ヒッチコック『見知らぬ乗客』における
欲望／罪の移動の視覚化：
深夜の密談のシーンの分析を中心に（１）
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偉大な創作者は優れた幾何学者のようなものであり、彼にあって
は直観が論理的思考に先行しそれを先導する。彼は自らの作図［構
築 composition］を行い、証明の不毛な筋道を確立するという努
力は解釈者たちに委ねるのである。
クロード・シャブロルとエリック・ロメールの『見知らぬ乗
客』を め ぐ っ て の 記 述 よ り。（Chabrol and Rohmer １９５７→
１９８６：１１２）

序
本論考においては、アルフレッド・ヒッチコック監督作品『見知らぬ
乗客』Strangers on a Train（１９５１）を、その中の１シーンを中心に分
析する１）。その１シーンとは、主人公ガイの妻ミリアムを殺害した後に、
ブルーノがガイを訪ねてきて、二人が路上で会話するシーン（以後は便
宜的に「深夜の密談のシーン」と呼ぶことにする）である。このシーン
を分析することで、ヒッチコックが、作品のナラティヴの構造の正に核
心を成す部分を、古典的なハリウッド映画の「文法」の、そして映画の
本性の十二分な理解に基づいて、正しく映画だけに可能な仕方で視聴覚
化して見せるその手際を明らかにしたい２）。その過程において、一方で
は、古典的なハリウッド映画の「文法」が、逆用も含めて、様々なレ
ヴェルにおいて重層的な形でいかに活用されているかを明らかにし、そ
のことを通じて、古典的なハリウッド映画のシステム（少なくともその
『見知ら
極めて重要な部分）を逆照射する３）。また他方で、とりわけ、
１１５（４４）

ぬ乗客』のナラティヴの核心を成す罪／欲望の移動の視覚化に最も貢献
する視点ショット（point−of−view shot）の分析を通じて、映画的ヴィ
ジョンの特性ないし本性を、より本質主義的な次元で明らかにする。
また、こうした分析を通じて、
『見知らぬ乗客』においてナラティヴ
の構造が二重化していることが明らかになるであろう。すなわち古典的
で「健全」な構造と「病的」な構造の二重化である。
なお、ヒッチコック映画の構造の二重性に関しては、既に加藤幹郎
２００５が、『裏窓』Rear Window（１９５４）を中心に論じながら、『裏窓』の
みならず、『間諜最後の日』The Secret Agent（１９３６）、『第３逃亡者』Young
and Innocent（１９３７）、『バルカン超特急』The Lady Vanishes（１９３８）、『レ
ベッカ』Rebecca（１９４０）、『断崖』Suspicion（１９４１）、『スミス夫妻』Mr.
and Mrs. Smith（１９４１）、『疑惑の影』Shadow of a Doubt（１９４３）、『汚
名』Notorious（１９４６）、『私は告白する』I Confess（１９５２）、『ハリーの災
難』The Trouble with Harry（１９５６）、『間違えられた男』The Wrong Man
７）、『め ま い』Vertigo（１９５８）、『北 北 西 に 進 路 を 取 れ』North
（１９５
Northwest（１９５９）、『サイコ』Psycho（１９６０）、『鳥』The

by

Birds（１９６３）、

『フレン ジ ー』Frenzy（１９７２）、『フ ァ ミ リ ー・プロット』Family

Plot

（１９７６）といった一連のヒッチコック映画に「外見と内実の乖離」とい
う主題が存在することを指摘している。加藤によれば、ヒッチコック中
期の『間諜最後の日』、『バルカン超特急』、『疑惑の影』、『汚名』といっ
た作品では、
「外見と内実の乖離」は「あくまでも凡庸なミステリとサ
スペンスの枠内におさまるもの」
（７７頁）であり、エンディングまでに
解消されるのに対して、中期においても『第３逃亡者』や『レベッカ』
において、そして『私は告白する』以降の後期作品において、
「当初は
たんなるミステリとサスペンスの効果の枠内にとどまっていた問題が、
より本質的な問題、すなわち外見と内実の困難な一致ないし残酷な不一
致にいたる」（７８頁）問題となる。
加藤の指摘が大筋で正当であり、ヒッチコック映画の特徴とそのフィ
ルモグラフィーの展開を明快かつ統一的に説明してくれることを認めつ
つも、ヒッチコック映画における二重性ないし分裂を「外見と内実の乖
離」と総括してしまう点はいささか承服し難い。なぜなら、特に５０年代
以降のヒッチコック映画において顕著であるのは、
「『外見（見た目）
』
と『内実（じっさいに起きたこと）』が違う」こと（４
６頁）ではなく、
（４５）１１４

主としてセリフに誘導されて画面と音声に注意を払わなかった場合に観
客が見聞きしたつもりになったことと、画面と音声に注意を払った場合
に見えそして聞こえてくるもの（そしておそらくは観客が無意識の内に
見聞きしているもの、あるいは角度を変えて言えば、気付かれない内に
観客を操作している視聴覚的演出）との二重性だからである。加藤が『裏
窓』について明らかにしたのは、実は「外見と内実の乖離」ではなく、
あるいはそうである以上に、観客が見聞きしたつもりになったことと、
実際には見えても聞こえてもいなかったこととの二重性である。
ヒッチコックにおける二重性ないし分裂は、最もプラクティカルな次
元では、勿論、プロダクション・コードによる「検閲」を免れるための
ものであり、また観客の建前的な道徳意識と無意識の欲望を同時に満た
すためのものでもある。しかし、それは単なる建前と本音や外見と内実
の乖離に留まるものではなく、ジジェク等が繰り返し指摘しているよう
に、「良く分かっている、でも…。［Je sais bien, mais quand même…］」
（ジジェク（監修）１９９４：１６１、この言葉は元々はラカン派の分析家オク
ターヴ・マノーニの論文のタイトルに由来）という言い方に典型的に現
れている、知ること（知）と信じること（信）との分裂という人間存在
の基本的な条件に基づいている。この条件を根元的とまで呼ぶか、言い
替えれば、この分裂から我々が解放される瞬間が原理的にありうるか（そ
れが存在論的に確保されるか）については議論の分かれるところであろ
うが、差し当たってここで重要なのは、少なくとも我々に与えられた基
本的な生の条件は、我々はこの分裂においてどちらかを選択するのでは
なく、この分裂自体を二重に（この分裂自体にまるで気付いていないよ
うに、しかしそれを自覚しつつ）生きなければならない、ということで
ある。
そして、私見では、ヒッチコックの独自性は、
（１）愛の不可能性の
認識あるいは知と、それでも愛を信じずにはいられないという愛から逃
れることの不可能性との二重性と、
（２）神を信じることの不可能性の
認識あるいは知と、それでも神を信じずにはいられない、神の存在から
は逃れられないという二重性と、
（３）フィクションがフィクションに
しか過ぎないことの認識あるいは知（「たかが映画じゃないか」）と、そ
れでもフィクションを信じることとの二重性という、三つの二重性を、
サスペンスの内に重ね合わせていることにある。言うまでもなく、サス
１１３（４６）

ペンスは、死の恐怖の操作とそこからの観客の最終的な（約束された）
解放を最大の源泉とするのであり、それ自体が、我々（ないし主人公）
は人間である以上いつか必ず死に、しかもいつ死ぬかは分からないとい
う知と、しかし我々（ないし主人公）はきっと（あるいは決して）まだ
まだ死なないだろうという信との分裂あるいは二重性に基づいているの
である。
この意味で、愛とフィクション（演技）と死にまつわる三つの二重性
が複雑に交錯して最後には一点に収斂していき、その最後では神の存在
が決定的な役割を果たす『めまい』
（その最後のセリフが何であったか
を想起されたい）がヒッチコックの最高傑作としばしば見なされるのは
充分に理由のあることであり、ヒッチコックにおける二重性を「外見と
内実の乖離」に還元して単純化してしまう加藤 ２００５が、『めまい』を高
く評価せず、「『めまい』はあまりにも煩瑣なプロットをかかえ込むため、
『裏窓』や『サイコ』がもつ構造的簡明性を犠牲にする」（９１頁）と述べ
るのはむしろ論理的必然であろう４）。
『見知らぬ乗客』の二重性に戻ろう。この映画を、主としてセリフに
導かれつつ、画面や音声の具体性に注目せずに物語に還元して見た場合
には、そこに現れる構造は、
「正常者」ガイが「異常者」ブルーノに付
きまとわれ、秩序あるいは「ホメオスタシス」が混乱するが、ガイがブ
ルーノに勝利し、
「異常者」ブルーノが自業自得の死を迎えるとともに
秩序は回復し、主人公ガイとその恋人アン・モートンが幸福に結ばれ
ハッピーエンドとなるという、古典的で「健全」な構造である。
しかし、この映画の画面を注視し、又その音声に注意を払って、その
表面ないし形式における具体的な演出を意識した場合に浮かび上がって
来る構造は、ガイとブルーノがホモセクシャルな愛情に基づいて共犯関
係を結びながら、ガイの側が一方的に裏切ってブルーノが絶望的あるい
は悲劇的とも言うべき死を迎え、共犯者の１人であるガイが「平安［平
和］のうちに、自分が犯したのではない犯罪の果実を味わう」（Chabrol
& Rohmer１９５７→１９８６：１１２）という、全く別の「病的」な構造である５）。
言うまでもなく、これは単なる深読みではない。公開当時既に、
『見
知らぬ乗客』がガイとブルーノのホモセクシャルな愛情関係を匂わせた
ことに対して一部で非難があり６）、また両者のホモセクシャルな愛憎自
体は既に多くの論者が指摘していることである７）。しかし本論考では、
（４７）１１２

このホモセクシャルな愛憎関係が、視聴覚的水準でどのように具体的に
演出されているかを、これまで誰も指摘して来なかった形で明らかにす
る。
さて、具体的に深夜の密談のシーンと関連するシーンを分析する前に、
映画『見知らぬ乗客』の粗筋を、必要な範囲で、しかしいささか詳しく
確認しておきたい。有名なテニス選手の ガ イ（ファーリー・グレン
ジャー８））は、ワシントンからニューヨークへと向かう列車の中で、偶
然にブルーノ・アントニー（ロバート・ウォーカー）なる男と知り合う。
アントニーは、ガイについて、過去の戦績や今後の試合の予定から、妻
ミリアム（ローラ・エリオット）と不仲であり、上院議員の令嬢アン・
モートン（ルース・ロマン）と恋仲である、といったプライヴェートな
ことまで、新聞のスポーツ面や社交欄を通じて熟知している。ガイが故
郷のメトカフへ妻との離婚の話し合いのために赴くところであることを
聞き出すと、ブルーノはガイに奇妙な取り引きを持ち掛ける。交換殺人
の計画である。自分がガイにとって邪魔な妻のミリアムを殺す代わりに、
ガイは、ブルーノを屑扱いするその厳格な父親を殺してくれ、これなら
ば動機が不明で、お互いに犯人として逮捕されることはない、というの
である。ガイは冗談だと思ってその申し出を曖昧にやり過ごそうとする。
なおこの際にガイは、“A to G”（アンからガイへ）と刻印されたアンか
らのプレゼントのライターをブルーノのコンパートメントに置き忘れる。
ブルーノは、ガイがこのライターを忘れて出て行ったことにすぐに気付
くが、ガイを追い掛けてライターを渡すことはしない。
ガイの、妻との離婚交渉はうまく行かない。妻ミリアムはそもそも浮
気し離婚を言い出した側であり、しかもガイの子供ではない子供を妊娠
しているのだが、今や人気選手となったガイに未練が生じ、また上院議
員の令嬢まで手に入れようとしている彼に嫉妬し邪魔しようとしている
のだ。
ガイに電話してきて、妻との離婚交渉が不調だったことを聞き出した
ブルーノは、交換殺人の計画の内の自分の分担分を勝手に実行に移し、
男友達二人と遊園地に遊びに出かけたミリアムを絞め殺す。
ブルーノはミリアム殺しの成果を報告しにガイのもとに現れ、今度は
ガイが約束を果たして自分の父親を殺す番だと迫る。本論考において中
心的に分析するのは、この深夜に交わされるガイとブルーノの会話ある
１１１（４８）

いは密談の場面である。
この場面の後の粗筋も必要な範囲で簡単にフォローしておくと、ガイ
はブルーノに対して交換殺人の実行は頑として拒否するが、自分が共犯
であると疑われることを恐れて、ブルーノが妻ミリアム殺しの真犯人で
あることを警察や恋人アンとその家族には隠す。はっきりとしたアリバ
イの無いガイは警察からは容疑者として嫌疑を掛けられ、一方ブルーノ
からは交換殺人の実行を迫られて付きまとわれ、またブルーノの自宅の
鍵と地図や拳銃を送り付けられる。
交換殺人の実行に対するガイの最終的な拒絶に対して、ブルーノは、
ガイが列車の中に置き忘れたライターを遊園地の殺人現場に置くことで
ガイを妻ミリアム殺しの犯人に仕立て上げようとする。ガイは事情を
知った恋人アンの協力の下に、ブルーノを追跡して自らの無罪を証明し、
その過程でブルーノは遊園地で事故により死ぬ。ガイとアンはハッピー
エンドを迎えることになる。
さて以上のような『見知らぬ乗客』の物語の中で、
「深夜の密談の
シーン」がどのような機能を、とりわけ視覚的に果たしているかを分析
するのが本論考の目的であるが、この場面の具体的な分析に移る前に、
『見知らぬ乗客』がヒッチコック作品の中で占めている位置について、
また今回取り上げるシーンが『見知らぬ乗客』の中で占めている位置に
ついて、それぞれまず論じておくことにしたい９）。

１．ヒッチコック作品の中での
『見知らぬ乗客』
の位置付け：
欲望／罪の移動の映画の頂点
ヒッチコック作品の主要テーマの一つが「罪の移動（le transfert de la
culpabilité）」であることは、まずジャック・リヴェットが『山羊座のも
とに』Under

１０）、エ
Capricorn（１９４９）に関して指摘し（Rivette １９５０）

リック・ロメールとクロード・シャブロル（Chabrol & Rohmer １９５７→
１９８６）に引き継がれてヒッチコックの作品群の中心的なテーマとして詳
細に分析され、トリュフォーとヒッチコック自身の対談にも登場し、ジ
ジェク（監修）１９９４等が精神分析用語の「転移［transfert］」との関連
において論じるに及んで、今やすっかり周知の事実であるかの如くに通
用している。ヒッチコック映画では、実際にしばしば、罪を犯した誰か
（４９）１１０

からその罪を犯していない主人公へと罪が移動する。自らが犯したので
はない罪を被せられて警察から逃亡しながら真犯人を追跡する主人公、
これはおそらくヒッチコックのサスペンスの主人公像の典型的なイメー
ジであろう。
だが、リヴェットの慧眼に敬意を払い、またこうした指摘がヒッチ
コック作品の評価の向上に果たしてきた役割の重要性を幾重にも認めた
上で１１）、それでもやはりこの指摘はいささか図式的であり、事態を単純
化している側面があると言わなければならない。
即ちこうした指摘においては、冤罪のテーマと、欲望の移動ないしは
転移による罪の移動のテーマとが、極々曖昧に重ね合わされてしまって
いるのである１２）。成程これら二つのテーマは、正に『見知らぬ乗客』の
場合がそうであるように、時に非常に密接に関連し、また重なり合う部
分も多いとはいえ、原理的には異なる二つの事象である１３）。
１４）による誤認の
冤罪の問題は、象徴的な権力、即ち大文字の〈他者〉

問題であり、誤認の原因は、欲望の移動ないしは転移による罪の移動な
いしは転移（
「転移」という言葉は、この語に関わる精神分析関連の議
論の複雑さゆえに避け、以後簡単に「欲望／罪の移動」と言うことにす
る）による場合もなくはないが（動機のある者が真っ先に疑われる、『私
は告白する』等）、多くの場合は単なる偶然による（『三十九夜』、『間違
えられた男』、『北北西に進路を取れ』等々）
。ここで問題になるのは、
象徴的な秩序それ自体が孕む不安定さであり、また大文字の〈他者〉の
過ちや恣意性である１５）。またここでは、対象の次元においてはマクガ
フィン、すなわち、現実的にはほとんど無内容でありながら、象徴的次
元において全てを動かすものが重要な役割を果たすだろう（例えば『北
北西に進路を取れ』のマイクロフィルム入りの像）。
欲望／罪の移動とは、幼児的・想像的な恋愛関係１６）にある小文字の他
者に対する欲望のために、小文字の他者に認めてもらうためにその欲望
を自らの欲望とする者が現れて（欲望の移動：「私の欲望は（小文字の）
他者の欲望である」）、その者がその欲望の実現のために行った行動の結
果に関して、その欲望の本来の持ち主が大文字の〈他者〉
、あるいはよ
り狭くは超自我（外在化された自らの良心）に対して責めを負わなけれ
ばならないことになる（「おまえの望んだことだ。」）。なぜなら、ラカン
２０００：３１８
（Lacan１９７３：２１３）の言うように、象徴的秩序においては「人
１０９（５０）

間の欲望とは［大文字の］〈他者〉の欲望である。」のに１７）、問題の欲望
の本来の持ち主は、大文字の〈他者〉を介さずに直接に小文字の他者に
対して自らの欲望を譲り渡してしまったのだから。大文字の〈他者〉は、
〈法［掟 Loi］〉の名の下に、問題の欲望の本来の持ち主の罪を追求する
ことになるだろう。
ただし、だからといって欲望／罪の移動の主題が必ず冤罪と結び付く
とは限らない。問題の欲望の本来の持ち主が、自らの罪を免れるために
犯罪の実行者を警察に引き渡す、あるいは犯罪の実行者の方が都合よく
死んでくれて真相が曖昧になる、ということもありうるからである。
例えば『ロープ』
（１９４８）においては、二人の同性愛の（あるいはそ
れと思しき）青年達（その一人は『見知らぬ乗客』の主人公ガイを演じ
るファーリー・グレンジャーである）が、恩師ルパート（ジェイムズ・
スチュアート）の殺人についての理論を実証するために殺人を行い、そ
の遺体を入れた道具箱（チェスト）をテーブル代わりにカクテルパー
ティーを開いて、その席に、被害者の両親１８）と婚約者、この婚約者の元
恋人、そしてプレップ・スクール時代の舎監であった恩師ルパートを招
待する。パーティーの進行とともに、ルパートは自らの欲望の真実と直
面せざるを得ないことになるが、彼は窓の外に向けて拳銃を発砲するこ
とで、犯罪の実行者である青年二人を警察に引き渡すことを選択する。
あるいは、『疑惑の影』（１９４３）においては、ヒロインのチャーリー（テ
レサ・ライト）は、憧れのチャーリー叔父さん（ジョゼフ・コットン）
から貰った指輪がきっかけとなって、チャーリー叔父さんが未亡人連続
殺人事件（「メリー・ウィドウ殺人事件」）の犯人であることを知ってし
まう。叔父さんが殺人を続けるのは、自分の愛と欲望に応えていつまで
もダンディでいるためであり、また自分に贈り物をしてくれるためであ
り、そして自分以外の女を相手にしないためである以上（想像的な論
理）、叔父チャーリーの罪は姪チャーリーのものである。姪チャーリー
はチャーリー叔父さんの罪を警察に告げることが出来ず、叔父の罪を背
負って悩み苦しむ。チャーリー叔父さんに口封じのために殺されかけ、
逆に彼を殺してしまったヒロイン・チャーリーは、それでも愛する叔父
さんの名誉を守り続けることになるだろう。これは自らの欲望の真実（叔
父との近親相姦の欲望）をうやむやにするための選択である。
整理すると、欲望／罪の移動は、想像的な関係の行き過ぎによる象徴
（５１）１０８

的秩序の混乱と象徴的秩序における権威即ち大文字の他者からのそれに
対する懲罰の問題であり１９）、そこでは、双数的な関係、即ち想像的ない
しは幼児的な恋愛関係や、二者の間の鏡像的なシンメトリー関係が重要
な役割を果たし、また対象のレヴェルにおいては、ジジェクの言う致死
的な対象、すなわち主体を象徴的秩序からの脱落による死へと追い込み
かねない魅惑的で致死的な対象の移動が重要な役割を果たすことになる
（『疑惑の影』の指輪、『ロープ』のロープ、そして後に述べるように『見
知らぬ乗客』のライター２０））。
『見知らぬ乗客』は、基本的には、そして何よりもまず、欲望／罪の
移動の物語である。即ち、ブルーノのガイへの想像的な恋愛感情の結果
として、ガイからブルーノへ妻ミリアムを殺したいという欲望が移動し
てブルーノによる殺人がおこなわれ、さらにこの欲望の移動の結果とし
て殺人の実行者ブルーノからガイへ罪が移動する。無論それと同時に、
『見知らぬ乗客』は冤罪の物語ともなっており、それ故『見知らぬ乗客』
は、原理的には区別されるべき二つの系列に属する別々の要素をともに
折り込んだ、ヒッチコック的要素が凝縮された彼の代表的な傑作の一つ
となり得ているのだと考えることも可能であろう。確かに『見知らぬ乗
客』には、想像的恋愛関係、双数的なシンメトリカルな関係、魅惑の致
死的な対象（ライター）の移動といった欲望／罪の移動に関係する要素
と、信じてくれない警察、追跡される追跡者（警察に追われながら真犯
人を追う主人公）といった冤罪のテーマに関係する要素とが密接に折り
合わされている２１）。
しかしながら、筆者は、
『見知らぬ乗客』が冤罪のテーマと欲望／罪
の移動との交錯点に立つゆえに持つ独自性を認めつつも、それがヒッチ
コックの代表的傑作の一つに数えられるのは、何よりもまず欲望／罪の
移動の映画として最も傑出したものの一つであり、そこにおいて欲望／
罪の移動の各契機が明確に構造化され視覚化ないし視聴覚化されている
からであると考える。
次節においてはこのことを具体的に明らかにするために、欲望／罪の
移動の映画としての『見知らぬ乗客』のナラティヴの基本的な構造を確
認し、さらに、その中で本論考において中心的に分析する深夜の密談の
シーンがどのような位置を占めるかを明らかにする。

１０７（５２）

注
１） 取り上げる『見知らぬ乗客』の場面については、必要に応じて DVD の
チャプターと映画の冒頭からの時間数を示す。チャプターと時間数は、日
本版 DVD の「FINAL RELEASE VERSION」のものである。なお、かつて
「イギリス版」とされていたヴァージョンは、ビル・クローンによれば、
最初のプレヴューで映写された（そしてその後に改変される前の）もので
あり、公開されたヴァージョンではない（Cf. Bill Krohn 2000 : 124.）
。因
み に、２
０
０
４年 発 売 の 日 本 版 DVD で は、デ ィ ス ク に は「PREVIEW
VERSION」と表記され、特典映像にはビル・クローンが登場して同趣旨の
ことを語っているにも拘わらず、パッケージにはいまだに「イギリス版」
と表記されている。
セリフの英語に関しては、DVD の英字幕を参考にしつつ木村が聴き
取ったものであり、セリフの日本語訳は木村による。
日本未公開作品の日本語タイトルについては、日本版のヴィデオが発売
され、そのタイトルが人口に膾炙している場合にはそれを採用する。
文献からの引用に関しては、日本語訳がある場合には参照したが、木村
が訳し直して必要に応じて変更を加えている場合が多い。ただし、シャブ
ロルとロメールのヒッチコック論（Chabrol & Rohmer １
９
５
７→１
９
８
６）から
の引用は、小河原あや氏と共同で現在進めている日本語訳（２
０
１
３年に出版
予定）の訳文を使用し、一部必要な補足・変更を加えた。作業中の訳文の
使用を許して頂いた小河原氏に感謝する。
２） 本論考の来歴については、付記に挙げた本稿の旧ヴァージョンの注２を
参照されたい。多数になるため一々御名前を挙げることは差し控えさせて
頂くが、研究会等の場で、また旧ヴァージョンに対して、有益なコメント
を下さった方々に心から感謝する。又、様々な大学の授業で本論考の内容
を話したが、学生からの質問やコメントにも、heuristic な誤りも含めて、
極めて有益なものがあった。併せて感謝する。
なお、碓井みちこ ２
０
０
６は、その註５（４
５頁）に明記されている通り、
木村の２
０
０
３年の映像テクスト分析研究会での発表を踏まえたものであるが、
本論考を論文（本稿の旧ヴァージョン）としてまとめ直す上で、この論文
からは逆に大きな刺激を受けた。ここに記し改めて感謝する。
３） なお本論考では古典的ハリウッド映画の時代的な境界画定作業は行わな
いが、極々概略的に言えば、古典的ハリウ ッ ド 映 画 の 時 代 と は、デ イ
ヴィッド・ボードウェル等の主張に従って幅を広く取れば１
９
１
７年頃から
１
９
６
０年頃までであり（cf. Bordwell et al. 1985.）
、幅を狭く取り、トーキー
導入後の技術的な混乱の収束（１
９
３
２―３年頃）とプロダクション・コード
の義務化（アドミニストレーション・オフィスの設置が１
９
３
４年）
、及びハ
リウッド・メジャーの寡占体制の確立（フォックスとトゥエンティース・
（５３）１０６

センチュリーの合併が１
９
３
５年）を古典的ハリウッド映画確立の指標とし、
スタジオ・システムの動揺をその終焉の指標とするならば（例えば、TV
の影響で観客減が深刻化し、MGM が、『バンド・ワゴン』のヒットにもか
かわらず、経費削減とリスク回避のためにフレッド・アステアの専属契約
を更新しなかったのが１
９
５
３年）
、１
９
３
４年頃から１
９
５
３―４年頃までである。
４） ただし、この様に述べたからと言って、
『めまい』に関する部分も含め
て、加藤の精緻な映像テクスト分析に基づく議論が極めて重要かつ有益で
あり、木村がそこから非常に多くの示唆と刺激を得たことを否定するもの
では全くない。言うまでもないことだが、『裏窓』に関する加藤の解釈は、
強引な深読みなどでは全くないということをここで改めて明言しておきた
い。
５） 既に二重性を巡る先程の議論から明らかであると思うが、隠れた「病
的」な構造のみが、あるいはそちらの方が重要であるというのではなく、
二重の構造を相関するものとして捉える必要がある。
例えば、ブルーノはガイに対して、「君が好きだ。［I like you.］
」と言う。
一回はコンパートメントでの食後の会話の際で、このときには続けて「君
のためなら何でもする［I’d do anything for you.］
」とさえ言い、二回目は
パーティーで卒倒してガイに介抱されている時にである。しかし、ガイは
この手のせりふを決して言わないどころか、ブルーノに “I like you.” と二
度目に言われた時には、逆上してブルーノを殴り倒す（だがその後で、ブ
ルーノの蝶ネクタイを直してやる）
。
因みに原作ではガイもブルーノに対して “I like you.” と何度も言う（ブ
ルーノは「君には敬服する／君が大好きだ。［I admire you.］
」とも言うが、
これはガイは言わない）
。勿論、原作から映画へのセリフの変更の背景に
プロダクション・コードによる「検閲」があることは既に述べた通りであ
るが、ブルーノがガイに対する愛情を率直に表現するのに対して（単にプ
ロダクション・コード対策であるならば、ブルーノの “I like you.” という
セリフもカットしておくべきであろう）
、ガイはそれをしないということ
の意味をそれ自体として考える必要がある。ガイのブルーノに対する愛情
は、それ自体抑圧したものとして示され、分かりやすく明示されるブルー
ノの愛情と対比されているのである。
つまり、何を分かりやすく見せ、何を注意して見ないと見えないように
するかということ自体が、二重の構造の相関関係の内に意図的に選択され
ていると考えるべきである。
６） スポトー １
９
８
８b：４
４を参照。
７） 初期の代表的な例としては、Chabrol

&

Rohmer １
９
５
７→１
９
８
６：４
１は、

ヒッチコックがホモセクシャリティを扱った三部作（tryptique）
として、『殺
人！』Murder（１
９
３
０、日 本 未 公 開）
、『見 知 ら ぬ 乗 客』
、『ロ ー プ』Rope
１０５（５４）

（１
９
４
８）を挙げている。
この考え方は最近では既に常識と化していて、その先を行く議論が行わ
れている。例えば、ロバート・J・コーバーは、ガイとブルーノのホモセ
クシャルなカップルは、アメリカ合州国の首都ワシントン D．
C．
に入り込
む共産主義者（＝ソ連のスパイ）の隠喩であり、ヒッチコックのホモフォ
ビアは、彼自身の性的アイデンティティーの危機と国家の治安への不安を
反映したものであると論じている（Cf. Corber 1993 : 99―121 and Corber
1999.）
。
ガイとブルーノのホモセクシャルなカップルが共産主義者（＝「ソ連の
スパイ」
）の隠喩であるとする指摘には基本的に同意する（あるいは、少
なくともそのように理解できる側面があると考えられる）が、そのことを
ヒッチコックの個人的な状況及び心理に還元する解釈は首肯し難い。こう
した政治的なメッセージは、むしろ観客の要望に応えたものでもある可能
性はないのか検討する必要があろうし（ヒッチコック以外の他の監督の同
時代の作品に同種の傾向はないのかの検討がない）
、そもそもブルーノを
非常に魅力的な悪役として描き、後に述べるようにガイとブルーノのホモ
セクシャルな愛憎を細やかに描いているヒッチコックに、少なくとも単純
なホモフォビアという性向が本当にあるのかは大いに疑わしい（ただし、
シャブロルとロメールの挙げている３作品において、ガイを除く同性愛者
が全て悲惨な末路を辿ることは、プロダクション・コード等による抑圧と
ともに、シャブロルとロメールが強調するヒッチコックのカトリック的世
界観との関連においても注目する必要があろう）
。また、ヒッチコックに
おけるホモセクシャルなカップルと共産主義者（＝「ソ連のスパイ」
）の
結び付きについて論じるならば、真っ先に取り上げるべき『ロープ』に
コーバーが全く触れていないのも理解に苦しむところである。
なお、ブルーノを魅力的に描き、彼への観客の同一化あるいは感情移入
を促す演出に関しては、碓井 ２
０
０
６を参照。
８） 原音に近く表記すればグレインジャーとすべきだろうが、固有名詞の表
記・発音は取り敢えず慣習に従う。因みにファーリー・グレンジャーは、
後に自伝（Granger with Calhoun ２
０
０
７）の中でバイセクシャルであること
をカミングアウトしている。この事実は、おそらく映画業界においては周
知のものであったと推測されるが、ヒッチコックが『見知らぬ乗客』や
『ロープ』にグレンジャーをキャスティングする際にこの事実をどの程度
意識していたかは不明である。ただし、グレンジャーは前掲の自伝の中で、
『見知らぬ乗客』撮影開始直後のワシントン D．
C．
で、ヒッチコックが自分
とロバート・ウォーカーをカクテル・パーティーに連れて行った上で置き
去りにし、わずか一杯で正体を無くしてしまったウォーカー（アルコール
中毒の治療を終えて役者として復帰したばかりであった）をグレンジャー
（５５）１０４

がホテルの部屋まで連れ帰って朝まで介抱することになった、というエピ
ソードを紹介している（p．
１
０
８）
。このエピソードの中に、グレンジャーと
ウォーカーを親密にしようというヒッチコックの邪悪な意志を見て取るの
は私だけであろうか。
９） 映画史に占めるヒッチコックの位置については、ここでは、ハワード・
ホークスと並ぶ古典的ハリウッド映画の頂点であると同時に（この評価に
ついては『カイエ・デュ・シネマ』の作家主義戦略の二大対象がホークス
とヒッチコックであり、作家主義とは「ヒッチコック−ホークス主義」で
もあったことを思い出されたい）
、古典的ハリウッド映画の限界点ないし
は臨界点でもあると言うに留める。なおこの点に関してジル・ドゥルーズ
は、ヒッチコックを、（運動−イマージュの変種である）行 動−イ マ ー
ジュを中心とする古典的ハリウッド映画から時間−イマージュを中心とす
るネオレアリズモ、ヌーヴェルヴァーグ以降の現代的映画への移行期、な
いしは古典的ハリウッド映画の限界点に位置する、関係−イマージュの作
。
家と見なしている（Cf. Deleuze 1983 : 269―77.）
１
０） この点に関して、リヴェットの最初の指摘が『私は告白する』に関して
であったとする旧ヴァージョンでの記述は記憶違いによる誤りであった。
記して訂正する。
１
１） こうした指摘の結果、ヒッチコック作品とキリスト教文化の伝統の関係
が重視されるようになり（因みにヒッチコックは毎週教会に通う熱心な
ローマ・カトリック信徒であり、イエズス会の学校で教育を受けた）
、ま
たヒッチコック作品における、精神分析学で言うところの罪障コンプレッ
クス（罪責コンプレックス）が分析されるようになったりもした。
１
２） 本論考は、ジジェクのヒッチコック論（ジジェク（監修）１
９
９
４及びジ
ジェク（編）２
０
０
５）を参照しているため、以後、必要に応じて最小限のラ
カン派のタームを用いるが、ラカンないしはジジェクの解釈自体が主題で
はないので、説明もまた最小限に留める。言うまでもなく、『見知らぬ乗
客』を巡る分析それ自体は、ジジェクを参照しつつも、ラカン派のターム
の理解も含めて、木村のオリジナルである。
１
３） なおこの二つの事象の区別は、明示的にではないが、ジジェクら（ジ
ジェク（監修）１
９
９
４）の、マクガフィンと魅惑の致死的（létal）な対象の
区別の内に存在している。なおマクガフィンは、原音に近い表記を採用す
るなら「マッガフィン」とすべきであるが、既に人口に膾炙している表記
に従う。
１
４）「大 文 字 の〈他 者〉［Autre］
」と「小 文 字 の 他 者［autre］
」に つ い て、
極々概略的に木村の理解を呈示しておくならば、「大文字の〈他者〉
」とは、
象徴的秩序を守るために、一定の正当性の下で父権的な抑圧を行使する者
であり、「小文字の他者」とは、具体的かつ想像的な愛憎の相手となる者
１０３（５６）

である。
１
５）『間諜最後の日』はこの問題を正に大文字の〈他者〉の側から描いたも
６を参照。
のと言えるだろう。ジジェク（監修）１
９
９
４：２
９―３
１
６） これはあくまで想像的な恋愛関係であるから、ここで言う恋愛関係とは
一方的な思い込みであっても構わない。ただし、後に述べるように、『見
知らぬ乗客』あるいは多くのヒッチコック映画においては、そうした想像
的な恋愛関係が視聴覚的な演出の水準において具体的に客観化されている
ことが重要である。
１
７）〈父の名／否［Nom/n du Père］
〉の介入とともに、母子相姦的な関係は
排除され、男の子は —— ここではラカン派あるいはそもそもフロイト派
のセクシズムの問題はとりあえず擱いておく —— 勉強やスポーツや習い
事等の社会的・制度的に評価される事柄において頑張ることで、即ち大文
字の〈他者〉の欲望を経由して、母親の欲望を充たしその愛を得ようとす
る。
１
８） 母親は風邪のため、実際に来るのはその姉（又は妹、映画を見る限りで
はどちらかは不明）である。ここで既に、『見知らぬ乗客』同様に、象徴
的な秩序に正当な仕方で参入しようとしている者（殺されたデイヴィッド
は名門の息子で、間もなくハーヴァード大学を卒業し、結婚する予定であ
る）については父親のみを登場させ、母親は登場させていない点は注目す
べきである。
『見知らぬ乗客』以降の多くのヒッチコック映画において、母親あるい
は母親的な人物は、登場人物と母子相姦的な関係を結び、その幼児性を強
調する存在として登場する（『裏窓』
、『めまい』
、『北北西に進路を取れ』
、
『サイコ』
、『鳥』
）
。この点に関しては、ヒッチコック映画の第三期（『見知
らぬ乗客』から『フレンジー』
）を「病理的ナルシス」によって特徴付け
７）も参照せよ。
るジジェクの議論（ジジェク（監修）１
９
９
４：esp．
１
７―２
１
９） ここでは大文字の〈他者〉の享楽の問題は度外視する。
２
０） 以上、ヒッチコックにおける冤罪のテーマと欲望／罪の移動のテーマと
を区別して来たが、両テーマはヒッチコックのカトリック的な世界観の下
で、人間の根源的な罪深さとそこから来る罪の意識という点でやはり通底
しているという点を考察する必要があろう（Cf. Chabrol & Rohmer １
９
５
７→
１
９
８
６）
。だからといって、以上に述べた区別の重要性は失われない。
２
１） 冤罪のテーマと欲望／罪の移動のテーマが密接に折り合わされた作品と
しては、『見知らぬ乗客』の次に作られた『私は告白する』が重要であり、
『見知らぬ乗客』と併せて分析するべきであるのだが、それは別の機会に
譲らざるをえない。

（５７）１０２
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