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Les Misérables, written by Victor Hugo, a writer who was also a republican politician, has many 

adaptations like musical shows, literature for children, cartoons and animations.  Considering the fact that 

quite a small number of studies have been made to make clear the connections between the original work 

and its adapted versions, this article focuses on the various adapted counterparts of Les Misérables, 

especially in the field of literature for children and musical shows.   And then to understand characteristic 

features of adapted counterparts of Les Misérables, comparison will be made with some equivalent works 

of The Happy Prince of Oscar Wilde and Anne of Green Gable of Lucy Montgomery.  

 

1. はじめに 

 本稿は、『レ・ミゼラブル』（Les Misérables, 1862）

の主題に対して、原作から派生した翻案作品の多様

性と、受容過程で生じた『レ・ミゼラブル』像の差

異を探求する試論である。 

共和主義の政治家としても活躍した作家ヴィクト

ル・ユゴー1)（Victor Hugo, 1802-1885）によって書か

れた『レ・ミゼラブル』は原作の小説だけでなく、

児童文学やミュージカル、漫画、アニメなど、多く

の翻案作品が日本で広く受容されている。多様な翻

案が作られ、それらが強く支持されている文学は、

『レ・ミゼラブル』が最も著名であろう。しかし、

原作の研究や、翻案作品単独の研究は存在するが、

原作と翻案作品の比較や、同じジャンルの他の作品

と比較した先行研究は、管見の限り存在しない。翻

案作品が独自の作品として既に地位を獲得している

ことや、多様な翻案作品を持つ文学は少ないことが、

 
1) 日本語表記においては、ユゴーとユーゴーが併用さ

れている。本稿ではユゴーを採用し、引用文と引用文

献においては、出版社の記載に従うこととした。 

先行研究が行われてこなかった原因であると筆者は

考える。原作よりも翻案作品の方が受容され、一般

的に定着してしまった「憐れなコゼット」に代わる、

新たな『レ・ミゼラブル』像を打ち出すという現代

的意義もあろう。 

ところで、翻案過程で付加された要素もあれば、捨

象された要素もあるため、翻案作品ごとに特徴が異

なることが多い。本稿では、『レ・ミゼラブル』の翻

案作品の中でも特に人気のあるミュージカルと児童

文学に焦点を当て、他作品の原作と翻案との差異と

の比較をする。比較の対象は、ミュージカルと児童

文学に翻案されているオスカー・ワイルド（Oscar 

Wilde, 1854-1900）による『幸福な王子その他』（The 

Happy Prince and Other Tales, 1888）と、ルーシー・

モンゴメリ（Lucy Montgomery, 1874-1942）による『赤

毛のアン』（Anne of Green Gables, 1908）とする。 

 

2. 『レ・ミゼラブル』の原作と翻案作品 

まず、『レ・ミゼラブル』の原作を、最後まで読み

通す人が少ないという点について触れておきたい。

名作として多様な翻案作品が生まれているにもかか

わらず、原作が読まれていないというのは重要な論
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点だからである。 

鹿島茂によれば、「読まれざる《名作》」は大きく二

つの系統に分けることができるとされている。 

 

きわめて抽象性が高い作品で、いちど概略を知

れば、あらためて読み返す必要がないように思

えるもの。 

もう一つは、いわば普遍的な通俗性とでもいえ

る要素を備えた作品で、何度も映画化やドラマ

化されているため、読みもしないのになんとな

く読んだ気になってしまうものである。 

ヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』は幸

か不幸か、このどちらの要素も含んでいる2)。 

 

前者の例として、『ドン・キホーテ』（Don Quijote、

Don Quixote, 1605）や『ガリヴァー旅行記』（Gulliver's 

Travels, 1726）を鹿島が提示しているとおり、この二

つの長編を読み通したという読者は多くないだろう。

後者の作品について鹿島は例示していないが、ワイ

ルドの『幸福な王子その他』やモンゴメリの『赤毛

のアン』、チャールズ・ディケンズ（Charles Dickens, 

1812-1870）の『クリスマス・キャロル』（A Christmas 

Carol, 1843）などが該当すると筆者は考える。鹿島

が指摘するように、これらの作品は何度も翻案され

ているために原作を読んだ気になってしまい、「読ま

れざる《名作》」となってしまうことが共通している。 

「読まれざる《名作》」の中でも、『レ・ミゼラブ

ル』の原作は 655,478語を費やした長編小説であり、

日本語訳された岩波文庫版も 2,000 ページを超えて

いる。日本における『レ・ミゼラブル』の受容は 1887

年が最初で、明治 20 年代だけでも九種類の翻案や

翻訳がされてきた。しかし当時翻訳は、「いずれも部

分訳や翻案で、作品の全容を伝えるまともな翻訳は

出版されていない3)」と批判されるほど、多数の読

者に興味深く読まれる条件は整わなかった。このよ

うな長編をミュージカルや児童文学に翻案するのは

極めて難しいため、翻案者の意図が入り込む余地が

 
2) 鹿島茂『「レ・ミゼラブル」百六景』文春文庫、2012

年、3 頁。 
3) 児童文学翻訳大事典編集委員会編『図説児童文学翻

訳大事典』第 1 巻、大空社、2007 年、333 頁。 

大きい。 

さて、ミュージカル版『レ・ミゼラブル』（以下、

ミュージカル版と略す）についてであるが、キャメ

ロン・マッキントッシュがイギリスで翻案した『レ・

ミゼラブル』（1985）がデファクトスタンダードとな

っている。ミュージカル版は 1985 年にロンドンで初

演され、上演する劇場が替わりつつも 2020 年のいま

なお上演が続いており、世界最長ロングラン記録を

持つミュージカルである。ロンドンには 300 以上の

劇場があるため、演目ごとの競争が激しく、観客動

員数が減ればすぐ終演になるという極めて厳しい市

場である。ロンドンやアメリカのブロードウェイで

は、毎夜ミュージカルを見に行く旅行客や地元の富

裕層が多い。最も安いチケットでも 35 ポンド程度で

あることから、所得の低い者がそう何度も観劇でき

るものではない。だが、ミュージカル版『レ・ミゼ

ラブル』は、35 年にもわたりロングランを続け、ほ

ぼ毎回の公演が満席になるほど、熱烈に支持され続

けている翻案作品である4)。 

ミュージカル版と異なり、日本においても海外にお

いても、児童文学版『レ・ミゼラブル』（以下、児童

文学版と略す）は様々な翻案が存在する。日本では、

岩波少年文庫、偕成社文庫、福音館古典童話シリー

ズ、講談社青い鳥文庫などから児童文学版が出版さ

れており、それぞれ異なる脚色が施されている。「お

手本」とすべきデファクトスタンダードがないため、

児童文学版については力点を置いている箇所が、翻

案作品ごとに異なっている。原作同様にジャン・バ

ルジャンが主人公の作品もあれば、コゼットが主人

公のものもある。大人向けの長編小説を児童文学と

して翻案するため、翻案者の意図が色濃く反映され

ている。このことについては、4 章で後述する。 

 

3. ミュージカルとしての翻案 

ミュージカルとしての翻案は、アラン・ブーブリン

とクロード＝ミッシェル・シェーンベルクによって

 
4) 本稿執筆時の 2020 年は、新型コロナウィルスのため

に、『レ・ミゼラブル』を含めてロンドンの全ての演目

が一時休演という異例の事態となっている。一時休演

であり、終演とはみなされていないため、『レ・ミゼラ

ブル』のロングラン記録は継続している。 
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作られた、フランス版『レ・ミゼラブル』（1980）

が最初のものであった。フランス版『レ・ミゼラブ

ル』は、ミュージカル『オリバー！』（Oliver!, 1960）

に着想を得て作られたが5)、地元フランスで大きな

支持を得られなかった。マッキントッシュをはじめ

とする演出チームがフランス版『レ・ミゼラブル』

をもとに台詞をフランス語から英語にし、物語の改

変や曲の追加、曲調のアレンジ、演出の変更などに

より、英語版ミュージカルとして生まれ変わらせた。

つまり、マッキントッシュ版ミュージカルは、原作

の翻案であるフランス版ミュージカルの、さらに翻

案という位置づけにあたる6)。オペラ形式ミュージ

カル7)として全ての物語が音楽に沿って展開し、同

じ主旋律が劇中で何度も使われることで、観客は曲

を覚え、作品に引きこまれるよう巧みな演出がなさ

れている。 

 さて、渡辺諒によれば、原作の『レ・ミゼラブル』

という小説はフランス文学において、『忠臣蔵』のよ

うな存在であるとされている8)。ワーテルローの戦

い、当時の教会制度、パリの下水道の作り、下層階

級の苦難などの長大な描写が、フランス人にノスタ

ルジーを喚起させるのであろう。フランス版ミュー

ジカルは、ジャン・バルジャンがコゼットを引き取

るところから始まるのだが、世界に広まったマッキ

ントッシュ版ミュージカルでは、服役中のジャン・

バルジャンの苦行から始まっている。ジャン・バル

ジャンがミリエル司教と出会う場面や、回心する過

程が描かれていて、フランス版より説明的になって

いるため、時代背景や物語のあらすじを知らない観

 
5) ヴァーメット、マーガレット（髙城綾子訳）『「レ・

ミゼラブル」をつくった男たち−ブーブリンとシェーン

ベルクそのミュージカルの世界』三元社、2012 年、45

−46 頁。 
6) 原作は幾度となく映画化されてきたが、マッキント

ッシュ版をもとにした映画版が 2012 年に世界中で人

気を博し、ミュージカル版におけるマッキントッシュ

の評価を決定づけた。 
7) 全編が歌に乗って演じられるミュージカルを、オペ

ラ形式ミュージカルと呼ぶ。これに対して、『オペラ座

の怪人』や『キャッツ』などミュージカルの多くは、

物語が歌と会話に分かれている。 
8) 渡辺諒『フランス・ミュージカルへの招待』春風社、

2012 年、76 頁。 

客が感情移入しやすい。『忠臣蔵』でたとえるならば、

赤穂浪士が討ち入りする場面から見はじめても、浪

士の献身や散りゆく命、江戸庶民の判官贔屓などが

外国人に理解できるように助ける必要があるのと同

じであろう。 

マッキントッシュ版ミュージカルは全体の構図が

単純化されており、登場人物については、「ジャン・

バルジャンと対決するジャベール」、「憐れなコゼッ

ト」、「コゼットを思うファンテーヌの母性愛」、「マ

リウスへの叶わぬ恋に苦しむエポニーヌのけなげ

さ」に焦点を当てている。こうした改変に加えて、

エミール・バヤール（Émile Bayard, 1837-1891）

が原作のために描いた挿絵、「掃除するコゼット」

（Cosette balayant, 1879）が、ミュージカルのロ

ゴとして使われたことも考慮すべき点である。この

挿絵の強烈な印象と、ミュージカル版の演出のため

に、「憐れなコゼット」という通俗的な考えが広く受

容されている。 

 

図 1 「掃除するコゼット9)」（Cosette balayant） 

 

出所：パリ市博物館 

 
9) 本稿の挿絵は、パリ市博物館より筆者が許可を得て

使用している。 

https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/maison-de-vi

ctor-hugo/oeuvres/cosette-balayant#infos-principales 

（2020 年 8 月 13 日アクセス） 

https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/maison-de-victor-hugo/oeuvres/cosette-balayant#infos-principales
https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/maison-de-victor-hugo/oeuvres/cosette-balayant#infos-principales
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4. 児童文学としての翻案 

既述のとおり、デファクトスタンダードとなる児童

文学版がないため、翻案者の意図によって改変され

ていることが多い。ミュージカル版と同様、児童文

学版も「虐げられるコゼット」に焦点を当てている

ものが多く、とりわけ 2012 年に出版された絵本は、

コゼットがジャン・バルジャンに引き取られる場面

で終わる10)。「子ども時代のコゼットの苦役の終わり

がハッピー・エンディングである」という大胆な翻

案は、ジャン・バルジャンの克己や愛憎、時代に翻

弄される民衆など、中盤以降の展開を捨象している。

このような翻案は子ども向けの他の媒体についても

同様であり、『まんが日本昔ばなし』で二度アニメ化

されているが、コゼットの少女時代の逸話のみで終

わっている。原作は共和党支持や、キリスト教信仰、

神の愛の偉大さなど、子どもが理解するには難しい

主題が多い。そのため、児童文学においては、愛憎

に葛藤するジャン・バルジャンの苦悩や、登場人物

の悲惨な死の描写を大きく変更している。 

『レ・ミゼラブル』に近い時代の児童文学で、日本

で人気のある作品は、『幸福な王子』や『クリスマス・

キャロル』などが挙げられる。いずれも岩波少年文

庫や偕成社の児童文学シリーズとして出版されてい

る。『幸福な王子その他』に収録されている「幸福な

王子」（“The Happy Prince”, 1888）や「わがままな大

男」（“The Selfish Giant”, 1888）、ディケンズの『クリ

スマス・キャロル』は原作が短編であるだけに、原

作に忠実に翻案されることが多いが、『レ・ミゼラブ

ル』は、原作の 655,478 語を紙面の許す範囲に割愛

せざるを得ない。 

注目すべきことに、『レ・ミゼラブル』が児童文学

として研究されることはほとんどなく、国内では二

つの児童文学研究書であらすじについて言及されて

いる程度である。童話や絵本に限らず、歴史小説や

動物日記に至るまで、子どもが読む本を広く研究し

た『ジャンル・テーマ別児童文学』において、『赤毛

 
10) ユゴー、ビクトル（ルフェール、リュック脚色、河

野万里子訳）『レ・ミゼラブル−ファンテーヌとコゼッ

ト』小峰書店、2012 年。 

のアン』や『幸福な王子その他』は言及されている

が、『レ・ミゼラブル』は研究対象となっていない11)。 

『幸福な王子その他の物語』や『赤毛のアン』が子

どもと大人の両方を対象読者にしているのに対して、

『レ・ミゼラブル』は新聞に連載されていたことか

ら、児童文学として翻案されることを、作者は想定

していなかったであろう。これが、児童文学版『レ・

ミゼラブル』が研究されてこなかった理由のひとつ

であると、筆者は考える。「憐れなコゼット」が忍耐

の末に報われるという教訓性ゆえに、児童文学とし

て翻案されてはいるが、捨象された要素が大きいこ

とと、デファクトスタンダードとなる版が存在しな

いことが、児童文学としての研究を困難なものにし

ている。大人向けに書かれた政治性と宗教性の強い

長編小説を児童文学として翻案した結果、翻案者ご

とに主調が不明瞭で、統一性のない作品群になって

しまった可能性がある。 

ここまで論じたように、「憐れなコゼット」が中心

的なメッセージとなっていることが、ミュージカル

版と児童文学版で共通しているといえる。 

 

5. 翻案作品で捨象された要素 

長編小説である原作をミュージカルや児童文学に

翻案している過程で、多くの要素が捨象されている

ことが、先行研究で指摘されている12)。 

原作の特徴として、当時の教会制度やワーテルロー

の戦い、六月暴動（1832）、パリの下水道の仕組み

に、毎回約 100 ページもの紙面を費やしている13)。

これらの長大な描写は、政治家であった作者が自分

の主張として描きたかったことであろうが、翻案作

品では全て捨象されている。ワーテルローの戦いで

マリウスの父がテナルディエを恩人と勘違いしたこ

と、下水道でバルジャンがマリウスの命を救ったこ

 
11) 吉田新一編著『ジャンル・テーマ別英米児童文学』

中教出版、1987 年。 
12) 渡辺諒『フランス・ミュージカルへの招待』69 頁。 

本橋哲也『深読みミュージカル−歌う家族、愛する身体』

青土社、2011 年、271 頁。 
13) 『レ・ミゼラブル』の原作は、当時の教会制度やワ

ーテルローの戦いなどの伏線となる逸話が長く、ひと

つの逸話につき岩波文庫版で約 100 ページにも及んで

いる。 



日本国際情報学会誌『国際情報研究』17巻 1号【研究論文】               2020年 12月 26日発行 

 

26 

 

となど、マリウスが再びジャン・バルジャンに敬意

を抱く大きなきっかけとなる。終盤にテナルディエ

の告げ口によって全ての伏線が回収されるが、翻案

作品の場合は、上演時間や紙面の都合上から伏線そ

のものを捨象せざるをえなかった。 

また、児童文学版では残酷な描写の多くは捨象され

ている。たとえば、子どもが読む本としての配慮が

なされているため、ファンテーヌが娼婦となったこ

とは明確には描かれておらず、買春に来た男から背

中に雪を入れられる場面も省略されている。多くの

登場人物が死んでいく本作で注目すべきは、死の場

面の改変であろう。原作のファンテーヌは死後、共

同墓地の穴に名も無き者として埋められ、転落した

者がたどる社会の無慈悲さという重要なテーマが描

かれている。ミュージカル版では母性愛を歌って息

絶え、児童文学版ではジャベールと会ってショック

死するという描写にとどまり、いずれの翻案作品に

おいても、転落したシングルマザーの悲哀は捨象さ

れている。このように、対象読者が子どもである児

童文学版と、観客が大人であるミュージカル版とで、

捨象されている要素が微妙に異なっている。 

 終盤の山場であるジャン・バルジャンの死につい

ての、原作の悲惨な描写は、翻案作品では大きく省

かれている。ミュージカル版では、コゼットに会え

ない嘆きの歌以外にジャン・バルジャンの様子は描

かれず、既にこの世を去った登場人物たちが彼を迎

えるかのように歌い、天国へ召されるという演出と

なっている。児童文学版では、彼が死に至る過程は

以下のとおりさらに簡潔になっている。 

 

ジャン・バルジャンは、長年の苦労のために、

おとろえきって、一日じゅう、いすにもたれて

いるありさまだった14)。 

 

原作では、コゼットを幸福にするため、あえてコゼ

ットから距離をおいたジャン・バルジャンが悲しみ

に打ちひしがれ、衰えていく様が精緻に描かれてい

る。ミリエル司教から大きな愛を注がれたジャン・

 
14) ユーゴー（塚原亮一訳）『レ・ミゼラブル−ああ無情』

講談社青い鳥文庫、2012 年、274 頁。 

バルジャンは、コゼットを育てる過程で大きな愛を

注ぎ、コゼットが去ったことにより死の床につく。

愛の喪失が、ジャン・バルジャンの死因であった。

ミュージカル版も児童文学版も、ジャン・バルジャ

ンの死の原因が描かれていないため、彼が老衰で死

んでいくかのような誤解を観客や読者に与える可能

性がある。 

ところで、原作で幾度となく描かれている神の愛の

大きさの描写について、翻案作品で触れられていな

いことは注目すべき点である。序盤にミリエル司教

の愛に打たれたジャン・バルジャンは回心したが、

その後に何度となく誘惑や愛憎に葛藤しながらも、

ジャン・バルジャンは正しい道を貫いた。ある男が

ジャン・バルジャンと間違えられて逮捕された際に、

彼は大きく葛藤する。マドレーヌ市長として市民や

コゼットを守るために、ジャン・バルジャンとして

の過去を隠して冤罪で捕まった男を見捨てるか。あ

るいは、捕まった男を救うために今の地位を投げ捨

てて名乗り出るか。ジャン・バルジャンは思い悩み、

捕まった男を見捨てることを自己正当化しようとし

たが、最終的には正しいことをする道を選ぶ。 

 

だれかが自分を見るかも知れないと彼は思っ

たらしい。だれが？人が？ 

悲しいかな、彼が室に入れまいとしたところの

ものは、既にはいってきていた。彼がその目を

避けようとしたところのものは、既に彼を見つ

めていた。彼の本心が。 

彼の本心。すなわち神が15)。 

 

人が見ていなくても神が見ているというジャン・バ

ルジャンの信念は、この葛藤の後は、死の床に至るま

で常に一貫してゆらぐことがなかった。一度しか登場

しない脇役の修道女についても、「かかる有徳の人が

下界にも多くいる。他日彼らは天国に至るであろう

16)」という具合に信仰の重要さが描かれており、キ

リスト教を賛美する描写が原作の随所に存在する。原

 
15) ユーゴー、ビクトル（豊島与志雄訳）『レ・ミゼラ

ブル』1 巻、岩波文庫、1987 年、387 頁。 
16) 前掲書、320 頁。 
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作が神の愛の大きさと、元犯罪者やシングルマザー

に対する社会の非寛容性を対比させているに対して、

ミュージカル版と児童文学版はこの対比を捨象して

いる。結果として、読者や観客に対して、翻案作品

は全く異なる読後感を与えている。 

 

6. 翻案作品で付加された要素 

小説という媒体である原作ではできないことであ

るが、ミュージカル版は音楽という方法で観客の聴

覚に訴えている。口ずさみやすい音楽に乗って、オ

ペラ形式ミュージカルとして物語が進むことにより、

小説とは異なる訴求の仕方をしている。加えて、舞

台装置の豪華さや衣装の鮮やかさで、観客に視覚的

に訴えることにも成功している。ミュージカル版は

聴覚と視覚を駆使した巧妙な翻案となっているとい

えよう。 

一幕目の最後は六月暴動の決起の場面であるが、こ

の場面で歌われる「人民の歌が聞こえるか」（Do you 

hear the people sing?）が、『レ・ミゼラブル』を代

表する名曲である。この歌の勇ましさや、歌う青年

たちの姿と衣装、演出の巧みさのためか、六月暴動

のことをフランス革命（1788-1789）と勘違いして

しまう観客すらいる。 

ミュージカル版では、「ジャン・バルジャンとジャ

ベールの対決」という構図が大幅に前面に出ている。

原作では、刑期を終えたジャン・バルジャンが、ミ

リエル司教から愛を注がれながらも、プチ・ジェル

ベから銀貨を強奪して再犯してしまうことが、釈放

後も警察に追われる原因となっている。ミュージカ

ルではこの場面が捨象され、その代わりにジャベー

ルが仮釈放するよう改編されており、ジャン・バル

ジャンは再犯していないが仮釈放中にジャベールか

ら逃亡したと脚色している。つまり、原作よりも早

くジャベールとジャン・バルジャンが出会い、二人

の対決が運命的なものであるという演出となり、娯

楽として見せ場が多くなっている。 

児童文学版には、付加された要素がこれといって見

当たらない。原作の長大な描写を巧みに捨象してい

るが、何らかの要素を付加する余地が小さいのであ

ろう。児童文学という媒体は挿絵を多く入れて子ど

もに理解を促すことが多いが、『レ・ミゼラブル』の

場合は原作に挿絵が多かったことから、児童文学版

は視覚的に付加できる余地がなかったと筆者は考え

る。 

 

7. 主なミュージカルとの比較 

世界で人気のあるミュージカルには、大きく分けて

二つの系統がある。文学や映画など原作を翻案して

いるものと、完全に新たに創作されたものとがあり、

『レ・ミゼラブル』は前者に当たる。ロンドンの劇

場の上演時間は二時間半のものが多く、その時間に

おさまるよう、どの作品も演出や休憩時間を考慮し

て作られている。 

原作を翻案したミュージカルは、『オペラ座の怪人』

（The Phantom of the Opera, 1986）と『キャッツ』（Cats, 

1980）が特に人気のある作品である。しかし、ガス

トン・ルルー（Gaston Leroux, 1868-1927）の『オペ

ラ座の怪人』（Le Fantôme de L'Opèra, 1910）と、T. S. 

エリオット（Thomas Stearns Eliot, 1888-1965）の『ポ

ッサムおじさんの猫とつき合う法』（ The Old 

Possum's Book of Practical Cats, 1939）を大幅に改変

したミュージカル版は、登場人物や結末に至るまで、

完全に原作とは別の物語になっている。他にも、プ

ッチーニ（Giacomo Puccini, 1858-1924）のオペラ

『蝶々夫人』（Madama Butterfly, 1904）をベトナム戦

争に翻案したミュージカル『ミス・サイゴン』（Miss 

Saigon, 1989）のような作品があることから、ミュー

ジカルは大胆な翻案が施されることが多いとわかる。 

原作に忠実に作られたミュージカルは、ディケンズ

の原作をもとにした『クリスマス・キャロル』（A 

Christmas Carol, 1994）や『赤毛のアン』（Anne of Green 

Gables, 1965）などが挙げられる。これらの作品は、

原作が簡潔な内容であることと、長編小説ではなか

ったことが共通している。『レ・ミゼラブル』の場合、

原作に即した物語であるが、655,478 語の原作を三時

間の上演時間に合わせて巧妙に捨象している。『レ・

ミゼラブル』が限られた上演時間の中で、苦慮した

うえで原作を短縮していることが読み取れる。 

 ところで、ミュージカルとして完全に新たに創作

されたものの中には、ミュージカルが人気を博して

他の媒体に翻案された作品がある。たとえば、『ジー

ザス・クライスト・スーパースター』（Jesus Christ 
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Superstar, 1970）の映画版（1973）や、『ヨセフ・ア

ンド・ザ・アメージング・テクニカラー・ドリーム

コ ー ト 』（ Joseph and the Amazing Technicolor 

Dreamcoat, 1973）の映画版（1999）である。この二

作は演劇制作者アンドリュー・ロイド・ウェバーに

よって制作されたもので、イエス・キリストの一生

と、旧約聖書の「創世記」を翻案した宗教性の高い

作品である。キリスト教を主題としたこの二つのミ

ュージカルが映画化されるほどの人気を博したのに

対して、ミュージカル版『レ・ミゼラブル』が宗教

性や世相批判を捨象しているのは、皮肉なことであ

る。本橋哲也は、この現象を以下のとおり、端的に

指摘している。 

 

ある意味では大きな矛盾ですが、十九世紀にそ

の残酷さを現しつつあった資本主義の害悪を告

発したユゴーの小説が、二〇世紀末にミュージ

カルとなって、資本主義グローバリゼーション

のもと世界中に流通し、大金を稼ぎ続けている

ことになります17)。 

 

 本橋が述べるように、ミュージカルという娯楽と

して『レ・ミゼラブル』が富裕層や中流階級、観光

客に受容され、大金を稼いでいることは、作者が意

図せぬことであったろう。資本主義を批判し、貧困

層に共感を込めて書かれた原作が、多くの要素が捨

象されたミュージカル版となり、富裕層を対象とし

たビジネスとなったり、「憐れなコゼット」像を定着

させたりしている。 

 

8. 主な児童文学との比較 

まず、『赤毛のアン』と『レ・ミゼラブル』とを比

較したい。『赤毛のアン』はアンの成長物語であり、

アンが幸福になっていく一貫した過程を描いている。

一方、『レ・ミゼラブル』はジャン・バルジャンとコ

ゼットの苦難の物語に加え、市民の悲惨さや克己の

難しさを描いており、人間関係も出来事も複雑であ

る。 

 
17) 本橋哲也『深読みミュージカル−歌う家族、愛する

身体』272-273 頁。 

マーク・トウェイン（Mark Twain, 1835-1910）が、

「不滅のアリス以来の愉快きわまる、最も愛すべき

子供18)」と称賛の私信をモンゴメリに送るほど、『赤

毛のアン』は高い評価を得た。日本でデファクトス

タンダードとなる児童文学版「アン・ブックス」は

講談社青い鳥文庫版である。全九巻の原作のうち七

巻を村岡花子訳で出版していることから、他の児童

文学版と比べて最も網羅性が高い。村岡訳の漢字を

ひらがなにした以外には、抄訳や脚色はされていな

いことから、原作が誰にでも読みやすい平易な内容

かつ、一冊におさまる内容であることがわかる。 

「濃厚すぎる教訓性とセンチメンタルな甘さ、オー

バーな文体19)」と三宅興子が言い切ってはばからな

いように、『赤毛のアン』は日本においては児童文学

としての研究にとどまっていることが多い。『赤毛の

アン』の対象となる読者が子どもであることをモン

ゴメリは肯定している。 

 

子供向けの作品にすぎないのですし、見かけは

少女向けのものです20) 

 

しかし、「みかけは」という言葉が入っているよう

に、完全に子どもだけを対象としていたかどうか、

彼女の意図はわからない。花言葉を使った巧みな比

喩や、マリア崇敬を連想させるカトリックへのささ

やかな憧れなど、大人が読むにたえる描写があり21)、

作者は大人をも対象としていた可能性がある。子ど

もが主な対象読者である『赤毛のアン』のキリスト

教賛美の主張は控えめにメタファーとして描かれて

おり、大人を読者として書かれた『レ・ミゼラブル』

は冒頭からミリエル司教の愛の大きさが描かれてい

る。そのため、『レ・ミゼラブル』の児童文学版でも

宗教性は捨象されることなく描かれている。 

 
18) ギレン、モリー（宮武潤三、宮武順子訳）『運命の

紡ぎ車』篠崎書房、1980 年、99 頁。 
19) 三宅興子「郷愁の『赤毛のアン』の世界に生きる」

高杉一郎編著『英米児童文学』中教出版、1977 年、259

頁。 
20) モリー（宮武潤三、宮武順子訳）『運命の紡ぎ車』

97 頁 
21) 松本侑子『赤毛のアンへの旅−秘められた愛と謎』

NHK 出版、2008 年、87-92 頁。 
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次に、『幸福な王子その他』と『レ・ミゼラブル』

とを比較する。どちらの作品にも、死や虐待などの

残酷な描写が登場することと、キリスト教信仰が共

通している。ワイルドは自分の息子のために児童文

学を書いたという先行研究が従来は主流だったが
22)、子どもと大人両方のために書いたということが、

書簡から明らかになっている23)。作者が読者を惑わ

すような矛盾した発言をしていることや、唯美主義

者としてのワイルド像から、ワイルドの児童文学研

究は多くなかった24)。 

ワイルドの童話の中では、「幸福な王子」と「わが

ままな大男」は原作に忠実に絵本になっているが、

「星の子」（“The Star-Child”, 1891）には脚色が施さ

れている。絵本では原作にある唯美主義的な文章は

大幅に捨象され、主人公の苦行と改心の過程が、挿

絵と簡潔な文章で描かれている。星の子が王となり

善政をしくという、絵本らしいハッピー・エンディ

ングを迎え、以下の一節で締めくくられている。 

 

 星の子の王さまは、鳥やけものにたいしてさ

えも、手あらなことはゆるそうとせず、愛とい

たわりを説ききかせました。国にはあまねく平

和がゆきわたりました25)。 

 

この描写は、原作の文章を忠実に、子ども向けにわ

かりやすく翻訳したものである。注目すべきことに、

原作にはこの後に、児童文学版にはない一節が存在

している。 

 

ですが、星の子の統治は長くは続きませんでし

た。というのも、彼が経験した苦難があまりに

ひどく、試練の業火があまりに激しかったため、

3 年のちに、彼はこの世を去ったからです。そ

 
22) 山田勝『オスカー・ワイルドの生涯』NHK 出版、1999

年、99 頁。 
23) Holland, Merlin. Oscar Wilde: A Life in Letters. New 

York: Carrol & Graf Publishers. 2007., p.108. 
24) Killeen, Jarlath. The Fairy Tales of Oscar Wilde. 

Hampshire: Ashgate Publishing, 2007., p.1. 

25) ワイルド、オスカー（ウェストウッド、ジェニファ

ー再話、矢川澄子訳）『星の子』ほるぷ出版、1981 年、

30 頁。 

して、彼の後を継いだ者は悪政をしきました26)

（筆者訳） 

 

つまり、星の子が苦行の果てに善政をしいたが、そ

の統治が長く続かなかったというのが原作の結末で

ある。絵本では最後の一節を捨象することで、残酷

な結末をハッピー・エンディングにし、全く異なる

読後感を与えているのである。苦行の末に「叙階の

秘跡27)」を受けるという作者のカトリック賛美は描

かれているものの、善人が報われないという皮肉は、

絵本からは読み取れない。ワイルドの原作は簡潔な

短編だが、「幸福な王子」のように一切改変がない作

品もあれば、「星の子」のように改変されている作品

もある。 

ワイルドの児童文学のように、短編小説や中編小説

が児童文学に翻案される際には、子どもに理解でき

るかどうかと、子どもが読むには残酷な結末を改変

するという配慮がなされている。また、子どもが読

んでも理解しがたい宗教的な比喩を捨象しているこ

とは、「星の子」にも『レ・ミゼラブル』にも共通し

ている。つまり、子どもという対象読者に絞った場

合に、どのようなことを伝えるか、翻案者の意図が

入っているといえよう。 

 

9. 原作の主題と翻案作品の主題 

本章では、作品の題名である“Les Misérables”（憐

れな人々）とは誰なのかに焦点を当て、原作と翻案

作品それぞれの主題を論述する。 

ミュージカル版の先行研究については、少数の論文

が存在しており、マーガレット・ヴァーメットの発

言がその主題を端的に表現している。 

 

『レ・ミゼラブル』において扱われる普遍的な

テーマは、正義と慈悲、善良、かなわぬ愛、そ

 
26) Wilde, Oscar. “The Star-Child”. The Complete Woks of 

Oscar Wilde Volume 8. Oxford: Oxford University Press., 

2017. p.193. 
27) キリスト教における秘跡（サクラメント）において、

「叙階の秘跡」は、プロテスタントにはなく、カトリ

ックにしかないものである。ワイルドはプロテスタン

ト家系に生まれながら、カトリックに強く接近してい

た。 
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して自分が何者か、である28)。 

 

 ジャン・バルジャンの克己の様子や、ファンテー

ヌのかなわぬ母性愛、虐げられるコゼットが描写さ

れている。一方、児童文学版を翻案した塚原亮一は、

以下のように主題を解説している。 

 

この作品は、他人のためにつくすことの美しさ

と尊さを教えてくれます29)。 

 

 「正義と慈悲、善良」が塚原のねらいであること

を考慮すると、ミュージカル版の主題より「自分が

何者か」が捨象されていることが読み取れる。自分

探しや克己は大切だが、子ども向けの本として扱う

には難しい主題である。子どもが読んでもわかるよ

うに、翻案者である塚原は、「自分が何者か」という

主題を捨象したのであろう。他者への愛や善良さは

翻案作品においても、骨子となる主題である。 

ところで、原作と児童文学版は以下のように、巻頭

言で始まり、ジャン・バルジャンの墓碑銘で物語は

締めくくられる。 

 

地上に無知と悲惨とがある間は、本書のごとき

性質の書物も、おそらく無益ではないであろう

30)。 

 

彼は眠る。数奇なる運命にも生きし後、己が天

使を失いし時に死したり。 

さあそれもみな自然の数ぞ、昼去りて夜の来る

がごとくに31)。 

 

訳者である豊島与志雄は、ジャン・バルジャンの

墓碑銘について、以下のように解説している。 

 
28) ヴァーメット、マーガレット（髙城綾子訳）『「レ・

ミゼラブル」をつくった男たち』168 頁。 
29) 塚原亮一「解説」ユーゴー（塚原亮一訳）『レ・ミ

ゼラブル』285 頁。 
30) ユーゴー、ビクトル（豊島与志雄訳）『レ・ミゼラ

ブル』1 巻、21 頁。 
31) ユーゴー、ビクトル（豊島与志雄訳）『レ・ミゼラ

ブル』4 巻、岩波文庫、1987 年、622 頁。 

 

何故に無名であったか？それは実に「永劫の社

会的処罰」を受けた者の墓碑であったからであ

る。一度深淵の底に沈んだ彼は、再び水面に上

がることは、いかなる善行をもってしてもこの

世においてはできなかったのである32)。 

 

豊島の指摘によれば、ジャン・バルジャンだけでな

く、ファンテーヌ、テナルディエ、エポニーヌ、ガ

ブローシュ、ジャベール、その他多くの者が「社会

的窒息33)」を遂げた不幸な人々であり、マリウスとコ

ゼットのみがこの世において救われた者とされている。

最後まで悪人のまま変われなかったテナルディエや、

法の番人として生きたが、法もまた間違うことがある

と気づき自殺したジャベールもまた、憐れな人々であ

るといえる。 

しかし筆者の考えでは、マリウスとコゼットも「憐れ

な人々」である。裕福で幸福な結婚をしたマリウスと

コゼットだが、ジャン・バルジャンを裏切り、死に追

いやった軽薄さを持つという点で、「憐れな人々」とい

えよう。一度罪を犯したジャン・バルジャンは一生罪

人であるというマリウスの非寛容性や、自分の結婚生

活の方を大切にし、ジャン・バルジャンへの恩義を忘

れてしまうコゼットの軽薄さは、人間の弱さをあらわ

している。この世で幸福となったマリウスとコゼット

も、精神的には「憐れな人々」であった。 

コゼットに全ての愛を注いできたジャン・バルジャ

ンは、コゼットの愛を失い、瞬く間に衰弱して死ん

だ。ジャン・バルジャンから注がれた愛の大きさに

答えるだけの器を、コゼットは持っていなかった。 

全ての人を慈しむ司教の愛の大きさと、司教に注が

れた神の愛の大きさがわかる。ジャン・バルジャン

もコゼットも、神の愛を間接的に注がれた者にしか

過ぎない。「人は、注がれた愛以上に、誰かに愛を注

ぐことはできない」というのが本作の主題であると

筆者は考える。 

既述のようにミュージカル版と児童文学版は、「憐れ

 
32) ユーゴー、ビクトル（豊島与志雄訳）『レ・ミゼラ

ブル』1 巻、5 頁。 
33) 前掲書、5 頁。 
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なコゼット」に焦点を当てているため、孤独なジャ

ン・バルジャンをはじめ、個性豊かな登場人物にも

それぞれ悲劇があることに焦点が当たっていない。

原作が「読まれざる《名作》」であり、翻案作品のみ

が受容されたことによって、「憐れなコゼット」とい

う誤った『レ・ミゼラブル』像がむしろ主流となっ

たといえよう。 

 

10. 結論 

 ここまで論じてきたように、『レ・ミゼラブル』の

翻案作品は多様である。ミュージカルという媒体は、

舞台装置や衣装という視覚や、音楽という聴覚に訴

える要素を持っており、児童文学という媒体は、平

易な文章で読者に訴える要素を持っている。それぞ

れの媒体ごとに付加された要素や捨象された要素が

あり、受容される層が異なっている。 

巻頭言と結びがミュージカルでは削除されたこと

で、民衆の無知や非寛容さ、人間の小ささや軽薄さ

というメッセージはミュージカル版では希薄になっ

ている。 

ミリエル司教のもとを去ったジャン・バルジャンは、

その愛の大きさに混乱し、無意識のうちにプチ・ジ

ェルベの銀貨を盗んでしまう。司教の愛に打たれた

にもかかわらず善人になれなかったジャン・バルジ

ャンは、「ああ、おれは、みじめな男だ34)」と悔恨す

る。この強奪が、釈放後の再犯としてジャベールに

追われる原因となってしまい、善人として生まれ変

わった彼の人生を最後まで大きく狂わせてしまう。

克己を繰り返したジャン・バルジャンは神のもとで

善人として生きる決心が芽生える。悪人のまま変わ

ることのできないテナルディエたちを「おまえたち

は、あわれな人たちだ。わしは、少しも命を惜しい

とは思っていない35)」と憐れな人々であると言い切

っている。出獄直後は自らを「憐れな人」と言って

いたジャン・バルジャンは、悪人を「憐れな人々」

と言えるほどに善良な人間として生まれ変わってい

る。しかし、コゼットの愛をマリウスに取られるこ

とに嫉妬し、ジャン・バルジャンが悩む場面がある。

 
34) ユーゴー（塚原亮一訳）『レ・ミゼラブル』65 頁。 
35) 前掲書、228 頁。 

ミリエル司教から神の大きな愛を注がれたジャン・

バルジャンだが、コゼットに注いだが愛が大きかっ

たがゆえに、喪失の苦悩も大きかった。 

人間の無知や市民の悲惨さがなくなることを、ユ

ゴーは巻頭言と結びの一文で願っている。十九世紀

フランスの多様な市民と多様な登場人物が描かれた

『レ・ミゼラブル』であるが、ユゴーの願いにもか

かわらず、市民の無知や社会の非寛容性は現代にお

いても変わっていない。作者が原作で主張したかっ

たことは、民衆の悲惨さを描くことで、キリスト教

信仰の大切さと資本主義批判、共和主義支持であっ

た。原作が読まれず、翻案作品がビジネスとして「憐

れなコゼット」像を流布しているのは、皮肉なこと

である。 

このように、『レ・ミゼラブル』という文学作品に

は多様な派生作品があり、研究の余地がいまだ残さ

れているといえよう。 

 

 

本稿は、2019 年 12 月 7 日、日本国際情報学会全国

大会で個人発表したものに、加筆・修正したもので

ある。 


