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法 の侵害 か、モ ラルの侵犯 か
―映画『ノスフェラトゥ』と原作『 ドラキュラ』をめぐる考察―
行
翻訳の諸問題 を考察するにあた り、特殊な位置を占めるものに、メデイア間
翻訳がある。異なる言語間の翻訳も、その語彙や論理構造の相違ゆえ多 くの間
題を提起するが、一般的には発話された音声から音声へ (い わゆる通訳)か 、
記述 された言説から言説へ (い わゆる翻訳)か と、メッセージを伝達するメディ
アそのものは共通 していることを前提 としている。つまりここにおいては、語
対語あるいは文対文の 「意味」の一致不一致を厳密に検証する作業が、出発点
として成立するのである*l。
しかし文学作品の映像化の ようなメデイア間翻訳の場合、ことはより複雑で
ある。まずそもそも言説 にお ける「赤い花」が、映像の「赤い花」 と同一の も
のを意味していると見な していいのかとい う問題がある。 これについては、例
えばベ ラスタスの『 官女たち』を記述 した文章 と絵その ものが どれほど「似て
いるか」を比較検討す ることの意義を考えてみればいい。写実的に目の前にあ
るものを描いているかの ようにとらえられる一枚の絵を、写実的な言語で記述
文章だけを読 んでそこか ら正確に絵を再現することは難 しい。
する場合ですら、
ましてや対象がピカソの『
『官女たち』に基づ く習作』の ように、写実的 と見な
す ことのできない作品であれば、なおさらである。その逆もまた真であ り、し
かもいかに一見 「写実的Jに 思われる 「描写」も、言語作品においては実際に
は読者の想像に委ねる余地を大量に残 した省略された表現なので、こちらから
画像イメージヘの厳密な変換はより困難である*2。 ましてや文学作品の映画化は、
'1巌 密 には個々の語 文の「意味Jは コンテ クス トによって決定 され るので lE男 1の 語 文単位で
の比較で検証が終わるわ けではない。また詩 な ど形式 も重視 され るジャンルの作品については
オ リジナルの「意味」だけでな く 形式 普韻面での特徴 をいかに翻訳で再現 しているかも重要
な問題 になる。しか しいずれ にせ よ言語表現 か ら言語表現へ の翻訳 においては、 メデイアは同一
である と見なす ことがで きる。
・ 2村 上龍 と坂本龍一は対談 において 画像 よりも文字テクス トの方が進かに意味 に変換 される情報
喚起 力が強 い としている。村上龍 『存在 の耐 えがたきサルサ』文藝春挟 社 2001、 ■5‐ 6頁 参
照

。
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一つ一つの場面 の外観 を挿絵 の よ うな静 止 画像 に変換す るだ けでは事足 りず、
時間的な変化や心理、行動 も合ん だ複雑な言語 による構築物全体 を、映像 に変
換 して語 り直す ことを意味す る。そ の ような企画 の実現は、端的 に不可能 と言
わず とも、 限 りな く困難で、結果 は不 完全な もの とな らぎるを得ない。
にもかかわ らず我 々が文学作品 の映像化を可能な だ けでな く、そ の原作へ の
「忠実 さ」までが論 じられ るもの と考 えるのは、なぜだ ろ うか ?

ここで我 々

は、言語 と視覚表象 とい うメデイアの差異 に注 目して、文学作品を一方 に、絵
画 と映像作品を他方 に配す るのをや め、我 々が何 を指標 として文学 と映画 の 間
の共通性 を認識 しているのか に注 目 しな けれ ばな らない。それは表象 自体 では
な く、我 々 がそ こか ら読み取 るもので あ り、表象 =記 号 か らいったん切 り離 さ
れ処理 され る記号 内容 だか らこそ、別 の記号 によつて も表象す ることが可能だ

と考えられているのである。我々はその指標を、①物語 ②登場人物 ③メッ
セージの 3種 に分けて考察することから始めたい。
まず物語だが、これは作品を通 して展開されるス トー リーを指す。原作 にお
いて生ずる出来事が全て、順番通 りに映画において も生起すれば、映画 は原作
の物語を忠実 に再現 していると言 えよ う。しかし実際には映画化 に際 し、原作
の展開が一部省略された り、原作にはなかつた展開が追加 されることが通例で
ある。この変更が原作 の物語内容を維持あるいは補強 していると見なされ る場
合、映画版は原作への忠実度が高いと受け止められる一方、原作の物語を極度
にあるいは重要な部分で変質させていると見なされ る場合、映画は原作 とは異
なる物語になっていると受 け止められる*3。
b理 」の 3要 素が重要である。「名前」
登場人物については、「名前」「設定」「′
は多 くの場合、他の二つほど重要視されないが、非常に有名なキャラクターの
「設定」にはその人物の外見や年齢及
場合は、単独でも重視されることもある。
「′
び性格の基本的な設定 と、他の人物 との関係の設定が合まれる。
さ理」は設定
と重なる部分もあるが、物語が展開する中で生じた事態に対 してその人物が示
す反応を指す。 これ らが原作 と一致すれば、それだけその人物は原作に忠実だ
と受け止められ、一致 しなければ異なっていると受け止められる。登場人物も
映画化 に際して増減す ることが多 く、それに応じて人間関係の設定が変わ る場

・ '物 語内容 の「維持Jと 「変質」 には特 に説明はい らないだろ う。「補強」 とは 原作では暗示 に
止まつている内容を エ ピソー ドを追加 して具体的 に表現するような場合を意味する。なお本論
ヒでも同 じ事が起きる。
文では文学作品のIII像 化のみを例 に挙げるが 映像作品の小説イ
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合 もある。あま り重要 ではない人物 の場合、名前 が共通 していても設定 心理
「名前 だ け同 じ別 キヤラクターJと 受 け止 め られる
が原作 とかけ離れていれば、
だろ う。しか しシ ャー ロ ツク・ホームズや ドラキ ユ ラの よ うな有名キャラクター
の場合、設定や 心理の大 きな変更 は受 け手 の予想 を裏切 るため、激 しい賛否両
論 に晒 され るだろ う。 この よ うなキャラクターは、逆 に名前 と設定が維持 され
て さえいれば、全 く原作 と異なるオ リジナル・ス トー リーの 中 に登場 させても、
それ と認識 される ことす らある。
メッセージの相違 は、先 の 2点 に比べ て単独 で確認す ることは難 しい。む しろ
物語 と登場人物 に加 え られた変更 か ら生 じるものだが、 これ によって作品全体
の印象が大 き く変わ つて くる。物語・ 登場人物 の変更 が最低 限で、 メッセージ
が大 き く変わ る場合 は、映像化 に際 しての作 り手 による原作 「解釈」 の 問題 と
受 け止め られ るだろ う。 この場合解釈者 によつては、映画版は原作 に極 めて忠
実 だ と受 け止め られ る こ ともあるだろ うし、差異 を認識す るか否 かはむ しろ原
作 の メッセージ を読み取 る能力 の方 にかかるかもしれない。 一方 メッセ ージの
変更 に合わせて他 の 2点 も大 きく変 えれば、タイ トルや ク レジッ トでの原作へ の
言及 を除けば、原作 とは全 くの別物 と受け止め られるかもしれない。 メッセー
ジの相違 は、作 品全体 に関わる場合 もあれ ば、個 々のシーンに現れ る場合 もあ
る。
さて本論文では、文学作品の映像化 に関わ る倫理的問題 を考察す るために、
プラム ・ス トーカ ーの小説『 ドラキ ュ ラ』を FWム ルナ ウ監督 が映画化 した
サイ レン ト映画の名作『ノスフェラ トウ 恐怖 の交響曲』 (以 下『 ノスフェラ トウ』
と記述 )を 対象 として取 り上 げる。その理 由 は『 ノスフ エ ラ トウ』 が、映画化
権 を取得 しな いまま製作 されたため著作権侵害 で訴 え られ、フィルムの全面的
な破棄が命 ぜ られ る とい う、極 めて特殊な運命 を辿 つたか らである。我 々が著
作権 について考 える時 には、その法的な側 面 と倫理的なllJ面 を区別 して考 える
必要がある こ とを、 この事例 は明 らかにして くれ るだろ う。
1

『 ノスフエラ トゥ』の企画は 1921年 に始まる。 この年の 1月 、 ドイツにおい
て実業家のエン リコ・デイークマンと、デザイナーにして画家・建築家、さら
にはオカルティズムヘの強い関心を併せ持つ アル ビン・ グラウが共同経営者 と
なつて、映画製作会社プラーナ・ フィルムを設立する。グラウは芸術家として
の評価 は受けていたが、映画製作には素人であ り、デイークマンの人物像はよ
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く分か らない求 グラウが芸術面の総責任者、
ディークマ ンが経営上の総責任者
であつた と考 えられるが*5、 後に判明するようにディークマンの経営能力は全く
4。

の無能 と言って よいものだった。プラーナ・フィルムは設立当初の広告で、
『ノ
スフエラ トウ』の他『地獄 の夢』
『 沼地の悪魔』といったタィ トルを製作予定作
として挙 げている*6。 同時代 ドイッにおける表現主義映画の成功 *7を 合わせて
考えると、グラウのオカル ト嗜好 とディークマンの商業的野心を共に満たすべ
く、表現主義的オカル ト映画を専門的に製作することを 目指 して設立された会
社 だったのだろう。
『 ノスフェラ トゥ』製作に当初か らグラウが強い関心を寄せていたことは、
彼自身の手になるプ ロダクション・デザインのスケッチが多数残 されてお り、

吸血鬼の容貌も合め映画llaと 共通するものが多いことか らも分かる*8。 ̲方 卓越
した映像表現でこの作品を名作に仕上げた監督ムルナウが企画に加わったのは、
撮影直前だったよ うだ。ムルナウはプラーナ・ フィルム設立時には関与が認め
られず、同年 2月 から3月 にかけては『 フォーゲルエー ト城』の撮影にかかって
いた。
『 ノスフェラ トゥ』の脚本は同年初夏までには完成 してお り、撮影は 6月
末もしくは 7月 はじめには開始されていた とい うから、
ムルナウが参加 した事前
準備期間は、長 く見積もっても3ヶ 月程度だった とい うことになる。ただし撮影
期間は初夏から秋 にかけて、映画が最終的に完成し検閲に出されたのは 12月 に
なってからなので、
撮影・編集期間は他 のムルナ ウ作品と比べても長いものだっ
た
た
また『 ノスフェラトウ』の企画が最初か らムルナウのものではなかつたと
9。

しても、
彼はそれ以前に『 ジキル博士とハイ ド氏』を映画化した『 ヤヌスの頭』
を、以後にも幻想を主題とした『 ファン トム』や『 ファウス ト』を監督 してい
るので、彼 にとって異質な頼まれ仕事ではなかつたと考えていい。
プラーナ・ フィルムが 「原作」である小説『 ドラキュラ』の映画化権を取得
せずに『 ノスフェラ トウ』の製作に取 りかかつた理由については、後の混乱も
=(ス カル デイヴィッ ド J『 ハ リウッ ド ゴシック』仁賀克雄訳、国書刊行会 1997年 81頁 .
*'小 松弘 「か くも優 しき
ムル
の「

吸血鬼
ナウ
ノスフェラー トゥJJ DVD『 吸血鬼ノスフェラー
トゥ 恐怖の交響山』 (紀 伊國屋書店)リ ーフレッ ト 6頁 .
・ 'ス カル 前掲書 81頁 .
●7怪
奇 オカル ト的なテーマ を扱 った表現主義映画 としては、パ ゥル ヴェゲナ ー監督の
『 ゴーレ
ム』(1914年 同 じ監督 による リメイク版は 20年 )『 プラー グの大学生』(13年 リメイク版 26
年)『 カ リガ リ博 士』 (19年 )な どが 『 ノスフ ェラ トウ』製作以前 に既 に成功 を収めていた。同
上書
頁 参照。
''同 上書 7681頁 .
''小 松 前掲論文 67頁 .
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ありはつきりしたことは分かつていない。
原作者 ブラム・ス トーカーは既に 1911
年 に死去 していたが、スカルは著作権を相続 した未亡人フ ローレンスがまだ存
*10、
著
命であることすら、プラーナ・フイルム側が知 らなかつたようだと述べ
作権問題が生ず る可能性を誰も考 えていなかつたようだとした上で、タイ トル
を『 ドラキ ユラ』から『 ノスフェラ トウ』 に変更 したのは、製作者が実際には
*H。
一方小
問題が生じる可能性を認識 していたためではないか と示唆 している
松 は、21年 に映画雑誌 に掲載 された自身の実体験 に基づ くとされるグラウの文
章の存在から、吸血鬼映画製作 とい うアイデイアがグラウに由来することを確
認す るが、この雑誌がそもそも『 ノスフェラ トウ』の特集号であつたことから、
宣伝 のための創作であ り、かつ『 ドラキュラ』の著作権侵害を誤魔化すための
*1亀
しかしグラウの文章は東欧の伝
煙幕 に過ぎなかった可能性を指摘 している
統的な吸血鬼伝承 に近い内容で、
『 ドラキュラ』とはもちろん、完成 した『 ノス
フェラ トウ』 ともほとんど共通点を持たない。もちろん文中で謳われているの
とは異な り、
実体験ではなく宣伝のために書かれた文章である可能性は高いが、
い ざとい うときこちらが『 ノスフェラ トゥ』の原作であると主張するために書
かれたものとするには、あまりにも内容がかけ離れすぎている*13。
スカルや小松の留保 に反して、製作者たちに著作権侵害 をしている認識が全
くなかったことを示す最大の証拠 は、プラム・ ス トーカーが原作者 として堂々
タイ トル冒頭でクレジットされていることである。後に大きな問題になつたこ
とから、我々は製作者たちが トラブルを予期 していなかったはずがない との予
断に基づ き、後から経緯を解釈 してしまいがちである。しかし製作者たちに侵
害の 自覚があり、あまつ さえそれを誤魔化すためにタイ トルを変更 した り、ア
リバイのために文章を発表する手間をかけるほどであつたなら、ス トーカーや
『 ドラキ ュラ』との関係 はできるだ け隠さなけれ ばならない もの と認識されて

スカル 前掲書 81頁 .
同上書 餡 頁.
'p小 松 前掲論文 5頁 .
・ ログラウの文章は紀伊回屋書店版 DVDの リーフレッ ト中に 「アル ビン グラウの体験談J(月 り
佐和子訳)と して全文訳出されている (16‐ 19頁 )。 この中で『ノスフェラ トゥ』と記述が重なる
のは、吸血鬼がペ ス トの流行に関係 してい るとい う一文だ けである。
棺 に眠る吸血鬼の心臓 を杭
で貫 き退治す るくだ りもあるが、 これはそもそ も伝承通 りであ り、
『 ドラキ ユラ』で創作 された
手段ではないばか りか、
『 ノスフェラ トウ』には登場 しない。一方 グラウ自身が描 いたプログク
ション デザインには 船員を藝 う場面や クライマ ックスで ヒロイ ンを襲 う場面な ど、 この文章
には登場 しないが映画には存在す る場面が捕かれてお リ グラウがこの文章 と映画 とを完全に分
けて考 えていたことが確認できる。
''。

=

￨
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いたはずである。したがってこのクレジットは、製作者が この関係を隠す必要
がないものと考えていたか、
少なくとも宣伝効果と秤にかければ後で問題になつ
てもかまわない程度の危険 と考えていたことを示しているととれる。実際小松
が指摘するように、ムルナウが『 ジキル博士とハイ ド氏』を映画化した『 ヤヌ
スの頭』(日 本では『 ジェキル博士とハイ ド』の題で公開)は 、やはり映画化権
をとつていなかつたにもかかわ らず、訴訟沙汰 にはなつていない*ltグ ラウと
デイークマンが映画製作の素人であったことを考えれば、彼 らがそもそも著作
権侵害に気づいていなかった可能性は高いし、また気づいていたとしても、前
例 に照らして訴訟にまでなるとは思つていなかったのかもしれない。
実は事情は、訴えを起 こしたス トーカー未亡人フ ローレンスの側でも、似た
ようなものだった。
若き日には社交界でもてはやさオ
u『 トリルビニ』の作者ジョー
ジ・デュ・モー リアに今まで会つた中での三大美女の一人と讃えられ、
オスカー・
バ
フイル ドに求婚 され、 ーン=ジ ョーンズやウォルター・ フレ ドリック・オズ

・ 15フ ロ̲レ ンスだが、夫の死後経済的に
ボーンのモデルを務めたこともあった
かなり不安定になっており、
『 ドラキュラ』関連の印税が唯一確実な収入源 となっ
ていた*1%フ ローレンスは『 ドラキ ュラ』のイギリスでの舞台化 について も積
極的に介入しているが、
『 ノスフェラ トウ』の著作権侵害 に対する訴訟の助力を
求めるため、1922年 4月 に初 めてイギ リス作家協会 に入会 している くらいで、
作家の権利全般に一貫 して関心を持っていた とはとても言えない人物だつた*17。
ここで も詳細には不明な点が残る。スカルはフローレンスがイギ リス作家協
へ
会 の入会手続きをとる際 に、ベル リン動物園で 3月 に開催 された
『 ノスフェラ
トゥ』プレミア上映会のプログラム と、グラウの手になる宣伝ポスターを同封
していたとするホ ̲方 小松は、同年 4月 に『 ドラキユラ』 ドイツ語版が出版
されたことを機に、フローレンスが無断映画化を知 つたとしているネ1、 訴訟を
18。

始めるにあたってイギ リス作家協会は、 ドイツ語版の版権 と映画化権 は無関係
だとの助言をフローレンスに送 つているキ乳 グラウのポスターが、映画の内容
や主演マ ックス・シュレックの扮装は意識 したものだが、
『 ドラキュラ』 におけ
・ 小松 前掲論文 56頁 。
ホ スカル
前掲書 5759頁 .
・ 1'同 上書 78の 頁。
・ ′同上書 7778頁 。
メ18同 上
書 77‐ 78頁 。
・ "小 松 前掲論文 9頁 。
"ス カル 前掲書 95頁 .
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る吸血鬼像 とはかけ離れた鼠に似た怪人物 (と 鼠)を デザインした ものである
こと*2と 、フローレンスが一連の訴訟 中もその後も、
『 ノスフエラ トウ』を一度
*2を 考え合わせると、
つたこと
、
ようとしたこともなか
として見たことがな く 見
事態 の推移は次の ようなものだつた と推測される。フ ローレンスは『 ドラキ ユ
ラ』 ドイツ語版の出版を認め、この本は 22年 4月 に刊行されたが、その過程に
おいて彼女は ドイツから『 ノスフェラ トウ』 についての情報を得 た。作家協会
の助言はフ ローレンスが『 ノスフエラ トウ』だけでなくドイツ語版の出版も後
からとめようとしたのか、もしくはプラーナ・ フイルムが ドイツ語版の出版社
から「映画化権」を取得 したと主張 したのかを受けて為されたものと思われる。
もし後者であるなら、映画化権について無知であつたのはプラーナ・ フィルム
だけではなく、 ドイツ語版 の出版社も同様であつたと考えられる。 この出版社
とプラーナ ・フイルムの関係 は不明だが、翻訳権を正規に獲得 していたことか
らすると翻訳出版 については手続きを承知 しており、かつ出版のタイ ミングか
らすると『 ノスフエラ トウ』公開 に合わせた便乗企画だつたのだろう。だとす
ればフロー レンスに『 ノスフエラ トゥ』と『 ドラキュラ』の関係を知 らせたの
が出版社であらて も不思議はない。いずれ にせよ ドイツ側 の (翻 訳出版社も合
む)関 係者の誰一人として、訴訟前後に『 ノスフェラ トウ』は『 ドラキユラ』
を原作 としてはいない とい う主張を展開 していないことは、留意してお く必要
がある。
さて、フローレンスが起 こした訴訟は、そもそも損害賠償を求めるものだっ
た。既に記 したように経済的な問題が彼女の『 ドラキ ユラ』関連諸権利への執
着の主たる原因だ つたのだか ら、 これは当然である。 しかし経営者 としてあま
りにも無能だつたグラウとデイークマンは、プラーナ 。フイルム設立から僅か
1年 、たつた 1本 の映画を製作 しただけで、経営危機 に陥ってしま う。
『 ノスフェ
つ
々
の宣
の
が
り戻す
伝費
く
き、公開早
製作費を取
方 高
ラ トウ』製作費より事前
*る
どころか宣伝費用が払えずに トラブルになるとい う体たらくであつた 。『 ド
ラキユラ』 ドイツ語版が出版され フ ローレンスが訴訟に向けて動き出すに先立
22年 4月 、ドイツ国内ではプラーナ・フイルムの不明瞭な会計が報道 され*2、
ち、
訴訟が始まつたばかりの 6月 には、早 くも破産手続 きがとられる。イギ リス作家
*a同 上書
頁。
・ 2同 上書 101頁 。
'幻 同上書 9495頁 。
・ 冽小松 前掲論文 9頁 。
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協会 は ドイツ人弁護士に訴訟を委ね たが、 示談 にして早期決着 を図るとい う助
言 をフ ロー レンスが受 け入れず、訴訟 が長期化する間にも、映画の権利 は管財
人 の管理下に置かれるよ うにな り、
損害賠償 を得 られ る可能性は遠 ざか っていっ
た。 ドイツにおいて 192年 に一審 、25年 に上訴審が開かれ、いずれ もフ ロー レ
ンス有利 の裁決が下 つた ものの、管財人側が上 訴。 さらなる長期化が予想 され
ることになつた *あ 。
芸術関係者 にとっては驚 くべ き展開が生 じたのは、 この後 である。破産 した
製作会社か らも、映画 の権利 を借金 のカタ として押 さえて い る管財人か らも、
納得 のい く金銭的保証が得 られない と知 つたフ ロー レンスは、
『 ノスフェ ラ トゥ』
のネガ とプ リン ト、全てのフ ィル ム を破棄す ることに要求 を変 え、管財人 が上
告 しなか ったため、判決が確定 し裁判所 か ら破棄命令が出 されたのだ。 フ ロー
レンスの弁護士費用 は管財人 か ら徴収 され、彼女は金銭的な利益 こそなか った
が、損害 も被 らず に済 んだ。管財人は抵 当物件 を守 つて法外 な金額 を払 うより
は、物件そ の ものの破壊 に応 じて金銭的な損害を最小限に抑 えることを選 んだ。
イギ リス作家協会 は会員 の著作権 を守 り抜 き、泥沼 の訴訟か ら抜 け出せた こ と
を喜んだ *る 。その一方 で、バ ラー ジ ユや クラカ ウアーの古典的な映画論 で も言
及 され、現在サイ レン ト映画 の名作、ホラー映画史上 に残 るカル ト的傑作 と見
なされて い る作 品 が、政治的宗教的な理由によってではな く、純粋 に民法上の
手続 きによって完全な抹殺 を宣告 され、不法行為をあえて行 った愛好家 の おか
げでや っ と生 き延 びる とい う、異様 な事態が生 じたのである。
この判決 を理解す るためには、1910‐ 20年 代 において映画が急速 に発展 し、そ
こか ら生ずる様 々 な問題 に対す る法的整 備 が並 行 して進め られつつ あ つた とい
う時代背景 を意識 しな けれ ばな らな い。
『 ノスフ ェ ラ トゥ』問題 の複雑 さは、イ
ギ リス人で ある原作者 ブラム・ス トーカ ー (と そ の相続人)の 著作権 を侵害 し
たのが、 ドイッのプ ラーナ・ フィルム社が製作 した映画だ った とい うことか ら
まず生ず る。著作権 はそ もそも国内法で定め られ るものだが、19世 紀以来国内
法では処理 しきれな い複数 の国家 にまたがる事例 が増加 したため、英独 を合む
ヨー ロ ッパ主 要国間で結ばれ たのが、1886年 のベ ルヌ条約である。 この条約 は
何度か の改訂 を経、締結国を増や しなが ら、現在 の 国際的な著作権保護 の基本
ル ール とな つてい る。 フ ロー レンス対 プラーナ・ フィルムの訴訟は、 この条約

Xら

*お

スカル 前掲書 9b101頁 。
同上書 101102頁 。
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を前提 として行われることになるのだが、ベ ルヌ条約 自体 に映画化権 を合む映
画 の著作物 に関す る規定が含まれるよ うになったのは、1967年 のス トックホル
ム改 正 以来 である*27。 基本的 に書物 の海賊版出版規制を念 頭 に結 ばれたこの条
約 では、演劇・音楽 の上演 についての規定 が作成 されたのです ら 1908年 、それ
が確認 された のはや っ と28年 に至ってか らだ った *撚 。
『 ノスフ ェ ラ トゥ』問題が浮上す る 23年 の時点で成立 している関係す る規定
は、第 12条 「翻案権」のみ で ある。 これ も現在 の条文 になるのは 48年 で あ り、
それ以前 に有効であつた、1908年 にベ ル リンで批 准 された条文 では、著作物 の
「無断 の 間接的な転用」のみを禁止、さらに この「間接的な転用」は、「同一形
式あるい は他 の形式 による著作物の複製」 と、 メデ イア間翻訳 ・ 翻案を合む も
「基本的な変更、
の とも解 釈 で きるよ うになってはいるが、
追加または短縮がなJ
い場合 に限定 されて い る*"。 この条文 を厳密 に適用 す るので あれば、小説 の映
画化作品 のほ とん どは ここでい う 「翻案」 にも当た らな くな って しま う。 も う

少 し現実的 に適用の幅を広げるならば、本論文冒頭で論 じたように、物語・人
物・ メッセージ (解 釈に大きく依存するメッセージが法的規制 の対象になると
「翻案」と見な
は思えないが)に 大きな変化が生じない程度の変更の場合 には、
す ことができるとい うことになるだろ う。
しかし『 ノスフェラ トウ』の場合、次節で詳細 に論 じるように全体としてみ
「基本的な変更、追加
れば『 ドラキ ュラ』とはかな り異なる作品になってお り、
または短縮」がない とはとてもみなせない。したがってベルヌ条約 に則 してみ
る限 り『ノスフェラ トウ』がス トーカーの著作権を侵害 したとは言 えないのだ
「原著作
が、この裁判 においてはむ しろ現在の 日本 の著作権判断 と同じように、
物の創作的表現が再生されている限り、付加された部分 (多 寡は問わず)が あっ
「 ドラマの前半の基本的ス トー リーが共通 しているの
ても侵害は侵害Jで あ り、
であれば、
後半 に大きな相違があるとしても著作権侵害を免れるものではない」*30
とい う考え方をとっているもの と考えられる。したがって『 ノスフェラ トウ』
の著作権侵害を認めた こと自体は、妥当な半J断 であつたといえる。
だが 「ネガ とプリン トの完全破棄Jと い うフ ローレンスの極端な要求を受理
したのみならず、判決確定後実行を命じるとい う異様 に思われる司法判断がな
X諄

黒川徳太郎訳 解説 『ベ ルヌ条約逐条解説』著作権資料協会 1979年
｀お
同上書 73頁 。
'"向 上書 85頁 。
*m日 村善之 著作権法概説 [第 2版 ]』 有斐閣、2101年 5859頁 。
『
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9293頁

.

ぜ下 されたかは、先 に述べ た よ うにベ ル ヌ条約がそ もそ も出版物 の海賊版規制
を念頭 に置 いていた ことを考慮 して、 初 めて理解できる。 映画 の誕生以前、著
作物 に対す る外国での著作権侵害 は、雑誌 な どへ の掲載 も合む海賊版 の 出版 か、
著作物が物語性 を備えて いた場合 には、無断 の舞台化 による上演 しかなかつた。
この うち翻案 上演 について は、差 し止めは上演禁 止 とい う形 をとるだろ う。 こ
の場合確 かに準備 され今後生まれ るか もしれない 「作品」 としての舞台を 「破
棄」す ることになるが、戯 曲その ものが破棄 され るわ けではない し、個 々の舞
台はいかに再演 を認めよ うと全 く同 じ形 で再現す ることは不可能な のだか ら、
そもそ も 「保存 Jが 不可能 で あ り、それ に対 して永続的なダメージ を加 えるこ
とはできない といえる。一方出版物 に対 しては、既 に印刷 されたものの 回収・
破棄 と、印刷 を可能 にするもの として の原版 の破棄 が命 じられ るだろ う。 この
場合 プ リン トとそれを生 じさせ る原版 の両方 を破棄す ることは、印刷物 の 出版・
流通 を防止するための処置だが、原稿そ の ものの抹殺 を意味す るわ けではない。
原稿 を私的 に所有することまでは禁止 されていないか らだ。
おそ らくフ ロー レンス・ ス トーカー と ドイッの裁判所 は、 未 だ映画芸術 の知
識 が十分 一般化 していなかつた 当時 の こと、映画 にお けるネガ とプ リン トの関
係が書籍 にお ける原版 と印刷物 の 関係 と同 じであると考 え、双方 の破棄 を要求・
命令 したのだろ う。 しか しフィル ムで撮影 された映画や写 真 においては、ネガ
はそ こか ら大量 の複製 を作 ることができる原板 である と同時 に、完成 した作品
そ の もの な ので あ り、そ の廃棄を命ず ることは即ち作品その もの、文章 で あれ
ば原 稿 に至 るまで廃棄を命ず るの と同 じ事な ので ある。映画が芸術 のジャ ンル
として明確 に認 め られるようにな つた現在、
『 ノスフ エ ラ トウ』の著作権侵害を
認める としても、 この裁判所命令 を行 き過 ぎた不当な もの と感ずるの は、我 々
がこの事 情 を自明の もの として知 つているか らである。
なお著作権 に関す る法的な整 備 とそれ につい ての一般的な認識 が現実 に追い
つい ていなかつたために起 きた混乱は、 この後逆 ベ ク トルで続 くことになる。
アメ リカ にお けるプ ロー ドウ ェイ での戯曲版『 ドラキ ュ ラ』 の上演 、 さらには
ユニ ヴァーサル映画 による 31年 の トッ ド・ プ ラウニ ン グ監督、ベ ラ・ ル ゴシ主
演『魔人 ドラキ ユ ラ』の製作 に関連 しては、
『 ノスフ エ ラ トウ』の トラブルの記
ロー
レンス
し
憶 も新 く、フ
や戯 曲版の脚本家 も絡み複雑な著作権交渉が行われ
たのだが、実 はアメリカ国 内ではブ ラム・ス トーカ ーの生前か ら『 ドラキ ュラ』
に関す る彼 の著作権 は失効状態 になつていた。そのため合衆国国内であれば、
フ ロー レンスの許可を得 ることな く、
『 ドラキ ユ ラ』 の あ らゆる脚色・上 演・上
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キ
映 が法的 に認め られ ていたのである '。 アメ リカや ラテ ンアメ リカ諸国な ど国
内法 でベ ル ヌ条約 へ の加盟が認め られない 国も合 めて同意が得 られるよ う、 ユ
ネス コの提 1目 に従い作成 された万国著作権条約 が成 立 したのは 1952年 で、それ
まで ヨー ロッパ 主要国 とアメ リカ の間 に相手国で行われ た 自国の著作権侵害 を
法的 に追 求す る枠組み は存在 しなか つた。アメ リカ で 自作 の著作権 を保護 して
もらうためには、アメ リカ国内で適切 な手続 きを行 い著作権登録 を しな けれ ば
な らなか つためだが、ス トーカ ーの場合 この手続 きに不備 があ つたので ある。
ちなみ にアメ リカ がベ ルヌ条約 を批准 した のは 1988年 、日本が批准 した (1889
年 )ほ ぼ 1世 紀後 である。
もちろん『 ノス フェ ラ トウ』 のネガ・ プ リン ト破棄 のよ うな命令 は、ま さし
くベ ンヤ ミンのい う複製技術時代 の芸術 とい う新 しい分野 の台頭 に、法 とそ の
執行者 の意識が追 いついていなか つた過渡期 な らではのス キャンダル といえよ
う。 だが ここで我 々は『 ドラキ ユラ』 と『 ノスフ ェラ トウ』 の関係 を、今度 は
法的な問題 とは異なる角度か ら見直 して み よ う。大幅な変更が物語や登場人物
に加 えられ、作品 の伝 えるメッセージ も異な るよ うな 「映画化Jに おいて、「原
作」 と映 画 の間 に生 ず る倫理的な問題が、次節 のテ ーマである。
2

田村 は 2001年 現在 の 日本 の著作権 法 について解説 し、著作権保護 の対象 にな
「原著作物 の創造的
るのは アイデ ィアではな く、創作的表現 である とした上 で、
表現 が再 生 されて いる限 り、付加 された部分 (多 寡 は問わず)が あ つて も侵害
*32と

は侵害である」

してぃる。だがそ の具体的な事例 に則 して の判断は、なかな

か難 しい。 田村 の説明 は次 の よ うなものである。
映画 「風 と共 に去 りぬ」は小説 「風 と共 に去 りぬ」 の表現 を再生 してい る
か ら (大 分 、省略はあるが、ス トー リーの展開や具体的なセ リフの言 い回 し
・ミッチ ェル (の
がそ の まま映画 に反映 されて いる)、 原著作者 マー ガ レ ッ ト
承継人 )の 許諾 がないかぎ り著作権侵害 となるが、続編 である 「スカ ー レッ
ト」 を執筆す ることは著作権侵害 とはな らない (後 略)。
これ に対 して、人物像が共通 しているので あれば、キャラクター が利用 さ
れ ているのであるか ら、それだけで著作権 侵 害 を問 い うるのでは ないか とい
="ス カル 前掲書 292頁 。
頁.
'2日 村 前掲書
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う議論もあるが、
文字による表現の場合、
読み手が思い浮かべ るキャラクター
のイメージは (中 略)千 差万別 に分かれ うる (後 略)。 そ うだとすると、読み
手が想起するイメージは読み手自身が′
いの中で創作したもので しかな く、著
作者が創作 した表現 とはいいがたぃことになろ う。ただし、漫画の続編を書
くような場合には、ス トー リーはともか く、主人公の具体的な絵柄を用 いる
ことになるから、原作の絵画的表現を模倣することになろう。この場合 には
続編であつても著作権侵害の問題 となる (後 略)*∬ 。
したがって「 ドラキュラ」や 「ヴァン・ヘルシング」 といった人物を、キャ
ラクター設定もそのままに拝借 しても、ス トー リーやシーンの一致 しない作品
を作るのであれば、著作権 の侵害にはならない。それ故、
よく映画やテ レビ ドラマで 「〜原作」 として有名な小説や漫画を原作 とし
ていることを謳 っていることがあるが、実際に鑑賞すると原作 とは懸 け離れ
たス トー リーであつたとい うことが少なくない。そ うした場合には、
「〜原作」
とい う謳い文句は著作権 の問題ではないと理解すべ きであろ う。そのよ うな

映画や ドラマは「〜原作」とされた著作物の著作権者の許諾なしでも制作し
上映、放送することができるのだか ら*L
とい う考えが、法的には成立する。
実際 に製作者が権利を取得する際には、より複雑な事情もあるだろ う。現実
に裁判で争われ判例が残るまでは、どこまでが 「アイディア」のみの借用で、
どこからが「創作的表現」のコピーになるのかは判断 しに くいる特に「コピー」
が「オ リジナル」と明らかに類似したもの となる同一 メデイアの作品ではない、
メディア間翻訳作品の場合は、 トラブルを避けるためにも最初に映画化権を取
得 し、それを謳 っていた方が好ましいと判断する場合も多いだろ う。 しかし一
方では、「原作者」や 「原作」の知名度や人気・評価を利用 して宣伝効果を上げ
るためにクレジ ットが為される場合もあるだろ う。そこでは 「原作」とされた
作品は、商業的な理由で、不法にではないが不当に利用されていることになる。
ここに至 つて我々は、著作権をめぐる法的な問題から倫理的な問題へ と、足
を踏み入れることになる。著作権保護の法的な立場からすれば、映画化権を取
・ ｀同上書
綺 上書
̀同

71頁 。

70罠
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得 した上で製作 された作品は、 どれほ ど原作か ら懸け離れたものにな ろ うと問
題 はな い。そ の場合製作者 は法的 には支払わな くてもよい代価 を余計 に払 って
「原作者」はプ ラスの収入 を得て いるだ けで、その権利 を侵
いることになるが、
害 されたわ けではないか らだ。 しか し実際 に完成 した作品が、特 にメッセージ
の レベ ルで異な るもの となる場合、ある作品が 「原作 Jで あると主張すること
は、大 きな倫理的問題 を手む とい える。 この時 「映画版 Jは 「原作 Jの 忠実な
「原作Jを 材料 として別 の作品を作 り出す
メデ イア間翻訳 を意図 してはお らず、
ことを目指 していることになる。それはパ ロデ イ化も合め、創作 のプ ロセス と
しては、何 ら咎 めるべ きものではな い。しか し「原作 Jと して ある作品を挙 げ、
そ の 「映画版」「映画化作品」として映画 を宣伝する時 には、それは単純な創作
過程 の一部である ことをやめ、明 らかな宣伝活動 に、そ して そ のための「原作」
の利用 に結びつ く。
今まで『 ノスフ ェ ラ トゥ』 については、そ の著作権侵害 をめ ぐる訴訟 にばか
り焦点 が当たつてきたため、我 々 は製作者 たちが『 ドラキ ユラ』 が 「原作」で
ある ことを隠そ うとす るどころか、む しろそれ をク レジッ トで謳 い、 ドイツ語
版出版 との一種 の メデ イア・ ミックス戦略まで とられて いた可能性がある こと
を、過小評価す るきらいが あ った。 しか し『 ノスフ ェ ラ トウ』製作者 た ちが著
作権侵害 に無知 で あ つた ことが 明 らかである以上、 この ク レジ ッ トは法律 上の
必要 に応 じてではな く、創作上 の負債 の素直な表 明か、あるいは有名な文学作
品 と映画 を結びつ け ることによる宣伝効果を狙 った戦術 と考 えることができる
ので ある。
ここで我 々 は この 問題 を今まで とは正反対 の角度か ら見直 してみ よ う。 いつ
たい『 ノスフ ェ ラ トウ』 は『 ドラキ ュラ』を どの程度 まで映画化 した作 品な の
だろ うか ? それを明 らかにす るため、ここでは本論文 の最初 に挙 げた「物語 J
「メッセージ」の順 にこの 2作 を比較検討 し、映画が どの くらい「原
「登場人物」
作」 の メデイア間翻訳 にな つてい るのかを考察 してみ よ う。
まず物語 についてだが、複数 の人物 の語 りが重ね合わ され る複雑 で長大な小
説『 ドラキ ュ ラ』の全てのデ ィテール を、1時 間半程度 のサイ レン ト映画 で再現
す る こ とが不可能な の は、 当然 の こ とである。 したが つて ここでは小説 の 「逐
語的Jな 映画化は論外 として、重要 な場面や展開を どの くらい映画版 で再現 し
ているかを評価す ることにな る。登 場 人物 の設定や メッセージ・ レベ ル に加 え
られ る変更 を無視 してプ ロ ッ トにだ け注 目 してみ る と、
『 ノスフ ェ ラ トゥ』冒頭
『 ドラキ ュ
にある、
男性主人公 が吸血鬼 の住 む城 に派遣 され るまで のや りとりは、
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ラ』には存在 しない とはい え、「原作」では語 りの 中で説明 され る事情 を映像で
「原作 Jで は冒頭 におかれる
表現す るための処理 と考え られ る。その後映画 は、
主人公 の東欧 の村 へ の到着や村人 の反応、
謎 の御者 に連れ られての城来訪 か ら、
吸血鬼である伯爵 との対面、監禁 を、ほぼ原作通 りの順序 で語 って ゆ く。原作
に現れ る女吸血鬼は登場 しないが、 これ も簡略化 としては許容範囲であろ う。
伯爵が川 を下 り港町 に赴き、そ こか ら主人公たちの故郷 の街 へ と船 で移動 しな
が ら次 々 と船 員 を殺害 してゆ く一方、脱出 した男性主人公 は熱病 に倒れ、そ の
後陸路 で街 に戻 る。 幽霊船 とな つた船 が街 に漂着す るところまで、両作 品 の物
語展開 は基本的 に一致する。
しか し両作 品が一致す るのは、ここまでである。
『 ドラキ ユ ラ』では船 の漂着
以前 に、 男性 主人公の妻 となる女性 (こ の時点 では恋人)の 日記 によつて、彼
女 の女友達 と求婚者 た ちの関係 な どが語 られ、漂着後女友達が吸血鬼に襲われ
… と物語 は新たな局面 を迎 える。謎の貧血 によって死 に至 る女性 と、そ の死後
の吸血鬼化、 事件 の背景 に吸血 鬼 の存在 を察知 した主人公た ち と吸血鬼 の闘 い
とい う、後 の『 ドラキ ュラ』映画化作品が中心 に扱 う展開が、 この後待 つてい
る。 これ に対 して『 ノスフ ェラ トウ』では、船 の漂着後は行で のペ ス トの流行
が描かれ、それ を食 い止めるため ヒロイ ン (最 初 か ら男性主人公 の妻 )が 自分
を犠牲 して映画 が終わ るまで、全 く異なる展開 になる。
トー タル として みると、2作 品 の一致する部分 は、
『 ノスフ ェ ラ トウ』ではほぼ
前半部 とい っていい分量 になるが、
『 ドラキ ユラ』 においては全 27章 中最初 の 4
ペ ンギン版 で約 45fl頁 の全体 に対 して約 70頁
章及び 7章 の大半部分 の計 5章 分、
と、6分 の 1程 度 にしかな らな い。もちろんこれだ け一致 していれ ば、映画化権
「原作」 の物語全体
をとつていな けれ ば著作権 を十分侵害 しているといえるが、
を再現す るとい う意図を『 ノスフ ェ ラ トウ』が持 ってい ない ことも間違 い な い。
これが上映時間 の問題 ではない ことは、2年 の『 魔人 ドラキ ュ ラ』が、上映時

間 %分 と
『 ノスフ ェラ トウ』よ り20分 も短 い尺 の 中で、船 内 での虐殺 こそ省略
されているが、 ドラキ ュラ城 へ の訪間、襲われ た女性 の死後 の吸血鬼化、彼女
の夫や ヴァン・ヘ ルシング教授 による ドラキ ュラ追跡 と、最 後 の杭 による ドラ
一応一通 り物語 を再現 しているのと比べれば明 らかである*36。
キ ユラ退治まで、
さて登 場 人物 については、
『 ノスフ ェ ラ トウ』を ドイツ語字幕 で見 るの とアメ
リカ ン・バ ージ ョンの英語字幕 で見 るの とで、印象 は大 き く変わ る。アメ リカ
｀

̀5『 ′スフェラ トウ』のアメリカン・ パージョンは∞ 分強 と
『魔人 ドラキ ュラ』より短いが、細部

の表現がカ ッ トされているためなので 物語面を考察する限 り、復元版 と変わらない。
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ン・バージ ョンではほとんどの登場人物の名前が『 ドラキュラ』の ものに合わ
せ られているのだが、 ドイツ語版では全員 ドイツ風の名前がつ けられているか
らだ。オ リジナルである ドイツ語版のこの処理について も、著作権侵害を誤魔
化すためと取 る必要はないだろう。かつての日本でも、純粋な「翻訳」よりも、
一般読者に近づ きやすいよ う設定を日本 に、人名を日本人名に変 えた翻案小説
の方が多 く出版されていた。
翻案小説で有名な黒岩涙香が活躍 していたのは 1880
年代から1910年 代だが、それから『 ノスフェラ トウ』までは数年の開きしかな
い。 なお『 ドラキユラ』では吸血鬼が上陸するのはイギ リス北部 の港町ウィ ト
ビーで、その後 ロン ドンヘ と舞台を移す。
『 ノスフェラ トゥ』では吸血鬼が上陸
する街がその後ラス トまでの舞台 となるが、ここは ドイツ語版では 「ヴィスボ
ルグ WiSborg」 、英語版ではプレーメンとされている。これは ドイツ人観客に
対 しては、舞台を ドイツの街に移 して翻案する方 が身近 になる代わ りに、架空
の町 として設定 しなければかえつて リアリテイが肖Jが れると考えられた一方、
アメリカ人をはじめとする外国人 には聞き慣れた ドイツの町の方が リアリテイ
が感 じられると思われたためだろ う。英語版で もウィ トビーにしてはいないの
は、街の風景 がイギ リスにはとても見えないためだろ うか。
『 ノスフェラ トウ』を『 ドラキユラ』に合わせて名前を変えた英語版で見 る
場合、観客はたとえその属性が大幅 に変わつていても、かなりの登場人物を原
作 に登場 してきたのと同 じ人物 として認識する。名前の共通性が、登場人物の
共通性 として認識 されるからだ。 しかしオ リジナルの ドイツ語名で見る場合 に
は、人物同定の度合いはずいぶん異なる。名前 とい う手がか りがない場合、物
語上の役割や、他 の人物 との関係、作中付与されている属性 によつてのみ、両
者は比較 され、同定されることになるからだ。
『ノスフェラ トウ』の ドイツ語版を見て、比較的簡単に『 ドラキユラ』の登
場人物 と同定可能なのは、次の 3人 である。英語版での名前も、そのため特別異
論を挟む余地なく選ばれている。

'

ドイ ツ語 版

英語版

オ ル ロ ク伯 爵
フ ッタ ー

ドラキ ユ ラ伯爵
ジ ョナサ ン ハーカ ー

エ レン

ニナ *36

なぜか「原作Jの 名前 「ミナ」ではない。
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彼らを『 ドラキュラ』の登場人物 と結びつ けるのが比較的簡単なのは、物語
上共通する吸血鬼の城 のシーンでの三者の役割が、明らかに類似するからであ
る。この うちオル ロク=ド ラキ ュラ、フッター=ジ ョナサンについては、船内
の惨劇および漂着までは、大体において行動が一致 しているが、その後は物語
が全 く違 う展開を見せるため、行動や役割も異なって くる。 しかし少なくとも
『 ノスフェラ トウ』前半部分においては、二人は『 ドラキユラ』の登場人物を
「映画化 した」存在であるといえる。ただし犬歯とい うより前歯が突き出した
オル ロク=ド ラキュラは、
『 ドラキュラ』の ドラキュラとは違 っておよそ鷲には
見えず、明らかに鼠を意識 した造形になつている。
『 ノスフェラ トウ』冒頭の字
幕ではこの映画がある街で起きた災厄の真相を明らかにするための調査の結果
であるとされ、作中でそれがペス ト禍であることがはっきり示される上、吸血
鬼が各地でペス トを広めることが、鼠 と共 に現れる姿によって も強調 されてい
る。グラウのポスターでも吸血鬼は鼠 と共 に描かれてお り、
『 ノスフェラ トウ』
においては最初から吸血鬼がペス トの擬人化 として設定されていることが分か
る。
『 ドラキ ュラ』において も吸血鬼にはコレラの ような疫病のイメージが重ね
られているので、この解釈は映画オ リジナルなわけではない*′ 。しかし他方で
「原作」で吸血鬼が備えている性的脅威 としてのニュアンスは、極度に切 り詰
められている期 。フッター=ジ ョナサンについては、故郷への帰還後ほとんど
登場しなくなつてしま うが、これは ドラキュラを追 うメンバーの一人 として活
躍する『 ドラキュラ』とは大きく異なる。
一方「エ レン=ニ ナ」が原作 の「ミナ」と同定可能なのは、彼女がフッター=
ジョナサ ンの妻であること (『 ドラキユラ』ではこの時点ではミナはジ ョナサ ン
の婚約者だが、この くらいの時間のずれは簡略化のための許容範囲であろ う)
と、吸血鬼がフッター=ジ ョナサ ンの持 つていた彼女の写真 に異様な関心を示
す場面が一致するからである。 これに対 して、船の漂着までとい う、他の点で
エ レン=ニ ナは襲われるフッター=
は
『 ドラキュラ』と一致する部分において も、
'"丹 治愛『 ドラキュラの世紀末』東京大学出版会 1994年 、1214頁 。
Ⅲお つ
も ともロジェ ダ ドゥアンのように 吸血鬼のデザインに男根を象徴する硬直 した先端性 を見
出す ことは可能である (ス カル 前掲書 91‐ 93貢 における弓1用 )。 この評は比較FJご つ めのグラ
ウのデザイ ンよりも、はげ頭がひ ょろ りとした細身につながるこけし状 のシルエ ッ トの、マ ック
ス シュレックカス
演 したスク リーン上の ノスフェラ トウにより合つてお り 彼を
『 大アマ ノンの
半魚人』の半魚人やエイ リアンのよ うな「男根的モ ンスターJの 先駆 とい うこともできる。ただ
し『 ノスフェラ トウ』の吸血 鬼 は 女性ばか りを襲 うわけではない。
『 ドラキ ュラ』 とは異な り
彼は最初にフッター=ジ ョナサ ンを襲い その後船員を襲 うが、エ レン=ニ ナを襲 う最後の場面
まで、彼が女性の血を吸 う場面は出て こない.
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ジョナサ ンとテ レパシーでつながるような反応を見せたり、
夢遊病 に罹 った り、
砂浜で夫の帰 りを待ち続けた りと、
『 ドラキュラ』の ミナ とは全 く異なる行動を
ュ
とり続けている。
において
夢遊病 に罹 つているよ うな行動をとる
『 ドラキ ラ』
のは、吸血鬼に襲われた女友達のルーシーだが、エ レン=ニ ナの夢遊病 は吸血
鬼の上陸以前に起きている。また確かにエ レン=ニ ナもミナも吸血鬼の毒牙に
かかるが、 ミナの場合彼女を吸血鬼化から救 うべ く、彼女が死ぬより先 に ドラ
キユラを退治 しよ うとする男たちの問いが終盤を盛 り上げ、最終的 には吸血鬼
化を免れ生還するのに対 し、エ レン=ニ ナは 自らを犠牲にして吸血鬼を朝 日が
昇るまで引き留めて滅ぼすかわ りに、自分も息を引き取る。したがつてエ レン=
ニナ とミナはごく僅かな部分で共通 しているだけであ り、かなり異なつた登場
人物になつているとい える。
その他 の登場人物について もみてみよう。
ドイ ツ語 版

英語版
レンフ イール ド

ク ノ ック
ハ ー デ イン グ

ウェステ ン ラ

ルス

ル ー シー

ブル ワー

ヴァン・ヘルシング教授
町医者 (名 前なし

ジーヴァース博士

)

クノック=レ ンフイール ドの役害1は 、吸血鬼登 場以前 においてはフッター =
ジ ョナサ ンを派遣す る人物 とい うことで、 これは『 ドラキ ュ ラ』 にお け るジ ョ
ナサ ンの勤 める法律 事務所 の長 で あるホ ー キ ンズ に相 当す る。 クノック=レ ン
フイール ドは原作 とは異な り不動産会社 の長 になつているが、 この程度 の変更
は許容範 囲で あろ う。 しか しホーキンズがジ ョナサンの代父的人物であるのに
対 し、本作 では事前 に吸血鬼 と通 じている とい う設定 であ り、機能面 を除 くと
全 く一致 していない。 フ ッター =ジ ョナサ ン派遣 の場面 自体 、説明 のため映画
で付 け加 えられた場面 であるため、 これ に相 当す る『 ドラキ ュラ』 の場面は存
在 しない。一方吸血 鬼接近後 にクノック =レ ンフ ィール ドが見 せ る、虫を食 べ
吸血鬼を主人 と崇 める狂人ぶ りは、 明 らかに『 ドラキ ュラ』 の レンフ ィール ド
と一致 している。 したがって この人物 を 「レンフ ィール ド」 と同定 した英語版
の判断は、妥 当なもの といえる。
なお『 ドラキ ュラ』にお いて レンフ ィール ドが登 場す るのは 5章 、6章 で虫を
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食べ る狂人ぶ りは描かれているが、彼が吸血鬼を主人 と呼び監禁されていた病
『ノスフェラ トウ』が『 ドラキユ
院からIIt走 するくだ りは 8章 に描かれてお り、
ラ』 と共通 して持 つている要素 としては最も後に来るものである。しか し『 ド
ラキ ユラ』ではこれらのエ ピソー ドは主筋から外れたものにとどまっている一
方、8章 で既 に展開が始まるルーシーの被害は『 ノスフェラ トウ』には登場 しな
い。これは『 ドラキユラ』では以後彼女の死 と吸血鬼化、その退治 とドラキユ
ラ追跡の開始 につながる、物語上重要な要素である。また『 ドラキユラ』のレ
ンフィール ドが脱走後すぐ捕ま り、また脱走を繰 り返 し、最終的 には閉じ込め
『ノスフェラ トウ』のクノック=
られた状態で ドラキユラに殺されるのに対 し、
レンフイール ドは一回の脱走後街中を逃げ回り、
真の吸血鬼の分身にしてスケー
プゴー トとして追い回された末、吸血鬼の死 と同時に捕まりそのまま倒れて死
ぬ。
『 ノスフェラ トウ』
『 ドラキュラ』8章 はレンフイール ドの脱走で終わるので、
が「原作」に依拠しているのは長 く見積もつてここまでともとれる。ただし5‑
8章 でより紙数を割いて紹介 され、
次の展開につながることになるルーシー とそ
の求婚者 たちについての話は、
『ノスフェラ トウ』では完全 に省略されている。
『 ノスフェラ トウ』 において『 ドラキ ユラ』のレンフイール ドとホーキンズ
が結合 されたのは、クノック=レ ンフイール ドがユダヤ人的な風采で描かれて
いることと関係がある。 ドイツ社会の内部 にあらかじめ存在しているユ ダヤ人
が、社会 に危険をもたらす存在を外部 から導き入れるとい う、反ユダヤ人的な
メッセージを合ませるため、フッター=ジ ョナサンを派遣する人間が 「裏切 り
者」として重視 されることになつたのだ。それがクノック=レ ンフイール ドが、
ホーキンズの機能だけを引き受けて登場 し、
すぐにレンフイール ドにす り替わつ
ペ
てしま う理由である。また ス ト禍を引き起 こす吸血鬼の分身かつスケープゴー
トとい う役割も、疫病流行時のユダヤ人迫害を想起 させるものである。
なおレンフィール ドを監禁する精神病院の医師は、
『 ドラキユラ』ではルーシー
の求婚者 の一人であり、ヴアン=ヘ ルシングの弟子でもあるジャック・セワー
ドで、彼は語 り手の一人でもあり、その後 の吸血鬼退治で も重要な役害Jを 果た
す。だが不思議なことに他の人物についてはかな り無理をしても『 ドラキ ユラ』
と結びつ ける英語版でも、この人物 については全 く同定を行わず、タイ トルに
は名前もなくしかも必ず しも設定 と合 っていない「町医者 T‐ m Doctor」 とい
う肩書きだけが記 されている。この人物は ドイツ語版では逆に 「ジー ヴァース
博士」 とい う「ジャック・セワー ド」を縮めて ドイツ語風 にしたともとれなく
はないよ うな名前がつけられている。もっともこの人物はクノック=レ ンフイー
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ル ドを閉 じ込 めている精神病院長だ とい う設定 がセ ワー ドと共通す るだ けで、
容貌や年齢 につい ての設定や行動が特 に 「原作」 のセ ワー ドと重なるわ けでは
ない。
ドイツ語版 でルス とされて いる女性 は、英語版 では『 ドラキ ユラ』 において
彼女 はフッター =
最初 に吸血鬼 の被害者 となるル ーシー と結びつ けられ ている。
ジ ョナサ ンの友人かつ 隣人 として LLて くるが、作 中の字幕 でまず紹介 され るの
は、 一緒 に現れ る男性 の方 であ り、 しか もジ ョナサンが彼 らに留守 中エ レン=
ニナ を頼む とい う流れ で登場す る。そ のためエ レン=ニ ナ とル ー シーが友人で
あるとい うより、む しろフッター =ジ ョナサ ンとこの男性 の方 が友人であるよ
うにみ える。これは ミナ とルーシーがそれぞれ独身時代 か らの友人 である一方、
結婚相手 も合むルーシーの求婚者 たち とジ ョナサ ンは、 ドラキ ユラのイギ リス
上陸後 に初 めて知 り合 うとい う小説 の設定 とは異なる。ま たこの男性 は、 ドイ
『 ドラキ ユラ』には全 く登場 しない
ツ語版では裕福 な船主 ハ ーデ ィングとい う、
『 ドラ
設定 の人物 にな つていて、ルスはそ の妹 と紹介 され る。一 方英語版 では、
ェ
この
ン
が、
男性 の
キ ュ ラ』 にお けるル ー シーの結婚前 の名字 である ウ ステ ラ
役名 に与え られて い る。 これ は ドイツ語版 の設定 に従 つているな ら当然 の こと
なのだが、なぜか英語版 ではルーシーの夫 に設定が変 えられて いる。
ルス =ル ーシー と『 ドラキ ュラ』 のルーシー には、あま り共通点 は見出せな
い。
『 ドラキ ユラ』では吸血鬼の最初 の被害者 とな り、彼女 の命 を救お うとす る
試み がオ ランダか らヴァン =ヘ ルシング教授 を呼び寄 せ、そ して死後吸血鬼 に
、 ノスフ ェ
な つて杭 を打 ち込まれ て退 治 され るとい う重要 なキャラクターだが『
ラ トウ』 のルス =ル ーシーはほ とん ど出番 もな い。 フッター =ジ ョナサ ンが不
在中エ レン =ニ ナ の側 にいる友人 として現れ るの と、街 にペ ス トが広ま った後、
彼女 もまた吸血鬼 =ペ ス トの被害者 となることが暗示 され る程度 の出番 である。
ただ しそ もそ も『 ドラキ ユラ』ではル ー シー に付与 されて い る、夢遊病 に罹 つ
た り、脅威 の接近 に怯える とい う要素 が エ レン =ニ ナ に移 された ため、ルス =
ル ー シーには ヒ ロイ ンの友人 である とい う設定 と、被害者 になるとい う要素 だ

けが残 され た ととる こともで きるだろ う。 さらに影 の薄 い兄 =夫 はほ とん ど何
もしな い。
『 ドラキ ュラ』のルーシーには兄弟 はお らず、先 に述 べ た よ うに夫 ゴ
ダル ミング卿 を合む求婚者 たちは、 ドラキ ユラ との闘 いで重要 な役割 を果たす
が、そ の活躍 は『 ノスフ エ ラ トウ』 で再現 されて い ない部分 で描 かれ るので、
対応す る人物が 「原作」 に存在す るともしな い とも言 えない存在 だ。
『 ド
以 上の よ うに、
『 ノスフ エ ラ トウ』のル ス =ル ー シー に少 しでも似 た人物を
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ラキ ュラ』に探 せばルーシー とい うことになるだろ うが、その類似 は極 めて些
細なもので あ り、特 に原作 を意識 して作 られたキャ ラクターだ とい うほ どの も
ので はない。 ドイッ語版だ けを見るな らば、 この 「兄妹」はオ リジナ ルの登場
人物 にも見えるので ある。
決定的 に異なるの は、
『 ノスフェ ラ トゥ』ドイツ語版で い うブル ワー教授 と、
『 ドラキ ュラ』 の ヴァン =ヘ ルシング教授 だ。 ブル ワーは、 冒頭 でフ ッター と
すれ違 い思わせぶ りな発言 を し、 神秘思想 に関心の あ った製作 陣 には重 要そ う
な「パ ラケルスス派」とい う設定が され *"、 学生たちを前 に捕食動植物 の講義
をするが、吸血鬼 につい ての知識 を示す ことはな く、以後吸血鬼 とも主人公た
ち とも一切 関わ らない。吸血鬼を滅 ぼす決意 をしたエ レン =ニ ナは彼 を呼びに
夫 を向かわせ るが、それは教授が対決 に役立つ か らではな く、 自己犠牲 の現場

から夫を遠ざけるためであり、こうして駆けつけたラス トシーンで、教授は初
めてエレン=ニ ナと顔を合わせる。この時既にノスフェラトウは消滅しており、
彼は一度 も吸血鬼 と接触す ることな く終わる。 この役割は、
『 ドラキ ュ ラ』にお
いて伯爵 を吸血鬼 と見破 り、 ルーシー を守 るべ く奮闘 し、 ドラキ ュラを退治せ
ん と活躍するヴァン =ヘ ル シングとは一致 しない *』 。あま りにイ メージがか け
離れて いるためか、 ブル ワーを ヴァン=ヘ ルシン グと同定 した英語版 で も、 タ
イ トルのクレジッ トには 「教授」 としか役名が記 されず、本編 中の字幕 でのみ
「ヴァン=ヘ ルシング」と呼 ばれている。よって この人物 も、「原作」を反映 し
て設定 されているとは言 えない *4。
さて、以上の よ うに物語 と登 場 人物 を整理す ると、
『 ノスフ ェ ラ トゥ』が『 ド
ラキ ュラ』を「映画化」して い ると言 えるの は、小説 の 冒頭 の 7章 、多 く見積 もっ
ても 8章 までである。
・ "そ の後 この設定は特に活用 されない。なおアメ リカン ヴァージ ョンでは冒頭 フッター =ジ ョナ
サンとすれ違 う場面や、パ ラケルスス派についての字幕での言及がカ ッ トされているため、彼は
微生物 について講義をす る他 は、 ラス トにちらりと姿を現すだ けである。そのかわ りに「ヴァン=
ヘルシング」 とい う名前が 彼 に特別な権威 を付することになる。
・ 却アメリカン ヴァージ ョンの人物名を踏襲 した リメイク版『 ノスフェラ トウ』では、 ヴァン=ヘ
ルシングがこれほど何 もしな くてはおかしいと考えたのか、最後 の場面で彼はオ リジナルの よう
に消失せず 動けな くなつている吸血鬼を見つ けて 杭で ととめを刺す。ただしこの作品でのヴァ
ン=ヘ ルシングは、出番 こそ増えたものの それまでは吸血鬼の存在を否定 し続 けてお り、 しか
も杭で吸血鬼を退治 した後 は殺人犯 として逮捕 されて しま うとい う 皮肉な扱いを受けている。
メuち
なみに ドイツ語版のクレジッ トでは 役の重み に一致 して「教授Jは クノックの下 船員 の上
に出て くる。クレジッ トの順番 は、 ドイツ語版が吸血鬼の後主人公夫妻 ハーデ ィング兄妹 と続
き ジーヴァース、クノック、プル フー、船員たち と来るのに対 し、英調 版は ドラキ ユラの次 に
レンフイール ドカ峡 て、その後ハーカー夫妻 ウェステンラ「夫妻J、 「教授J「 町医者」、船員 と
権
需く。
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既 に記 したよ うに、
『 ノスフェ
大きく変わつている。
作品全体のメッセージも、
ラ トウ』では吸血鬼 とペス トの重ね合わせが前面 に出ている。そのため噛みつ
かれた者が死後吸血鬼 になるとい う設定も、十字架 を恐れる、鏡 に映 らない と
いつた要素も出てこない。ノスフェラ トウが棺桶に入れて運ぶ土についても、
冒頭 の解説字幕で吸血鬼は 「黒死病の死者を埋めた上で覆われた」呪われた棲
『 ドラキユラ』と重な
み家に棲むと、ペス トとの関係を強調 されている。一方、
る城 の場面では、他の映画版では大体再現されている、 ドラキ ュラがジョナサ
ンの血を吸お うとして十字架に怯む場面がなくなつている。またそ こで血を吸
われた傷口に気づいたフッター=ジ ョナサンはそれを蚊のせいにするが、蚊は
マラリアなどの疫病を媒介することで知 られている。ブルワー=ヴ アン=ヘ ル
シング教授の講義では、「吸血鬼Jの よ うな食虫植物、「幽霊」の よ うなポリー
プ、クモ に言及がされるが、顕微鏡で覗かれるこれらの小 さな生物は、ペス ト
をは じめとする疫病の原因であり、顕微鏡 によって存在が発見されることにな
*2。
る病原菌を意識させる
クライマ ックスのエ レン=ニ ナ による自己犠牲も同様である。吸血鬼が日光
に耐えられない とい う特徴は『 ドラキ ユラ』でも言及されているが、作中日の
光を浴びて滅 ぼされる吸血鬼は一人もいない。 ドラキユラ、ルーシー、女吸血
鬼 3人 、いずれも杭を打たれるか首を切断 されて倒 される。しかし退治方法が日
光 に変わ つているとい うだけでは、メッセージまで変化 しているとは言えない。
重要なのは、超自然的な存在を夜が明けるまで引き留めることで、本来敵わな
いはずの相手の活動を食い止め、その意図を挫 くとい うモティーフが、旧約聖
書や昔話 にも登場する、伝統的なものだとい うことだ。吸血鬼 とい う伝説の存
在を、合理主義的な思考 と科学技術 の進歩を利用 して追い詰 め倒す『 ドラキュ
ラ』が、伝統に対す る進歩、迷信に対する科学の勝利を言祝いでいるとすれば、
『 ノスフエラ トウ』においては科学へ の言及は脱線 に過ぎず、全体 は昔話 の物
『 ノスフェ
語構造 に準拠 している。19世 紀は、
『 ドラキ ユラ』では同時代だが、
「
ラ トウ』においては 昔 々」なのだ。
それでは ここで、我 々は当初 の問いに戻る ことにしよ う。
『 ノスフェラ トウ』が『 ドラキ ュラ』に依拠 しており、著作権侵害を問われ

'″

食虫植物や クモは捕食者 としての吸血鬼 を想起 させるものだが 『ノスフェラ トウ』においては
吸血鬼は人間を捕食 しているよ うには描かれていない.
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て も仕方のない程度 に共通点を備えていることは、明らかである。その一方で、
『 ノスフェラ トゥ』が『 ドラキュラ』の忠実な映画化を目指 してはお らず、途
中からは全 く異なった作品 になつていることも、明らかになった。同じよ うに
著作権侵害で問題になつた作品の中では、全体の物語展開や登場人物がほぼ一
致している『用心棒』と『荒野の用心棒』(訴 えられた上侵害を認めて和解)よ
りは、幾つかの場面や、特に登場人物の設定の類似が問題 とされたものの、製
作者は侵害を認めず、訴訟にもならなかった『 ジャングル大帝』と『 ライオ ン・
キング』の関係に近いと考えて もいいだろう。
しかも城や船内の場面の ように、
ス トー リーや人物面では明らかに
『 ドラキュ
ラ』に依拠 しているところでも、表現主義的な明暗を強調 した画面構成や、マ ッ
クス・ シュレックの奇怪な容姿、モンタージュによる人物間の不可思議な交流
「原作」の存在 にのみ依 つている
やス ピー ドの演出など、映画 としての長所は、
わけではない。
『 ノスフェラ トウ』が名作として評価されるのは、あくまでもそ
の映像表現 としてのオ リジナ リティによってなのだ。だとすれば、
「オ リジナ リ
ティに富む」名画が、同時 に半分であれ「 原作に忠実 (あ るいは酷似)Jで ある
とい うことは、いかにして可能になるのか。
我々がある映画を映画として高 く評価する時、我々はその作品の「オ リジナ
リティJを 評価する。同じ脚本に基づいた リメイク作品は、以前 の映画版 に忠
実であることによってではなく、いかに異なりかつ「オ リジナル」な作品とし
て見るに堪えるものになつているかによって評価される。映画の リメイクは、
オ リジナルとリメイク双方が同一メデイアで作られるため、技術的な大きな革
新が導入されない限 り、オ リジナルに忠実すぎるリメイクはただのコピーに近
くなつてしまうからだ*g。 これに対して特に文学作品の映画化の場合、映画と
しての「オ リジナ リテイ」とは別 に、
「原作」への忠実さも評価の対象 とな りが
ちである。そもそも異なるメデイアヘの「翻訳」である映画化においては、全
く異なるものを作るよ り「原作」に近い印象を与える方が困難だとい う意識が
「原作」力｀
あるのに加え、
有名であればそれだけ、原作への言及が映画の宣伝 に
・

この評価基準を明らかにす るためだ けを目指 して作 られた ような、ガス ヴァン サ ン トによる
『サイ コ』の リメイクをめ ぐる批評は 示唆的である。ほとんどの場面を構図や カ ッ ト割 りに至
るまで ヒッチ コックの「オ リジナル」に合わせて撮 り直 したこの映画は 幾つ か変更を加 えた こ
とではな く、ほとん ど同じ撮 り方を したことについて 厳 しく批判 された。オ リジナルヘ の「忠
実 さ」は リメイクの場合、減点対象で しかないのだ。ちなみにガス・ ヴァン サ ン ト版が ロパー
ト プ ロックの原作小説『 サイ コ』に忠実か とうかは、ほとんと議論 の対象 になつていない。も
ちろんガス ヴァン サ ン トの取 り組みは、ボルヘ スの「
『 ドン キホーテ』の著者、 ピエール
メナール」な どで表現 されている ポス トモ ダンな問題意識 を前提 としてのものである。
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ネ したがって映画 は映画
役 立 つ とい う商業的 な事情 も入 つて くるか らで ある
だけを見て評価すれ ばいい と割 り切 るの も難 しい。だが一 方 で、 どれほ ど「原
作」 に 「忠実」な映画版 であろ うと、そ の「忠実 さ」はテクス トを並 べ て付 き
44。

合わせ ることで明 らかになるよ うなもので はない ことも確かである。
メデ イア間翻訳 の場合 、問題 は 「忠実な醜女 か、不実な美女か」 とい うレベ
ル に とどま らない。そ こには異 なるメデイアの作品 が どうい う意味 で 同一 であ
ると見な され るのか、それぞれ の作品 として の評価 と 「オ リジナルJと の関係
は どう結びつ いてい るのか とい つた複雑な美学的・ 認識論的問題 と、法的 ・商
『ノ
『 ドラキ ユ ラ』と
業的な問題 とが、複雑 に絡み合 って存在 しているのである。

スフェラ トウ』をめぐる問題は、解決済みどころか、 これからも我々に取 り憑
いて離れないだろ う。
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