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【要旨】
映画において画面上に映しだされる身体とは、どのような存在なのか。この
問題を考えるにあたり、本論文はリチャード・フライシャー監督『絞殺魔』

（1968）を取り上げる。トニー・カーティス演じるアルバート・デサルヴォと
いう存在には、これまでの研究では指摘されてこなかった、画面上の身体とし
ての在り方の特異性が表れているのだ。精神病的な観点からこの作品を論じた
先行研究は、デサルヴォが〈第 2 の人格が真犯人である分裂した存在〉である
ことを前提にしているが、本論文はそれを前提にしない。本論文の目的は、ス
ティーヴン・ヒースが分類した物語映画における「人々の存在」の各項目を仮
設的枠組みとして用いつつ、テクスト内外の諸要素を多角的な観点から分析し、
それぞれの項目にはうまく収まらないデサルヴォの在り方の特異性を明らかに
することである。まず第 1 節では、カーティスのスター・イメージ、およびメ
ディア言説におけるデサルヴォ像を検証する。第 2 節では、デサルヴォを真犯
人に見せるプロセスを指摘し、不可視性や声を手掛かりにそのプロセスにおけ
る綻びを見出す。第 3 節では、デサルヴォを主体化しようとする可視化の暴力
のメカニズムを示し、終盤の尋問の場面における身振りを論じる。最終的に、
不可視の体制、可視化の暴力、別の不可視の領域、この 3 つの段階をたどった
後に〈白の存在〉へと至るその在り方が明らかになる。
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序論

　現実にある身体ではなく、舞台上にある身体でもなく、映画において画面
上に映しだされる身体とは、どのような存在なのだろうか。映画における画
面上の身体の存在論的な問題にかんしては、19 世紀末に映画が誕生して以
来、様々な議論がなされてきた。たとえば、ヴァルター・ベンヤミン（Walter 
Benjamin）は「公衆」ではなく「器械装置」の前で演技をする、舞台俳優とは
根本的に異質な存在としての映画俳優について論じている（1）。また、スタン
リー・カヴェル（Stanley Cavell）は映画における物体と人間の「存在論的平等
性」を指摘している（2）。彼らは、画面上の身体の在り方を、周囲の諸物体と
の関係において問題にしている。だが、画面上の身体は、俳優のイメージや役
柄の人物像、行為を担うキャラクターとしての機能、そして個々のショットに
おけるフレーミングやモンタージュなど、より多様で複雑な要素によって規定
される存在であるはずだ。このような多角的な観点から、画面上の身体という
存在を鋭く問題化している作品がある。それが、リチャード・フライシャー

（Richard Fleischer）監督の『絞殺魔』（The Boston Strangler, 1968 年）（3）である。
トニー・カーティス（Tony Curtis）演じるアルバート・デサルヴォ（Albert 
DeSalvo）という存在（4）には、これまでの研究では指摘されてこなかった、画
面上の身体としての在り方の特異性を見出すことができるのである。では、デ
サルヴォとはどのような存在なのか。
　この映画は、ジェロルド・フランク（Gerold Frank）による同名のノンフィ
クション小説（5）が原作であり、1962 年から 1964 年にかけて実際にボストン
で発生した連続強姦殺人事件を題材にしている。デサルヴォは、捜査の果て
に、11 人の女性を殺害した容疑者として逮捕される人物であり、その名は実
在する容疑者と同姓同名である。彼は、右手に負った傷痕と生き延びた被害者
の証言が符合していることや、事件当時のアリバイがないことから有力な容疑
者とされる。だが、本人は犯行を否定しており、物的証拠も見当たらない。医
師の診断によれば、彼は 2 つの人格に「分裂」しており、犯罪を行ったのは第
2 の人格であって、通常時の彼（第 1 の人格）には犯行当時の記憶がないとい
う。そこで、捜査本部のリーダー、ジョン・ボトムリー（ヘンリー・フォンダ 
Henry Fonda）はデサルヴォを個室で尋問し、犯行当時の記憶を蘇らせようと
する。
　この映画を扱った先行研究は、デサルヴォにかんして、精神病的な観点か
ら論じてきた。たとえば、ヴィヴィアン・ソブチャック（Vivian Sobchack）は
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「トニー・カーティスの統合失調症的な不安」と記している（6）。あるいは、精
神病と犯罪学の関連から映画を論じた別の著者は、尋問によってデサルヴォ
は、第 2 の人格が行った犯行の「抑圧された記憶」を意識に上らせるのだと書
いている（7）。さらに、60 年代「サイコホラー映画」を精神病的な観点から捉
えた別の書き手は、この映画における特徴的なスプリット・スクリーンは「統
合失調症的な段階の隠喩」だと述べている（8）。これらの論述には共通して、2

つの前提がある。ひとつは、デサルヴォの人格が分裂しているという前提、も
うひとつは、その第 2 の人格が真犯人だという前提である。これらの論者は一
様に、デサルヴォが〈第 2 の人格が真犯人である分裂した存在〉であることを
前提とし、精神病と犯罪行為とを関連づけている。
　しかし、デサルヴォという存在には、それを前提としていては理解できない
部分があるのだ。そこで本論文は、それを前提とはせず、画面上の身体の問題
としてデサルヴォという存在を扱い、その在り方の特異性を検証する。そのた
めの手掛かりとして、スティーヴン・ヒース（Stephen Heath）による、物語映
画における「人々の存在 ［the presence of people］」の分類（9）を用いる。本論文
の目的は、その分類の各項目、すなわち「人物 ［person］」、「イメージ ［image］」、

「像 ［figure］」、「動作主 ［agent］」、「キャラクター ［character］」を仮設的枠組み
として用いつつ、テクスト内外の諸要素を多角的な観点から分析し、それぞれ
の項目にはうまく収まらないデサルヴォの在り方の特異性を明らかにすること
である。
　議論は以下のように展開する。第 1 節では、テクスト外部におけるカーティ
スのスター・イメージ、およびメディア言説におけるデサルヴォ像との関連に
より、デサルヴォの在り方を検証する。第 2 節では、テクスト内部の具体的な
分析を通じて、デサルヴォを真犯人に見せるプロセスを指摘し、不可視性や声
を手掛かりにそのプロセスにおける綻びを見出す。第 3 節では、デサルヴォを
主体化しようとする可視化の暴力のメカニズムを示したうえで、終盤の尋問の
場面における身振りを論じ、最終的にデサルヴォの身体の画面上における在り
方の特異性を明らかにする。

1. スター・イメージとデサルヴォ像

1-1. トニー・カーティスのスター・イメージ
　画面上の身体は、どのようなイメージを伴って表れるのだろうか。物語映画
では一般的に、画面上の身体はその役柄を演じる俳優のイメージを伴ってい
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る。ヒースの分類によれば、「イメージ ［image］」とは「映画的現前にかんす
る明快な意味へと転換した身体」であり、その頂点は「スター」であるとされ
ている（10）。デサルヴォの在り方を検証するためには、トニー・カーティスの
スター・イメージを見ていく必要がある。
　カーティスにとって、デサルヴォ役はどのようなものだったか。彼には、
様々な女性たちと次々に関係を持つプレイボーイというイメージがあった。

『お熱いのがお好き』（1959 年）では船長のふりをしてマリリン・モンロー
（Marilyn Monroe）を口説いているし、『成功の甘き香り』（1957 年）ではバー
バラ・ニコルズ（Barbara Nichols）を自身の目的達成のための道具にしている。
また、役柄の印象に留まらず、彼はスクリーンの外においてもプレイボーイの
イメージを形作っていた（11）。『グレートレース』（1965 年）における、道行く
先々で様々な女性に飛びつかれてキスをするレーサー役は、そうした自身のイ
メージが紋切り型化されたものだといえるだろう。
　60 年代後半に至ると、自身の伝記で「困難な時期 ［tough period］」と記して
いるように、彼はキャリアの危機を迎えることになる。まず、離婚した最初の
妻ジャネット・リーに支払う高額の慰謝料や養育費を賄うため、それまでには
断っていた役柄も引き受けざるを得なくなる。そして、「誰かの嫌われ者リス
ト ［shit list］に載ったらしい」と書かれているように、「良いオファー」その
ものが来なくなり、仕事がなくなってしまうのだ（12）。『絞殺魔』は、その渦中
で訪れた念願の「良いオファー」だった。
　フライシャーのインタビューによれば、デサルヴォ役は「セックスアピール
のある誰か、女性にとって非常に魅力的な人物」である必要があった（13）。つ
まり、事件の容疑者として描かれながら、かつ女性の警戒を解いて玄関のドア
を開けさせる説得力に足る俳優が求められていた。たしかに、フライシャーの

『ヴァイキング』（1958 年）では、実際にはイングランド王家の血を引いてい
ながらもヴァイキングの奴隷として暮らしているカーティスは、王女役のジャ
ネット・リーと草原に座って会話をするシーンにおいて、奴隷の身分をものと
もせずに平然と愛を告げ、相手を自発的に仰向けの姿勢へと導いている。デサ
ルヴォ役においても、そうしたプレイボーイのイメージが利用されているとい
える。
　しかし、魅力の条件はクリアしているにしても、陰惨な事件の容疑者という
イメージは例外的なものだった。20 世紀フォックスのリチャード・ザナック

（Richard Zanuck）が、「デサルヴォがスクリーンに現れるとすぐに、誰もが彼
がトニー・カーティスであることをわかってしまうだろう」と当初起用に反対
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したのも、プレイボーイには見えても絞殺魔には見えないからだろう（14）。そ
の後ザナックは、入念に役作りをしたデサルヴォ役の写真を、それがカーティ
スであることを知らずに目にすると、出演を快諾したのち「誰だ、これは？」
と聞いたという（15）。このエピソードは、デサルヴォ役がこれまでのカーティ
スのイメージから逸脱していることを端的に表している。事実、主演俳優と
して一番初めにクレジットされておきながら、上映時間が半分を過ぎた頃（16）、
ようやくその顔が画面上に表れるという事態は、これまでのカーティスのイ
メージからは考えられないことであった（17）。

1-2. メディア言説におけるデサルヴォ像
　また、画面上の身体は、実在する人物の像を伴う場合がある。ある人物、た
とえば有名人などが本人の役で画面上に登場する場合、その存在は、ヒースの
分類では「人物 ［person］」に該当する。他方、俳優などによって実在する人物
が演じられる場合、そこにはその人物像が投影されることになる。つまりデ
サルヴォは、実在する同姓同名の容疑者の像を伴っている。ヒースによれば、

「像 ［figure］」とは「動作主、キャラクター、人物、イメージの間の循環（18）」
であり、他の映画作品や現実の出来事など、当の映画作品のテクスト外部へと
開かれた存在である。ここでは、これをメディア言説によって形成された実在
のアルバート・デサルヴォ像としてとらえ、その像と映画版のデサルヴォとの
違いを検証する。原作のノンフィクション小説は、捜査の経緯から容疑者にか
んする記述に至るまで、事件を詳細に記録している。さらに、後年の通俗的な
犯罪紹介本におけるデサルヴォにかんする記述は、基本的にこの原作小説をも
とにしている（19）。したがって、ここでは、メディア言説によって形成された
デサルヴォ像を集約するものとしてこの原作を扱うことにする。
　原作におけるデサルヴォ像には、映画版のデサルヴォにはない一面がある。
デサルヴォは、証拠不十分のため、その生涯において絞殺魔事件の犯人とし
て告訴されることはなかった。だが、彼は別件で有罪判決を受け、刑務所に
入れられている。まず、通称「寸法取り男（measuring man）」として、寸法を
測るという口上で数々の女性の部屋に侵入し、ときに暴行に及んだ廉で、2 年
間の禁固刑を受けている（1962 年 4 月釈放）（20）。また、通称「緑の男（green 
man）」として、清掃員の格好をして同様の犯罪を行い、1964 年 5 月 6 日に起
訴された。絞殺魔事件は、これら 2 つの活動期間の絶え間に発生した（最初
の殺害は 1962 年 6 月 14 日、最後は 1964 年 1 月 4 日）。彼は 1965 年 2 月 4 日、
精神異常者として病院に収容され、裁判を待つことになった（21）。上記 2 件の
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事件は映画ではまったく描かれていない。つまり、映画ではデサルヴォの性犯
罪者としての側面、あるいは性的な活発さが抑制されているのだ。
　この抑制ぶりは、映画公開時、容疑者デサルヴォの名が広く認知されてい
た当時のレビューにおいても指摘されていた。『絞殺魔』は、プロダクショ
ン・コード崩壊の渦中、1968 年 10 月 16 日に「成人観客向け」（Suggested for 
Mature Audiences）映画として公開された（22）。公開翌日、『ニューヨーク・タ
イムズ』紙の映画批評家レナータ・アドラー（Renata Adler）は、批判的な調
子で、この映画は「猥褻な選択肢を選び取らなかったために、人々が期待する
だろう大衆向けのエクスプロイテーション・フィルムとも言えない」と書いて
いる（23）。これは、センセーショナルな映画であるはずなのに、全然猥褻では
なかったという主張である。また、11 月 10 日、アーサー・メイヤー（Arthur 
Mayer）という人物は、同紙のレビューでこの映画を擁護しつつ、以下のよう
に書いている。「1

（ママ）

3 人の女性たちの絞殺を扱った映画作品は、性的倒錯にかん
する露骨なシーンとともに、暴力の不愉快なエクスプロイテーションを示し
ていたかもしれない。その代わりに、稀なるセンスと抑制［unusual taste and 
restraint］でもって、（中略）分裂した人格の物語を語った（24）」。作品に対する
評価は真逆だが、この二つの記事が共通して述べているのは、この映画が、凶
悪犯罪を題材としながらも、同時代の封切り作品と比較して例外的に性的・暴
力的イメージを抑制しているということだ。議論を先取りすれば、この抑制と
は要するに、この映画において犯人が被害者を絞殺する瞬間は一度も画面上に
映されないということである。
　さらに、原作からの別の大きな変更点にも着目したい。それは、デサルヴォ
の記憶の在り方である。小説版のデサルヴォは、「何でも思い出すことができ
ます（25）」と発言しているように、13 件の犯行現場をすべて詳細に記憶してお
り、犯行の様子を自らボトムリーに語っている（26）。彼は犯行現場を想起でき
るが、「こんなことをしたのは、性行為のためなのか、憎しみのためなのか、
またはほかの理由なのか（27）」と発言しており、犯行の動機が現在の自分には
理解できないということに苦しむ存在として描かれている。一方、映画版のデ
サルヴォはそもそも犯行現場を思い出すことができない。むしろ、以後の議論
で見ていくように、尋問の最中に犯行現場を目撃していく存在なのだ。記憶の
在り方がまったく異なる。このように、映画版のデサルヴォは、その抑制ぶり
と記憶の在り方においてデサルヴォ像とは異なる存在である。そして、まさに
この絞殺の瞬間の欠如と、犯行現場の目撃が、デサルヴォの在り方の特異性に
さらに迫っていくうえで重要な鍵となる。
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2. 不可視の動作主と主体化のメカニズム

2-1. デサルヴォは真犯人か？
　では、犯行は具体的にどのように画面上に表れているのか。犯行には、そ
れを遂行する存在が必要である。ヒースの分類では、それは「動作主 ［agent］」
に該当する。動作主は「物語的述部を引き受けること」において定義される存
在である。一方、一連の物語的述部の動作主となり、行為の達成に応じて個別
化された主体は、「キャラクター ［character］」と呼ばれる。キャラクターが「個
別化された ［individualized］」主体である一方、動作主は必ずしも個別化された
主体ではない。たとえば複数の俳優によってひとつの行為が引き受けられる場
合、その複数の俳優はひとつの動作主と考えられる（28）。
　12 件の事件は、すべて同一犯、つまりキャラクターの犯行として捜査され
る。デサルヴォは、そうした一連の犯行を担う個別化された主体たりうるのだ
ろうか。まずこの問題を考える。デサルヴォが分裂しており、その第 2 の人格
が真犯人、つまり 12 件すべての事件における犯行の主体であるということを
前提とする解釈（29）は、たしかにもっともらしい。実際、デサルヴォは、いか
にも真犯人のように登場する。デサルヴォの登場シーンを含めた以後を後半部、
それまでを前半部と呼ぶ。前半部は、スプリット・スクリーンを駆使し、まず
結果（被害者の遺体）の提示、次いで原因（真犯人）の捜査という連鎖で構成
されている。犯行自体は不可視であり、性的・暴力的イメージは抑制されてい
る。その連鎖の果て、初めて画面上に登場するデサルヴォは、顔に半分影を落
としており、いかにも原因（真犯人）の登場のようである。そればかりでなく、
直後に彼は犯行に及ぼうとさえする。外出する彼の格好、すなわち緑色の上着
や茶色の革靴は、冒頭をはじめ身体の断片的な部分しか映らない犯行の動作主
が身につけていたものと一致している。彼は、バスルームの修理をすると偽っ
て若い女性の部屋に侵入する。そして、隙を見て女性の口を後ろから押さえな
がら抱え込み、服を縦に裂く。部分的に裸体が画面上に晒された直後、11 人
目の被害者を知らせる新聞記事のショットが入る。女性が絞殺される瞬間は不
可視であるが、省略の技法によって犯行の達成が示されていると言える。絞殺
の瞬間を不可視に留める抑制された語りが、デサルヴォが真犯人であると観客
に信じさせるプロセスとして機能している。ボトムリーは事態を知る由もない
が、このようなプロセスによって、観客だけが先に真犯人を知らされるかのよ
うだ。しかし、あくまで画面上では絞殺は不可視であることに注意したい。そ
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のうえで、もうひとつの犯行シーンを検証する。
　彼は、アパートの管理人ダイアン・クルーニー（サリー・ケラーマン Sally 
Kellerman）のもとを訪れる。彼女は裸にされ四肢をベッドの脚に縛りつけら
れるが、男が鏡を見て動きを止めた隙に、その右手に噛みついて暴れだす。男
は彼女を何度も殴りつけ、その場から退散する。生き延びたクルーニーはのち
に、男の右手に噛みついたことを捜査官に告げ、その傷痕が容疑者特定の重要
な鍵となる。ここで、不可解な事態が発生する。彼女がのちに捜査に協力した
際、逮捕されたデサルヴォを見ても、彼が犯行に及んだ男であると識別でき
ないのである。これはどういうことだろうか。暴力のショックで記憶が曖昧に
なっているにしても、デサルヴォを目にした彼女はまったく動揺も見せず、端
的に彼は犯人ではないと否定する。犯行シーンでは、男は黒いニット帽を被っ
てはいるものの、顔を覆ってはおらず、彼女も目隠しはされていない。明らか
に画面上に映しだされていたはずの犯行シーンが、実際に起きたのかどうかわ
からない、真偽の識別ができない映像とされているのである（30）。映ったこと
＝見えたものが、必ずしも物語世界内の過去の出来事とはいえないという事態
がここで生じている。最初の犯行シーンでの絞殺は不可視にとどめられ、次の
犯行シーンは識別不可能なものとされる。ここで、いかにも真犯人のように見
えていたにもかかわらず、デサルヴォは犯行の主体であると断言できるのかと
いう疑問が生じる。事実、彼を真犯人と思わせるプロセスには、さらに不可解
な綻びがあるのだ。

2-2. 〈声〉の不可能な身体化
　声が、問題の核心に至るための手掛かりとなる。後半部においてデサルヴォ
は、アパートの入口にあるインターホン越しの会話で、壁の修理人を装って
一階の鍵を開けさせている［図 1］。はじめは相手に警戒されるが、立ち去る
ことを仄めかすと、相手は鍵を開けてしまう。観客はここで、デサルヴォ登
場以前、前半部におけるシーンと同様の手口を見出し、彼が絞殺魔であると
いう確信を強めるだろう。前半部のシーンでは、4 人目の被害者となる女性と
インターホンだけが画面上に表れており、声を発している犯行の動作主の口元
は映っていない［図 2］。ここで想起されるのは、ミシェル・シオン（Michel 
Chion）のいう「アクースメートル ［acousmêtre］」という概念である。アクー
スメートルとは、聞くことはできるが、音源とされる身体（口唇）がいまだ画
面内に映っておらず、身体から切り離された状態にある声のことである。口唇
が映るやいなや、声はたちまち「身体化」され、「ありふれた死すべき身体の
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運命」に従ってしまう（31）。後半部においてデサルヴォの口唇が映り、同様の
状況のシーンが現れると、持ち主不明のこの声はデサルヴォに身体化されたよ
うに受け止められるだろう。メアリ・アン・ドーン（Mary Ann Doane）が言う
ように、台詞は特定の個人に帰せられ、「有機的に統一された身体」が現れ
る（32）。声の身体化というプロセスによって、観客はデサルヴォこそがあの声
の主であると信じこむ。デサルヴォはここで、個別化された主体を獲得したか
のように見える。

　しかしながら、ここには決定的に不可解な点がある。よく聴いてみると、前
半部におけるインターホンから発せられる声は、後半部におけるカーティス演
じるデサルヴォの声とは、まったく別人のものなのである。カーティスが声色
を変えて喋っているわけではなく、完全に別の声である。声の高さ、声質、言
葉のアクセントなどの要素に注意すれば、はっきりとわかる。これはどういう
ことだろうか（33）。
　前半部において、インターホン越しに聞こえる声を、〈声〉と表記する。こ
の〈声〉はアクースメートルである。後半部においてデサルヴォが画面内に映
り、同様の手口で鍵を開けさせるとき、観客は〈声〉が身体化されたと思い込
むが、実は〈声〉の帰属先はカーティス演じるデサルヴォではない。したがっ
て、ここで起きていることは声の身体化ではなく、「不可能な身体化（34）」であ
る。〈声〉は、帰属先を見つけることができずに彷徨い続ける。つまり、犯行
の動作主は、まさにシオンが論じているフリッツ・ラング（Fritz Lang）の『怪
人マブゼ博士』（1932 年）における「ボス ［Chef］」のように、不可視のままに
とどまり続ける不気味な存在なのである（35）。したがって、デサルヴォは一連
の犯行の動作主としての個別化された主体を成立させていない。デサルヴォこ
そが真犯人であると観客に信じさせるためのプロセスには、実はこうした綻び
があったのだ。犯行の動作主は個別化された主体ではなく、匿名かつ不特定多
数の、不可視の動作主だったのである（36）。
　画面上においていちども明示されない絞殺を担っている、匿名かつ不特定多

図 1（後半部のシーン） 図 2（前半部のシーン）
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数の不可視の動作主は、誰であれ、何らかの個別化された主体には還元されな
い。また、デサルヴォは、犯行現場の真偽が識別不可能であるばかりでなく、

〈声〉を身体化させておらず、絞殺魔としての個別化された主体を成立させて
いない。つまり、デサルヴォは、不可視の動作主ではありえず、一連の犯行を
担う絞殺魔というキャラクターであるともいえない。換言すれば、画面上の要
素からは、デサルヴォが犯行の動作主であるとは言えず、また彼が一連の事件
の真犯人であるとも言えないのである。にもかかわらず、彼は逮捕され、犯行
当時の記憶を想起するよう尋問されることになる。つまり、彼は絞殺魔に仕立
て上げられようとしているのだ。そこには、画面上の身体を主体化させようと
するメカニズムが働いているはずだ。それはどのようなメカニズムなのか。
　ボトムリーが、その主体化の役割を担っている。その声の在り方はどうだっ
たか。ボトムリーは、最初の登場シーンにおいて、まず声として現れている。
原稿を朗読する声が、ボストン市内にある州会議事堂の外観を映したショット
に重ねられ、キャメラが窓にズームしていくと、室内をゆっくりと後退する移
動ショットに切り替わり、椅子に腰かけたボトムリーが画面左にフレームイン
する。したがって彼は、アクースメートルを自らの身体へと帰属させながら登
場しており、デサルヴォとは異なって、個別化された主体であることを明示し
ている（37）。また、ボトムリーの読み上げている原稿はラジオ放送用の法律番組
のものだ。つまり彼は、法の声を、放送を通じて発信する存在なのである（38）。
こうした存在であるボトムリーがデサルヴォを主体化させようとするのは、ま
さに声を用いてのことだ。尋問の場面を詳しく見ていく必要がある。

3. 可視化の暴力と身振り

3-1. 可視化の暴力
　尋問は、白壁に囲まれた「白い霊廟 ［white mausoleum］（39）」において行われ
る。二者が対峙する状況であるが、デサルヴォとボトムリーをとらえる一連の
ショットは、単純な構図／逆構図の切り返しの連続ではなく、より複雑な繋ぎ
になっている。壁の一面にはマジックミラーが貼られており、鏡像を利用して
空間が構成されたり、移動キャメラで二者のやり取りが捉えられたりしてい
る（40）。
　第 1 節で見たように、デサルヴォは犯行現場を思い出すことができず、むし
ろ、イメージを目撃していく。画面上にも映しだされるそれらのイメージは、
第 2 の人格が行ったとされる過去の出来事のフラッシュバックなのだろうか。
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事態はそれほど単純ではない。むしろデサルヴォは、過去に実際に起きたかど
うかが判別できないイメージの大群に、絶えず現在において立て続けに直面さ
せられていると言うべきである。
　車を降りたのかというボトムリーの問いに対して、画面は手持ちキャメラで
車から降りてアパートに入っていく視点を示すが、デサルヴォは “NO” と答え
る。画面と回答が矛盾しているが、画面は次々に郵便受け、廊下などを映して
いく。デサルヴォは自宅の郵便受けだと語る。しかしボトムリーは、それは本
当に自宅かと問い詰める。しかもボトムリーは、オフの声として提示されるだ
けにとどまらず、平然と画面内に映りこみ、イメージに侵入してくるのであ
る。ボトムリーの声は、身体をその画面内にともなうことで、イメージと結託
した強固に個別化された主体としてデサルヴォを追い立てる。デサルヴォは、
その都度直面するそうしたイメージによって、徐々に自分が語る内容に自信を
失っていく。声がイメージに従っていく。このように作動し、デサルヴォを主
体化しようとするメカニズムをイメージによる可視化の暴力と呼ぶことができ
る。ボトムリーは、こうした身体性を発揮し、可視化の暴力と協働して、デサ
ルヴォの声をイメージに従わせることでそれを「告白」へと変容させ、キャラ
クターとして主体化しようとするのである（41）。デサルヴォの分裂は、個人に
おける人格の分裂というよりもむしろ、メカニズムの渦中でまさに主体化され
んとする状態の印象にすぎないというべきだ（42）。

3-2. 別の不可視の領域と〈白の存在〉
　では、デサルヴォはこのままキャラクターとして主体化されてしまうのだろ
うか。ヒースは実は、これまでに検討してきた項目から逸脱する二つの領域に
ついて、補足的に言及している。ひとつは、「理念 ［idea］」と名指される領域
である。これは、社会的類型であり、たとえば労働者や資本家といった類型を、
理念的に体現する存在である。もうひとつは、「契機 ［moments］」および「強
度 ［intensities］」と名指される領域である。これは、「身体の、全体としての、
ある単一の連続した統一体、何らかの〈一〉なるものの属性の外側」にある
領域であるとされている（43）。つまり、有機的に統一され、個別化された主体
には還元されない、何らかの逸脱する部分である。ヒースは、文脈としては断
片性、フェティシズムと結びつけてこの領域を説明しているが、この領域に着
目し、これを断片性にとどまらない身振りの領域として再定義したのがシンシ
ア・バロン（Cynthia Baron）とシャロン・マリー・カーニック（Sharon Marie 
Carnicke）である。彼らは、この領域を「映画作品の表象において現前し、そ
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れ自体のうちで喚起的な身振りと表情」とした（44）。つまり、身体の特異な表
情や身振りに、個別化された主体から逸脱する領域があると考えたのである。
したがって、デサルヴォの表情や身振りを手掛かりにすることで、個別化され
た主体から逸脱する領域に迫ることができるのではないか。
　事実、デサルヴォは、まさに表情と身振りによって、可視化の暴力から身を
かわす。椅子に腰掛けたデサルヴォは、画面外へと去ったボトムリーの声に応
じながら、懸命に犯行現場を思い出そうとする。そして、ふと何かに気がつい
たかのような表情を浮かべる。何かを見ているように眼球を細かく動かし、頬
に当てていた左手を下ろすと、少しずつ落ち着いていくような様子で、言葉を
探しながら「I’m, uh…, going down the street.」と呟く。右目の目頭から涙がひ
としずく流れ落ちる。このショットでは、表情のわずかな変化、そして眼球の
繊細な顫えによって、デサルヴォが何かのイメージに直面している様子が表れ
ている（45）。重要なのは、デサルヴォが見ているイメージがいまや画面上に映
しだされないということである。それらのイメージはここでは観客にとって不
可視にとどまり、カーティスの身体を通じてのみ画面上に表現される。先ほど
はそのイメージに身体を侵入させていたボトムリーもまた、ここではあくまで
カーティスの身体を眺める存在にとどめられている。このことは、何を意味す
るのか。デサルヴォはここで、あくまで可視的な身体に徹することで、かえっ
て不可視の領域を作りだしている。不可視だったはずのものを可視化しようと
する暴力のメカニズムに対して、別の不可視の領域を確保しているのである。
　さらに彼は、おもむろに椅子から立ち上がると、アパートの玄関を訪れ、部
屋に入って女性に暴行を加えるまでの様子を演じ始める。ここには、ぎこちな
く大掴みで、探りながら動いているような不器用な動きと、素早く、機械のよ
うに自動化された動き、これら 2 種類の動きが共存している。回り込んで女性
の口を押さえる際の素早い動きは、11 人目の被害者に対してデサルヴォが行っ
ていた動きに酷似している。ではここで、彼はキャラクターとして主体化され、
自身（第 2 の人格）の犯行を再現しているのだろうか。しかし、デサルヴォが
口にするミス・ウィリアムズ（Miss. Williams）は、9 人目の被害者の名であり
実は画面にはいちども登場しない（46）。したがって、ここでデサルヴォは、不
可視の動作主の動きをしているのである。その動きは、不可視であるはずの出
来事の忠実な可視化ではない。むしろ、不可視のものを指し示す、不器用さと
自動性をうつろう独特の動きである。
　手持ちのキャメラは、クロースアップでカーティスの表情をとらえながら、
その動きを映していく。白い壁を背後に柔らかく均等に光が当たり、影はほと
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んど落ちていない（47）。被写体との距離の変化に応じて焦点距離が変えられる
ズームレンズが使用されていると思われ、カーティスが動くたびにフォーカス
が調節されている。しかし、彼がほとんど動かないにもかかわらず、フォー
カスが外れている箇所がある（48）。ここでデサルヴォは、フォーカスの操作に
よって、白いシャツを着た自身の身体と、白い壁との境界線が曖昧になったイ
メージとして映しだされている（49）。そして、デサルヴォは屈み込み、誰かの
首を絞めるような動きをする。それは、ほぼ真下からの仰角のショットに始ま
り、手元や顔のクロースアップの短いモンタージュによって示されていく。デ
サルヴォの身体は、ここでは断片化されている。この映画を通して一度も画面
上に映らない絞殺は、不可視の動作主の身振りにほかならないが、それをデサ
ルヴォはキャラクターとして主体化することなしに、不器用さと自動性をうつ
ろう独特の動きや、フォーカスの外された曖昧な輪郭、モンタージュによる断
片化といった特異な身振りにおいて引き受けるのである。
　ところで、息遣いの音が断片的なモンタージュを繋いでいる。その音は、時
折わずかに混じる呻き声によってかろうじて画面内のデサルヴォの口唇と結び
ついているが、しだいに帰属先の曖昧な、純粋な呼吸音へとうつろう。ゆっく
りと立ち上がるデサルヴォに、「アルバート」と呼ぶ声が重なり、明確なリッ
プシンクを伴うボトムリーのクロースアップが挿入される。しかし、デサル
ヴォはほとんど動きを見せず、時折ゆっくりと瞬きをしながら、ふとキャメラ
に視線を向けると、ディゾルヴによってラストショットに移り変わる。デサ
ルヴォは、部屋の隅の壁際に立ち尽くし、キャメラは徐々に後退していく。呼
吸音が聞こえている。次第にホワイトアウトしていく画面上にうっすらと見え
る身体は、ぼやけて背景の白に紛れていく。その身体は、もはやアルバート・
デサルヴォという特定の名を与えられることのない〈白の存在 ［the existence 
of white］〉に至っている。それは、単にその身体が白くなったこと、すなわち

〈白い存在 ［white existence］〉になったことを意味しない。むしろ、画面上の白
に紛れていくその無名の身体は、スクリーンそのものの特性である、白という
ものそれ自体の存在を指し示しているのだ。ここまで至るということが、デサ
ルヴォの身体の画面上における在り方の特異性である。画面上の身体は、映写
機から投射された光の粒子や波動の痕跡として、スクリーンの白のうえに映さ
れることではじめて姿を現す。ここでの無名の身体は、画面上の身体という存
在を規定している、このような原理までも示しているのだ。ところで、録音装
置から発せられたように無機質に反復するボトムリーの声が空しく消えたあと
も、呼吸音がまだ聞こえている。
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結論

　以上の議論から、この映画の構造が見えてくる。この映画は 3 つの段階をた
どるのだ。前半部において犯行の動作主は、不可視のままにとどめられ、画面
上に全身を現さず、匿名性を維持している。次に、後半部に入ると、デサル
ヴォこそが絞殺魔であると観客に信じさせるプロセスによって、不可視であっ
たはずの犯行の動作主は、デサルヴォの身体と同一視されていく。だが、その
プロセス自体の綻びは、デサルヴォの犯行現場の識別不可能性、さらに〈声〉
の身体化の不可能性として、テクスト内にあらかじめ埋め込まれてもいた。つ
まりデサルヴォは、不可視の動作主ではありえず、絞殺魔というキャラクター
であるともいえない。にもかかわらず、彼はボトムリーの尋問によって、声を
イメージに従わせることで、一連の犯行を担う個別化した主体として仕立て上
げられる。そこには可視化の暴力のメカニズムが働いている。そして、尋問の
末にデサルヴォは、匿名的な不可視の身体とは異なる、別の不可視の領域に至
る。デサルヴォは、可視的な身体に徹することによって、不可視のものを身振
りにおいて引き受けるのである。この映画は、不可視の体制、可視化の暴力、
別の不可視の領域、この 3 つの段階をたどる身体を描いていると言える。
　プロダクション・コード撤廃の流れにおいて〈暴力の可視化〉が興隆した
時代にありながら、『絞殺魔』はむしろ〈可視化の暴力〉のメカニズムを示し
たうえで、別の不可視の領域にまで踏み込む。監督としてのキャリアを RKO

の「B 映画」（B picture）（50）から開始したフライシャーは、コード撤廃以後の
「ニュー・ハリウッド」（New Hollywood）において、とりわけこうした不可視
の領域の実践によって同時代との距離を取っている（51）。そのなかで『絞殺魔』
は、上記の 3 つの段階ののちに、〈白の存在〉を示すにまで至っている。スク
リーンそのものの特性である、白というものそれ自体の存在を指し示すことに
よって、無名の身体は、画面上の身体という存在を規定する原理をも示してい
る。
　画面上の身体にかんするこのような刺激的な実践が、フライシャー作品をは
じめニュー・ハリウッドの時代にどのように為されていたかということについ
ては、今後さらなる検証が行われるべきである。また、ラストショットにおけ
る身体の、壁際での不動の身振りは、黒沢清の『回路』（2000 年）において壁
際にたたずむ〈亡霊〉たちの身振りへと連なっているだろう。映画において画
面上に映しだされる身体とはどのような存在なのか、という大きな問題をさら
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に考えるにあたっては、フライシャーに好んで言及する黒沢の作品をはじめ、
特定の時代や地域に限定されない視野において、画面上の身体という存在を鋭
く問題化している個別具体的な作品を対象に、さらなる探究が行われていく必
要がある。

付記：本論文は日本映像学会第 43 回大会（2017 年 6 月 4 日、神戸大学）での
口頭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、ならびに貴重なご
指摘をくださった方々に心より感謝申し上げます。
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ではなく、画面上の身体の在り方であり、映っているものの意味作用である。“Real 
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ム・ノワールとモダニティ』岩波書店、2003 年、259 頁。
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ライシャーの立ち位置を論じている。また、『スパイクス・ギャング』（1974 年）のあ
る場面についての指摘では、「視線が捉えるものの鮮明な映像ではなく、視線そのもの
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The Existence of White: 
The Body of Curtis/DeSalvo in Richard Fleischer’s The Boston Strangler

HAYAKAWA Yuma

What type of existence is the body on the screen? Considering this problem, this 
paper studies Richard Fleischer’s The Boston Strangler (1968). The existence of Albert 
DeSalvo, played by Tony Curtis, shows a singular way of being on the screen that has 
not been pointed out in previous studies. From the viewpoint of mental illness, previous 
studies assume DeSalvo to be a “divisional existence whose second personality is the 
real culprit.” However, that is not the premise of this paper. I drow on Stephen Heath’s 
classification of “the presence of people” in the narrative film. The aim of this paper is 
to clarify the singularity of the way DeSalvo exists that does not fit each item of this 
classification well.

In my discussion, I examine the star image of Curtis and the figure of DeSalvo in 
the media discourse, and point out the process of showing DeSalvo as the real culprit. 
Furthermore, I identify the splits in the process, using invisibility and voice as a clue. I 
also demonstrate how the mechanism of violence of visualization operates to establish 
DeSalvo as the subject, as well as how subsequently this mechanism is undermined 
by the register of bodily gestures. Finally, after tracing these three phases, namely the 
invisible regime, violence of visualization, and another invisible area, I clarify that the 
way of existence of DeSalvo led to “the existence of white.”


