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“ゾンビの発生”という災害は、大きく３種類の被害をもたらすと考えられます。ま
ずゾンビという「凶暴な生物」による直接の攻撃、次にゾンビの発生原因のひとつ
である「ゾンビウィルス」感染による自身のゾンビ化、そしてインフラや流通網のマ
ヒによる「社会的混乱」です。 ゾンビウィルスの感染を防ぐ

ゾンビ発生原因のひとつとして考えられる、致死率（ゾンビ化
率）100%の「ゾンビウィルス」は、治療の手段であるワクチンが
簡単に手に入らないため、ウィルスによる被害を免れるために
は感染しないことが唯一の対策です。感染はゾンビの体液と接
触することによるものが主流ですが、流行初期には空気感染・
飛沫感染が生じる場合もあるため、一刻も早くゾンビ発生の中
心地から離れることが重要です。

ゾンビ発生時に想定される 被害状況と対処方法

ライフラインやインフラの停止に備える

ゾンビ発生の規模が拡大するにしたがい、人々は都市部を離れ
て安全な地域へ避難を始めます。当然この避難者には電気・ガ
ス・水道などのライフライン、通信網、流通網、行政サービスな
どの従事者が含まれますので、社会を維持するインフラが次々
と停止することになります。そのため、ゾンビ災害が長期化する
場合に備えて長期備蓄・自給自足の準備が必要です。

ゾンビからの攻撃を回避する

ゾンビそのものがもたらす影響は、例えば動物園から猛獣が逃げ
出した場合や、山で野生のクマやイノシシに遭遇した状況、あるい
は海でサメに襲われたようなケースに似ています。ゾンビも野生動
物も人間より強いため、正面から丸腰で戦いを挑むことは得策で
はありません。ゾンビの身体能力や知能が明らかになるまでは、避
難することだけを考えましょう。

インフラ従事者がゾンビ化する
と社会機能が停止に追い込まれ
ます。画像のように鉄道の車掌
がゾンビ化すると、「①乗客への
直接攻撃」「②鉄道網によるウィ
ルスの拡散」「③鉄道インフラの
停止」と、想定被害が全て生じる
最悪の状況が生じます。
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ゾンビ発生の第一報を見知った際には、ゾンビの能力や感染方法に関する情報を
集めることから対応を始めます。その後自宅や安全な場所へ避難を行いますが、
この際にはゾンビとの戦闘を回避することが重要です。またゾンビに関する情報
が明らかになるまでは自宅へ籠城を続けましょう。

銃火器がない状況でこうなった場合は、もうほとんど「詰
み」の状態であるといえます。地震や噴火の発生と同様、
個人の防災対策の失敗はすなわち死を意味しますので、
慎重に慎重を重ねて万全の体制で行動をすることを心が
けましょう。

ゾンビ発生直後の情報収集のポイント
Æ P.３へ

ゾンビ発生の直後はウィルス感染方法とゾンビの能力
把握に努めます。

❶

自宅や避難所へ移動する際のポイント
Æ P.４へ

避難行動時には、絶対にゾンビと戦うことがないよう
に立ち回ります。

❷

ゾンビにばったり遭遇した場合の
対処方法 Æ P.５へ

ゾンビと鉢合わせになってしまった場合は足止めをし
つつ逃げ出します。

❸

自宅へ籠城する際のポイント Æ P.６へ

籠城をする際にはライフラインの停止に備えながらゾンビ
を観察します。

❹

［おまけ］ゾンビの発生は現実にあり得るのか Æ P.８へ

人間が想像できる災害は全て現実化する可能性があり、それはゾンビウィルス・
パンデミックも例外ではないのです。またゾンビ対策は地震への備えや新型インフ
ルエンザ対策など、様々な災害への備えに通じる項目が多いため、家庭の防災対
策の一環としてゾンビ対策を考えてみてください。

銃火器を用いずにゾンビを
駆逐するポイント Æ P.７へ

ゾンビ発生の直後はウィルス感染方法とゾンビの能力把
握に努めます。

❺
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ゾンビを無力化するためには頭部（脳）を破壊する必要がありますが、銃火器や刀
剣類なしでの実施は困難を極めます。そのため、武器を持たない民間人がゾンビ
発生を見知った場合には、いかにゾンビと接触せずに安全な場所へ避難するかを
検討するための、情報収集に努めることが重要です。

ゾンビ化の理由・感染方法に関する情報を集める

ゾンビが同時多発的に発生している場合、ウィルスなどによる空気（飛沫）感染の
恐れがありますので、絶対に屋外には出ず室内で情報収集に努める必要がありま
す。一方、ゾンビが発生地点を中心にじわじわと数を増している場合は、接触感染
によるゾンビ化と考えられますので、直近ではゾンビに接近しなければ安全です。
次の情報収集段階へ移りましょう。

ゾンビの身体能力や知性に関する情報を集める

ゾンビから避難する際、あるいはいずれ戦いを挑む場合においても、ゾンビの能力
が分からなければ対策の立てようがありません。そこで、テレビやネットの情報を
頼りに、ゾンビの身体能力（どんな行動をするのか？）・知能水準（武器を使う
か？）・人の見分け方（視力・聴力・嗅覚）に関する能力を収集し、ゾンビと対す
る際の方針をまとめる必要があります。

安全な場所、及び今後の推移に関する情報を集める

武器を持たない民間人は、ゾンビが掃討されるまで自宅や安全な避難所に閉じこ
もる必要があります。そこで、現在ゾンビが発生している場所を知り、どこで籠城す
るのか、あるいは避難をするのか、避難の場合にはどの方向へ向かって移動をする
のかといった計画を立てます。この際には、国内だけではなく海外の情報にも気を
配り、これが世界同時多発的な現象で長期のサバイバルの必要があるのかも見極
めることが重要です。

知恵がなく歩みも遅いゾンビは比較的対
処がしやすいのですが、想定外の動きをし
たり、武器や道具を用いたり、また画像の
様に「胃酸をまき散らしながらの攻撃」を
するゾンビの場合は、警察や自衛隊による
鎮圧に相当な労力がかかることが予想さ
れます。

ゾンビ発生直後には
情報収集と分析に努める1
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自宅や避難所へ移動する際の鉄則は、絶対に「ゾンビと戦わない」ことです。ゲー
ムや映画の世界では、様々な手段で入手した銃火器やバールのような物などの鈍
器を用いてゾンビと戦闘をしますが、現実においてはいかにゾンビをかわして静
かに移動するかが重要になります。

避難時の戦闘は絶対に避ける

ゾンビが単なる「凶暴生物」であれば、戦って傷を受けたとしても治療の余地があり
ますが、ゾンビは致死率100%の「ゾンビウィルス」のキャリア（保菌者）である可
能性が高く、ほんのわずかな傷を指先に受けたことが死につながる恐れもありま
す。人間に「HP（ヒットポイント）」の概念はありません、死に直結する可能性があ
る戦闘は最後まで回避しましょう。

移動時の服装について

避難行動時はゾンビと戦闘をすることよりも戦いを回避する
ことに専念すべきですので、防御力よりも動きやすさ・疲れに
くさを重視した格好を意識します。ヘルメットより通気性のよ
い帽子、レザーコートより透湿性の高い登山用レインウェア、
鉄板入りの安全靴より貫通防止インソールを入れた登山靴な
どを選択し、身軽に動けるようにしておきます。

ゾンビの五感を刺激する音・光・臭いを出さずに移動する

人間を察知するためのゾンビの能力（視覚・聴覚・嗅覚）が明らかでないうちは、
移動時にゾンビの五感を刺激することを避けます。ゾンビの視界に入らないように
することはもちろん、声を上げたり荷物が音を立てたりしないように注意し、また自
動車の騒音はゾンビを呼び寄せる可能性がありますので徒歩で移動するようにし
ます。食事を取る際にも、炎の熱・立ち上る煙・食事の臭いなどが過剰にならない
ように注意してください。 

ひとりで行動をすると休憩を取ることもで
きませんし、通路や路地で挟み撃ちにあっ
た際に対処不能になる可能性が高いた
め、２～３名で静かに移動をしましょう。画
像の様に、常に複数の退路を確保しなが
ら移動すると安全性が高まります。

自宅や避難所へ移動する際は
戦闘を避ける

悪い例）

2
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ゾンビと鉢合わせてしまった場合、攻撃を回避することと同時にゾンビウィルスの
感染を防止する必要がありますので、ゾンビの体に接触することは極力避けます。
またいわゆる「胃酸吐き攻撃」を仕掛けてくる可能性もあるため、できるだけ正面
に対峙することも避けてください。

ハシゴや階段など、立体的な逃げ道を探す

ゾンビの身体能力や知性にもよりますが、多くのゾンビは手先や足の運びが上手で
ないため、段差や障害物を乗り越えることができなかったり時間がかかったりしま
す。室内の廊下や屋外の路地などでゾンビに追い込まれてしまった場合、ハシゴを
かけたり椅子などを置いて高い所へ避難したり、あるいは雨どいや電柱をよじ登
ることも考えましょう。

簡易なバリケードを築き、ゾンビを足止めする

ゾンビと遭遇した場合、まずは距離を取ったまま逃げることができないかを考えて
ください。椅子や机で障害物を作る、ロープやガムテープで通路を封鎖する、自動
車や自転車で壁を作るなど、あらゆる物を使ってゾンビの前にバリケードを築き、
そもそも接近しなくて済むように立ち回ってください。数十秒を稼げれば十分です
ので、頑丈である必要はないのです。

リーチのある得物を使い、ゾンビを押しのける

ゾンビからの避難時には、杖や傘・野球のバットやゴルフクラブなど、リーチの長
い棒状の物を前方に構えて移動をし、ゾンビと鉢合わせた際にはこれらをゾンビに
押し当てて逃げてください。棒がなければ、椅子、買い物カゴ、膨らませたゴミ袋な
ど、とにかく距離を取れる物であればなんでも構いませんのでゾンビを押しのけ
る道具として利用します。また押しのけるだけでなく転倒させることができればさ
らに時間が稼げるでしょう。

身体能力や知性に劣るゾンビは、階段や
段差を登れないことがあります。画像のよ
うな階段地形はゾンビを振り切るために
有効な場所になります。移動中にゾンビと
鉢合わせした場合、平面ではなく上下に逃
げ場がないかも探してみましょう。

ゾンビと遭遇した場合は
足止めをしながら逃げる3
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ゾンビが警察や自衛隊にすぐ鎮圧されるにせよ、長期にわたって社会的な混乱が
起こるにせよ、自宅や安全な建物内に籠城をする準備は必ず必要になります。ラ
イフラインが停止することを前提に、水・食料・トイレ・医薬品・生活用品など
の準備をしておきましょう。

ライフラインの停止を前提とした生活の準備

ゾンビウィルス・パンデミックが長期化すると、電気・ガス・水道などのライフラ
インをはじめ、通信網、物資流通、医療・消防・治安維持などあらゆる社会サー
ビスが停止していきます。そのため、ゾンビをかわして自宅や安全な建物に避難を
した後は、事態が収束するまで備蓄品に頼った籠城生活を行いながら、長期化に
備えた自給自足の準備をしなくてはなりません。

わずかでもよいので食料自給を行い希望につなげる

自宅や建物内への籠城をする際には生鮮食品が極端に不足をしますので、水耕栽
培などで野菜や植物を育てられるようにすると、ビタミン補給の助けとなります。こ
れは栄養管理の面でも重要ですが、同時に「食料生産ができる」という事実を用意
することで、籠城生活下におけるポジティブな希望的要素として活用することにも
大変役立ちます。

ゾンビの観察を行い特性の把握に務める

ゾンビから身を隠して籠城をする場合、外部との接触を完全に遮断して引きこもり
たくなりますが、備蓄の欠乏や火災などが発生して避難が必要になった場合、ゾン
ビの特性が分からずにすぐ全滅してしまう可能性があります。そのため、建物内に
身を潜める際にも、常にゾンビの行動を観察し、「ゾンビ身体能力（どんな行動をす
るのか？）」「知能水準（武器を使うか？）」「人の見分け方（視力・聴力・嗅覚）」を
知るようにしましょう。

長期籠城に備えた野菜栽培の準備とし
て、回復用のハーブを育てたくなるかもし
れませんがやめておきましょう。ハーブを
回復用に使うためには調合のスキルが必
要で、そしてあなたに調合のスキルはあり
ません。ここはカイワレダイコンなどがお
手軽です。

自宅へ籠城する際は
ライフラインの停止に備える4
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ゾンビの特性が明らかになり、有効な武器をそろえることができれば、人間側の
反撃を試みます。しかし銃火器が入手できなかった場合は、トラップや飛び道具
を駆使して、できる限りゾンビと接触せず、そして徹底的に卑怯に戦い、少しずつ
ゾンビの数を減らすようにしましょう。

人間側に有利な場所で戦いを挑む

ゾンビとの戦闘は、あらかじめ複数の退路を用意した空間におびき出した上で、事
前に設置した罠（トラップ）を駆使して行います。落とし穴や網を使ってゾンビの動
きを止めることができれば、頭上からブロックなどを投げ落として頭部を破壊した
り火を放ったりするなど、距離を取った対応が可能です。士気を高めるためにも、戦
闘は晴れた日中に行いましょう。

複数人で一体のゾンビを相手にする

ゾンビと“サシ”で戦えるのは、銃火器を持つ訓練された兵士だけで、民間人は必ず
複数名で一体のゾンビに挑むようにします。この際には、周囲の監視役・おとり役・
動きを止める役・とどめを刺す役などを用意して、一体ずつ確実にゾンビの数を
減らしていけるようにします。ゾンビの新手が現れた場合は無理をせず撤退をし
て、再度隙を狙うようにします。

対ゾンビ戦の基本的なフォーメーション

まずおとり役がゾンビ１体を誘い出します。次にリーチの長い棒や、刺股（さすま
た）、あるいはロープなどを使って複数人でゾンビの動きを止めます。そして、おとり
役がゾンビの気を引いているうちに、とどめ役がゾンビの背後に周り鈍器を使っ
て後頭部から頭部の破壊を狙いましょう。遠距離攻撃が可能な武器を活用したい
ところですが、銃火器やクロスボウなどがなければ難しいため、原則は近接攻撃で
とどめをさします。

日本では銃火器を手に入れることが難し
いため、基本的に武器の主体は鈍器となり
ますが、画像のような吊り下げ式の檻は、
直接頭部の破壊ができるための大型武器
になり、またゾンビを足止めするトラップ
としても活用できるためかなり有効です。

ゾンビとの戦闘は
罠を活用して複数人で対峙する5
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当マニュアルを最後までお読みいただきありがとうございます。多くの読者様は
このマニュアルを楽しい読み物・フィクションとしてご覧いただいたことと存じま
す。しかし人間が想像できる災害は全て現実化する可能性があり、それはゾンビ
ウィルス・パンデミックも例外ではないのです。

ゾンビ症状に似通っている
「狂犬病」ウィルスという存在

ゾンビウィルスは体液の接触で感染をおこし、強い感染力と
100%の致死率を持ち、感染者を凶暴化させる特徴を持ってい
ますが、これは実在する「狂犬病ウィルス」の特性に似通ってい
ます。仮に狂犬病ウィルスが、鳥インフルエンザのように突然変
異をおこし、人－人感染を起こすようになれば、ゾンビウィルス・
パンデミックと同じ状況にならないとも限りません。

ゾンビウィルス・パンデミッ クは現実にあり得るのか

ゾンビ対策は既存の防災対策にもつながる準備

ゾンビ対策の一環として行う長期備蓄・籠城生活への備えは、首
都直下地震や南海トラフ沖大地震、強毒性の鳥インフルエンザパン
デミックや、天体衝突・破局的噴火・核戦争による日照障害が引
き起こす社会機能の停滞への備えと同じものです。ゾンビ対策を
進めることで、既存の災害への備えを行うことができますので、新
たな防災対策の一環としてゾンビ対策を行ってもよいでしょう。

蘇生系ゾンビとウィルス系ゾンビ

ひとくちにゾンビと言っても様々な種類がありますが、大きく分け
れば「蘇生系」と「ウィルス系」の２種類に分けられます。このうち
蘇生系のゾンビはほとんどフィクションに近いものですが、ウィル
ス系のゾンビは、細菌兵器としてウィルスが製造されたり、あるい
はゾンビそのものが生物兵器として作り出されたりする可能性があ
る、現実の災害予備軍です。

「ゾンビ＝人が凶暴化して人を襲
う」という現象は、狂犬病ウィル
スの症状に似通っています。日本
の場合は予防接種の徹底で狂
犬病に感染しているワンコはい
ませんが、海外では未だに狂犬
病で命を落とす事例が多数あり
ます。海外旅行時にはご注意を。

8民間人のためのゾンビ対策マニュアル　銃火器を用いずにゾンビから生き延びるための❺つのポイント
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