沖縄におけるゾンビの可能性
─ 沖縄の歴史と映像コンテンツを中心に
柳井貴士
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1. はじめに──沖縄で「ゾンビ」は可能か
沖縄で「ゾンビ」は可能か ─この点について歴史、文化を参照に映像表象
を用いて考察することを本論の目的とする。結論を先取りするなら、映像表
象としてはもちろん可能であり、ただそこには多くの問題点が指摘できる、と
いうことになる。ではなぜ沖縄に限定してゾンビを考察するのか。後述するよ
うに、ゾンビは近代国家成立の過程において、他者化された存在の象徴でも
あった。日本においては近代国家成立期に、琉球王国を政治的に内国化し沖縄
と名付け、また戦後、米軍基地が数多く残存する沖縄は、本土との文化差異を
維持し続けているといえる。文化や風土をふまえた沖縄とゾンビをめぐる表象
文化の考察は、沖縄の現状を考える手がかりを与えていると思えるのである。
いまゾンビに関して辞書を引いてみると、
「①ブードゥーでいう蛇体の神。
（『辞林21』1994.10）
、
「ブー
②怪奇映画に登場する無言・無意志で歩き回る死体」
（『日本国語大辞典第
ドゥー教で、まじない師が生き返らせて霊力で操る死人」
（『広辞苑第七版』2018.1 ）
二版第八巻』2001.8 ）
、
「呪術によって生き返った死体」

とあるように、ブードゥー教や呪術との関連が指摘される。また「
〔ホラー映画
（『三省堂国語辞典第七版』
などに登場する〕超自然的な力で生き返った死体」
2014.1 ）のように、呪術にのみ起因せず、
「超自然的な力」が発生原因の場合も

ある。もちろん、これはゾンビに関する一側面でしかない。ゾンビとは、例え
ば映像表象を中心とした文化の中で、確固とした形象を得ながら変貌を遂げる

例えばダン・オバノン監督『バタリアン』

存在であり、恐怖やユーモアといった多様な概念を含有する創造的なクリー

（ 1985 年）では「脳ミソ」と呟くゾンビ

チャーだといえる。ゾンビは進化しているのである。

（ジョージ・Ａ・ロメロ監督、2005 年）に

その進化については興味深いものがある。ゾンビは「無言・無意志で歩き回
る死体」とされていたが、すでに言葉を介し、意志をもつゾンビが出現してい
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が現われ、
『ランド・オブ・ザ・デッド』
おける「ビッグ・ダディ」や『ウォーム・

ボディーズ』
（ジョナサン・レヴィン監督、

2013 年）では「Ｒ」が、意志や言葉を示

る1。呪術による死者の再生として描出されるゾンビは、古典的ゾンビに分類さ

すことになる。また、人間がゾンビへ

（ 1968 ）以降
れ、ジョージ・Ａ・ロメロの『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』

ズ・ボディ─ 彼女がゾンビになるまで

変容する 3 日間を描いた『スリーデイ

のゾンビと区分できる。ロメロは、本作のクリーチャーを「グール」としている

（エリック・イングランド監督、
の 3 日間』

が、ここに登場するゾンビは生者を食し、同じゾンビへと変容（感染）させる能

（ジ ェ フ・ベ イ ナ 監 督、2014 年）で は、

2013 年）や『ラ イ フ・ア フ タ ー・ベ ス』

（1978）をふくめ、ロメロの「ゾンビ」は、
力を持っていた。続編となる『ゾンビ』

ゾンビ化する、つまり人間性が喪失す

以後のゾンビ映画の公式を提供することになる。すなわち、噛まれると「感染」

生者の関わり方に焦点をあてている。

る過程が丁寧に描かれ、事態に対する

すること、退治するためには「脳」を破壊すること、などである。これら公式は
多くのバリエーションを派生させることになる。
したがって、いま仮りに、ゾンビについて、
〈死者がよみがえり生者を襲撃す
る、この死者＝ゾンビに噛まれるとウィルス感染し、被傷者もゾンビと化し、
知性や良心は消え去り、ウィルスの蔓延に一役買うべく、さらにゾンビを量産
する歯車となる〉
、このようにゾンビについて記しても、その説明としては充
分に成り立つだろう。例えば、ドラマ『セーラーゾンビ』2 においても、突然の
ゾンビパンデミックに襲われた女子高生たちは、それまで観たり聞いたりして
いた映画などのコンテンツを元に、ゾンビへの対策「噛まれてはならない／脳
ミソを破壊するか首を落として対抗する」というロジックを既に内面化してい
るのである。
さて、現在、日本でも多くのゾンビコンテンツが創造されている。だが死者

2

2014年にテレビドラマとして放送され
た『セ ー ラ ー ゾ ン ビ』の 主 演 は 当 時
AKB48のメンバーであった大和田南那、
川栄李奈、高橋朱里であり、ゾンビとい
うグロテスクな存在と、女子高生とい
う文化の発信媒体が、人気アイドルを
媒介に接続したことになる（これ以前
に も、工 藤 里 紗 主 演『最 強 女 子 高 生
（藤原健一監督、2008 年）や高部
RIKA』
あい主演『女子高生ゾンビ』
（南雅史監
があるが、
『セーラーゾンビ』
督、2010年）
ではゾンビパンデミック後にあらわれ
る、
「アフターゾンビ」の世界を目指す
意志が示されている）。企画や脚本には
犬童一心が関わり、監督を渡部亮平、今
泉力哉、古川豪がつとめている。

を火葬する文化にある日本では、生前の形象をまとった死体の復活という物語
（ 1979 ）や、
『バタリアン』
は不向きであった。ルチオ・フルチの『サンゲリア』

のように、墓場から腐った死体が復活するという表象は、日本文化においては
困難なものである。しかしゾンビ発生が「感染」という方法をとるとき、それは
文化を限定しないパンデミックへと進化するのである。
「噛む／噛まれる」こと
でゾンビ禍が拡大していく有り様は、
「ウィルス感染」のメタファーであり、
2009年に流行した新型インフルエンザや、2002年ごろの「 SARS 」、2012年の
「MERS」、2020年に世界中で感染拡大している「新型コロナウィルス」を通し
て、感染者を隔離し、社会的排除を行う様、マスクによって感染防備を行う
人々、またマスク不足による混乱や、経済を伴う社会的荒廃を目の当たりにす
るとき、
「感染」をめぐるゾンビ表象の奥深さを知ることになるだろう。
「感染」
を通したゾンビ発生は、日本をも巻き込むことになるのである。あるいは、鳥居
みゆき主演の「ゾンビの神様」3 が示すように、完全に他者化され得ない境界上
に位置するゾンビが、疲弊した社会を救済する可能性を示したり、花くまゆう
さくのマンガが原作の『東京ゾンビ』4のように産業廃棄物の不法投棄の連鎖が、

3
「ゾンビの神様」は西村喜廣が総監督を
（ 2013 年）内
つとめた『 ZOMBIE TV 』
の短編作品である。
4
佐藤佐吉監督『東京ゾンビ』
（ 2005 年）

家庭ごみに限らずやがては死体をも投棄するような状況をつくり、突如、ゾン
ビが発生するというブラックユーモアは、キリスト教的な「（死体の）復活」を
可能にしている。
沖縄に目を向けると、
『ハイサイゾンビ』5と「久茂地屋ゾンビ」6いう短編映画
がある（後述）。前者はゾンビ発生が「感染」を伴い拡大していく様を、沖縄県沖
縄市のコザを舞台に描く、コメディ要素を含んだ短編映画である。登場人物た
ちは映画内において、ゾンビパンデミック「短編映画」を撮影している。会話中
にはサム・ライミへの言及があり、ゾンビ映画への関心が深いことも語られる。

5
高山創一監督・脚本『ハイサイゾンビ』
（ 2014 年）
6
「久茂地屋ゾンビ」
（https://www.youtu
be.com/watch?v=r2ZM9QPiaxY）

本作の監督と脚本は高山創一がつとめ、西村喜廣が特殊造形プロデューサーと
して参加している。映画監督の井口昇は「「沖縄発のゾンビムービー遂に誕生！」
なんて当たり前のコピーじゃ納まりきれないエネルギーと魅力に満ちた見ると
（『ハイサイゾンビ』DVD パッケージの表記）と評価し
ギラギラできる映画です」

｜研究論文｜柳井貴士
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ている。したがって、この映画をもって沖縄における「ゾンビ」は可能であっ
たと結論づけることは容易い。だが、本作では映画内に描かれている事象を、
沖縄の文化、歴史と関連づけて考察することで、
「不可視化」されている問題が
浮上するのである。また、
「久茂地屋ゾンビ」ではゾンビと沖縄の基層的文化を
接続し、文化継続の問題点、
「不可能性」をつきつけている。本論では、沖縄を
めぐるゾンビ映画として、この二作をとりあげたい。それは、これら映像コン
テンツにあらわれるゾンビ表象が、沖縄の抱える固有の問題に関連していると
考え得るからである。
そこで次節以降、
「ゾンビ研究」の現状を紹介しつつ、沖縄の文化、歴史をめ
ぐる「ゾンビ」の有り様を考察していく。

2. ゾンビ研究の多様化──沖縄を照射する試み
現在、ゾンビに関する研究が盛んになっている。岡本健 7は研究の領野を分
類し、
「現実に存在するゾンビ研究」では南洋諸島ハイチにおけるブードゥー教
呪術により生み出されるゾンビについて、
「コンテンツに登場するゾンビ研究」
では「映画や小説などの物語の中のゾンビ」を中心に、
「メディアにおけるゾン
ビの影響や効果についての研究」では、
「ゾンビ・コンテンツのファン行動やゾ
ンビ・イベントについての研究」が遂行されていることを報告する。また「概念
としてのゾンビ研究」ではデイヴィッド・チャーマーズ、下條信輔を引用しなが
ら「人間の意識体験について深く広く議論」できる場が用意されたとしている。
さらに岡本は「比喩としての「ゾンビ」
」として制止されず再起し続ける行動を
「ゾンビ」に例える例も挙げている。
ヴードゥー教の呪術により死者の肉体がよみがえるという現象は、ウィリア
ム・シーブルックの『魔法の島』8や、ウェイド・デイヴィスの『虹と蛇』9、
『ゾン
ビ伝説』10の他、文化人類学や薬学（人間をゾンビ化する「ゾンビ・パウダー（テト
ロドトキシン）」
）の視点から、調査、報告がされている。またコンテンツ研究で

は、伊東美和の『ゾンビ映画大事典』11をあげることができる。1932 年の米国
（ヴィクター・ハルペリン監督、1932 ）から、2002 年まで
映画『ホワイトゾンビ』

のゾンビ映画解説のほか、
「ゾンビ映画監督列伝」として、ジョージ・Ａ・ロメロ
やルチオ・フルチなどが紹介されている。さらにマックス・ブルックスの『ゾン
ビサバイバルガイド』12ではゾンビの発生した世界をサバイバルする方法が、ダ
ニエル・ドレズナー『ゾンビ襲来』13ではゾンビ発生に対する国際政治学の有り
様のシミュレーションが「真面目」に記されている。他にもガイドブック、ムッ
ク形式の書籍が多数あり、またマンガ（例えば花沢健吾『アイアムアヒーロー』、
海法紀光・千葉サドル『がっこうぐらし！』など多数）
、アニメ（『がっこうぐらし！』、
『ワーキングデッド』ほか）
『ゾンビランドサガ』ほか）
、ドラマ（『セーラーゾンビ』、

や絵本（『ゾンビのホラーちゃん』ほか）にも、ゾンビは多々登場することになる。
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7
岡本健「ゾンビ学入門」、
『ゾンビ学』人
文書院、2017 年、19 ‒ 32 頁
8
ウィリアム・シーブ ルック『魔 法 の 島
──配置』林剛至訳、大陸書房、1969年
9
ウェイド・デイヴィス『蛇と虹──ゾン
ビの謎に挑む』田中昌太郎訳、草思社、

1988 年

10
ウェイド・デイヴィス『ゾンビ伝説──
ハイチのゾンビの謎に挑む』樋口幸子
訳、第三書館、1998 年
11
伊東美和『ゾンビ映画大事典』洋泉社、

2003 年、続編として『ゾンビ映画大マ
ガジン』がある。

12
マックス・ブルックス『ゾンビサバイバ
ルガイド』卯月音由紀翻訳、森瀬繚翻訳
監修、エンターブレイン、2013年、マッ
クス・ブルックスは、ブラッド・ピット
』マーク・
主演映画『ワールド・ウォー Z（
フォスター監督、2013年）の原作者であ
る（浜野アキオ訳、文藝春秋、2010年）。
13
ダニエル・ドレズナー『ゾンビ襲来──
国際政治理論で、その日に備える』谷口
功一、山田高敬訳、白水社、2012 年、ま

た本書所収の、谷口功一「ゾンビ研究事
始──本書の解説を兼ねて」はゾンビ
に関する広範な領域を紹介しており、
参考になる。

さて、このようなゾンビ研究、
「ゾンビ学」の隆盛はなにに起因するのだろう
か。これは複層的な問題ではあるが、人間に近しい存在でありながら異質な存
在として表象される「他者」をめぐる自己認識や、多様化しグローバル化しつ
つも、例えば移民排斥をめぐるナショナルな言説形成の同居する現代性を思考
することとの連続性があること、ゾンビをめぐるコンテンツの中にはこのよう
な問いが潜在しており、したがってゾンビ研究が重要になっているのだとここ
では考えたい。ゾンビ VS 人間の構図は、元は同じ人間（隣人）であった者をい
かように他者化するかの苦悩を扱い、あるいはまったくの部外者として敵対構
図の中に取り込まれ娯楽としての「狩り」の対象としたり14、無条件の敵として

14
ジョージ・Ａ・ロメロの『ナイト・オブ・
ザ・リビング・デッド』
（ 1968 年）や続
編『ゾンビ』
（ 1978 年）では、地域住民
がティータイムを楽しみながら、銃を
用いてゾンビ狩りをする描写がある。

殺戮・排除の対象に仕立て上げる。一方で、その他者との〈共存〉の可能性は、
（アンドリュー・カリー監督、2007）や、両者
ゾンビをペット化する『ゾンビーノ』

を分ける境界としての「壁」を、恋愛を通して放棄するエンディングが印象的な
『ウォーム・ボディーズ』などによって示されている。
ゾンビ映画史においては、ブードゥー教によるゾンビ創生は「古典的ゾンビ」
（『恐怖城』）では、新婚夫婦の新妻
と分類される。先にあげた『ホワイトゾンビ』

に恋した男が、彼女をゾンビ化して所有しようとする顛末を中心に描く、
「ハイ
チ伝承を踏まえた厳密な意味でのゾンビ映画」15だとされる。ここでは、ゾンビ

15
前掲『ゾンビ映画大事典』28 頁

は労働者や権力者に敵対する他者を、隷属化させられたものとして描かれてお
り、ロメロの『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』が示したとされる、ゾンビ
『ホ
の「感染」
、ゾンビの食（生者）を求める彷徨は描かれていない。その意味で、
ワイトゾンビ』におけるゾンビは、死者の復活という問題以上に、奴隷として
の意味に焦点化しているといえる。丸山雄生は以下のように指摘する。
1 915年にハイチを軍事的に占領したアメリカは傀儡国家を経済的に支配す
るようになる。革命（ 1804 年の奴隷革命により、ハイチは世界初の黒人共和
国となった─ 引用者）の成果であった外国人の土地所有禁止を撤廃した結果、
アメリカ資本がプランテーションを所有・開発し、砂糖を生産することを可能
にした。軍事力を用いた体制の転覆と再構築、土地や重要インフラの独占を
通じた資本家の支配とその権益の保護は 19 世紀末以降のアメリカの帝国主義
の定式だった。
（中略）結果、ハイチの人々は持たざる者としてプランテーショ
ンの農作業に従事することになった。それは復活した奴隷制であり、ゾンビ

16
丸山雄生「人間であること、動物にな
ること、ゾンビにとどまること─三
つのエージェンシーと客体化」、
『立教
ア メ リ カ ン・ス タ デ ィ ー ズ』2019 年、
13 頁

とは奴隷的な労働者だった16。

ゾンビとは制圧された「奴隷的な労働者」の側面を内在する。
「ハイチにおい
てゾンビの意味は強制的な隷属状態とキリスト教的な復活を想起させる形象を
めぐって明確化するように思われる」のであり、それは「奴隷制度をめぐる想
像力」と「キリスト教」が植民地を含有する際の復活神話の話型と関係するのか
もしれない17。隷属しえない他者を敵と認定し、制圧することを〈正義〉とする

17
マキシム・クロンブ『ゾンビの小哲学』
武田宙也、福田安佐子訳、人文書院、
2019 年、27 頁

一部の「西部劇」と対の対象となる。呪術を用いて隷属される他者＝ゾンビは、
（ 1943 ）にも登場する。異人種として「客体化」されることが
『ブードゥリアン』

｜研究論文｜柳井貴士
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ゾンビ創造の要因となりえたことが示唆されるのである。
ここで、本論の主題となる沖縄について考えてみたい。
「沖縄」は、1872年に
（ 1879 年）により旧大日本帝国に組み込まれた。それまで琉
始まる「琉球処分」

球王国として存在していたものの、1609年の薩摩藩侵攻により隷属状態はす
でに始まっていた 18。
「沖縄学」の父と呼ばれる伊波普猷は、
「琉球処分」を隷属
状態の打破＝「解放」として積極的にとらえる姿勢を示したが、これも日本／
沖縄という関係のねじれに起因する複層的な問題を提起している19。従属する
ことでの一定の位相の確保、これは同化と異化という問題として、戦後にまで
継承されるからである20。そこで、次節では、近代沖縄と本土との関係に目を
向け、ハイチとの関連性からゾンビについて考察する。

3. 近代沖縄への政策─階層化されるゾンビとしての可能性
旧大日本帝国に組み込まれた沖縄では、行政改革の前にまず日本語教育に力
がそそがれた。1880年に「会話伝習所」が設置され、
「沖縄対話」という教科書
が編纂されている。行政的な問題は「旧慣温存」として残置されつつ、言語教
育が優先されるのである。
「会話伝習所」には、県庁学務課員（本土の人間）が置
かれ、旧藩学校生徒からの選抜者が教育を受けている 21。
「〔…〕教育ノ道開クレ
バ其他百般ノ事業ハ自然ニ理義弁別シテ人心調和シ朝旨貫徹シテ時勢ノ沿革万
国ノ形勢ヲモ知リ自ラ開化スルニ至ルベシ」22という思惑から、沖縄併合に際し
て「標準語」教育の重要性が指摘されていく。教育の拡充は思い通りではなかっ
たが、
「標準語」受容は、中央からの教育という外的要因だけでなく、県民の社
会的自覚という内的要因によっても進展したことから23、制度に含有されるこ
とにより、
「日本人」であろうとする同化の意思が派生しているさまが見て取れ

18
仲原善忠『琉球の歴史上・下』琉球文教
図書、1952 年 ‒1953 年、中野好夫・新崎
盛暉共著『沖縄戦後史』岩波新書、1976
年、西里喜行『沖縄近代史研究』沖縄時
事出版、1981年などを参照。
19
比屋根照夫『伊波普猷論』ぺりかん社、
1978年、同『近代日本と伊波普猷』三一
書房、1981年を参照。
20
大城 立裕『同化と異化のはざまで』潮
出版社、1972年、新川明『異族と天皇の
国家』二月社、1973年を参照。
21
安里彦紀『近代沖縄の教育』三一書房、
1983年、同『沖縄の近代学校』沖縄時事
出版社、1983年、藤沢健一「近代沖縄教
育史の視角─問題史的再構成の試み』
社会評論社、2000年を参照。
近藤健一郎『近代沖縄における教育と
国 民 統 合』北 海 道 大 学 図 書 刊 行 会、
2006年、照屋信治『近代沖縄教育と「沖
縄人」意識の行方 ─沖縄県教育会機
関誌『琉球教育』
『沖縄教育』の研究』溪
水社、2014年を参照。
22
河原田盛美「琉球備忘録」、琉球政府編
『沖縄県史 第 14 巻 資料編』琉球政府、
1965 年を参照。
23
外間守善『沖縄の言語史』法政大学出版
局、1971 年を参照。

るだろう。
一方で、遅れて編入された沖縄は、本土から境界者としてのまなざしを受け
てもいる。
「婦人は眉を剃ることなく又歯を染ることなし是等はやヽ野蛮の俗
を脱するものヽ如くなれども却つて是より醜なるものありて染歯剃眉に代用す
るに十七八歳以上の婦人は手の甲即ち外面に於て図の如き入墨を為せり生の初
（『朝日新聞』1885. 8. 14）とあるように、沖縄特
めて一視するや鬼の如く思へり」

有の文化「ハジチ」24への干渉が記されている。
「教育」促進とともに野蛮と名指
しされる「文化」の抹消が行われる。沖縄は、国家的同一性を想像する中心の
「他者」の位相を与えられていくのである。
外側（周縁）に階層化され、
『大日本教育会
例えば、日清戦争後の新聞記事（『朝日新聞』1896. 8 . 5 ）には、
（ 180 号）掲載の高良隣徳「琉球教育に就て」の引用がある。
「今上天皇陛
雑誌』

下は即位以来維新の大業を成就せられ（中略）四十四万■人民如何ぞその恩与
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（傍点ママ、判読不可能な文字は■とした）と述べる高良に
に感涙せざらんや」

対して、執筆者は「斯くて琉球人は教育せらるべき民族なり純然たる大和民族
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24
「ハジチ」は「二十世紀初頭まで、南洋諸
島の女性たちが行っていた入れ墨の習
慣」とされ、1899 年には禁止令が出さ
れている。
「禁止令は本土の人々やアイ
ヌ、植民地であった台湾の先住民族な
どの入れ墨習慣を抑圧した同時代の動
きに連動していた」
（山本芳美「ハジチ」
、
『沖縄民俗辞典』吉川弘文書、2008年）。

なり忠実なる日本帝国臣民と為すを得べしと論ぜり（但し未完）」として高良論
をまとめ、さらに「台湾の民をも亦此の如くならしめんことを」希求する。
「天
皇」の「恩与」に「感涙」できる沖縄県民は、
「日本帝国臣民」であると主張する
高良を評価しつつ、それがあくまでも「他者」の位相にとどまる存在であるこ
とが、
「台湾の民」と並列して論じられることからうかがえるだろう。
言語・日本語教育を通して「日本人化」が図られる一方で、
「他者」の位相にと
どまる沖縄県という解釈は、戦時中、また戦後の米軍施政権下への放出、また
現在にまで遺恨を残す基地問題を考える際に、未だに通底する日本・本土側の
「中心意識」の現われなのだといえよう。
ここで、インターネットの検索サイトに「沖縄 ゾンビ」と入れてみよう。する
と、米軍基地に反対する市民運動・活動者たちを「左翼」
「ゾンビ」と名指して
糾弾する動画を発見することができる。ここでは「比喩としての「ゾンビ」」と
して、市民が扱われている。基地問題が何に起因し、戦後においてどのような
経緯をたどったのかは問われることはない。日本政府が遂行するプログラム
を正しいものと決定づけ、その反対者はゾンビとして他者化されているので
（先の高良論文に顕著な、自らの臣民化とそ
ある。沖縄「側」からの〈歩み寄り〉
のための天皇制の受容）は、
「同化」を求める「側」にとっては受け入れやすく、

一方で他者の位相に止め置くためのロジックは決して捨象されない。政府の方
針に抵抗する基地反対者は、他者＝ゾンビの位相に追いやられるのである。ゾ
ンビが、社会的な他者・客体者であることは、このような事例からも見出せる
のであり、沖縄県・琉球がこれまで被ってきた「痛み」の歴史（薩摩藩侵攻、琉球
処分、アジア・太平洋戦争における地上戦、米軍施政権・占領、本土復帰と基地の
残存 ……）は問われる必要さえないのである。いま目の前で進行する出来事の

「正 ／ 悪」が問題となり、基地反対＝悪と断ぜられることで、ゾンビと認定さ
れる。例えば、辺野古への基地移設が問題となり、県民投票（2019. 2 . 24）をもっ
て沖縄県の民意が表出されてもなお遂行される基地工事は、外交や保障の問題
を大テーマとすることで「国益」として優先される。反対者は当然、日本国の他
者＝ゾンビとして排除される構図が現われる。このように、基地への反対を表
明する市民を「ゾンビ」として表象することは、国内では沖縄に対して顕著な
出来事だろう。同化 25を志したとしても、
「他者」として据え置かれる。この論

25
河野啓による報告では、
「米軍基地と日
本の安全」のために基地が残存するこ
とに対して、1972 年本土復帰当時は
「やむをえない 19% 」の合計
「必要 7 % 」
26 % だったが、2012 年の調査では「必
「やむをえない 45 % 」の合計
要 11 % 」
56 % に上昇している（河野啓「本土復
『 NHK
帰後 40 年間の沖縄県民意識」、
放送文化研究所年鑑 2013 』、2013 年、
96 頁）。

理は国家的事業に直面したときに際立つ。沖縄においては「ゾンビ」と名指し
される「他者」は実在するのだ。

4. ゾンビ発生リスク──放射能と沖縄
ゾンビに関する映画をめぐっては、そのゾンビ自体の発生理由に対するいく
つかのスタンスがある。まず、ゾンビが存在するということを受け入れ済みと
して世界を構築し、あるいはゾンビ発生理由そのものを問いかけたり、前述し
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たように呪術を動機として扱うスタンスである。また、ウィルスの感染による
（ダニー・ボイル監
ゾンビパンデミックの拡大をめぐる映画として、
『 28 日後 ... 』
（マーク・フォースター監督、2013 ）をあげる
督、2002 ）や『ワールド・ウォー Z 』

ことができる。これらの作品は、その感染の速度に呼応するようにゾンビが人
間の動きを凌駕するような速度を得ている。
さらには、ゾンビ化の原因を放射能に求める映画がある。
『ナイト・オブ・ザ・
リビング・デッド』では、ゾンビの発生理由についてテレビ放送が金星探査衛星
の放射能を示唆している。地球外からの放射能をゾンビ発生の原因とする映画
（ 1979 ）があり、また核実験の影響を示唆する映画
には、
『エイリアン・デッド』
（1980）がある。また核廃棄物用ドラム缶をめぐっ
に『PORNO HOLOCAUST』
（ 1987 ）がある。核兵器をめ
てゾンビが発生するものに『 悪魔のゾンビ天国 』

ぐっては、ギリシャのエーゲ海上を飛んでいた軽爆撃機が、核兵器を海上に
落下させてしまったことから始まるブラックコメディ映画『 魚が出てきた日 』
（マイケル・カコヤニス監督、1967）などがあり、核兵器、核廃棄物が必ずしもゾ

ンビ発生を誘発するわけではない 26。しかし、放射性物質が未知の存在であり、

26
川村湊『銀幕のキノコ雲─映画はいか
に「原子力／核」を描いてきたか』イン
パクト出版会、2017 年を参照。

（54）や『放射能 X 』
（53））させたり、あるいは縮小（『縮
生物を巨大化（『ゴジラ』
みゆく人間』
（57））させるという想像力は、映像表象と親和性のあるものだとい

えよう。したがって、この未知の存在である放射能が、ゾンビ禍を発生させる
原因として一定の説得力を持ちうる点も理解できるだろう。
日本では 2011年の東日本大震災の際に、福島第一原発事故をめぐる放射能
汚染が問題となった。日本は戦時中、米国により、広島と長崎に原爆を投下さ
れ、多くの犠牲者を出している。また 1954 年には第五福竜丸がビキニ環礁に
おける水爆実験の被害を受け、船員が命を落としている。核兵器が他者を制圧、
殲滅する武器として存在するのであれば、
「平和」という概念をもって対抗する
ことも可能だろう。しかし、日本では核の「平和利用」という言説とともに、戦
後、10年も経ていない 1954年には、研究開発予算が当時改進党所属だった中
曽根康弘らによって国会に提出されている。日本において、広島と長崎の原爆
投下の記憶が集団的な悲劇として刻印されなかったのは、
「
「原子雲の下」で起
こった悲惨な現実と放射能の晩成被害・内部被曝は、日本ではGHQの検閲に

27
加藤哲郎「日本における「原子力の平和
利用」の出発 ─原発導入期における
中曽根康弘の政略と役割」、
『原子力と
冷戦』共栄書房、2013 年、27 ‒ 28 頁

よって隠蔽されてきた」27ことが一因としてあるだろう。
日本でも原爆キノコ雲は、畏怖・驚異のシンボルであると共に、
「原子力へ
の夢・あこがれ」を喚起し、
「風邪にピカドン」の家庭常備薬や「読売巨人軍の
原爆打線」のように「強力な」
「すごい」イメージにつながった。／「原爆」に対
する真摯な省察と反省の欠如こそ、
「原子力の平和利用」を可能にしたと考え
られる。
「ヒロシマ・ナガサキ」は、敗戦による「平和・復興」の象徴であえると
共に、なお続く悲惨、残存放射能被害の現実をかかえていた。しかし原爆に
ついての議論は、もっぱら「文化国家」
「科学技術立国」
「原子力の平和利用」
「原子力エネルギーの夢」の方向で肥大し、こどもたちにまで広がっていた。
28
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28
前掲『原子力と冷戦』、28 頁

このような状況が日本の特徴なのである。では、この時期、米国占領下に
あった沖縄ではどのような動きがあっただろうか。戦後に占領された後、米国
の核戦略にとって沖縄は重要視される。ソ連を中心とした東側諸国との緊張は、
一時、沖縄に 1300 発の核兵器を抱えこむまでに肥大する。攻撃型核ミサイル
「メース B」の存在の痕跡は恩納村に残る基地跡からうかがうことができる。沖
縄は東西冷戦のパワーバランスを保つうえで重要な要石であり、それゆえに核
兵器配備の最前基地としての役割を内在させることになるのであった29。そし

29

2017 年 9 月 に 放 送 さ れ た NHK ス ペ
シャル「核と沖縄」、ならびにその書籍
化である松岡哲平『沖縄と核』新潮社、
2019 年を参照。

て「 1960 年代に入って、アメリカは核ミサイル・メースＢの沖縄配備を発表し、
基地を増強していった。ここでも、それが射程 240キロの広島型原爆の 70 倍も
の威力を持つ核弾頭を搭載した核ミサイルであることは隠したままであった。
しかし、基地建設場で働く沖縄の労働者から、メースＢが核兵器であるという
見方が広がり、反対世論が高まった。琉球政府の議員たちが日本政府に配備中
止に動くよう要請するまでになった」30のである。
1964 年に総理大臣に就任した佐藤栄作は、1969年 3 月 10 日の参院予算委員
会において沖縄返還方針に「核抜き本土並み」を打ち出した。翌日には保利官
房長官が「政府は沖縄返還交渉には核抜きで臨む、返還後の沖縄には非核三原
則が適用される」と明言している31。すでに存在する「核」を「抜く」ことを含め
ての返還交渉は、沖縄に課せられた戦後の歴史の従属的立ち位置を鮮明化する
ものでもあっただろう32。
沖縄においては、放射能の脅威が、本土以上に身近なものとして存在してい
た。実際に、1953年には那覇港において核事故が発生しており、大惨事となり
かねなかった。このような歴史下にある沖縄において、ゾンビ発生の想像力が、
米軍の核兵器・放射能とリンクすることは充分にあり得るのではないだろうか。
これまでのゾンビ映画におけるゾンビ発生の要因としての放射能は劇映画にお
ける想像力を喚起するものではないだろうか。だが、現在のところ、管見のか
ぎり、米軍／放射能といった問題と関連する作品は見られない。

30
「 NHK スペシャル『沖縄と核』──土地
接収し世界最大の核拠点に」、
『長周新
聞』2017 年 9 月 15 日、 https://www.

chosyu-journal.jp/review/4742

31
高原孝生「日本の「非核政策」と沖縄返
還・序 説」、
『明 治 学 院 論 叢・国 際 学 研
究』、1992 年を参照。
32
佐藤による返還交渉に〈密使〉として関
わった若泉敬は極秘の合意議事録を開
示している。
「一九六九年十一月二十一
日／ワシントン DC 」での日米合意に

おいて、ニクソン大統領は「重大な緊
急事態が生じた際には、米同政府は、
日本国政府と事前協議を行なった上で、
核兵器を沖縄に再び持ち込むこと、及
び沖縄を通過する権利が認められるこ
とを必要とする」と主張し沖縄の戦略
性は放棄しない。対して佐藤は「かか
る事前協議が行なわれた場合には、遅
滞なくそれらの必要をみたす」
（若泉敬
『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス──核密
約の真実』文藝春秋、2009 年、448 頁）
と答えている。

5. 『ハイサイゾンビ』──ゾンビパンデミックの原因をめぐって
（高山創一監督、2014 ）は、インディーズ映画を撮影してい
『ハイサイゾンビ』

るグループが中心人物となる。すでにゾンビパンデミックが起こっている状況
のなか、生き残った女性サラと男性ショーンが「エイサー」を用いてゾンビ（コ
ジャー）を撃退する、という内容を監督ドン、カメラのトミ、サム・ライミを敬

愛するゲンが撮影している。やがてショーンが見つけた「面白い場所」に向かう
と本物のゾンビが現われる。そこには「この先 “聖域” につき立ち入り禁止」と
の看板があり、聖地（御嶽）が設定されている。ここでゾンビがショーンを襲い、
血まみれのスプラッターが始まる。ショーンをうしない、逃げる 5 人をゆっく
り歩くゾンビが追いかける。コザの商店街に場所を移し、格闘技経験のある
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トミがゾンビと戦うのだが、身体を欠損し、ゾンビ化してしまう。すでにコザ
にはゾンビがあふれ、別行動のサラも襲われている。ドンは斧を持ち、敵討ち
としてゾンビ退治を行うが、やがてメンバー全員がゾンビ化してしまう。その
うえで、ゾンビによるゾンビ映画の撮影が再開されるのであった。DVDのコ
メンタリーでは沖縄市の「観光 PR 映画」として制作されたと述べられている。
（ゴリ
沖縄市観光物産振興協会は「映画のまち沖縄市」を掲げ、
『ロクな人生』
（橋本光二郎監督、2019 ）のロケ地にもなって
監督、2014 ）や『小さな恋のうた』

いる。映画後半における商店街でのゾンビウォークは、エキストラによるコス
チュームプレイ的な、参加型「イベント」にも見える。
映画内映画ではエイサーによるゾンビ退治が試みられる。エイサー33 は、
「沖縄本島および周辺離島の盆踊り」であり、
「大勢の若者が参加して行うこと

33
寺内直子「エイサー」
、
『沖縄民俗辞典』
吉川弘文書、2008 年

により、お互いの連帯意識を強化する役目も担っている」。
「移民社会において、
芸能がアイデンティティの共有や確認を果たす」際には、エイサーがハワイに
おいて重要な役割りを果たした。マブイ（魂）をグソー（あの世）へ送る儀式と、
ゾンビ退治の繋がりの疑問はコメディとして処理されている。また登場人物た
ちが聖域を犯すことで、本当のゾンビに襲われるという構図をとるが、そのゾ
ンビが何に起因し、どうして聖域にいるのかは問われない。したがって、映画
後半のゾンビパンデミックの理由は言及されないまま、
〈ゾンビの世界でゾンビ
になりゾンビ映画を撮影する〉ことで映画は終わる。沖縄の文化や風景を引用
している点、また西村喜廣の特殊造形によるゾンビを視覚的に楽しむ映画とし
て評価することはできるだろう。
一方で、
『ハイサイゾンビ』は（短編としての時間制限はありつつも）いくつか
のポイントを捨象している。DVD 特典のコメンタリーでは、撮影されたコザの
商店街の角の向こうに、外国人用のストリップ劇場があると述べられていた。
映画が捨象しているのは、コザとアメリカの接点なのである。
戦前、越来村と呼ばれた地域に、戦後嘉手納基地が建設され、米兵を対象と
した飲食、商店街が作られることで発展したコザは、米国空軍嘉手納基地の門
前町として「経済的な意味とエロティックな意味」34が錯綜しながら構造化され

34
マイク・モラスキー「文学的イメージに
おける基地の街」田村恵理訳『ユリイカ』

2001 年、61 頁

てきた。一方、コザから沖縄市となった現在、2007 年には「エイサーのまち」
を宣言し、伝統文化と関連した地域づくりに取り組んでいる。地域づくりの現
在と、米軍との歴史。コザは「接触領域」として、米国と沖縄の関係性を重層的
にはらんだ場であり、1970 年に市民と米軍属との間で発生した「コザ騒動」は、
それまでの強権的権力構造に対する市民の怒りのあらわれとして捉えることが
できる。権力構造が転倒するカーニヴァル的な衝突は、復帰を前にした沖縄
の価値を問うものでもあった。
『ハイサイゾンビ』には米国の痕跡は見当たらない35。もしゾンビパンデミッ
クが発生したなら、駆けつけるはずの警察や自衛隊、在日米軍も登場しない
─もちろん、予算の問題や映画が内在する「視点」にとって在日米軍が重視
されないことは理解できる。ゾンビパンデミックの原因が放射能であるなら、
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35
例えば、本土復帰後の沖縄を舞台とし
た『ゴジラ対メカゴジラ』
（福田純監督、
1974 年）においても、怪獣襲撃のなか、
米軍だけでなく、他のシリーズ作品に登
場する防衛隊／自衛隊も描出されない。

米軍基地との関係性に言及することも可能だろう。またゾンビのウィルス感染
を想定するとき、現下の状況は示唆的である。すなわち「米軍関係者の国内外
の出入りが多くなるこの時期、基地を抱える沖縄本島中部の繁華街には、軍
人・軍属らが行き交う。国内に入る米軍関係者は民間空港ではなく、基地内の
空港に米軍機やチャーター機などで着く場合が多いが、基地内での検疫状況は

36
『沖縄タイムス』2020 年 7 月 9 日 https:
//www.okinawatimes.co.jp/articles/-/
598082

明らかになって」36おらず、軍人、軍属からの感染が懸念さるのである。
『ハイサイゾンビ』において問われない米軍、軍人、軍属の存在は、エンター
テインメント映画が対象とする領域への示唆を与える。沖縄におけるゾンビ映
画において、ゾンビパンデミックの原因が問われないことは、多くの歴史事項
を捨象することにつながる。観光誘致はエンタメと接続することで魅力あるイ
メージを喚起しなければならない。古層と呼ぶにはまだ新しい戦後の米軍との
歴史、観光客誘致を目的の一端とする観光協会協力の映画、このバランスのう
えでは、表象としてのゾンビは可能であったが、それは表層の領域にとどまる
しかないのであった。

6.「久茂地屋ゾンビ」をめぐって
琉球放送による『オキナワノコワイハナシ』シリーズは、沖縄の風習、風俗、
迷信などを基にした「沖縄ホラー」を自負する短編ドラマである。このシリーズ
（真喜屋力監督）と「久茂地屋ゾンビ」
中、2012 年夏には「ゾンビのカジマヤー」
（仙頭武則監督）が制作されている。ここでは、YOUTUBEにもアップロードさ

37
「久 茂 地 屋 ゾ ン ビ」https://www.youtu

be.com/watch?v=r2ZM9QPiaxY

れている、
「久茂地屋ゾンビ」のロングバージョンを取り上げたい37。
本作は、現代の沖縄に生きるラジオパーソナリティの男性 2 人が、あの世か
ら生き返るという呪文のおもろそうしに同期することで突然、ゾンビ化する物
語である。彼らは「リュウキュウ」
「どこ?」と呟きながら、街を彷徨する（途中、
感染したと思われるゾンビたちと踊る場面（マイケル・ジャクソンの『スリラー』を
想起させる）が挿入される）
。彼らは「仲西ヘーイ」
「飴買い幽霊」
「キジムナー」

「リュウキュウ」は
「耳切坊主」といった沖縄のマジムン（悪霊、妖怪）に遭遇し、
どこかと尋ねるも、彼らは苦悶の表情を浮かべて、すでに「リュウキュウ」が存
在しないことを述べるのである。
「仲西ヘーイ」は 40 年来の沖縄の文化批判を
行う。背後には「よしもと沖縄エンターテインメント」の看板を掲げたビルがあ
り、沖縄的な伝統芸能の死が重なる。
「仲西ヘーイ」は米軍オスプレイの飛ぶ沖
縄の空を呪いながら卒倒する。
「飴買い幽霊」は無関心な人びとによって黙殺さ
れ、生き残れたはずの赤子の死を眺めながら倒れる。
「キジムナー」も住む場所
を追われたのか悶絶する。
「耳切坊主」は「リュウキュウ」がどこか問われ国際通
りを指さす。
「こんな沖縄に誰がした?」
「やりにくい」が、4 種のマジムンの問
いなのである。やがてゾンビの 2人は「琉球」を冠した看板を国際通りに発見す
る。だが、琉球という呼称は地域・土地を名指すものではない。2人はいわば

｜研究論文｜柳井貴士
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「不在の〈実〉在」という「リュウキュウ」をめぐり彷徨するしかないのである。
モノレール駅前にある巨大なシーサーは彼らの知る「リュウキュウ」とは別のも
のである。
映画は、ここで東日本大震災における「福島第一原発事故」の映像を挿入し、
「再稼働反対デモ」の様子を映す。同時に、画面には「 JAPAN OF THE DEAD」
の文字が浮かぶ。沖縄と福島の接続。文化の喪失と「放射能」が結びつくので
ある。2 人のゾンビは呪術的（おもろそうし）要素に起因し発生した。琉球を継
承する存在である彼らは、琉球不在の街の中で倒れるしかない。もちろん、文
化は取捨選択を繰り返しながら進歩するものであろう。だが、ここで問われる
文化の喪失は、外圧（米軍）や経済至上主義により進行したものなのである。
人々のマジムンへの無関心は、やがて彼らの存在を消去してしまうだろう。街
角に掲げられる由来記は知識にはなるが、それを読むものの感受性は民話や文
化に呼応してはいない。したがって、マジムンは「やりにくい」世を生きねばな
らない。興味深いのは、死者の再生であるはずのゾンビが、映画の最後に、倒
れることである。日本のなかの「もうひとつの日本」と喧伝される沖縄の文化
は、
「癒し」というコードにより、消費文化のなかに絡めとられる。もちろんそ
れは一方の「まなざし」により成立するものではなく、相互の結束点において
成り立つ。
「仲西ヘーイ」が述べる「 40 年」は、この作品の制作年（ 2012 年）を踏
まえるなら、1972 年（沖縄本土復帰）からの時間になる。本土資本の流入、消費
文化の日常化により、古層に在り続けた琉球文化はゾンビ化すらも許されない
という終末を迎えているように思える。
ここでの唐突にも思える福島との接続は何を意味するのだろうか。高橋哲哉
は福島の原発の有り様と沖縄の米軍の残存について以下のように述べる。
「犠
牲のシステムでは、或る者（たち）の利益が、他のもの（たち）の生活（生命、健康、
日常、財産、尊厳、希望等々）を犠牲にして生み出され、維持される。犠牲にす

る者の利益は、犠牲にされるものの犠牲なしには生みだされないし、維持され
ない。この犠牲は、通常、隠されているか、共同体（国家、国民、社会、企業等々）
にとっての『尊い犠牲』として美化され、正当化されている」38。
「犠牲のシステ
ム」においては、住民は、その正体を隠蔽されながら事態を内面化させていく。
本作では、沖縄におけるエンターテインメントの在り方、継承されてきた文化
性、米軍基地の常設化が問われ、そこへの無関心を問いだてる。沖縄独自の基
層文化が本土文化を相対化する豊かなもの（首里城やグスク文化、民謡や組踊を
想起できる）でありながら、本土資本における文化の浸食を示しつつ、軍事化

の止まない島として描くことで、本土との差異が浮かび上がる。沖縄という表
「リュウキュウ」は
層（豊かな基層文化）と現実（文化の浸食、基地の島）の前で、
言葉の戯れに堕してしまうのである。したがって、本作において表象された文
化継承者としてのゾンビは、
「ゾンビ」でありながら、存在が困難になるという
〈矛盾〉したものとなるのである。沖縄におけるゾンビの「不可能性」が示され
たことになる。
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38
高橋哲哉『犠牲のシステム─ 福島・沖
縄』集英社、2012 年、185 ‒186 頁

7. おわりに
ゾンビが観光やイベントと親和性があることは、谷口重徳による「横川ゾン
ビナイト」の報告39が示している。岡本健は「具体的なコンテンツではなく、
「ゾ
（文脈）を活用したイベント」40 の有用性を指摘する。
ンビ」というコンテクスト

沖縄においては、北谷アメリカンビレッジでの仮装イベント「ハロインフェスタ」
をあげることができる。いまHPに掲載される入賞者の写真をみるに、近年に
なるに従い、衣装にとどまらず、メイクに重点が置かれていることに気がつく。
参加者の多くは、腐敗したり裂傷を負うゾンビメイクを楽しんでいるようで
ある41。ここにも、沖縄のゾンビを見出すことができるだろう。
本論では、沖縄におけるゾンビの可能性について考察した。ゾンビ研究が盛

39
「サブカル町おこしを支える地域コミュ
ニティの足腰の強さ ─「横川ゾンビ
ナイト」の事例から」、
『経営＆情報シス
テム ワ イエムビジ ネスレポート』、
2016年
40
岡本健『大学で学ぶゾンビ学』扶桑社、
2020 年、241 頁
41
北谷アメリカンビレッジ https://www.
okinawa-americanvillage.com/

んな現在、その知見は様々な分野に応用できるだろう。ゾンビ映画の歴史を俯
瞰したとき、古典的ゾンビ、ロメロ以降のゾンビ、また感染症を伴うゾンビ、
といった分類ができる。沖縄とゾンビという領域を多角的にとらえたとき、琉
球処分に始まる歴史下において教育と他者化の問題が見て取れた。ここにハイ
チの歴史との相同性が見出せ、ゾンビ表象の可能性が繰り出せることになる。
また、
『ハイサイゾンビ』と「久茂地屋ゾンビ」をめぐっては、
「ゾンビ」表象を認
めつつも、そこに欠落した視点やゾンビ生存の不可能性を見出すことで、沖縄
におけるゾンビの問題点を論考した。今後は、沖縄に関する映画を用い、観光
や土地性（歴史や文化）の側面から考察を行っていく必要がある。

｜研究論文｜柳井貴士

137

