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1887年のマルティニーク―――
ポール・ゴーギャンとラフカディオ・ハーン試論
田平 麻子

画家ポール・ゴーギャンは、1887 年 6 月から 11 月まで、同じく画家で盟友であったシャルル・ラヴァ
ルとともにマルティニークに滞在している。パナマ運河の建設現場での労働への従事を経た後のマラリア
などに悩まされた短い滞在であったが、その時期に制作された作品は、ポン＝タヴァン派の重要な画家と
してすでに頭角を表していたゴーギャンの優れた作例を含み、フランスに戻った後の総合主義の数々の代
表作への過程を探る上でも重要なものである。また異国、南国への憧憬を募らせたものとして、後のフラ
ンス領ポリネシアのタヒチやマルケサスでの作品制作へと繋がるものでもあった⑴。
ゴーギャンとラヴァルは当時のマルティニークの首府サン・ピエール近郊に滞在しており、風景やそこ
に暮らす人々を描いている。同時期にサン・ピエールに滞在していた人物として、
作家のラフカディオ・ハー
ンがいた。ゴーギャンとハーンは 2 ヶ月間ほど時を同じくして近くに住んでいながら、面識があったとい
う事実はない。しかしハーンの著述により、ゴーギャンが滞在していた頃のマルティニークやサン・ピエー
ルの様子が知らされる。またゴーギャンとハーンを比較することによって、当時のマルティニークの文化
状況におけるふたりの共通項を浮かび上がらせ、ゴーギャン研究の一助とすることが本稿の目的である。
ラフカディオ・ハーンはアイルランド人の父とギリシア人の母のもとに生まれ、母を亡くした後は親戚
に預けられ苦学する。一時はフランスのカトリックの寄宿学校に預けられていたようである。渡米して新
聞記者として経験を積み、ニューオーリンズに滞在したことなどからクレオール文化への関心を深め、マ
ルティニークで 1887 年 10 月から 1889 年 4 月頃まで過ごすこととなった⑵。
ゴーギャンもハーンも、異国の文化への興味が深く、自らの制作のために、また生活の糧を得るために、
世界を旅し、終には異郷で生涯を閉じた。ハーンが母の祖国ギリシアへの思いを生涯抱えていたのと同様、
ゴーギャンも自身をヨーロッパから疎外された者と見、自らのルーツを幼い頃育ったペルーとみなし、母
への思いと重ねていた。またカトリックの学校で学んだ経験からキリスト教教育に反発を感じていたのも
ふたりに共通している。
しかしマルティニークの文化そのものに魅力を感じていたハーンと違い、ゴーギャンがマルティニーク
に滞在したのは、かねてからの南方への憧れはあったものの、生活費が安く、魅力的な風景やモデルに恵
まれたフランス領であったこと以外には特段の理由はなかったようである。
とはいえゴーギャンはマルティニークの風景や人物を題材に画業を探求しており、特にサン・ピエール
近郊の砂糖キビ農園の風景や荷物を頭に乗せて運ぶ女性達の姿は格好のモチーフとなった。ハーンもマル
ティニークを舞台とした小説『ユーマ』において農産物を頭に乗せて農場から市場に運ぶ女性達の様子を
描いている⑶。ゴーギャンは実際に現地の女性をモデルをとしてその姿をデッサンに残し、また農園から
サン・ピエールに至る道すがら見える風景を作品の舞台としたが、その構図や色彩はマルティニークの実
景を異国趣味的に再現しているというより、画面全体を色面と形態で構成していくという試みに沿って配
置している。これはブルターニュやタヒチなどでも実践された手法であり、ゴーギャンの異国趣味的なモ
チーフは植民地主義的な好奇心から採用されたものであっても、最終的には絵画的な理念を表明するもの
として扱われている。
ゴーギャンは、マルティニークやタヒチ以外にも、ペルーやエジプトやインドネシアなどの非西洋圏
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のモチーフを混在させ、繰り返し使用しているが、その取材源は
博物館などでの実見のほかに書籍や複製写真からの引用など二次
的なものもあり、タヒチにも携えていったラファエロやレンブラ
ントなどの作品の複製や模写と同様、縦横無尽に制作に行使する
素材であったと言えよう。
対照的にハーンは、ジャーナリストとしての経験からクレオー
ル文化への関心を高めており、実見と取材により物語を再構成し
ていく再話の手法を試み、それが後の日本で書かれた代表作『怪
談』などへと結実していく。
ハーンは現地に赴いて飽くなき取材を行うという、ジャーナリ
スティックである意味民俗学的とも言える手法を用いながら、独
自の作品世界を作り上げていったが、ゴーギャンは自分の作品に
貢献する素材を西欧以外の広い世界に求めて各地に出向いたとい
う趣が強い。
しかしハーンを魅了した熱帯の力強い風景はゴーギャンにも作
用している。ハーンが「高さ」による畏怖を表した熱帯林の姿は 図１ ポール ・ ゴーギャン 《ココ椰子の下の
ゴーギャンによっても描かれ、
画面を支配している（図１）
（図２）⑷。

道》 1887 年、 油彩 ・ カンヴァス、 90
× 60cm、 個人蔵

ゴーギャンが描く樹木は画面を区切る役割を担う場合が多いが、縦長の画面のなかを巡る道を荷運び女が
行き交う、道の水平の動きを上下に貫いて圧倒する樹木の高さと存在はマルティニークで見いだされ、そ
の後発展していったと推測されよう。
なおゴーギャンとハーンが暮らしたサン・ピエールの街とその近郊は 1902 年 5 月 8 日にプレー山の噴
火により壊滅し、約 30,000 人の住民ほぼ全員が死亡した。首府は現在フォール＝ド＝フランスに移され、
サン・ピエール市街は規模を縮小して復興している。1902 年以前の建物の遺構が残されているところも
あるが、ゴーギャンの暮らした場所に近いサン・ピエール近郊のカルベも含めて広範囲に被災しており、
地形や道などは当時と比べかなり変化したと思われる（図３）
。

図２ （図１） が描かれた場所に近いと推察されるサン ・
ピエール近郊のラターシュ邸跡 （2019 年、筆者撮影）

図３ ハーンが一時期住んでいたサン ・ ピエールのボワ ・
モラン通りの現在 （2019 年、 筆者撮影）

1. ピエール・ロティと異国趣味
ゴーギャンとハーンの異国への憧憬に影響を及ぼしたであろうフランスの作家が、ピエール・ロティで
ある。ロティが海軍士官として世界を巡りながら異国情趣豊かに描いた紀行文的な小説の世界は、
ゴーギャ
ンやハーンの表現した世界に先立つものであった。
ゴーギャンはロティについてたびたび言及しており、タヒチ渡航より前に『ロティの結婚』を知り、影
響を受けていたであろうが、作家に対して特に思い入れがあったわけではなく、ロティに関する記述から
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は作品との批評的な距離を感じさせられる⑸。
ロティに傾倒していたのはハーンのほうで、執筆した新聞記事にロティの作品の紹介や翻訳を載せ、こ
れはアメリカにおけるロティ紹介の最初のものとなった。ハーンはロティを叙述的作品や物語的作品にお
いて「フランスの現存作家中いちばんすぐれている」として賞賛し、ロティとの文通も行っていた⑹。
ハーンはフランス文学に精通しており、翻訳もひんぱんに手がけた。アメリカでフランス文学の紹介者
として活躍しており、東京大学での英文学についての講義においても、フランス文学と比較しながら語る
こともしばしばであった。ハーンが特に賞賛していたフランス人作家はロティ以外にはモーパッサンと
ゴーティエとボードレールなどがいた。また東大の講義のなかであるが、
日本でのボードレール紹介はハー
ンが初めてであったという⑺。またハーンはフランスの評論などにも詳しく、ニューオーリンズの博覧会
で日本の美術品の展示を見た際の記事もアリ・ルナンの論などを参考にしている⑻。
ハーンは文学者の翻訳家としての能力についてもしばしば言及しており、自身のフランス文学を翻訳す
る能力に自負を持っていた。言語に関心が強く、微細な差異に感応する感性を持っていたことは、クレオー
ル文化とその言語への関心とも関連があろう。
ハーンの文学表現の特色として、しばしば「印象派的」と称される豊かな色彩表現や細やかな風景描写
があげられる。ハーンの美術への嗜好として特に印象派の画家たちを好んだというような記述はないよう
であるが、例えば大学での講義においてロセッティの文学作品を紹介するときに、彼と彼が代表する流派
ラファエル前派の美術作品の重要性に触れている。またロセッティの詩の「絵画性ということも忘れては
ならない」などと述べるなど、文学の解説においても、美術の比喩をしばしば用いている⑼。
ハーンの「印象派的」な描写技法にはロティとの共通性が見られようし、またハーンもロティ同様に絵
画をたしなみ、しばしばスケッチなどを描いていた⑽。しかしロティの紀行文的小説世界と、現地に深く
関与するハーンの制作は乖離しており、特に非西洋人女性との関係においてふたりの姿勢は特に異なり、
ハーンはやがてロティへの傾倒から離れる。
ゴーギャンもハーンもロティも、未知の風景を求め非西洋世界を漂泊した芸術家である。しかしロティ
があくまで観察者として漂泊者として非西洋社会に関わっていたのに対し、ゴーギャンとハーンは「とど
まる人」であったのでないか。日本国籍に帰化したハーンはより一層であったかもしれないが、どちらも
制作の地を求め、また安定した生活を得るために、異郷で暮らしその地で没することとなったのである。
2．カーライルとポー
ハーンの東京大学における英文学についての講義録はフランス文学や美術に関する言及を含みながら、
19 世紀末に到達する多彩な英文学そして米文学の流れにハーンが広く通じていることが読み取れるもの
であるが、このなかでもゴーギャンとの関連においてトーマス・カーライルとエドガー・アラン・ポーに
ついてのハーンの関心に特に注目したい。
ハーンはカーライルについては講義録の中でもその代表作『衣装哲学』について一章を割いているほど
重要視している。そしてそのなかのよく知られた一節である「市街全体を占める、あらゆる種類と年齢の、
生きている潮流、あなたはそれがどこから来たか、そしてどこへ行こうとしているか知っているか？」
「そ
して彼らは一体何者であろうか？」をひいているが、カーライルの『衣装哲学』はゴーギャンの畢生の大
作でありタヒチで制作された《我々はどこから来たか、我々は何者か、我々はどこへ行くか》
（1897-1898
年、油彩・カンヴァス、139.1 × 374.6cm、ボストン美術館）との関連をすでに指摘されている⑾。
ゴーギャンはフランス・ブルターニュのポン＝タヴァンで知り合ったオランダ人の画家メイヤー・デ・
ハーンを描いた《メイヤー・デ・ハーン》
（1889 年、油彩・カンヴァス、79.6 × 51.7cm、ニューヨーク
（ 68 ）
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近代美術館）
（図４）に 2 冊の本を描き込んでいるが、1 冊はミルトン
の『失楽園』でもう 1 冊がカーライルの『衣装哲学』であった。カー
ライルの『衣装哲学』はミルトンの『失楽園』を引用しながら、文明
批判を行っているが、デ・ハーンは、その個性的な風貌をゴーギャン
が特に気に入っていた人物であり、楽園と楽園から追放された存在と
しての西洋を対置させる主題を描くときに画中にいくたびか登場させ
ている。
「どこから」
「何者であるのか」
「どこへ」という三つの問は、
ゴーギャ
ンにとっては生と死を見つめ、文明と生命を探求することと繋がる終
生の問であり、ハーンにとっては仏教やスペンサーの進化論と結びつ
いて思索を深めるものであった⑿。
またハーンはポーについては「うまい韻文を書きこなせる詩人はア
メリカには一人しかいない。エドガー・ポウがその人である」とその
図４

ポール ・ ゴーギャン 《メイヤー ・ デ ・
ハーン》1889年、油彩 ・ カンヴァス、
79.6×51.7cm、ニューヨーク近代
美術館

詩作の才能を称賛し、小説についても緻密な分析を行っている。また
ポーの初期の作品がアメリカ文学の最高傑作としてフランス語にすぐ
翻訳されていたと指摘していることも興味深い⒀。

来日以前、ハーンは親しい友人との書簡の中で、ポーの「大鴉」に自らを重ね、大鴉としての自画像を
手紙の中に散りばめている。
「大鴉」のなかで「ネヴァーモア」の語句が繰り返される効果について言及
していることなども、ゴーギャンの《ネヴァーモア》
（1897 年、60.5 × 116cm、油彩・カンヴァス、コー
トールド美術館）の表現と比較してみることができよう⒁。
ハーンがフランス文学に通じていたことから、ゴーギャンとハーンの文化的な関心の重なりは多く、今
後さらに詳細な分析が可能であろう。
3．語る女
ゴーギャンは、著作『ノア・ノア』において、タヒチの神話の知識をタヒチ人女性で彼地での伴侶とし
たテハッアマナから語り聞かされたとしている。またタヒチ滞在時の代表作のひとつである《マナッオ・
ツパパッウ 死霊が見ている》
（1892 年、油彩・カンヴァス、73×92.4cm、オルブライト＝ノックス美
術館）の制作エピソードとして、ゴーギャンが夜に帰宅するとテハッアマナが暗闇の中で恐怖に固まり裸
体のまま寝台に横たわっていたというものがあり、かねてから彼女から聞かされていたタヒチ人の恐怖の
対象である死霊の姿とともに彼女の姿を描いたという⒂。
しかしよく知られているとおり、ゴーギャンのタヒチの神話に関する知識は 1835 年にパリで出版され
たベルギー人の探険家ムランフーの書物『太平洋諸島紀行』からタヒチ語も含めてほとんど書き写された
ものであった⒃。死霊やタブーなどに関する日常生活に近い伝承が人口に膾炙することはあったかもしれ
ないが、ひとつの神話体系として成立した物語を地元住民から語り聞かされることなどは、ゴーギャンが
過ごした 19 世紀末のタヒチ社会が、植民地支配のただなかで西洋化とキリスト教化のピークにあったこ
とからは考えにくいのである。しかしゴーギャンは、現地の神話を物語る女性を作品中にあえて設定する
ことで、作品の舞台に効果的な背景を与えることに成功している。
19 世紀から盛んになった口承文学の採集のなかでは「女性の語り手」のイメージが流布されていった⒄。
またハーンの作品においても、
『怪談』などの再話文学の取材に夫人の小泉セツが実際に果たした役割が
大きいことがよく知られている。
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セツ夫人はハーンのために市中の古本屋などで書物を買い求め、ハーンにその内容を日本語で語って聞
かせ、それをもとにハーンは英語で物語を書いた。ハーンはセツには本を読み上げることは決してさせず、
彼女の言葉で話を語ることを何度も求めたという。ふたりが「物語ること」
「聞くこと」に激しく集中し
た様子はセツによって書き残されている⒅。
ハーンとセツは、
「へるんさんことば」と呼ぶハーンの解しやすい簡明な日本語で会話をしており、特
にハーンは日本人女性が英語を話すことを好まなかった。
「現地の言葉で」
「女性が語る」物語についての
愛着はすでにマルティニーク滞在時の見聞から書かれた小説『ユーマ』に見いだせる。特にハーンは自ら
のギリシア人の母との思い出に繋がるような「異国人の母からの口承」に愛着を抱いていたのではないか
という推測もできようし、ハーンのクレオール語への関心との関連も見いだせよう。
ここにおいて、ハーンが万葉集の浦島の長歌を諳んじていて、逆に家族が覚えてしまったという逸話に
対しての、ハーンにいつも日本語で物語を聞かせていたセツに、万葉集の浦島の歌をハーンが教えること
によって、
「語る女」としての役割からセツが解放されたという指摘は重要である⒆。
ハーンは「語る女」の存在を深く内在化していたがゆえに、最も好きだったという浦島太郎の物語世界
においては、セツ夫人の実在、彼女がハーンに語る「へるんさんことば」すら必要としない、独自の世界
を作り出していたのではないか。そしてゴーギャンも、もともとは書物から得た知識であったとしても、
語り手を現地女性として物語を自己の内部で再び語らせることによって、その世界を強固なものとしよう
とした。
「暗闇の中で死霊を見ていた」とタヒチの女性がゴーギャンの作品の中で語るのは、ゴーギャン
が自らの内に作り出した物語なのである。
またハーンが鋭い聴覚を持つ人であり音楽に精通していたことと、ゴーギャンもまた音楽に通じていた
ことは、言語の意味内容だけでなく言葉を発する者が誰であるかが常に重要であると意識していたことと
繋がるかもしれない⒇。
現地の言葉で語る女性、その存在を深く内在化させる怪談や神話伝承の世界を描く試みがゴーギャンと
ハーンに共通していたことを指摘し、さらなる検討を今後の課題としたい。
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