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【要旨】
　本論文の目的は、縫合理論を手がかりに、リチャード・フライシャー『見
えない恐怖』（See No Evil, 1971年）における不可解なショットの分析を通じ
て、殺人者というキャラクターの生成（およびその不成立）のメカニズムを明
らかにすることである。このフィルムにおける不可視性を活かしたサスペンス
は高く評価されてきたが、クライマックスにおいてキャメラが水中からジャッ
コを見上げる不可解なショットに関しては、暴力や死の不可視化に関連してい
るにもかかわらず、これまでに論じられてこなかった。そこでまず、盲目の主
人公・サラの「視点」を示すかのようなこのショットを、エドワード・ブラ
ニガンの議論を手がかりに、〈盲者の視点ショット〉ととらえる視座を導きだ
す（第 1節）。次に、縫合理論をキャラクターの生成という観点から整理しつ
つ、顔の見えない殺人者がクライマックスの直前でブーツをわざわざ脱ぐため
に、ブーツとジャッコの顔がいちども同一画面に映りこまないという事実を指
摘する（第 2節）。そして、殺人者の現れ方を分析していく過程で、ブーツと
ジャッコの顔の結びつき、すなわち〈身体の縫合〉には綻びがあり、ジャッコ
は殺人者というキャラクターとしてうまく成立しないことを明らかにする。最
終的に、水中からのショットにおいては、不可視であるはずの殺人者の顔が不
在（無）として画面上に露呈するという複雑な事態が生じていることが浮かび
あがってくる（第 3節）。
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序論

　あるフィルムにおいて、スクリーン上に映しだされた身体は、いかにして
キャラクターになるのだろうか。ミーケ・バルは、キャラクターは初めから存
在するものではなく、テクストのなかで生成するものだと考える。バルによれ
ば、キャラクターとは「俳優が目立った人間的特徴を与えられたときに生じる
結果」であって、フィルムが展開していくうちにいつの間にか生じている存在
である（1）。また、リック・アルトマンも生成という観点からキャラクターと
いう概念を説明している。アルトマンは、ホルヘ・ルイス・ボルヘスの小説に
登場する、ふたつの写真が同一人物であると認識できない男の挿話に言及しつ
つ、別様に示されるふたつの像が同一の存在だと認識されることによってキャ
ラクターが生成すると述べている。要するに、キャラクターの生成には、ふた
つ以上の要素が継起し、そこに同一性が認められる必要があるという（2）。ま
た、スティーヴン・ヒースによれば、キャラクターとは一連の
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物語的述部の動
作主となり、アクションの達成に応じて「個別化された［individualized］」主
体のことである（3）。これらの議論を踏まえて、本論文では物語映画における
キャラクターという概念を以下のように定義する。キャラクターとは、ショッ
トごとに断片化した映画的身体が繋ぎ合わされることで構築され、あたかも同
一性を保持したまま一連のアクションを引き起こす個別化された主体であるか
のように提示される存在である（4）。断片化した映画的身体は、ショットの連
鎖にしたがうことによって、ナラティヴの次元に組み込まれていく。その連鎖
は、古典的なコンティニュイティ編集というある強力な体系を生みだしたが、
キャラクターが生成するメカニズムは、まさにそうしたショットの連鎖と切り
離しえないものである。しかし、ショットの連鎖において、キャラクターがう
まく生成しない事態が起こるとすれば、それはどのような場合だろうか。
　ジャン＝ピエール・ウダールによる古典的な論文『縫合』が、そのような事
態を考えるための手がかりとなるだろう（5）。ラカン派の精神分析学者ジャッ
ク＝アラン・ミレールが提唱した「縫合［suture］」の概念（6）を映画作品の分
析に応用し、後の論者たちに大きな影響を与えたウダールのテクストは、まさ
に画面内／画面外を区切るフレーミング（すなわちキャメラの視点）および
ショットの連鎖と映しだされる身体との関係を考察し、キャラクターが生成
するメカニズムを説明したものとして読むことができる。本論文の目的は、ウ
ダールのテクストを手がかりにしつつ、リチャード・フライシャーが監督し
たイギリス映画『見えない恐怖』（See No Evil, 1971年）を対象に、クライマッ
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クスにおける不可解なショットの分析を通じて、殺人者という主要なキャラク
ターの生成（およびその不成立）のメカニズムを明らかにすることだ（7）。こ
のフィルムでは、殺人者の顔が映されず、星型のマークがついたブーツなど身
体の断片のみが提示され、いわゆる犯人さがしのプロットが展開していく［図
1］。しかしながら、議論を先取りすれば、クライマックスにおいて生じている
のは、端的に殺人者の顔が可視化するとは言えない複雑な事態なのである。
　『見えない恐怖』においてフレーミング（キャメラの視点）が重要な要素で
あることはしばしば指摘されてきた。たとえば批評家のクリス・フジワラは、
「フライシャーにとって、映画とはなによりも見ること［seeing］であり、彼の
フィルムの特徴的な身振りは視点の調節［the adjustment in point of view］であ
る」と述べ、 その「視点の調節」がこのフィルムにおいてはとりわけ複雑なか
たちで表れていることを指摘している（8）。盲目の主人公・サラ（ミア・ファ
ロー）は、おば一家が住む屋敷に滞在しているが、外出しているあいだに屋敷
では恐ろしい事件が起きている。帰宅したサラは手探りで室内を歩き回るが、
目が見えないために、画面に映りこむ何者かが侵入した痕跡（床に落ちている
ブレスレットや、ガラスの破片など）に気がつかない。キャメラの絶妙な視点
操作が、主人公の知覚に先立って観客にそれらの形跡を見せていき、すでに一
家が殺害されてしまったことを気づかせるのである（9）。
　このようにフレーミングや盲目という設定を活かして可視性と不可視性を戯
れさせたこのフィルムは、サスペンスの佳作として公開当時から評価されてい
た。「椅子や風呂場やベッドに、［死んで］硬直した親戚一家が横たわってい
ることに気づかずに、彼女が静かに家のなかを動きまわる長いシークエンス
は実に恐ろしい［genuinely frightening］」と称賛している記事もあれば（10）、こ
のシークエンスで存分に発揮されているキャメラワークが「ローアングル・
ショットの極致」だと興奮ぎみに伝える記事もある（11）。また、1970年代イギ
リスの映画やテレビ番組における「危機にさらされる女性［women in peril］」
のスリラーを分析した学術論文において、著者のピーター・ハッチングスは、
サラが泥池を彷徨うシーンについて「恐怖の状態にある女性の強烈なイメージ
を生みだしている」と述べ、「この時期の最も純粋な 「恐怖を感じる女性」 の
映画だ」と高く評価している（12）。しかしながら、このフィルムには、このよ
うな暴力や死の不可視性（や暗示）に深く関連しているにもかかわらず、これ
までには指摘されてこなかった不可解なショットが存在するのだ。
　それは、終盤のクライマックスにおいて、入浴中のサラに襲いかかるジャッ
コ（ポール・ニコラス）を、キャメラが水中から見上げるショットである。こ
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のショットは何を意味しているのだろうか。不可解な点はふたつある。ひとつ
は、これが盲目であるはずのサラの「視点」を示すようなショットになってい
ることだ。もうひとつは、水面の向こうに浮かぶジャッコの顔そのものである。
というのも実は、殺人者のブーツとジャッコの顔とは、ショット連鎖において
うまく結びつかないように提示されるからだ。これらの点を踏まえると、この
ショットで生じていることは、殺人者の顔が明瞭に可視化されるという事態で
はなく、見えるはずのないものが見えるとでも言うほかはない複雑な事態なの
である（13）。
　本論文では、議論を以下のように展開する。まず第 1節では、エドワード・
ブラニガンによる視点ショット概念を手がかりに、水中からのショットを〈盲
者の視点ショット〉ととらえる視座を導きだす。第 2節では、殺人者の現れ方
を他作品との比較も含めて分析しつつ、キャラクターの生成という観点から縫
合理論を整理する。第 3節では、縫合のプロセスを具体的な画面に基づいて検
証していく。そこにおいて、ブーツとジャッコの顔がいちども同一画面に映り
こまず、断片化した身体を結び合わせるプロセスには綻びがあることが判明す
る。最終的に、クライマックスの分析を通じて、顔が見えない殺人者に関する
キャラクターの生成（あるいは不成立）のメカニズムが明らかになるだろう。

1. サラの「視点」

1-1. 視点ショットとは何か
　まず、クライマックスにまで至るプロットをごく簡単に確認しておく。サラ
は、過去になんらかのアクシデントによって両目を失明した存在として登場す
る（14）。失明後、久しぶりにおば（ドロシー・アリソン）一家が住む郊外の屋

図 1　星型のマークがついたブーツ（冒頭シーン）
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敷に遊びにきたサラは、かつて恋仲にあったスティーヴ（ノーマン・アシュレ
イ）と再会する。厩舎を所有し、若者たちを雇って何頭もの馬を飼育している
スティーヴは、サラにダンディ・スターという名の馬をプレゼントし、ふたり
は馬に乗って野原を駆けていく。だが、サラが外出しているあいだに、何者か
がおば、おじ、娘の 3人を殺害してしまう。帰宅したサラは目が見えないため
異常事態にしばらく気がつかない。
　そしてついに 3人の遺体に気がついた直後、サラは殺人者に追われることに
なる。辛くも難を逃れていくのだが、クライマックスではついに絶体絶命のピ
ンチに陥る。入浴しているサラのそばに、スティーヴのもとで働く若者のひと
りであるジャッコが忍び寄っていく。ジャッコは脇に置いてあるブレスレット
を取り戻そうとそっと手を伸ばすが、思いがけず伸びてきたサラの手に触れて
しまう。存在に気づかれたジャッコは、サラの顔をつかんでバスタブに沈めよ
うとし、ふたりは揉み合いになる。このシーンにおけるほぼ正面からの切り返
しのなかで、水中からキャメラがジャッコを見上げるショットが 2度、示され
る。まるで、水中に沈められたサラの「視点」であるかのようだ。しかし、サ
ラは盲目である。このショットをどのようにとらえればよいだろうか［図 2］。

　視点ショットとは何か、と考えることから始めたい。そもそもショットとは
キャメラがとらえた客観的な映像であり、キャラクターの主観的な光景（見た
目）そのものではあり得ない。エドワード・ブラニガンは、そのような主観的
な光景としてのショットの構築を、近接したショットの空間的な関係を限定し
ていくことで説明している。ブラニガンはまず、ショット Aがショット Bに
隣接していることで示される空間、すなわちノエル・バーチのいう「近接空間
［proximate spaces］」について言及する。そして、空間的および時間的な連続性
に組み込むために様々な技法が発達してきたが、そのひとつが「視線の一致

図 2　水中からのショット
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［eyeline match］」であると述べる。「視線の一致」とは「あるキャラクターが見
たものを、まさに彼［／彼女］が見るそのときに、空間における彼［／彼女］
の地点からではないが、私たちも見る」ことになるショットである。そして、
その「視線の一致の部分集合のひとつ」が「視点ショット［point-of-view shot, 
POV］」だと説明される。「視点ショット」とは「主体が見るものを私たちに示
すために、キャメラが主体の位置を引きうける［assumes］ショット」である（15）。
　視点ショットを通じて、主体が見ている光景が表象される。それによって、
観客はその主体に寄り添いながら、主体が見ているとされるものを見ることに
なる。一般的にいって、観客がもっとも重点的に寄り添うことになるキャラク
ターは主人公であるから、もっとも視点ショットが用いられる主体は主人公だ
と言えるだろう。事実、ロマン・ポランスキー監督の『ローズマリーの赤ちゃ
ん』（Rosemary’s Baby, 1968年）では、ミア・ファロー演じる主人公のローズマ
リーは『見えない恐怖』のサラに似て肉体的・精神的に苦痛を味わい追い詰め
られていくのだが、そのプロットは主人公の顔を示す「ポイント／グランス・
ショット（ショット A）」と、見られた対象を示す「ポイント／オブジェクト・
ショット（ショット B）」の連鎖によって展開していく（16）。たとえばローズマ
リーが同じアパートに住む老夫婦の部屋の壁に絵画が掛けられていた形跡に気
づくとき、それは視点ショットによって示されている。
　では、そのキャラクターが視覚をもたない場合、視点ショットは果たして
成立するのだろうか。ブラニガン自身、以下の問いを立てている。「キャラク
ターは正常な状態で 「意識をもって」 「見て」 いなければならない。たとえ
ば、キャラクターが眠っていたり、目隠しをされていたり、盲目であったり、
死んでいる場合、視点ショットの地位はどのようなものになるのか」（17）。こ
の問いに明確な解答は与えられないが、次のようにも書かれている。「「見る
こと［glance］」 の概念は、私たちがその視点に参与しうる感覚をもつ観察者
［a sentient observer］を含んでいる」（18）。これを「感覚をもつ主体［a sentient 

subject］」ととらえ、感覚（知覚）を視覚以外にも拡張すればどうだろうか。
たとえばテレンス・ヤングが監督した『暗くなるまで待って』（Wait Until Dark, 
1967年）における盲目の主人公スージー（オードリー・ヘップバーン）は、
靴音を聞き分けたり、ブラインドが開閉する気配を察知したりと、視覚以外の
知覚を鋭く発揮して悪人たちに対抗しており、観客は対象（悪人の靴にズーム
していくショット）とそれを知覚するスージー（怪訝な顔をしたバストショッ
ト）の連鎖を通じて主人公に寄り添っていく。一方、『見えない恐怖』におい
ては、観客は触覚の表象を通じて主人公に寄り添うことになる。
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1-2.〈盲者の視点ショット〉
　クライマックスに至るまで、サラは家具や置物に次々とぶつかったり、間
違った扉をあけて地下室への階段を転げ落ちたり、殺人者から逃れようとして
砕け散ったガラスの破片を素足で踏みつけてしまったりと、触覚を通じて様々
な苦痛を味わう羽目に陥っており、観客は手に汗を握りながらその様子を見守
ることになる（19）。かろうじてダンディ・スターに飛び乗ったサラはひとまず
殺人者から逃れることに成功するが、森の中で木の枝に衝突して落馬してし
まう。迷いついた先にあったロマ（20）の集落では、見知らぬ中年女性（リラ・
ケイ）に気付けのために平手打ちを食らわされる。サラの持っていたブレス
レットが、ロマのジャック（バリー・ホートン）の持ち物だと判断されると、
ジャックの兄・トム（マイケル・エルフィック）によってサラは湿地帯の小屋
に閉じ込められてしまう。置いてあったランプを何度も打ちつけ、壁を破壊し
て脱出するも、ぬかるみに足をとられ、丘を転がり落ちて泥まみれになる。挙
げ句の果てに、壊れた自動車やボートなどが投棄されている荒涼とした泥地で
ガラクタを打ち鳴らし、助けを呼ぶまでに追い詰められてしまう。極限の状態
において、サラは視覚を持たないことそれ自体の恐怖と向き合う羽目になるの
である（21）。
　特徴的であるのは、『暗くなるまで待って』に見られるような、異変を告げ
る対象と、それを知覚する主人公のショット連鎖が排除されていることだ。浴
槽に放置されているおじの遺体に触れてしまい、ついに異常事態に気がついた
ことも、対象と顔の切り返しによっては示されない。キャメラは浴室の外側の
廊下をゆっくりと前進移動し、水の流れる音を不穏に響かせながら、取り乱し
たサラが廊下に飛びだしてくるのを待ち受けるのである。そのように運動する
サラにつねに外側から

4 4 4 4

寄り添ってきた観客にとって、クライマックスにおける
唐突な「視点」の出現は、不意打ちに等しい事態だといえよう（22）。
　以上の経緯を踏まえれば、「感覚をもつ主体」であるサラが水中に沈められ、
薄れゆく意識のなかで顔面に触れる手や全身を浸す水を知覚しているはずのこ
のショットは、ブラニガンの議論を敷衍して触覚に着目すれば、視点ショット
の一種と規定することができる。それはいわば〈盲者の視点ショット〉と呼ぶ
ことができるだろう（23）。しかしながら、このショットを〈盲者の視点ショッ
ト〉と端的に規定することは、見えるはずのないものが見えるという不可解な
事態の説明としていまだ充分とはいえない。そもそも、ブラニガンの理論は、
あくまでキャラクターという主体を所与のものとして（それを前提として）構
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築されており、その生成を問うものではない。しかし、水中からのショットに
至るショット連鎖において生じているのは、キャラクターという主体を生成さ
せるメカニズムそのものを問うような事態ではないのか。この仮説を検証する
ためには、切り返しの相手、ジャッコという存在について見ていく必要があ
る（24）。

2. ジャッコという存在

2-1. 殺人者の描写
　このフィルムでは、殺人者の顔が画面内に映されず、主人公の周囲にいる人
物たちがいかにも怪しい存在として示されていく。観客は、あの星型マークの
ついたブーツや、ブレスレットを身につけていたのは誰なのか、という問いに
導かれるのだ（25）。庭師のバーカー（ブライアン・ローリンソン）は、厩舎に
現れるシーンでゴム長靴を履かずに靴下で歩いてきたことが足元のクロース
アップで映され、観客は彼こそがあのブーツの持ち主ではないかとの疑いを抱
く。一家の人々（特に娘・サンディ）に意味ありげな視線を送るショットもあ
り、いかにも怪しいのだが、実は事件の際に撃たれて瀕死の状態になっていた
ことが判明し、サラがブレスレットを探しだすことを手助けしたのち、彼は命
を落としてしまう。また、厄介者扱いされているロマのジャックは、殺人者と
そっくりのブレスレットをはめており、スティーヴたちに疑いの矛先を真っ先
に向けられる。これらの誘導は、最終的に殺人者がジャッコだと判明する展開
のための囮だといえようが、どこか腑に落ちないところがある。犯人は誰でも
よかったのではないかという印象を拭い去れないからだ。
　それはなぜだろうか。要因のひとつとして、ジャッコが一貫して稀薄な存在
にとどめられているという事実があるだろう。彼は、ほとんど台詞が与えられ
ておらず、スティーヴの周囲にいる人物としてそれとなく画面に映りこんでい
る。しかも、そればかりでなく、彼は犯人の捜査に進んで協力しさえするの
だ。サラに贈ったダンディ・スターが身体に血をつけて帰ってきたことを不審
に思ったスティーヴが、屋敷に向かおうとトラックに乗り込むと、ジャッコは
颯爽とその荷台に乗り込むし、一家が惨殺されていることを警察に通報するた
めに、彼はトラックの荷台を飛び降りて電話ボックスに駆け込みダイヤルを回
しており、とても犯人とは思えない機敏な動きを見せている。
　だが、それだけではない。ピーター・ハッチングスとクリス・フジワラは、
殺人者の描写に関して同時期の他のフィルムとの共通点を指摘している。両者
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とも、ロバート・フューストが監督し、『見えない恐怖』と同じくブライアン・
クレメンスが脚本を担当したイギリス映画『女子大生・恐怖のサイクリング
バカンス』（And Soon the Darkness, 1970年）（26）との比較をおこなっている。フ
ジワラによれば、「田舎という舞台」、「観客の注意を逸らすこと［misdirection］
の巧みな使用」、「殺人者とその被害者のあいだの最初の出会いが無作為である
こと」、「危機に陥った女性の主題［damsel-in-distress theme］」が共通点として
挙げられる（27）。「観客の注意を逸らすこと」に着目すれば、ハッチングスも指
摘しているように、これらのフィルムは犯人さがしそれ自体よりも、むしろサ
スペンスに満ちた出来事の提示に重きを置いている。そこには「男性の大多数
が犯行の容疑者であるというコンテクスト」があり、最終的に殺人者だと明か
される人物は「一貫して取るに足らない存在［ciphers］にとどめられている」（28）。
たしかに、こうした特性が犯人は誰でもよかったという印象の一要因になって
いると考えられる（29）。しかし、両者とも、これらのフィルムにおいて、殺人
者の顔が提示される仕方に微妙な差異があるという点については、とくに注意
を払っていない。重要な点は、むしろそこにあるのだ。
　『女子大生・恐怖のサイクリングバカンス』では、序盤で襲いかかる殺人者
の身体は、断片的にもショットに映りこむことがない。それゆえ、あのブーツ
の持ち主はどの顔なのか、といった問いは生じない。一方『見えない恐怖』で
は、まず断片的な身体が提示されるために、ブーツと持ち主の顔を結びつける
必要が生じている。そのうえ、顔の提示の仕方それ自体に問題があるのだ。浴
室にいるサラのもとに歩み寄る直前、音を立てないようにするためか殺人者は
階段の前でわざわざブーツを脱いでしまうので、ブーツとジャッコの顔はいち

4 4

ども同一画面に映りこまない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

のだ［図 3］。ブーツを履いた人物の全身を映し
たフルショットもなければ、キャメラの動きによって顔とブーツが同一ショッ
ト内で示されることもない。無論、ジャッコが殺人者であると単純に理解する
ことは可能だが、この不可解な現れ方の意味をさらに掘り下げて考える必要が

図 3　ブーツを脱ぐ殺人者
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あるだろう。これをどのようにとらえればよいだろうか。

2-2. ウダールによる縫合
　ウダールのテクスト『縫合』が手がかりになるだろう。武田潔の明快な要約
によれば、縫合とは、対象の欠如がその代理となるようなシニフィアンの介在
によって想像的に補充され、それによって象徴的なものの次元への主体の組み
込みが果たされる作用を指す。算術における「0」という記号によって「無」
が単なる不在ではなく一つの数として機能するのと同様に、主体は、欠如を補
うなんらかの代理を介することで言語のシニフィアンの連鎖に与してゆくので
ある（30）。ウダールのテクストでは、ロベール・ブレッソンの『ジャンヌ・ダ
ルク裁判』（Procès de Jeanne d’Arc, 1962年）におけるショット／リヴァース・
ショットを対象に、映画における縫合のプロセスが次のように説明される。す
なわち、「画面＝逆画面［champ-contrechamp］によって連接された映画的言表
の枠内においては、ある誰か（〈不在者〉［l’Absent］）というかたちでの欠如の
出現に続き、そのある誰かの境域のなかにいる誰か（または何か）によりそう
した欠如が廃棄される」ということ（31）。
　換言すれば、人物 Aをやや斜めから映しだすショットは、向かい合ってそ
の人物を見ている相手（〈不在者〉）を画面内に映しださず、欠如（不在）とし
て指し示す（欠如の代理としてのシニフィアン）。リヴァース・ショットに切
り返すと、向かい合う人物 Bが映しだされ、欠如は廃棄される。ショットに
はつねに画面外（＝不在）が反響しており、そのような「不在の啓示」（＝還
元）が生じることによって、「意味する総和」が形づくられ、イメージは想像
的なものの次元から象徴的なものの次元に入っていく（32）。要するに、ショッ
トは空間を断片化するがゆえに画面外という不在の境域が発生してしまう。そ
れを観客の想像力が縫合することで、映画的言説が成立するとされる（33）。そ
こで描かれるのは画面内／外の人物たちによる視線の交錯を通じて空間が縫合
されるプロセスである。
　ところで、スティーヴン・ヒースは「ディスクールを縫合するのは観客の想
像力ではない。むしろ、縫合の機能は観客を想像的な生産の部分として含む」
と述べている（34）。この指摘にならえば、縫合を操作するのはテクストの機能
としての観客であって、それはあくまでショット連鎖の結果としてもたらされ
るとすべきだ（35）。同様に、「〈不在者〉の廃棄とそれが誰かのうちに復活する
こと」（36）と簡潔に定義されている縫合においては、まず何者でもない〈不在
者〉として示された存在が、ショット連鎖の結果として、画面内に映りこむこ
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とでキャラクター（人物 B）として生成するというメカニズムも描きだされて
いる。また、ヒースが指摘しているように、ウダールの議論が焦点を合わせて
いる「ショット／リヴァース・ショットのパターン」は、「縫合に関して根底
をなす［fundamental］分節であるかもしれないが、唯一の分節ではない」（37）。
したがって、縫合理論は『見えない恐怖』におけるより複雑なショットの連鎖
において提示されるジャッコという存在を、キャラクターの生成という観点か
ら考察する手がかりとなるだろう。

3.〈不在者〉と顔

　以上を手がかりに、『見えない恐怖』における殺人者の現れ方をより詳細に
見ていこう。冒頭はどうなっていただろうか。ファースト・ショットは、「女
子修道院殺人［the convent murders］」と「レイプ犯崇拝［rapist cult］」という、
架空のものと思われる作品タイトルを掲げた映画館入口上方の看板からティル
ト・ダウンし、いままさにそのいかがわしいタイトルの映画を見終えて出てく
る人々の姿を映しだす。おもむろに、キャメラが入口の階段にズーム・インし、
人々の足元を映しだしたかと思うと、星型マークのついたブーツがフレーム・
インし、エルマー・バーンスタインによる音楽が鳴り始める［図 1］（38）。顔の
見えないブーツの持ち主が歩いていく街路のショー・ウィンドウには、軍隊の
おもちゃやモデルガン、若い女性が襲われるイメージが印刷されたコミック、
「子供たちの虐殺」や「刑務所の暴動でマシンガンが連射」といった見出しの
一面記事を掲げた新聞などが並んでいる。陳列されたテレビでは、ある男性が
別の男性の胸元に鋏を振り下ろすシーンが放映されている（39）。こうしたこと
から、ブーツの持ち主が、暴力的・性的イメージに取り囲まれ、意識的にも無
意識にもそうしたイメージを「見る」存在であることが示されている。そのあ
とで、そのブーツの持ち主は車が跳ねた水たまりの泥を浴びることになる。顔
こそ映しだされないものの、ブーツについた泥を、もう片方のブーツの裏側で
拭き取る足と、その足を前景に入れた切り返しによって、駅に到着したサラを
迎えにきた一家をブーツの持ち主が見ていることが示される。これが、一家殺
害の引き金となってしまう。殺人者の顔は一貫して画面外から見ている〈不在
者〉にとどめられており、いわば、ブーツがその顔を代理している。
　しかし、最終的にサラを襲うことになるジャッコの顔は、まったく画面上に
映らないわけではない。最初に登場するのは、スティーヴのもとで働くフロス
ト（クリストファー・マシューズ）の車に乗って、サラが久しぶりに厩舎を
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訪れたシーンだ。「ジャッコ…」と名を呼びつつスティーヴが厩舎から登場す
ると、サラのいる画面外に視線を向けていたジャッコは、スティーヴと画面
外とを交互に見る。さらに着目すべきは、スティーヴとサラが部屋で会話し
ている二度目の登場シーンでの現れ方だ。ソファに座ってサラと会話していた
スティーヴが突然何者かの気配を察知して画面外（右）に目を向けると、カッ
トが替わってジャッコが扉のところに佇んでおり、馬が出産することを告げる
［図 4］［図 5］。それを見にスティーヴとサラが連れ立っていくと、依然として
同じ場所に佇んでいるジャッコが画面外（左）へと視線を送りながら二人を見
送るショットが挿入される。直後の馬の出産シーンにおいても、まず仔馬の
ショットが提示され、次にそれを微笑んで見ているスティーヴのショットが続
くのだが、スティーヴがふと視線を画面外（右手前）に向けると、切り返して
画面外（左手前）を見ているジャッコのクロースアップが繋げられる。つまり、
ジャッコは知らぬ間にまず〈不在者〉として画面外にいて主人公たちを見てい
る存在であり、ショットの連鎖によってその顔が画面内に映しだされる。した
がって、これらのシーンでは縫合のプロセスが成立している。ただし、あくま
でまず画面外にいて見ている〈不在者〉であることが強調されるようなかたち
でジャッコは映しだされるのだ。

　一方、クライマックスでは、殺人者はブーツを脱いで階段を登っていく。次
のショットでは、手持ちキャメラが入浴の準備をするサラを追い、彼女が画面
外（左）へとフレーム・アウトするにつれて背後の壁の暗がりからジャッコの
顔がゆっくりと現れる。なるほど、ウダールの議論に即せば、ショット連鎖に
おいて現れるジャッコの顔は〈不在者〉である殺人者の顔の位置を占める。縫
合のプロセスによって不在は廃棄され、観客はジャッコを殺人者というキャラ
クターとして理解する、ということになる。
　しかし、なぜわざわざブーツを脱ぐのか。そのことを考える必要がある。そ
もそもウダールのテクストが描いていたのは、断片化した空間が視線によって

図 4　何者かの気配を察知するスティーヴ 図 5　扉のところに佇むジャッコ
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縫合されるプロセスであった。一方、ここで断片化しているのは身体であり、
殺人者のブーツと顔は空間によって結びつけられる必要がある。換言すれば、
ここで必要なのは視線による空間の縫合ではなく、空間による〈身体の縫合〉
とでも呼ぶべき操作である。〈身体の縫合〉を通じて、ブーツとジャッコの顔
は結びつけられる。それは、ショット連鎖ではなく、むしろブーツと顔を同一
画面にとらえたショットの提示によって成されるだろう。しかし、ブーツを脱
ぐという行為によって、〈身体の縫合〉は綻びを見せてしまうのだ。〈不在者〉
の顔の位置にうまく収まらないジャッコは、殺人者というキャラクターとして
うまく成立せず、殺人者の顔は不在の境域（画面外）に取り残される。
　さらに、次のショットでは、画面外（手前）にいてサラを見ながらそっと近
づいていくジャッコの姿が、壁にかけられた鏡に映った虚像として、画面上の
フレーム内フレームによって示される［図 6］。つまり、ジャッコはあくまで
不在の境域（画面外）にいながら見ている存在であることが、画面上において

4 4 4 4 4 4 4

提示されるのだ。これはいみじくも、殺人者を特定する鍵となったブレスレッ
トに書かれた名前が、光の反射によってはじめは “O” が見えず “JACK” と認識
され、のちに “JACKO” だと判明するという事態に対応している。すなわち、
ジャッコの顔は現れたり消えたりする “O”によって指示される存在であり、画
面内において不在を指し示す記号、文字通りの「ゼロ記号［cipher］」なのであ
る。その顔は、不在の境域（画面外）に在って見えない暴力と死の根源（殺人
者の顔）を、画面内において指し示す記号である［図 7］。

　クライマックスにおける水中からのショットでは、いったい何が起きている
のだろうか。ここで生じているのは、暴力と死の根源（殺人者の顔）が、主観
的な視点ショットによって可視化されるという事態ではない。キャラクターの
存在を前提とすれば〈盲者の視点ショット〉とでも呼ぶほかはないこのショッ
トは、むしろ〈不在者〉の位置が空白であることを示している。また、不在を
指し示す記号であるジャッコの顔は、水面の向こうに浮かぶ歪んだ像として示

図 6　鏡に映るジャッコ 図 7　光の反射によって現れたり
　　　　　 消えたりする “O”
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され、明瞭に可視化されない。〈不在者〉の反響を持たないジャッコの顔は、
このとき、不在（画面外）を指し示すシニフィアンであることを超えてしま
う。そこには、不在（無）そのものが不気味に露呈するのだ。ゼロが不在を指
し示す記号であることを超えて、ゼロという不在（無）そのものの深淵が覗く
瞬間だといってもいい（40）。ここで生じているのは、不可視であるはずの殺人
者の顔が、不在（無）として画面上に露呈するという複雑な事態である。そこ
では、暴力と死をもたらす見えるはずのない存在が、あくまで見えないものと
して、画面上において見えるのである。

結論

　序論で述べたように、このフィルムにおける暴力や死の不可視性は、フレー
ミング（キャメラの視点）や盲目という設定を活かしたサスペンスとの関連で
これまでに評価されてきた。しかし、クライマックスへと至る展開を詳細に見
ていった結果、不可視性はより複雑な事態において表れていることが明らかに
なった。ブラニガンの議論を敷衍すれば〈盲者の視点ショット〉とも規定しう
るような水中からのショットは、むしろ画面外において見ている〈不在者〉の
位置に誰もいないことを示している。また、ブーツを脱ぐという行為によって、
〈不在者〉としての殺人者の顔とブーツを結びつける〈身体の縫合〉は綻びを
見せてしまう。〈不在者〉の顔の位置にうまく収まらないジャッコは、殺人者
というキャラクターとしてうまく成立しておらず、その顔は、見えない暴力と
死の根源（殺人者の顔）を画面内において指し示す記号である。さらに、水中
からのショットにおいては、その顔は不在（画面外）を指し示す記号であるこ
とを超えて、不在（無）が露呈するという事態が生じる。そこでは、不可視で
あるはずの殺人者の顔が、あくまで見えないものとして、画面上において見え
るのである。
　これまでの議論によって、このフィルムが、映画的身体の原理的な特性に
迫るものであることが見えてきた。つまり、〈盲者の視点ショット〉はある身
体がイメージに直面していることを示す視点ショットという技法を異化する
ような概念であり、〈身体の縫合〉の綻びは、映画的身体がキャラクターとし
て生成するメカニズムを脱臼させるような事態である。『見えない恐怖』はこ
のようにして、映画的身体の在り方を規定している原理に亀裂を生じさせ、そ
の原理を浮き彫りにしているのだ。これは、フライシャーのフィルムをとらえ
なおすうえで鍵となる視座を与えてくれるように思われる。別の論文で明らか
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にしたように、たとえば『絞殺魔』（The Boston Strangler, 1968年）のラストで
は、〈白の存在〉と呼ぶべき無名の身体が表れていたし、『10番街の殺人』（10 
Rillington Place, 1971年）においては、特定の身体を暗示しない無名の呼吸音
が示されていた（41）。フライシャーのフィルムにおいては、映画的身体の在り
方を規定している原理が露呈するような瞬間が重要な意味をもっているのであ
る。このような視座のもと、とりわけプロダクション・コード撤廃直後のアメ
リカ映画というコンテクストにおいて、その後のフライシャーのフィルムがも
つ積極的な意味を明らかにしていくことで、映画的身体の原理的な特性をさら
に多角的に浮かびあがらせることができるだろう。

付記：本論文は日本映像学会第 44回大会（2018年 5月 26日、東京工芸大学）
での研究発表を発展させたものである。また、立教大学学術推進特別重点資金
（立教 SFR）の研究成果の一部でもある。匿名の査読者の方々、貴重なコメン
トをくださった方々に心より感謝申し上げます。
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視点操作がきわめて厳密であったことがわかる。Stéphane Bourgoin, Richard Fleischer 
(Paris: Edilig, 1986), 110.

（10） George Melly, “Films,” Observer, September 26, 1971, 34.
（11） William B. Collins, “‘See No Evil’ Stars Mia at Theater 1812: Thriller Guaranteed to Make You 

Twitch,” Philadelphia Inquirer, October 7, 1971, 18. 
（12） Peter Hutchings, “‘I’m the Girl He Wants to Kill’: The ‘Women in Peril’ Thriller in 1970s 

British Film and Television,” Visual Culture in Britain, 10, no.1(2009), 64.
（13） 批評家の吉田広明は、このフィルムのサスペンスを高く評価しつつも、サラが遺体に

気がつくと主人公と観客のあいだの「視線の不均衡」が解消され、「後半は普通の映画
になってしまう」と述べている。吉田広明『B級ノワール論——ハリウッド転換期の
巨匠たち』作品社、2008年、275頁。本論文はそれに対し、終盤の不可解なショット
に着目し、このフィルムにおける暴力や死の不可視性をさらに踏み込んで考えていく。

（14） 失明の原因は明確に示されない。ただし、レースでは賞をとるほどの腕前であったサ
ラの愛馬「ダンディ・ボーイ」が事故によって脚を折ってしまい、殺処分されたとい
う辛い過去が語られる。おそらく乗馬中の事故が、失明の大きな原因であると思われ
る。

（15） Edward Branigan, Point of View in the Cinema: A Theory of Narration and Subjectivity in 
Classical Film (Berlin: Mouton Publishers, 1984), 103-108.

（16） ブラニガンによれば、ショット Aにおける「地点［point］」と「見ること［glance］」、
ショットのあいだの「移行［transition］」、ショット Bにおける「基点［from Point］」
と「対象［object］」という 5つの要素によって示される空間と時間が、6つ目の要素
である「キャラクター［character］」という主体の現前とその正常な意識に帰せられる
ことで、視点ショットは成立するとされる。

（17） Branigan, Point of View in the Cinema, 108. なお、「正常な意識」ではない「特別な知覚の
状態」を表すショットは、泥酔や眩暈といった状態を示す「知覚ショット［perception 
shot]」として分類されている。

（18） Branigan, Point of View in the Cinema, 104. なお、ブラニガンによれば「感覚をもつ観察
者」は人間や生物には限定されない。『ジョーズ』（Jaws, 1975年）の鮫や『鬼軍曹ザッ



91映像学 102（2019）

ク』（The Steel Helmet, 1950年）の仏像、『吸血鬼』（Vampyr, 1932年）の死者の視点は
「隠喩的 POV[metaphorical POV]」として成立しているとされる。

（19） こうした様々なモノとの接触には、クロース・マイキングを用いた「即物的な音」が
効果的に用いられている。フライシャーの前作『10番外の殺人』（10 Rillington Place, 
1971年）では、音楽の使用が極力抑制され、「即物的な音」が重要な役割を果たして
いた。早川由真「声になるまえに―リチャード・フライシャー『10番街の殺人』に
おける呼吸音と身体」、『立教映像身体学研究』7号 、2019年、1-18頁。

（20） 作品中では diddicoys, gippos, gypsiesと呼ばれている。なお、本論文では深く立ち入ら
ないが、こうした呼び方からもわかるように、犯行の容疑が階級や人種に関する偏見
と絡み合ったかたちで提示されていることは記しておく必要があるだろう。

（21） ピーター・ハッチングスは、このシーンにおける「恐怖の状態にある女性の強烈なイ
メージ」が、比較される他のフィルムにおいては典型的な「男性によってもたらされ
る恐怖」からは切り離された「ほとんど抽象的な特性」を備えていると指摘している。
Hutchings, “‘I’m the Girl He Wants to Kill’,” 64.

（22） 事実、このフィルムは、サラをはじめ様々な身体や物体の示す見事な運動によって展
開していく。厩舎に到着する自動車や、屋敷に駆けつけるトラックと人々、駆けてい
く馬など、様々な運動が絶妙な時間感覚によって提示されていき、全体は 89分に収
まっている。フライシャー作品における運動と時間感覚の魅力に関しては、ひとま
ず以下を参考として挙げるにとどめておく。黒沢清・蓮實重彥「リチャード・フラ
イシャー追悼」、黒沢清『恐怖の対談―映画のもっとこわい話』、青土社、2008年、
202-210頁。

（23） 常石史子は、『按摩と女』（1938年、清水宏監督）のラストシーンに現れる「盲者の視
点ショット」に言及している。それは見送りのシーンの反復、キャメラによる盲者の
知覚の模倣、盲目の仲間の「視点ショット」との連鎖という 3つの戦略によって成立
する。盲目の主人公・徳市（徳大寺伸）のふらついた前進移動を模倣したようなキャ
メラワークで示されるラストショットを見る者は「盲者として世界を知覚する歩みへ
と押し出される［傍点原文］」。常石史子「盲者の視線」、小林康夫・松浦寿輝編『表
象のディスクール④イメージ―不可視なるものの強度』、東京大学出版会、2000年、
110頁。

（24） ジョナサン・デミ監督の『クライシス・オブ・アメリカ』（The Manchurian Candidate, 
2004年）の後半に、これと酷似したショットがある。レイモンド・ショー（リーヴ・
シュレイバー）がジョスリン（ヴェラ・ファーミガ）を湖の浅瀬で溺死させるシーン
で、ふたりのほぼ正面からの切り返しになり、水中からレイモンドを見上げるショッ
トが現れるのだ。ジョスリンは盲目ではないが、彼女が意識を失って（死んで）し
まった表情を示すショットの後、切り返した水中からのショットではレイモンドが
去っていく様子が映しだされる。ブラニガンの議論に即せば、これはいわば〈死者の
視点ショット〉であり「隠喩的 POV」の一種だと言えるだろう。一方、『見えない恐
怖』の例のショットは、ジャッコの現れ方の意味作用も関係しており、キャラクター
の生成という問題が生じている点が異なる。

（25） それは、パスカル・ボニゼールが述べているような「顔をめぐる迷宮」のプロットだ
と言えるだろう。「あらゆる迷宮は、顔をめぐるひとつの不安、ひとつの謎を示してい



92 顔のない殺人者│早川由真

る」。Pascal Bonitzer, Le champ aveugle. Essais sue le réqlisme au cinéma (Paris: Cahiers du 
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The Killer Without a Face
—“Blind POV” and Character Formation in Richard Fleischer’s See No Evil

HAYAKAWA Yuma

This paper uses the suture theory as an analytical tool to elucidate the mechanism 
of character formation (and its failure) by analyzing a cryptic shot in Richard 
Fleischer’s See No Evil (1971). Film theorists have regarded the suture theory as a 
process of suturing space through an intersection of the eyes of people both on- and 
off-screen.	However,	this	definition	should	be	expanded	to	include	the	mechanism	by	
which characters are formed.

Scholars and critics have commended this film as it creates suspense in an 
invisible manner. They nevertheless have overlooked a cryptic underwater shot 
that captures Jacko from below at the climax, which is ironic since the character 
being strangled is blind, thus relating to the invisibility of violence and death. In my 
discussion, I characterize this shot as a “Blind POV,” indicating the “point of view” 
of the blind protagonist, Sarah. Furthermore, the killer’s boots and Jacko’s face never 
appear in the same shot, as he takes off his boots before the climax. This generates a 
split between the boots and Jacko’s face, that is, a split of “body suture,” so Jacko does 
not	explicitly	embody	the	character	of	the	killer.	Jacko’s	reflection	is	visible	in	a	mirror	
on-screen	when	he	sneaks	up	on	Sarah	from	off-screen.	His	face	is	a	signifier	depicting	
an	invisible	murderer's	face,	which	remains	in	the	absent	field	(off-screen).	Finally,	I	
suggest	that	his	face	goes	beyond	being	a	signifier	of	absence	(off-screen)	and	exposes	
an absence (nothingness) in the underwater shot.


