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人間環境学！有＇ 25・&. 55-(8見 2016'I' 

ゾンピ映画史再考

稲田安佐子

京都大古文学院人/iii・1泣境学1叫究科 共生人間＇f'W攻

〒6n6-S50l 京都市左京区古III二本校111r

要旨 ゾンピとは，がく死者＇ LJ：きている死者と町ばれI それはi 開l!J:した身体を引きずつてのろ

のろと助き！集聞で人目iJに襲いかかる nii!l;. iすかれた人/iiiはi 生きたまま肉体を食われるか うま

く逃げたとしても，自らがゾンピへと変化し。耳l!'IJ•ゃ！剣山を尖い 他の人/iiiを襲いはじめる この

ようなゾンピ伶は， 1970ii＇を前後して。ジョージ A・ ロメロl託行の刊イト オブザリビン

グデッドjをはじめとするご部作のw界的なピヴト 1・よってLJ'み山された しかしながら 2002 

年以除のゾンピ映仙lは！そのより 161Mな特役により（定るゾンピ〉ゃ（ゲ ムヅンピ〉と呼ばれ

従来のものとはwなるものとして品川されている

右前では ゾンピl叫削史を振り返りながら， 1930i］＇一切に山カリフ諸 jみを抑台にLJ：みIiiされたゾ

ノピが ロメロの作，：·1，によって？その造形と物”i!f!I•』；成の点でいかに変容したかを品叩］する この時

ロメロゾンピとは ii ii述の特俄に｝JIJ え！人！日lに似た怪物！という判伎をj~科していた 一方で ロ

メロゾンピは当時のホラー映叫におけるゴアジャンルの影科を受けることで より残出性を！＼＇： した

また別のゾンピ惚を形成した つまり！人間jに似た怪物としてのゾンピと l 防敗しよりグロテスク

なゾ／ピである 双方はともにそれぞれのi:l:/j'で矧容のf~＼·］ (j，を似った 〈たるゾンピ）においては

この二日知のゾンビが掠々な日方で一つの映岡の中に共存している この共存の特引な事態にこそ

(jtるゾンピ〉の午ト典明が存有 tることを！日lらかにする

)) 

はじめに

ソンピとllfJいて人がまず思い浮かべるものは，

歩く屍。生きている死者と呼ばれるものであろう

それは。腐敗した身体を引きずってのろのろと動

きl 集｜到で人｜問に襲いかかる 悩み付かれた人!ill

はl 生きたまま肉体を食われるか。うまく逃げた

としても。自らがゾンピへと変化し Jill性や感情

を失い。他の人lllJを裂いはじめる このようなゾ

ンピ伶は。 1970年を前後して生み出された す

なわち，ジョージ A－ロメロ殴3降の円イト

オ7 ・ザ・リビングデット＇ J（以下， NOLDと略

す）をはじめとする三部作の世界的なヒットが恨

底にあるい 口メロのゾンピ三部作とl呼ばれてい

る作品群で拙かれたゾンビは共通して冒頭の特徴

を有しており それを下蚊きにしたゾンビ11!1~図が

70, 80年代のホラー映画において！ロメロのみ

ならず様々な監仔によって繰り返し11!1'1型化された

ここで反復されたゾンピの造形は！その彼，根強

いファンを生み ゾンピ映匝！という一つのジャン

jレを作りだした このロメロ的なゾンビの造形と

はl I. ノロノロと動く＇ 2. 身体が腐敗している

3. 人rmに襲いかかり 感染する。 4. JJH性がなく

言葉を話せない といった特徴を兼ね備えたもの

であり（以降 ロメロゾンピとII乎ぶ）。これ以外

は！ゾンピと呼べない とする仙値観である，，

しかしなカミらソンピ映聞とII手ばれる作品には こ

の条i'i＇が当てはまらないものも多く存在している

実際！ロメ口の ne;,¥iのえじきJ(1985）の四週
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間後に上映され1 その 3倍の興行収入をあげた

『パタリアンJ（ダン・オパノン＇ 1985）は，作中

でNOLDの続編であることが灰めかされている

が！本作に登場するゾンピは言葉を用いて，人肉

を求める型li白を訴える また一方で， NOLD製

作当II守 口メロは＂ fl「品の怪i物を！ゾンピではな

く！「食屍鬼（グー lレ）」と II子んでおり， NOLD 

をゾンピ映画として製作した立lfilはなかったとし

ている＂ さらに。 2002年以降におけるゾンピ映

爾再流行の附矢とされる二作品，『パイオハザー

ド.J （ポール W S アンダーソン。 2002）と

『28日後.J （ダニーボイル， 2002）では，ゾ

ンピは走って人｜聞に襲いかかる 特にf走者の作品

では1抗野自身が，本作品で脅威となっている感染

者を。ゾンピとして描く立図はなかったと発言し

ている＇＂ しかしながら 1 これらの作品もゾンピ

映固として受容されている また，この二作品の

世界的なヒットから継，，.，してゾンピI~~岡の製作数

は飛限的に｛r[rびており。 20日年の『ワールド・

ウォ－ zJや， 2010 'I三から 6年以上に波りシ

リーズとして製作され続けているテレビドラマ

IウォーキングデツドJに代表されるように。ゾ

ンピ映加がこれまでなく活気的に製作される〈ゾ

ンピルネサンス〉ともi呼ばれる状況を作り出し

た＂ ←｜数年に及ぶ現在のこの流行においては，

ロメロゾンピがll'&ll~ されたものも数多く fl；られて

いるが，一方で！会話が可能なもの。人IHJを製わ

ないものなどi 多様多様なものが登場するように

なった

この流行とゾンビの多tldヒを手lf｝去に，近年，ゾ

ンピ映図およびゾンピというモンスターについて

の学術的研究がアメリカをはじめとして活発に行

われている例えば，アメリカのカイルピ

ショ y プや問内では伊東美和が。ゾンピI~＇岡をl寺

系列に沿って三区分している すなわち＇ 1931 

年に初めてゾンピが映画に登場した『ホワイ lゾ

ンピ恐怖城J（ヴイクターハルベリン）から，

ロメロ作品の登場までを。〈クラシックゾンピ），

1969年のロメロの NOLDから， 2001年までのも

のを（モダンゾンピ〉。そして 2002年以降のもの

を，これまでのものと異なるi託子乙の特｛批として，

ソンビが走ることに着目し〈走るゾンピ〉と II~＇

称している＂＇ すなわち（クラシックゾンピ〉と

はゾンピの源泉とされるハイチのヴードゥー教を

作品に組み込んだものであり！（走るゾンピ〉と

は 走って襲いかかってくる，という4寺従にみら

れるように人間への攻撃性を増したものである

また（モダンゾンピ〉はロメロゾンピとほとんど

同一視されている 確かにゾンピ映悶史の大きな

流れでみると！ほとんどの作品はこの特徴が当て

はまり，映画の製作時期によるこの三IR分が有効

であることがわかる しかしながら，この区分で

は，いくつか説明しきれない例外が生じる 先に

述べた『パタリアンJゃ『28日後』だけでな

く， 1950年代の SF作品に影響を受けたゾンビ映

闘も， NOLDと多くの共通占をもち！むしろ

ヴードゥ一教のJ；＜~；11iはほとんど見られない また。

〈モダンゾンピ〉における代表的なヒット作，『死

：ょのはらわたl（サムーライミ， 1982）や『ブレ

インデツドJ（ピーター・ジャクソン。 1992）に

ro:拐するモンスターは，ロメロゾンピとは異なる

特i肢を持つ この二作品＼は、ノンピl決函を当時のス

プラツターやゴアといったホラーでの潮流に｛立置

づけるためには霊安であるが，前述の三区分では，

例外として処理されている これは。ロメロ的か

百かという基準がこの三区分の~!i慌にあることと

結びついているためである しかしながら，ロメ

ロのゾンビ映画は， 4主自身カ苦言及しているよう

にわ’ゾンピという新たなモンスターを主眼とし

て何られたのではなく！むしろ世界のほとんどの

人｜町が異形となり自分に襲いかかってくる存在と

なった時に！残された人々がいかに生き抜くか！

またはそのような状況や閉鎖空間lにおいておこる

人間ドラマを主！恨としているのであり！ポスト・

アポカリプスの物諾である。すなわち口メロ作品

においてゾンピとは！黙示録的なi止界観のための

泌出にすぎなかった また逆に。（走るゾンビ〉

作品においては， fショーン オブザ・デッド』

（エドガー ライト＇ 2004）や『ゾンピランドJ
（；レーベン フライシャー＇ 2009）のようにロメ

ロゾンピを踏襲しながらも！現代の社会問題をlIi 

f散するような作品も数多く作られている 先行研

究においては。しばしば（走るゾンピ〉の形成と

その長きにわたる流行には！ゲームや VFXの技
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相~＇1"tfrのJ;f;~軍がj~t市されてきた しかし。現代の

ゾンピルネサンスともH乎ばれるこの状況には，

「ゾンビJというモンスターのもつ特異性がI 子三

きな；；：；型！を及ぼしているのであり。またその特異

性とは。ロメロや 2002年の三作品によって初め

て生み／Jjされたものではなく，ゾンピの形象が連

綿と引き継がれる＇ I＂で！徐々 に形成されてきた変

化の中に存在すると考えられる

本fi：＼でユは，この区分を再考することを手掛かり

に＇ 2002年以降の（走るゾンピ〉とl呼ばれる訪

れ品を生み出す源となったl ゾンピの1!;)1主的な変

化を明らかとすることを目的とする そのために

第 l！~iでは。まず古典的なホラ－ IWfillIT における。

ゾンビ映画の誕生を位iu：づける それにより！ゾ

ンビというモンスターヵ、 フランケンシコタイン

のi壬物や吸血鬼なととs¥fi,;;,tiたなハリウヅドの

モンスターとして椛怨されたにもかかわらず！そ

れがキャラクター化され得ない特異な存在であっ

たことを指摘する 次に第 2J;j＇では，これまで

〈モダンゾンピ〉と－j百りにされてきた， 1969年

から 2COI年までのゾンピを概飢することで，（モ

ダンゾンピ〉内における口メロゾンピとそic以空ト

のもののrmにWtたわる 造形的な差異とプロット

や物認椛成におけるズレをj旨摘する 最後に．

(j£るゾンピ〉において ゾンピの形象を通じて

新たに提起きれている問題は1 ゲームからの彩併

や特殊技術の発展といった外部的'J;l；むだけではな

く？〈モダンゾンピ〉において生じたズレが内在

的に｜則辿していることをi論じる すなわち。（モ

ダンゾンピ〉のl時代において誕生した！人lllJに似

たものである。という個性を与えられたロメロゾ

ンピと！スプラッター映画の表現に！；！YI＇~を受けた！

よりmuくグロテスクな姿形を持つがしかし言語や

仕草といった内在（I＇＇な特質で人！日1との共通点を持

つ非ロメロゾンピ という二種類のゾンピが？

（走るゾンピ）の時代においては問ーの作品内に

共存していることが指抗できる この共存の特異

なあり方にこそ＇ （走るゾンピ〉の特殊性が存し

ているのであり。またゾンビのモンスターとして

のIi：義があきらかになるのである

], 古典ホラー作品における

（クラシァクゾンピ〉の位置付け

j青木は「ゾンピの／とi百lー性」で以下のように

指nしている

われわれがゾンピを知lっているということは

（阿手を前方にだらりとや11ばすなどの）身娠

りや仕草を含めた形象を知っているというこ

とである ゾンピとはそのようなJr;u，に与え
られた名なのだ制

ゾンピとlif!けば人はその仕1/i， 振る舞いを；＼！！Jー
することはできる キャラクターとして周定化さ

れていないが。 t長る姉いによってゾンビとして同

定されるという 橋本が指摘しているような1 ゾ

ンピの特質はとのように形成されたのであろうか

この間jいに答えるため まず，ゾンピとほぼ阿H守

則にホラー映画に登場したモンスターと比較しな

がら説明する 例えば 1930年代に笠場したモ

ンスターとして代表的であるのはドラキュラであ

る古久そi'Lには ブラム ストーカーによる居げ午

( 1897）がまず存在し そして＇ 1931 年のベラ

jレコシ王演のl決困問t人ドラキュラj（トッド

フラウニング）によって その定型化したビジュ

アルが知られるようになった またフランケン

シュタインの怪物も メアリー シエリーによる

原作（1818）を持ち 1931年のポリス カーロ

7による映像化で有名となった このカーロ7の

怪物を作り，'I:'，した ジャ yク p ピアースによ

るこの特殊メイクはな限笠録をされており！我々

がフランケンシュタインとよぷ怪物の姿は。この

f1－＇引が元にあることは I明らかであるりl このよう

に。 1930年代ユニヴァーサル社を中心に！現

代にも人口に胎災した /j'，自と原型が明らかなモ

ンスター迷が生み出されたのと｜百j時代に， ゾンピ

も銀本仁に登場していた しかしながらこれらの

モンスターとゾンピとの子乙きな）£いは。ゾンピカミ

批判jに笠＃）1した映画の脚本には原作カ可F在しない

ことである山 「ゾンピ」というモンスターがア

メリカに広まる端緒となったのは！物語や小説で

はなく！ある紀行文である 映画に笠j錯するゾン

ピは！この紀行文の中に登場するものに大きな彩
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響を受けているが！映画の脚本やストーリーはオ

ワジナJレのものであった その紀行文とは 1928 

年に出版されたハイチ見開銀『腿法の島Jである

著者のウィリアム B シーブルックは！ゾンピ

を「纂から蘇ってきたもの」「歩く死者」と表現

している

ソンピというのは。墓ーからやってきたものの

ことである だが。幽誌でもなければ！ラザ

口のように死の世界から蘇ってきたものでも

ない それは！ちがった表現をすれば！霊の

ない人間の身体であり，死にもかかわらず，

良から休をイFわれ l呪術によって，生きてい

るような外見が与えられる まるで生きてい

るときのように渉きまわったり，いろんな事

をする亡骸である このため。ゾンピを作る

能力を備えた辿中は，新しい基に行き！！日一r:u
が経つj)ljに死体を掘り起こし。それらを［UJき

始めるようし そして召使いや奴隷にする

｜時には， miを犯させ。しかし多くの場合は，

防！止して使いものにならなくなるまで！住居

やJ:lllでこき使い，舗に！な動物のようにそれら

をれつのである＂＇

ここでのゾンピとは，ヴードゥーのl呪術によっ

て＇ －／）！＇死んで埋葬されたはずの死者が！若ーから

』Qi'らされるが！それは立識も耳目性も無くしただ

呪術者の命に従って！プランテーシヨンで延々と

仰Jかされる！奴隷よりもより悲惨なものである

当H寺のハイチの宗教や担会習俗の観察記録である

本若によれば！ゾンビとはハイチの空想的な民話

なのではなく！現実のものである ゆえに埋葬方

法や法律にも彩響を及ぼしていると報告しさら

にはソンピの日』出談もシー7つレヅクは付け力Hえて

いる このゾンピは，アメリカで発表されるや

話題をII子び，何度かの舞台化を経て。 1931年に

映画化された それが。ハルペリン兄弟（監督

エドワート＼製作 ヴイクター）によって製作さ

れた『ホワイトゾンビjである 当時！このゾン

ピという＊iたな謎めいた形象が注目されたのには1

1時代背景が大きく彩評していると！ウィリアム

ピショップは詰指じる＇＂ すなわち， 1915年から

1934年にかけて！ハイチはアメリカの施政下に

あった また同時に，アメリカでは奴紋：u1Jが廃止

されたために，安価！な労働力の需姿が高まってい

た このこつの理由から，当時アメリカ南部の綿

花プランテーションへとハイチ人の労働者が大量

に流入していた しかしながらハイチからの里人

労働者は！英語ではなくクレオール語を話し

ヴードゥー教という謎めいた宗教を信仰しており，

それまでアメリカ南部にいた黒人とは似て非なる

ものであった それゆえに，アメリカの白人社会

においては，ハイチへの興味と脅威が増加してい

た また 1804年にi止界初の里入国家樹立させた

ハイチ革命成功の恨底には，ハイチ人の紛争11的な

つながりとして！宗教と政治が混然一体となった

ヴードゥー放の存在が天きかった司十に感付いてい

た［~［人H会にとって，その宗教は未知の脅威であ

り， I百Jll＇，＼•に l凶作や儀式を重視する未だ文明化され

ていないお会のものであると思い込むための道具

でもあった 本論文では。ハイチには笑際に掠っ

た死者が存在したかどうかを議論することはしな

い しかし，ゾンピという存在は！そのような砲

術が存在する場所としてハイチが四洋に認識され

ていたことの証左であるといえるだろう

こうした背妖をもとに製作された 1ホワイトゾ

ンピjは，当時ドラキュラ伯爵の役で人気を1附し

ていたJレコシを主演に迎え！またユニヴアーサル

社から舞台セットやピアースのメイク技術を借り

うけたこともあり，興行的な成功を収めた しか

しながら，ゾンビが主主場する作品の第二郎として

ハJレペリン兄弟は“Revoltof the Zombies”を製作

したが！セットヤソンピの造形に[Y,jして！前作と

の主主が激しく，興行的にも成功を収めたといえる

ものではなかった 一方で『ホワイトゾンピJに

おいて拙かれたような。ハイチのような辺境の地

で！謎めいた秘術や魔術によって｛＇［•り出される不

死身の身体を製造する，もしくは！他者を立のま

まに採るという筋古きの作品には， 1933年『月

光石』（トーマス ベントレー）や 1941年の『死

霊が漂う孤島J（ジーン・ヤーブロー）のものが

ある これらの作品でも，死から終った者たちは

生きた人間に襲いかかるが ゾンピたちは現代の

作品のように食欲など自身の欲求に従って行動し
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ているのではなく！ヴードゥーの司祭l もしくは

マソド サイエンテイストの命に従って動いてい

る これらの作品はまた，人体改造に心Jfllをそそ

ぐ狐品のマ y ド サイエンテイストという点で，

fドクター・モ口一博士のぬj（ジョージ・ウェル

ズ， 1896）を！日作とする映画『以入品j（エー

ル.c.ケントンI 1932）とも類似，＇~＇が見出だせ

るだろう いずれにせよ。 1930年代におけるコ

ロニアリズムがこのような作品を生み出す背決と

なっている しかしながら，このH守代に登場する

ゾンビは1 決して主役とは言えない地位に1:1・んじ

ている すなわち， fホワイトゾンピJで恐ろし

く怪しげなものとして拙かれていたのは！ヴー

ドゥーのl呪術を使いこなす！ベラ・ルコシ演じる

ルジャンドjレであった＇＂ Wiは立，.＂I＂の女性を、／ン

ピ化させることで手に入れる そのために使役す

るゾンどは，ルジャンドルにとってかつての師や

政敵であった（図 I). しかし今やルジャンド

ルの秘引fによって氾志と理性を奪われ，ゾンピと

して彼の7誌のままにffU1き？彼の命令やff：識が途絶

えた際には。コントロールを失い崖から転裕する

哀れで作l'lNなi怪物として11/iかれている この吋代

のゾンピl映画が引き起こす7合同jとはI 自身の死の

後に，より辛い奴殺としての生｛古1:5Iき戻される

ことであり l 生と死の1111が延々と引きj1pばされた

領域に住まうものへと変谷させられることである

ドラキュラや狼男といったモンスターが笠場す

る古典的なホラー映聞は。 30年代にはI 怪奇問

j!fとH子ばれるべラ ルゴシ，ロン チェイニ一。

ポリス カ一口 7の三人古久 50年代には，クリ

121 I 「ホワイトゾンピj(28 26) 

スト 7ァーーリ－.ピーター・カッシング！ヴィ

ンセント プライスといった三人がモンスターを

演じ シリーズ化されたl時代でもあった すなわ

ち モンスターが1 それぞれの俳優の個性と組み

合わさって キャラクターとして受け入れられて

いたともいえ そうして作りよげられた怪物保が

人気を博していたH、ト代である この時代において

は知名の俳似たちによって淡じられ造形のデ

ザインも定まっておらず複数でilUJくゾンピは！

キャラクターイじされたモンスター迷とは異なる存

在であった このために ソンピという怪物のl暁

町が フランケンシュタインや吸血鬼の映画のよ

うにシリースイじされることはなかった キャラク

ターとしてのモンスターが反復される一方で。新

たにl呼び物となる怪物が模索されていた当時！

fホワイトゾンピJでは，ベラ・ルゴシの詔lじる

ヴードゥーのl呪術を自在に操るものが泡け市の対象

であった そしてそのようなプロットでのみゾン

ピは再生産されていた それゆえ！現在のように，

ゾンピについての岡定化したイメージがj也え付け

られることはなく ソンピのイメージはホラーl映

聞における恐怖の主体ではなかった ゾンピが恐

'l'l!iの主体恐ろしい怪物となるのには， 1970, 80 

年代以降をj!pたなければならない＇＂

2. （モダンゾンピ〉における特異性

1968 ifo. ジョージ A ロメロが 5すイト・オ

ブザ リビングテヘノドJを製作した この映繭

はトライブインシアタ一等で上i自されたが，すぐ

にi完結i製作にi血り若くほと＇li'1い評11司をf皐たわけで

はなかった むしろ。徐々にカルト的人気を集め，

アメリカ国内だけではなく！ヨーロッパ？特にイ

タリアで注目されることとなった この作品に日

をつけたのが！名門の映画プロデューサーであり

l~l 身も映画fliittであった。ダリオ アルジェント

である 彼はプロテーューサーとして，ロメロをイ

タリアに招き. rゾンピ（原題 ドーン オプー

ザデッド）j(1978）を製作した NOLDは墓

場を舞台に！生きた人間に群がるゾンピと！災場

の小！主に立てこもり恐怖の一晩を乗り越える男女

を弁f比的に描いたが！「ゾンピJでは！アメリカ
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到）jトのショッピングモールに立てこもる男女と，

生前の欲望，記憶のままに群がるゾンピ！そして

柾法地帯となった社会で，ゾンピよりも）！！r;;!YL道に

振る舞う人間の姿を映した ロメ口がNOLDに

おいて也、！:iii的に；是示したのは！リチヤード マシ

スンの『地球最後の人』（1954）のように. iE'Hi,・ 

と異常の逆転した世界であり l 人類のほとんどが

いなくなった後の状況を描く，ポスト アポカリ

プス的な世界初である しかしながら殴行のIi：図

を超えて。この作l拍l土！王人公が黒人であったこ

とやそのi'i'1ミから。当時の公民権運動のi:r；響やベ

トナムi[iJG'fr・批判といった社会の問題を提起し！ま

た風刺するものとして解釈されることとなった

この NOLDに続くゾンピ映聞としてはスペイ

ンの fブラインド テーッドjシリーズ（7？ン

ドデ・オッソリオ＇ 1972, 1973, 1974, 1975) 

や『ゲシュタポナチ／カリブゾンビ』（ヨセブ

ブレブー， 1977）がある これらの作品では，ゾ

ンピは迷い昔のH年代に生きた人々の亡霊が基から

iil＇った怪物であり，より醜〈，腐敗が進んだもの

として拙かれた しかしそのような流れとは反

対に，『ゾンビjにおいて！特殊メイクを担当し

たトム サヴイーニの作り出したゾンピの造形は．

腐敗しきったものではなくむしろ病人のように拙

かれた（｜室I2). つまり，その時代に生きる人々

が怪物として拙かれたのであり！そのことがこれ

までのゾンピに新しい姿紫を付け加えた 例えば！

FゾンピJにおいて代表的な造形をもっゾンピは，

以前はハレー・クリシュナ主文徒であったこと古ま衣

装や持ち物によって明示されているものである

（図 3). またその他のゾンピも。看護師や修道女

などの職業が明示されて拙かれ。またはアメリカ

悶2 『ゾンピj(2 16 02) 

図3 『ゾンピJ(49 54) 

という：｜地を反映させるように！閏絡や宗教が

様々なものが笠場している 断、った死者を腐敗し

きった身体で描いたのと大きく異なり I むしろ病

人に近く，より人［II)に近いものとすることによっ

てI ゾンピとは，我々人間が怪物化したものであ

る！という示峻がなされた ロメロの言葉を借り

れば！それは「隣人」が襲ってくる，という新た

な恐怖である 伝説や庭史のなかの人物がモンス

ターと化すのではなく，隣人！すなわち少し前ま

では自分の家族や恋人という馴染み深かったもの

が1 突然モンスターのように裂いかかってくる！

という恐怖である そしてそれらを例さなければ

生き延びることができないという葛藤が新たに表

現されるようになった叩

このロメロの二作品において。ゾンピはハイチ

といった辺境の地から 1 アメリカ国内へと移植さ

れた そして呪術師やマァド・サイエンテイスト

といった個人の悪立がソゃンピを作り出し直接的

に攻撃してくるのではなく，宇宙から！降り注ぐ謎

の放射線や！軍事的な要請で作られた化学物質と

いった天災や人災が！!!fi作為に人をゾンピ化させ，

j!Jl由もなく拠差別に1襲いかかってくるようになっ

た これにより ゾンピというモンスターに非fた

に等身大の我々の姿！という個性が付与されるこ

ととなる すなわちl 造形の点ではl より人間に

近しい形で拙かれるのであり，モンスターの目tさ

ゆえに恐ろしいのではなく。人間が人間によく似

たものに在日われることの脅威に焦点が当てられた

またそれゆえに。反撃することへの葛藤と。日時

からの突然の話出Itというショックが生み出された
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のである すなわち，ゾンピ化は特殊なJJ）；所や状

況下で起こる特別な｝ラマではなく！日怖に組み

込まれうるものであるからこそI そこがいきなり

Jfllまみれになる！というギャップが恐怖を生み出

すようになった ゾンビの造形においては！完全

なるモンスターへの変容ではなく，腐敗した元人

間にすぎず以前の職業や生活位、ばれるもの。と

なったのであり．さらに．物語構成においてはl

ゾンピと人が似ているゆえに！工；／Ji.¥なく処分する

ことに｜羽推さが包含されるようになった

このような造形と物語悦成の二而における。ロ

メロゾンピなるものの形成が！以降のゾンピ映固

において来たした役加は大きい これについて，

伊京は「以後のゾンピ映画は。いかに本作を模倣

するか いかに本作の）；＇；；神から逃れるか。どちら

かi選択せざるをf与なくなった ロメロが確立した

モダン ゾンピの定義は，ついにゾンピ映画のi光
一基準となったのだ＂＂ jと述べている では。

口メロの！；r；静から逃れようとするゾンピ映画とは

一体とのようなものがあるだろうか 当時のホ

ラー映画の潮流と！！日らし合わせてみることでl こ

のロメロゾンピがさらにまた別の形で進化を遂げ

ていることが明らかになる すなわち！ハーンエ

ル ゴードン ルイスを始めとする！ゴア！もし

くはスプラッターとH乎ばれるジャンルのよりグロ

テスクな表JJ！と？ゾンピとの融合である

当時のホラーI決闘シーンにおいては！芸術七lの

おいジョルジュ フランジュの『績のないllRJ

( 1955）やマイケルーパウエルの『Jillを吸うカメ

ラJ(1960）といった，ショッカーやサイコ・ス

リラーとl呼ばれるジャンルが確立していた 一方

で。ハーシェルの「Jillの祝祭日J(1963），「Jfllの

慌術師j(1969）といった娯楽性の向いスプラツ

タ一作品が。イタリアのジャッロi快調と結びつき，

マリオパ ヴァの『Jillみどろの入口：j(1970) 

など筆頭に。スプラツター表現とホラーを扇'li'iLl0
に融合させた作品を生みだした このようにスプ

ラッターが単なる見｜止物的なものではなく。ホ

ラーの一つのジャンルとしてi剖かれていた背栄ゆ

えに？残月号なシーンを多く含むロメロの『ゾン

ビfがイタリアで迎え入れられた またこの）；r;f,V/!

は！ヨーロッパにおいて製作されたゾンピl決岡に

図4 『サンゲリアj(I 11 11) 

色泌く反映されている ゾンピ映画とスプラッ

ター映闘が完全に$！；：びついたものとしては。「サ

ンゲリ 7,J（ルチオ 7！レチ， 1979）が象徴的で

ある (1214)' この作r¥'oは イタリアでi比初に発

表された際の作1¥'lr:'/'rが 1ゾンピ2Jであったよう

に 前年に発表されたロメ口の fゾンビJの成功

にあやかろう！という思惑も見られるが． しかし

ながら。その物語設定Ii, （クランツクアンピ〉

へと回帰したものであった 舞台は。謎の奇病が

流行しているカリブ海のぬである 病で命を誌と

した島の住民が徐々に獄、り始め，さらに何百年前

に死んだはずのスペイン人征服者たちも。すでに

腐った身体をi'I’って土の下から依り始める 人引

はなんとか保っているが片目からは阻虫がiWき。

ボロボロと崩れ洛ちそうな皮Ii'!をした完全に防り

切ったゾンピが。女性を力強くり｜っd長り＇ ＇必要以

ヒに残虐な1:1：方で殺害する またゾンピは海中に

も生息し。泳いでいる女伯をサメとともにtill食し

ようとする こういったよりショッキングな映保

や怪物の造形を追求したゾンピllJt廊には，？ノミ

タリアンJや『死誌のはらわたjがある これら

は〈モダンゾンピ〉のII寺代に抗するものであり，

知名度や興行収入の側I市から代表的といえるが，

ソンピの造形の点、では例外 もしくはTIIT.i主として

片付けられてきたfrrfl：である＇＂ というのも I そ

こに後場するモンスターは 人間が変容しいく

ら攻撃しでも執拘に襲いかかってくる！ という点

でロメロゾンピとの共通I![を見出すことはできる

が！その形象がl 口メロゾンピとはかけ離れてい

るためである 接触せずとも感染するものであり，

身体は腐敗し。またはドロドロに溶け。部分しか

残っておらずとも動き続ける 頭部を破壊されて
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も明~~.復活し続ける様は1 グロテスクなi映像を

極端に追求したものである これらのゾンピは多

分にスプラツターの要素が取り入れられている

しかしながら！ただ捕食するのではなく，より残

虐な方法で人｜聞を追い詰めようとする様は。逆に

人間的であるともいえるだろう ロメロゾンピカ＼

人nuに似ているという性格を得るために！ただ病

人のように，ノロノロと歩き。腐敗が始まってい

るという形象にとどまっていたのと反対に，スプ

ラッター映画の拶響下では，見た目は人間lとはか

け陥れてしまっているが。言語や性格といった特

徴によって人間らしさを獲得した「ゾンピ」たち

が生み出された これは，スプラッターの影響の

みを受けて生みだされたのではなく，人間的であ

るという特徴を怪物に最初に与えた「ロメロゾン

ビ」の存在がなくては生み出されなかっただろう

30年代に生み出されたゾンピは. 50年代にお

いても個性なきモンy、ターとして， SF作品など

のII品役としての地位に追いやられていた しかし

ながら，そこで， SFと結びついたことがNOLD

の登場を準備した 一方で，ヨーロッパを中心と

したホラー映画とスプラッター表現の結びつきが。

ロメロの作品における過激なnM~＇を受け入れる土

台を準備していた ロメロのこの二作品によって，

ゾンピには，「我々に近いもの」という個性が与

えられた ロメロが常に自身の作品のcl'::・怖の主題

としているのは1 ゾンビという最も人間jに近いモ

ンスターであり 1 ゾンピ以上に敵惑で残酷なモン

スターとしての人間の姿である ここでロメロの

ゾンビ11!1＇闘が作り出した三つの要素が別々の道を

辿って成長する すなわち。最も人間に近しいモ

ンスターとしてのゾンピにおける「我々によく似

たものであるJという性格は，当時の映悶製作の

状況と合わさり，ロメロゾンピの氾誼を可能にし

た というのも，当時，ピデオカメラによる映画

の自主市IJ作が盛んであり，特殊な衣装やセットの

必要のないゾンピ映闘が，題材と選ばれやすいも

であったからである山 これが，ロメロゾンどと

いうものの無秩序な反復を生んだ他方に。より

醜悪な怪物へ1 よりスプラァター表現を極めたゾ

ンピ映画が存在する このゾンピたちは。腐った

肉体のよりおどろおどろしい表現を極めていき，

その特徴として。時に言葉をかわし，より残虐な

方法で人lfflに襲いかかり。また殺害される そう

いったソンピ古す登Jt；する作品には『サンゲリ 7l

を筆頭に，『パタリアン』や『ブレインデツドj

があり，また何度も＇＇＊る怪物との格闘を材 1いた

『死：；：，；のはらわた』などがある これらのf午品も l

そのスプラッター表現や，攻撃を加えても何度で

も襲いかかってくる，という点では，口メロの

NOLD や『ゾンピj の1~； ey1iを色泌く感じられる

そのモンスターの外見はもはや人間の姿からはか

け離れてしまっている しかしながらそういった

映画を！もはやロメロゾンピ的ではないからと

いって。ゾンピ映画ではないと片付けることはで

きない というのも！そのグロテスクな形象にも

かかわらず！元は人liflであったものを攻撃するこ

とへの葛藤が内包されているからだ それゆえ！

これらの映聞もまた 次世代の（走るソンピ〉た

ちへ繋がる架け怖として大きく影響しているので

あり！むしろこのロメロソンピの反復と反駁こそ

が。現代におけるゾンピの也格を決定する霊裂な

要；＋；となった また，ロメ口のf宇品も。第三イ乍目

印じんのえじき』（1985）よりf主々に。典型的なロ

メロゾンビではなくなってきている すなわち三ミ

作品にはノてブと呼ばれ，電話をtlkい。敬礼を行う

ゾンビが主主場する そして。『ランド・オ 7'.

ザ・デッドJ(2005）には。ビッグダディとII乎ば

れ。他のソンピたちを先導し。銃r.~を扱い，人間

の住む領域に侵入するゾンピがJWiかれた fサハ

イパルオ 7＇・ザデ y ド』（2009）では，人間

以外の肉を食うことを党えさせることで ゾンピ

と人間の共存を図ることが示されている すなわ

ちl ロメロ自身も，自身が作り上げた口メロゾン

ピのJI~象に＂＇ーられることなく，ゾンピの造JI~ を’；：；·

に変化させている

ゾンピl決闘においてロメロゾンピが提起した，

「我々に近しいモンスターjとしてのゾンピと，

より残虐性を極めたソンピの双方が。同ーの映画

において共存することによって，次の時代におけ

る〈走るゾンビ〉の特異性は形成される そのよ

うな変化が，ゾンピl映画の多様性を生み出す姿図

となり，さらに 21・1世紀の社会をi映す鋭のように

作用する椛造をつくりだした 〈モダンゾンピ〉
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のH十代における！このゾンピの二つの側面がどの

ように〈走るゾンピ）映闘の可能性を広げたか．

これを次節でより計約1に；命じる

3. （走るゾンビ〉における

ソンピl決闘の展開

（走るゾンピ〉と（モダンゾンピ〉のIi司の穴き

な;fl;いは何であろうかそれは！しばしばいわれ

ているように． ノ’ンピカミ:iEるようになったことや？

ゾンピ化の原因について，よりリアルな SF(J＇.／設

定がなされるようになったことだけだろうか

くモダンゾンビ）において！ ゾンピ化の原因は放

射能や，謎の病原体であったそれに対して！

〈走るゾンピ〉ではゾンピイkはエボラウイルスや

エイズといった感染症やそのアウトブレイクのメ

タファーとして引かれている しかしながら！こ

のこつのH十代の器具はこれだけでは説明できない

また， 2002年の『バイオノ什FードJが。 1996if. 

に発売されたカプコンの同名のゲーム（国外での

悶品＼:j<，は“R町 ide/1/Evil”）をオリジナルとしてい

る点で！ゲームとの強い相互：；1；ヰ＇！＇iJミある手やi ま

たは VFXやCGの使用による外部的要因だけで

は。（走るゾンピ〉の特典性は一部しか説明され

ないだろう

J昨i王Ifill: j¥)tは「新世紀ゾンピ論あるいは Half-

Life （半減)DJ)」において （走るゾンピ〉の特徴

を，「感染から発症のllrJの領域を模索しているの

であり。そこを開拓している」点を指J向し さら

に「現在のゾンピは。 1!1にゾンピであることを受

け入れた生が発見した。ゾンピの中にある差異と

レイヤーを巡るl刊し、に向かい合っているjと表現

したl引 これに敷｛日して「J藍染」と「発痕」とを

前f~で論じたロメロゾンピと 非ロメ口ゾンピと

して捉え底すことで！（走るゾンピ〉作品の物詩

構造を王に以下の三つに分けることができる

まず！第一に「感染」しでも「発症」して人間

を襲うことのないゾンピを管理できるものとして

捉える物語であり＇ i；に！「発痕」しないが「感

染Jしている特殊な将、態を発見することで抗体を

開発するという希望を物認の羽iiとするものである

これはゾンビから人lfllへと回復する！という物話

でもある故後に！「発痕」と「！感染Jの解釈を

さらに広げて。「ゾンピJと「ゾンピという症状

がより進行した怪物Jがlt存したものである こ

れは逆に！言語や現！性といった人間らしさをかな

り残したゾンピと！それらを失ったゾンピとが官i
ibiされたものもともいえる

こういった三税狽の物請が，組雑な仕方で絡み

合った作：＇，！， として！まさしく（；ιるゾンピ〉｜時代

の問矢である『バイオハザード』を挙げることが

できる この作1日は院？？にポール W s アン

ダーソンを。王iti！にミラ・ジョボヴイッチをfjえ

製作された 当初。ロメ口がゲームの続編である

「ノくイオハザード 2」（1998）のプロモーション加

の短i面 IWU~：を製｛午したことから 彼を殴’IJとして

l決岡fとされる予定であり 脚本製作までなされて

いたカてコンスタンテイン フィルム主上とのな向

カ吋iiり合わなかったためま［I下された ロメロの

短編映像や発言からは ゲームの趣旨に沿いなが

ら。 ::E道なゾンピi決聞を製作する予定であったこ

とがうか均すえる しかしながら アンダーソンは

アクションを丞視し 登場人物や娩台設定もオリ

ジナルのゲームからかなり変克を加え 映問独自

の展開を行った映聞には 多くの人lliJが口メロ

ゾンピに変化する＇ J" ゾンピ化における突然変異

で 呉棋な怪物へと変化したものや千r1誕生命体兵

路として［j日発されたものが笠場する（悶 5 6). 

それらは ほとんどのゾンピと異なり！攻燃性を

増し llf）雌な古、目、を持って攻撃をしてくる また

シリーズが展開する中で 主人公のアリスは ウ

イルスに！感染しでも，ゾンピ化せず！逆に超人的

な能力を手土f与する この作品において！人111）とゾ

ンピの｜削は多層化しており 幾重ものレイヤーを

国I5 『ハイオハザードJ(I 26 14) 
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凶6 『パイえハザ ド1(I 26 39) 

t/l,'fl！している すなわち人間l 感染者l ゾンピ化

という発症したもの。そしてゾンピがさらに怪物

化したもの，さらに有機生命体兵器としてさらな

る進化を遂げたものであり，その別の進化として

アリスのように超人イじしたもの。なとである シ

リーズを追うごとにそのレイヤーは複雑化されて

いくことがわかる また. 11EJT利川のために開発

されたウイルスが.l肝究所内に漏れ，ノてイオハ

吋ー iが発生する．というストーリーにおいては，

まずそのウイルスに対する抗体はすでに川芯され

ており，感染しても発症せずに元に戻れることが

示峻される しかしまた一方で！主人公の，身体

ヒの表rm的な変化はもたらさない超人化という変

容は1 ある;0:1取で，（モダンゾンピ〉における人

lliJに似た姿を持つモンスターとしてのゾンピの性

質を推し進めたものであるともいえる

『ノ可イオハサホードJにおいては， このようにつミ

きく「感染Jと「発続jのごつの状態！すなわち

人間に似たものとしてのゾンピと！性質において

人間と共通するものがあるが外見は人間とかけ雌

れたものというこ種が共存する このように，ゾ

ンピと呼ばれうる怪物のなかで，人間jの性質の残

余のギj!!!'iによって分割された「ロメロゾンビ」と

「非ロメロゾンピ」という差異が押し広げられた

ことは，〈走るゾンピ） II寺代における多磁多様な

作品からも見て取ることが可能である

管！.ill可能なゾンピが登場する作品としては！例

えば！『ゾンピーノ』（アンドリユー カリ－.

2007）がある ここでは。ゾンピが首輪によって

管理できることで，ゾンピとの共存可能性が拙か

れている ゾンピ化した身体において，首輪を装

着することで，人を製わない管理可能なものとい

う「感染Jにとどめられた状態のものと，人を襲

うモンスターという「発症j状態との間に差異を

設けている すなわち，従来的な人を襲うものと

してのゾンピと，首輪、1をつけた従順なゾンビの二

種類を存在させ，その二分化によってゾンピとの

共存可能性を思考している また，『ショーン・

オフザデツドj（エドガー・ライト， 2004)

は！典型的なロメロゾンピが笠場するコメデイ作

品であり l 主人公の同居人がゾンピ化した後も。

鎖に繋ぎゲ ムを与えておくことで，共存できる

という様子が柑lかれている これらの作品では，

人を波うモンスターとしてJ足えられていたロメロ

ゾンビを， l首輪や鎖といった道Jもを使用すること

によって，より人間jに近しい存在へと差し戻して

いる＇＂

この二作品の世界在iはi ゾンピ・アポカリプス

以後の｜止界という， NOLDへの一つの返答で品も

ある つまり 1 これまでの（モダンゾンど）のf'I' 
品がしばしばill.¥{

界的int行というデイストピ7に対する 1 ユ トピ

ア的な転倒である 一方この状J兄は’ ＇.！）ミはゾンピ

が？：？型’共存可能だったと分かる以前に，む藤の

うえで止むに止まれずソンピを処分してしまった

者には悪::J;＜であろう ロメロが問いかけた葛藤に

対する皮肉が読み取ることができる さらに！こ

のようなロメロの葛藤に対するもう一つの返答と

して。人間への回復可能性がある

すなわち，ゾンピ1tをなんらかのウイルスの感

染や！病気として扱うことで1 人間へと「回復」

させるための抗体を作成する可能性を模索する物

語である つまり ゾンピウイルスに「感染」し

でも，凶暴fじという「発症Jに歪らない「非ロメ

ロゾンピ」にととまるものが存在する作品である

例えば『28日後』およびその続編である『28

週後 ・J (2008）では。ウイルスに感染するとほ

とんどの人間がすぐさま凶暴化するのに対し身

体の変容はみせているものの，凶暴化せず，混濁

しつつも認識を保っている女性が主主場L，彼女を

研究することで，ウイルスの謎を解明することが

示唆される この「！感染」しでも「発症」しない

女性が笠場する作品に1 日本では没函『アイアム

アヒーロ－J（花沢健吾. 2009年一）がある ま
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た！『ワールド ウオー zJでは，ソンピに噛

まれることで「感染」 L. 12秒後に「発痕」す

るウイルスが;<1延する＇＂＇＇で，その時間的に l噛まれ

た箇所を切り務とすことで発拡をまぬがれた女性

が五之助する またこの物認では。主人公は！なん

らかの致死性の病気のウイルスに感染することで！

ゾンビから見えない存在になることを発見する

これは。人IHIが自ら致死の病に佼されることで，

生と死のi問のもの，三I＇ゾンピまたは擬似ゾンピの

ようなものとなることで。人間Jt-J・ソンピという対

立構造から抜け出す！という物認としても読み取

ることができる このように。ソンピからの回復

可能性を問う作品には！「苦悩！：」したものをロメ

ロゾンピとすると。回復可能仙が見出せるものと

して！「感染」はしたが未だ「発症jしていない

もの！半分ソンピのようなものとして非ロメロゾ

ンビが存在している

さいごにI 二磁鎮のゾンピがiii'ictされた物語が

ある ゾンピと！それがさらに進化した怪物のよ

うなゾンピが並存したもの，人間jらしさをかなり

残したゾンピと，典型的な口メロソンピとが併置

された作品であり。例えば『パタリアン・リター

ンズJゃ fゾンピストリ yパーズj（ジェイ・

リ一。 2cns）古王寺会げられる ここでは。ゾンピと

なりつつも自我を保つものが登場しロメロゾン

ピの，自Jえがなくただ人肉を求めてu~いかかって

くるものとはおj比的に抗かれている 一方で！

Fウォームーボディーズ』（ジョナサン・レヴィン

2013）では，主人公のゾンピはロメロゾンビとし

て拙かれているが。その世界には「ガイコツjと

呼ばれる！ゾンピからさらに成長を遂げて凶暴性

を憎した怪物のようなものが笠J))1している この

作1日：は，主人公のゾンピが恋をすることで，人間

へと回復し始める物認でもある これらの物認で

は1 ロメロゾンピと非口メロソンピとが！造形と

性質のどちらの.＇~（についても，明確に2七割；化され

ながら！問一作品内にjf;,存されている

（モダンゾンピ）の時代において形成された

より人｜目jに近いモンスターとしてのゾンピという

性質は，ロメロゾンピというある原型を形成する

と問時に，スプラ yター映画の表現と悶！合するな

かで，人間に近い性質をもちながらも！グロテス

クな外児を持ち合わせた非ロメロゾンピをも作り

,'I＼した さらに〈モダンソンピ〉におけるこのロ

メロゾンビと非ロメロゾンピは，（走るゾンピ〉

においては同一作品のなかで多照的なレイヤーを

持ちながら両立することとなった それにより，

ゾンピは人lilJ／ソンピや生／死I 正常／！日•＇.＇Iii＇.といっ

たものを単jtな二項対Ji：にとどめるのではなく，

そのこ項の！日iの境界や領械を糾1し広げた そこに

広げられた域をi問題の焦点として照らし出すこと

によって！（モダンゾンビ〉において提起された

ポスト アポカリプスの物語や，人IHIであったも

のに対するお膝を，さらに深く追求する物商の成

立を可能にした術迭を生み出したのである

おオつりに

。とるゾンビ）に見出された二税鎖のゾンピの

この共存は 別総の行方で『ホワイトゾンピJに

も見出すことができる すなわち 奴泌として伎

役されているゾンピと 人liiJへと戻ることのでき

るヒロインのゾンピである これは 偶然の一致

ではなく ゾンピが当初Jから持つ。生でも犯でも

ない その深淵な坑界に位位するものl という神

秘的な住Etlが深く WI係している このだ川ミで！ゾ

ンピが生省の世界と死者の世界をつなぐ基地や。

地中やH!itiflから這い出てくるというイメージは，

その二百l対立のlilJに存在するブラックボックスで

あり潜勢力の比倫となる ハイチという当時の未

聞の地！辺境である他民地には。ヴードゥ－~えと

いうli1めいた｛遊｜則古まあり そこでゾンピは』~~jfil さ

れた ヴードゥー教はハイチの土俗社会でのみ

つくられたのではない アフリカやハイチの土俗

信仰や習慣が西洋のものと混交することで作り

出された そこには. Wi植民者からの宗王国への

迎合と抵抗があったのであり。同時に宗王国の被

liU民地に対する底知れぬ恐怖や好奇心。または反

乱への脅威とそれに対する締め付け。抑圧があっ

た 第 l半で見たように。その双方からの感l'i'iiJま

複雑に入り乱れてl ヴードゥーにおけるソンピの

伝説が生み出されている そのハイチというブ

ラックボックスは現代においては何に値するだろ

うか 50年代においては，核兵探や宇宙開発で
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あったのだろう 第二次世界穴戦を経てうみださ

れた科学技術の進歩は，それ自体輝かしいもので

あると問時に，軍事目的に利用されることの脅威

によって1 戦後の平和をおびやかすものであった

またアメリカとソビエト連邦における宇宙開発競

争は！宇宙への進出という新たな西部開拓であり，

またミサイJレ技術の進歩の証であったのだが，同

時に冷戦の代主I！戦争をJJ:味していたまた，

シヨヅピングモールは，アメリカという消費社会

における欲望の象徴であり l また共産主義に対す

る優越の証でありながら。自身のiiKITUJさえも資本

主義の構造に飲み込まれていくことの不安である

そして現在においては，これまでの死生観を根本

的に塗り替えてしまうほどの科学技術や遺伝子工

学の進歩は より他校で充笑した身体や氷迭の命

をWJ待させる一方で，それが人間の概念やこれま

での倫理観を根本的に恋してしまう不安でもある

さらにグローハル企業の進出，インターネ y トの

111；、ずしによる より便利でスマートな生活は！

ニ丘一コロニアリスムとII乎ばれる状況や院祝社会

を可能にし！また｜百l時に，！SILのようにメディ

アを川いたテロリスムへの脅威を煽っている こ

ういった村会が聞している現象に対し我々が持つl

相反した！感情のはけ口として（走るゾンビ〉の氾

泊tがあるのだろう また，ソンピとは！我々を取

り閤む各威の比除であり，また我々自体の比取で

もある 『ゾンピJでは！明R在な意思はj寺たずとも

ショッピングモールに群がるソンピは，消1'i社会

における我々の比除としてしばしばj旨摘され！一

方でそのようなゾンピ迷を加軌道に，遊戯のよう

に殺害する人｜問。または負傷した仲間を冷献に見

総てる人間の側の方が！非人間的なもの！怪物の

ように拙かれていた 『ワールドウォー・ ZJで

の！イスラエJレの墜に蚊のように群がるゾンピは。

現代社会が有する数々の仔威から身を守る手立て

のない我々の姿であり，また決して身体化される

ことのないアカウントに自己をl司一化させていく

我々の姿でもある 本稿では〈モダンゾンビ〉に

おいて形成された。二種類のゾンピが＇ （走るゾ

ンピ〉において同一の映画に様々な仕方で共存す

る！という現象について論じたが，それは，人間

とゾンピとがもはや単純に区別できるものではな

くなっている l ということの品工左でもある

，主

I) Coulombe (2010) pp. 25 26. B;sJwp (2010) p. 93 

など
2）伊東（2C03)p. 138. pp. 374 381.ょ1魚（20113)

pp. I 19 121など f走者ではこのような王張を
「ゾンヒe原理主義jと名付け 以降のゾンピ映画
がいかにそれを乗り越えたかについて論じてい
る

3) lngunnzo (2014) pp. 75 83. 

4 ) lb;d p. 172 

5) B;sh叩（2010)p.5. この用話は！映国製作数だ
けではなく 1 ノl、，；，『ワールド・ウォー・ ZJ
（マックスプル yクス＇ 2006年）！『首』悦と偏
見とゾンピJ（ジェイン オースティン！セス・
グレアムコスミス＇ 20日9年）やコミックス
fウォーキングデッド』（原作ロパート
カークマン。作間 トニー。ム ア 20例年よ
り辿税）とその TVドラマシリーズ化など総々
なメディアにおいてゾンピをテーマに扱ったイ乍
；＼＇／，が山l刊されていることをiよ称している

6) 伊w(2003）や rnshop(2010）の呼び方に従っ
た f走者ではl また（クラシックゾンピ）を
〈ヴードゥーゾンピ〉とも呼称している

7) 伊車（201I ）所収のロメロへのインタビュー記
:•J ト参 II日 (pp. 30-35). 

8) 柿下（20日） pp. 204 206. 

9) 原田（2凹S)p. 30.そのZ;.so年代におけるイ
ギリスのハマーフィルム相によるフランケン
シュタインにシリーズでは1 怪物ではなく，
ピーター カyシング礼11-rる！｜当日行にノとるフラ
ンケンシュタイン博士の方に焦内、が当てられた

10) Rlrndcs (2001) pp. 18-20. 

II) シープルック『限法のj斗Jp. I 18. （ヲ［Illは林剛
至による邦訳を参問にLつつi自主l改訳した）

12) B;sh°' (20叩）第二店参照のこと
13) ルジャンドルがこのような役を凶ずるゾンピ映

回には Bo11•e1J• at Mfr}n;ght （サム カツツマン 1

ジャック・デイエツア院H. 1942年） Voodoo 

M削（ジョンキャラダイン！ジョージズ y

コIZ↑t. 1944 'I＇）がある （オジ－.p.48) 

14) その前に ゾンピ映聞にとっては！重要な時代
が訪れる 1950年代の SF映岡ブームである
このi時代のゾンピl峡間には有名な作品はないが
ホラーI出回おけるそンスターと， SFというジャ
ンルが結びついたこと，また j地主R前後の男J
（シドニーサルコウ ウパルノ ラゴーナ~if.·[},

1964年）がその世界矧においてI ロメロに与え
た影響はill嬰である lngunnzo (2014）参照

15) 日打在（2011)pp.31-32 

16) 伊東（2003)p. 138 

17) 八笠子pp.120ー121.J'l色は，ここでこの亜流の
ゾンピ映聞こそがゾンピ映闘を支えている。と
している すなわちオパノンは ロメロゾンピ
の前提を悉〈泌すことを自党的に行っているが
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ゆえにI オパノンのゾンピの特徴を＇1'返すこと
で ロメロゾンヒ♂のi暗黙的な了昨だったものを，

明言していることになるためである
18) 2011年に製作された『SUPERS／スーパーエイ

トJ(J. Jエイプラムプ、%i'!Tlは当時の状況を訣

倣的に拙写している 1979 iiミのアメリカを舞台

としたこの映画ではI 主人公の少年たちはスー
ノ｛－ 8ミリカメラを用いてゾンピl叫闘をj,l彩し

ている

19) 脱出（2013)p. 199 

20) lb;d pp. 175-177. I''・ 186-192 
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Summt11J' We know what zombi°' a悶 Theyarc悶 fer悶 dto as the“walking dead”町“livingdead” They 

have started to decompose, zombies walk m a tottenng manne1・, and they r1ttack humans en nrnsse fo1 fle;h 

meat. If a znmbie attacks someone, that person will 白山町 beeaten alive 01・ if he is lucky to es"pe, the victim 

hunself will trnns五町mmto a zombie aud start to atteck othe1・s Such an image of zombies wes rendcrcd 

m・ound the 1970’s, by the Zombie trilogy filmed by Geo1・ge A1刈悶W Romcrn (Night of the Living Dead, 

D山＂＂ 0( the Dead and Day 0( the Dead). Howeve1・, zombie日lmsprndt ccd aftα2002 pmtray thαn in 

anothc1・ way Zombies m these films arc called "runnmg zombie”01“gamc zombie”and it is cxplamcd that 

thcy are vastly diffcrcnt from Romcro’S zombies. 

In this papcr, wc rccccs1drr the h1stnncal view of zombie lihm and how zombies, who wcrc m fact born 

in thc Wcst Indian nation of Ha山町山ml1930, have transformed in terms of represcotation and narrative 

thanks to the mfluencc of Romero’S wmks Romero’s zombt出， mae<htwn to the above mentioned featu問S守

、刊 elmman-hke m印 l'ters Fu社hermo問， thecflcct of the go問 gem℃， where Romcrn’s zomb.es a同 also

clnssificd, muted rrnother image of the zαnbie the one with mm  brntality and blood shcd. Thcsc two types 

ofzomb1cs, one ns a human-like monster and anothc1 mo日 grotesqueand bloody, exist m thei1 own works and 

frightcn audienccs in thcir own ways. Yct, in worts containing“running zombie", these two types of zombies 

CO CXJ引 111the 四me日lm111 vm 1ous ways It 1s m this可JCc1alco existence that a spec1日cllyof the“mnnmg 

zombies is found. 




