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本論文の概要 

 

ラフカディオ・ハーン（Lafcadio Hearn 1850-1904）は 1890 年に来日し、日本では 1896 年の

日本国籍取得後の名前、小泉八雲としてよく知られ、現在なお多くの読者に親しまれている作

家である。しかしハーンの著作はすべて英語で執筆され、対象読者としては日本人ではなく、

欧米の人々が想定されている。ハーンはすでに来日以前、米国・シンシナティの『シンシナテ

ィ・インクワイヤラー』（The Cincinnati Enquirer）紙やニューオーリーンズの『ニューオーリー

ンズ・タイムズ・デモクラット』（New Orleans Times Democrat）紙でジャーナリストとして活躍

しており、『チータ―ラースト・アイランドの思い出』（Chita: A Memory of Last Island, 1889）や

『ユーマ―西インドの奴隷の物語』（Youma: the Story of a West-Indian Slave, 1890）の２作の小説や、

『仏領西インド諸島の二年間』（Two Years in the French West Indies, 1890）のようなエッセーの他、

多数の新聞記事も執筆している。ただしハーンの主要著作と言われるものの多くが日本滞在中

に発表されており、日本側の研究者はハーンの日本滞在期の著作の研究に優れた業績を挙げて

きた。しかしハーンの生涯の三分の二はヨーロッパと北米・カリブ海地方で営まれており、ま

たすでに述べたように、その著作が英語圏読者に向けられている以上、ハーンの研究はこの来

日以前の時期と、日本滞在期とを一つの視野の中に据えてなされる必要がある。しばらく前か

らこの方向で多くの研究が現れ、新たなハーン像を築き上げてきている。 

本論文はこの新たな研究方向に則り、ハーンと女性たちとの文学的関係に焦点を当て、妻小

泉セツ（1868-1932）と二人のアメリカ人女性作家エリザベス・ビズランド（Elizabeth Bisland 

1861-1929）及びメアリー・フェノロサ（Mary Fanollosa 1865-1953）、この日米三人の女性とハ

ーンの文学創造との関係を考察するものである。研究の出発点とするのは、これまでハーン研

究において多くの研究者が関心を抱いてきた、ハーンの著作の「雑録性」である。 

ハーンは来日後、松江の島根県尋常中学校や、熊本の第五高等中学校で教鞭をとり、また神

戸で『神戸クロニクル』（Kobe Chronicle）紙で記者として働いた後、東京で帝国大学文科大学

（東京大学）の講師を務め、1904 年 54 歳で亡くなるまで、日本に 14 年間滞在し、その間 1894

年からほぼ１年に１作のペースで（1903 年は出版がなく、1904 年には２作刊行されている）、

『日本瞥見記』２巻（Glimpses of Unfamiliar Japan, 2 vols, 1894）、『怪談―怪奇の物語と研究』

（Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things, 1904）、『日本―解釈の試み』（Japan: An Attempt at 

Interpretation, 1904）等、合計 11 の著作を発表している。坪内逍遙が田部隆次『小泉八雲』（1914）

の中で述べたように、晩年の『骨董―蜘蛛の巣にまみれた日本の骨董』（Kottō: Being Japanese 

Curios, with Sundry Cobwebs, 1902）、『怪談』、『日本』を除く 8 作はそれぞれに収録されている作

品群の間に統一性がなく、またそれぞれの作品にも一貫性を欠くものが多い。 

本論文は、ハーンの著作のこの雑録性の原因を検討する過程で、それが何らかの偶然性や技

量不足に発することではなく、もっとハーン文学の核心に関わる問題を含んでいると考え精査

した。その結果、浮かび上がってきたのが、ハーンの作品に散りばめられたメッセージ性であ

り、その送り先としてのアメリカ人女性たちの存在であった。こうして本論文は、ハーンと女

性との関係に関する定説を改めて検討し直し、結論として、二人のアメリカ人女性作家、エリ

ザベス・ビズランド及びメアリー・フェノロサと、ハーンとの文学的交友関係にこそ、ハーン

の著作の雑録性の真因は見出されるべきであり、この二人の女性作家、とりわけビズランドを
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ハーンの新たな「ミューズ」として提示するものである。 

第１部は、先行研究によって、日本滞在期のハーンの文学創造に大きな役割を果たしたと認

められてきた妻、小泉セツの役割を再検討する。 

これまでの定説によれば、小泉セツはハーンの主要なインフォーマントであり、ハーンの文

学創造にインスピレーションを吹き込むミューズとされてきている。本論文は、この定説を、

先行研究を踏まえながら、主に以下のような角度から再検討する。 

１）セツが執筆したとされる「思ひ出の記」（田部隆次『小泉八雲』所収）の読み直し。 

２）セツの受けた教育内容の洗い直し。とりわけ、ヘルン文庫に残るハーンが典拠にしたと

される古典作品と、当時の尋常小学校教科書との比較検討を行ないながら、セツの文章能力を

再考する。 

３）長男小泉一雄の著作『父小泉八雲』（1950）の再検討。これは先行研究では軽視された

り、批難されたりしてきた著作であるが、その証言性を重視する。 

４）雨森信成が『アトランティック・マンスリー』誌（The Atlantic Monthly）に掲載した英

語追悼論文「人間ラフカディオ・ハーン」（“Lafcadio Hearn, the Man,”1905.10 ）の読み直し。 

こうした角度からの検討を通じて、セツには日本の古典の版本を自在に渉猟し、読みこなす

文章能力はなかったであろうこと、セツ著とされる「思ひ出の記」が、セツが口述するところ

をセツの遠い親族である三成重敬が筆記、構成した作品であること、「耳なし芳一」のように

複数の原話が想定できる場合があることなどを明確にして、ハーンの文学創造の置き換え難い

協力者というセツ像を相対化する。また、『骨董』以降、日本古典の版本に準拠する作品が現

れることなどに基くことで、ハーンの協力者としては、東大の史料編纂所に勤める、三成の役

割が 1901 年以降は大きくなり、原典の渉猟などで強く支えていた可能性を解明する。 

妻セツの役割を相対化するこうした考察は、ハーンの没後、バジル・ホール・チェンバレン

（Basil Hall Chamberlain）が、『日本事物誌』第 6 版（Things Japanese vol. 6, 1939）の中で、ハ

ーンの一生は「悪夢に終わった夢の連続」と評したことに発する論争に介入することも可能に

し、それが悪意からなされたことではないことを論証する。 

第１部において、妻セツの役割を限定的に捉えた後、それを踏まえて、第２部において、ハ

ーンの「ミューズ」としてのエリザベス・ビズランドを提示する。 

アイルランドでの生活に行き詰ったハーンは 1869 年アメリカに渡り、苦しい生活を経てジ

ャーナリストとして身を立てる。ニューオーリーンズの『タイムズ・デモクラット』紙の文芸

部長在任中、後に同社に記者として入社することになるエリザベス・ビズランドと出会う。ハ

ーンが日本で執筆した諸作品には、このビズランドに宛てたメッセージが散りばめられており、

本論文が「暗号」と名付けたのは、そういう、二人の間では了解可能であったはずのメッセ―

ジである。ビズランドが副編集長を務める『コズモポリタン』誌（The Cosmopolitan）による世

界早回り競争に関する記録の書である『７段階－世界一周早廻り』（In Seven Stages: A Flying Trip 

Around the World, 1891）の中の言葉、あるいは二人の共通の思い出に関わる言葉などを、ハー

ンはあたかもイースター・エッグを隠すように「暗号」としてテキストの内にはめ込み、それ

が全体の統一性を崩す場合もあったと考えられるのである。 

特に、以下の三つの観点からの検討を重視する。 

１）ハーンがアメリカを去る直前にビズランドに出した手紙の中にある、「あなたは魂の蚊
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をページの間にお捜しになさろうとするでしょう」という表現の意味を解明する。「トンボ」・

「富士山」・「アメジスト」・「ヒノコ」・「赤猫」に関わる内容について、ビズランドの作品とハ

ーンの作品を詳細に比較検討することで、そうした言葉の「暗号」性を明らかにする。 

２）ハーンが来日後 10 年間の文通休止期間を経て、1900 年にビズランドとの文通を再開し

た意味を解明する。文通再開後の 1901 年、ハーンはビズランドに『日本雑記』（A Japanese 

Miscellany）を捧呈している。文通を再開したことによって、ハーンにはもはや作品に「暗号」

を潜ませる必要がなくなった。またこの時期は、長男一雄を連れてアメリカに行く計画が現実

となる可能性を帯びて来た時期でもある。こうしてこの時期に発表された『骨董』、『怪談』、『日

本』には、それまでになかった統一性が見られるようになったと考えられる。アメリカへの帰

国により、それまでの１年に１冊という驚異的なペースでの出版の労苦から解放されることを

見通して、1902 年からは、蓄積しておいた再話をまとめて出版したことも推測される。このよ

うに解釈すると、『日本雑記』（1901）以降の、1902 年発刊の『骨董』、1904 年２作まとめ

て出版される『怪談』と『日本』に、作品内の顕著な統一性が見られることの理由が説明でき

る。つまり、この統一性の出現は、著作家としての成熟であったわけではなく、ハーンが所謂

「日本卒業」を間近にしていたことの証左であると考えられるのである。 

３）ビズランドからハーンに送られたメッセージを解明する。ハーンの著作の中に認められ

る、密かなメッセージ性はビズランドの著作の中にも認められる。『理解の灯』（A Candle of 

Understanding, 1903）はビズランドの自伝的小説であるが、ここにはハーンに対する彼女の若

い時代の思いが、「暗号」のように含ませられていて、ハーンは自らのメッセージが有効であ

ったことを信じることができたことを、テクスト分析によって明らかにする。 

最後の第３部では、ハーンの東京時代、1898 年から 1899 年にかけての二年間における、メ

アリー・フェノロサとの交流と影響関係について論じる。 

１）『霊の日本』（In Ghostly Japan, 1899）、『影』（Shadowings, 1900）、『日本雑記』（1901）に

見られる、読み間違いや、英文の典拠の明示、「能」への言及などに基づき、ハーンの作品創

造にメアリー・フェノロが深く関わっていることを推定する。 

２）『異国情趣と回顧』（Exotics and Retrospectives, 1898）、『霊の日本』（1899）、『影』（1900）、

『日本雑記』、『骨董』、『怪談』の表紙の変化の意味を解明する。それまでの著作の場合とは異

なり、上記の著作の表紙には絵画性が色濃くなる。この変化にメアリー・フェノロサの影響の

跡を解明する。 

以上、本論文は、ハーンの著作の「雑録性」を解明することを目指して、ハーンを取り巻く

人間関係の諸事実を追究し、とりわけ、日米の三人の女性との文学的関係を検討することによ

り、ハーンの執筆動機の、これまで見過ごされてきた一面に照明を当てる。 

 

論文の評価 

ラフカディオ・ハーンに関する研究には、基本的枠組みとなるいくつかのパラダイが存在す

る。それらの代表的なものは、ハーンが「古い日本」を賛美したこと、西欧近代を拒否したこ

と、キリスト教を嫌悪したこと、などである。またこれらと並んで、妻セツがハーンの日本で

の生活や執筆活動を献身的に支えた、という強力な学説もあり、これは多くの先行研究に公理

のように働いてきたと言える。西欧近代とは対蹠的な「古い日本」という観点は魅力的で、そ
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の象徴が日本女性であり、そういう日本女性の代表がセツである、というように、これらの観

念は相互に緊密に結びついて、ハーン研究のパラダイムとなってきた。そして、このパラダイ

ムに基づく限り、ハーンにとっての「ミューズ」はセツ以外ではありえず、それはすでにハー

ン研究の常識である以上、このテーマでオリジナリティを産み出すことは極めて難しい、ない

し不可能である、ということになっていた。こうした観点がハーン研究の現状であったと言え

る。もちろん、これまでこうしたセツ神話に疑義が出されなかったわけではないが、しかし強

固なパラダイムを前にそれらはすべて無力であった。本論文は、これまでの相対化の試みもよ

く取り上げながら、新たな論拠を提示しつつ、既存のパラダイムの外に立って論を進め、これ

までの研究の中で無視されたり周辺に置かれてきた、エリザベス・ビズランドとメアリー・フ

ェノロサという二人のアメリカ人女性を、新たな「ミューズ」として中心に置いて論じたもの

で、文字通り画期的な研究であると言える。今後のハーン研究はこの論文を踏まえなければな

らないと言えるような博士論文であり、その意味でも高く評価することができる。 

この総括的な評価は、以下、三点の高い評価項目に分析して説明する。 

第一に、セツ神話の相対化。既存のパラダイムが課す価値の軽重から自由になって、長男小

泉一雄による母セツ評、三成重敬という、日本の歴史資料を縦横に読みこなしてハーンに材料

を提供した協力者の存在、セツの古文読解能力、などを評価し直すことで、この相対化は可能

になったのである。 

第二に、新たな複数の「ミューズ」の推定とその確定。セツの役割の相対化から、「ミュー

ズ」の消滅という結論を引き出すのではなく、本研究は、エリザベス・ビズランドとメアリー・

フェノロサという新たな「ミューズ」を、「古い日本」という理想の外側に発見することに努

め、完全にとは言えないものの、成功を収めた。しばらく前から、日本においても、来日以後

に注目した小泉八雲研究に対し、来日以前のハーンの著作や活動に大きな注意が注がれて、新

たなラフカディオ・ハーン研究が地歩を築いてきた。本研究はもちろんその流れの中にあり、

先行の研究を吸収することで、とりわけ、ビズランドという作家とハーンの見えにくい関係を、

時に推定を交えながら見事に「ミューズ」として取り出しえたのである。 

第三に、上述のようなセツ像の相対化とビズランドの中心化は、晩年のハーンをめぐる評価

の問題、とりわけ、チェンバレンのハーン評に関わる論争に重要な一石を投じており、この点

でも優れた研究である。 

本論文が踏み込んだのは、物的証拠、客観的な証拠が出にくい領域である。実際、中井氏が

「暗号」と呼ばざるを得ないように、両者の関係は明示的な事態ではなかったからこそ、ビズ

ランドはハーン研究の視野の中心には置かれてこなかったのである。推測の域を出ていない、

と審査の中で疑問視されうる点も提出された。今後、その点での改良が期待されるが、その推

測も、できる限りの証拠を集めて、それに基づいての仮説の提示であり、今後の研究に大いに

貢献できたと言える。 

以上により、審査委員は全員一致して、本論文が課程博士学位（文学）を授与されるに値す

るものであると判断した。 

 


