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「怖くないとは言ってない 」―第三回

これは本当に あった話なんだけど―

牧野修（画・ＹＯＵＣＨＡ Ｎ ）

夜中自転車 で走っていたら職質にあ った。きちんとライトもつ けているし、もちろん
登録済みの自転車だ。 問題は何もない。だから、 ご苦労様です、たいへんで すよねえ、

とニコニ コして受け答えしていたら どんどん警官の数が増えて いった。なんだかひっき
りなしに無線機で喋 っている人がいる。あっと いう間に若い警官から年嵩 の警官まで十

人あま り、私の回りを囲むように して集まってきた。カバン を見せろとか言われるか な
とドキドキして待 っていたら、自転車の照合 が終わると同時に、わらわ らとみんな解散

して いった。というような経験 から、職質の時は警官に向 かってにこやかに話し掛け て
はならないという 教訓を得た牧野です。

実 際それからは職質されると 不機嫌そうに応対すること にしているが、あっという 間
に話が終わって 解放される。しかし何より も問題なのは、なんで私 はこんなに職質され
るのかということである。 いや、答えは聞きたくない 。

それはそれと して。
さて、みなさん、おわか りいただけただろうか。こ れまで毎回読んでくださっ ている

2

方ならわかるかもしれない 。本エッセイの冒頭に書か れていることは、すべて 私が本当

というわけ で今回のテーマは「本当 にあった怖い話」なのであ る。

に経験した話 なのだ。ほとんどどうで も良いような話ばかりでは あるのだが、実話であ
ることは間違いない。

今ある実 話怪談本の先駆的存在で ある『新耳袋』が扶桑社か ら世に出たのは１９９０
年。それが世間に大 きく認知されたのは１９９ ８年にメディアファクトリ ーから再版が

スター トしてからだ。
そして 『新耳袋』 と双璧を成 す実話怪談 本のシリー ズ『「超」怖い 話』が始ま ったの
が１ ９９１年。
出版だけではな い。

前 述した『新耳袋』は『怪談 新耳袋』としてテレビドラ マ化された。一話五分とい う
制約で作られる ホラードラマは２００３年 ２月から、なんと第五シ ーズンまで作られ、
さらには映画化もされてい る。

実話怪談の発 展系としては心霊写真の動 画版を一般投稿によって 集めたとするオリジ
ナルビデオシリーズ『ほん とにあった！呪いのビデ オ』が開始されるのが１９ ９９年。
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テレビで『ほんとにあった 怖い話』が放映されるのが １９９８年。レギュラー 化される

のは２００４ 年。
二十世紀 末から今世 紀にかけて 、
「 本当にあっ た」とされ る無数の怖 い物語が生 まれ

たことにな る。
最近ではこの当時に制 作された「本当にあった怪 奇映像」が細切れにされ てネットに

アップさ れ、元ネタが知らされぬま まに本当に「本当にあった 話」となって流布され、
さらにはそれをテレ ビが「本当にあった怖い映 像」として取り上げ心霊特 集の番組で紹

介 するという ような 、
「友達 の兄貴のツ レから聞い た話なんだ けど」で始 まる怪談実 話
が仕上がっていく 過程をみるような現象まで 起こっている。いやあ、み んな本当にあっ

た怖 い話って好きなんだね。
ちなみに余談で はあるが、こういった実話 怪談がどうして実話でなけ ればならないか

な、な んですかそれ。馬鹿なこと 言っちゃあいけませ

と いうような話を、先日エッ セイとして書かせてもらっ た。それは六月二十五日発 売の
『怪談実話系ベ スト・セレクション』に掲 載されるので、興味のあ るお方はご購入の上
読んでいただければ（私が ）幸いである。えっ、それ があったから今回このテー マを選
んだんだろう って？ ステマ？
んよああたわはははは。
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こういった 心霊実話の先駆としては、 ＴＶ番組『お昼のワイドシ ョー』での怪奇特集
『あなた の知らない 世界（１９ ６８年 ）
』があ る。視聴者 から寄せら れた実話を 再現フ

ィルムで紹 介し、つい先日お亡くな りになった新倉イワオ氏が コメンテーターとしてそ
れを解説する番組だ。

この再現 フィルムが圧倒的に怖ろ しかった。無名の俳優たち と安上がりな映像で描か
れる霊現象は、もの すごく生々しく、熱にうな されながら見る悪夢のよう で、当時の子

供たち の心に消えない傷を残した 。私もその時傷物となった 一人である。余談ではあ る
が、小学生向けに 書いた拙著『都市伝説探偵 セリ１、２』に、やたらオ カルトに詳しい

小学 五年生新倉岩魚を登場させ ている。すまん、本当に余 談だった。

フ ィクションの映像がその完 成度で語られるのに対して 、実話の持つ力はその生々 し
い肌触りにある 。それは表現としては稚拙 であったり、毒々しかっ たり、洗練とはほど
遠いところにあるが故に心 に残る。

このある種の いかがわしさが実話の持つ 力だ。
怪談もそうだが、犯罪実 話というものもその系列に 入るだろう。怪談が超常現 象ホラ
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ーであるなら、犯罪実話は サイコホラーだ。どちらも 本当にあった「怖い話」 であるこ

とに変わりは ない。
それはおぞましいこと悲 惨なことですら楽しんでし まえる、人の貪欲な物語 欲のよう

なものを示 すと同時に、実話だもの 、というのが一種の言い訳 として機能しているのも
共通している。

エク スプ ロ イテ ーシ ョン

映画とい うものは、そういったあ くどい好奇心を満たす見世 物として機能している面
も多々ある。いわゆ るエクスプロイテーション 映画がそれだ。エクスプロ イテーション

映 画というの は客から 金を搾
取する ために何 でもしち ゃう映画と いう意味で 、
安い制作費で猥褻 だの恐怖だの下品悪趣味な んでも利用して観客を集め ようとする様々

な映 画がそう呼ばれる。
ホラー映画もた いていが見世物として提供 されるわけで、低予算ホラ ーというものが

お およそこのエクスプロイテ ーション映画に分類される こととなる。

見世物が実話というものの 力を利用するのはもっとも なことで 、
映 画も例外ではない 。

というわけで 、偽ドキュメントというも のが誕生する。社会派とい う言い訳で残虐で差
別的で猥褻なあれこれを「 実話なんだから仕方ない 」みんな見せちゃいます、 というや
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り方はもっと洗練した形で テレビのドキュメンタリー 番組がやって見せている が、昔は

もっとどぎつ く「てめぇらこれが好き なんだろうが！」と叩きつ けるようにドキュメン
タリーっぽい映画が作ら れた。

最も有名な ものが『世界残酷物語 Mondo cane（１ ９６１年 ）
』 に始まるグァルティエ
ロ・ヤコペッティ監督 が制作した「ドキュメンタ リー映画」だろう。世界の 残酷な事象

をオムニ バス形式で紹介するこれら の映画は、犬を食う中国人 とビキニ諸島で放射能の
影響で狂った（とさ れる）生態系を同列に紹介 し、金で雇った僧侶に焼身 自殺をさせた

り、殺 人犯の黒人を射殺する白人 の傭兵を撮影したりと、ヤ ラセもなんのその、裁判 沙
汰まで起こったあ れこれをとことん見せてし まう。それがヤコペッティ の「ドキュメン

タリ ー」だ。
ヤコペッティは それでもまだはっきりとし た文明批評というテーマを 持っていたが、

彼 の成功を受けて現れた二番 煎じ三番煎じにはライオン が人食っちゃいました、と いう
場面が売り物の 『グレートハンティング』 とか人食っちゃった大統 領『食人大統領アミ
ン』とか、後でまた紹介し ますけどとにかく人食っち ゃった『食人族』とか、タ イトル

だけでお腹い っぱいになる「ドキュメン タリー」映画が山ほど存在 する。
日本では１９７６年から 『川口浩探検隊シリーズ』 というものが制作されてい る。こ
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れは川口浩 が隊長となって世 界の秘境

を 探検するというテ レビ番組のシリー
ズで「驚異 の人食いワニ・ブ ラックポ

ロ サスを追え！」と か「恐怖！双頭の
巨大怪蛇 ゴーグ！南部タイ 秘境に蛇島
カウングの魔人は 実在した 」という

した。

川口 浩の死後、２００ ２年に藤岡弘隊
長による探検 隊シリーズとなっ て復活

シリーズだ。
１９８５年ま で続いたこの番組は 、

て最後 の最後まで見てが っくりと肩を
落とす中学生男 子を続出させたヒ ット

ようなタ イトルで、中学生 男子の心を
がっちり捕らえ 、テレビの前に陣取 っ

!!
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なんだか今 回はどんどんホラーと離れ てしまったので、元に戻す こととしよう。

こういった 偽ドキュメントは、当時 本物のドキュメントとして 発表され、実際多くの
人がこれをドキュメン トとして信用していた。

そこのと ころを「これはドキュメ ンタリーの手法を使って録 った創作ですよ」と言っ
ちゃう映画も存在す る。最近ではそういった作 品をモキュメントと呼んだ りもするが、

これも また昔から存在する。
さっき紹介された 『食人族』もどちらかとい えばそっちの仲間だ（まあ 、当時は「本

当 にあったか も」みた いな紹介を されてまし たけどね ）
。画像 検索すると なんじゃこ り
ゃというような映 像がどっと出てくるので気 の弱い人には勧めないが 、アマゾンの密林

に 向かった探検隊の残したフ ィルムを回収して写してみ たら、みんな食われていた 、と
いう身も蓋もな い話である。
この「消息を絶った探検隊の残し たフィルム 」というリアルさの演 出は 、後に映画『ブ

レア・ウィッ チ・プロジェクト』となっ て手法としては完成する。
ただこういった映画はた いていＰＯＶ（ Point of View Shot
）といわれる、登 場人物
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の誰かが持っているカメラ で撮影したとされるショッ トで描かれることが多く 、やたら

手ぶれする画 面に酔っちゃうのが欠点 だ。酔い止めを飲んでから 挑んで欲しい。
その手ぶれを解消したの が、固定カメラで定点撮影 していました、という監 視カメラ

風カメラワ ークだ。前述した「本当 にあった呪いのビデオ」で も、二十四時間撮影され
ている監視カメラに偶 然写った心霊画像というも のがよく出てくる。

そしてそ れだけで映画を作っちゃ ったのが『パラノーマル・ アクティビティ（２００
７年 ）
』だ。 超常現象が 起こる家で 、その謎を 探ろうと監 視カメラを 設置した。 そこに

写って いたのは驚愕の事実だった ！ という映画なのだけれ ど、本当に地味な監視カ メ
ラ映像だけで延々 ラストまでもたせる。そこ までたどり着けるかどうか は、家にまつわ

る超 常現象をリアルなものとし て感じているか否かという 部分に委ねられるのではな い
だろうか。

こ れは大成 功して『パ ラノーマル ・アクティ ビティ２ 』
、日 本で制作さ れた『パラ ノ
ーマル ・アクテ ィビティ第 二章 』
、そして２ ０１１年 末に公開され た『パラノ ーマル・
アクティビティ３』までが 制作されている。

続篇である『パラノーマル・アクティビ ティ２ 』は完全に前作の 後日談として作られ 、
登場人物をはじめ、いろい ろ前作とリンクしている が、謎とその解明を映像に ちりばめ
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られたヒントをもとに観客 が推理出来るような仕掛け になっており、オカルト ホラーと

しては（ある いは伝奇ミステリーとし ては）こちらの方がより出 来が良いと私は思う。
ただし超常現象否定派に は、どちらもあまり楽しめ ない可能性は高い。

そんな方に はもっと映画的というか 物語性を期待できる『グレ イヴ・エンカウンター
ズ』でモキュメントを お試ししてはいかがだろう 。これはグレイヴ・エンカ ウンターズ

という超 常現象の謎を探るテレビ番 組のクルー（誰も超常現象 なんか信じてない）が、
噂の幽霊屋敷をテレ ビカメラを持って調査して いてとんでもないことにな っちゃう映画

だ。本 当にとんでもないことが起 こるわけで、実話らしさと は完全に逸脱しており、 実
話っぽさを求める 人には評判が悪いかもしれ ない。

だい たい実話派とそんなこと本 当にあるわけないだろう派 の間には大きな溝がある の
だ。
実話派の多くが虚構には興 味がなく（な んで嘘の話を聞かなきゃ ならないんですか ）、

心 霊なんてあり得ない派でな おかつ怖い話好きの人間は 実話には興味がない（だっ て実
話のわ けないじ ゃん ）
。私のよう にホラー好 きで実話 も虚構もどち らも好きな 人間は意
外と少ないのだ。

私と同世代の ホラー好きにモキュメント の面白さを教えてくれた のが『邪願霊（１９
８８年 ）
』だ。 石井てる よし監督のこ の映画は 脚本をＪホ ラーの礎を築 いた小中千 昭が
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担当している。ビデオ・オ リジナルであることの特性 を最大限生かし、あるア イドルを

追いかけたド キュメント番組がどうし てお蔵入りになったのかを モキュメントとして見
せるオカルトホラーだ。 オリジナル・ビデオは当時 非常に高価なもので、普 通はレンタ

ルショップ から借りてきて見る。で 、レンタルしてきたこのビ デオテープをいつものよ
うにデッキに突っ込む と、タイトルもなにも出る 前にいきなりざーっと砂嵐 の画面が映

る。ここ から、すでに鳥肌ものの仕 掛けが仕掛けられているの だ。今見直してみると、
アイデアや表現で感 心する発見はたくさんある が、さすがに最初に見たと きの怖ろしさ
は薄い 。

オカ ルト系には心霊以外にＵＦ Ｏに関するモキュメントも いろいろと存在する。そ も
そも『未知との遭 遇』なんかもほとんどモキ ュメントで、ＵＦＯって 現象としてはオカ

ル トホラーなんだよね。
というわけで『 THE 4TH KINDフォース・カインド ２
( ００９ 』
) である。
まず映画が始まるなり「こ の映画は２０００年に実際 に起こった事件を元にして 、現

実に残された 記録フィルムとその再現映 像によって構成されている 」といきなり現れた
ミラ・ジョボビッチがミラ ・ジョボビッチとして説 明をする。
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そしてその説明どおり、記 録映画風映像と再現フィ ルムのドラマ映像が交互に 、そし

て同時に映し だされる。
主役となるアビゲイル・ タイラー博士だが、実際に 残されていた記録映像部 分では貧

相で華のな いおばさんが演じており 、それを再現フィルムで演 じるのが冒頭で出てきた
ミラ・ジョボビッチで ある。すごい落差だ。これ はつまり、橋田壽賀子の自 伝『妻が夫

をおくる とき』をドラマ化したとき に岸本加世子が橋田壽賀子 を演じたのだが、これを
実際の記録画像とし て同時に泉ピン子が演じる というような構造と同じで あると解釈す

ればわ かりやすい。えっ、余計に わかりにくい？
いや、本当にこの 映画の構成は非常にわかり にくい。内容は分かりやす いが、この二

部構 成の制作意図が分かりにく いのだ。
実際の記録フィ ルム（とされる偽ドキュメ ント部分）を、それとまっ たく同じ画面を

ご本人登場 、みたいな。

ミ ラによって再現フィルムで 描いてみせるだけでなく、 それを同時に二分割画面で 見せ
ちゃったりする 。これってどういう意味な んだろう。
マイケル・ジャクソンの「 今夜はビート・イット」の ＰＶの横にアル・ヤンコビ ック
の「今夜もイ ート・イット」を並べるみ たいなこと？
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宇宙開発と モキュメ ントといえ ば、元祖は ラジオドラ マ『宇宙戦 争（１９３ ８年 ）
』

となるだろう か。オーソン・ウエルズ が作ったこのラジオドラマ はＨ・Ｇ・ウエルズ原
作のＳＦをもとに作った ドラマなのだが、あまりに もリアルな演出に聴取者 がパニック

に陥って大 事件となったことで知ら れている。原作は何度も映 画化されているので、ご
覧になった方も多いか も知れない。ついでにこの ラジオドラマによって引き 起こされた

事件その ものもＴＶムービー化され ている。
さて、この系列で『 第三の選択』の話をしない わけにはいかない。これは １９７７年

にイギ リスのアングリア・テレビ が製作したモキュメント番 組だ。科学者たちの失踪 事
件を追っていた番 組クルーが、政府の行って いる恐ろしい宇宙開発にま つわる陰謀へと

行き 着いてしまう過程をきちん とドキュメントとして描い ている。この手の手法に慣 れ
ていなかった当時 の私は本当にどきどきした 。今回調べてみて、日本 では矢追純一が１

９ ８２年に木曜スペシャルで 「事実」のスクープとして 放送したことがわかった。 私は
何となく深夜テ レビを見ていて偶然見てし まったように記憶してい たのだが、そんな怖
ろしい事実はなかったよう だ。

宇宙開発と陰 謀と言えばアポロ計画の話 になるだろうか。アポロ 計画捏造説は未だに
根強く残っており、人間は 月など行っていない、あ るいは月で発見された怖ろ しい事実
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をＮＡＳＡは未だに隠蔽し ていると主張している人は 、下火になったとはいえ たくさん

いるようだ。 そんな人のために作られ たのが『アポロ１８号』だ 。アポロ計画は１７号
で終わっているのだが、 何故アポロ計画はそこで終 わったのか。それは１８ 号で起こっ

たある衝撃 的な事件が原因なのであ る！ という陰謀好きの心 をくすぐるモキュメント
作品だ 。
残されたとさ れる記録映像のリアルさは 尋常ではなく 、
映像技術の 進歩に驚く 。

犯罪実話系のモキュ メントも多く作られている が、傑作を一つ挙げろとい うのなら１

９９２ 年にベルギーで制作された 『ありふれた事件』になる だろう。殺人、強盗、暴 力
を日常とする男ベ ンを主人公としてドキュメ ンタリーを撮ろうとする撮 影クルーが、カ

リス マ的なベンの言動に影響さ れ、次第に犯罪に荷担して いく。えっ、これって本物 の
ドキュメント？ と思うぐらい本物らしい犯 罪モキュメントの傑作だ 。

ぐ んとミステリーよりならば オーストラリア産のモキュ メント『レイク・マンゴー
～アリス・パー マーの最期の３日間～』が 本格的なモキュメントだ 。十六歳の少女、ア
リス・パーマーが家族とピ クニックに行った先で行方 不明になり、映画は娘を失 った家

族の記録とし て撮られている。当時の記 録画像、インタビューなど を交え、映画は徐々
に彼女の死の原因へと迫っ ていく。本当に地味な、 深夜テレビのドキュメント 映像を見
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ているような気分になる構 成なのだけれど、作りは丁 寧で謎の解明も凝ってい る。

日本 でも『あり ふれた事 件』同様の 犯罪モキュ メント映画が 作られてい る 。
『ほんと
にあった！呪いのビデオ 』シリーズでもいくつかの 作品を監督している白石 晃士の『超

・暴力人間 』と、そのセルフリメイ クである『超悪人』がそれ だ。
白石監督は精力的にモ キュメントを作り続けてい る監督で、犯罪モキュメ ントだけで

はなく、 ２００５年に電波系オカル トモキュメント『ノロイ』 を、２００９年にはその
名もずばり『オカル ト』という犯罪実話系オカ ルトモキュメントを、２０ １０年には大

人気の アイドルグループ「ももい ろクローバー」を起用して 撮った幽霊屋敷探検モキ ュ
メント『シロメ』 と、日本のモキュメント界 （んなものがあるかどうか は知らないが）

にお いて帝王の名をほしいまま にしているのである。
特に私は『オカ ルト』の前半での緊迫感あ ふれるドキュメントぶりと 、ラスト近くの

唖 然とする 展開の落差 が好きだ。 そして最後 に残された とされる映 像の 、
「あなた の知
らない世界」の 再現フィルムじみたチープ で悪趣味な、動くアウト サイダー・アートを
思わせる悪夢のような映像 の面白さは見物だ。

そして日本で モキュメントを語るならこ れを抜きにしては語れな いのが『放送禁止』
シリーズだ 。
ある事情があって発表でき なくなった放送禁止のド キュメントフィルムを 、
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ビデオ として 発表す るとい う形式 をとっ ている このシ リーズ は全部 で六作 作られ てお

り、どれも優 れたモキュメントであり 、同時にミステリーである とも言える。綾辻さん
もお好きなこのシリーズ 。モキュメントという形式 に興味があるのなら見て 損はない。

犯罪モキュ メントとオカルトという 組み合わせで、一つだけず いぶん昔の作品なのだ
けれど紹介しておきた い作品がある。

オリジナ ル・ビデオ作品の『世紀 末の呪い 増殖（１９９７ 年 ）
』である 。
動機が不明な三つの 残虐な殺人事件には共通す るある事実があった、とい うオカルト

系のモ キュメントなのだが、ここ で再現フィルム的に描かれ る「いじめ」や「ひきこ も
り」の、肌触りま で感じられるリアルに厭な 感じの演出は抜きん出たも のがある。その

胸を 掻き毟りたくなるような厭 な描写の素晴らしさで、オ カルト部分の「らしさ」は 補
強され、すべてが 本物のドキュメントである と錯覚するほどだ。もし 何かで見ることが

出 来るのならご覧いただきた い。ま、確かに厭な気分に なるだけですけどね。

ノンフィクションの顔をし たフィクションで有名な本 といえば『鼻行類―新しく 発見

された哺乳類 の構造と生活』や『秘密の 動物誌』がある。これらは 学術書の体裁をとっ
たフィクションだ。これと 似た構造を持った映画が 『ドラゴンズワールド』だ 。ルーマ
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ニアの氷河で氷漬けになっ た中世の騎士とドラゴンの ミイラが発見された、と いう科学

ドキュメント の体裁が取られている。
ドラゴンが実在したとい う仮定で作られたＣＧ画面 では、白亜紀に存在した 母ドラゴ

ンが子ドラ ゴンを守るためにティラ ノザウルスと戦う再現画像 とかが見られる。最後ド
ラゴンがティラノザウ ルスに翼を毟られながらも 、火を吹いて辛勝。た、楽 しい！

この延長線上にある モキュメントが『トロール ・ハンター』だ。

ノルウ ェー王国の政府機関である トロール保安機関 Ｔ
( ＳＳ に
) 所属するハンターと知
り合った三人の学 生たちが、その存在を隠そ うとする政府に対しトロー ルの真実を映像

によ って記録しようとした映画 がこれだ。まさかムーミン がこんな姿だと知られたら ノ
ルウェー政府もた いへんですからね。いや、 本当はそんな話じゃない です。

巨 大なトロールの造形も、そ の登場の仕方も、怪獣映画 的に楽しめる。モキュメン ト
とトロールの好 きな方は必見。

最後に前回の 『だから前をよく見て運転 しろよ』の巻で、横から 走ってきた車にいき
なり目の前の人物がぐしゃ りと轢かれるのは『ファ イナル・ディスティネーシ ョン』で
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あると私は書いちゃったの だけれど、神代創さんから 以下のご報告を頂いた。

１９９８年の『ジョー・ ブラックをよろしく』でブ ラッド・ピットがワンカ ットで車に

はねられる シーンがあります 。
もち ろん木っ端微塵にはなりま せんし 、
血も出ませんが 。
参考までに。

なるほど。交通事故 の唐突さっていうのをドラ マに使うのはホラーが初め てじゃない

のです ね。残念。でもブラピはビ チャって潰れないんですよ ね。チッ。いや、なんで も
ないです。

神代 さん、ありがとうございま した。
タイトルを出し た映画に関しては出来るだ け観るようにしております が、記憶に頼っ

て いる部分も多く、それ以外 にも今回のような思い違い もあると思います。もしお 気づ
きでしたらお教 えいただけると有り難いで す。その他にも、ご意見 ご感想及び質問やリ
クエストなどがありました ら、気楽に下記投稿フォー ムまでご連絡くださいまし 。

http://prologuewave.com/%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0
お待ちしてます。
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ところでこ れって採用した方になんか プレゼントとかするってど うっすか。そうした
ら一般の方からも感想と か送ってもらえるかもよ。 運営の皆様。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%80%B3%E8%A2%8B
http://www.actcine.com/sinmimi/

電波ビラ柄 のＴシャツとか銃創タト ゥシールとか。悪趣味だか らヤメなさいって？
失礼しましたー。

●文中 の作品リスト
『新 耳袋』
『怪談新 耳袋』

『 ほんとにあった！呪いのビ デオ』

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BB%E3%82%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%82%E3%
81%A3%E3%81%9F!_%E5%91%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA
『ほんとにあ った怖い話』
http://www.fujitv.co.jp/honkowa/index.html
『怪談実話系ベスト・セレ クション』
http://www.amazon.co.jp/dp/4840146160/
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『お昼のワイドショー』

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E6%98%BC%E3%81%AE%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%
83%89%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC
『世界残酷 物語』
http://www.amazon.co.jp/dp/B003N4STE4/
『グレートハンティン グ』
http://www.amazon.co.jp/dp/B001EAUJ9W/
『食人大 統領アミン』

http://www.amazon.co.jp/dp/B001R1LWXU/

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E3%
82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3
『食人族』
『川 口浩探検隊シリーズ』

http://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=%E5%B7%9D%E5%8F%A3%E6%B5%A9%E6%8E%

http://www.amazon.co.jp/dp/B00005FX2U/

A2%E6%A4%9C%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA+-%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%AB%E
3%83%88&tag=googhydr-22&index=aps&jp-ad-ap=0&hvadid=6727314729&hvpos=1t1&hvexi
d=&hvnetw=g&hvrand=863998993199888643&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&ref=pd_sl_3j96f3
yqwp_b
『ブレア・ウィッチ・プロ ジェクト』
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『パラノーマル・アクティ ビティ』

http://www.amazon.co.jp/dp/B002UHJ9GC/

http://www.amazon.co.jp/dp/B0064LSEAW/
http://www.amazon.co.jp/dp/B004DZPL9S/

http://www.amazon.co.jp/dp/B0007VLWCC/
http://www.amazon.co.jp/dp/B004E2YUZ6/

http://www.amazon.co.jp/dp/B007HWNM36/
http://www.youtube.com/watch?v=ugiVZKQXUyQ

『パラノーマ ル・アクティビティ２』
『パラノーマル・アクテ ィビティ第二章』
『パラノー マル・アクティビティ３ 』
『グレイヴ・エンカウ ンターズ』
『邪願霊 』
『未知との遭遇』

http://www.amazon.co.jp/dp/B000BC8IYW/

『
フォース・カ インド』
THE
4TH
KIND
http://www.amazon.co.jp/dp/B002UHJ9G2/
『妻が夫をおくる とき』
http://www.tbs.co.jp/program/dramasp_20120723.html
『宇 宙戦争』

