
はじめに

　小説や映画、漫画など様々な媒体において、ヴァ

ンパイアを題材とする作品は数多く存在する。近

年では乙女ゲームとして少女とヴァンパイアが恋

に落ちるような恋愛作品も多くみられる。2008 年

アメリカで公開された映画『トワイライト～初恋

～』は翌年日本でも公開され爆発的人気を博した。

これは女子高生ベラとヴァンパイアであるエド

ワードの恋を描いた作品で、ロマンス作品として

多くの支持を集めた。

　だが、本来ヴァンパイアは 19 世紀に登場した

怪奇的存在であり、人間の敵としてゴシック文学

界に登場した。アイルランドの小説家であるブラ

ム・ストーカー	(Bram	Stoker,1847-1912) により

1897 年に出版された『ドラキュラ』(Dracula,1897)

が有名である。ストーカーは 15 世紀のトランシ

ルヴァニアに実在したヴラド・ツェペシュ (Vlad	

Tepes,1431-1476) をこの小説のモデルとした。ト

ランシルヴァニアにはヴァンパイアの伝説があり、

この土地での暴君を素材にストーカー自身も調査

しヴラド・ツェペシュを吸血鬼に仕立てて『ドラ

キュラ』を書き上げたのである。

　このヴラドの残酷な行為が『ドラキュラ』を書

き上げる題材となったと言われている。オスマン

帝国の使者を生きたまま串刺しにした話が有名で

あるが、当時串刺し刑というのはめずらしいこと

ではなかった。だがヴラドの場合その数が桁違い

であり、重罪を犯した農民のほか、異常者や反逆

者は貴族であっても串刺し刑にされた。多くのと

らえられた敵兵を殺す残虐行為がストーカーにイ

ンスピレーションをあたえ、ヴラド・ツェペシュを

『ドラキュラ』のモデルにしたのだと考えられる。

　この『ドラキュラ』を筆頭に怪物としてフィク

ション界に登場したヴァンパイアが、現在では恋

する相手、かっこいいヒーローとして受け入れら

れているのはなぜか。本稿ではヴァンパイア伝

承が多く残るトランシルヴァニア地方での本来の

ヴァンパイアの定義を確認した上で、ヴァンパイ

ア作品がロマンス作品として描かれるようになっ

た変遷を小説や映画の例を挙げ論じていく。

第１章：生ける死体

　はじめに 18 世紀トランシルヴァニア地方で起

こった二つの事件を紹介する。まずペーター・プ

ロゴヨヴィツ事件 (1725 年 ) である。ペーター・プ

ロゴヨヴィツとはヴァンパイアに関する書物には

必ず出てくる人物である。これはヴァンパイアと

いう単語が初めて用いられた事件である。事件の

内容としては、プロゴヨヴィツが死んで埋葬され

てから一週間以内に、同じ村で老若合わせて９人

が病気にかかって 24 時間以内に死亡した。彼らは

死亡する前に、プロゴヨヴィツが訪れ体の上に這っ

てのどをしめたと周りに告げた。1

　プロゴヨヴィツの村で伝わっていたヴァンパイ

アの特徴として、死体が腐敗しないこと、皮膚が

再生し、毛髪・ひげ・爪がのびることがあった。2	

不審に思った村人がこれらの特徴が当てはまるか

プロゴヨヴィツの墓を開いて確かめた。死体を検

分したグラディスク群帝国司祭代理の報告が残っ

ている。この検分報告書にはつぎのように述べら

れている。
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　真実そのままに記すのだが、第一に、ふつ

うならあるはずの死者特有の臭気はまったく

感じず、その体は、鼻がいくぶん低くなった

以外は完全に生きているもののようであるこ

とを発見した。毛髪とひげは伸びていた。古

い皮膚はいくらか白っぽくなってむけ、その

下に新しいつややかな皮膚ができていた。顔、

両手、両足、胴体全体は、生前にもこれ以上

完全ではありえなかっただろうとおもわれる

ようであった。3

　その上、流行病として発生するのがヴァンパイ

ア化の特徴であり、夜に犠牲者の前に現れて首を

絞め苦しめるのが代表的な例であること、体に杭

を打つことはヴァンパイアを退治する一番の方法

であったことから、最終的に村人たちはこれをヴァ

ンパイアだと特定し、全員で驚くべき速さで杭の

先を尖らせ、プロゴヨヴィツの心臓にあてた。さ

いごにかれらは通常の慣行に従い前者のからだを

燃やして灰にした。4

　このようにヴァンパイア化の典型的なモチーフ

をほぼ全部しめしていることから、ヴァンパイア

に関する文献には、プロゴヨヴィツの名は必ず登

場する。

　次にアーノルド・パウル事件 (1727 年 ) について

紹介する。アーノルド・パウル (Arnold	Paul) とい

うセルビアのメドレイガ (Medreiga) に住む傭兵が

干し草の詰まった荷車の上から落ちて死んだ。そ

の死からおよそ１か月後、夜になると彼が村を徘

徊しているといううわさが広がり、アーノルドに

襲われたという数名が突然死んだ。生前アーノル

ドは、トルコとセルビアの国境付近でトルコのヴァ

ンパイアにひどく苦しめられたというはなしをよ

くしていた。ヴァンパイアに襲われたものは、その

死後ヴァンパイアになるという観念がある。だが、

彼はそのヴァンパイアの墓の土を口にして、その

血を自分のからだにぬったので癒されたといった。

これは、ヴァンパイアになることを予防するやり

方として信じられていた方法である。しかし、アー

ノルドの埋葬から 40 日後に彼の死体を掘り返して

みると、完璧なヴァンパイアの特徴が認められた。

墓の掘り起こしに立ち会ったその村の行政官は、

鋭い杭で死者の体を突きぬくよう命じ、杭が心臓

を突き通すと、まるで生きていたかのような恐ろ

しい叫び声が上がった。このような儀式が済むと、

人々は首を切り落とし、死体を灰になるまで焼い

た。5

　トランシルヴァニア地方で確認されたこの二つ

の恐ろしい事件から 18 世紀の民間伝承のなかに出

現するヴァンパイアのイメージをみていくと、現

代のフィクションのなかのヴァンパイアイメージと

明らかに違うことがわかる。

二つの事件の共通する特徴としては、

・すでに埋葬されたはずの死者がヴァンパイアであ

ると確信される。

・ヴァンパイアであるとみなされるそのきっかけは

「以前亡くなったはずのものが、夜にやってくる」

という被害者の証言である。

・身近な人によって発見され、ヴァンパイアの被害

者となるのは近親者や隣人である。

・死者の墓が暴かれ、ヴァンパイアであったことが

確認され退治される。　

この４点があげられる。ここから東欧の民間伝承

に従ってヴァンパイアというものを定義すると「死

後肉体をもって復活して、近親者などの縁あるも

のを襲う生ける死体」とするのが妥当である。6

　近代ヨーロッパにおいてヴァンパイアという語

が統一・固定されたのはほぼ 18 世紀に入ってか

らである。Vampire の語源は明確ではないが、ス

ラブ言語が有力とされている。リトアニア語の

wempi( 飲む ) に由来すると考えられるが、vampire

という語が英語辞書に入ったのは『オックスフォー

ド英語辞典』によれば 1734 年であり 7 ヴァンパイ

アに関する書物がとりわけドイツで数多く書かれ

ていた時代である。オーストリア・トルコ戦争が

おわり 1718 年から 1739 年までその地にとどまっ

た占領軍が遺体埋葬後３－７年を経た時にもう一

度墓から死体を掘り返すという、その地方独特の

習慣に注目して報告書を作ったとされており、そ

こに外国の文筆家が発掘に参加し始めた。ヴァン

パイアブームはマスコミが作り上げたと言える。8

　しかしそれ以前にもヴァンパイア現象そのもの

はヨーロッパ以外の地域にも無数に存在していた。

このうち西欧文化圏においてヴァンパイアの前身
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としてもっとも有名なのは、ギリシャ神話に登場

する女怪ラミアである。9

　ラミアはゼウスの愛人であり嫉妬深いゼウスの

妻ヘラに呪いをかけられて狂気に陥り、自分の子

供たちを皆殺しにして悲嘆のあまり醜い姿に変じ、

夜な夜な世の中の母親たちから子供を奪ってはそ

の血や肉をむさぼったと言う。このほかにもギリ

シャ神話には人を襲い、血を好み死に至らしめる

ものとしてエムプーゼ、ゲロ、ストリックスがあげ

られる。これらはいうまでもなく半神や怪物であ

り非人間的存在であって、ヴァンパイア本来の死

者が（人間が）墓場から蘇って人を襲う定義から

少し離れているように感じる。とはいえ現在のヴァ

ンパイアフィクションにみられる、血を好む吸血

行動というのはこのギリシャ神話からきているの

ではないかと筆者は考える。

第２章：初期のヴァンパイアフィクション

　ここでヴァンパイアがフィクションになったとさ

れる最初の作品について言及したい。それは 1819

年に出版されたジョン・ポリドリ（John	William	

Polidori,1795-1821）の『吸血鬼』である。ここで

描かれているヴァンパイア、ルースベン卿は「死

人のように青ざめた顔」以外全く普通の人間と変

わらない外見をもち、のちの『カーミラ』10 や『ド

ラキュラ』11 のように生きた人間の血を吸う姿の描

写もない。12

　『吸血鬼』のなかでルースベン卿は自分がヴァン

パイアであることをなかなか公表せず、主人公オー

ブレーにも読んでいる読者にもその真実を悟られ

ないように物語は進められてゆく。物語の中でよ

うやくヴァンパイアという言葉を使い正体をあか

すのは、オーブレーとともにギリシャに訪れてい

るときであった。

　血を吸うという記述はまったく見られないのが、

この『吸血鬼』の特徴である。しかし原題では『The	

Vampire』と名づけられたこの作品が日本語で翻訳

されると『吸血鬼』になる。13 これは『カーミラ』『ド

ラキュラ』がその後のヴァンパイアフィクションに

大きな影響を与えたということである。

　その『カーミラ』にはヴァンパイアロマンス作

品のさきがけとなる要素がみられる。レ・ファニュ

の『カーミラ』は 1872 年に出版された『おぼろげ

な鏡の中で（in	a	Glass	Darkly）』の中の一遍である。

主人公ローラが吸血鬼カーミラに愛され血を吸わ

れていく様を克明に描いた作品で、それは妖気と

不思議な美しさを持ったロマンティックな世界で

ある。14カーミラは女のヴァンパイアであるが、ター

ゲットとなったのもローラという女の子である。レ

ズビアンヴァンパイア 15 とも評されるこの作品は、

主人公ローラの視点でえがかれているのだが、血

を吸われるときの印象、感覚を詳細に描写してい

る。

　最も強い感覚は、川の流れに逆らって泳ぐ

ときに感じるあの心地よい、ひんやりとした

特有の快感でした。（中略）温かい唇が私に

キスをし、喉に近づくにつれていっそう長く、

いっそう愛しげになるのですが、愛撫はそこ

を動かなくなる―そんな感触がすることもあ

りました。私の心臓は高鳴り、呼吸は早く深

くなりました。そのあと私は喉を締め付けら

れるような感覚を覚えながらすすり泣くので

すが、それは恐ろしいけいれんに変わり、感

覚も意識もなくなってしまうのでした。16

　カーミラはヴァンパイア伝承にしたがって、心

臓に杭をうたれ滅びるのであるが、この作品は単

に若い娘の血を吸い、最後に滅ぼされるというだ

けの物語ではなく、美しい自然に囲まれた、孤立

した城の中で繰り広げられるローラとカーミラの

ロマンティックな官能の世界である。17 相思相愛の

仲になり獲物に近づき襲い掛かるのはカーミラの

ヴァンパイアとしての本能であるが、この作品で

大きな印象を与えているのが主人公ローラの反応

である。ローラは最初の恐怖がなくなると、カーミ

ラの求愛に積極的に応えていく。その様子は作中

に多くみられるがこの作品はローラ視点で語られ

ているものであり、カーミラの想いはわからない。

しかしふたりの掛け合い言動からみるに、相思相

愛でありそれは純愛であったと考える。ヴァンパ

イアの視点で作品がかかれるようになるのは 20 世

紀後半になって内省するヴァンパイアが描かれる
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ようになってからである。18 故に『カーミラ』では

カーミラ自身の言葉でローラへの愛の想いが綴ら

れており、エロティックなセリフがふんだんに使

用されたロマンティックな作品になったのではな

いだろうか。

第３章：20 世紀のフィクションにおけるヴァンパ
イアイメージ

　

　この章ではヴァンパイアフィクションについて

20 世紀の映画からそのイメージの変遷を述べてい

く。19 世紀、ストーカーの『ドラキュラ』が注目

を浴びていたころヴァンパイアは主に戯曲として

劇場に登場していた。そして 20 世紀、ヴァンパイ

アは恐怖映画としてスクリーンに投影されること

となった。いよいよフィクションの舞台上でヴァ

ンパイアが世界的な活躍を始めることになる。

　世界初のヴァンパイア映画は、1922 年ドイツで

製作された『吸血鬼ノスフェラトゥ』である。そ

こで描かれたヴァンパイアの容貌は、坊主頭で手

足は細長く、大きな鍵爪と尖った耳を持ち、背が

高く痩せ細った男であった。そのヴァンパイア像

は怪物に他ならない。『ノスフェラトゥ』ではタイ

トルや固有名詞こそ違うものの、小説『ドラキュラ』

のストーリーをほぼそのまま用いている。しかし結

末の描かれ方は少々異なり 19 ヴァンパイアが美し

い女性に気を取られているすきに、窓から差し込

んだ太陽光によって灰にされる。この結末のあり

方はヒーローとの戦いによってモンスターが滅ぼ

されるという図式とは全く異なる。ヴァンパイア

は怪物として、人間と隔絶した存在であり、同時

に人間より劣った存在とみなされていたと言える。

フィクション初期のヴァンパイアは、怪物として

の描かれ方から見ても、メディアとしての映画の

形式から見ても、この世を生きている人間主体と

はかけ離れた存在であったように思われる。

　その後、世界で初めてカラーのヴァンパイアが

現れたのが『ドラキュラ』(1958、英 ) である。赤

と黒の鮮烈なコントラストによって、見るものを恐

怖に陥れると同時に魅了する、非常に印象的なヴァ

ンパイア像が作り出された。色彩が入ったことに

よりヴァンパイアは一気に人々の心をとらえ、世

界的なスターとなっていった。

　『ノスフェラトゥ』のヴァンパイアがグロテスク

な怪物であったのに対し、こちらは高貴さすら感

じさせる悪魔が描かれている。姿は人間に近づき

表情を持っている。ヴァンパイアは人間を超越し

た存在として描かれている。先ほどの人間より劣っ

た存在としてみなされる怪物的なヴァンパイアと

は対照的である。赤と黒の色彩を伴ったタキシー

ドの紳士としてのヴァンパイア像はここから生ま

れた。

　映画のクライマックスでは、ドラキュラとヴァ

ン・ヘルシング教授が激しい戦いを繰り広げ、つ

いには教授の手によって吸血鬼が倒される。音声・

色彩など技術的な面の他にも、『ドラキュラ』と『ノ

スフェラトゥ』には、ヴァンパイア像やキャラク

ター同士の関わりなどの点で大きな変化がみられ

る。ヴァンパイアはグロテスクな怪物から魅力的

な魔物へと変化を遂げた。物語の上でもヴァンパ

イアと人間との対立が生じ、関係が生じることに

なった。

　20 世紀を通してヴァンパイア像は大きく変化し、

やがてそれ自体の内面を描かれる存在になる。こ

の「内面を描かれるヴァンパイア」の典型が、ハ

リウッド映画『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイ

ア』(1994、米 ) である。主人公であるヴァンパイア・

ルイは記者のインタビューを受けて、200 年に渡っ

て苦悩し続けてきたヴァンパイアとしての自分の

歴史を語り始める。この物語の大きな特徴として、

ルイが 200 年間も苦悩・内省していることが挙げ

られる。

　小説『ドラキュラ』で語り手はつねに人間側に

あり、ヴァンパイアはその対象となる側であった。

しかし 20 世紀末のヴァンパイアは恐怖の対象では

なく、物語をかたる主人公そのものである。人を

襲う怪物として「排除されるべき対象」から、語

り手として「苦悩し内省する主体」へと変化した

のだ。

第４章：ヴァンパイアロマンス
　

　20 世紀のヴァンパイア作品に慣れ親しんできた

人にとっては衝撃の事実かもしれないが、現在ヴァ
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ンパイアという言葉から「ロマンティック」とい

う言葉を連想する人もおおいのではないだろうか。

それは『トワイライト』をはじめとするヴァンパ

イアロマンス作品のブームに由来する。実際アメ

リカでは、ヴァンパイアをヒーローに据えたロマ

ンス小説が人気を誇っていて、十字架を振りかざ

して排除すべき存在どころか、多くの若い女性に

とっては、いつの日か十字架に続くヴァージンロー

ドをともに歩きたい存在、つまり「理想の恋人像」

になりつつある。20

　畏怖の対象から恋愛の対象へ変えた契機はまさ

に『トワイライト』であると筆者は考える。『トワ

イライト』はステファニー・メイヤー (Stephenie	

Mayer,1973-) によって 2005 年に出版された作品で

あり、2008 年にはロバート・パティンソン (Robert	

Douglas	Thomas	Pattinson,1986-) とクリステン・

スチュワート (Kristen	Jaymes	Stewart,1990-) を主

演に映画化され、翌年日本でも公開された。『トワ

イライト』が注目され絶大な人気を誇るようになっ

たのは、これまでのヴァンパイア小説とは全く異

なった純愛作品だったからではないだろうか。映

画『トワイライト』のキャッチコピーは、「人間とヴァ

ンパイアの禁断のファーストラブ」「すべてを奪わ

れたい」「世界中がハマった究極の純愛映画」であ

り、MTV ムービーアワード 21 ではベストキス部門

で４連覇することからも、『トワイライト』はロマ

ンス作品として受け入れられていたことがわかる。

　ではロマンス作品とはなにか。「ハーレクイン・

ロマンス」というペーパーブック版ロマンス叢書

がある。1979 年以来、日本でもその翻訳版が売ら

れるようになった。読者のほとんどは女性であり、

あまりおおっぴらに宣伝されることはないが、28

か国語に翻訳され 114 か国で販売されるほどに人

気は底知れない。22「ハーレクイン・ロマンス」の

人気の秘密は「大いなるワンパターンの魅力」で

ある。どこにでもいる平凡な若い女の子が、大企

業のトップ、御曹司、王家、でそのうえイケメン

であるヒーローと関わりを持ち、いつしか惹かれ

あっていくというお決まりのストーリー展開であ

る。さまざまな困難はあるものの、ヒーローはヒ

ロインの前に跪きプロポーズをし、平凡な OL や

学生にすぎなかった女の子は一夜にしてお姫様と

なる。というのが、ハーレクイン・ロマンスによく

ある筋書であり、それがたとえワンパターンであっ

ても世の女性たちはこのシンデレラ・ストーリーに

滅法弱い。

　『トワイライト』もまさにそのパターンである。

転校してきたヒロイン・ベラはごく普通の人間の

女子高生である。たまたま授業で隣の席になった

エドワードと最初は打ち解けあえないものの、彼

がヴァンパイアであるという秘密を知り、しだい

にふたりの距離は近づき、恋人関係になる。最終

的にふたりは結婚し、ベラもヴァンパイアに転生

し幸せに暮らすことになる。まさにハーレクイン・

ロマンスにあってもおかしくない作品なのだ。『ト

ワイライト』はヴァンパイアの登場する怪奇的な

パラノーマル小説というよりも、パラノーマル的

な要素を含むロマンス小説「パラノーマル・ロマ

ンス」として受け入れられたのだ。

　ではどのようにしてヴァンパイアを理想の男性

像として描いたのか。主人公エドワードの属する

カレン家は人間の血を吸うことなく、動物の血を

吸って渇きをみたしている。これはこれまでのヴァ

ンパイア作品と大きく異なる部分ではないだろう

か。人間の血を求めて命を狙い、最終的には人間

によって始末されることになる 20 世紀の怪奇小説

のヴァンパイアとの違いである。ただしエドワー

ドにも人間の血を吸いたいという願望は常にあり、

ベラのことを愛したいという欲望と、彼女の血を

吸いたい ( ＝殺したい ) という欲望を同時に抱えて

いるのである。彼の抱えた秘密は深刻であり、そ

の秘密はいずれヒロインにばれることになるわけ

だが、ヒロインにとってもヒーローにとっても、ま

たその小説をよんでいる読者にとっても、スリリ

ングな展開になる。そのうえ、近づこうとすると

誤ってヒロインを殺すことになりかねないために、

ヒーローは常に紳士的に振り舞うことで距離を置

き、恋人同士のキスですら極めて慎重に覚悟して

おこなうことになる。「危険な男」でありながらロ

マンス小説でいうところの「政治的正しさ」をも

兼ね備えている完全無欠なロマンス小説の主人公

にするのに、ヴァンパイアはとっておきの存在な

のである。
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おわりに

　ヴァンパイアはフィクション界に登場した当初

は、東欧での伝承のように人々を苦しめ夜な夜な

棺から現れる恐ろしい怪物でしかなかった。日本

語では「吸血鬼」と訳される怪物であるが、当初

は吸血行動といったものはみられなかった。これ

はストーカーの『ドラキュラ』などが与えた影響

がいかに大きかったのかがわかる。20 世紀後半

になって人間との関係が変わったように見られる

ヴァンパイアであるが、21 世紀では恋愛対象つま

りは理想の恋人像として描かれるようになりヴァ

ンパイアロマンスブームを引き起こした。これま

でにないヴァンパイアをヒーローに添えたロマン

ス作品がここまで注目されたのは決して突発では

なく、ほぼ同時期の「パラノーマルブーム」23 と

重なっていると考えられる。例えば『バットマン』

(1989)『ハリー・ポッター』(2001)『スパイダーマン』

(2002) といった数々の人気映画のことを想起すれ

ば、人々が超人に憧れをいだいていたことがわか

る。不死の生命をもち神出鬼没にして強力なパワー

の持ち主であるヴァンパイアをヒーローとして描

くことで、人々の興味関心の的になっていたのだ。

『トワイライト』は女性に絶大な人気を誇るロマン

ス小説と当時の「パラノーマルブーム」が重なり

人気を博した。また、ごく普通の人間の女子高生

が世にも美しいヴァンパイアの青年と恋に落ちる

というシンプルなストーリーによって、ヴァンパイ

アの美しさや恋人としての適格性をあたかも既成

事実であるように提示して、「ヴァンパイア＝恐れ

るもの、退治すべきもの」というこれまでのイメー

ジを覆い隠してみせた。ヴァンパイアのイメージ

は、このように 21 世紀に大きく変容したのである。
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