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小説から映画へ
―『カラー・パープル』のアダプテーションにおけるジェンダー表象の変容―＊

朴　香芸＊＊

キーワード：小説、映画、アダプテーション

随着公民权运动以及第二次女权运动，70 年代的美国文坛上雨后春笋般地出现了很多

黑人女作家，如托尼莫里森以及艾丽丝沃克等。她们的作品大都是关于黑人社会内部问题

以及妇女，种族问题。这些作品中，小说《紫色》作为非裔作家艾丽丝・沃克的代表作，

得到了很多关注。这部小说出版于 1982 年，在 1983 年拿到了普利策小说奖及美国国家图

书奖，被誉为永远重要的一部小说。《紫色》是一部内容丰富，主题深刻，思想性很强的

作品。它的内容涉及到妇女，性别，宗教，种族等一系列的社会问题。

《紫色》是以 92 封书信构成的小说，其中包括主人公西丽写给上帝的有 56 封信，写给

妹妹内蒂的 14 封信以及内蒂写给她的 22 封信。信的内容是关于西丽怎样从一个遭受种族

和性别压迫的黑人女孩变成一个勇敢独立的女性的故事，也是作家艾丽丝沃克的祖母前半

生的故事。而对于中国读者来说，这部小说的故事并不陌生，这是因为作品中出现的女性

形象与中国农村女性形象很接近。整部小说完美地诠释了沃克所提出的“妇女主义”，并

以此表达出所有女性不论种族，都是平等自由的理念。

现如今，小说改编在电影圈愈演愈烈，很多小说被改编搬上电影荧幕，其中也有很多电

影拿了奖。改编本身也在文学领域和电影界引起了很大的反响。小说《紫色》于 1985 年

被斯皮尔伯格翻拍成电影，在美国引起了强烈的反响，并获得了 11 项奥斯卡的提名，但

却颗粒无收。有很多文化评论家及电影评论家对它进行了批评与解说。

而《紫色》的改编为我们研究文学与电影的关系提供了绝佳的阐释平台。本文主要根据

Linda Hutcheon 的《改编理论》，简单探讨了小说与电影这两种不同艺术类型的差异，改

编理论的含义以及理论，之后具体比较分析了小说与电影的不同点，然后用性别差（gender）

的视点探讨了从小说到电影的变化中，男女的性别差的表征是怎样体现出来的。本文主要以

妇女主义，父权制的重塑，以及宗教这三个观点来分析改编过後的电影是怎样体现男女性别

差的表征的。具体地说，就是通过改编，考察在特定的年代，电影改编是怎样体现那个年代

男女形象的性别差的。当然，这里也包括了那个年代观众对电影的接受能力以及理解能力。
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1 はじめに
1. 1 研究背景及び研究目的

1970 年代、アメリカでは公民権運動の終わりと第二波フェミニズム運動の到来に伴

い、多くの黒人女性作家達の文壇での活動が目覚しくなった。彼女達の作品の多くは黒

人社会における問題を中心に展開していた。これらの中で、アリス・ウォーカーの代表

作『カラー・パープル』（1982）は、宗教、同性愛、フェミニズムなどの一連の社会問

題を描いた小説である。

1998 年に譯林出版社から出版された中国語訳本の序は、ウォーカー自身が執筆した

ものである。ウォーカーは、この作品が中国でも多くの人々に読まれた理由として、作

品に登場する女性像に中国の農村の女性や女性労働者の現状と重なる点があったことが

考えられる、と述べている。小説『カラー・パープル』は女性の解放を主張し続けた

80 年代のアメリカの社会背景に合致する作品である。一方、80 年代のハリウッドは、

白人男性観客を中心とする視座を転換することに挑戦していた（塚田、18）。1985 年に、

この小説がスティーヴン・スピルバーグによって映画化されたのは、社会背景に適応し

ようとするハリウッドの趨勢でもあった。

本研究は原作と映画を研究対象とし、小説のジェンダー表象の問題が、映画化によっ

ていかに変容したのかを中心に比較分析し、相違点を解明したい。さらに、映画化に当

たってどのような要素が影響を与えたのか、小説と比べると、映画はどのようにアダプ

テーションされて原作とは異なった主題を観客に見せようとしたのかを突き止めること

も本研究の目的である。

1. 2 小説『カラー・パープル』とその映画化

アリス・ウォーカー（Alice Malsenior Walker, 1944 年～）は、アフリカ系アメリカ人

の作家で、ブラックフェミニストの先鋒である。初めてウーマニズムを提出した人物で

もある。1982 年の著書『カラー・パープル』によって、1983 年にピュリッツァー賞と

全米図書賞を受賞した。

この小説は 20 世紀初頭のジョージア州のある町の黒人家族を 40 年にわたって追った

内容で、黒人であり、女性であるために、人種差別と性差別を受けてきた主人公セリー

が、従来的な被支配者として男性に支配されるか弱い女の存在から、自我を持ち、独立

した女性になる過程が描かれている。

映画『カラー・パープル』は、第 58 回アカデミー賞で、作品賞を含む 10 部門で候補

（助演女優賞で 2人あがったので 11 候補）に挙がったものの、無冠に終わっている。
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2 『カラー・パープル』のアダプテーションについて
2. 1 アダプテーションとは

アダプテーションは映画用語で、原作となる小説やオペラや戯曲などを、映画的に潤

色することを意味すると言われる。ハッチオンはアダプテーションを「副次的ではない

派生物、二次的にならずに二番目に製作された作品である。それは独自のパリンプセス

ト的存在なのだ」（ハッチオン、11）と紹介する。映画的に小説や戯曲などを潤色する

ことを脚色、翻訳、翻案などの言葉でも表現することがある。しかし、これらが持つ定

義だけでは捉えられないものがアダプテーションという言葉には含まれている。それゆ

え、原作への再解釈と再創造を伴い、翻案者によって独立した作品が作られるという意

味合いで、本研究では「アダプテーション」という用語を使うことにする。

2. 2 小説と映画の構造分析

小説『カラー・パープル』は 92 通の手紙により構成された書簡体小説である。映画

は 2時間 34 分の長さで、セリーの人生を映像化している。『カラー・パープル』の原作

小説と映画化作品の構造に関する理解を深めるために、両者の構造を比較してみよう（表

1参照）。

表 1のように、原作と映画はいずれも妊娠したセリーの生活・境遇から始まって、姉

妹の別れから再会までの出来事を語るが、両者の構造は異なる。原作は時間の流れに従っ

表 1 小説と映画の構造比較

小説

第 1－第 48
書簡

第 49 －第 50
書簡

第 51 －第 69
書簡

第 70 －第 91
書簡

第 92 書簡

セリーが神へ
書く手紙：セ
リーの生活・
境遇について
書く。

初めてネティ
からの手紙を
受け取る。

神に書く手紙
とセリーに書
くネティの手
紙の交差。

互いに手紙を
書くセリーと
ネティ。しか
し、セリーの
手紙は届かな
い。

セ リ ー と ネ
ティの再会、
独立記念日に
皆一緒に食事
を摂ることに
ついて述べる。

映画

00:00:00－
01:39:45

01:39:46－
01:54:15

01:54:16－
02:06:50

02:06:51－
02:22:56

02:22:57－
02:30:05

セリーの生活・
境遇について
描写する。

ネティからの
手紙を受け取
り、ネティの
状況について
了解し始める。

ミスターに対
するセリーの
怒りと家出。

セリーの自立
とシャグの父
との和解。

ミスターがネ
ティ達をアメ
リカへ帰れる
ように助ける。
セ リ ー と ネ
ティの再会。
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て記述されているが、映画はセリーが遭遇した出来事を中心にして描かれている。

アダプテーションを通して再創作された作品では、語り手も変化を被る。その理由は、

書簡を視覚化することは困難であるため、様々な変更が求められるからである。原作で

の叙述、語り、描出された思考を発話、行動、音声、そして視覚映像へと変換しなけれ

ばならない。原作ではセリーとネティが他の登場人物、ストーリーの背景および起こっ

た事件について報告する。映画では二人の語りのみでストーリーを展開するのは困難で

ある。そのため、『カラー・パープル』がアダプテーションされた時には、手紙の内容

の映像での表現のみならず、手紙を読むセリーのボイス・オーバー、カッティングやモ

ンタージュの技法を用いて、観客の原作に対する記憶と理解を生かして、書簡の「存在」

が記号として表象される。

2. 3翻案者達の動機及び役割

アダプテーションの実行において、監督、脚本者、作曲者、俳優、編集者などが翻案

者となる（ハッチオン、103）。映画は、これらの翻案者によって、コラボレーション的

に作りあげられる。ここでは主に監督と俳優について論じてみる。

翻案者の中で監督は支配的な存在であり、映画製作における最重要人物でもある。文

学作品を映画化する際に、監督はアダプテーションを実行する個人的な理由を必ず持っ

ており、これは、まずアダプテーションの対象を選択して、次にどのように撮影するか

を決める動機となる。スピルバーグが小説『カラー・パープル』のアダプテーションを

実行した動機は、自分の商業的なイメージを変えることと（Bouzereau, 00：11：10）、

ユダヤ人として差別された経験を生かすことができたことである（Bouzereau, 00：19：

20）。

翻案者である俳優に関して、「役者が身振り、声の調子、表情を通して登場人物を具

体化することで、原作者が予測しなかったような解釈行為を行なっている」（ハッチオン、

103）と言う説明がある。映画で、女優ウーピー・ゴールドバーグ（セリー役）とオプラ・

ウィンフリー（ソフィア役）は小説の内容を踏まえて、作品に登場する人物の身振り、

表情、声の調子などを自分の表現方式で演技した。俳優達は実際にこの意味で翻案者で

あるのだ。

3 『カラー・パープル』の原作と映画化の比較及び分析
小説『カラー・パープル』は女性の物語として、女性と男性の関係を扱った内容が多

い。アダプテーションによる小説と映画の相違点について、比較分析しながらジェンダー

表象の変容を見ることにする。
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3. 1 女性の物語としての『カラー・パープル』

3. 1. 1 レズビアン

黒人女性同士は、彼女らが社会の最下層にいるがゆえに、互いに深く相手を思いやる

感情が生じやすい。小説において、セリーは病気になったシャグを助け、シャグは人生

の喜びを諦めているセリーを助け、二人は互いに助けあって、自然に恋人同士になった。

セリーとシャグ二人の親密な同性愛的接触の描写は、映画においては以下のような二つ

の異なる画面で表現されている。

小説と映画で表現されたキスシーンを比較する前に、原作の中のセリーとシャグが恋

人同士であることが持つ意味を分析しておく必要があると思われる。小説ではウォー

カーがエッセイ集『母の庭をさがして』（1983）で提出したウーマニズムという思想が

作品を貫いている。ウォーカーはウーマニズムの定義を下のように述べている。

1．  From womanish.（Opp. of “girlish,” i.e. frivolous, irresponsible, not serious.） A 

black feminist or feminist of color.... Interested in grown up doings. Acting grown 

up. Being grown up...

2．  Also: A woman who loves other women, sexually and/or nonsexually. Appreciates 

and prefers women’s culture, women’s emotional flexibility（values tears as 

natural counterbalance of laughter）, and women’s strength. Sometimes loves 

individual men, sexually and/or nonsexually. Committed to sur vival and 

wholeness of entire people, male and female. Not a separatist, except periodically, 

for health.

3．  Loves music. Loves dance. Loves the moon. Loves the Spirit. Loves love and food 

and roundness. Loves struggle. Loves the Folk. Loves herself. Regardless.

4．  Womanist is to feminist as purple is to lavender. （Walker 1984, xi-xii）

この定義においては、フェミニズムという、社会における女性の権利の主張が記され

ているのではなく、むしろそのことには触れず、人間であれ、自然であれ、この世に存

在する全てのものへの愛が記されていると思われる（田中、110）。このように、全ての

存在に対する愛という思想がウーマニズムの特徴で、この愛の中にはレズビアンなどの

同性愛も含まれる。ウーマニズムは女性が同性、あるいは異性に対する「性的」／「性

的ではない」愛に対して、女性的カルチャーと存在を認めることが必要であると主張す

る。原作はレズビアンになった二人の連帯を通して、ウーマニズムという思想を表し、

広めようとしたのだと考えられる。セリーとシャグがレズビアンであることは、原作に
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おいては、ウーマニズム思想を更に重層化させている。それゆえ、この作品においてレ

ズビアンの問題は無視することができず、深く検討すべき問題であろう。小説では、シャ

グがセリーに鏡の前で裸の自分の体を見させ、彼女自身の体の各部位の美しさを、鏡を

通して教え、二人の性行為が描写される。しかし、映画では、鏡の前で、セリーは自分

の笑顔を正視し、大笑いする（01：13：42）。その後、曖昧なキスシーン（01：18：05）

と、ベッドでの行為が風鈴で暗示される（01：18：47）だけで、二人のキスシーンが何

を意味するかが明らかにされない。フランク・マーシャルはこのキスシーンについて、「ス

ピルバーグは曖昧な表現をした。具体的な表現を避けて象徴的な演出をした」

（Bouzereau, 00：22：09）と批判し、ウォーカーは、当時見た時には、セリーとシャグ

の愛し合うシーンが削られ不満だったと話している（Bouzereau, 00：22：35）。こうし

て見ると、映画では、女性の連帯を意味するウーマニズムの思想が弱められたと考えら

れる。

3. 1. 2 「ズボン」

小説の中で、セリーがズボンを作るきっかけは、セリーに宛てて書いたネティの手紙

を隠したミスターに対するセリーの怒りの気持ちを転化するために、シャグが彼女にズ

ボンの作り方を教えたことである。ミスターの家を離れたセリーは、ズボンの作り方を

練習し、売り始めるようになる。その後、父の遺産をもらったセリーは、ズボン縫製会

社を設立する。

ウーマニズム思想に貫かれている原作は、全ての黒人女性が所有する創造的精神に価

値を置いている。作品における黒人女性の創造的精神は、主人公セリーが自立のために

作るズボンに表れている。女性達がはじめてジーパンをはきはじめたころ、ある女性は

ジーパンをはきはじめてから自分が性的に主体的になったという（上野、23-24）。女性

達はズボンをはくことでそれまでの女性としての性別的なアイデンティティを脱却する

ことができた。女性のためのズボンを作ることは、従来の服従的姿勢を持つセリーにとっ

ても、この作品にとっても、伝統の束縛から離脱し、ウーマニズム意識を強める役割を

果たし、男女の関係に対する社会通念から脱却していくことを可能にする。しかし、映

画では、ズボンを作るきっかけなどがカットされ、「ミス・セリーの大衆のズボン」と

いう会社のマークでセリーがズボン縫製会社を設立したことと、その時期が知らされる

のみである（02：15：43）。こうするによって、セリーの創造的精神が弱められたと考

えられる。
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3. 1. 3 『ミス・セリーのブルース』

原作と映画の最も著しい相違点は、映画においては音楽を音楽として表現することが

できる点である。「アダプテーションが成功するかどうかにとって音楽は重要であるが

作曲家は通常、元テクストではなく、脚本をもとに作業をする」（ハッチオン、102）。

映像と音楽は依存関係がある内在的な構造を形成し、観客の感情は音楽監督／作曲家の

創作する音楽によって強められる。映画『カラー・パープル』に表現されたシャグのブ

ルースとゴスペルは、シーンに伴って様々な観客の反応を誘発し、異なる人物に対する

観客の解釈が方向付けられる。シャグのブルースは心のパッションを掻き立て、教会の

ゴスペルは厳粛な雰囲気を際立たせるのである。

原作でも映画でも、シャグはセリーに向けて『ミス・セリーのブルース』という自作

のブルースを歌う。原作では歌の名前しか言及されていないが、映画では画面でブルー

スを歌うシャグの姿を見、ブルースの曲と歌詞を聞くことができる。映画における音楽

は原作の内容に応じた感情を溶かし込み、それを一定の方向へともっていく乳化剤のよ

うな機能を果たすのである。映画でこの歌が披露されることによって、そしてまた、シャ

グの歌を聴くセリーの表情によって、受け手は、セリーとシャグの関係と、女性達の連

帯に対する理解を深めることができる。

3. 1. 4 ネティの手紙の役割

原作の手紙の中の 22 通はネティがセリーに送った手紙である。ネティの手紙は、セ

リーに外の世界、自ら学び得た知識や情報を詳しく伝えるという形で、物事についての

考え方を示し、自立を支える役割が割り当てられている。しかし、映画ではネティの手

紙の内容はオリンカの日常生活の中で大幅に圧縮され、ごく簡単に紹介されるに過ぎな

い。また、ネティの手紙はセリーに実父に関することを伝える。セリーはこのことを知っ

てから、しっかり現実を受け入れ、精神的により自立できるようになる。しかし、アダ

プテーションによって、これらの内容は削られ、ネティの手紙の役割が大幅に弱められ

ている。

さらにネティの手紙は、セリーがミスターとの別れを引き起こすきっかけにもなる。

セリーはミスターが手紙を隠したことを知り、彼を殺そうとする。セリーの怒りについ

て、小説では、剃刀でミスターを殺そうと思ったところをシャグに阻止される様子が描

かれているが、映画では、セリーの手中の剃刀がミスターの首に触る画面のみが示され

ている。この場面は、セリーが剃刀をミスターの首にあてるシーン（01：57：37）、シャ

グがセリーを阻止しようとして走るシーン（01：57：00）、アフリカでタシが顔に切り

傷をつけるシーン（01：57：21）を交 させながらモンタージュされている。三つの異
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なる空間で進行する事件を交 して表現することによって、リズムがより速くなり、音

楽に伴って、「ラスト・ミニッツ・レスキュー」という緊張した雰囲気を作り出す。こ

うして、「抑圧者」であるミスターに対してセリーが抱く復讐心と殺意をより激しく表

現することができる。このように、映画のモンタージュ技法によって、原作よりも物語

の衝突がより集中的に表現され、ミスターに対するセリーの怒りもより強く表現されて

いる。

3. 2 アダプテーションによる「父権制化」の再構成

3. 2. 1 暴力的なミスターの振る舞い

セリーの夫であるミスターに関して、映画と原作との最も大きな相違点は、彼の「悪」

のイメージに関するシーンが加えられたり、具体化されたりしていることであり、彼の

形象がスクリーン上でより強められたことである。セリーとネティに対して、ミスター

という存在は権力的な父権制の代表であり、性的・身体的に二人を蹂躙する抑圧者の役

割を演じていることがわかる。映画では、ミスターに平手打ちを受けるシーン（00：

12：58）、木を抱きしめて、別れられないようにする姉妹の手をミスターが拳で酷く殴

るシーン（00：12：58）、手紙を読んでいて、ミスターに返事できないセリーを殴るシー

ン（01：54：20）、ミスターの言葉の暴力を引き受けるセリーのシーン（00：38：25）

などで、ミスターの暴力的で父権的な振る舞いがより明確に表現されている。

原作の後半の部分では、ミスターは後悔し、セリー達を尊重する気持ちを示し、二人

は友達になる。これらの内容は、女性の解放が男性にも影響を及ぼし、さらに、互いの

団結とその進歩に寄与することを暗示している理想を示したと思われる。しかし、映画

の場合には、ミスターはネティらがアメリカに帰れるように援助するが（02：24：04）、

二人が平等の立場で友達になるという内容は大幅に削られている。たしかに、現実にお

いて、人生の大部分の時間を父権制の思想を持って生きたミスターが、原作のように、

女性を十分に理解し、応援するように急変することは難しいと思われる。映画の結末に

おいて、小説より父権制が強められたのは、このことを念頭においてアダプテーション

したためではないかと考えられる。これもまたスピルバーグ監督の意図なのであろうか。

3. 2. 2 父権制の代表―オールドミスター

小説においても、映画においても、ミスターの父親であるオールドミスターの登場回

数は少ないが、作品における彼の存在感はおろそかにしてはならない。その理由は、彼

が「父親」として「息子」であるミスターに与える影響力が強いからであり、また、彼

は父権制の悪い習慣をそのままミスターに踏襲させた人物だからであり、典型的な父権
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的人物であるからだ。映画では、ソフィアが家に帰ってきて、皆が食卓に集まって食事

をする（01：59：30）シーンに、オールドミスターのシーンを加えている。彼は息子で

あるミスターを指弾するセリーの話し方を阻止し（01：59：29）、セリーを制圧できな

いミスターにウェイターのようだと皮肉を言い（02：03：22）、ミスターとセリーを嘲

笑する（02：04：15）ことを通して、セリー達の反抗を抑圧する父権的な行為をとる。

さらに、セリーが家を出た後にも、オールドミスターが訪ねて来て、世話をしてくれる

若い女を捜すようにアドバイスする（02：10：53）。この二つの加えられた場面は、オー

ルドミスターが父権制の代表であることを強調したものと考えられる。

3. 2. 3 「メールボックス」

道具の役割は観客に小説の内容に関する情報を提供し、作品の主題を明らかにするこ

とである。映画『カラー・パープル』において、メールボックスは様々な意味を持って

いる。

原作では、メールボックスに関する描写はとても少ないが、映画では数回にわたって

メールボックスの映像が出現する。映画で、Johnsonというメールボックスは枯れ木と

錆びた鉄の箱で作られている（00：16：42）。枯れ木と錆は陳腐を象徴し、鉄の箱は堅

固で、崩れないことを象徴している。またネティからの手紙があるかと聞くセリーにミ

スターは、メールボックスは自分の専属だから触るなと脅す（00：32：08）。しかし、シャ

グはセリーと全く異なって、自由にメールボックスから手紙を取る。このことから、セ

リーとシャグの父権制に対処する異なる考え方が分かる。映画はメールボックスを道具

として利用することで、観客に隠蔽された「考え方」をも示しているのである。そして、

メールボックス自体はセリーを抑圧する父権制の権力象徴でもある。それゆえ、ネティ

からの手紙がミスターによって隠されたことを知ったセリーの怒りもメールボックスの

状態に反映されている。セリーが家から離れて行った時には、壊された状態になってい

て（02：09：09）、ミスターはこれを見て、吃驚し慌てた顔をする。これは、沈黙を破っ

た女性の怒りに家父長制が粉砕されたことを表現したのだと思われる。映画は道具であ

るメールボックスを利用して、原作より女性を抑圧する父権制の酷さを強調している。

3. 3 映画化によって変容させられた宗教観

3. 3. 1 セリーの宗教観に与えるシャグの影響の弱体化

主人公セリーの人生において、宗教は彼女が自立へ至るための精神的な支柱である。

ミスターによってネティからの手紙が隠されていたことを知らなかったセリーは一般の

黒人女性と同様に、神によって下される「罪」の観念を押し付けられ、人間を束縛する
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キリスト教的神を白人の男性として崇拝していた。このようなセリーを「罪」から解放

したのはシャグの神であった。原作でのシャグは、「キリストはなぜ白人か」という疑

いの声を上げる大胆な女性で、ミスターによってネティからの手紙が隠されていたこと

を知った後、神へ手紙を書くことを止めたセリーに自分自身の神に対する概念を伝える

ことでセリーの怒りを鎮めていく。シャグにとって、神とは大自然との一体感をもたら

すもので、人間に抑圧を加える存在ではない。シャグの宗教信仰は、抑圧されているセ

リーに影響を与え、ウーマニズム意識の覚醒に役立った。

しかし、映画では紫色の花畑を歩きながら神について話す一分程度の画面（02：16：

54－02：17：59）で、シャグが、神が皆に愛されていること、そして愛を分かち合って

欲しいことをセリーに教える内容のみ表されている。このように、映画では、シャグの

宗教観についての言及がほとんど削除されることによって、彼女の宗教観によって女性

達が自立を獲得するために与えられる影響が弱められるのである。

3. 3. 2 アフリカの宗教

原作では、セリーへ書くネティの手紙が四分の一くらいを占めている。手紙の中では、

アフリカオリンカの人々が信じている宗教に関する内容などが書かれている。しかし、

映画では多くの内容が省略されている。

商業的な劇場映画は 3時間以内が常識的な線である。その時間で（『カラー・パープル』

は 2時間 34 分）、92 通の手紙の全ての内容を表現することは無理であろう。それゆえ、

原作の中のある部分を省略したり、簡単にしたりすることが必要となる。映画『カラー・

パープル』において、アフリカに関する内容が多く削除されたのは、この理由によるの

だろうが、何を削除し、何を添加するかは、スピルバーグ監督の意図であるはずである。

3. 3. 3 「牧師」であるシャグの「父親」

小説『カラー・パープル』の中では、シャグの父親に対する描写がほとんどない。し

かし、映画においては、キリスト教の「牧師」であるシャグの父親を登場させることに

よって、教会でキリスト教を伝道する「牧師」の役割とシャグを「圧倒」する「父親」

の役割を加えた。

シャグがハーポの音楽酒場でブルースを歌っている時、牧師は教会でバビロンの「罪」

について講じるシーン（01：05：11）を通して、自分の娘であるシャグが持つ享楽的な

放蕩の「罪」を明示的に弾劾しているのである。小説において、シャグは世界との一体

感をもたらす宗教を信仰するブルース歌手である。映画では、シャグはブルース歌手と

いう生活スタイルが父に受け入れられない娘である。娘を否定的にとらえるのは、シャ
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グに対する父権の圧倒的な力を意味するだけではなく、宗教的な面でもシャグは圧倒的

に否定されるのである。

原作で、シャグは “I is a sinner, say Shug. Cause I was born. ”（Walker 1983, 166）と

言う。この「罪人」は、「罪人」として生まれたことにより、愛され、愛を分かち合う

ようにし、世界に存在する全てを愛し楽しもうとする人間を意味している。一方、映画

では、シャグが歌いながら教会へ行って、父と和解しようとする時、牧師である父に、「罪

人にも魂がある」と言う（02：22：26）。南部の教会では、「悪魔の歌」と呼ばれるブルー

スを歌う女は反キリスト教と反父権制を意味する（後藤、51－52）。ここでの「罪人」

は享楽的で、放蕩する罪を犯した自分を意味するが、自分の存在と魂を認めて欲しいシャ

グの気持ちをも表している。一方、牧師の立場で見ると、シャグを抱いたのは、「罪人」

であるシャグを認めたことである。したがって、牧師とシャグの和解は反キリスト教的

な「ブルース」の「ゴスペル」への歩み寄り、容認であり、シャグの「父権」に対する

克服であるばかりではなく、自由に対する彼女の精神的な希求でもあると思われる。

4 結論
この論文の目的は、ジェンダー（男女の社会的役割）を視座として、小説から映画へ

の変容（アダプテーション）を考察することであった。本論文では、こうした観点から、

小説と映画の比較及び分析を行なった。これによって、再構造された映画におけるジェ

ンダー表象の変容が見えてくる。80 年代になってからは、女性観客を意識して製作さ

れたジャンルが考案され始め、父権制に抵抗する女性についても議論が起こり、映画に

おける女性の「居場所」や女性の「抵抗」を評価する議論が積極的になされるようになっ

た（塚田、18－19）。しかし、『カラー・パープル』の映画化について言えば、文化評論

家ミシェル・ウォレスは、映画館で映画を見た時、客達はセリーがミスターに虐められ

るたびに笑い、白人男性観客達にとっては、この映画は彼らの娯楽のために作られたも

のであると受けとめられただろうと論じている（Wallace, 67）。これは映画の主題の意

図が観客によって十分に受け入れられなかったと同時に、この映画では原作の持ってい

たジェンダー観が十分に映像化されていないことを物語ってもいる。

文学作品からアダプテーションされた映画について、原作を読んだ観客は小説を基準

として映画を評価することが多い。『カラー・パープル』の原作は人種主義と父権制を

完全に打破し、ジェンダー身分の社会による抑圧と屈辱を除き去り、男女位置付けの平

等、女性達の自我価値を実現することが主題である。一方、映画では、ここで分析した

ように、全体的に作家が主張するウーマニズムの思想が弱められ、相対的に、父権性を

強めるシーンが加えられている。原作を読んだ観客は、映画は小説の主旨を表していな
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いというかもしれないが、小説と映画は二つの異なるメディアで、物語に対する叙述方

式が違うので、表現された物語に対する感受性も違うことがある。アダプテーションの

実行は様々な面から影響を受けるのである。映画の製作を考えてみると、製作費、興行

などのコマーシャルな要素を念頭におかなければならないので、監督は観客に受けいれ

やすくするために、従来的価値観を容れて製作する場合もあり得る。スピルバーグ監督

の場合はどうなのであろうか。彼の中にも本質的な父権的感性があり、それがウォーカー

の主張を受け入れ難くしているのであろうか。

60 年代の公民権運動と第二波フェミニズム運動を背景に、80 年代のハリウッドにお

いて、『カラー・パープル』を映画化したのは、社会背景に適応するハリウッドの趨勢

でもあった。もちろん、映画は原作の主張する主旨を全て表現できてはいない。しかし、

映画のラストの部分で、父権制の代表であり、白人の主流の価値観であるキリスト教を

代表する牧師がシャグを認める場面を付け加えたことを通して、監督がある程度原作の

主張に妥協したとも考えられる。この妥協の意味を問うことを今後の課題としたい。
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