で、エキセントリックなイ

メージを付与していた想像力と共通する心性が認められる。 

19世紀の文化事象と戦後日本の特撮をつなげて論じるというのは、一見唐突な感

は免れない。しかし19世紀の視覚文化と、戦後日本の特撮がともに外部としての異

境にまなざしをむけていたのは単なる偶然ではない。明治以降の脱亜入欧の意識に

加え、戦後日本が西欧を範とした発展を「大きな物語」に掲げる中で、かつて西欧

が近代化の過程において南洋や東洋を異境として見つけるに至ったことと同様の心

性が日本社会の中に生じ、それがテレビ特撮によって表象されたと考えられるので

ある。 

以上のことから、本研究では戦後日本の特撮に底流する想像力の源泉を19世紀の

視覚文化4)に求め、その詳細を検討していくこととする。 

                           

2．日本特撮のコンテンツ史と研究史、円谷英二について 

 

2.1 日本特撮のコンテンツ史と研究史            

日本の特撮コンテンツは、序論に述べたような草創期を経て、いずれも正義の味

方が敵と戦うという基本フォーマットを持つ『ウルトラマン』シリーズ（1966年～）、

『仮面ライダー』シリーズ（1971年～）、『スーパー戦隊』シリーズ（1975年～）と

いう、現在に続く主要なシリーズを中心に、1970年代までは単発の作品も多く作ら

れ、主に男子児童に訴求するコンテンツとして存在していた。中でも本研究で多く

言及する『ウルトラマン』シリーズは1966年に第1作『ウルトラQ』が放映されて以

 
4) ここでいう視覚文化とは、明治期の日本人に「眼目の教」と評され、「その拡大する透明な

分類学的秩序のうちに、地球上で「発見」されるすべてを記号として配列していくまなざ

しの空間である。」とされる、博覧会、また19世紀に博覧会に関わって成立した、塔やパノ

ラマ等を指す。（吉見俊哉、「博覧会と列品の思想」、東京大学創立百二十周年記念東京大学

展 学問の過去・現在・未来 第一部学問のアルケオロジー  

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DPastExh/Publish_db/1997Archaeology/04/40300.html 

2019年日10月25日確認） 
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来、第2作『ウルトラマン』、第3作『ウルトラセブン』と続き、2020年現在も新作が

作られ続ける特撮を代表する重要なコンテンツである5)。 

だが1980年代中盤以降、特撮は『スーパー戦隊』シリーズのほか、新たに『宇宙

刑事ギャバン』（1982年）を皮切りに等身大のメタリックなヒーローが出てくる『メ

タルヒーロー』シリーズが制作された以外、単発のコンテンツも1970年代のように

は出てこず、特撮は衰退／転回期に入った6)。 

一方、「ポップカルチャー」が批評や研究の俎上に上がるのも1980年代であった。ア

ニメは特撮と異なり、この時期むしろコンテンツ数を増やしていったし、コンピュー

ターゲームが隆盛するのもこの年代以降である。結果、以前から批評や研究の俎上

にあった映画や音楽に加え、これらのジャンルも「ポップカルチャー（あるいはサ

ブカルチャー）研究」の範疇で論じられている。しかし、特撮においては1990年代

以降、先述の代表的な三つのテレビ特撮シリーズ、そして『ゴジラ』映画が再び作

られ続けるものの、その勢いは他のポップカルチャーに及ぶものではない。 

特撮は日本のコンテンツ文化の中で命脈は保っているものの、劣位に置かれてい

るといわざるを得ず7)、結果、それを扱う批評や研究も活況とは言い難い。   

 

2.2 特撮研究史の問題点 

前節において、特撮研究が活況ではないと述べた。 

その問題点は、①世界的に有名になった『ゴジラ』シリーズばかりが研究対象と

なっている。②研究自体が活況でないことで、説得力のある論が一度提出されると

 
5) 元来、『ウルトラ』シリーズと呼称されていたが、現在では制作会社も『ウルトラマン』シ

リーズとしているので本稿ではその呼称を用いる。なお、『ウルトラマン』と『ウルトラセ

ブン』の間には、『キャプテンウルトラ』という作品があり、当時はこれも『ウルトラ』シ

リーズと称されていたが、制作会社も異なり（東映が製作）、現在ではこれは『ウルトラマ

ン』シリーズとは無関係であると位置づけられており、本稿でもこれを同シリーズとして

扱わない。 
6) 紙幅の関係で詳細は省くが、1980年代（特に中盤以降）の日本には「軽佻浮薄」を肯定的に

受け止め、児童向けコンテンツでも「笑い」「暴力」「性的な扇情」等がもてはやされ、それ

らの価値観が「悪との戦い／正義の実現」を基本フォーマットとして描く特撮コンテンツ

と相容れなかったことなどが理由として考えられる。 
7) この状況について代表的な特撮・アニメ監督である庵野秀明は先述の『平成24年度 日本

特撮に関する調査』を紹介する文化庁のサイトにて、「どうか、助けて下さい。特撮、とい

う技術体系が終わろうとしています。日本が世界に誇るコンテンツ産業が失せようとして

います。」との言葉を寄せている。 

https://mediag.bunka.go.jp/article/tokusatsu_report-916/ 
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それが「定説」と化していく、という二点に整理できる。 

 ①については、『ゴジラ』映画という代表的なシリーズが論じられると、あたかも

その論評が特撮ジャンル自体の研究と同一視されていることも考えられる。 

②については、『ゴジラ』映画について、ゴジラを戦没者の表象であるとする説が

初の本格的なゴジラ論であり8)、以後もそれに収斂されるゴジラ論、あるいは怪獣論

ばかりが提出されるということ、また『ウルトラマン』シリーズ論においても同様

に、「ウルトラマンに守ってもらっている人間＝米軍に安全保障を依存している日本

人」という論が定説化していることなどがある9)。 

『ゴジラ』、『ウルトラマン』両シリーズ以外の特撮コンテンツとなれば、研究と

してはほとんど論じられていない。 

結果、今日に至るまで日本で半世紀以上も生産され続けている特撮というジャン

ルを包括的に文化史の中に位置付ける研究は、管見においてほとんど存在しない。 

 他方、特撮の最も重要な創始者の一人である円谷英二（1901年～1970年）につい

ては大いに注目されてきた。そしてその円谷の想像力と、19世紀の視覚文化の議論

は交わることとなる。 

 

 

3．円谷英二と飛行機、先行する視覚文化 

 

3.1 円谷英二と飛行機 

戦後、特撮映画『ゴジラ』の特殊撮影を担当し、特撮の神様と称される円谷英二

は、少年期より飛行機のパイロットになることを夢見ていた。それは叶わなかった

が、彼はその思いを映画の世界で存分に果たす。つまり、彼自身がいうように、映

画は特殊技術を駆使することで世界の再現を容易にし、しかも世界を俯瞰的に映す

ことができるのである。上空から世界を自分の眼で再構築するという営為は飛行機

に乗らなくても映画の世界でなら可能である。ここでいう俯瞰的とは、実際の上空

からのショットで絵を作るという意味においても、また世界のあらゆる事象を対象

とすることができるという比喩的な意味においても映画に当てはまるものである。 

円谷は、ミニチュアや合成技術を駆使した特殊撮影の腕を振るい、戦中は戦意高

 
8) 『新劇』（白水社、1983年11月号）p25-28所収、川本三郎「ゴジラはなぜ暗いのか」 
9) 佐藤健志『ゴジラとヤマトとぼくらの民主主義』文藝春秋、1992年p114～154。 
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揚映画を制作するなどしていた。それがもとで公職追放されるものの、やがて映画

界に復帰し、戦後、『ゴジラ』シリーズの多くで特殊撮影を担い、その後自ら円谷プ

ロダクション（当初は円谷特技プロダクション）を興し、『ウルトラマン』シリーズ

を監修した。 

円谷が飛行機のパイロットになるための学校に在籍するほど、飛行機に強い憧れ

を持っていた点、またその飛行機は、映画―特に映画においてあらゆる情景を再現

する特撮技術―と同時代の産物でもある点に着目する福嶋亮大は、戦意高揚映画や

『ゴジラ』シリーズ、あるいは『ウルトラマン』シリーズにも飛行機と同様の「超

越の欲望」が存在し、「あらゆる情景が再現」できるという精神が引き継がれている

のだと説明する10)。 

超越ということで考えたとき、飛行機もまた移動のための機械としてのみならず、

従来、神の視点とされてきた天からの視点である俯瞰を提供するという点で11)、先

に触れたパノラマ、あるいは塔など、先行する近代的な視覚文化と同様のまなざし

をもたらすものである。 

ただなぜそれが、飛行機や特撮技術と同様と言えるのか。それは、そもそも19世

紀の視覚文化における俯瞰の意味が、一つには文字通り上空からの俯瞰を意味する

ものであるにせよ、もう一つ、比喩的な俯瞰、つまり世界全体にまなざしを向ける

意味をも含めるからである。その意味で、塔や気球のみならず、世界にまなざしを

向ける、万国博覧会や、パノラマ、ツーリズムもまた俯瞰をもたらす視覚文化にほ

かならない。そしてまた、特殊撮影を駆使して世界を再現することに加え、映画の

草創期にジョルジュ・メリエスが特殊撮影を使って『月世界旅行』（1902年）という

映画作品を成したように、人間の想像しうるあらゆる情景を表現し得る映画もまた、

俯瞰をもたらす視覚文化の系譜上にあると言える12)。 

 

 

 
10) 福嶋亮大『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』PLANETS、2018年、p105。 
11) 飛行機が俯瞰をもたらす視覚装置である点については、橋爪伸也『飛行機と想像力 翼へ

のパッション』（青土社、2004年）に詳しい。「飛行機によって「いつもとは異なる「鳥瞰

する景観」を目にすることができるようになった。」同書、p179。 
12) このことは、パリの万国博覧会の開催に合わせて、エッフェル塔が建ったこと、博覧会の

見世物としてパノラマが存在したことや、旅行業の創始者ともいわれるトマス・クックが

ロンドン万博へのツアーでの成功を自身の旅行業の端緒としている点などからも、関連性

が認められる。 
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3.2 『ゴジラ』以降の特撮作品に受け継がれた俯瞰性と、その仕組み 

『ゴジラ』（第1作。以後「第1作」を省略する）における俯瞰を示せば、東京は夜

になると大企業のネオンがきらめく復興、繁栄ぶりだが、辺境の地ではボロボロの

服を纏い前近代的な暮らしの中で、ゴジラを荒ぶる神として怖れる民衆が描かれる。

またこの都会と地方をマスメディアがつないでいく。都市部と地方では復興、繁栄

の格差が大きく、しかし情報を司るマスメディアがその差異を均していく同時代の

様子がおそらく無自覚のうちに作品には投影されているのである。またゴジラとい

う巨大な非日常的存在が描かれることで、政府や防衛隊（自衛隊様の組織）、科学者

等、日常的に存在していても顕在化しにくい存在が浮き彫りになっており、その意

味で『ゴジラ』は社会を大局的に活写するものであった。そしてこの特徴は、同じ

く巨大な怪獣の描かれる特撮である『ウルトラマン』シリーズに受け継がれていく。 

『ゴジラ』はなぜ、おそらくは制作者たちにも無意識のうちにそのような作品と

なったのか。 

それは①擬似的な世界が再現されている、②ゴジラという巨大なものを設定する

ことで、人々や社会の諸々の機構がゴジラに向けるまなざしが描かれる、という二

点の理由があると考える。 

つまりゴジラは社会の各所からまなざしを受ける「焦点」となる。その意味で怪

獣を塔に例えることが可能だ。 

①について、世界が擬似的に凝縮されて再現されているという点ではパノラマ的

である。②について、塔は俯瞰の装置であるが、同時に見上げられる両義的な存在

である。映画を見る者は、ゴジラ襲来の対策を練る国会、ゴジラ撃滅を図る防衛隊、

事実を報道するマスコミ等々の動きを見ることになる。これは視聴者が仮に登場人

物に感情移入をしようとも、その視点はゴジラの側にあることを示すものである。

感情を持たぬゴジラは、眼下を見下ろし何らかの意志を示すのではない。むしろゴ

ジラの位置から社会を見下ろしているのは、本来、見下ろされる位置にあるはずの

私たちなのである。ゴジラとは、見上げられるその巨体をもって、人々に社会を俯

瞰させる両義的な塔にほかならない13)。 

 
13) 実際に作中の登場人物がゴジラの視点から社会を俯瞰しているわけではない。メタな見方

をすれば、この映画が社会の諸状況を俯瞰的に描くに至ったのは、その巨大な体躯で社会

全域から認識される非日常的存在であるゴジラを描くことで、必然的に社会の各所の動き

を描くことになったことを述べるものである。映像では、ゴジラを見る大衆のまなざし、

眼下を見下ろすゴジラのまなざし、逃げ惑う大衆とゴジラの両方を遠景的、第三者的にと

らえたまなざし等々が存在するが、このように複数のまなざしが交差する多視点画的な描
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整理すれば、巨大な異形の出現する特撮コンテンツは、擬似的社会であるパノラ

マの中に塔を描くことで、社会を俯瞰させる装置なのである14)。パノラマの欠点は、

そこに描かれる事物に本来付帯していたコンテクストが引き離されることにある。

その点においてパノラマは博物館と同様の装置である。しかし塔は俯瞰によりコン

テクストを明らかにする。さらに、ロラン・バルトが『エッフェル塔』において指

摘したように、塔はその地の積層を思い起こさせる（＝パリンプセスト）装置でも

ある15)。 

『ゴジラ』においては、夜もきらびやかにネオンが光る都会の繁栄ぶりが描かれ

る。しかし同時にきわめて貧しそうな村や、ゴジラの襲来で戦中の焦土のような東

京が描かれることで、地方と都市には復興と繁栄に大きな差があったということ、

わずか10年前まで米英を倒すことを正義と信じていた日本人がそのことをなかった

ことにしているかのように、欧米的な豊かさの享受を示している様を描いており、

その意味で東京のコンテクストや積層があらわになっているのである。 

 

 

4．テレビ特撮の俯瞰性が描いたもの 

 

4.1 『ゴジラ』以降の特撮作品に受け継がれた俯瞰性と、その仕組み 

 
出自体、本研究では俯瞰的なものであると捉える。また、「両義的」についても触れてお

く。歴史的に塔とは、バベルの塔に示されるように、人間による神の領域への侵犯、人間

の自立の表象であったほか、巨大であるが故に社会全域から認識されるにいたる（＝見上

げられる）共同体のシンボルであった。一方、エッフェル塔に代表される近代以降に登場

した塔は俯瞰装置としての塔である。怪獣もまたこの両義性（多義性）をもつ点で、塔に

喩えることが可能と考えるものである。 
14) 『ウルトラマン』、『ウルトラセブン』の代表的な監督の一人である実相寺昭雄は、晩年、

怪獣の出るフィクションとは何であるのかというメタ的なテーマを織り込んだエピソー

ドを成した。『ウルトラマンダイナ』（1997年）第38話「怪獣戯曲」は、怪獣とは何の表象

であるのか、実相寺の怪獣観を示す内容であった。そこで実相寺は1960年代から事あるご

とに言及していた塔を怪獣のフォルムとして描いた。怪獣を塔になぞらえた例である。 
15) ロラン・バルトは、『エッフェル塔』（ちくま学芸文庫、1996年）の中で、「空を飛ぶ鳥の視

覚でパリを見ることは、とりもなおさず一つの歴史を構想し組み立てることなのである。

というのも、エッフェル塔に登った人は誰でも、眼下に拡がる風景の変遷を思いうかべは

じめるからである。」（p34）そして塔から眼下を見下ろすものは「一種の自然発生的な記

憶回復のとりことなる」（p34)、「パノラマ的な風景とは、まさに時間の持続そのものであ

る」（p34）と指摘している。バルトは、我々の存在する社会を高所から俯瞰することは、

私たちに回想を促すという。言い換えれば、塔からのパノラマ的風景とは、歴史的積層を

想起させるパリンプセストであるといって良いだろう。 
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 視覚装置としての映画『ゴジラ』が表象してきた社会については前章で示した通

りであるとして、テレビ特撮においては、いかなるコンテンツが、どのようなこと

を視覚化してきたのか。 

草創期の特撮コンテンツでは南洋、アジア諸国、アフリカが異境的な舞台として

設定され、それはまた、それらの地を〈外部〉として認識するまなざしの上に成り

立っていることは序論にて述べた。一方、同じく外部であるはずの欧米は積極的に

舞台として描かれることはない。 

戦中、日本は国民の総意という位置づけで、米英を撃滅しようとしていた。望む

と望まざるに関わらず、戦争に勝つことが目標という、人々の共通の目的、つまり

「大きな物語」が設定されていた。そして、敗戦によって目的の達成は不可能とな

るものの、社会に構築された大きな物語というフレーム自体はそのソフトを入れ替

えつつ、戦後も機能し続けた。 

つまり戦後日本では、アメリカの指導下で復興する中、欧米を範とし、欧米的な

近代合理主義や科学技術を積極的に取り入れ、欧米の豊かさを自身の日常の中に手

に入れようという新たなソフトに入れ替えた大きな物語が機能していたのである。 

このことから、親欧米的な社会の中、草創期の特撮コンテンツでは、冒険の舞台

となる非日常的世界に、〈外部〉としての南洋、アジア諸国、アフリカが設定される

ことはあっても、欧米がそこに付置されることはなかったのであろう。 

欧米を範とした豊かな生活は、着実に実現していった。生活の質は上がり、1964

年の東京オリンピック、1970 年の大阪万国博覧会という祝祭的なイベントも設定

され、この二都をつなぐ新幹線も 1964 年に開通した。 

現在に続く最も主要なテレビ特撮のシリーズ作品といえる『ウルトラマン』シ

リーズの第 1 作、『ウルトラ Q』はその直後、1966 年に放映される。 

 

4.2 『ウルトラマン』シリーズにおける俯瞰のまなざしの変容 

結論から言えば、南海や南極が舞台として描かれることのあった『ウルトラ Q』、そ

して次作、『ウルトラマン』シリーズ第 2 作の『ウルトラマン』（1966 年）が、〈外

部〉としての異境を描く特撮コンテンツとしてはほとんど最後であった。 

そして『ウルトラマン』や、シリーズ第 3 作の『ウルトラセブン』（1967 年）では

これまでの特撮コンテンツと大きく異なり、科学的なものへの憧憬と科学偏重、あ

るいは合理主義への懐疑が併存することになる。 

欧米化することで手にできる豊かな未来を夢想し、その推進力となる科学への憧
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憬を抱きつつ、開発や経済成長の美名のもとで、地方のもつ場所性や、子ども時代

の豊かな時間を享受するための遊び場が剥奪されていく様相が映し出されるように

なる。 

つまり、視覚文化としての特性は持続させつつも、視覚化する対象は変化してい

る。これを、異境としての海外に目を向けるツーリストのまなざしから、自らの住

む日本の深層的な状況に目を向けるドキュメンタリストのまなざしへの転換と考え

ることも可能であるだろう16)。 

その最も顕著とも言えるのが、近代合理主義の暴力性を描く例である。 

啓蒙以降の合理主義が、表層的には文明化を進展させる中で、新たな野蛮を呼び

起こすとしたのはアドルノやホルクハイマーであり、これは科学的思考の暴力性、

つまり近代合理主義的な進歩史観、西洋中心主義が秩序の中心となり、旧来的、非

合理的な価値観を蒙昧なものとして排除、隷属させるなど、劣位に置くような暴力

性を指すものであるが、この暴力性は万博前夜に特有の祝祭性に潜むかたちで、こ

の時期の『ウルトラマン』シリーズに描かれることになる。 

『ウルトラマン』シリーズでは異境としての南洋が発見され、自分たちにとって

の外部として排撃される。それは南洋の古代生物である怪獣ゴモラが大阪万博での

見せものとして空輸される途中、目を覚まし暴れた結果、ウルトラマンに葬られる

というエピソード（第 26 話、第 27 話『怪獣殿下』前後篇）に象徴的である。しか

もそこには南洋を外部に対置すること、蔑視すること、そして自分たちがそれを娯

楽的に消費することへの批判性はない。 

19 世紀のパリ万国博覧会では水晶宮というガラス張りの建築物が建ち、当時の西

洋では未知の存在であったヤシの木が置かれた。そこで人々はヤシの原産地である

南洋にまなざしを向け、そこを異境として「発見」した17)。このまなざしは先進的な

自分たち＝西洋と、後進的な他者＝南洋・東洋という優／劣や、内部／外部に重な

るコードを発見し、内面化していくものであった。 

1878 年以降のフランスでの万国博覧会、特に 1900 年の万国博覧会において、絶

大にして最も人気を博したのが植民地のパビリオンであった18)。これを承けて 1931

 
16) 主に1970年代までの『ウルトラマン』シリーズでは、記録映画の会に所属するなど、映像

ドキュメンタリーに可能性を見出していたクリエイターが多く関わっていた。 

17) 吉見俊哉『博覧会の政治学』講談社学術文庫、2010 年、p42～46。 

18) パトリシア・モルトン（長谷川章訳）『パリ植民地博覧会オリエンタリズムの欲望と表象』

ブリュッケ、2002年、p65～66。 
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年に開かれた万国植民地博覧会についてパトリシア・モルトンは、蓄音機や飛行機

をヨーロッパ文明の頂点の比喩、黒人のタムタム（太鼓）や原住民の住居を植民地

の比喩としてとらえた同時代評を踏まえつつ、「フランスの「文明」と植民地の「野

蛮」を対比させている」とした。さらにベネディクト・アンダーソンによる、植民

地国家はすべての人を階層化し、はっきりと目に見える形で人間のランドスケープ

を構築することを望んでいるという言説を引用し、ヨーロッパ人と原住民の世界を

隔離し、そのヒエラルキーの視覚化こそが博覧会の一つの原理であると指摘する19)。 

万国博覧会において、外部、他者を発見することに関しては批判性がなく、むし

ろカーニバル的な非日常的な雰囲気、つまり祝祭性によって極めて明るく演出され

た（先のヤシの木の例でいえば、それは水晶宮という採光に満ちた空間で呈示され

たことで物理的にも明るかった）。万博のもつ明るさは近代的な啓蒙の明るさと同根

である（啓蒙＝Enlightenment の light は明るさの意）。 

万国博覧会において、啓蒙的な精神性が喚起する祝祭的な明るさの中に暴力性が

内在していたことは、先に挙げた植民地博覧会や、過去に世界各地で行われた、非

文明的と見なされる地域の原住民を展示する人間動物園の例においても明らかであ

る。つまり、先の南洋から大阪万博の見せものとして空輸される怪獣ゴモラとは、

万国博覧会のヤシの木であり、植民地博覧会の黒人のタムタムであり、人間動物園

で展示される原住民なのである。祝祭性の中で批判や内省する心性が稀薄化され、

西欧的な価値観の外部にあるものを劣位におく暴力性によって、南洋やアジア、ア

フリカが呈示されるその心性は、西欧化の過程にある日本に生じた、19 世紀西欧と

共通する心性と言って良い。 

万国博覧会とは、新奇、珍奇なものを呈示するという自覚的な視覚装置であると

同時に、メタな視座からすれば、いくつかの例を挙げたように、視覚文化がもつ暴

力性それ自体を可視化する装置としても機能することとなった。もっとも、ここで

の可視化という表現には注意が必要である。それは視覚装置としての万国博覧会、

あるいはより包括的に視覚文化がもち得る暴力性は、祝祭性の中に覆われており、

顕著に発現しているものではないからである。その暴力性は、啓蒙的な近代合理主

義の内側、つまり秩序の内部にあるものにとってはむしろ可視化されておらず、彼

等にとって可視化されているものは、蔑視すべき劣位に置かれたものたちがそこに

いるという事実、つまり自分たちと相対化される外部が存在するということだけな

 
19) モルトン、同書、p11～12。 
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のである。かかる事態の暴力性を認識するのは、むしろその外部にあったものたち

であり、時代が推移し、この事態を俯瞰、客観視できるにいたった後世の人々なの

である20)。 

万国博覧会では未開の地の住民を“展示”し、あるいは植民地博覧会を催すなど、

自らの優位性を誇示し植民地支配を正当化した。博覧会とは、自分たちを基点とし

て差異のある他者へまなざしを向けることで、自身の所属集団への帰属意識を高め、

優位性を抱き、他者に対しては差別的な意識を内面化する心性の存在を顕在化させ

るとともに、そのような意識を喚起する装置でもあった。 

万国博覧会のパノラマもまた、外部へのまなざしとして異境の地としてのみなら

ず、帝国主義的なまなざしとして植民地を舞台とするコンテンツを描いた21)。 

特撮コンテンツも同様に、先の怪獣ゴモラの件もそうだが、前節で触れたように、

その草創期の長きにわたり、南洋やアジア、アフリカをエキセントリックに描き、

あるいは当時「土人」と蔑視的に呼ばれていた人々を繰り返し描いてきたし、『ウル

トラマン』シリーズでは、第 2 作の『ウルトラマン』まで、これらの人々や南洋を

出自とする怪獣が何体も描かれた。 

この点について文化史的には、戦前からの冒険小説の影響力を勘案しなければな

らないが、それらのジャンルにも通底していたであろう、珍奇な存在として南洋を

捉えるという想像力が大衆のうちにあったことを可視化していると言えるだろう。 

さらには怪獣を見せものとすることのもつ観念的な暴力性は、怪獣が大阪城を壊

し、ウルトラマンと格闘を繰り広げるという誰の目にも明らかで、物理的な暴力性

によってきわめて見極めづらくなっている。 

そして祝祭的な雰囲気の中で啓蒙の明るさを受容し、そこに批判性が欠如するこ

とで生じる問題点についてもまた『ウルトラマン』シリーズは描くことになる。こ

れは、視覚装置としての万博が持つ暴力性が、その内部にいるものにとっては見え

づらくなっているものの、外部の者からは顕著であるということと同様のメカニズ

ムである。 

『ウルトラマン』第 35 話「怪獣墓場」では、先の怪獣ゴモラを含め、これまでウ

ルトラマンや人間によって葬られていった怪獣たちの供養が営まれる。 

『ウルトラセブン』第 43 話「第四惑星の悪夢」では、合理主義が台頭するあまり、

 
20) 同時代性から排除されているという点では、後世を生きる我々もまた外部者である。 
21) ベルナール・コマン（野村正人訳）『パノラマの世紀』、筑摩書房、1996年、p7。 
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立法・司法・行政の三権に加えマスコミまでもがデータ処理によって一元化され、

そこでは人間は機械のもつ精緻さに欠ける劣った存在として駆逐されていく世界を

描く。これは啓蒙によってもたらされた近代合理主義に裏打ちされた文明社会が、

数値や言語、論理によって表現でき得ぬものを駆逐していく暴力性、すなわち神や

自然、あるいは権力者が社会のヒエラルキーの頂点に存在し、人々を統治する社会

から、数値やデータに表象されるような合理主義がヒエラルキーの頂点に君臨し、

人間を隷属させる状況へ推移していく様を描くものであった22)。 

1970 年代に入ると、公害問題が水俣病やイタイイタイ病といったいわゆる四大公

害のみならず、光化学スモッグ等、身近なところに存在することが顕在化された。

また 1970 年の大阪万博がその象徴であると指摘されるように、西欧化した豊かな生

活を概ね獲得する中で、反面、失ってしまったものにまなざしが向けられていく時

代性から、『ウルトラマン』シリーズ第 4 作『帰ってきたウルトラマン』（1971 年）

では、もはや明るい未来を夢想する想像力や科学への純真な憧憬はほとんど描かれ

ず、むしろ日本の問題点が一層、ドキュメンタリー的に描かれるようになっていっ

た。 

 

 

5．結論 

 

19 世紀視覚文化は、大衆に世界を見渡す欲望を喚起し、またそれを満たす装置と

して機能した。同時に戦後復興、そして経済成長を遂げる日本社会においては、19

 
22) 啓蒙的な近代合理主義、科学的思考の明るさの相対として、ここではそれらの暴力性、

つまり暗さが発露されるエピソードを示した。もう一点、相対となり得るのは近代合理

主義や科学的思考の外部に対置されるものが好意的に理解され、可視化されるというこ

とである。フランスにおいて万国博覧会、万国植民地博覧会と同時代に生きたリュシアン・

レヴィ＝ブリュールは文明の外部に置かれる地域においては、西洋において後景化した神

話が日常と連続する位置に置かれる卓越した神話的世界があると指摘した（『パリ植民地

博覧会 オリエンタリズムの欲望と表象』p100）。この点を描いた特撮コンテンツとして

は『ゴジラ』や『モスラ』（1961年）などがある。『ゴジラ』において、ゴジラを伝承の怪

獣「呉爾羅」だと見抜いたのは、都会から遠く離れ、非文明的な生活をしていた大戸島の

老人であった。『モスラ』以降、怪獣モスラの出身地インファント島でモスラを守護神と

して崇め、地球の平和に貢献したのはその地の原住民を代表する小人の女性であった。『ウ

ルトラマン』においても、「バラージの青い石」（第7話）で中東の伝説の町バラージを治め

る預言者風の女性の協力によって怪獣を倒すエピソードがある。 
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世紀ヨーロッパと同じように、世界にまなざしが向くようになっていった23)。 

憧憬の的としての西欧と自身を同一視する精神が内面化していることから、特撮

で西欧が異境として描かれることはほとんどなく、西欧化する自分たちにとっての

未開の地をエキセントリックに描く想像力が見出された。また、そのような近代合

理主義に立脚する想像力を批判する想像力も見られた。 

 しかし、これは特撮に限ったことではないが、やがて特撮は既存の特撮それ自体

をモデルとして後続の作品が作られることになる24)。 

 本研究では、1950 年代～1960 年代の特撮コンテンツに的を絞ることで、特撮がそ

れ以前のいかなる文化的事象の影響下にあるのか、その一端を示した。 

 19 世紀視覚文化の想像力が戦後日本の特撮に想像力に継承されていることを、間

に「円谷英二」「飛行機」をはさんで論じた。加えていうならば、大衆の蒙が啓かれ、

まなざしが外に向くことで、自分たちにとっての他者を見出し、それを〈外部〉と

して対置するのは、普遍的な精神であるとも言えるだろう。 
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Abstract  

 

What the “Tokusatsu” from the 1950s and 1960s Drew from a Bird's-

Eye View: 

The Perspective of 19th Century Visual Culture Research 

 

Kamiya Kazuhiro 

   

“Tokusatsu” are live-action films and TV with an emphasis on special effects.  

Tokusatsu drew on varied elements and situations, using both a glorious capital and poorer 

regions as settings. Then, brought together such human aspects as family, love, politics, 

national defense, mass-media, science etc.  

Both Godzilla and other Japanese Tokusatsu tended to overlook many aspects of post-World 

War II Japan.It’s like a panorama. 

In this research, Tokusatsu, a genre of Japanese pop culture, underlies the imagination 

inherent in airplanes and visual culture in 19th century Europe: World Expositions, Towers, 

Balloons, Panoramas, Tourism, etc. It is a relatively discussion of Tokusatsu content from the 

early days (1950s to 1960s) and modern visual culture. 

In particular, note that the World Exposition and the colonial expositions derived from it 

have an imperial perspective, glazed with the South and East, decorated with eccentric 

decoration, and visualized in the entertainment.  

 

Key Words: Tokusatsu(live-action film), Visual culture,Ultraman,Eiji Tsuburaya, 

Air plane 


