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「怖くないとは言ってない 」―第六回

ふかい～話―

牧野修（画・ ＹＯＵＣＨＡＮ）

いくらなん でも時期を外し過ぎとは 思いますが、あけましてお めでとうございます。
本年もよろしくお願い 致します。

今回 は新年第 一弾に相応 しく「ふか い～話」で す。漢字に すると「不 快～話 」
。早い
話が厭な話特集。も うすっかり嫌がらせですよ 。まだお屠蘇気分が抜けな い人々（いる

かどう か知らないけど）を奈落の 底に突き落とすような話が 続きますので、覚悟して く
ださい。

イヤミスという ものがあるのを知って、い ろいろと読んでみたのだけ れど、イヤミス

っ ていうことは厭な気分にな るミステリーのことを言う のだろうと思っていたので 、き
っと『隣の家の 少女』みたいなテイストの ミステリーだろうなと思 って読んだら、普通
にミステリーで、あれれと 思ったのだった。ぜんぜん 厭じゃないですよ。これが 「厭」

を前面に押し にしたミステリーなら、そ れ以外のミステリーってど んだけ爽やかなんだ
よ。
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あまりミステリーに詳しく ないのであれなんですけ ど、最近のミステリーって そんな

に爽やかなの ？ 基本犯罪を描くんだ から、そりゃあ人間のどろ どろしたところとかも
描くだろうし、後味の悪 い悪の勝利ってのもそれほ ど珍しくないでしょうに 、とか思っ

たのですが 、最近ではそうじゃない のでしょうか。ミステリー に詳しい方お教えくださ
いまし。

というような経験が あって、ホラーにおける「 厭な感じ」表現のことを久 しぶりに考

えなお したのだった。
さて世の中にはホ ラー自体が苦手というやつ 、いや、お方がたくさん存 在する。だっ

て怖 い目に会いたくないんだも ん、とそういう野郎、いや お方はおっしゃるわけだが 、
これにホラー側か ら反論することは出来ない 。せいぜいが、騙された と思って一度お試

し くださいぐらいのことしか 言えない。そして「騙され た！」と怒られるわけであ る。
納豆が嫌いな人 はとにかく嫌いなのだ。出 来の善し悪しではなく、 あのニオイとぬち
ゃぬちゃしたあの外見が「 生理的」にダメなのだ。そ して「そんな事言わずにち ょっと

これ試してみ てよ。納豆のニオイが消え て食べやすいから」という 料理で本当に納豆の
匂いが消えたためしなどな いのだ。っていうか、好 きな人はあのニオイも込み で好きな
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わけ で、それ がゼロ になっ たものを 美

味しいと言って 勧めはしない。

ホ ラー映 画は怖 い。あ るいは怖 がら
そう として いる。そ こを抜 きにホ ラー
を語れ ない。し かし怖 がらせ 方に違い

はあ るわけ で、そ こで好き 嫌いが あっ
て嫌い なホラー がある と言っ ているの

ならまだ勧めようがある。
ホラー にはコ メディー だって 存在す

る し、ラ ブロマン スが中 心だった り、
アクシ ョンが 主体だ ったりと 、いろ い

ろ なタイ プがある 。その すべて が駄目
という わけで もない だろう。 そこら へ

ん はこの 「怖く ないとは 言って ない」
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でも今後いろいろと紹介し ていきますので、これをき っかけにホラーに親しん でもらえ
たら嬉しいっ す。

とはいえ、 やはり怖がらせる手法の 中心は不快感を煽ることだ 。
例えばスプラッターと 呼ばれる派手な血飛沫と人 体損壊を見せるのを主体 としたホラ

ーがある 。いわゆる「グロ」表現で すね。これはかなり極端に やりすぎた作品が多いの
で、
ギャグと 区別がつかなくなったりす るのだが（たとえ ば『フィースト 』三部作とか ）、

たとえ ギャグであったとしても 、
その不快さを 苦手とする人は間違いな くたくさんいる 。
あるいは蛆虫や蜘 蛛や蛇など、苦手な人が多 い生き物を出すのも不快演 出だ。でも洋

画で よくあるネズミをそういっ た不快生物扱いするのって 、どうにも馴染まない。ネ ズ
ミってかわいいで すよね。ネズミホラー『ウ ィラード（１９７１年版 と、そのリメイク

の ２００３ 年版とがあ る ）
』や、その 続編『ベン （マイケル ・ジャクソ ンの歌うテ ーマ
曲で有 名 ）
』なんかを 見ていても ネズミはか わいいペ ットにしか見 えない。な んで洋画
では女性たちがこれを見た だけできゃあきゃあ逃げま どうのかがよくわからない 。理解

できないとい えば巨大クワガタの『ＳＴ ＡＧ 』とか怪物化する人間 がクワガタを吐く『深
海からの物体Ｘ』とか、洋 画におけるクワガタって どういう扱いなんだろうか 。
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まあ、それはそれとして、 不快な生物を見せたり、 どろどろぬちゃぬちゃぐち ゃぐち

ゃなあれこれ を執拗に見せたりという のも不快感演出だ。この系 列には醜い怪物（フラ
ンケンシュタインのモン スターとかエイリアンとか ）や恐ろしい顔（四谷怪 談もそうだ

よね）とい ったものも含まれるわけ で、こういった生理的不快 感を煽るのは、ある意味
ホラーの王道だ。

そしてあ まり読んでないのではっ きりとは言えないのだけれ ど（間違ってたらお教え
くださいまし）イヤ ミスというような場合のイ ヤってのは、そんな見たら わかるグロテ

スク表 現とは違うだろうなという ぐらいは想像がつく。小説 だからそういう映像表現 は
しない、というわ けではない。小説でもホラ ーよりの場合はジェームズ ・ハーバートを

祖に 、ナスティ・ホラーと呼ば れる視覚的生理的嫌悪を煽 る小説がたくさんある。や は
りホラーの方がさ まざまな方法でなんとして でも不快感を煽っている ということだろう
か。

このコラムでも何度か紹介 していると思うが、以前私 はホラー友達の綾辻行人さ んと

一緒にホラー 映画に関するエッセイ『ナ ゴム、ホラーライフ』とい う本を出したことが
ある。
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この中で綾辻さんが「どよ ーんのツボ」という言葉 を発案された。これは『悪 魔のい

けにえ』につ いて語るときに出た言葉 で、要するに気分がドヨー ンとする描写、という
ことになる。生え抜きの ホラーマニアである綾辻さ んが、首が飛んだとかウ ジ虫が出て

きたとかぐ らいでドヨーンとはなら ない。このドヨーンのツボ を押すものとはなにか。
それはテ キサスの田 舎のよう な（いやま あ、これは 偏見ですけど ね ）
、閉鎖的で 暴力

的なコミ ューンに投げ入れられる恐 怖だ。相手は人間なのに、 そこでは常識だと思って
いた倫理も道徳も何 も通用しない 。
そして彼らの論理に従っ て虫か獣のように扱われる 。
確かに 気分はどよーんとする。

暴力 というものは恐怖と直接つ ながっており、厭な感じと は暴力によって引き起こ さ
れるものだ、と言 ってもそれほど間違いじゃ ない。ところが同じ暴力 でも、路上で殴ら

それはどうし てだろう。

れ る女性を見るのは厭だが、 ボクシングの鑑賞はエキサ イトする。この差は何だろ う。
痛快なアクショ ンシーンの大半は暴力だ。 でも誰もそれを見て厭な 気持ちにはならな
い（ごくわずか、ヒーロー の暴力に厭な気持ちになる ような作品もあるが ）
。
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たとえば『ＳＡＷ』シリー ズ。グロテスクで残虐な スプラッター演出をミステ リー的

な仕掛けで引 っ張って物語を見せるこ のシリーズは『厭』か？ やはりこれもスプラッ
ターと同様グロテスクで はあっても『厭』ではない ように思う。リアルに痛 そうではあ

りま すけど 。
（こう いうのは人 によるので 、まったく 納得できな い。わしは 厭じゃ、厭
じゃという方もおられ るとは思うのですが 、とにかく私の感覚 では 、という ことです ）。

たとえば 『ホステル 』
。トーチャー （拷 問 ）ポルノと呼ばれるこ ともあるこの作品も 、
痛みを感じさせるリ アルな演出がされているし 、厭演出も使われているが 、厭作品では

ないと 思う。というのは、恐ろし い目にあった主人公が、ラ ストで必ず怒濤の復讐を 行
うことでしっかり 爽快感を感じることができ るようになっているからだ 。

そう （ＳＡＷだけにとか思っ てませんから！ ）
、不快演出という ストレス （負荷 ）は 、
その先に希望がち らつかされている間はサス ペンスとして感じ取れる ということだ。

助 かるの？ 復讐できるの？ 結果はどうなるの？ こ いつら何が目的なの？ 犯 人
は誰？ 何らか の形の解決が希望として、 厭なシーンから来るスト レスの後にちらつい
ている限り 、
「厭」ではない。

すべての希望 が絶たれ、絶望を感じたと たんにそれが「厭」に変 じる。
それがよくわかるのが、 フランク・ダラボン監督に よる『ミスト』と、原作で あるス
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ティーヴン・キングの中編 小説『霧』との差だ。絶望 的なラストを迎える『ミ スト』は

厭な 映画の 代表と してよ く紹介 され ている 。しか し主人 公の手 記として 書かれ ている
『霧』では少なくとも主 人公の命だけは保証されて おり、しかもラストのラ ストで「希

望」 も描かれ る（最初は 違う案だっ たという話 もあるが ）
。結果 小説版『霧 』は厭な小
説として語られること はない。

んむ、今回はどうも 震災以降の自分の小説のた めの試行錯誤を文章にして いるような

気がし てきた。いつものコラムと 違って妙に堅いですね。い や、申し訳ない。
最後はこれこそ厭 映画ベスト５というのをホ ラーであるとかないとか度 外視して紹介

して 終わりにしましょう。取り 扱い注意の作品ばかりなの で、かなり体調の良いとき 、
体力と精神力に余 裕のあるときにご覧くださ い。

●隣の家の少女 （２００７ ）
：ＴＨＥ Ｇ ＩＲＬ ＮＥＸ Ｔ ＤＯＯＲ
ジャック・ケッチャムの有 名な厭小説の映画化。ケッ チャムにはアンモラルな小 説が

いっぱいある けれど、この小説にはあら ゆるタイプの読者を追い込 んで加害者にしてし
まおうという厭な意志がみ える。そしてそれをほと んどそのまま映画にしてい るのがこ
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れなのだけれど、しかし小 説に比べるとまだまだ厭さ が足らない。厭成分をた っぷりと
味わいたいの なら、原作の方を読んで みてください。

●ファニー ゲーム（１９９７ ）
：ＦＵＮＮＹ ＧＡＭＥＳ
ただただ観客を厭な気 分にさせるためだけに作ら れた映画。平和な三人家 族に卵を貸

してもら えませんと入ってきたトロ そうな若者たちが、苛つく 行動（もらった卵を割っ
ちゃう。携帯電話を さわって水に落としちゃう 。勝手にゴルフクラブを持 ち出して遊び

出す） を繰り返したあげく、主人 が怒るとその脚をいきなり ゴルフクラブで叩き折る 。
その後は虫の脚を もぐように楽しそうに暴力 をふるう二人をただ見るし かない。

●レクイエムフォ ードリーム（２０００ ）
：Ｒｅｑｕｉｅ ｍ ｆｏｒ ａ Ｄｒｅａｍ

コ ニーアイランドの団地に住 んでいる低所得層の家族が 、ドラッグによってどんど ん
駄目な方向へと 滑り落ちていく映画。何よ りも恐ろしいのはそのド ラッグ描写。覚醒剤
が駄目息子の身体の中に入 っていく擬音。ドラッグ中 毒になった母親の見る悪夢 。屈辱

的な売春を強 要されドラッグ欲しさにそ れを受け入れる息子の恋人 。最低な気分になれ
ます。
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●ビー・デビ ル（２０１０ ）
：ＢＥＤＥＶＩＩＬＬ Ｅ
韓国の犯罪映画には独特 の厭な雰囲気がある。これ は住人がわずか９人しか いない小

さな島に、 友人を訪ねてやってきた ソウルの銀行で勤めている ＯＬ（つまり田舎にやっ
てきた都会人という、 テキサスを訪れた東部の若 者たち、みたいな構図にな っている）

がとんで もない目に遭う話。
この島の印象が強烈 。山野一が描くバカウオの エピソードを思わせると言 えばわかっ

てもら える人が４人はいるだろう か。どよーんのツボを押し まくる、絶対に会話が通 じ
ない道徳観も倫理 観もまったく異なる人間と 接する恐ろしさ。

最後 にはある種のカタルシスを 得られるのだが、ヒロイン にまったくと言っていい ほ
ど共感できないの で、誰に感情移入していい やら最後まで迷う。とい うわけで、どちら
に 転んでも厭な気分になれま す。

●セルビアン・フィルム（ ２０１２ ）
： Ａ ＳＥＲＢＩ ＡＮ ＦＩＬ Ｍ

トーチャーポ ルノに分類されるだろう映 画なのだけれど、ポルノ の文字に惹かれて見
た人間をどん底に陥れる最 低の映画だ。まさに誰の 得にもならない映画。
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カリスマポルノ男優のとこ ろに、友人のポルノ女優 から仕事の誘いがくる。息 子の将

来まで安泰な 高額ギャラが約束された 芸術作品への参加依頼だ。 絶対に駄目だよ、そん
なのについていっちゃ駄 目だよ、と見ている人間は お金はなくとも幸せそう な家族が描

かれる冒頭 から思う。
よくある「お金持ちの ど変態のためのスナッフ（ 殺人）フィルム作成の話 」だと思っ

ていると 手酷い目にあうだろう。
後半からの怒濤のア ンチモラル映像の数々。思 わずごめんなさい勘弁して くださいと
謝って しまいましたよ。
ちなみに世界三大 「妊婦と胎児の受難映画」 の一つですよ。

後の 二つは『ムカ デ人間２ 』と 『屋敷女 』ですが 、そのどちらよりもえ げつないです 。

今 回はここまで。
次回はもう少し さわやかな映画を紹介でき たらいいな。えへっ。
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●文中の作品リスト
『フィースト』

『ウイラ ード』

『ベン』

『 ＳＴＡＧ』

『深海からの 物体Ｘ』

http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=329812

http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=2272

http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=21134

http://info.movies.yahoo.co.jp/detail/tymv/id325913/

http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=159610
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『悪魔のいけ にえ』

『ＳＡＷ』

『ホス テル』

『ミスト』

『隣の家の少女』

http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=630

http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=321011

http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=325467

http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=329978

http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=336041
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『ファニーゲーム』

http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=236202

http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=338324

http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=163031

『レクイエ ムフォードリーム』

『ビー・デビル』

『セ ルビアン・フィルム』

http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=341434

＊ほんとうに今 回紹介した作品は用法を間 違えると健康を害するの で、ご利用には十分
ご注意ください。

