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1.はじめに
ゾンビを物理のテーマとして扱うことは

化を見ていく。

2.SZR モデル

理論的な悪ふざけに見えるかもしれない。

SZR モデルとは、ヒト、ゾンビ、ヒトに殺

ゾンビはホラー映画や小説では欠かせない

されたゾンビの個体群ダイナミックスのモ

題材ではあるが、架空の感染症にすぎない。

デルである。ヒト(Susceptible,未感染者)、

しかし、2009 年以降、ゾンビの個体群ダイ

ゾンビ(Zombie)、ヒトに殺されたゾンビの

ナミックス、ゾンビ感染の強さをベイズ統

数(Removed)をそれぞれ S,Z,R で表すとす

計で評価するもの、悪い評判の拡大を止め

る。

るためのアルゴリズムなどの論文が相次い
で出版された[1,2]。
ここで、ゾンビとは、死にいたる伝染病で
あり、宿主を殺すばかりでなく、宿主を媒
介者に変えるものであり、媒介者となった

<図 1>.ゾンビと人の関係

宿主のことをゾンビと呼ぶ。ソンビはヒト
を噛むことでゾンビに変える。映画ではゾ

ヒトとゾンビが対面したときゾンビは本能

ンビの寿命には限りがなく、ヒトが殺すし

的にヒトに噛み付こうとし、噛み付かれた

かゾンビを殺す方法はない。つまり、ゾン

ヒトはゾンビとなる。ヒトはゾンビに噛ま

ビとヒトの共生は不可能であり、どちらか

れないようにするために、逃げるか、ゾン

が滅びるまで戦いは続くのである。

ビの頭部をつぶしてゾンビを殺すしかない。

では、ソンビが発生したとき、ヒトが生き

SZR の微分方程式については以下の式で表

残る条件は何で決まるのであろうか？SIR

すことができる[1]。

モデルなどの感染症のモデルでは、感染者

…(1)

の比率がある閾値を超えると、感染症の
outbreak が起きるが、感染した患者は勝手
に死ぬか隔離(removed)され、ヒトが絶滅す
る前に感染症は収束する。一方、ゾンビの
場合は、必ずどちらかが絶滅する。本研究

ここでβは単位時間あたりにゾンビが人に

では文献[2]で導入された SZR モデルとい

噛みつく確率、κは単位時間あたりにヒトが

うゾンビの感染モデルをもとに、ゾンビと

ゾンビを殺す確率としている。この連立微

ヒトが移動する効果を取りいれた拡散 SZR

分方程式は積分することが出来る。

モデルでのヒトの生存条件を解析する。そ
してその解析をもとに日本でゾンビが発生
したときどのようになっていくか、その変

P0 = (1 − α)S(0) + Z(0)、X 0 = S(0)/Z(0)
と書くと、P0 ≠ 0のとき、

と言える。
となる[1]。P0 > 0のときヒトは絶滅し、
P0 < 0のときヒトは生き残る。
閾 値 に 対 応 す る α を αC と 書 く と 、
αC = 1 + 1/𝑋0となる。α > αC がヒトの生存
条件である。一方α = αCのときP0 = 0となる。
このとき、S(τ)、Z(τ)は、

と求めることが出来る。τ → ∞では S(τ)、
Z(τ)はともにゼロに収束するので、α = αCの
とき、ゾンビもヒトも滅びてしまうことが
分かる。

3.β と κ の具体的な数値
次にゾンビのやヒトの具体的な強さを求
める。単位時間当たりにゾンビの噛みつく
確率βを求めるためにゾンビの移動する速

<図 2.>ゾンビの噛みつくレンジ

さ v は 0.3[m/s]=0.3× 10−3[km/s]。ゾンビ
が人を検知して攻撃できる範囲を移動方向

h2 [km2 ]のある 2 次元領域にヒト S 人、ゾン

に対して垂直に R=30[m]=0.03[km]とする。

ビ Z 人いるとする。その条件の元 24 時間観

この範囲に入った瞬間にゾンビはヒトに噛

測するとどうなるかシミュレーションする。

みつくものとする。次にh × h[km2 ]の領域
にヒト S 人、ゾンビ Z 人いるとすると領域
内のヒトの密度は S/h2 [/km2]と表せる。∆t
の間に Z 人のゾンビが噛みつく人数 B(∆t)
は
…(2)

で求められる。
ヒトの減少分はすべてゾンビが噛みつく人
数(ゾンビの増加分)といえるので、ここで
(1)式と(2)式とを比較すると

<図 3.>α = 0.8 の結果

拡散項 D がどれほどの大きさになるかを求
めるために、日本の総面積を 360000[km2]
の h=3[km]のグリッドで 200×200 個に分
割された正方形とし、ヒト 1 億 2000 万人
を配置し、その中心にゾンビを 1 体配置す
る。
200 個

<図 4.>α = αC ＝1.01 の結果
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<図.6>近似した日本をグリッドで分割
<図.5>α＝1.1 の結果
次にグリッドについて着目する。グリッド
ここでα = αC = 1.01のときはべき関数的な

内にゾンビが Z 人いるとすると、ゾンビの

変化をするので時間は 1000 時間で計測し

密度はZ/h2 [/km2 ]。∆t当たりのグリッドの

た。

端のおける面積は hv∆t[km2 ]。これらの積

4.拡散項を考慮した SZR モデル

がグリッドの端にいるゾンビの数と表せま

実際にゾンビが発生したらゾンビはある

す。この中にいるゾンビが動ける 4 方向の

領域(都市)から出て隣の領域に移るだろう。

うち、隣のグリッドに移る確率は 1/4 なの

そして政府は感染の拡大を防ぐために、ヒ

でそれをかけることで∆tの間にゾンビが隣

トの都市間の移動を制限する。
ここで SZR の方程式に拡散項 D の要素を
加えることでゾンビがランダムに動き回る
場合を考えることができる。

のグリッドに移る確率(=

v∆t
4h

𝑍)が求まる。

<図.7>∆t間におけるグリッド境界でのゾン
ビのふるまい

<図.8>グリッド間でのゾンビの移動
i,j におけるグリッドのゾンビの変化率は

…(3)

で表される。(3)式を変形し

ここで拡散項と比較すると

∆Z(i, j)の右辺における hv/4 以降の項が Z の
二回微分となっているので、拡散項の∇2 uに
あたり、hv/4 が拡散係数 D となる。よって

これらの条件でシミュレーションを行った
結果をいかに記す。

<図.9>ゾンビ感染の様子
(t=1,24,48,72,96.120,144[h])
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