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序 

 

ラフカディオ・ハーン（Lafcadio Hearn、日本名小泉
こいずみ

八雲
や く も

、1850-1904）は、

1850 年ギリシャのレフカダに、アイルランド人の軍医の父チャールズと土地の

娘ローザの間に生まれた。2 歳で父の故郷、ダブリンに母と移住するも、4 歳の

とき、父はクリミア戦争に出征、母はギリシャに帰ってしまい、大叔母ブレナ

ン夫人に育てられる。大叔母が破産し、19 歳でアメリカに移民し、24 歳で、シ

ンシナティ・インクワイヤラー紙、25 歳でシンシナティ・コマーシャル紙の記

者となる。混血黒人のマティとの結婚が破綻し、27 歳でニューオーリーンズに

移住、28 歳でアイテム紙の記者、31 歳の時、タイムズ・デモクラット紙の記者

となる。32 歳ころ、詩の投稿者エリザベス・ビズランド（Elizabeth Bisland 

1861-1928、以下ビズランド）1 が入社する。ビズランドとは「生涯を通じた親

友」となる。ビズランドはハーンが 36 歳ころニューヨークに移住し、ジャーナ

リストとして活躍する。ハーンは、37 歳から 39 歳まで仏領西インド諸島に滞

在し、フィラデルフィア、ニューヨークで自作の本の校正をした後、1890 年 3

月 8 日、ニューヨークからバンクーバー経由で、日本に向けて出発した。アメ

リカでは、翻訳も含め、9 冊の本を刊行した。 

1890 年 4 月 4 日横浜に到着した 40 歳のハーンはその年の 9 月から松江の島

根県尋常中学校で英語を教え、41 歳から熊本第五高等中学校で教えた。44 歳か

ら神戸クロニクル紙の記者となる。松江時代に小泉セツ（1868-1932）2 と同居、

1896 年 2 月 10 日、小泉家の入り聟として、日本国籍を取った。1896 年 9 月、

46 歳で帝国大学文科大学（東京大学）の講師となった。1898 年から 2 年間フェ

ノロサ夫妻、特に夫人のメアリー・フェノロサ（Mary Fenollosa、1865-1953、

以下メアリー）との交流を持った。1904 年、54 歳で、心臓発作で急死するまで

の 14 年間に、1894 年から（1903 年に刊行がなく、1904 年に 2 冊という変則を

除いて）毎年 1 冊、計 11 冊の著作を欧米の読者に向けて英語で刊行した。 

ハーンが日本で出版した作品中、晩年の『骨董』（1902）、『怪談』（1904）、『日

本』（1904）、を除く 8 冊の内容には小作品間に統一性がなく、その小作品その

ものも一貫性に乏しい。本論文はこのことへの疑問から考察が始まった。先行

研究には「統一性の存在を前提にした」本格的考察がほとんどない。本論文は、

日本での上記 8 冊のハーン作品の「雑録性」について、その理由を追及し、「統

一性の存在」を論証することを目的とする。 
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このハーンの雑録性の原因の追究は、ハーンの日本時代の妻セツが果たした

役割に再検討を加えさせ、セツの働きの限界を把握することとなった。本論文

は、ハーンが、来日以来、終生変わらずに執筆し続けた動機が、ニューオーリ

ーンズ時代に出会い、ハーンの死後の書簡集の編集をしたビズランドにメッセ

ージを送ることであったという推測を提起する。ハーンはアメリカを 1890 年に

離れて来日して以来、海外に出たことはなく、ビズランドにも一度も会ってい

ない。文通は 10 年間の中断を経て 1900 年から再開した。ビズランドこそが、

ハーンのミューズ（芸術創造の女神）であり、彼女へのメッセージがハーンの

作品中で「イースター・エッグ」3 のように潜まされて二人だけに理解出来る

符牒にように働いたと考えられる。それらの符牒は、二人のニューオーリーン

ズ時代に話題にした詩や記事、ビズランドが果たした「世界一周早廻り」の記

事での日本の体験等に使われた言葉であり、暗号的な働きをしていたという見

解を持つ。さらにビズランドに加えて、彼女との文通がほとんど途絶えていた

10 年間には、当時日本に滞在していたメアリーとの文学的交流がハーンの作品

に影響を与えていたことにも言及する。 

上記のように、ハーンを取り巻く女性との関わりからハーン作品を検討する

ことは、これまでの研究史上、言わば埋もれていたと考えられる。その原因は、

ハーンも含めてハーンを取り巻く人々がそれぞれに、ハーンの文学の実績を守

ろうと考え、ハーンに協力した自分の影を隠したためではないかと考える。 

この点について、英文学と民俗学の双方からハーンについて実証的な研究を

行った丸山学（1904-1970、熊本県生れ）は、56 年前の 1960 年 11 月の日本英

文学会中国四国支部大会において講演「ヘルンの人間発見」を行っている。丸

山は今後のハーン研究の展望を次のように述べる。要約すると以下のようにな

る。 

 

今まで「彼をヘルン先生と呼ぶ、つまりヘルンから教えを受けた人たち、日本の

英文学者はすべてヘルンの弟子であるという時代が一時」あった。そのために、

例えばハーン自身が自分のアメリカ時代を「どぶねずみ」の生活のようだったと

表現していることを指摘することなどは、ハーンのイメージを壊すものとして避

けられてきた。今や、ハーンのアメリカ時代、さらに遡って幼少時代や血統的な

ものまで一貫して、「ヘルンを客観的に理解し、ヘルンを本当に見出す」時代を迎

えたと言えよう。（『丸山学選集 文学篇』378-79） 
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現在この講演から 56 年経ち、平川祐弘を始めとする比較文学の分野での研究

が、外国語に堪能な研究者たちによって、より幅広く学風を越えた研究が成果

を挙げられてきていると思う。しかし日本時代のハーンの作品の抱える「雑録

性」の謎を、ハーンの一生全体から解読する研究はなお発展途上にあると思わ

れる。本論文においてその謎解きの一端を担いたい。 

ハーンの日本での作品を、坪内逍遙（1859-1935）は「論でも話でも兎角枝に

枝の花が咲いて、飛
ママ

んだ脇路へ外れるが癖だが」と形容する（田部 viii）。しか

しその理由がどこにあるのか、を追究する研究には、管見にして未だ接したこ

とがない。ハーンの日本での作品は、とりわけ『日本瞥見記』（1894）から『日

本雑記』（1901）までの作品について、坪内の批評した傾向があると思われる。 

時期をさかのぼって見ると、ハーンのシンシナティ・の新聞記者時代の記事

には、そのように脇道にそれる書き方をした記事に出会わない。4 また、ニュ

ーオーリーンズのアイテム社、タイムズ・デモクラット社での記事や小品5 も、

まとまりのあるものであって、「雑録性」は、ハーンの生来の文章の傾向ではな

いと思われる。 

この「雑録性」がハーンの日本での作品の特徴であると考える。そうである

以上、ハーンが日本に滞在したしたことと、日本での作品の持つ「雑録性」に

は、題材以上の何らかの隠された意図があると考える。ハーンの作品、手紙、

伝記、家族・親戚や友人の証言、先行するハーン研究を読み直し、シンシナテ

ィ・のインクワイヤラー紙とニューオーリーンズのチュレーン大学、ルイジア

ナ州立大学を訪問し、資料を集め検討して、「雑録性」の理由を探った。 

その結果、ハーンの日本での作品の「雑録性」は、彼が「イースター・エッ

グ」的な「暗号」を用いて、テキスト内に筋との関係に必然性のない、小さな

目立たないメッセージを込めようとしたのが原因であると推測した。例えば、

「停車場」「鳥籠」「トンボ」「富士山」「微笑」「ヒノコ」「赤猫」「流木」等であ

る。ハーンは扱った題材にメッセージを潜ませるために工夫して、本筋とは直

接関係を持たない回顧や、ビズランドとの共通の話題だったものを滑り込ませ

る技法を使ったと考える。また、作品に表面的な整合性を持たせるために、思

考全体が幻想性をおびることにもなったりしていると考えた。また、読み手が

内容と題名にずれのある違和感によって、メッセージに気づくことを、ハーン
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が期待した面もある。さらに、あるメッセージを軸にテーマが繋がっている作

品と考えられる作品群もある。 

ハーンは常に自分の文章に何度も推敲を重ね、英文学の解釈・評論の講義も

している。そのことからハーンが日本での出版の作品における「雑録性」に気

付かなかったとは思われない。メッセージを潜ませようとすれば、作品内の統

一が崩れがちになることも承知していたであろう。それでもハーンにとってメ

ッセージを潜ませることが必要であったことには、以下のような理由が考えら

れる。 

それは、「生涯の親友」であったビズランドに向けてメッセージを送ろうとし

たこと、いわば「暗号」を潜ませようとしたことであった。ハーンは 1890 年 4

月 4 日に来日後、10 年間の文通休止期間（例外に今のところ 2 通あることが想

定される）をおいて、1900 年に文通を約 10 年ぶりに再開した。また、翌 1901

年には、ビズランドに、『日本雑記』を捧 呈
デディケート

した。文通再開以後、ハーンは直

接ビズランドと意思疎通するようになり、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

になる可能性を帯びて来た時期であった。『骨董』、『怪談』、『日本』、の内容に、

それまでになかった統一性が見られるようになったのは、こうしたためであろ

う。帰国により、それまでの一年に 1 冊という驚異的な著書出版の労苦から解

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

したとが、推測される。 

このように解釈すると、『日本雑記』の後の、1902 年発刊の『骨董』、1904

年の 2 冊まとめて6 の出版である『怪談』、『日本』、に、作品内の顕著な統一性

が見られることが、以上の理由から説明できる。この統一性の出現は、著作と

しての成熟だったわけではなく、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る。 

また、『異国情趣と回顧』（1898）、『霊の日本』（1899）、『影』（1900）、『骨董』

（1902）『怪談』（1904）、の表紙にそれまでと違った絵画性が色濃くなることに

ついては、1898 年に出会ったメアリーの影響を考える。 

ハーンの創作動機について、ハーン研究の先駆者森亮はハーンの著作の内外

への影響力について述べる中で、以下のように述べている。 
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ハーンは日本のために彼の文学を書いたのではなく、彼自身の創作意欲がああい

うかたちで結実しただけであると私は見ているが、彼の著作が外に向かっては日

本の紹介となり、日本人には日本を見直し考え直すためのテキストになったこと

はまぎれもない事実である。（127） 

 

森はハーン作品の「雑録性」を問題にしていない。しかし森の言うハーンの執

筆動機が「彼自身の創作意欲」の自然の発露であるとすれば、それは「雑録性」

となって現れる理由ともなる。 

私は、ハーンが教師の仕事の傍ら、年に 1 冊という驚異的な頻度で出版した

理由には、ミューズへのメッセージがハーンの執筆動機の一つとしてあったと

考える。 

1882 年に、ビズランドは、ニューオーリーンズの『タイムズ・デモクラット』

紙に入社して、文芸部長のハーンと出会った。それ以来「ハーンが死ぬまで、

生涯途切れることのない親友としての基盤を築いた」とビズランドは、ハーン

の死の 2 年後、自身が編集した書簡集『ラフカディオ・ハーンの生涯と手紙』

（The Life and Letters of Lafcadio Hearn 2vols. 1906、以下『書簡集』）の 162 頁か

らなる長い伝記と評論とともに上梓した「序」で述べている。 

 

1882 年の冬、私は、ラフカディオ・ハーンと出会って、ハーンの他界した日まで、

途切れることなく続いた親友となる基礎を置くという恩恵にあずかったことに感

謝している。7（“I owed the privilege of meeting Lafcadio Hearn, in the winter of 1882, 

and of laying the foundation of a close friendship which lasted without a break until the 

day of his death.”Bisland 1: 77） 

 

ビズランドとハーンの文通の全体の数は、多くはなく（『書簡集』では 37 通）、

会話の機会もニューオーリーンズ、グランド島、ニューヨークでも多くはない。

それでも、ビズランドは公けに、「ハーンの他界した日まで途切れることなく続

いた親友」とハーンとの誠実な交流について、絶対に他人に譲れない矜恃と自

信を持って胸を張って言明している。しかも、10 年間の文通の中止8 があった

にもかかわらず、「途切れることなく続いた」とは、何を示唆するのであろうか。 

  私は、様々に工夫を凝らした「暗号」によるメッセージがハーンの作品中に、

あたかも「イースター・エッグ」のように置かれてあり、そのことがビズラン
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ドの意識に「途切れる」ことがなかった、と躊躇なく書かせる印象を残してい

た、と推測する。ハーンはこのように、言わばミューズ（芸術創作の源泉）の

ビズランドに向けて密かにメッセージをこめて作品を書いた、それがひいては、

広く英語圏の読者層に向けて発信する作品ともなっていると考える。 

本論文の第 1 部では、これまでの日本のハーン研究が、ハーンの著作に専ら

妻セツの内助の功があったと指摘する点について、検討する。日本でのセツ像

は、セツ著「思ひ出の記」に拠ってきた。また、日本でのハーン研究が、ハー

ンの松江の島根県尋常中学校時代、熊本の第五高等中学校時代、東京帝国大学

文科大学時代の教え子が中心になって進められて来たのは上述の通りである。 

森亮は、「日本で書かれたハーンの伝記の中で現在のところ も良い田部隆次

氏の『小泉八雲』」（1914）と言う（『小泉八雲の文学』160）。しかしこの伝記に

しても、内ヶ崎作三郎が伝記資料を集めながらも、英国留学で果たせなかった

伝記執筆を、田部が継承しており（田部 262）、両者ともに、ハーンの謦咳に接

している。しかも、この伝記『小泉八雲』に所載の、ハーンの妻セツ著「思ひ

出の記」（一冊の本ではなく、田部隆次『小泉八雲』に所収されている。9 ）の

口述筆記をした三
み

成
なり

重敬
しげゆき

（1878-1962）は、田部の伝記『小泉八雲』をも手伝っ

ていることが判明した。言わば、身内の中でセツ像が出来上がっていた可能性

がある。 

ハーンの長男小泉一雄（1893-1965、以下一雄）は、父の死後 46 年経ち、父

の生誕 100 周年の、1950 年に『父小泉八雲』を出版した。この著作において、

三成の働きを「いつも縁の下の大力持で、田部氏の八雲傳が出來る時にも陰で

盛んに采配を振られた。」とする（139）。私はこれで、田部による伝記が、特に

「著書について」における、日本での生前の作品の『霊の日本』（1899）から『天

の河縁起』（1905）までの再話の出典について博覧強記であることの理由の一端

が納得できた（234-41）。一雄は三成を「母に取って全くの影武者であつた。（中

略）蓋し八雲の傳記作家田部隆次氏は何等御存じない筈。」と、セツに「影武者」

の存在のあったことを明らかにしている（138）。一雄は、この本の前に出版し

た『父
パパ

「八雲」を憶ふ』（1931）で、三成については、「手伝ってくれた遠い親

戚の歴史家Ｍ氏なる人もありました。（中略）それに関して確聞したこともなけ

れば判然たる記憶も持っていません。」（169）と沈黙を守っていたことを『父小

泉八雲』で暴露した形である。10 
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このように本論文第 1 部では、日本の定説では、ハーンのインフォーマント

（現地出身の情報提供者）であり、ハーンの創作動機を担うミューズであると

考えられてもおかしくないところのセツの作品や、家族・親戚・周囲の人々の

証言を洗い直したい。一雄、雨森
あめのもり

信
のぶ

成
しげ

（1858-1906）の英語追悼論文、セツ著

「思ひ出の記」を比較検討し、丸山学の言う「客観的」な事実を探求すること

を目的とする。その結果、セツが版本を読めなかったことを示す書き込み、「思

ひ出の記」が、口述を三成が筆記、構成し、能書の人の清書「作品」であった

こと、「耳なし芳一」のように原話が複数考えられることを発見した。そこで、

セツの文章能力が従来のように、全面的なハーンの再話の原話提供者であった

ことを再考した。三成が「思ひ出の記」出版後は、セツの危篤の報にも会おう

としなかったことも再考する資料となった。 

  ハーンの他界 1 年後（1905）に、雨森が『アトランティック・マンスリー』

英語の追悼論文「人間、ハーン」を掲載した。雨森が捉えた、ハーンの執筆真

理は、「真実を感覚としてつかむ」ことであり、「それを表現するために全力を

傾ける」ということであった。セツの働きは、ハーンがこの「日本人がどう感

じている」かを「感じとしてつかむ」めるまで、応答でつき合ったということ

だったのではないかと考えた。 

ハーンの日本国籍取得は、遺族の補償を考えてのことであることも雨森は、

証言する。上述の一雄の 2 冊目の伝記『父小泉八雲』（1950）は、セツの物を投

げて倒れるヒステリーを暴露している。ハーンは晩年、1900 年のビズランドと

の文通再開後は、一雄だけを伴って、アメリカの大学で講義をする準備をすす

めていたことが『書簡集』で分かっている。しかし、このことは、暴露本であ

るはずの『父小泉八雲』には、全く触れられていない。『こころ』巻頭の「停車

場にて」が日本人の父性についてのテーマであること、来日前の出版『カルマ』

（1890）と考え合わせると、ハーンは「父性」の方に重点を置いていたのでは

ないかと考えられる。この点からもセツの役割を再考した。 

また、第１部では、晩年のバジル・ホール・チェンバレン（Basil Hall Chamberlain 

1850-1935）が、その死後刊行された『日本事物誌』第 6 版（Thingas Japanese 6th 

1939）で、ハーンの一生が、「悪夢に終わった夢の連続」と称したことの真意を

検証したい。 
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次に第 2 部では、ハーンとビズランドの、ニューオーリーンズのタイムズ・

デモクラット紙上の記事や詩をめぐって始まり、ハーンの死後までも続いた二

人の文学上の交流を辿る。 

まず、研究史で確定していない二人の出会いの時期を考える。その後二人は、

詩と新聞記事での影響関係を見せることを検証する。ビズランドは世界一周早

廻りの旅（1890.11.14.-1891.1.30.）で日本に 36 時間滞在し、『7 段階―世界一周

早廻り』（In Seven Stages: A Flying Trip Around the World、以下『7 段階』）を、副

編集長をしていた雑誌『コズモポリタン』11（Cosmopolitan）（1890）と、本『7

段階』（1891）として出版した。ビズランドが滞在した日本に、ハーンはその約

4 ヶ月後（1890. 4. 4.）に来日し、死ぬまで日本に滞在し、ビズランドに会うこ

とはなかった。ハーンは来日 4 年後に『日本瞥見記』（1894）を上梓した。『7

段階』と『日本瞥見記』に、「日本人の微笑」「トンボ」の表記に、題材を深め

たり、特殊な表現に「符合」があったりすることを指摘する。 

「暗号」が一貫したテーマとなっているのが、富士山である。ハーンの富士

山描写は、『心』（1896）「ある保守主義者」の主人公が日本回帰する精神性を伴

って描かれていることが平川祐弘によって、批評され、よく知られている（『破

られた友情』211-15）。平川は、ハーンがこの作品の 5 年前に先立って、『ハー

パーズ・マガジン』（Harper’s Magazine 1890 年 11 月号）に載せた「日本への冬

の旅」（“A Winter Journey to Japan”）との比較をする。 

しかし、その前にビズランドが副編集長をしていた『コズモポリタン』の派

遣で、1889 年 11 月 14 日から翌年 1 月 30 日にかけて「世界一周早廻り」の旅

をし、その 初の寄港地の横浜港に入る船からの、富士山が、早暁の天空に、

刻々と姿を現す描写を踏まえていることを指摘したい。その後のハーンは、「大

山」を「出雲富士」として意識し、1896 年 9 月に東京に移住して 初の 1897

年の夏には、遂には富士登山を果たして、『異国情趣と回顧』（1897）の巻頭を

飾る「富士の山」に結実する過程を明らかにする。ハーンが富士山にこだわっ

たのは、ビズランドのテーマの描写であったことと、ハーンは富士山をビズラ

ンドに「なぞらえて」12 いたせいだと考える。その結果、「富士の山」が志賀

直哉『暗夜行路』（1937）の 終場面の精神的和解に生かされていることを検証

したい。その後、テーマは富士の見える焼津の海に移り、それが、ビズランド

と過ごしたグランド島での話題の漂流船の流木や、ハーンが焼津で拾った猫の

名に「ヒノコ」と付たこととの関わりを論ずる。それらは『東の国から』（1895）
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「ある夏の日の夢」や、ビズランドに捧 呈
デディケート

した『日本雑記』の「海のほとり」

「漂流」「乙吉の達磨」に結実したと見る。 

ハーンは毎年 1 冊のペースで本を出版したが、1903 年だけは、出版がなく、

1904 年に 2 冊になっている。これは、ビズランドが 1903 年に自伝的作品『理

解の灯』（A Candle of Understanding）を出版したことへの敬意であろうと考え

る。その理由は、ハーンをモデルにした人物が、やはり「暗号」的に、しかし、

決定的な役割を持って登場するからである。以上のように第 2 部では、ハーン

の作品に現れる「暗号」の解読を行う。 

後の第 3 部では、ハーンの東京時代の 1898 年から 1899 年にかけての 2 年

間に登場した、メアリー・フェノロサとの交流と影響関係について述べる。 

ビズランドは、『書簡集』「序」において、4 月 4 日が通説の、ハーンの日本

到着を 5 月 8 日にしている（Bisland 1: 102;『小泉八雲 回想と研究』172）。こ

のような、改変と見られる『書簡集』編集上の操作が、1898 年から翌年にかけ

ての交流のあったメアリーとの手紙の交換の編集にも見られる。 

第 3 部では、ハーンの作品の表紙が、1898 年『異国情趣と回顧』から絵画的

になり、出版社もホートン・ミフリンからリトル・ブラウンに変わる契機にな

ったことを示したい。また、メアリーがハーンに与えた影響が、ビズランドの

文通再開を促した可能性についても指摘したい。また、フェノロサ夫妻との交

流のあった 1898 年から 1899 年にかけて執筆されたハーンの作品中、日本の古

典作品に典拠のある作品に見受けられる、読み間違いや、「能」や「英語作品」

への言及、メアリーの夫、アーネスト亡き後の手記「夕霧お客さん」から、こ

の時期のハーンの援助者にメアリーを推測した。 

ハーンの執筆の動機と意識を明確につかむことができれば、ハーンの文章執

筆の技術の一端を明らかにすることになるであろう。一般的に、作家が文章を

書く情熱の向かう先には、具体的な読者の誰かが必ず存在するとされる（工藤

14）。ハーンもその例に漏れないであろう。その解読は、ハーンの温かい人間性

をさらに明らかにすることにも繋がる作業であると考える。 
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第 1 部 日本の妻「セツ」の役割の再検討 

 

第 1 部の序 

ラフカディオ・ハーンの日本人の妻、セツは、ハーンの再話創作の「媒体」

として、日本の昔話をハーンに話した。また彼女はかいがいしく家庭を守る良

妻賢母であったという像が日本では定着している。セツの遠縁であった後藤昻
のぼる

は「戦後、節子を『日本婦人の亀鑑』とする映画の製作が試みられた。」13 と

述べた。このように、セツ顕彰の動きがあったが、しかし実現されなかった（『へ

るん』 20 号）。その後、30 年以上を経て、1984 年には NHK 総合で『日本の面

影』が放映され、また、1991 年には劇団「地人会」によって『日本の面影』14 が、

全国各地で公演された（『小泉八雲事典』81-82、以下『事典』）。そこで描かれ

たセツの「良妻賢母」像は、日本人がセツに対して描く一般的な像であると言

える。 

ハーン研究の先駆者、森亮は『小泉八雲の文学』「ハーンの協力者たち」にお

いて、ハーンの協力者真鍋
ま な べ

晃
あきら

15 、西田千太郎（1863-1897）16 、雨森信成17 と

ともに、以下のようにセツの協力について述べる。これは、日本語の読み書き

が片言程度であったハーンに、文語体で書かれた古い物語の内容をハーンに教

えたセツの働きについての定説である。しかし、この「ハーンの協力者たち」

の項目は、「もっと衣を剥がされる」必要を説いて、根拠や見通しを示さないま

ま、森亮は以下のように唐突に章を終わっている。 

 

ハーンが奇妙であっても意味の汲み取れる日本語が使えたことと、それを片仮名

で表記する力のあったことが分かっている。しかし、漢字と平仮名で表記された

日本文、殊に文語文体で書かれた古い物語の刊本などは全然読めなかった。時の

話題を伝えた日々の新聞から、奇談・怪談を載せた古書に至るまで、節子が読ん

で内容のあらましを彼女の言葉で
、、、、、、、、、、、

ハーンに教えることは妻としての彼女の義務で

あり、また特権であった。生きた媒体としての節子はもっと衣を剥がされねばな

らない人である。（傍点森 66） 

 

以上で述べた内容を、森は、以下で示す別の項目「回想と展望」で繰り返して

いる。 
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この「回想と展望」において森は、ハーンの伝記、田部隆次著『小泉八雲』

を「現在でも も重要な古典としての地位を保っている。」と評価を惜しまない

が、しかしその限界にも触れている。田部自身の言葉「一弟子の書いた恩師の

伝記」を引用して、そこに「大きな特色」を認める。しかしそれと同時に「こ

の本 [田部著『小泉八雲』] の限界もそこにある」とし、暗にセツの「思ひ出

の記」もそれを免れているわけではないと危惧を表明した。 

 

節子夫人の五十七ページに及ぶ「思い出の記」が巻中の一章を占めているほか、

来日以後の事蹟は全面的に夫人から得た材料と夫人の談話によっているのみ
（ マ マ

が
）

強

みであるけれども、夫人の都合で伏せられた事実もあろうし、細部において記憶

違いもある。（114） 

 

また、一雄も『父小泉八雲』において、「私の母の「思ひ出の記」の中にさえ誤

りの點のあることを認める」（49）とし、「日本の缼點をもお世辭めいて褒める

人からは、母を憶う時に似た感を受け」る（252）と暗に虚飾された記述を匂わ

す。 

本論文第 1 部では、以上のように森が言及した、「生きた媒体としての節子」

の「衣を剥がす」試み、つまりセツによる「思ひ出の記」の「限界」を具体的

に指摘することを目指し、ハーンを取り巻く人々の証言を分析することを試み

る。いわば「思ひ出の記」はセツ本人と三成によって造形されたセツ像である

と考えるからだ。第 1 部は、セツを取り巻く証拠から、ハーンの執筆にセツが

果たした役割をより精確につかもうとする試みである。 

セツが本当に古文書を読めたのか、それとも誰かの援助があったのかの検討、

「思ひ出の記」の成立事情に大きく関わりながらも影武者に徹した三成重敬の

果たした役割の検討、三成が本格的にハーンを助ける以前の東京でに執筆（1898

年から 1901 年）に見られる典拠の説明に「能」や英文の見られること、雨森信

成の英語追悼論文に基づき、「再話」がハーンの作品に結実する過程でのセツの

働きの検討、ハーンの 晩年の手紙と「思ひ出の記」の比較検討から、セツの

実像に迫りたい。 

さらに、チェンバレンが『日本事物誌』第 6 版で「ハーンの人生は夢の連続

で、それは悪夢に終わった」との評価について、悪意を認めるのか、それとも

少なくともチェンバレンにとっての真実であったのかを考察する。その中で、
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セツとの日本の家庭生活がハーンにとっての「悪夢」であったのではなく、そ

れはハーンの東大解雇と急死を暗喩していることを示す。 

森亮は、『小泉八雲の文学』で、ハーンの死後 46 年経って出版された一雄著

『父小泉八雲』の内容をこの著の書評を以下のように発表している。 

 

    田部氏の八雲伝を読んだ人は誰でも、その中一章として加えられた小泉節子夫

人の「思ひ出の記」を忘れることができないと思う。それは飾り気のない、つつ

ましやかな書き振りながら、たぐい稀な名文であるからだ。あれを読んだ人が「美

しい日本の妻」の映像を胸に描くのは極めて自然である。 

    ところがこの映像をたたきつぶすような書物が矢張りこの六月[1950 年、ハーン

生誕百年]に節子夫人の長男によって書かれたのである。（中略）夫人が妻として

も必ずしも常につつましやかでなかったことは、夫人が女子大学の茶話会に招か

れ、ハーンに無断で出掛けたことでハーンが憤慨したとき「例によって」ヒステ

リーを起して其処ら辺の物を手当たり次第にたたきつけ、歯をくいしばって倒れ

たという話からも想像がつく。更に幻滅を感じさせるのは、先程挙げた「思ひ出

の記」は夫人の口述であるが、あれだけ平易なうちに達意な名文になったのは、

筆記に当った遠縁の三成重敬氏の功に帰すべきものらしいことである。（160-61） 

 

すなわち「思ひ出の記」はセツが自分で書いたわけではなく、ハーンの助手

であった三成重敬が、ハーンの死後、セツの語るのを苦労して口述筆記して「口

述メモ」を作り、更に推敲、清書を経てできあがった、ということである。森

は、失望を顕わにして、一雄がセツのヒステリーを暴露した証言を「『美しい日

本の妻』の映像をたたきつぶすような書物」と嘆き、「更に幻滅を感じさせるの

は、」「思ひ出の記」が「三成重敬氏の功に帰すべきものらしい」とする（139-40）。

この森の表現から、それまでに定着してきたセツ像の堅固さを知ることができ

る。私は、これほどまでに、セツの虚像と実像には幅がある可能性があると考

える。 

本論文は、一雄、森亮、ビズランド、雨森信成、平川祐弘、関田かをる等に

よる伝記や研究を先行研究として捉えた。セツの日本の原話の媒体としての役

割が一般的に考えられているほど直線的な高度な再話創造への協力ではなく、

ハーンが「現地の感性を納得できるまで感じられる」ための確認の方に重点が

あったと考える。この私の判断の根拠の一つは、できあがった「思ひ出の記」
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と比較して、口述筆記の「口述メモ」の示す、セツの文章能力が、問題外に貧

しかったことである。とうてい古本屋で集めた旧い版本の古文書を読めたとは

考え難い。 

東京に 1896 年 9 月に移住してから 1897 年（『仏の畑の落穂』）から 1898 年（『異

国情趣と回顧』）までは古典を典拠とする作品が見当たらないことと、1899 年

（『霊の日本』）から 1901 年（『日本雑記』）に見られる突然の表紙の絵画性や、

古典の典拠を示した、ハーンの説明に「能」や英訳本のあること、「梅」や「三

井寺」がよく登場することから、交流期間の一致する、フェノロサ夫妻、特に

夫人のメアリーからの情報を推測する。 

1901 年からは、ハーンの原典の提供者として、ハーンの執筆ばかりでなく、

「思ひ出の記」の 強の協力者であった三成重敬の存在が、一層重要であった

と考える。 

平川祐弘が、『破られた友情』「日本回帰の軌跡―埋もれた思想家、雨森信成

―」においてつとに指摘しているように、三成重敬と並んで、雨森信成も主に

ハーンの仏教知識に関して大いに協力しただけでなく、その英語追悼論文はハ

ーンの執筆意識を精確に捉えていたと考える。このように三成重敬と雨森信成

はともに、ハーンへの大きな貢献をしている。 

しかし、二人とも、ハーンの作品にどのように貢献したのかを示す足跡を消

している。三成重敬は、セツとの交際をきっぱり断ってしまった。雨森信成は

手紙の提出を拒む代わりに、英語追悼論文をハーンの死の 1 年後に発表し、そ

の 1 年後に他界してしまった。私は、このハーンへの協力の跡を消してしまっ

た二人の影武者に徹した在り方が、逆に二人の援助の大きさを浮き上がらせて

いると考える。二人は、ハーンの功績に寄与できたことだけを誇りに思い、己

の喜びとしたと思われる。そして自分たちの貢献が知られるならば、ハーンの

価値に影響があると考えた可能性がある。特に、三成重敬は、セツの虚像が壊

されることを恐れたと考える。 

次に、ハーンの晩年の 3 年間における、ビズランドへの手紙では、ハーンが

一雄だけを伴って、アメリカに渡ろうとしていたことへの顕彰のあり方の違い

を問題にしたい。このことはハーンのビズランドへの手紙に再三述べられてい

るにも関わらず、セツの「思ひ出の記」には、全く触れられていない。この大

きな食い違いを取り上げる。セツばかりか、ビズランドの『書簡集』の「序」

も、ハーンの 晩年のアメリカ行き計画については、ハーンの健康と一雄の教
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育だけを理由とし、ハーンの日本脱出の願望に触れていない。以上の食い違い

は、ビズランドの描くハーン像と、セツによるハーン像と自画像とが理想的な

家庭像を作り上げており、それぞれの執筆には言わば共通した意図が見られる

ことを、私は示すことにする。特に、ビズランドが『書簡集』編纂において見

せる、スキャンダル回避の努力については、第 3 部で詳述する。 

第 1 部の 後では、チェンバレンが『日本事物誌』第 6 版においてハーンの

一生を「夢の連続で、悪夢に終わった」と書いたことについて取りあげる。日

本の研究では、チェンバレンの悪意を認める解釈が定説となっている。しかし

私は、一雄が証言したセツの実際に見せた姿、ハーンの作品や手紙、チェンバ

レンが、ハーンの死後、ビズランドと接触した可能性のあったことから、チェ

ンバレンの判断には、ビズランドの見解も反映していると認識する。このこと

も含めて、チェンバレンの発言は悪意ではなく、日本の当時の社会的な状況を

含めた、彼から見た真実であったことを検証したい。 

 

1．「思ひ出の記」に描かれた「耳なし芳一」―ハーンとセツの共同

作業 

ハーンは、1890 年 4 月 4 日に横浜の入港し、1891 年 2 月頃ころ、松江で小泉

セツと所帯を持つ。法律上、小泉家への入り婿として日本国籍を取得したのは、

1896 年 2 月 10 日、神戸時代であった（『事典』218）。1904 年に東京西大久保の

自宅で急逝したハーンは、生前日本で『日本瞥見記』、『怪談』、『日本』等、11

冊18 の著作を著し、「再話」19 によって、日本人の精神を逆に日本人に気付か

せた作家として日本で高い評価を得た。 

ハーンは、日本語が得意であったわけではなく、「ヘルン（さん）言葉」と言

われる、ハーンによる独創的な話し言葉を通じて家族と会話した。20 主に仏教

関係に関する重要なハーンの協力者で、英・仏・独語に通じ、ハーンから『心』

（Kokoro : Hints and Echoes of Japanese Inner Life 1896）を捧 呈
デディケート

された雨森信成

は、ハーンが「長年日本にいたにしては、日本語をうまくしゃべれなかった。

必要でなければ、決して話さなかった。」と英文の追悼論文で証言している

（Atlantic Monthly 520）。また一雄も『父小泉八雲』において、「父と母の間には

一種特別な所謂『ヘルン語』なる物が何時しか出來上り、後には相當委しい事

迄不自由なく話し得る様になつた。」（118）と、話し言葉について書いている。
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書き言葉については、「ハーンは八雲と名乗り日本人になつたものゝ、日本文は

妻への片假名、片言の手紙以外には書けなかった人である。」（55）と証言する。 

このようにハーンは、日本語の話し言葉、書き言葉ともに十分な習熟の域に

達してはいなかった。そこで、ハーンが日本の民話を「再話」として再構成す

る際には、後述のように、妻の小泉セツが、「インフォーマント（「現地語によ

る情報提供者」 西『比較文學研究』8）」として、「ヘルンさん言葉」を使って、

日本の古典や民話を話し、ハーンの著作を助けた。セツはハーンの「再話」著

述に貢献したと、日本では高い評価を得ている。 

セツがハーンに向かって日本の話を再現する現場は、セツ著「思ひ出の記」

によるハーンの日常生活や日本の「お話」を語った場面によって知ることがで

きる。このセツとハーンの共同作業場面は有名で、ここからセツの評価が生み

出されたと言っても過言ではないくらいよく引用される。 

「思ひ出の記」は、ハーンの死後、ハーンの友人たちからの勧めや、ハーン

の協力者三成重敬の「口述メモ」、文章化、清書によって、その一部が間に合っ

て、1906 年、ビズランド編集の『書簡集』に一部分が 初は英語で出版された

（『父小泉八雲』139）。「思ひ出の記」の日本での発表は、1914 年、田部隆次

『小泉八雲
ラフカディオ・ヘルン

』第一版に収録される形においてであった（『事典』106）。すなわち

日本では、日本語の「思ひ出の記」が発表されたのはハーンの死後 10 年と時間

がかかっている。 

この「思ひ出の記」（田部 145-77）は、ハーンと同居する家族でなければ知

り得ないハーンの好み、生活習慣、ヘルンさん言葉の実際、セツによる、ハー

ンの「再話」執筆の材料を話す様子が描かれ、ハーンを知る第一級の資料とな

っている。「思ひ出の記」に著わされた、ハーンがセツと築いた家庭での生活の

様子は、それまで両親にも家庭にも恵まれなかったハーンにとって、やっと巡

ってきた温かい、理想的な家庭生活だったと考えられた。 

「思ひ出の記」には、上記「再話」執筆までのハーンとセツの共同作業現場

については以下のように描かれる。 

   

      怪談は大層好きでありまして、「怪談の書物は私の宝です」と言っていました。

私は古本屋をそれからそれへと大分探しました。 

      淋しそうな夜、ランプの心を下げて怪談を致しました。ヘルンは私に物を聞く

にも、その時には殊に声を低くして息を殺して恐ろしそうにして、私の話を聞い
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ているのです。その聞いている風がまた如何にも恐ろしくてならぬ様子ですから、

自然と私の話にも力がこもるのです。その頃は私の家は化物屋敷のようでした。

（中略） 

   私が昔話をヘルンに致します時には、いつも始めにその話の筋を大体申します。

面白いとなると、その筋を書いて置きます。それから委しく話せと申します。そ

れから幾度となく話させます。私が本を見ながら話しますと「本を見る、いけま

せん。ただあなたの話、あなたの言葉、あなたの考えでなければ、いけません」

と申します故、自分の物にしてしまっていなければなりませんから、夢にまで見

るようになって参りました。（田部 156-59；平川『破られた友情』137） 

 

ドイツの口承文芸研究者の池田香代子は、ハーンの要求を「その言おうとして

いることは、ほぼ百年前にドイツでメルヒェンを採話したグリム兄弟のモット

ーとしてもおかしくない。」としている（41-42）。『怪談』の冒頭に収められた、

有名な「耳なし芳一」の描写のハーンとの協働場面について、セツは以下によ

うに描く。 

 

『怪談』の初めにある芳一の話は大層ヘルンの気に入った話でございます。なか

なか苦心致しまして、もとは短い物であったのをあんなに致しました。「門を開け」

と武士が呼ぶところでも「門を開け」では強みがないと言うので、いろいろ考え

て「開門」と致しました。（田部 159） 

 

この場面を池田は、以下のように、「想像をたくましくして再現」を試みた。池

田は、ネタ本の『臥遊
ぐハゆう

奇談
き だ ん

』巻
くハん

之二『琵琶
び ハ の

秘曲
ひきょく

 泣
なかしむ

 二 幽霊
ゆうれいを

 一』
21 をセツが

黙読したところと、ハーンが原稿を書いたところを丸カッコで以下のように示

して再現した（42-43）。 

   

節
ママ

 （やがて一つの門
もん

を過
すぎ

て殿 中
でんちゅう

にいたり……）すぐ、一つの門、過ぎて、殿中

に、来ます。 

    ラ  本を見る、いけません。誰、来ますか、あなた、思いますか。 

    節  侍と、芳一、来ます。 

    ラ  芳一、盲目。あなた、芳一、ならねば、いけません。芳一、なぜわかります

か、一つの門、来ることを。 
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節  おそらく、侍、「門を開け」言います、芳一、聞きます、わかります。 

ラ  そうです、ただあなたの話、あなたの言葉、あなたの考えでなければ、いけ

ません。「門を開け」、侍、言います、芳一、聞きます、わかります。しかし、

侍、「門を開け」言いますか。それ、あまり強い
ママ

ありません。 

節  言う、思いますけれど……「開門！」叫びます、そのほが、侍、 吉 事
よろし（ママ）

思

います。 

ラ ママ、それ、面白い、吉事
よ ろ し

思います。そして、芳一、なに聞きますか。 

節 おそらく、かんぬき、はずすの
ママ

音、芳一、聞きます。 

ラ  ママ、あなた、善い言葉、言いました、思います、それたくさん吉事
よ ろ し

です。

（“Kaimon !”the samurai called.―and there was a sound of unbarring……） 

 

この場面は、セツの語りをハーンが取り入れる現場として、池田が以上のよう

に想像で再現を試みたものである。大変印象深く再現されている。 

池田はこの論文の中で、一雄の命名にハーンが「ラフカディオ」の一部から

「梶尾
カ ヂ オ

」を提案したのを、セツが「一雄」に変更させたこと22 を紹介する。「こ

と日本の言語習慣となると、節は二十歳近く歳上の、社会的にも経済的にも、

そして『南北』的にも圧倒的な優位にある男に対して譲らない」とし、着物が

好きだったハーンに洋装の礼服を着させたり、財産を残すために日本国籍をと

らせたりしたことを含めて評価している。ハーンにとっての日本国籍取得が「結

局きわどいところで、女を南へと切って捨てた父の轍を踏まなかった」ことに

なったと、ハーンとセツの美しい力関係の均衡を称揚する（42）。 

池田はさらに、セツの働きを「ストーリーテラー」とし、ハーンがセツに英

語を教えることを早々にやめたたとする。23 セツは日本語しか知らず、ハーン

が、話を「自分の物」とすることを要求したことを、ハーンの「当然の要求」

としてとらえた。ハーンがセツの英語教育に乗り気でなかったことについて、

池田香代子は以下のように冷徹に西成彦の説を引用して括弧で示す。 

     

    ここには、絶対的な力関係がはっきりと反映している。夫婦のパワーポリティッ

クスにおける節は、自身や小泉家の人々が描き出す、愛され、その気働きを重用

された幸せな妻と、マルティニークの女中ほどにも夫の書き物に言及されない、 

日本文化の巫 女
メディウム

としての簒奪の対象24（西成彦「語る女の系譜」25『世界の中の

ラフカディオ・ハーン』所収）という両極の中間のどこかにいる。（42） 
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池田は、ハーンがセツを意図的に「インフォーマント」の位置に抑圧し、ひた

すら文学の材料の提供者であることを要求したことをとらえて、セツの位置が、

「自身や小泉家の描き出した」セツ像とは必ずしも一致しないことを述べる。 

ハーンがセツをインフォーマントに抑圧していた点については、ハーンがタ

イムズ・デモクラットの編集長ペイジ・ベイカー（Page Baker 1840-1910）26 宛

てに 1892 年 6 月に出した手紙に「私は彼女（セツ）を極力外国生活について無

知であり続けるよう心がけている」（“I am trying to keep her sa innocent of foreign 

life as possible.”）とあり、ハーンが意識していた処遇であったと思われる

（Bisland 2: 91）。なお『書簡集』の同じ手紙でビズランドが削除した部分には、

ビズランドを「世界で 高の女性である」（“she [Miss B.] is really one of the most 

wonderful women in the world”）と述べていることから、ハーンにとってのセツ

の役割は第一義的には、「インフォーマント」と言って良いであろう（横山純

子『へるん』36 号 103）。 

池田は、ハーンの再話については、セツの「解釈も一種の翻訳とするなら、

『臥遊奇談』の一節が」平井呈一の現代語訳に到着するまでに、「都合、四度の

翻訳過程をへていることになる」とする（41）。即ち、「ネタ本のセツの解釈」、

「ヘルンことばに翻訳」、「ハーンの英語への翻訳」、「平井の現代語訳」である。

そしてこの「四度の翻訳過程のおかげで」ハーンの再話は、「構造主義をへた現

在の多文化主義的な民俗学を、理論によらず、書くことをつうじて、百年以上

前に実践した」として高く評価する（44）。 

ただし、池田は 後に、これに続いて、「……これは、なんなのだろう。資質

や出自だけでは説明しきれないものを感じる。」（45）とし、翻訳家であり口承

文芸研究者の立場から、ハーンがどのようにして高みに達したのかに対する直

感的な疑問を提示する。池田は、ハーンの「再話」が日本人の精神の核心をつ

かむことができた原因を、いぶかりながらも感嘆する。 

私は、池田の疑問、すなわち、「ハーンの側に主にある文学の高みに達し得た

秘訣を知りたい。」を手がかりとし、第 1 章で、ハーンが如何にして日本人の心

を深くとらえ得たのかをできる限り文献を通じて証明したい。その上で、セツ

の果たした真実の役割が何だったのかを検討したい。 

 

2、雨森信成は、ハーンの執筆意識を捉えていた 
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池田の疑問は、ハーンが如何にして日本人の思想や感覚を把握し、文章化し、

「民俗学」と呼べるほどに的確にとらえたのかであった（45）。ハーンの執筆の

秘密を一番よくとらえている資料は、雨森信成がハーン死後の 1 年後、1905 年

10 月号の『アトランティック・マンスリー』「人間、ラフカディオ・ハーン」

（Atlantic Monthly“Lafcadio Hearn, the Man”、以下 Atlantic）に書いた英文の追

悼論文であると思われる。 

後述のように、平川祐弘は、『破られた友情』において、雨森信成のこの論が

「今日読み返して雨森のこの論が、その後出た内外人のいずれのハーン論より

も秀れ、かつ正鵠を射て」（184）おり、一雄が雨森を「『アシスタンツ』27 の

一人にかぞえたのが」「間違いであり、礼を失したことなのではあるまいか」（175）

と、 高の評価をしている。 

平川は雨森が「『人間ラフカディオ・ハーン』を論ずるに際し、まず作家とし

ての文章作法の秘密を明かし、次いで思想に及んだ。」と指摘している（184）。

私は以上の平川の表現である「文章作法」を「ハーンの執筆意識」と言い換え

る事ができると考える。執筆者が、思考や感情を文章化するとき、一番重要視

する方法、指針とも言える。 

この雨森のとらえた「ハーンの執筆意識」のポイントを、後述のように、ビ

ズランドも、当時『アトランティック・マンスリー』の副編集長だったフェリ

ス・グリーンズレット（Ferris Greenslet 1875-1959）28 も見逃さなかった。 

平川は、そもそも雨森がハーンに紹介されたのは、ハーンが横浜港に来日し

て直後、横浜グランド・ホテルに寄寓するアメリカ海軍主計大佐、ミッチェル・

マクドナルド（Mitchel McDonald 1853-1923）によると説き起こす（170）。その

人は、4 ヶ月前に「世界一周早廻り」で横浜に上陸した、ハーンの友人ビズラ

ンドの世話をしている。 

雨森は、ハーンの遺志を汲んで、ハーンとやりとりした手紙を公開しなかっ

た。この事情を、一雄は次のように説明する。 

 

雨森信成氏の場合は、氏の意見は甚だ徹底している。曰く、「彼からの手紙は（中

略）私の場合は―却って公表せぬ方がハーン君の霊を慰めると信ずる。（中略）私

は嘗てハーン君のリテラリ・アシスタントであつたし、兩者間のコレスポンデン

スの大部分は氏の著作の内容及材料の出所等に關する物である。それは公表せざ
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る事をハーン君は望まれたのであった。」（『父小泉八雲』83；平川『破られた友情』

173-74） 

 

このように、雨森とハーンとの間に交わした手紙は公開されていない。29 雨森

は、文通の内容がハーンの「著作の内容及材料の出所等に関するもの」で、ハ

ーン自身が公表を望まないものであったとする。平川は「ハーンが後年聊か雨

森氏と疎遠になった原因も実は氏が余りにも豪放的な人物で、ハーンへ提供し

た材料をうっかり公表した等の点もあったとか聞いている。」（『破られた友情』

174）とする。ここから、ハーンが材料提供の出所について神経質であったこと

が知られる。30 平川はハーンのチェンバレンへの手紙の内容から、『東の国か

ら』「横浜にて」（1895）の高度な仏教問答が、雨森からの見事な回答によった

ことを指摘する（『破られた友情』200-02）。 

  また、雨森からハーン宛の手紙が 1 通のみ、小泉家に残されていたのを、一

雄の死後、孫の小泉時
とき

が発見して、『ヘルン』25 号に発表している。それによ

ると、この手紙の内容は、1898 年出版の『異国情趣と回顧』の「死者と文学」

と「虫の音楽家」に使われている。それは、「大山講」の実際の意味や、戒名の

意味についての質問に答えたもので、ハーン作品の深い部分にまで役立ってい

ることが分かる（123）。この 1 通の手紙からだけでも、ハーンの日本理解の協

力者として雨森の力量が並はずれていたことが分かる。おそらく、雨森は自分

の役割の大きさに気づいていたからこそ、手紙の公表を避けたのではないかと

推測される。公表すれば、ハーンの評価に影響があると考えたのであろう。 

雨森の協力がどのようなものであったかについての調査には、『アトランティ

ック・マンスリー』「人間、ラフカディオ・ハーン」において雨森が引用するハ

ーンの手紙の部分が大いに役立つ。雨森は、自分の提供した神道や仏教につい

ての具体的な内容を除いては、「少なくない読者が、作品から分かること以上に、

著者について知りたいと思っている」と考え、積極的に手紙からの引用を心が

けている（Atlantic 510）。そのためハーン研究者は、引用されているハーンの手

紙から多くの情報を得ることができ、第一級の資料価値があると思われる。し

かしハーンの手紙には日付のないことが多いという理由から、雨森が日付の有

無に言及することを省いたため（原註 1、510）、時期の決定に支障をもたらし

ている。 
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平川は上述のように、ハーンを描いた雨森の英文とその慧眼に驚嘆して、『破

られた友情』において以下のように述べる。    

     

    雨森の『人間ラフカディオ・ハーン』はハーンその人の英文を凌ぐばかりの名文

で、私は読んで驚嘆した。（175） 

 

雨森信成は「人間ラフカディオ・ハーン」を論ずるに際し、まず作家の文章作法

を明かし、次いで思想に及んだ。ハーンをよく知る友として、手許に残された多

数の書簡を自在に活用し得たからであるが、今日読み返して雨森のこの論が、そ

の後出た内外人のいずれのハーン論よりも秀れ、かつ正鵠を射ている、という感

に打たれる。これは日本人が英米作家を論じた評論中、古典的地位を占めるべき

英文であろう。（184） 

    

以上のように平川は、雨森の把握するハーンの「文章作法」を「正鵠を射る」 

と高い評価をしている。 

私は、平川の指摘した「雨森のこの論が、その後出た内外人のいずれのハー

ン論よりも秀れ、かつ正鵠を射ている」に同意する。これまで、雨森の論以上

にハーンの「執筆意識」を捉えた論はないと考える。雨森は、ハーンの文章執

筆の心髄が、 初に「真実」（“truth”）を正直な「感じ」（“feeling”）としてつ

かみ、それを分析・明瞭化して著すことに全力を傾けることだ、ととらえてい

た。このように明確に分析できるハーンの「文章作法」を、私は「ハーンの執

筆意識」とも呼び得ると考える。雨森は、以下のように明晰に書いている。 

   

表現の熟練者であったハーンは、文章を推敲するというよりも、むしろ、彼自身

の考えや感じを分析し明瞭にすることに意を用いた。いうならば彼は、もし明確

に見えてきたら、どんな考えだろうと感じだろうと表現しおおせるという自分の

能力を無意識に、意識していた。（Being a master of expression, Hearn labored rather 

at analyzing and defining his own ideas or feelings, than at polishing his sentences. He 

was unconsciously conscious, so to speak, of his own ability to express any idea or 

feeling, if only he could get a clear view of it.）（イタリックス雨森 514） 
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    しかし、一旦、待望した「感じ」をつかむと、彼は、「自分に正直」であり、少な

くとも「真実に近づけた」と確信した。そして、その真実を公表するためにあら

ゆる力を振り絞った。（But once he got his desired “feeling,” he was “honest to himself,” 

and believed that he had made at least “an approach to truth.” And in order to publish the 

truth he had thus found, he did all that lay in his power.）（513） 

 

ハーンは以上のように「真実」を「感じ」としてつかむことが文章執筆の要と

とらえていたと考えられる。さらに、つかんだという成就感が「自分に正直」

であることを要求し、それが「真実に近づく」ことと同義語であったと思われ

る。 

その過程で、まだ隠れている「考え」や「感じ」が形を表すまでには、推敲

の過程での「無意識」な頭脳の働きに任せるのが一番だ、とハーンは以下のよ

うに雨森の文章への助言に書いた。 

 

あなた自身の写生文や物語についてですが、もしあなたが不満を感じるのであれ

ば、それは多分あなたの想像するような原因―不完全な表現―ではないと思いま

す。そうではなくて、隠れた考えや感情がまだ十分にくっきりと頭の中で言い表

せていないからなのです。（中略）何度も何度も静かに書いていると、その過程で、

よく感情や思考が、自然に形になっていくことに気づくのです―無意識に。（中略）

高の出来具合が見られたときには、 高の作品が「無意識」から作られたこと

に驚くはずです。（Atlantic 514; Bisland 1: 140-41; Greenslet x-xii; 『破られた友情』

180-81） 

 

このハーンの助言は、ハーンの執筆意識が「考え」や「感じ」をくっきりとつ

かもうとする努力と、それを何度も書き直す過程での「無意識」な頭の働きに

任せることに信頼することであるとする。これは、ハーンの執筆意識を余すと

ころなく指し示していると思われる。 

  この部分は、フェリス・グリーンズレットが、ハーンの死後出版された『天

の河縁起』（The Romance of the Milky Way and Other Studies and Stories 1905）の

序に引用している（Greenslet x-xii）。1902 年から 1907 年にかけて『アトラン

ティック・マンスリー』の副編集長だったグリーンズレットは（American 

Antiquarian Society 15）、重要な投稿者であったハーンの作品を知っており、そ
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の執筆意識の核心を記載する雨森の引用部分を、余さず伝えたいと考えたと思

われる。ハーンの夜中の執筆態度の部分と併せて、雨森の英語追悼論文はグリ

ーンズレットの序の 後の主要部分を占めている。同様に、ビズランドも『書

簡集』の伝記部分に「ある友人に助言して」と説明して、上記の文章をそのま

まに引用している（Bisland 1: 140）。 

  しかし、以下に示す雨森の捉えた、真夜中に執筆中のハーンがいつもの見慣

れたハーンとは別人であであり、この世のものでないものとの交流をしていた

鬼気迫る場面を、グリーンズレットや、平川は引用するが（Greenslet xiii-xiv； 

『破られた友情』190-91）、しかしビズランドは引用していない。この点を指

摘した先行研究には管見にして出会わない。 

 

   初めてハーンの家に泊まった夜の生々しい思い出は生き続けるであろう。私も夜更

かしする習慣なので遅くまで本を読んでいた。時計が午前 1 時を打ったが、ハーン

の書斎には明かりが灯っていた。低く空咳が聞こえた。具合でも悪いのではと心配

になって、部屋を出て、彼の書斎に行った。しかし、もし仕事をしていたら邪魔し

てはいけないと思って、ソッーとドアをほんの少し開けて中を覗いた。彼が紙に鼻

をくっつけんばかりに高い机に向かって執筆しているのが見えた。一枚、また一枚

と彼は書きついだ。その時彼が顔を上げた、私がその時見た物と言ったら！それは

いつもの見慣れたハーンではなく別人だった。彼の顔は変に青白く、大きな片眼は

ぎらついていた。この世のものとは思われないものと交信しているようだった。（I 

shall ever retain the vivid remembranceof the sight I had when I stayed over night at his 

house for the first time. Being used myself also, to sit up late, I read in bed that night. The 

clock struck one in the morning, but here was light in Hearn’s study. I heard some low, 

horase coughing. I was afraid my friend might be ill; so I stepped out of my room and went 

to his study. Not wanting, however, to disturb him, if he was at work, I cautiously opened 

the door just a little, and peeped in. I saw my friend intent in writing at his high desk, with 

his nose almost touching the paper. Leaf after leaf he wrote on. In a while he held up his 

head, and what did I see! It was not the Hearn I was famililar with; it was another Hearn. 

His face was mysteriously white; his large eye gleaned. He appeared like one in touch with 

some unearthly presence.）（Atlantic 524）（傍線中井。以下、特に断りのない限り傍

線は中井による。） 
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ハーンは、まるで遠い世界に魂を飛ばしているかのようである。つまり、上記

の場面は、ビズランドにとっては、ハーンの執筆意識として公表することを避

ける理由があったと思われる。ビズランドは上記の部分を避け、これに続く以

下の場面だけを引用している（Bisland 1: 159; Greenslet xiv）。31 

 

    家庭的な風貌をした男の中に純粋な女神の灯32 が燃えていた。その炎の中に塵か

ら生命と詩を引き出し、人間の思考の 高のテーマをつかみ取る心が住んでいた。

（Within that homely looking man there burned something pure as the vestal fire, and in 

that flame dwelt a mind that called forth life and poetry out of dust, and grasped the 

highest themes of human thought. ）（Atlantic 524） 

 

以上の場面だけであれば、ハーンが「純粋な女神の灯」を掲げて書いていたこと

になり、抽象的な表現になる。ビズランドは『書簡集』「序」を以下のように

締めくくった。 

 

澄んだ目と忍耐とは、得意にも失意にも陥らず、力の許す限り高くランプを掲げ、

芸術そのものだけのために追究を続けた。」（clear-eyed and patient, neither elated nor 

cast down, still lifted the lamp as high as their powers allowed, still pursued art singly for 

her own immoral sake.）（Bisland 1: 162） 

 

これは、上記の雨森の英語追悼論文と主旨が一致するため、辻褄も合うと考え

たのではないだろうか。 

しかし、ビズランドが引用しなかったハーンの夜中の鬼気迫る執筆態度こそ

が、ハーンが『仏の畑の落ち穂』「生き神様」（1897）で示した「魂」が飛ぶ

ことをハーンが信じていた姿ではなかろうか。この点については、第 2 部第 10

章において詳述する。雨森が表現した、ハーンの掲げた「女神の灯（vestal fire）

は、ビズランドと考えられることを本論文の第 2 部で詳述することとなる。 

ハーンの文章能力については、長男一雄も以下のように、肉親の直感によっ

て、「不可思議な第六感」という形でつかんでいたと思われる。 

 

   「ハーンは日本語は出來なかつた。妻セツは英語は話せない。常に傍に英語の堪能

な助手が付添つてもいない。彼は獨眼で強度の近視である。然るに彼は日本の風
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俗習慣に關する智識は他の日本研究家の外人の追随を許さぬものがあり、日本人

も驚く程の正確さと深さを持つている」と不思議がる外人が多い。文學的歳能の

乏しい人、皮相の觀察しか出來ぬ人、粗暴な輩等に非ずとも、ハーンと例え同じ

境遇を與えても十餘年間に彼と同じ仕事は出來ないであろう。ハーンには神祕な

東洋人の血が流れて居り、彼は獨眼なるが故に常人の持合わせて居らぬ不可思議

な第六感を持つていたし、己が文學に對しては火の玉の様な猛烈な情熱の上に常

に立つている人柄であつたればこそ常人には理解出來かねる一種の妙な能力を具

備していた。（『父小泉八雲』64） 

     

それは、肉親の一雄でさえ、「常人の持合わせて居らぬ不可思議な第六感」「常

人には理解出來かねる一種の妙な能力」に帰した執筆能力であった。 

しかし、ハーン自身にとっては上述の雨森への助言のように、明確に他人に

説明できるものであった。それは、「真実」を「感覚」としてつかむことであっ

た。この点に関して平川は、雨森の与える材料に基づき、ハーンが「消化して

自分自身のものとせぬ限りは、絶対それを使わなかった」と表現している（『破

られた友情』210）。  

ハーンの文学の能力のうち、ハーンがいかに優れた読み手であったかを証言

した文章がある。それは、ハーンの死後、ビズランドが文通していた、アメリ

カ南部で文学を教え、画家でもあった、チャールズ・ハトソン（Charles Hutson 

1840-1936）の文章である。ハトソンはハーンのニューオーリーンズ時代の新聞

記事を編集した『気まぐれ草』（Fantastics and Other Fancies by Lafcadio Hearn 

1914）の「序」において、ルドルフ・マタス（Rudolph Matas 1860-1957）から

の証言として引用する。マタスは、ニューオーリーンズ在住の外科医で、ハー

ンとのつき合いがあり、ハーンの将来性を見越していた。マタスは『チータ』

（Chita 1889）に出てくる嵐で両親と引き離された少女の実話の提供をし、『チ

ータ』はマタスに捧 呈
デディケート

された。 

 

  「本の心髄を素早く読み取る能力と言ったら目を見張るものがあった。他の人が

数行読むうちに、段落や章を読み終わる。一般読者が、一章を読むうちに、一冊

丸ごと読み終わる。視力の欠陥があってもしかりだ。大目玉の近視眼がページを

うろついただけで、彼は著者の意味を吸収したかに見えた。信じられない速さで

著者の考えに到達し、そのメッセージを見抜いた。彼は書籍を知り抜いてしまっ
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た。彼は著者の考えの傾向や文学のテクニックを見抜いた。彼の分析は直感的だ

った。彼が素早く読んだ後、重要な点を尋ねると見逃しは全くなく、書いてある

段落を誤つことなく指し示した。」（『気まぐれ草』「序」17 ） 

 

  「私には、彼の文学的、芸術的価値のセンスは、全く確かに思われた。そしてそ

れは、いつも直感――美と真実にたいする本能的な感覚だった。（中略）彼の宇宙

論は、基本的に哲学的というより、文学的だった。」（『気まぐれ草』「序」21） 

 

このようにハーンは、たとえ眼が片方の視力がなく、もう一方の極度の近視眼

しか使えなくても、読解力は神がかり的であったと言う。そして、分析は直感

的な感覚が大きく作用していた。  

雨森はハーンが「感じ」を得るまでの苦しみを述べた後、「例えば、『心』の

「ある保守主義者」完成に 2 年近く、『仏の畑の落穂』の「涅槃
ニルバーナ

」に 3 年以上

かかったことを個人的に知っている。」（513）とする。雨森は、ハーンが「真実」

を理解することを、「感じ」として自分の体内で熟成するまで、書きに書いて「待

った」ことを明確につかんでいた。 

このようにハーンの執筆意識を捉えるならば、ハーンとセツとの共同創作現

場とは、ハーンがセツからこの「感じ」を直接つかむ努力であったのがポイン

トと言えるのではないだろうか。日本に生まれ、小学校の途中までの教育を受

け、お話好きであったセツから、ハーンは「感じ」が得られ納得できるまで、

聞きただしたと考える。 

セツは「思ひ出の記」において、ハーンが文章を寝かせて待ったことを、「あ

の話、兄弟ありません。もう少し時待ってです。よき兄弟参りましょう。私の

引出しに七年でさえも、よき物参りました」と伝える（田部 160）。このように、

セツの話は書き留められ、書き直され、「無意識」の中に時が「兄弟」を運んで

来るのを待ったことが分かる。ハーンの言う「兄弟」とは、核となるテーマを

さらに発展させる材料や、インスピレーションではないかと考えられる。33 時

を待った例として、ハーンが猫をめぐって、色や行動を関連づけたと考えられ

る作品を、本論文第 2 部第 7 章・8 章において詳述する。 

  上記の「思ひ出の記」にある、ハーンがセツに要求した「自分のもの」「ただ

あなたの話、あなたの言葉、あなたの考え」は、言い換えると、ハーンはセツ
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から「感覚」や「感じ」を引き出したかったのだと思われる。ハーンはセツか

ら得た核心に触れた「感覚」を基にして、テーマを発展させたと考えられる。  

ハーンの推敲が何度も行われることはよく引用されるが（Bisland The 

Japanese Letters 42-43）、それは、ハーンが雨森に言ったように、「不完全な表現」

の問題ではなく、「考えを明瞭に感覚としてつかむため」の熟成期間であったこ

とがよく分かる。 

  こうしたことが、先に引用した池田が論文中にいぶかっていたハーンの執筆

のコツであると思われる。それに加えて、池田はセツがよく版本を読みこなせ

たものだと、「思ひ出の記」のセツの言葉をそのまま信じて以下のように描いた。 

 

    ・・・節には語り部の資質があったのだ。（改行）そんな節は、ラフカディオにと

って格好の伴侶といっていいだろう。節にしても、知識人ラフカディオとの裕福

で知的な生活は、高等教育の向こうにしか望めないはずの生活だ。日本語の読み

書きのできない夫のために古書を渉猟し、代読して著作を手伝った。しかも、ラ

フカディオが求めたのはお話だった。節ももともと大好きな、めずらかで奇なる

お話。それにしても、初等教育しかうけなかったのに、よくそこまで夫の期待に

応えることができたものだ。節が古書店をまわって捜し出し、読んで聞かせた版

本は、ルビがふってあるとはいえ、読本風のこむずかしいものが多い。ヘルン文

庫34 の和漢書三六四冊のおおかたは、そのようにして集められ、節の目にのみ触

れたのだろう。（池田 41） 

 

池田は、上記のように、セツがインフォーマントとして「簒奪の対象」（42）の

面があると考えるが、しかし、古書の読解については、「初等教育しかうけなか

ったのに、よくそこまで夫の期待に応えることができたものだ。」「版本は、ル

ビがふってあるとはいえ、読本風のこむずかしいものが多い。」と、疑問を呈し

ながらも、しかしセツの協力ぶりを全面的に信じ賞賛している。そして、「ヘル

ン文庫の和漢書三六四冊のおおかたは、そのようにして集められ、節の目にの

み触れたのだろう。」とセツ独りの功績とする。ハーンの家の書斎の内部事情に

まで研究者は入れない。そのためハーンとセツの共同作業については、「思ひ出

の記」以外の直接の証拠はない。  

しかし、私はこの点について、池田の提出する疑問を、課題の疑問として考

えたい。すなわち、「よくそこまでできたものだ」、本当にセツにできたのだろ
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うか、いや、できないのではないかという疑問である。それに対して、私の解

釈を加える試みをする。それは、私がセツの古文書読解能力に疑問を抱くから

である。 

池田が「初等教育」と表現した実態は、一雄が以下のように聞いている。 

 

母は幼少の頃士族の商法で大失敗した養家にあつて、明治十二年六月滿十一歳五

ヶ月の時、中原小學下等敎科を卒業したのみで、それ以上學校へ通わせられなか

つたと聞いた。（『父小泉八雲』142） 

 

セツが受けた教育の水準を伺い知るために現在、広島大学に保存されている

『和文軌範巻之四』（図 1）を例示する。資料には、何年生用であるか明示され

ていないため、同等と推測される水準を選んだ。これを見ると、かなり高度な

読みを習っていたと思われる。 

（図 1「『和文軌範巻四』文部省編纂 広島大学教科書コレクション） 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、例えばセツの話の典拠となった版本を、ハーンの蔵書を保存する富

山大学「ヘルン文庫」の「学術情報リポジトリ」で検討すると、『骨董』（1902）

「おかめの話」の出典とされる『新選百物語』（図 2）と、『怪談』（1904）「耳

なし芳一」の出典とされる『臥遊奇談』（図 3）は以下のとおりで、専門家でな

いと読むことが難しいと思われる。   

 

（図 2）                           （図 3） 
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 ハーンの作品で、日本の古典文学に典拠のある作品は、『霊の日本』（1899）

から見られる（田部 235； 鈴木敏也 100）。 

これらの原典について染村絢子
あ や こ

が以下のように、二期に別れることを指摘し

ている。 

 

  ハーンの原典について作品年代順にみると、前期の『霊の日本』、『影』、『日本雑

記』の原典は、その初版が、明治のものであるか、近世のものでも明治に翻刻さ

れた『帝国文庫』に収録されたものが主体である。後期の『骨董』、『怪談』、『天

の河縁起その外』に至り、これらのほか近世の版本である単行本に原典を求める

に至っている。なお雑誌『文芸倶楽部』に原典を求めたのも、この期である。（『へ

るん』24 号 62） 

 

ハーンの原話からの「再話」創作現場は、セツによる「思ひ出の記」以外に

は、知られていない。いわば池田が「密室」（44）と表現する空間であった。原

典の説明がセツ一人の力によったのか、他に協力者がいたのか、証明が難しい

ため、従来、セツ一人がインフォーマントとして働いたということについての

疑問が出されたことはなかった。ハーンの「再話」創作の「密室」は、セツ以

外にも形成の可能性はあると思われる。私はセツの古文書読解に、東大の史料

編纂部に長年勤務し、ハーン家に出入りしていた三成重敬の協力の可能性を否

定できないでいる。 

  三成重敬は、『事典』によると、梅博士を介してハーンに紹介されたとする。

その時期は「年譜」において、1901 年（723）となっている。「三成重敬」の項

では「牛込の家を訪れる」（615）とあるので、ハーンが牛込に住んでいた時期

（1896-1902）に当たる。一雄は三成との出会いは、書生の玉木光栄
あきひで

35 の紹介と

以下のように書く。 

 

ヘルン文庫所蔵『臥遊奇談』巻之二 

「琵琶秘曲泣幽霊」 

一行目の題字の下に「小泉八雲」印あり

富山大学学術情報リポジトリより

ヘルン文庫所蔵 『新選百物語』

巻之三 

目次に「小泉八雲」印あり 
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父の方から會つてみたいと云ひだす相手は滅多にないので、一同意外に思つた。

――父は氏と會つて、更にその性格が氣に入つた。是は父の死ぬ兩（二―中井）

三年前の事であつた。」（133）。 

 

一雄はハーンの逝去の 2・3 年前とする。出会った時期については、これらの

証言が一致しており、1901 年と考えて良いと思われる。 

  田部は、『小泉八雲』の「著作について」において、典拠の分かる範囲で、再

話の原典を指摘している（226-241）。以下に、田部の指摘を、原典とセツから

の話とを列挙してみる。（再話の訳は、田部に従う。『』は典拠の書名を示す。

これはセツが話したことになっている。）なお、再話の原典については、鈴木敏

也が『近代國文学素描』（1934）において、ほとんど重なる典拠を示している。

その異同を、鈴木の指摘と一致する典拠を＊で示し、鈴木だけが指摘している

古典作品に＋を付て示す。 

 

『日本瞥見記』（1894） 

    第 21 章「日本海に沿って」の「鳥取の蒲団の話」（セツが元夫、為二から聞いた

とする） 

    第 25 章「幽霊と化け物の話」の 後の 2 話（「金十郎」の話とする）     

『東の国から』（1895） 

「叶える願い」（「万右衛門」の話とする） 

『心』（1896） 

    「停車場にて」（セツ談では、ハーンの体験した事実談36） 

「門づけ」37（セツが門づけから聞いた） 

「阿弥陀寺の尼」（セツの祖母の話をセツが語った） 

「春」（セツの話） 

「君子」（セツによる事実談） 

『仏の畑の落ち穂』（1897） 

「街頭より」（神戸時代の隣家の洗濯屋の若者の歌う俚謡をセツが訳す） 

「人形の墓」（習慣が、熊本と出雲をもとにしている） 

『異国情趣と回顧』（1898） 

（なし） 

『霊の日本』（1899） 
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「振り袖」（明暦の大火の話をセツから聞く） 

「悪因縁」（『夜窓鬼談』＊、円朝の話＊）（「牡丹燈籠」の翻案＋、『剪燈新話』＋、

『奇異雑談集』＋、『伽婢子』＋） 

「因果話」（『百物語』） 

「天狗の話」（『十訓抄』＊） 

『影』（1900） 

「和解」（『今昔物語』＊） 

（『法苑珠林』＋、『発心集』＋、『雨月物語』＋、『伽婢子』＋、『剪燈新話』

＋） 

「普賢菩薩の話」（『十訓抄』） 

「衝立の女」（『御伽百物語』＊） 

「死骸に乗った人」（『今昔物語』＊） 

「弁天の同情」（『御伽百物語』＊） 

「鮫人の感謝」（『戯分あんばい余志』＊） 

『日本雑記』（1901） 

「約束」（『雨月物語』＊） 

「破約」（出雲の伝説をセツが話す） 

「閻魔の庁にて」（『仏教百科全書』） 

「果心居士の話」（『夜窓鬼談』＊）（『玉帚木』＋、『虚実雑談集』＋、『嘉良喜随筆』

＋） 

「梅津忠兵衛」（『仏教百科全書』） 

「僧興義の話」（『雨月物語』）（『古今説海』＋、『怪談全書』＋） 

『骨董』（1902） 

「幽霊滝」（『文芸くらぶ』第 7 巻） 

「茶碗の中」（『新著聞集』＊） 

「常識」（『宇治拾遺物語』＊）（『今昔物語』＋） 

「生霊」（『新著聞集』＊） 

「おかめの話」（『新選百物語』＊） 

「蠅の話」（『新著聞集』＊） 

「忠五郎の話」（『文芸くらぶ』第 7 巻） 

「夢を食う物」（セツによる貘の話から） 

『怪談』（1904） 



32 

 

 

「耳なし芳一」（『臥遊奇談』＊）（『御伽厚化粧』＋） 

「をしどり」（『古今著聞集』＊） 

「お貞の話」（『夜窓鬼談』） 

「姥桜」（『文芸くらぶ』第 7 巻） 

「鏡と鐘」（『夜窓鬼談』） 

「食人鬼」（『仏教百科全書』） 

「むじな」（『百物語』＊）（『怪談登志男』＋） 

「ろくろ首」（『怪物輿論』）（『百物語評判』＋） 

「葬られたる秘密」（『新選百物語』＊） 

「青柳の話」（『玉すだれ』＊） 

「雪女」（調布村の農夫から）（『百物語評判』等を骨子に民間説話＋） 

「十六日桜」（『文芸くらぶ』第 7 巻） 

 

以上の原典のうち、「ヘルン文庫」にないとされた『御伽百物語』と『雨月物語』

は、『帝国文庫』に復刻版としてそれぞれ順に「珍本全集・三冊」の中・下巻と、

「人情本傑作集・三冊」下巻に収録されていることが、染村絢子によって明ら

かにされており（『へるん』24 号 62）、『文芸くらぶ』第 7 巻、の 3 冊について

のみ、「ヘルン文庫」目録に確認することができないとする（『へるん』24 号 61）。 

これらの原典について染村は以下のように、二期に別れることを指摘してい

る。 

 

  ハーンの原典について作品年代順にみると、前期の『霊の日本』、『影』、『日本雑

記』の原典は、その初版が、明治のものであるか、近世のものでも明治に翻刻さ

れた『帝国文庫』に収録されたものが主体である。後期の『骨董』、『怪談』、『天

の河縁起その外』に至り、これらのほか近世の版本である単行本に原典を求める

に至っている。なお雑誌『文芸倶楽部』に原典を求めたのも、この期である。（『へ

るん』24 号 62） 

 

即ち、染村は、前期の『日本雑記』（1901）までを明治の翻刻を典拠とし、後期

の『骨董』（1902）以降の近世の版本の典拠との間に、違いのあることを認める。
38 



33 

 

 

それでは、三成重敬の貢献はどの範囲まで知られているのだろうか。それに

ついて、一雄は『父小泉八雲』で、次のことを指摘する。三成がハーンに頼ま

れて螢について調べていることを、螢研究家の「理博渡瀬庄三郎」に知られ、

秘密をばらしていることをハーンに疑われたが、ことなきを得たこと（124-25）、
39 三成が『怪談』と『天の河縁起』に収録された「俳句」を調べたこと（132）、

を指摘するのみである。 

これでは、以下の後藤昻が観察した記述とは印象が違い過ぎるように思われ

る。 

   

偶々八雲が、梅博士から、『日本の歴史や故事などに関する資料の蒐集には、 も

よき協力者となり得る人物』として、三成が紹介された。（中略）以来、三成に対

する信頼厚く、三成も亦これに応じ、誠心誠意、意に添うべく、よい資料を厳選

して提供したのであった。」（『へるん』21 号 12） 

 

以上の記述から推測する限り、三成重敬が東大史料編纂所にいることを生かし

て、かなり提供していると思われる。しかし、どこまでハーンに協力したのか、

具体的にはまだほとんど明らかになっていないと言える。 

上記のように、一雄の証言から三成の協力があっても不思議ではない時期が

1901 年以降とすると、ハーンの古典に依拠する作品が増える 1899 年から 1900

年の古典の影響は、やはりセツが古本屋をまわって集めたと考えるべきであろ

うか。 

セツは、東京に 1896 年から出てきている。ところが、1896 年から 1898 年の

3 年間には、古典に出典のある作品が見うけられない。私は 1899 年から 1900

年の古典の影響を、この時期に交流のあった、メアリー・フェノロサによると

考える。これは、本論文の第 3 部で詳述する。 

 

3．セツの古文書読解能力の限界 

私は、ハーンと三成重敬の出会った 1901 年からは、東大史料編纂所で働いて

いた三成が、原書捜しにおいてセツを助けた可能性を考える。長谷川洋二も『八

雲の妻』40 において、『骨董』執筆時代の 1901 年からの三成の協力を唱えてい

る（220-21）。 
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しかし長谷川はヘルン文庫の和漢書は「それらの本の中には、著しく不規則

だが、丸印・点・傍線、さらには読みや意味を示す書き込みがあって、セツの

労を偲ぶことができる」とし（217）、『宇治拾遺物語抄』にある書き込みを、「片

仮名書きの特別な書き入れを別にして、セツの手になることを疑う余地はない

ものと思われる」とする（218）。 

長谷川の指摘する書き込みを以下のように確認出来た。41 

 

      （図 4）                   （図 5）                    （図 6）  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

長谷川の指摘する「意味や読み」の書き込みの存在は、書き込み者の古語の

理解力を知る上で重要である。「おこなふ聖」に対して「行をしている僧」、

「年比」に対して「年久しく」、「坊」に対して「寺」という書き込みは、古

文の語彙を全く知らない人物の書き込みである（『宇治拾遺物語抄』下巻１）。

古書店を渉猟して、本を選ぶ人物の力量とはほど遠いと言わざるを得ない。 

長谷川は、『宇治拾遺物語抄』上・下の「五十話の中から、六話を選んで読

み込んだことが、書き込みで分かる」とする（217）。鉛筆による書き込みのよ

うで、文字が薄れていて分かり難いが、判別出来る箇所での書き込みの例は以

下の通りである。「 」に古語、（ ）内に書き込みを示す。 

   

富山大学学術情報リポジトリ、ヘルン文庫蔵書『宇治拾遺物語抄』下巻

より。表紙（図 4）・目次（図 5）・（一）「猟師、佛を射る事」（図 6）。目

次に「小泉八雲」印あり（図 5）、一頁目に書き込みが見られる（図 6）。 
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上、「志とみ」（戸）82 頁、 「つゆ」（少しも）83 頁 

下、「かたゐ」（乞食）11 頁、 「らうたげ」（可愛らしく）13 頁、 

「あてやか」（上品）24 頁 

 

これらの例を長谷川は、特に「菩薩」に「ぼさち
．
」（傍点長谷川）と打ったル

ビを「とりわけセツの手を強く感じさせる。」と指摘する（217-18）。 

しかしそれはすでに選ばれた典拠となるはずの古文を、必死で誰かに教えて

もらったことによる書き込みと考える。なぜなら「菩薩」にルビを必要として

いたからである。そのルビも、出雲方言による42 と思われる語彙によって理解

されている。これは、セツが「菩薩」を読めなかったことと、彼女は「ぼさち」

と読む事でしか理解がなされないという、古文を読みこなすレベルとはほど遠

いことを示している。 

 長谷川も、平仮名による書き込み以外については、例えば、「餌袋」に対し

て「餌ヲ入レテ持歩ルヲ転テ食物ヲ入レテ持チ歩ク袋」は、「セツが質問した

第三者の答えであろう。」と推測する（218）。長谷川は、この「第三者」を深

く追求してはいない。 

私は、長谷川が「第三者」による書き込みを想定したことを重視したい。そ

れは、書き込みが、優れた古文の知識を示していると判断されるからだ。以下

に示すの書き込みは、鉛筆が薄くなって判別し難いけれども、懇切丁寧な、古

語の意味だけでなく当時の有職故実にまで触れていることが見て取れる（図 7、

8）。これらは、辞典による単なる「意味」とは考えにくい。 

例えば『宇治拾遺物語抄』下「三 判ノ大納言應天門をやく事」では、「應

天門」の右に「御所の正門」、「大事になさせ給ふ」に「大げさになる事に」

と書き込みが見られる（7）（図 7）。また、『宇治拾遺物語抄』下「五 あを

つねの事」たとえば「殿上ハ・・・」として、欄外に 5 行ほど清涼殿に昇るこ

とを許された階級についての解説が書かれている（24）（図 8）。また下の欄

外に「え以」として、冠から垂らした飾りの図が描かれている（図 9）。 

 

（図 7）                （図 8） 
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（図 9） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

つまりこれらの書き込みは、古書店で本を選択する能力とはほど遠く、古典の

基本的な知識を誰かに教えてもらったメモであると判断される。 

または、教えた本人の書き込みである可能性も残されている。それは、セツ

の筆跡と比較すると、上記の書き込みの方が、達筆であるからである。セツが

「頗るの悪筆家」で常に代筆者がいて、「倅達」や「ごく親しい親戚」でさえ

時として「代筆」によったことを一雄が証言している（『父小泉八雲』140-41）。

しかし、以下に示すような家計簿（図 10）や、英語練習帳（図 11）は他人に見

せるものではないので、セツの筆跡と考えて良いであろう。 

 

（図 10）               （図 11） 

                  

 

『宇治拾遺物語抄』下 

「三 判ノ大納言應天門をやく事」

『宇治拾遺物語抄』下 

「五 あをつねの事」 

（図 9）（図 8 の右下・欄外の拡大図「え以」） 
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『宇治拾遺物語抄』への書き込みとセツの自筆とを比較すると、セツが「く」

を大きく書き、「三」の横棒の長さが順に長くなるのに比べて、書き込みは、

「く」が普通の大きさで、「三」が真ん中の横棒が 短等の違いが見受けられ

る（25）。書き込みが誰のものかは今後の研究が俟たれる。 

しかし、少なくとも、古典の慫慂をセツ一人で成し遂げたわけではなかった

と思われる。このように、長谷川の指摘した「セツの書き込み」は、皮肉なこ

とに、セツが本を選ぶだけの古語の知識のないことを露呈してしまった。 

長谷川も、手助けが全面的にセツだけによっていたと述べているわけではな

い。例えば、『霊の日本』「悪因縁」（A Passional Karma）については、一雄

の証言（『父小泉八雲』131-32）から「折戸徳三郎による下訳の存在」（『八

雲の妻』214）を指摘する。染村詢子も後述するように同様の指摘をしている（『へ

るん』32 号、『英語教育』13 号-2）。長谷川は、田部隆次の証言から（田部『小

泉八雲』234）、「話は夫人から聞かれ（中略）セツが寄席で聞いてきた話に、

ハーンが惹かれた」と総合する。結局長谷川は、以下のように、第三者の存在

を推測する。 

 

ただし、原典と作品の間には、セツや折戸の手に余る複雑な抜粋の過程があるか

ら、名前抜きで作品に登場させている人物（雨森信成）が、制作に関わった可能

性があるとしなければならない。（215） 

 

長谷川は、ここでは第三者として、雨森の関与を推測している。43 

  平川は『怪談』「をしどり」の人名や和歌の読み違いをセツの語りにおいて

発生したと解釈している。「馬
うま

ノ

の

允
ゼウ

」（図 12 参照）を、セツが字体から判断し

て「尊允と思い、「そんじょう」と読んだ読みをそのままハーンが“Sonjo”と

し、和歌に「さそひ
、
し物越

ヲ

」（図 13）を出雲なまりで「さそへ
、
し」と読んでハ

セツ筆家計簿（『<増補改訂版> 

文学アルバム 小泉八雲』114） 

セツ英語練習帳（『<増補改訂版> 

文学アルバム 小泉八雲』96） 
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ーンが“Sasoȅshi”と、セツの発音のまま書いたことに帰する（平川『破られた

友情』126、138；長谷川 224-25）。しかし、文字からの情報を読み違えるだろ

うか。耳で「誘いし」と意味を伴って理解された言葉を、語る時に、出雲なま

りが出たと考える方が、破綻がないと思われる。 
（図 12）                             （図 13） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

セツの功績を検証しようとする長谷川でさえ、「『小ノート』44 には、三成

が提供した相当数の和漢書を参照した事実とともに、45 セツが三成・ハーンの

間に介在した事実」と三成が、ハーンを助けたことを認めている（230）。 

また、長谷川はハーンの死後出版された『天の河縁起』（1905）に、「再話

の工房を示す「小ノート（染村コレクション）」のあることに言及し、その中

で、「三成・ハーンの間」という表現をしていることが注目される。ただし、

長谷川が典拠としたとする『雑和
ママ

集』をハーン文庫には発見できなかった

（229-30）。 

『公事根源』の二通りの読みがローマ字で示され（「Kuji Kongen」「Kōji 

Kongen」）、「セツは三成に聞かないでしまった」結果、間違った後者が活字

になったとする。セツの英語練習帳の発音はすべて片仮名で書かれており（図

11；『八雲の妻』vi-xxxvi）、この読みの候補を書いたのは、ハーンの可能性が

高い。長谷川も、『怪談』の「青柳の話」の原典の『玉すだれ』の漢詩を「セ

ツが振り仮名を頼りに漢詩を読む苦闘」に「ハーンがローマ字での書き取りを

一時中断し、改めて始めから書き写し」、作品ではセツの出雲訛は訂正されて

いる旨の報告をしている（『八雲の妻』227-28）。  

『古今著聞集』巻二十、1932 

『怪談』「をしどり典拠」左に「馬ノ允」右に「さそひし」が見られる。 
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また、『天の河縁起』の 後の『万葉集』からの七夕関連の歌の提出が三成

重敬であること、その下訳と、「お化けの歌」の英語の下訳が折戸徳三郎であ

ると認めている（223-31）。46 一雄の証言では、折戸は表立つことが嫌いで誠

実な人柄であった。彼の英訳の、アシスタントとしての「骨折った箇所」が大

谷正信の「手柄」として横取りされているとする（『父小泉八雲』131-32）。 

染村絢子は『英語教育』（1964）において、『怪談』「食人鬼」（Jikoninki）

の原典を、『仏教百科全書』中巻、第 70「いろいろの話」に特定し、「原典」

とハーンの草稿と初版本を詳細に比較し、「原典に書かれている事実について

は、非常に直訳的、忠実な訳し方をしている」ことから、「“Jikininriki”にか

んする限りでは、一般にいわれているように、節子夫人から聞いただけでなく、

その後に誰か、原典を英訳した人がいたのではないかとさえ思われる」という

結論に達している（『英語教育』13 号-2 14-17）。さらに染村は、『へるん』

32 号（1995）において、「これに対し、森先生から『矢張りあなたの考へ過ぎ

でせう』というお返事を頂いた。しかし私は現在では、『食人鬼』ばかりでな

く、セツ夫人が話した後に、その資料（原典）の多くを英訳した人、折戸徳三

郎がいたと考えている」とする（42）。根拠は、折戸徳三郎の新たに判明した

経歴と、熊本大学所蔵「バレット文庫」ハーン・コレクションとの照合から、

折戸が、1890 年ころからハーンの民話蒐集に協力し、1895 年ころから英訳を提

供したことによるとする。染村は以下のように、ハーンの協力者として、三成

が 1900 年（明治 33 年）ころから雨森、大谷に入れ代わる形で登場したと見る。 

 

  これらのことから、明治 33 年頃からは、日本語の資料（原典）は、セツ夫人が自

ら古書店などから求め、あるいは、三成氏が提供した資料を、夫人が「へるん語」

でハーンに話し、その中から、ハーンの気に入った話が決まると、ほとんどの場

合、その原典を折戸氏に英訳するように依頼したものと考えるのである。（『へ

るん』32 号 42） 

 

以上の証言から考えると、少なくとも 1901 年ごろからの原典からの直接の題

材の選択は恐らく、三成であったのではないかと考える。セツはこの頃、1902

年 3 月に完成をみた、西大久保家の普請に忙殺されていた。一雄は「母は大久

保の普請のため、ほとんど連日の外出でした。（中略）父の存生中は公然連続

的に出歩いたのはまずこの普請当時がレコード破りでしたろうと想います。」
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とセツに任せきりであった（『父「八雲」を憶ふ』493）。一雄は、ハーンが「家

大切ですか体大切ですか？」とたしなめるのに、セツはおかまいなく「神代杉

の幅広の天井板と鉄刀
たがやさん

木の床柱のことを褒め称えて有頂天になって」いたと証

言している（『父「八雲」を憶ふ』497-98）。  

しかし、この点については、ハーンのすべての再話が原典に忠実な準拠をし

ているわけではないので、さらなる調査が必要だと考える。本論文は、1898 年

から 1900 年にかけては、第 3 部第 3 章においてメアリー・フェノロサからの材

料の提供を検討する。 

セツは既に選ばれた本の内容をハーンに知らせ、ハーンから詳しい内容を聞

かれたとき、彼女の感ずる日本人としての感情を説明したことが主な仕事であ

ったと考えられる。長谷川も「七夕」にまつわる出雲の風習についての記述に

「書籍に拠らない部分には、セツの存在が色濃く表れている」とセツの、書籍

からの知識以外の貢献を見ている（230）。 

次章で述べるように、三成重敬は、セツ執筆とされる「思ひ出の記」の「口

述メモ」の作成、校訂、清書を引き受け、完成後には小泉家に出入りしなかっ

たと後藤昻は証言する。いわば、ハーン執筆へのセツの全面協力ぶりを「思ひ

出の記」で紹介し、自らは影武者に徹することが一番可能であった人物である。 

後藤昻によると、以下のように、三成は「思ひ出の記」の完成後、セツが出

張先の奈良にまで会いに出かけても会わず、三男、清47 からの母危篤の知らせ

にも動かなかった。 

   

    「思ひ出の記」の作成中、三成は小泉家に足繁く通い、女中が又「奥野先生」48 が

来られたと木戸口御免で奥の間に直通する三成を指した。これは又人の眼に異様

に影じたか、あらぬ噂が立つに至った。（後藤昂『へるん』21 号 12） 

 

其頃、三成の私生活は白山道場に通い南隠和尚の提唱を聞き、座禅の修業に勤め、

無精ひげを生やし、荒法師の如き風体で、俗界の煩悩を断ち、悟の境地を求めて

いたので、噂話など入る余地はなかった。「思い出の記」が完成するや、小泉家へ

の出入りをぷっつり断ってしまった。せつ子は幾度も相談を求めたが応じなかっ

た。或秋三成の出張先の奈良に迄出かけたが、三成は会わなかった。清より母危

篤の知らせがあった時も行かなかった。三成の心中は謎である。（後藤昂『へるん』

21 号 13） 
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後藤は「三成の心中は謎である」とする。しかし、これだけ断固とした行動に

は理由が存在するはずである。 

  理由を考える前に、後藤の証言の矛盾を指摘したい。上記の『へるん』21 号

（1984）の前号である 20 号（1983）には、「思ひ出の記」以後も三成がセツの

相談相手であったことを、後藤は以下のように述べている。（引用の前者は、注

11 と重なる。） 

  

    戦後、節子を『日本婦人の亀鑑』とする映画の製作が試みられた。その脚本を読

んで三成は反対し、これは不成立となった。それ丈、三成は節子をよく知ってい

た。（『へるん』20 号 5-6）。 

 

    私が三成に一雄さんを訪ねたいと言った時、同意しなかったが、清さんの所には

進んで快く連れて行ってくれた。三成は八雲の死後、節子夫人にとって身内の頼

もしい存在であり信頼が厚かった。年齢的にも節子より六才年下と云うことが気

楽に相談出来たのである。（「思い出の記」以後もそうであった）（後藤昂『へるん』

20 号 5） 

 

後藤の証言は、1983 年の段階では（『へるん』20 号 5）、「思ひ出の記」完成後

も、三成はセツの良き相談相手であったことになっており、一年後の 1894 年の

証言では（『へるん』21 号 13）、「思ひ出の記」の完成後、セツとはぷっつりと

会わなくなっていたことになっている。  

この点は、一雄が『父小泉八雲』において、セツに常に代筆者のあったこと

を述べる中で、1922 年に、アメリカでハーン全集が出版された時に、49 三成が

以下のようにセツに働きかけたことを書いており、少なくとも 1922 年までは、

セツと三成には接触があったと思われる。 

 

    米國でハーンの 全 集
ライテイングス

が刊行される時、その第一巻の巻頭紙七百五十枚に、鷺

の紋章の下へ母に署名するようにマクドナルド氏から勸告があつた。この時も三

成氏の援助のもとに大いに手習いをしたのであつた。「拙いなら拙いなりに自分で

お書きなさい、代筆より自筆に越した事はないから」と氏もよく母へ申されたが、

母は仲々其言に從わなかつた。（142） 
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後藤の証言が前言を翻して「思ひ出の記」完成以降、セツと三成が会ってい

ないかのように『へるん』21 号に書いたのは、当時の二人の間に立った噂を消

したかったのではないだろうか。 

  三成の方も、一雄が『父小泉八雲』で、「表面脱立つことが大嫌い」（138）と

する性格もあって、私の推測では「思ひ出の記」の作成に関して、セツを助け

たことを隠したかったと思われる。しかしそれだけではなく、遡ってハーンの

「再話」の材料提供に関わったことを表に出したくなかったことが推測される。

三成は、それが避けられなかったものであったとしても、何らかの作為を自分

が働いたことによる、慚愧の念に苦しんだのではないだろうか。三成自身、3

歳で両親と死別している（『小泉八雲事典』614）。言わばハーンと同じ境遇であ

ったことによる共感もあったことであろう。しかし、三成は、ハーンが一番嫌

っていた「虚飾」に手を貸したという意識に苦しんだ可能性がある。 

セツの古文書読解能力に私が疑問を抱くのは、次章に詳述するように、セツ

はハーンの思い出を出版する時に至って、独力で書くことができず、三成重敬

の「口述メモ」と大幅な校訂なしには完成しなかったからである。口述であっ

てさえも、セツは何度も放擲しようとしたと一雄は証言している（『父小泉八雲』

139）。次章以降で、セツの「思ひ出の記」の出版は、三成の口述筆記がなけれ

ば不可能であったこと、また、セツがハーンの「再話」に果たした真の役割が

何であったのかを考察する。 

 

4.「思ひ出の記」は、セツが何度も挫折しかかった口述であった 

一雄によれば、「思ひ出の記」は、上述のように 1906 年に刊行されたビズラ

ンド編纂の『書簡集』に掲載する目的で、ビズランドとミッチェル・マクドナ

ルド（Mitchell MacDonald 1853-1923）の勧告で取りかかった。しかし、ようや

く一部分が間に合ったに過ぎなかった。後半は、落合貞三郎の英訳でビズラン

ドを通じて、ホートン・ミフリン社（Houghton Mifflin）の編集長、フェリス・

グリーンズレット（Ferris Greenslet 1875-1959）を通して、アトランティック・

マンスリーから出版されたと言う（『父小泉八雲』139）。 

従って、「思ひ出の記」は、 初に英語で出版されている。日本での発表は、

上述のように、1914 年、田部隆次『小泉八雲
ラフカディオ・ヘルン

』第一版に収録される形において

であった（『事典』106）。それは、ハーンの死後 10 年を経ていた。  
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セツの「思ひ出の記」の執筆ははかどらなかった。1914 年、「思ひ出の記」

の日本語版が出版されてから 36 年間経って、一雄が出版した『父小泉八雲』は、

以下のようにその事情を述べる。（第 1 部の「序」で森亮が「幻滅」と感想を述

べた箇所である。） 

   

初、母は到底自分には斯る能力の無い事を知つてお斷り申すと云つたのを、「マ

ァマァそう云わず、故先生への 後の御奉公だと思つておやりなさい。文章の點

は乍不肖御援助しますから」と駄々ッ子をなだめる様に三成氏が諭して、遂に母

の口を通して種々語らせ、是を氏が筆記して――其間にも幾度か母は放擲しよう

としたが――漸く「思ひ出の記」はなったのであった。（139） 

 

後藤昂
のぼる

は、三成重敬と 1934 年から、「約 6 年間三成の傍らに居て生活を共にし

たので、若干、その前後について知ることが出来た。」（『へるん』21 号 11）と

して、三成から知り得た事情を以下のように描く。 

 

    三成は史料編纂所で史料の取り扱いを業務とし、史料の重要性は身について居た

ので、平素から、せつ子に「八雲先生は又と世に出ない天歳的文学者であるから、

必
（ママ）

や将来、伝記が作られる事になるであろう。幸、貴女は毎日その傍で親しく、

生々しい体験をしているから、その八雲らしい言動をメモするように」と話をし

ていた。せつ子は結局メモを書いてはいなかったが、心して、注意深く観察して

いたのであった。これが、実際に八雲の死後、ビズランド女史及びマクドナルド

氏より、せつ子に「思い出の記」を書くようにとの要請となった。この時、せつ

子は直に三成にこれを相談した。兎に角、思い出す事が次々と出て来て、筆が進

まなかった。結局、三成は、せつ子の口述を筆記し、文章化することにした。一

つの事柄を幾度も聞き正し、積極的にせつ子の言わんとすることを摑む努力がな

された。この繰返しによって、両者の呼吸は一致してせつ子の言わんとするとこ

ろがよく文章化されたのであった。（『へるん』21 号 12） 

 

遠田勝は、関田かをる著「小泉セツ「思ひ出の記」の草稿―落合貞三郎旧蔵

資料―」（『へるん』29 号）に記載された、ハーンの死の直前、声の枯れてきた

「松虫」についての二人の会話を、三成の筆記によるセツの「口述メモ」と、

活字になった完成稿とに基づき比較している（『事典』106-08）。遠田は、上記
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の後藤の「一つの事柄を幾度も聞き正し、積極的にせつ子の言わんとすること

を摑む努力がなされた。この繰返しによって、両者の呼吸は一致してせつ子の

言わんとするところがよく文章化されたのであった。」の箇所を引用して、「こ

の見方が基本的に正しい。」とする。そして遠田は、セツと三成の「緊密な共同

作業」を、セツとハーンの「再話」創造になぞらえる。遠田は、「セツの切れぎ

れの拙い言葉だけが真実を伝え、三成の文飾がそれを歪めている」とする見方

を退ける。 

長谷川は、「多くはセツが原稿を書き、時には影武者の三成が口述筆記し――

ハーンとセツの『相談』に似た過程を経て――仕上げられたものと思われる」

とする。これは、上記の遠田の説を受け継いでいる（273）。しかし長谷川が「多

くはセツが原稿を書」いたとするのは、上記の後藤や一雄の証言から考えると

疑問が残る。 

本論文では、セツの「口吻」がどのようなものであったのか、それがどのよ

うに活字化されたかを観察するために、ハーンの逝去の様子を、三成の「口述

メモ」、三成による決定稿、ビズランド『書簡集』「序」の 3 者を比較する。比

較の目的は優劣の判断ではなく、事実の確認である。如何にセツが話すことは

できても、文章化に必要な抽象化に未熟であったために、三成による「口述メ

モ」が、基本的にはハーンの発言や、行動、出来事の羅列になりがちであった

かを示そうとするものである。 

 

三成の「口述メモ」 

この日晩食に向ひました時 突然胸に痛み / を良人は感じましたので食をやめて

自分の書 / 斎に行きました。私もついて行きました。良 / 人は暫らく胸を押て

室内を歩いてゐました。 / そのうちに吐気を催すといひますから金たらい / を

持ちて参りました。はきませんでした。少し / 横になりましようといふて布團に

横はり胸に手を / あてゝ極めて静寂にしてゐました。まもなくモー / この世の

人ではありませんでした。何の苦しみも / ないやうに口元には微笑をさへ浮べて

ゐました。 / このやうに突然になくなりましたので私は当時良人 / の死んだ事

はたゝ夢でほんとでないやう / に感じました。愕然として何となすべきかをしり

ませんでした。（『へるん』29 号 128） 

 

三成による決定稿（「思ひ出の記」） 
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夕食をたべました時には常よりも機嫌がよく、冗談など言いながら大笑など致し

ていました。「パパ、グッドパパ」「スウイト・チキン」と申し合って、子供等と

別れていつもように書斎の廊下を散歩していましたが、小一時間して私の側に淋

しそうな顔をして参りまして、小さい声で「ママさん、先日の病気また参りまし

た」と申しました。私は一緒に参りました。暫くの間、胸に手をあてて、室内を

歩いていましたが、そっと寝床に休むように勧めまして、静かに横にならせまし

た。間もなく、もうこの世の人ではありませんでした。少しも苦痛のないように、

口のほとりに少し笑を含んでおりました。天命ならば致し方もありませんが、少

しく長く看病をしたりして、いよいよ駄目とあきらめのつくまで、いてほしかっ

たと思います。余りあっけない死に方だと今も思われます。（田部『小泉八雲』176） 

 

ビズランドによる『書簡集』「序」 

On the 26th of September, 1904 …―while walking on the veranda in the twilight he sank 

down suddenly as if the whole fabric of life had crumbled within, and after a little space 

of speechlessness and pain, his long quest was over.（1904 年 9 月 26 日、[中略] 1904

年 9 月 26 日、薄暮の中を 2 階の廊下を歩いているとき、彼[ハーン]はまるで、命

の全構造が内部崩壊したかのように突然沈み込み、沈黙と痛みの少し後、彼の長

い探求の旅は終わりを遂げた。）（Bisland 1: 156） 

 

三成による校訂では、ハーンの突然の死のショックを、セツが直截的な述べ方

をしているのを綺麗な回顧のされかたに整理されている。例えば「吐き気を催

したので金たらいを持ってきたけれど吐かなかった」ことは削除されている。

代わりに、夕食はいつもより機嫌が良く、子供達と「パパ、グッドパパ」「スウ

イト・チキン」と会話が交わされたこと、いつものように書斎の廊下を散歩し

ていたことや、死に方があっけなかったことへの感想が付加わっている。 

三成の校訂は、三成の「口述メモ」と順序が同じではない。少なくとも、こ

の英語の会話は、発見された限りの範囲には見当たらない。紛失している草稿

メモの中にあったか、三成が普段セツから聞いていた話を盛り込んだ可能性が

ある。また、「廊下を散歩していて、また以前と同じ症状」を訴えたくだりは、

三成のの「口述メモ」では、9 月 19 日の 2 回目の発作だけに書かれているのに、

三成の決定稿では、死の当日の第 3 回目の発作にも同様の記述をしている（田
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部 171、176）。これらの改訂から判断すると、三成がセツの口述を相当量補強

していると推測できる。 

三成の「口述メモ」は、セツの飾らない生の体験を示していて、高い価値が

ある。しかし「飾ること」を知らないという意味で、抽象化するための語彙と

文章力50 の弱いことも露呈されている。 

  ビズランドのハーンの死の場面の記述は、『書簡集』の発行に、セツの「思ひ

出の記」の英訳が間に合わなかったのであろう。この箇所は抽象的になってい

る。「命の内部構造」「長い探求の旅」と比喩を簡潔に使いながらも、「内部から

くずおれる」という悲痛さの余りあることを伝える書き方になっている。 

おそらく、ハーンがセツから吸収しようとした、日本人がどのような「感じ」

方をしているのかは、上記のようなセツの、飾らない生の感性から引き出され

たと想像される。池田香代子が「彼ら夫婦の密室は、どちらにとっても言語的

境界域なのだ。」（44）としたように、言語の違いを乗り越えて、上記、雨森信

成がとらえたようなひたすら「真実」を「感じ」としてつかもうとする共同作

業がなされたと考える。 

ビズランドの『書簡集』全 2 巻はハーンの死後わずか 2 年で上梓され、162

ページもの長い「序」（Introductory Sketch）を持っていた。さらにビズランドは、

同年にもう 1 冊、匿名で『秘密の生活』をも上梓した。それに比べて、セツの

「思ひ出の記」は、三成の「口述メモ」を経た上で、苦労して、しかも部分的

にできあがった。完成後、田部隆次編集『小 泉
ラフカディオ

八雲
・ハーン

』（1980 年版）に収めら

れた分量で示すと 32 ページを占めるだけの短さである。この文章力の差は歴然

としていると言わなければならない。身近なハーンの思い出を書くという抽象

度の低い内容であってさえも、いかにセツにとっては文章化が困難であったか

を示している。セツは、ある程度の基本的な執筆の力量でさえも持ち合わせて

いなかったと思われる。 

セツにもし読解力が十分にあったのであれば、文章が書けなかったとは思わ

れない。通常は、書く力は読む力が基礎になる。加えて、ハーンに提供する材

料の本の渉猟には、要旨を一気に捉える眼力、即ち高度な読解力が必要になる

と思われる。ハーンが気に入るかどうかの、古本屋を渉猟しての本の選択の判

断は、短い時間で決めなくてはできない。私は、以上の理由で、セツの本の選

択は、東大の史料編纂部で働いていて、古版本、漢籍に詳しい三成の助けがあ

ったと考える。上記の後藤昂の「セツに日頃からハーンらしい日常をメモして
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おくように」と進言していたという証言は、別の意味で重要性を帯びる。即ち、

三成は、そのような進言をセツにすることを可能にした、ハーン家の中の位置

を占めていたことを物語っている。それをなさしめたのは、三成による古書の

紹介という分担だったのではないだろうか。 

  セツに文章力が不足していたという点について、西成彦は、「語る女の系譜」

『比較文學研究』60 号において、「ブッキッシュな教養においては、誰にもひ

けをとらない生き字引のようなハーンであったからこそ（中略）むしろ『非文

字文化』の体現者である異人種の協力者の助言を必要」としたとする。また西

成彦は、「その女性は無学であればあっただけ『非文字』世界の教養の面では長

じている」と、セツの果たした役割を、現地人の活きた感覚を与えてくれる「専

属のインフォーマント役」に限定する（8）。西は「ハーンがセツに求めていた

のは、あくまでも『女中兼料理番』的存在、それに暗闇の中で妖艶な物語を心

ゆくまで味わわせてくれる『乳母』の要素まで兼ね備えた存在」以上を期待せ

ず（9）、『古事記』における「稗田阿礼」のように、「『文字文芸』の内側に『口

承文芸』の香りを含みこませる」、「『口述』形式を通過させた異言語間の『再話』」

に移るとする（10-12）。 

西はハーンが、「死後もなお、セツを非凡な存在として操縦するだけの能力は

持ち合わせていなかった」と、以下のようにのべる。 

 

      セツの「稗田阿礼」としての本領は、ハーンの死後、きわめて自然な形で発揮さ

れていくことになる。セツの余生は、ひたすら「ハーン神話」を語ることに費や

されることになるからだ。しかし、はっきり言わせてもらうなら、セツは、ハー

ンの口から、ハーンの人生（海の思い出、マルティニークの光、浦島が好きだっ

たこと……）について以外、何ひとつ教わらなかった。われわれが「思い出の記」

を読みながら感じずにはおれないのは、セツにとってのハーンの大きさというよ

りも、ハーン以外のものが彼女にとってはあまりにも小さすぎ、ハーンという人

間の思い出にまつわることではじめて価値を生じるほど、たよりないものであっ

たということである。（19） 

 

このように、西成彦はセツの役割を「女中兼料理番」「乳母的存在」と称しては

ばからない。西成彦の言う「無学なインフォーマントからの聞き取り」を、池
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田香代子は、セツ自身が成長できなかったという意味で「簒奪」と的確に捉え

た表現をした。 

平川は、セツの果たしたインフォーマントとしての役割と、夫婦愛を高く評

価している。しかし、それを述べるくだりにおいてさえ、以下のようにセツが

自分の話のゆくえに蒙
くら

かったとしている。 

 

節子は自分が朗読して聞かせたおびただしい物語類が、夫の手で夜ランプの光の

下で推敲され、どのような英語の物語に変っていったかについてはおそらくなに

も知らなかった。海外で書物が出て印税が入ってくることは、彼女が一切の家計

を握っていたので、よくわかっていたが、しかし英語の文章は読めなかったから

である。それだけにハーンの死後二十余年（中略）邦訳『小泉八雲全集』が出た

時、自分が読んで聞かせた話がこんな物語になっていたかと懐かしくも思い、ま

た不思議にも思ったに相違ない。（『破られた友情』139） 

 

このように西成彦は、「その 〔ひとり住まいのよそ者のために身のまわりの

世話にやってくる土地の〕 女性は無学であればあっただけ『非文学』世界の教

養の面では長じている」（8）と、セツをとらえた。見方によっては大変屈辱的

な立場に置かれていたセツは、ハーンによって成長したのではなく、日本育ち

の人間の感性を文字化することにおいて、一方的に協力するだけの奪われる側

の役割を担ったと思われる。セツは「思ひ出の記」を書くように促されたとき、

「驚くほど取り乱し」（西 19）、結局「思ひ出の記」は三成の「口述メモ」（図

14 参照）と清書、さらに能書の女性による清書によってできあがったのであっ

た（『父小泉八雲』142）。       

 

    （図 14） 

 

 

 

 

 

 

 

『へるん』29 号 1992 年、関田かおる 

「14 小泉セツ「思ひ出の記」の草稿―落合貞三郎旧蔵資料―」より 
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このようにしてできあがった「思ひ出の記」は、坪内逍遙によって、三成の

援助の大きさを見抜かれている。一雄は、取り繕っても無駄だったことを以下

のように証言している。 

   

「思ひ出の記」の草稿は態と女らしく三成の筆に成り、その清書の際には氏の

忠言に従い、誰か能筆の女性にとて、當時私の友人（中略）の令姉のぶ子さんに

お頼みした。その原稿を坪内博士に閲覧を乞うた時、私は使いした。（中略）先生

は先ず 初に「字が若い美しいお手の様じやが……いつも戴くお尊母の稍男性的

な御筆跡とも違うし……どなたかの御代筆かな？」と問われたので、 

    「ハイ、僕の友人のお姉様に清書して戴いたのです」と正直に答えた。（「其様

な事云うから餘計に疑われるのだ。存じませんで済して置けばよいものを……」

と後で母から大層叱られた。） 

    「あの文章は實にお立派で、訂正など思いもよらぬ事。（中略）甚だ失禮じやが、

どなたか手傳いをなされたお方でもおありかな？」 

    流石は逍遥先生と内心その卓見に敬服し乍らも、若し先生が、誰かヾ手傳つた

かとお訊ねになつても、絶對にない、母獨りで物したのですと申上げろと嚴命さ

れて來ていたので、内心甚だ困つたのだが、聊かおずおず氣味で「いや、別に…

…」と答えてぽッと赤面するのを自覺した。帰る時、先生御夫妻は玄關迄送つて

出られたが、―― 

   「えゝと、何と申されたかな、あの方は……（中略）そうそう三成君でしたな。

して近頃三成君は時折お見えですか？」 

    ダアー。先生は何も彼も御存じなのだ、と其慧眼に恐れ入つた。（『父小泉八雲』 

142-44） 

 

同様に、坪内逍遙が三成の援助を見抜いたことを、三成自身も知っていた。

後藤昻はこのことを以下のように証言している。 

 

後日、三成は「思い出の記」は決して「私の創作はなく、飽迄もせつ子のもので

ある」と、話した事があった。坪内逍遙はこの文章が一方ならぬ苦労作であるこ
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とを見破っていた。三成も流石は逍遥とその炯眼に敬服していた。（後藤『へるん』

21 号 12-13） 

 

これは、森亮が指摘したように、「思ひ出の記」が「夫人から得た材料と夫

人の談話」であることの「限界」に含まれるといえる（『小泉八雲の文学』114）。 

セツは「思ひ出の記」に、松江中学教頭で、世話になった西田千太郎51 や（145、

146、149、150）、ハーンを雇用した島根県知事、篭手
こ て

田
だ

安定
やすさだ

52（146）、ビズラ

ンドから紹介され、信頼関係にあったミッチェル・マクドナルド53（162）は取

り上げるが、雨森信成や三成重敬には言及していない。  

特に、雨森は、第 2 章で前述した、ハーン家に泊まって夜中に、ハーンがこ

の世のものとは思われない人と交流しているような場面を見てしまった忘れが

たい体験をしているのにもかかわらずである（Atlantic 524）。また、1898 年の

夏に、ハーンの家族一同や田村
た む ら

豊
とよ

久
ひさ

54 と、ともに、江ノ島近くの、富士の見え

る鵠沼海岸に一ヶ月滞在した時、そこにマクドナルドと雨森が来遊し、裸にな

って蟹と戯れ、やはり忘れがたい体験をしている。ハーンはこの時の楽しい思

い出を「忘れがたい」と雨森に礼状をしたためてもいる（Atlantic 518、田部 120）。

しかしこうしたことにも関わらず、「思ひ出の記」に雨森は登場しない。 

雨森の方では、英語追悼論文でセツについて距離をおいた表現をし、「セツ」

の名そのものは登場しない。ハーンと一雄については、“Lafcadio”“Kazuwo”

（518）とファースト・ネームで表現している。セツについては、「彼の妻」（“his 

wife”517、518）又は「日本のレディ」（“Japanese lady”520）という表現しか

見当たらない。雨森は、ハーンの人間性を語る場面では、親しみを込めてファ

ースト・ネームの「ラフカディオ」を集中的に使用している（516-18）。雨森が

セツのことを、親しみを込めたファースト・ネームで表現しなかったことには、

雨森のセツ評価がはかばかしくなかった意味が込められている可能性がある。

雨森は、セツを一人前に扱う人物として考えず、セツをインフォーマントとし

て珍重される立場であったと考えていたと思われる。雨森の原稿が、欧米の読

者向けであることや、雨森が平川の推定するおよそ 7 年間の欧米生活（1881 年

から 1888 年）を考えると（平川『破られた友情』245、249）、セツをファース

ト・ネームで呼ばない雨森の叙述にはセツを軽く見る価値観が見え隠れする。 

三成重敬は、「思ひ出の記」執筆に「影武者」的存在であったため、ビズラン

ドの『書簡集』「序」には、全く登場しない。一方、雨森については、ビズラン
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ドは『書簡集』「序」で、雨森の英語追悼論文を有効に用いている。またビズラ

ンドは「思ひ出の記」に大きく依拠して、ハーンの日本時代の幸福な家庭を描

いている（113-127、142-152、155-157）。ビズランドの雨森の英語追悼論文の引

用に見られる意図については第 1 部第 2 章で述べた。 

以上のように、セツの文章執筆の力量が限られていたこと、三成重敬が優れ

た古典知識を持ち、同時に「思ひ出の記」の口述筆記等に強力な協力者であっ

たことを併せ考えると、セツのインフォーマントとしての実際の役割は、ハー

ンが主に現地人である日本人の「感性」を「感覚として把握できる」まで、と

ことん日本人の感覚を伝えることにあった、と推測される。それはその意味で

大変重要な役割であったと考える。 

「思ひ出の記」に例示された作品は、「耳なし芳一」「幽霊が滝」「ある女の日

記」「天の河縁起」に過ぎない。膨大な「再話」の量や、古文書や漢文を読みこ

なした苦労話がなく、典拠にいたっては全く言及されない。ちょうど、後述す

る「停車場にて」の場面が、新聞の記述に限定されていることから、丸山学は、

ハーンが池田駅に行かなかったとの推定をした。それと同じように、私は、「思

ひ出の記」にセツが古典作品名を書かなかったことから、セツのインフォーマ

ントとしての働きは、三成によってある程度選ばれていた作品から、ハーンが

日本人の感性をつかむための努力に力を貸したことにあったと類推する。 

このように見てくると、実際のセツの働きの重要性は、古文書からの直截の

材料提供者というより、日本人の生の感性を伝えるインフォーマントであった

と言うほうが正確であると思われる。ハーンの執筆意識が「真実」を「感覚」

としてつかむことであったのならば、セツは日本人の感性の深い部分を示すこ

とができた。そのために、ハーンは、セツに本を読むことを禁じ、暗いランプ

のもとで、根掘り葉掘り、セツに納得できるまで尋ねたのではないだろうか。 

 

5.「耳なし芳一」の典拠は複数説 

以下に示す「思ひ出の記」の記述は、セツがハーンの執筆中の喜びに触れな

がらも、彼女が蚊帳の外にあることが伝わってくる。こうした記述は、上述の

池田香代子の「簒奪」という表現をやはり裏打ちする。 

 

    書斎で独り大層喜んでいますから、何かと思うて参ります。「あなた喜び下され、

私今大変よきです」と子供のように飛び上がって喜んでいるのでございます。何
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かよい思いつきとか考えが浮かんだ時でございます。こんな時には私もつい引き

込まれて一緒になって、何と言う事なしに嬉しくてならなかったのでございまし

た。 

「あの話、あなた書きましたか」と以前話しました話の事を尋ねました時に「あ

の話、兄弟ありません。もう少し時待ってです。よき兄弟参りましょう。私の引

き出しに七年でさえも、よき物参りました」などと申していましたが、一つの事

を書きますにも、長い間かかった物も、あるようでございました。（田部 160） 

 

セツの「何かよい思いつきとか考え」、「つい引き込まれて一緒になって、何と

いうことなしに嬉しくて」、「長い間かかった物も、あるようでござました」と

いう表現には、インフォーマットでありながら、自分の提供した話が作品とし

てどう結実したのかを知り得ない蒙
くら

さが伺える。先に例として取り上げた『怪

談』の「耳なし芳一」のように、執筆の工夫に深く関わった作品ばかりではな

かったことが見て取れる。 

ところが、その当の「耳なし芳一」についても、中田賢次の『比較文學研究』

47 号「『耳なし芳一』の原話をめぐって」の研究を参照すると、実際の典拠は

複数の存在が考えられ、複雑な状況を呈していて、セツが述べたような単純な

ものではなかったと考えられるのである。セツの言うように「もとは短い物で

あったのをあんなに致しました。」（159）というような単純明快な経過をたどっ

て、できあがった「再話」とは言い難い。 

中田は、原話とハーンの再話を比較した先行研究全般の比較から、田部の

初に指摘した原話である『臥遊奇談』の「琵琶秘曲泣幽霊」（本論文 23 頁右に

写真）が、「単純過ぎて、再話と原話の差異はおおきいといわねばなない」とす

る。中田は、むしろ広瀬朝光が影響を指摘する、ハーン文庫にある『御伽厚化

粧』巻之四、所収の「赤関留二幽鬼一」に「ハーンの再話に近い描写をとる箇所

が散見される」ことに注目している（136-37）。55 

本論文はむしろ、中田の指摘する次の諸点に注目する。すなわち中田は、池

田弥三郎が「徳島県板野郡里浦村に伝わる『耳切団一』の話を紹介している」

こと（137）や、柳田国男が「瀬戸内海殊に壇の浦周囲が、平家座頭の発祥の地」

であったであろうとすることや、「『琵琶秘曲泣幽霊』のような話は各地に点在

した」ことを指摘している（137-38）。中田は以上の資料を踏まえて、「ハーン

が、平家一門潰滅の水路であった関門海峡を幾度か渡っている」ことを指摘し、
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「原話は単数ではなく、夙に母体となるべきイメージ」に「琵琶秘曲泣幽霊」

が加わって再話に結実したという説を示した（138）。本論文は中田説の唱える

原話複数説に準拠する。 

さらに、ハーンの創作面の工夫も見逃せないと考える。上述のセツの証言の

では、「門を開けと武士が呼ぶところでも『門を開け』では強みがないと言うの

で、いろいろ考えて『開門」』と致しました。」（田部 159）とする。しかし「門

を開け」と言うシーンは、定説の原話にも、影響の考えられる原話にも存在し

ない。 

この点についてすでに森亮が『比較文學研究』15 号において、「再話」が、

原話に加筆されたものの例として取り上げている。森は「原作には文字通り『門

を開け』と呼ぶ箇所は無いから、媒体としての節子の話し方、或はハーンの誘

導尋問ぶりが偲ばれる言葉」であるとする。56 森は『国性爺合戦』の「開門」

と繰り返し叩くところを思い起こし、以下で引用するように、セツの前夫為二

の浄瑠璃好きが生かされた可能性を指摘している（9）。 

森亮の指摘のように、セツの述べる、武士が「門を開け」と叫ぶシーンは、

田部が典拠とした後、定説となる『臥遊奇談』の「琵琶秘曲泣幽霊」に見あた

らない。 

 

    ・・・ つゐに其人に随ひ出行に、やがて一ッの門を過て殿中にいたり、・・・（[・・・] 

とうとうその人に従って寺を出て行くと、しばらくして門を一つ通って寝殿に着

いた[・・・]）（「臥幽奇談巻之二」313） 

 

また、中田が注目する『御伽厚化粧』「赤関留二幽鬼一」にも同様に、以下のよ

うに原典に「門を開け」と言うシーンはなく、「大きなる門を開く音」をいきな

り聞いている。 

 

    然らば參らんとて琵琶をいだき、かの上﨟に手をひかれ、五六町も山際にいつた

らんと思ふ處に、大き成門をひらく音して内に入ば、玄關と思しき所を過て、・・・ 

（それならば参上しましょうと琵琶を抱え、その高位の方に手を引かれて 5・6 百メ

ートルも山裾に着いたと思うと、大きな門を開く音が聞こえて、中に入ると、入

り口と思われる所を過ぎて[・・・]）（397） 
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ハーンが描いた、侍の「開門！」と叫ぶシーンは、以下のように、芳一が「大

きな門は阿弥陀寺しかないが」といぶかる後に書かれている。セツが、自分が

手伝って大いに貢献したと信じている「耳なし芳一」は、セツの想像を超えて、

ハーンによって、伏線や現地語を用いる効果と、その意味を文脈から知らされ

る工夫が施されている。 

 

Presently the samurai halted; and Hoichi became aware that they had arrived at a large 

gateway;—and he wondered, for he could not remember any large gate in that part of the 

town, except the main gate of the Amidaji. "Kaimon!" the samurai called,—and there was 

a sound of unbarring; and the twain passed on.（3-4）（やがて侍は、立ち止まった。そ

こで芳一は大きな門についたことを感づいた。芳一は、阿弥陀寺の大門以外には

その村にそんな大きな門を思い出せなかったので不思議に思った。「開門！」と侍

が叫ぶ。かんぬきをはずす音が聞こえ、二人は通り過ぎた。） 

 

ハーンの英文では、芳一が大きな門のところに着いたことを悟ったのは、それ

まで急ぎ足だった侍が急に停止したからであって、「開門！」という言葉からで

はない。しかも、芳一はその町で阿弥陀寺以外には大きな門があることを記憶

していないので、場所について訝しんでいる。芳一はてっきり 高位の貴人の

お屋敷に琵琶の演奏に招かれたと思っていたからだ。この英文の中の突然の日

本語「開門！」は、英文での読者には意味の分からない叫びである。現地語で

ある日本語の語感を生かすハーンの主張57 が生かされて書かれている。セツは

そのことを明確に認識できたのであろうか。 

森亮は「節子の国文学の知識は極めて限られたものであった」（9）、「再話中

に稀に引用される短歌や漢詩のパラフレーズだけは夫人以外の助言者の解釈に

従ったと思われるふしがある。」（14）と鋭い指摘をしている。これは、何を意

味するのだろうか。「短歌や漢詩のパラフレーズ」の助言者は、三成重敬による

と考えるのが自然ではないだろうか。三成はセツにとって「影武者」的存在で

あったことを次章で述べる。 

 

6．版本が読めた三成重敬 

三成重敬は東大史料編纂所に 1898年から 1954年までの 56年間の長きにわた

って勤務した。三成は、ハーンの熊本時代の教え子で後に東大教授となった黒板
くろいた
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勝美
か つ み

（1874-1946）の助手をつとめた。三成は、黒板博士と共同で行った正倉院

文書、東寺百合文書、京都醍醐寺古文書の研究で有名である、また、黒板の『国

史大系』『続国史大系』も三成の陰の力によるところが大きいとされる（『事典』

198、615）。 

  三成がハーン家でいかに頼りにされていたかは、一雄の証言と、ハーンの三

男、清への援助と清の自死（後藤昻『ヘルン』20 号）が証明していると考えら

れる。 

一雄によると、三成はセツの従姉の甥に当たり、ハーンの死の 3 年前から小

泉家に出入りしていた。三成は、『怪談』や『天の河縁起』に収められた萬葉の

古歌や虫類に関する俳句の好材料を提供したとされる（『父小泉八雲』132）。一

雄は、さらに以下のように続ける。 

 

小泉一家では 初三成さんと呼んだが、後には來訪の際は客間に通さず、奥の室

へ招じたので、何時しか誰云うとなく奥野先生と呼ぶに至った。私は中学時代に58 

漢文の先生から項羽が張良を亞父と呼んだと聽いて、其後氏の事を日記に亞父三

雲と記した。母が是を見て、亞は悪に通ずるみたいでよくないと云われたので止

めて、默庵居士と改めた。氏を周圍で變人と云つたのは、表面立つ事が大嫌いで

あつたが故であつた。時としては稍因循とさえ思われたこの性格は、生來聊か吃

辯である點から來ているらしかつた。氏自らも爾く述懐された。氏は父のアシス

タントと言うより母のアシスタントとして功勞のあった人で、父の生前よりも其

歿後に於て我等小泉家の人々へ相當強い影響を與えている人物である。母に取つ

て全くの影武者であつた。（中略）蓋し八雲の傳記
バ イ オ

作 家
グラッファー

田部隆次氏は何等御存じ

ない筈。（『父小泉八雲』137-38） 

 

一雄の筆はこのセツの「影武者」三成について述べた後、「思ひ出の記」が三成

の苦労によって完成したことを述べ、セツが「妙なプライド」から、当時のヨ

ネ・ノグチ59 に見せてしまって、「思ひ出の記」を貸すことになり、三成がマ

クドナルドとビズランドへの申し分けが立たずに苦労されたこと（140）、坪内

氏に三成の援助を見破られたこと（142-44）、チェンバレンにビズランドへの託

けものを依頼する時に、一雄一人に行かせて、セツが仮病を使って陰で待って

いてそれがばれてしまったことと（144-45）、いずれも母の見栄への不満を吐露

する方向に流れていく。一雄は、セツが「思ひ出の記」を自分一人の功績とし
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てヨネ・ノグチに吹聴し、チェンバレンへのことづけに自らが全面に立たない

ことに、セツの見栄を見ていた。チェンバレンは日本語が堪能であったから、

語学だけの問題ではなく、セツの引け目とそれを隠す心根を感じていたと思わ

れる。 

  一雄の証言通り、伝記作家の田部が三成の存在を知らなかったとするならば、

これまで、セツにその功績があったとされることも、影武者三成の存在の功績

を含めて、再考の余地があると思われる。 

一雄の口吻は、「セツ」の虚偽への嫌悪感にあるように思われる。一雄は、「眞

實は尊い。虚偽は忌だ。お衒
てら

いは嫌いだ。」とたたみかけたあとで、野口英世博

士の母堂のたどたどしい手紙や、下田の唐人お吉の遺跡のごまかしのなさに心

を震わせている（『父小泉八雲』139-42）。 

後藤は三成について、「睨んだ時の眼力には物事の正体、真贋を見抜き又其将

来の見通しをつける威力があった。これは古文書、古画の鑑別、鑑賞にその力

を発揮した。」と言う（後藤昻『へるん』21 号 12）。三成がセツの材料捜しに

力を発揮したとしてもおかしくないと思われる。 

後藤は、ハーンの三男、清の三成宛書簡を、1923 年から 1961 年の 38 年間に

わたる 30 通を所持していて、その詳細を『へるん』29 号に掲載した。清は「美

校在学中、針静子と恋愛問題を起こし、兄と母とに勘当された。その後の清を

金銭的、精神的に、三成は支え続けた。後藤の手許にあるのは、そのお礼状と

画業の進捗の報告である。清は 1962 年 2 月 16 日に、89 歳の三成の死の 5 日後

の葬儀の当日にガス自殺している。後藤は、前年の奥さんの死だけが自死の原

因ではなく、「三成の恩義に対して死を以て報いねばならぬと考えた」可能性を

示唆する（後藤昻『へるん』）20 号 5-8）。三成には、このように人に知られる

ことなく、無償で他人を支える人間性があったことが伺われる。おそらく、生

前のハーンはそのことに気付いていたであろう。ハーンは人一倍、自己犠牲に

ついて共感し、美を感じる人であった。 

前述のように、三成は「思ひ出の記」の完成後、一切小泉家と交際を断った

とする指摘がある（後藤昻『へるん』21 号 12-13）。また戦後セツを「日本婦人

の亀鑑」とする映画の企画が、脚本を読んだ三成の反対で不成立となった（後

藤昻『へるん』20 号 ５）。これらを考えあわせると、セツの身近で、「思ひ出

の記」の完成を助けた三成は、セツを良く知っていて、そのセツが「日本婦人

の亀鑑」とするにはあわないと考えた可能性がある。後藤昻は、「それ丈、三成
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は節子を知っていた。」と、三成がセツの長所も短所も知っていたことを認めて

いる（6）。三成は「思ひ出の記」の完成までは、ハーンを助ける理想的な妻像

セツに仕上げる影武者に徹した。しかし三成の献身は、ハーンを顕彰するため

であったと思われる。その延長で、セツを日本女性の鏡とまで持ち上げる映画

の企画に、賛成することはできなかったと思われる。 

一雄は三成を、上述のように、セツの「影武者」と描き、日本でハーンの伝

記を書いた田部隆次が三成の存在を知らなかったと書いている（『父小泉八雲』

138）。三成は自分の存在を知られていないことを生かして、セツの働きを美化

した可能性が考えられる。この理由によって、「思ひ出の記」の信憑性には注意

を払う必要性があると思われる。 

一雄はまた、以下のようにセツ自身から聞いた、結婚直後の協力者としての

セツの姿を描く。 

   

  結婚後は母が父のよきハウスキーパーとなる傍ら、そのよきリテラリ・アシスタ

ントとして活躍すべく、暇さえあれば著作の材料になる様な話をするようにと頻

りに促されたそうだ。「英語どころか日本語でさえただしくは話せなかった若い頃

のことだもん、何う話
はな

いたらえゝやら判らんで、眞
ほん

に困つた事もあつたがね」と

は當事を囘顧しての母の述懐であつた。（中略）母は（中略）浄瑠璃の好きな彼[婿

為二]から勸められて近松物を大分讀まされたとも聞いた。後年アトランティッ

ク・モンスリーの載せた後『ゼ・ロマンス・オブ・ゼ・ミルキーウェー』中に収

められた浄瑠璃臭い「伊東則資」も母の創作で、父から「こう、あなたの話です」

と云つて二百圓餘の原稿料を貰ったそうである。（『父小泉八雲 117-18』） 

 

以上のように一雄は、伊東則資の話を「セツの創作」として取り上げている。

おそらくセツがこのように一雄に話したのであろう。しかし、遠田勝は、「伊籐
ママ

則資の話」は「『当日奇観』によった再話物語。」としており、出典がある（『事

典』遠田勝 17）。一雄の証言は、セツにもともと浄瑠璃の素養があって、「伊東

則資の話」をセツが創作した結果、「浄瑠璃臭い」作が出来上がり、セツは「二

百圓餘の原稿料を貰う」ということになる。ところが、遠田勝が原話を指摘し

ているということは、一雄が「創作」と誤解したのか、セツが自分の「創作」

と言ったのか、そうした可能性も考えられる。この点でも「思ひ出の記」の口

述者セツの口ぶりには、原本や「再話」について注意が必要と思われる。 
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次章では三成重敬が、実際にセツの口述を筆記した「口述メモ」を校訂した

過程を論ずる。新たに発見された三成の「口述メモ」の原稿と決定稿を比較す

ると、三成による、ハーンの東大解雇にまつわる部分の削除が明らかになる。

三成の隠棲は、それに関わる可能性が浮上する。 

 

7. 三成の「思ひ出の記」の校訂の経緯 

  その三成がどのように、セツからの聞き書きを書き留めたのかを知ることの

できる原稿（「口述メモ」）が、関田かをるの尽力によって世に出ている（『へる

ん』29 号）。関田によると、この草稿は「落合貞三郎夫妻のご遺族の手で大切

に保管されており」平川の助言によって公開できたものである。ただし、終章

の方の一部である」（118）という。後藤昻が 1934 年から「7 年間60 を、三成重

敬が住む上野谷中の瑞松院の離れの一室で生活をともにされたので」、三成の筆

跡に詳しく、後藤が「この草稿は彼の筆跡に間違いないと証言」したものであ

り、「セツの口述を三成が筆記」した 初の「第一次草稿」と結論した（119）。

関田は、「三成はこれをもとに補筆添削をして「思ひ出の記」の原稿を作成した」

と推断している。関田の指摘するとおり（『へるん』29 号 120）、この「口述メ

モ」（「第一次草稿」）の発見と公開は研究史上、極めて重要と思われる。 

  関田はこの「口述メモ」が、「いくつかの新事実」を語るとして、次の 5 点を

掲げる。要約すると以下のようになる。 

 

①1903 年、ハーンは東大61 退職後まもなくに、既に心臓病の症状があった。 

②1904 年 9 月 14 日（水）に早稲田大学の 初の講義の日に、ハーンはすでに心

臓病の再発の症状があった。 

③ハーン逝去を東大に通知しなかったが、葬儀に、山川謙次郎総長、坪井九馬三

文科大学長の会葬があった。 

④ハーンの戒名は、早稲田大学の同僚、村上専精が付けた。 

⑤雑司ヶ谷の墓地は、早稲田大学高田早苗学監の世話であった。（119-120） 

 

しかし「新事実」とする点について、②に関しては表現が違うが、「思ひ出の記」

に、「良『始めて学校に出ました日（暑中休暇後）心臓
病かハッと驚きました。痛

かったてす モーすぐ直りました。忘れました。この時か始めてです。それから

今日でした』」（124）と書かれている。（以下旧仮名遣い等、すべて原文の通り。）
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また、小泉一雄著『父小泉八雲』にも「父は三度目に襲った狭心症の發作で絶

命した」（135）と書かれている。さらに、⑤についても、同書『父小泉八雲』

に、「早大高田學長からのお勸めもあり、雜司ヶ谷に定つたのであつた。」（19）

とある。したがって②と⑤については新発見と言い難い。 

  また、出版されている田部『小 泉
ラフカディオ

八雲
・ハーン

』「思ひ出の記」と「口述メモ」を比

較すると、「口述メモ」が以下の内容について大幅に縮小され、もしくは削除さ

れていることが分かる。それによって、ハーンの憤りに対するセツの共感の微

妙な表現が薄められていると言ってよい。にもかかわらず、関田の論考では、

それが指摘されていない。 

しかし、以下の内容がセツの口から話されたということは、セツがハーンの

周囲をどのように認識していたかを知る上で重要である。また、三成が何を削

除したのか、という理由の考察が必要と思われる。こうした点について、関田

による『へるん』での、三成の「口述メモ」の公開の「要約」を示し考察する。 

三成の削除について検討するために、三成の「口述メモ」にはありながら、

決定稿では削除されている部分を要約すると、以下のようになる。（[ ]は、削除

されておらず、決定稿と同じ内容になっている部分の要約である。） 

関田は「口述メモ」にあった枚数表示をそのまま「いろは」で示し、原資料

の忠実な写しを心がけている。「い」から「を」の 12 の枚数で示される内、「い」

「ろ」「は」については、「思ひ出の記」では、そのほとんどが削除されていて

世に出ていない。 

 

い 

ハーンの心臓病は人並み外れた鋭敏さと、マクドナルドのいうような苦労性の天

歳であったためであった。和田垣法学博士が演説の中で「大学小泉八雲を殺せり」

と申されたのは言いすぎかも知れないが、確かに一因である。故外山博士62 は人

格も高く、また、ハーンの優れた点をよく識っていて好遇
マ マ

してくれた。井上学長63   

は交際を嫌うハーンに好意持ってはいなかったであろう。大学からは「約束の期

限になったからこの後解任す」という簡略な手紙がきた時には、「心配ない、私的

に仕事あります。寧ろ喜ぶ」と言っており、大学で教えることよりも専ら執筆が

本来の希望で、東京に来ることさえ喜んではいたわけではなかった。 

ろ 
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東大の職も「あなたに東京を見せたいから」と言っていたほどである。ハーンの

退職が生徒に知られると留任運動が起きた。学長は梅博士64 を介して、井上学長

が慰留に訪れたが、ハーンは却って憤慨することになった。「自分は良いが、背後

に男」があるという井上を「卑怯」だと言って卑しんでいた。こうして交際嫌い

ではあっても教室では、文学を感興を持って教える教師を大学は失った。大学は

文学より語学に重きをおいたそうだ。真相は、俸給の安い二人の日本人と一人の

外人が代わりに雇われた。ハーンの薫陶を受けた人々は、ハーンから文学精神を

与えられたことを感謝している。 

は 

ハーンの著書を読んだ人は、ハーンが東大の権威であり誇りであって、これを失

ったことは大学の損失であると言ったが仕方のないことだ。退職は 1903 年 3 月だ

った。早稲田大学に推薦したのは、梅博士であった。早稲田大学は良教師を迎え

て優待してくれた。坪内文学博士は、英文学に精通し、小説や脚本を書いていた。

[坪内博士との逸話は収録] 私は、浄瑠璃を集めることになっていた。東大にはこ

んな人はいなかった。弟子の内ヶ崎文学博士も奉職し、早稲田大学は、坪内博士

とハーンのいることを威張り、誇りにしていた。 

 

以上のように要約される「は」の途中までは、「思ひ出の記」ではすべて削

除されている。 

田部編集『小 泉
ラフカディオ

八雲
・ハーン

』「思ひ出の記」と重なるのは、以下のように、「に」65 

の途中からである。 

 

に 

1903 年に退職してまもなくの頃、青山周辺を散歩中急に胸が苦しくなったことが

あった。この後、健康が優れず、焼津に行っても泳がず、時々憂鬱に沈んで私や

子供のことを案じた。大学のことなどを思い出して憤激していたが、書けば万事

忘れるといって、一生懸命、えらい勢いで『神国』66 を書いた。[下記のように、

心臓の発作を具体的に書く。梅博士への遺言。] 子供の行く末の事について「血

の滴るような親切」をこめて話す。（中井による傍線部は、上記において引用した。） 

 

（に） 
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……明治卅七年九月十九日午后三時私か書斎に行きますと良人は胸に手をあてゝ廊

下をあとさきしてゐます。私「気分かわるいのですか」良「私少し新しいの病気参りま

した」（関田 122） 

三十七年九月十九日の午後三時頃、私が書斎に参りますと、胸に手をあてて静かにあ

ちこち歩いていますから「あなたお悪いのですか」と尋ねますと「私少し新しいの病気

参りました」（田部 171） 

 

ほ 

[死んでも悲しむな。ウィスキーを飲む。これで 2 回目の発作。] 

へ  

[木澤醫師来るも、治る。] 新聞にハーンが死んだと書かれ、面白がる。 

と 

[些細なことを喜ぶ。秋なのに桜が咲く] 

ち 

[煙管を使っての喫煙習慣。] 

り 

[夢を面白がる。床の間の掛け軸の絵のようなところに生きたいと言う。] 藤崎大

尉67 からの手紙に、一雄に返事を書かせ、送る本を 2 冊選ぶ。一雄の英文を直す。 

ぬ 

[松虫の声を哀れむ。胸の痛みに急に襲われ、急死する。]  

る 

生前のハーンの言っていた通り、死去の通知は、2・3 人であったが、早稲田大学     

から新聞社への通知等で多くの会葬者を得た。梅法学博士が喪主一雄を助け、瘤

寺での葬儀を取り仕切り、早稲田大学からは高田博士と坪内博士が助けてくれた。

東大には連絡しなかったが、山川総長、坪井文科学長、そのほかの教授もみえた。

マクドナルド氏は一番お泣きになった。戒名は村上専精博士が付た。[墓の雑司ヶ

谷は、ハーンが生前好きな場所だったので選んだ。] 墓は 37 日のころ、ハーンの

好きだったバラ、芭蕉竹、オランダケンゲ、ヒバを植えた。戒名の字は能書の日

下部鳴鶴に頼んだ。 

を 

いつまでもここに安らかに眠っていることでしょう。（『へるん』21 号 120-29） 
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三成による決定稿と、「口述メモ」を以上のように比較すると、ハーンの家庭生

活については削除されていないことが分かる。それに比べて主にハーンの東大

解雇問題に関わる部分、つまり回顧通知への反応、留任運動、『日本』執筆への

専心、胸の痛みの体調不良、葬儀にまつわる雑事が大幅に簡略化されているこ

とが判明した。 

  「口述メモ」においての削除箇所のうち、セツの生の声として注目されるの

は、和田垣博士が「大學小泉八雲を殺せり」を取り上げ、「確かに一因とはなつ

たのだとおもひました。」（120）と述べていることである。この点は、遠縁に当

たる後藤昻が、「八雲は講義に力を入れて居り、受講生に対する愛着があったの

で、全く辞める意志はなかった。（中略）八雲の悩みは、病的に進行し、（中略）

ついに病勢昂じて、狭心症となり（中略）亡くなった。」（『へるん』19 号 7）と

いう認識と一致する。 

しかし、セツは、解雇そのものは問題ではなく、ハーンは「寧ろ喜ぶ」、心か

ら「専ら書きたい」と希望していたとも述べている。誤解を避けるために、そ

のまま引用する。これは、上記の「い」の終わりから「ろ」の部分に存在する。 

 

    故人は「心配ない、私的に仕事あります。寧ろ喜ふ」事といふてゐました。故人

本来の希望は大學なと
ママ

に出です
ママ

専ら書きたいといふのが心からの希望であつて  

東京に参るといふ事も素より喜んでは居なかつたのです。大學に奉職するといふ

事も当人の喜びではなかつたのです（中略）良人が大學を退くといふ事が生徒間

に知れると、直に留任運動が始まりました。 竟
（つい）

に井上學長は暫時故人に留任す

るやうにと梅博士を介して頼んで来ました。然し井上學長が来られて會談があつ

てから良人は憤つて断然拒絶しました。井上學長の申條か
ママ

良人に甚しく不快を与

へたのです。「井上めずらしいひきょう者です。自分はよいです。然し自分のうし

ろに男ありますといふてのです」といふて賤しんでゐました。（『へるん』 29 号

121） 

 

セツの説明は、ハーンが憤ったのは、井上學長が「自分の意見ではなく、背後

の力関係」をちらつかせたということで、却ってハーンの気持ちを逆なでする

ことになったと言うのであった。   

一方、三成のまとめた決定稿「思ひ出の記」では、上記を含めて「い」「ろ」

全部が以下のように短くまとめられている。 
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    ヘルンは大学を止めさせられたのを非常に不快に思っていました。非常に冷遇さ

れたと思っていました。普通の人に何でもない事でも、ヘルンは深く思い込む人

ですから、感じたのでございます。大学には永くいたいと言う考えは勿論ござい

ませんでした。あれだけの時間出ていては書く時間がないので困ると、いつも申

していましたから、大学を止めさせられたと言う事でなく、止めさせられる時の

仕打ちがひどいと言うのでございました。只一片の通知だけで解約をしたのがひ

どいと申すのでございました。（田部 160） 

 

これによると、ハーンは東大での職を失ったことよりも、簡単な解雇通知で済

まされたことに腹を立てたことになり、井上学長が背後に権力をちらつかせた

卑劣さに、ハーンが憤慨したという真意が正確に伝わらない。 

日本文化、「再話」、宗教について毎年 1 冊の出版をし、日本国籍まで取得し

たハーンとしては、井上学長の説得の仕方に浅ましさを感じたと思われる。セ

ツはそれを含めて東大解雇が、急逝したハーンの死因と考えていることが分か

る。 

この三成の決定稿（「思ひ出の記」）が世に出たのが、英文で 1906 年、和文で

1914 年である。ハーンが東大解雇をどう受けとめていたかの真意とセツの「大

學小泉八雲を殺せり」と考えた受けとめ方は、関田による「口述メモ」の公開

の 1992 年まで世に知られることはなかった。ハーン解雇に関する部分の省き方

には次のような理由が考えられる。 

三成は、1898 年から「梅の紹介で東京大学の史料編纂掛写学生として入所」

し、1954 年まで「ここで勤務」している（『事典』615）。後藤昂によれば「24

歳」から「56 年間」の勤務である（『へるん』21 号）。つまり東大は、三成が楯

突いては不都合な自分の勤務先であった。三成は、合計 56 年間東大の史料編纂

所に働いていた。ハーンの東大解雇が、ハーン家族に及ぼした打撃を詳細に書

くことは避けざるを得なかったと推測される。三成はセツの重要な証言を書き

留めたのであるが、同時に、ハーンの晩年の解雇問題の真相を隠す役割を担っ

てしまったと考えられる。 

三成の板ばさみの気持ちは、東京帝大にハーンを推した梅謙次郎の事情とも

似る。梅もハーンの遠縁で、後藤昻によると、以下のように東大への就職に関
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して大きく貢献したにもかかわらず、表面化することを避けたために、研究史

上では、チェンバレンの功績のみが知られている（田部 116-17）。 

 

博士は（中略）八雲に対する就職についても 高の処遇として、東京帝国大学へ

の招聘を考え、これを推進した。大学内で有力な発言権を持つ博士の主張は、実

現をみたのであった。博士はこのことを表面化することを避けている。しかし、

八雲はこの博士の好意と努力に深く感謝して、二人の間には固い親交が結ばれた。

（後藤『へるん』19 号 6-7） 

 

雨森もハーンとの書簡を公表しておらず、ハーンの執筆意識や、研究の実際

が見えにくくなっていると思われる。 

森亮は、ハーンが『日本瞥見記』「日本人の微笑」の第 4 節に日本人の「儒教

的教養と武士道的生活律」を書いていることを紹介する。「教養ある日本人とい

うのは、あまり自分のことは言わない。」（Glimpses 672；森 67）ハーンはここ

で日本人の一般論を述べたに過ぎない。しかし、ハーンの死後の三成と雨森の

行動はまさにそれであったと言える。 

三成に助けられながら出来上がった「思ひ出の記」はどのような波及効果を

もたらしたのであったろうか。後世のハーンの手紙と関わって、矛盾がないだ

ろうか。次章で検討する。 

 

8．チェンバレンは「哀悼」を込めて、ハーンの人生が「悪夢に終

わった」と表現した 

セツは「思ひ出の記」において、ハーンの一刻者の異国人ではあっても、古

い日本と子供達を愛した生活を描いた。 

その影響は、例えば、萩原朔太郎が 1939 年に離婚し、その 2 年後 1941 年に

「小泉八雲の家庭生活」として、「模範的な家庭人と真の詩人との望ましい結合」

を描いたとされる（平川『破られた友情』136-38;『事典』480）。68 

また、平川は、『破られた友情』において、「思ひ出の記」を用いてハーンが

如何に日本で幸福な生活を送ったかを指摘し、チェンバレンの死の 4 年後に発

表された、『日本事物誌』第 6 版（Things Japanese 6th 1939）の次の言葉に反論

した。チェンバレンは、ハーンの項目を新たに設け、「彼の一生は悪夢に終わっ

た夢の連続であった。熱情の内に、小泉八雲の名前を付て、日本国籍を取得し
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た。しかし、夢から醒めると、間違った一歩を踏み出したことを悟った。」と書

いていた（296）。 

平川は『破られた友情』の「小泉家の家庭生活」の項を、以下のように、セ

ツの「思ひ出の記」の引用で締めくくる。 

 

ヘルンは私共妻子のためにどんなにも我慢もし心配もしてくれたか分りません。

気の毒なほど心配をしてくれました。帰化のことでも好まない奉職のことでも皆

さうでございました。（118） 

 

これに続いて平川は、『おしどり』において（119-140）、『怪談』の「おしどり」

と、原話の『古今著聞集』とを比較した。『古今著聞集』の夫婦の悲話は、主語

がはっきりしない和歌によって「切ない魅力」を持つのに対して、ハーンの「再

話」が、「夫を殺した猟師の眼の前で、わが嘴でわれとわが腹を引き裂いて死ぬ

面当ての死」になっていると指摘する（123-31）。平川は、ここにフロベール作

『三つ
ト ロ ワ

の
・

物語
コ ン ト

』の一つ「聖ジュリアン」に登場する「大きい牝鹿」の「呪いの

言葉」と平行することを指摘する。ハーンの「再話」が「ハーンその人が持つ

芸術観や価値観を通しての再生」であって、決して「日本の伝説や民話の単な

る翻案」ではなかったとする（134）。 

  平川の結論は、その原話を話すセツに、ハーンが愛情を感じていたであろう

ことを以下のように推測し、「その生涯は幸福な夢の中に終わったのである。」

とした（140）。 

 

    西大久保の家で節子が主観的の解釈を通して、実感をこめて鎌倉時代の説話を語

って聞かせた時、年よりも早く老いて髪の毛がもう白くなっていたハーンは、半

眼を閉じながら、その妻
め

どりの訴える声に、節子の自分に対する強く切ない愛情

を感じたはずである。（中略）ハーンは節子に教えられるとさらに『おしどり』に

注を添えた。/ 古代から極東においてこの 番
つがい

の鳥は夫婦愛の象徴と見做されて、

今日に及んでいる。/そう書いた時も、ハーン自身はまだ気づいていなかったかも

しれない。教えた節子も気づいていなかったであろう。だが今から振返って考え

ると、夫婦合作のこの「おしどり」こそ、他のいかなる再話にもまして、小泉八

雲と節子の死を超えて続く夫婦愛の象徴と化していたのである。（中略）ラフカデ

ィオ・ハーンの生涯は確かに夢の連続であった。イギリスでもアメリカでも不幸
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な歳月が多かっただけに、神経質なハーンは、異国でも日本でも、時々夢魔に襲

われたに相違ない。だがその人の生涯の夢は、結局、節子との鴛鴦の愛に結ばれ

て、その生涯は幸福な夢の中に終わったのである。（139-40）。 

 

以上のように平川は、ハーンとセツの幸せな家庭生活を描いた。ハーンの一生

は、チェンバレンが書いたような「夢の連続でそれは悪夢で終わった」のでは

ないとした。しかしチェンバレンの言葉は「悪意」の表現だと言い切っていい

のだろうか。 

チェンバレンは、ハーンと同年に、イギリス、ポーツマスに生まれた。1873

年に来日し、1886 年からは東京帝国大学で言語学を教えた。ハーンが来日した

時（1890.4.4.）、チェンバレンは既に東京大学で 1886 年から 1890 年まで任用さ

れており、ハーンと頻繁に手紙をとり交わし、就職の面倒をみた。ハーンは来

日第 1 作目の『日本瞥見記』（1894）をチェンバレンに捧 呈
デディケート

している。 

しかし、1895 年から 1896 年にかけて文通が途絶えたと考えられている。遠

田勝によると「現在、刊行されている書簡集では、ハーンのチェンバレン宛て

の 後の手紙は 1895 年 11 月付、チェンバレンの 後の手紙は、1896 年 5 月 24

日に出されている」とする（『比較文学』47 号 51）。楠屋は遠田の指摘と同様の

日付の加えて、愛知教育大学付属図書館のＢ. H. Chamberlain 文庫に、1898 年 1

月 29 日付のハーンの未公開書簡と、富山大学付属図書館のヘルン文庫に、1902

年にチェンバレンがハーンに寄贈した“Bashō and the Japases Epigram”という

芭蕉と俳句に関する論文の残されていることを指摘する（470）。 

私の調べでは、上記の以楠屋の指摘以外にも『チェンバレン杉浦書簡目録』

（1922）で、以下のハーンからチェンバレンへの手紙 3 通（①、③）を認めた

（11）。（②は楠屋と重複する。） 

 

①1896 年 7 月 8 日松江から 

②1898 年 1 月 29 日（場所不明） 

③1898 年 1 月 31 日東京から 

 

1898 年 1 月 31 日にハーンがチェンバレンに手紙を書いているということは、

文通が通説の 3 年後にも存在したことになる。ただし、楠屋の指摘するように

頻繁であったのは 1895 年までであろう。しかし、楠屋が指摘する、ハーンの他
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界 2 年前のチェンバレンがハーンに寄贈した“Bashō and the Japases Epigram”

は、以下の写真のように、チェンバレンの署名が認められ、チェンバレンに敵

意があるとは考えられない。（図 15・16 参照） 

                （図 15）                         （図 16） 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

ハーンとチェンバレンの手紙の交換が殆どなくなったことは、二人の仲が険悪

になったというより、以下のように一雄が証言するように、「忙しさのための交

際の休暇」と考えたほうが良いと考えられる。 

 

  父は「チェー
ママ

ンバレンと自分は不和ではない。自分はメーソンの様な暇人ではな

い。忙しいのだ。私は只或る時期が來る迄チェーンバレンとの交際の休暇である」

と漏していた。（中略）ハーンが も恐れたのは自分の仕事に對する慾求を妨げら

れる事のそれであつた様に想われる。若し從來通りの交際を續けたなら、父はチ

ェーンバレン氏の為にメーソン氏の如く一助手にさせられて己が創作の邪魔とな

る事を頗る恐れた、（中略）チェーンバレン氏も是を認めて居られる。流石明敏な

御仁である。父はその交友達に對して交際のお休を屢々實施している。親友ヘン

ドリック氏、ビスランド女史、マクドナルド氏等とさえもそれであった。但し、

人により、場合により、その休暇期間に長短があつた。チェーンバレン氏の場合

は長かつた。そして、その休暇が終わらぬ裡に父の壽命の方が終りを告げてしま

つたのであつた。（『父小泉八雲』114-15） 

 

ハーンは、日本に来る前に、チェンバレンの『英訳古事記』（A Translation of 

“Ko-ji-ki,” or “Record of Ancient Matters.”69 ）を読んでいたと思われる。チェン

バレンが、1882 年に『英訳古事記』を出版し、ハーン文庫所蔵の『英訳古事記』

富山大学付属図書館ヘルン文庫提供 

図 15 に小泉八雲の印鑑、図 16 にチェンバレンの署名が認められる。 
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には、「横浜 1890」（“Yokohama 1890”54）とハーンによる書き込みのあるこ

とが判明している（Catalogue 54）。 

チェンバレンは、古代の日本人が「日本」を「秋津
あ き つ

」と表現し、それが同時

に「トンボ」の異名でもあることを含意するために、独特のハイフン付き

“Dragon-fly”用いた。ハーンは、ニューオーリーンズ万博の記事に“Dragon-fly”

を用いている。70 これは、以下のように書かれている。 

 

地図の一つは西日本を表し、もう一つは日本全体を表している。これは、神武天

皇が、形がトンボに似ていることから昆虫名をつけたことに由来している。（“One 

map represents the western provinces of Japan, the other the whole of Nippon, that island 

which Emperor Zin-mu Ten ô thought to resemble the form of a Dragon-fly, and to which 

he gave the name of the insect.”）（Occidental Gleanings 2: 209） 

 

ハーン文庫目録の『英訳古事記』は 1890 年版で“Yokohama 1890”の署名が

ある（54）。しかし、遠田勝によれば、ハーンはそれ以前に日本行きが決まりか

けていた 1889 年にハーパー社の編集者パットンからチェンバレン英訳の『古事

記』を借りていることが分かっているとした上で、初版の英訳が 1882 年である

ため、「それ [1889] 以前に―たとえば 1884 年の末から始まったニューオーリ

ーンズの万国博覧会などで目にしていた可能性は大きいが、確実な証拠はない。」

とする（『事典』232）。万博の時に、ハーンがチェンバレンの英訳『古事記』を

読んでいたことが、このハイフン付き表記による引用によって、さらに確実と

なったと考える。 

チェンバレンは 1911 年に日本を去り、1935 年、ジュネーヴで 85 歳の生涯を

終えた。その間『日本事物誌』は、1890 年の初版から 1939 年の 終版の第 6

版まで版を重ねた。チェンバレンは、この 終版第 6 版において、それまで、

第 3 版から第 5 版では「日本関係書」の項の中の一人であったハーンを、新た

に「ラフカディオ・ハーン」の項目を独立して設けた。ハーンの死後 35 年経ち、

チェンバレン自身の死後 4 年経った、1939 年出版の『日本事物誌』第 6 版上で

設けられた（Things Japanese 6th ed. 295-98）。 

そこで、チェンバレンは、ハーンの一生を、以下のように記して、日本では

議論が起きた。 
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彼の一生は悪夢に終わった夢の連続であった。熱情の内に、小泉八雲の名前を付

て、日本国籍を取得した。しかし、夢から醒めると、間違った一歩を踏み出した

ことを悟った。（“His life was a succession of dreams which ended in nightmares. In this 

ardour he became naturalised Japanese, taking the name of Koizumi Yakumo. But 

awaking from his dream he realised that he had taken a false step.”Things Japanese 6th 

296） 

 

チェンバレンは、スペンサーの大巻の 3・4 冊しか読んでいなかった。そのこと

をハーンが知り、チェンバレンは、「その日から友情は壊れた。著者〔チェンバ

レンのこと〕への賞賛や愛情はそれ以後、尊敬を込めた距離をおいてのみ保た

れた」（297）とする。しかしチェンバレンはハーンの作品への賞賛を惜しまな

かった。 

しかし、上記のように、「ハーンの一生は悪夢に終わる夢の連続であった。（中

略）ハーンが関心を持った日本は、ヨーロッパ化され俗化された今日の日本で

はなく、むしろ古い日本、西欧に汚されない完璧な日本であった。しかしそれ

は、彼の想像の中以外には存在しえないものだった。日本政府の方も、同じよ

うに失望した。」（296）というチェンバレンの記述に対して、日本ではチェンバ

レンに何らかの「悪意」があると認める議論が起きた。 

チェンバレンが「悪意」を持って書いたとする根拠は、二人の文通の中断や、

チェンバレンの『ネズミはまだ生きている』（1933）における「勝手に理想化し

ていた人物に裏切られて恨むのはお門違い」という内容の表現（encore 55）が、

ハーンについてであるという推測に基づいている（河島弘美 140-44、遠田勝 31 

46 48、楠家重敏 477、平川祐弘『破られた友情』44 100、平川『オリエンタル

な夢』271）。ただし平川祐弘は「1930 年代の 晩年のチェンバレンのハーン評

は老人のいわずもがなの発言」である、という新たな解釈の可能性を課題とし

て示唆している（『オリエンタルな夢』265）。 

しかしチェンバレンの文章を文脈に沿って読むと、ハーンの人生が「悪夢で

終わった夢の連続」であったのは、日本政府がハーンにヨーロッパの近代化を

紹介することを期待したのに反して、ハーンは想像の中にしか存在しない古く

完璧な日本を夢見ており、その夢が突然終了してしまったと解釈できる。 

第 6 版では、第 5 版のワーグナーの「すべての理解は愛によって我らに至る」

（65）の引用によってハーンが日本への愛を示した箇所が、削除されている。
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これはハーンが日本を愛せない状況に追い込まれたことを示唆していると思わ

れる。同じく第 6 版では、新たに「大本教」の項目を設け、1892 年に設立され

た大本教が、教祖の墓を皇室の霊廟様式で建てて不敬罪に問われたことを追加

している（389）。「大本教」の逸話について、チェンバレンは日本政府の宗教へ

の介入と考えたと思われる。同様に第 6 版の「神話の歴史」において、第 5 版

の記述の日露戦争の結果につけ加えて、1905 年のポーツマス条約で、日本がサ

ハリン島の南半分と、南満州鉄道の支配権を獲得したこと、1910 年の韓国併合、

1912 年の明治天皇から大正天皇の継承、1914 年 8 月のドイツへの宣戦布告 に

ついての記述を追加している（262-63）。 

この改訂からも、チェンバレンは、表立たない形で日本政府の宗教統制や帝

国主義化への懸念を表明していたと考えられる。また、ハーンは 1903 年 1 月

15 日の解雇通知の直後、友人ビズランド宛に、「生きるのに行き詰まったら白

昼夢や夢の終わりだ」と自ら語っている（Bisland 2: 490-93）。これらのことを

考え合わせると、「悪夢」は、ハーンの東大解雇を含む日本の近代化が、ハーン

にもたらした打撃を暗示していると解釈することができる。日本はハーンがも

はや愛せる状況でなくなっていることを、当時、チェンバレンは知っていた。 

ビズランドとチェンバレンは、ハーンの死後、ハーンの書簡集を協力して出

版している（『父小泉八雲』231-32）。チェンバレンは第 6 版のハーンの項目で

は、ハーンを 5 回すべて親しく“Lafcadio”（ラフケィディオ）と first name で

呼んでいる（295、296、297）。これは第 5 版の注での出身 “Corfu”（65）を 6

版で“Leucadia”と訂正したことを受けており、以前には見られない言葉遣い

である。この項目は、「悪夢」に終わったハーンの人生に対する弔辞であると考

えるほうが自然と思われる。 

チェンバレンのハーンへの「悪意」を 初に指摘した説を検討してみる。河

島弘美は『比較文學研究』35 号で以下のように述べる。 

 

  この項目を一読すると、そこに含まれたチェンバレンの悪意に近い感情は読む者

にはっきり感じられる。「一文無しで臆病もの」のハーンが、アメリカ中西部から

南部へ、さらにラマルテニークへ出帆したが、「ここでもまたまもなく倦きて」日

本へやって来る、というくだりは、もっと好意的に書けない筈はなかった、と言

いたくなるようなハーン略伝である。（140） 
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  なぜ『日本事物誌』第六版の原稿に向かっては、まるで私怨を晴らそうとでもす

るかのような、後味の悪い文を連ねることになったのであろうか。この時点での

ハーンの評価は明らかに低くなっている（144）。 

 

河島の取り上げた表現の「一文なしで臆病もの」（“being penniless and timid”）

は、実はチェンバレンが、ビズランドの『書簡集』の「序」の言葉をそのまま

引用して書いているのである。アメリカに移民するくだりで、「文無しで臆病で」

（“being penniless and timid”Bisland 1: 295）とする表現である。即ち、チェン

バレンとビズランドの、この時点のハーンに対する一致する見方を引用したに

すぎない。 

ビズランドは、『書簡集』「序」でこの時期のハーンを「ラフカディオ・ハー

ンは、19 歳で、文無し、繊細、片眼、友人もおらず、ニューヨークの街頭に降

り立った」（“Lafcadio Hearn, nineteen, delicate, half-blind, and without a friend found 

himself in the street of New York.”）と表現した（Bisland 1: 39）。同様に『書簡集』

「序」の第 3 章でハーンの成し遂げた 12 冊の日本研究の仕事を讃えて、「これ

が、小さくて、文無しで、片眼で風来坊のラフカディオ・ハーンの日本で成し

遂げたことだ」（“This was what Lafcadio Hearn, a little penniless, half-blind, 

eccentric wanderer had come to do for Japan.”）としている（Bisland 1: 106）。 

これらの表現（「文無し」「片眼」）は、チェンバレンもビズランドも「悪意」

で発言しているのではなく、ハーンの事実を認めた上で、ハーンがそれを乗り

越え、偉大な仕事をなしえたと共感をもって描いた表現であると私は考える。 

チェンバレンが「夢の連続でそれは悪夢に終わった」と描いたハーンの「夢」

見がちな性格についても、ビズランドは、『書簡集』「序」において以下のよう

に、ハーンの日本での 終作『日本』（14-15）から、ハーン自身が日本人の国

民性を夢の中に生きるという比喩で表現しているのを引用している。 

  

  すぐに妖精のような国民は君に、めいっぱいの催眠性の優しさを与えるだろう。

しかし、遅かれ早かれ、彼らと長く住んでいると、君の満足はほとんど夢みてい

る幸福と同じであることと分かるのだ。（中略）でも、思い出して下さい。ここの

すべては、魔法にかかっているのです。死の呪文のもとに、君は倒れ、 後には

光と色と声は虚空と沈黙とに消え去るのです（Bisland 1: 108）。 
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さらに、ハーン自身、東大の解雇問題では以下のように「悪夢」と手紙で表現

しているのである。まず、解雇を告げられる前の年、1902 年 11 月に「悪夢」

が突然現れる恐怖を以下のように述べている。 

 

    私は現在もこれまでも、ズーッといつも恐れていました。それは、悪夢が未来に

突然やってくる可能性のことです。私は逃げて、仕事に埋没します。これは変で

すか？（Bisland 2: 489） 

 

そして 1903 年 1 月の解雇通知を受けた後の、以下に示す手紙では、「夢」の終

わりを宣言している。 

     

    今の私の抱えている問題はどうやって生計を立て、家族を養うかです。私がアメ

リカで何かをしなくてはならないのは、必至です。そこでの冬は、早急には私を

潰すようなことはしないでしょう。文学の仕事は終わりました。人がどうやって

生計を立てるかの問題に遭遇したときは、白昼夢や夢やすべての「愛の労働」の

終わりを意味するのです。（Bisland 2: 491） 

 

このように、ハーンが夢見ており、「悪夢」を恐れていたことが、『書簡集』

に収録されている。ビズランドの「序」はチェンバレンの言葉を引用している

ため、チェンバレンが『書簡集』を読んでいたことはほぼ確実と思われる。チ

ェンバレンは、『日本事物誌』第 6 版で、これらのハーンの言葉をまとめたと

考えられる。 

ハーンにとっての「悪夢」であった解雇が現実になった以上、計画通り一雄

を伴ってアメリカに行き、そこからの送金を考えていたと思われる。『書簡集』

vol.2 における、1903 年の手紙には「送金できることが必須だ」と書いている

（497）。1902 年 11 月の手紙で、既に、コーネル大学シャーマン学長の斡旋に

ついて書かれている（488）。ただし、この件は、解雇後の 1903 年の手紙で大

学の事情でキャンセルされている（492；長谷川 239）。その後も、1903 年の手

紙にジョーダン学長（496）、ジョン・ホプキンス大学（496、504）、レムゼン

学長、タイラー学長への就職斡旋依頼をした文面が見られる（504）。同年 10

月には、ヴァッサー大学の学長に言及後（505）、カナダ太平洋鉄道会社から、

住居と日本モントリオール間の往復旅行の提供を喜んでいる（504-05）。つま
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り、解雇後のハーンは、アメリカへの移住に希望を抱いていた。チェンバレン

が、ハーンの希望の実現を見る前の突然の死を「悪夢に終わった」と表現した

可能性を指摘し得る。 

それだけでなく、チェンバレンは日本を永久に去って居を構えたジュネーヴ

で、1924 年から 1926 年に、ビズランドの居住から歩いて 50 分くらいのところ

に住んでいた。このことを、私は、ビズランドがニューオーリーンズのハトソ

ン宛にジュネーヴから出した封筒の住所から発見した。（図 17・18 参照） 

                  （図 17）                        （図 18） 

                                      

 

 

 

 

                         

                            （住所拡大） 

（チュレーン大学所蔵ハトソン宛、ビズランドの手紙） 

すなわちチェンバレンのハーン評は、チェンバレン独りによって評価が書かれ

た項目ではなく、まして彼の「私怨」をはらすための項目ではなかった。少な

くともビズランドのハーン批評も加わっている、事実に基づいた評価であると

思われる。71 

前章の平川の説は、「思ひ出の記」から導かれるハーンとセツのうるわしい

家庭生活を描きだした。チェンバレンの描いたハーンの日本生活を、悪い意味

で解釈し、「夢の連続で悪夢に終わった」とするならば、「思ひ出の記」はこの

ことに対する有力な反論となる。しかしチェンバレンは、何等「悪意」を持っ

ておらず、その真意は別にあり、それはハーンの「真実」として描かれたと解

釈したほうが良いと思われる。 

それは、雨森信成の英語追悼論文に見られるハーンの生活に対する見解でも

ある。雨森はその論文の終盤で、ハーンが、ある夏、近江の石山寺を訪ね、そ

こで紫式部が『源氏物語』を書いたことを知って、その場所が大いに気に入っ

たことを述べる。ハーンがそこで一夏過ごせたら、それは「極楽」（“Paradise”）

と言ってよく、「何という幸せか」と手紙に書いたとする。続いて、以下のよう

に、しかし、それはハーンの運命の許すところではなかったと述べている。 



74 

 

 

 

  しかし、その幸福は彼 [ハーン] の運命にはなかった。彼は、理想の生活を実現

しようと一生懸命に働いたのであるけれども、実現を見ずに亡くなった。（523） 

 

ビズランドも、『東の国から』の「生と死の断片」（148-49）から、ハーンが

日本の生活に幻滅を感じている比喩を引用している。 

   

  あらゆる賞賛すべき抑制と忍耐の下に、到達したら危険きわまりない堅牢無比な

何物かが存在する。・・・どんな金持ちの所帯においても、客は家宝のいくつかを

見せられているようなものだ。・・・かわいらしい小さな箱があなたの前にある。

開けると、小さな房飾りのついた絹製のひもで縛った美しい絹の袋がある。（中略）

それを開けると、中に別の種類だが大変美しい絹製の別の袋がある。開けると、

見ろ。3 番目、それに 4 番目が入っていて、それに 5 番目が入っていて、それに 6

番目、それに 7 番目が入っている。それには、今まで見たもののなかで一番奇妙

で、粗悪で、堅い中国製陶器の容器が入っている。それは、奇妙なばかりか貴重

なものだ。千年以上前のものだから。（Bisland 1: 107） 

 

日本文化の元が中国由来であり、日本人はそれを家宝として大事にしている。

ハーンは、その自己抑制には危険な何かを感じているというものである。この

部分は、先に引用した「序」で、ハーンの日本での生活は「夢みている幸福と

同じである」（Bisland 1:108）と書く前の部分である。すなわちハーンは冷徹に

日本文化を分析していた。そのことにビズランドは気付いていたし、チェンバ

レンも同様であり、ハーンが夢から醒めていたという認識をすることは、ハー

ンに対して「悪意」があったためであったとは思われない。  

また雨森信成は、ハーンの日本の国籍を取得した唯一の動機が、家族のため

に財産を確保することであったと明言する。雨森は、ハーンが相談したごく限

られた友人の一人であったことを、以下のように明かしている。 

 

  しかし、私は彼 [ハーン]の家族の財産に対する心配だけが唯一の日本国籍取得の

動機だったことを語れる立場にいる。というのは、私は当時、彼が相談できるご

く少数の友人の一人だったからだ。そして、私は彼の妻や子供達への際立った愛

の表明に、もっと彼が好きになったのだ。（517） 
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つまり、日本を愛していて、日本に帰属したいというような、日本やその政府

に対する抽象的な忠誠心によったのでは全くなかったということである。雨森

は、ハーンの結婚を以下のように言い切る。 

 

    彼の日本女性との結婚は、ただの故人の好みからの問題であって、（中略）その問

題 [日本国籍取得] は文学の目的とは全く関係がない。（520） 

 

ハーンは、ハーンのやり方で妻や子供達を愛していた。そして、それはチェン

バレンの称した「悪夢」とは別のことであった。ハーンの「悪夢」はその家庭

生活にあったのではなく、東大解雇に象徴される官僚的処遇に、そして広くは

日本の近代化の在り方にハーンが「悪夢」の一端を感じ取ったと考える。  

雨森はハーンが家族のために身を粉にして「地獄の踏み車」のように働いた

けれども、日本の官僚組織に辟易していることを以下のように綴る。 

 

    At “home” and to his “old friends” no husband was more kind, no father more fond, and 

no man more lovable than Lafcadio. For his family he worked hard, and suffered much. 

For their sake he lived in “Hell,” went to “the treadmill,” “the grind,” and bore hardships 

such as he would never have borne, had he remained single. He was utterly disgused with 

government sevice. He called it “an ugly business.” Yet he went three times into it merely 

for the benefit of his family. （516-17 イタリック－ハーン）（家庭においてや、「旧

友達」に対しては、ラフカディオほど、優しい夫であり、父であり、愛すべき人

間はいない。家族のために懸命に働き、苦悩した。家族のために「地獄」に住ん

で「踏み車」に従事し、そうでなかったら独身でいるような辛い目に遭っていた。

官僚に対して、心底嫌い抜いていた。彼はそれを「醜い仕事」と呼んだ。家族の

利益のためだけに 3 回もそれに従事したというのに。） 

 

上記の雨森が「旧友達」をイタリック体で書いた（“old friends”）ことには、意

図が感じられる。それを次章で検討したい。 

ハーンは家族のために働き、アメリカからの送金も考えていた。では、ハー

ンの家族の愛し方はどのようなものであったのだろうか。セツと一雄への愛は、

同質であったのだろうか。晩年にハーンが一雄だけを伴って、アメリカに行く
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計画を手紙に書いたハーン像と、「思ひ出の記」に書かれたハーン像に矛盾があ

るのはどう解釈するべきであろうか。 

 

9.「思ひ出の記」、雨森英語追悼論文、ビズランド『書簡集』、三者

の矛盾 

  セツの「思ひ出の記」で描いたハーンの食事の嗜好についての記述と（160）、

雨森の『アトランティック・マンスリー』での記述（520）は、一致しない。 

また、ハーンは 1900 年 1 月のビズランドとの文通再開直後から、一雄を連れ

てのアメリカ行きの計画を手紙の中で示唆している（Bisland 2: 474、476）にも

かかわらず、セツの「思ひ出の記」は、ハーンが晩年にセツを「力にいたしま

し」たとして、ハーンのアメリカ行きの計画には全く触れていない。 

さらに、ビズランドは『書簡集』「序」で、ハーンがアメリカ行きを考えたの

は、1902 年に一雄の教育、肺や目への過度の負担を考えてのことであったと書

いた。しかもその相談を「友人たち」（“friends”）に書いたとし（Bisland 1: 153-54）、

確かにエルウッド・ヘンドリック（Ellwood Hendric 1861-1930）に 1902 年に出

した手紙に、「気楽な職場」（“Easy posts”）を探すことを依頼している（Bisland 

2: 484）。こうした中で、実際に尽力したのはビズランドであり、1902 年 11 月

のビズランドへの手紙には具体的にコーネル大学のシューマン学長の名前が挙

がっている（Bisland 2: 488-89）。 

ハーンの生き方や愛のあり方の真意は、一体どこにあったのだろうか。これ

を考察するために、これら三者の齟齬について検討を加えたい。それによって、

誰がハーンをより深く理解し事実を書いたかが分かると思われる。 

まず、食事の好みについて、セツは「思ひ出の記」で、和食と洋食を並べて

以下のようにハーンに好き嫌いのなかったことを書く。 

 

  食事には好き嫌いはございませんでした。日本食では漬け物でも、刺身でも何で

も頂きました。お采から食べました、 後に御飯を一杯だけ頂きました。洋食で

はプラムプデインと大きなビフテキが好きでございました。（162） 

 

この書き方では、和食も洋食も同じように食べ、日本食の食べ方まで詳しく述

べられている。ところが、雨森重成は以下のように、ハーンが「決して和食を

食べなかった」と書く。 
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    彼 [ハーン] に会ったことも、家に行ったこともない人が、どうして彼が食べ物、

習慣や嗜好を変えたなどと差し出がましく言い得るのか。ハーンは、決して和食

を食べなかったのだ。日本国内を旅行するときを除いては。（Hearn never took 

Japanese food except when traveling in the interior;）（Atlantic 520） 

 

雨森によると、ハーンは国内旅行で和食しか選択のない場合を除いて、普段は

洋食しかたべなかった事が分かる。ただ、ビフテキについては、雨森が、以下

のように書いていて、セツの記述と一致を見る。 

 

    習慣では、節制していたが、唯一彼 [ハーン]の好物は厚くて良く焼いたビフテキ

であった（Atlantic 524）。 

 

このように、「ビフテキ」以外の食事の仕方について、雨森の英語追悼論文とセ

ツの「思ひ出の記」は食い違う。 

雨森重成の英語追悼論文は、1905 年 10 月号に掲載され、雨森は、翌年 1906

年 3 月 1 日に他界している。そのため、その約 10 ヶ月後の、1906 年 12 月出版

のビズランド編集による『書簡集』を雨森は読むことができなかったと思われ

る。雨森は、手紙の収集に協力を拒み沈黙を守り、「思ひ出の記」と『書簡集』

のハーンの手紙の矛盾に気付く前に他界している。ビズランドは上記の矛盾に

気づいて、「序」でハーンの食事に触れなかった可能性がある。 

  大きく食い違うのは、上記のように、1900 年のビズランドとの文通再開後の

ハーンの手紙の内容と、セツの「思ひ出の記」である。セツはハーンが、特に

晩年にはセツを頼りにしたと書く。しかし『書簡集』でのハーンの手紙では、

ハーンはアメリカ行きについてビズランドをしきりに頼っている。 

  ハーンが 晩年にセツを頼ったと、セツは以下のように「思ひ出の記」に書

いている。 

 

    晩年には健康が衰えたと申していましたが、淋しそうに大層私を力に致しまして、

私が外出する事がありますと、まるで赤坊の母を慕うように帰るのを大層待って

いるのです。私の足音を聞きますと、ママさんですかと冗談など言って大喜びで
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ございました。少しおくれますと車が 覆
くつがえ

ったのではあるまいか、途中で何か災

難でもなかったかと心配したと申しておりました。（田辺 170） 

   

ところがこの時期に、ハーンは以下のように全面的な協力を、ビズランドの情

に訴える手紙を書いている。そしてビズランドはこれらの手紙を一部削除して

『書簡集』に編集している。（[ ]は削除されていた箇所を、関田かをる『知られ

ざるハーン絵入書簡』から補充した。以下『知られざる』。）以下の手紙は、文

通再開後、2 通目とされる 1902 年 7 月 2 日付手紙である。 

 

    あなたは妖精の女王だから、魔法の杖が私を助けてくれるのにピッタリなことを

してくれるでしょう。イギリスは望みがありません、もちろんのこと。あんな「ひ

どい規律」の中で稼ぐチャンスとてありません。私が留守にすることについて、

私の家族には、準備万端にします。しかし、外国で稼ぐ必要から蓄えは潰えるで

しょう。（Bisland 2: 474） [本当に私にはあなたを煩わせる権利もないし、想像す

ることもできません。これは、妖精の女王にお祈りするケースといえましょう。

彼女は、聞く必要がありません。親切な想像をめぐらすだけでいいのです。以前

はもう一人、素敵な妖精がいました。ロリンズ夫人です。今や、「エリザベス・ビ

ズランド」以外には超人的な知人はおりません。]（関田『知られざる』173）   

 

次の手紙は 1903 年 1 月付、ハーンが東大の解雇通知を受けた直後のもので、削

除された部分はない。 

 

    私の息子はキスをすることに慣れています。彼の父だけからの影響です。私はい

つも就寝時にはそうして別れました。そして、彼は、レディ、エリザベスの温か

いメッセージの魅力を大変良く理解しています。私から特別扱いの意味（what the 

privilege signifies）を聞いたからです。でも、今は彼とアメリカに行くことは諦め

の気持ちが強いです。危険過ぎます。まず、彼に安全な巣を作り、自分自身が生

き延びなくてはなりません。（中略）私のかわいい妻は、あなたのお顔をとても良

く知っています。あなたの写真は今、彼女の部屋に掛けてあります。（中略）あな

たにもう一度会いたくてどんなに私が飢え、渇いていたか、あなたは想像もでき

ないでしょう。（Bisland 2: 490-92）   
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この手紙によると、一雄はビズランドの存在について、父ハーンから「特別扱

いの意味」の説明を受けてよく理解している。また、ビズランドの写真がセツ

の部屋に掛けてあると言う。 

翌月の、1903 年 2 月の手紙は全面的に削除されているため、本論文は、関田

かをる『知られざる』に拠った（176-77）。この手紙でハーンは、日本の生活で

は、テーブルと机とストーブ以外は、すべて和服等、和風にくらしていること、

妻の写真をアメリカに持参すること、マクドナルドに裏切られたこと、昆虫の

生態から人間性を考えること、3 月に東大との契約が切れること、4 ヶ月で 20

講義分の用意をすること、ビズランドの写真が妻のテーブルの上に掛けてあっ

て、息子についてのビズランドの言葉を妻に通訳したところとても喜んだこと、

息子が大きくなって、困ったとき助けて欲しいことを書いている。セツに関係

する箇所を以下に引用する。 

  

  [もちろん妻の写真を持って行きます。彼女は勇敢に振る舞うでしょう。彼女はア

メリカ行きが、息子の未来のためであるということを知っています。彼女は侍の

娘です。（中略）あなたの写真は私たちの新しい家（竹林があります）の、妻の小

さなテーブルの上に掛かっています。私が妻に、息子についてのあなたの言葉を

通訳したら、喜んだことは表現できないくらいです。]（関田『知られざる』176-77） 

 

これは、ハーンの死の約 7 ヶ月前の手紙である。文中に、セツの部屋にビズラ

ンドの写真が掛かっていること、一雄へのビズランドの言及の翻訳に触れてい

る。 

  これらのハーンの手紙から考えて、ハーンが晩年に一雄を連れて、アメリカ

行きを計画していたことを、セツが承知していたと考えられる。また、セツは、

ビズランドによるアメリカでの仕事の斡旋についても恐らく知っていたであろ

う。しかしセツは、「思ひ出の記」でビズランドについて一切触れていない。 

  ビズランドの方は、『書簡集』に、1902 年 11 月付のハーンのほとばしる本音

を削除することもなく以下のように載せている。 

     

    ただあなたにもう一度会いたいだけです。ほんの一瞬でも。そして、あなたの話

す（無数の声のいくつかを）のを聞くことは、私にとっての追憶の一つなのです。
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その上、あなたは「物に触れながら、優しく歩」くことを私に許してくれたもの

でしたよね。（Bisland 2: 488-89） 

 

以上のように、『書簡集』に編集されたハーンの手紙と、セツ著「思ひ出の記」

は、ハーンのアメリカ行き計画について大きな食い違いを見せる。 

  一雄は、『父「八雲」を憶ふ』において「来春は [1904] 一雄を連れてアメリ

カ東部へ行こう、そしてどこかの学校へ入れ、落ち着くのを見届けてから自分

は帰朝しようとの父でした。」と簡単に触れた後、医師のすすめで無期延期とな

ったことをのべる（277）。『父小泉八雲』においては、唯一、一雄が引用するの

は、『父小泉八雲』で、ハーンが 1897 年 5 月にヘンドリックに出した「長男を

連れて、いつか歐州を見物したい。」（Bisland 2: 323）という手紙だけである（37、

199）。小泉家側からの情報は、非常に少ない。 

そのため、写真が飾ってあったとはいえ、セツがビズランドのことをどう思

っていたかは分からない。セツにはよく事情が飲み込めず、ビズランドをハー

ンと 10 年間音信不通であった、文学上の友人と考えていた可能性が高い。或い

は、三成重敬が校訂の段階で、アメリカ行き計画とビズランドのことを不都合

な事実として削除した可能性もある。セツはハーンがアメリカに行こうとして

いた事実を、不都合な事実と考えて「思ひ出の記」に載せなかった可能性もあ

る。ハーンは死んでしまったのだから、自分が黙して語らなかったなら表面化

することがないと考えたのだろうか。 

先程引用したセツの言う、「私が外出する事がありますと、まるで赤坊の母を

慕うように帰るのを大層待っているのです。私の足音を聞きますと、ママさん

ですかと冗談など言って大喜びでございました。」（田部 170）という箇所は、

待っているハーンの側に対するセツの推測が入り、外出したセツの側からのハ

ーンの気持ちの憶測であって、何か不十分であると私は感ずる。後から、家の

者から聞いたのであれば、それ相当の表現がなされるであろうし、すくなくと

もセツのこの口述には彼女の思い込みが含まれている。或いは、三成の校訂の

不十分さの可能性もある。 

また、ヘルン文庫には、手紙からビズランドが送ったことがはっきりしてい

る、ビズランド著の『理解の灯』の所蔵がないことをどう解釈したらいいのだ

ろうか。一雄が、空襲を避けて、ハーンの所蔵書籍をすべて富山大学に売り払

った際、「数冊の特別な思い出深い物以外は諦めた」と、一部を保存したとある
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（254）。これらの本は『父「八雲」を憶ふ』において 7 人の作家の本を確認で

きる（230-31）。72 これによると、一雄が保存した本に『理解の灯』は含まれて

いない。『理解の灯』がハーンの遺族にとって、苦痛であったことが考えられる。 

ビズランドは、ハーンの死後 7 年を経て、夫のウェットモアとハーン邸を訪

れ、その時のビズランドのセツ宛プレゼントである手鏡が残されている（図 19）。
73 この手鏡はハーンの『東の国から』「博多にて」のⅢに描かれる「松山鏡」

を思わせる（81-84）。  

 
（図 19）                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「松山鏡」は、母を亡くした娘が、鏡に映した自分を母と思って偲ぶ話である。

ビズランドは、「死者を偲ぶ」という意味、またはハーン作品に因んで何らか

の感慨をもって贈ったと考えられる。 

 
 
               （図 20） 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

（図 19）1911 年、ビズランドからセツにプレゼントされた手鏡 

池田美術館蔵 『〈増補新版〉文学アルバム小泉八雲』122 

ちりめん本『松山鏡』1886 年刊の表紙。 
『ちりめん本のすべて』p.37 より 
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ビズランドが、ハーン作品に思いを寄せてセツに贈った手鏡は、恐らくセツ

にハーンの「松山鏡」を思い起こさせることはなかったと思われる。「松山鏡」

とプレゼントの関係に触れた先行研究には管見にして出会っていない。セツが、

ハーンの作品との関わりに気付いた可能性は低いように思われる。 

一雄もセツ以上にビズランドとハーンの文学を通じての心の交流には気付い

ていたとは思われるが、「エリザベス・ビズランド女史との親交は或は一種の戀

愛と云い得るかも知れぬ。（中略）つまり肉體を離れた精神的な戀で、文章上で

の戀であった。」（『父小泉八雲』45）と、抽象論で避けて通っている。 

セツは、ビズランドがハーンと文学の話が対等にできていたことに、一雄と

同じように、「文学上の恋」と考えて、心中に動揺はなかったのであろうか。

少なくとも、雨森と一雄の理解は、セツより進んでいたと思われる。  

幸い、セツ自身の性格については、一雄の証言が『父小泉八雲』にあるので、

次章で検討したい。 

 

10．ハーンの死後 46 年後に、一雄が描いたセツ像 

前章で、ハーンの手紙の内容から、一雄やセツがビズランドの存在を知って

いたことを述べた。ところが、セツは「思ひ出の記」において、ビズランドに

ついて全く言及していない。 

ハーンの死後、46 年経って、一雄は『父小泉八雲』を発表した。ハーンの死

後半世紀近くたってからの出版において、一雄は以下のように、ビズランドに

言及し、ハーンとの恋が「文章上」の「清冽」なものだったと考えていたこと

を書いている。（第 2 部「序」、第２部第 2 章、第 3 部第 1 章第 2 節でも触れる。） 

 

  エリザベス・ビズランド女史との親交は或は一種の戀愛と云い得るかも知れぬ。

しかし、それは白熱の戀ではない。澤邊の螢の光の如き清冽な戀である。つまり

肉體を離れた精神的な戀で、文章上での戀であった。この他（中略）にしても、

同じく文章上での戀である。但しビズランド女史の場合程その螢光が冴え冴えと

大きくないのである。（45） 

   

  ハーンの數ある傳記の中で、多少の誤りはあるが、先ず も無難で、オーソリテ

ーティーブな物とされているのは、英語の本ならエリザベス・ビズランド・ウェ

ットモーア夫人（Mrs. Elizabeth Bisland Wetmore）の厚意と苦心に成る Lafcadio 
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Hearn Life and Letters.（1906. Houghton Mifflin & Co.）である。（中略）英邁卓見の

ビズランド女史こそ も好くアメリカ時代のハーンを知る異性の友人であり、彼

女こそ彼に對する溫情の裡にも遺憾無く大膽率直に彼を評し、又、彼の書簡を借

り集めて編纂するにも 適の人であると遺族を初めその友人知己間大部分の意見

が期せずして一致した。玆に於て女史の「ハーン 傳 及
ライフ・アン

書簡集
ド・レターズ

」が刊行されたの

である。併し、彼女は餘りにも淑女
レ デ イ

であるが故に大事を取りすぎ遠慮勝に上品に、

己が積極的な批判や意見はなるべく吐露せぬように努力された傾向がある。この

時女史にして若し猶未婚婦人か未亡人であつたなら、或はもつとフランクリーな

傳記が書けたかもしれぬ。（75） 

 

一雄には、1931 年刊『父「八雲」を憶ふ』（英文 1935 年）の著がある。一雄

は、「それは單に私が父の傍に居た十一年間の子供時代の憶い出の記に過ぎぬが、

筆無精の私の本心は、あれだけでもうご勘辡願いたい」と『父小泉八雲』で述

べる（27）。しかしのちに、一雄は『父小泉八雲』を公表した。ハーンについて

の論文に「嘘があってはならぬ。」「事實を餘りに歪曲した説がある時は、更に、

公正な物に改訂すべきである。」「世に知れていない事實にして若しも發表すべ

き價値あるものがありとせば、それは有の儘を公表すべきだと思う。」（12-13）

という、やむにやまれぬ気持ちに突き動かされたためとする。出版年が 1950

年であるのは、ハーン生誕 100 年と関わっている。一雄は、この年松江市主催

の行事に健康を害していて参加できなかった。口述筆記や、一校だけでの病を

押しての出版であった（159）。少なくともこの本において、一雄は、まず事実

であることを心がけていると思われる。 

森亮による書評は、一雄の『父小泉八雲』に対して、本論文第 1 部の「序」

で引用したように、「『美しい日本の妻』の映像をたたきつぶすような書物」と

表現している（160）。別のところで森は、「極端な表現がゆるされるならば同書

はハーンを取り巻いて生前から死後に至るまで異様に動いたお化けたちの列伝

と評すべき告白暴露の書である。」（114-15、160）とする。森は、「極端な表現」

を前提とするものの、「氏は本書の中でハーンの伝記類やハーンをめぐる人々に

関するあらゆる虚偽に対して、親譲りの一
マ

国
マ

な性質で闘っていられる」として、

一定の理解も示している（161）。森はセツについての一雄の描写を、「主要登場

人物の節子夫人も数々の暴露記事で良妻賢母と呼ぶには程遠い存在であったこ
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とが分かる」とし、それをハーンにも通じる病的な一刻さに帰していて、歯切

れの悪さがある（115）。 

しかし、追従や虚偽を嫌ったハーン（『父小泉八雲』12、35、39、250）の精

神を受け継いだ一雄が、やむにやまれぬ気持ちで書いた、第 1 級の資料だと考

えられる。森も、以下のように、資料としての高い価値を認めている。 

 

この書は言わば内部から書かれたものだけあって、少しでもハーンの伝記に興味

を持っている者には、宝石のように光っている材料が無数にある。雨森信成氏が

ハーンからの来信を発表しなかった理由や、ハーンの晩年不興をこうむった大谷

正信氏が死後も伝記を書く機会を逸し、お鉢は遂に田部氏にまわったいきさつな

ど、節子夫人に関する話と共に目ぼしいものに数えてよい。（『小泉八雲の文学』

162） 

 

上記の森が「目ぼしい」と言う「節子夫人に関する話」は、本論文の第 1 部「序」

でも引用した。その具体的な箇所は以下の通りである。 

 

夫人が妻としても必ずしも常につつましやかでなかったことは、夫人が女子大学

の茶話会に招かれ、ハーンに無断で出掛けたことでハーンが憤慨したとき「例に

よって」ヒステリーを起して其処ら辺の物を手当たり次第にたたきつけ、歯をく

いしばって倒れたという話からも想像がつく。（161） 

 

セツのヒステリーについては、一雄は、『父小泉八雲』で、上記の場面を含めて、

6 箇所（82、103、144、145、241、254）において言及している。その場面を並

べてみると、セツのヒステリーは、ハーンの生前から常習であったことが推測

される。森亮はセツをかばって、「一雄氏のほこ先が主として向けられたのはハ

ーンの妻であった時代の彼女ではなくて、『文豪故八雲先生未亡人と名乗る母刀

自』に対してである。」とするが、しかしそうとばかりは言い切れない（161）。

一雄は「母に一生憑いていたヒステリー」、「幼少の頃」の「ヒステリーでない

お嫁さんの希望」を書いて、以下のように、絶望的な気持ちを吐露する。 

 

    私は父の妻であつた母、パパのワイフであつたママを慕しく思う。パパと子供等

の為、出るにも入るにも優しい氣のくばりを見せたジエントルマザーをこそ懐か
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しく憶う。しかし、文豪故八雲先生未亡人と名乗る母刀自、有象無象に囲繞され

てオホゝンと齋して御座る老婦人、何かに憑れた様にまるで別人のごとく變化し

た彼女の晩年の姿を想起する時、私は只南無頓證菩提と心中に念ずるのみ…… 

弘法大師程の人の母親もヒステリーを起されると惡龍の姿となられたとか。私は

母其人を決して心底から恨み呪いはせぬ。併し、母に一生憑いていたヒステリー

なるものを無限に恨み憎み呪うのである。私は幼少の頃、「一雄さんは大きくなつ

たらどんなお嫁さんを貰う？」と聞かれると「ヒステリーでない人」と答えた。

（241） 

 

引用の前半を指して、森はハーン死後のセツについての一雄の暴露を取りあげ、

「ハーン没後のこと」と指摘したのであろう。しかし、後半の一例だけでも一

雄の憎んだセツのヒステリーが、ハーンの生前から見られたことが納得できる。

以下に、それ以外の場面を列挙して検討する。（2 番目の例は上記の森の引用箇

所と重複する。） 

 

    [ケンナード婦人著のハーン伝に使用したハーンの手紙の売却金について、ウェッ

トモア婦人やマクドナルド氏からの送金と一緒に雑費として支出しないようにと

いう注文に] 私はこんな無禮な條件付の金なんか要らぬ、つつ返してしまえと主

張し、母と激論の末、母がヒステリーを起し、お禮の英文レー
ママ

ターは不肖容易に

作成せざるが故に、田部氏へ母が御依頼申し、それへ半強制的に母と連署させら

れた。（『父小泉八雲』82） 

 

    [ヒューズ女史が大学の講義室に突然入って来て、傍聴したことを、ハーンは不快

に思った。74 女史の訪問にも会わなかった。] 併し、後日母は女子達からが女子

大學の茶話會へ招かれている。而もこの時、母は父に事後承諾を強いた形となつ

た。父は非常に憤慨した。兩親の間に激論が闘わされた。（但し、特殊なハーン言

葉で。）父は蒼白な顏をして、「あなた英語知るない事、今日何ぼう幸せでした」

と叫んだ。母は例によつてヒステリーを起して其處邊の物を手當次第に床
ゆか

へ叩き

つけた後、虚空を摑み、齒を喰いしばつて倒れた。「お祖母様！早く來て下され、

ママさん又あの病氣です！」と父は二階から祖母を呼び、書生新美君も母の脊を

壓えるべく呼ばれ、女中達も氣付藥を運ぶやら、床
とこ

を延べるやらの騒ぎがあつた。

この――あなたは英語を知らないので今日は仕合せだつた。若し達者に話せる女
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だつたら何こそ吐かせられた事やら……それにしても何で私に無斷であんな席へ

行く氣になつたのか……との意味の――哀調を帯びた父の聲音は、其時隣室に居

た私の心に永遠に録音されている。（『父小泉八雲』103-04） 

  

一雄は「例によって」と記し、ハーンは「ママさん又、あの病気です」と叫ん

だということから、セツのヒステリーは常習的であったのだろう。これは、ハ

ーンの英語の独り言が理解できた、一雄だからこそ書き留められたことである。

ハーンが毎日、朝晩一雄に英語教育を施した（『父小泉八雲』28、198-99）努力

の一つの結果であった。 

  長谷川洋二もセツのヒステリーの場面を、以下のように、『父「八雲」を憶ふ』

から引用する（274-75）。 

 

    一方彼女の性格には、ハーンほど著しいものでなかったにせよ、光と影があった。

その影の大なるものに、ヒステリ
ママ

の発作があり、その 悪・ 不幸なるものが、

西大久保に移った後の一雄に向けられて起き、『父「八雲」を憶ふ』に詳述されて

いる。義母がたしなめ、お米・お花・お咲と三人の女中が泣いて一雄の許しを乞

い、打たれ蹴
け

られ髪をつかんで引き摺
ず

られた一雄自身が、髪を乱し、目を吊り上

げ、唇を土色にしている母親の発狂を、ただただ心配しているという有様であっ

た。拳を握り歯を食いしばって倒れている所に来たハーンは、彼女の口を無理に

割って水を飲ませた後、抱いて寝室へ運んで静かに寝かせている。（『八雲の妻』

210） 

 

長谷川はセツのヒステリーを、「影」の部分と言い、「ハーンほど著しいもので

なかったにせよ」と、セツの免罪にハーンを取り上げるが、ハーンの人物に表

裏があったことの具体的な指摘はない。 

『父小泉八雲』と『父「八雲」を憶ふ』はセツとハーンの間に、共に人生を

歩んでいるという共感に欠けている場面が存在したことを、後世に告げている。 

 

    子供達には常にあんなに正直に正直にと云い乍らも、自分に關する事ではちょい

ちょい嘘を強いる矛盾の點が母にはあつた。「虚偽のお上品大嫌い！」とうつかり

ぼやき、母の感情を大いに損じた事もあつた。あの外聞を恐れ、甚しい體裁を作

る點等は矢張り是もヒステリー症から來るのであつたろう。（『父小泉八雲』144） 
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セツの外聞を気にする性格が、時に子供に嘘を強いることのあったことがわか

る。一雄は、それをヒステリーのせいかと考えている。 

 

    成長するにつれて其子等は、母の妙な見榮やお體裁の為の虚偽に増々反抗する様

になつて行つた。「無學文盲でも身分卑しき出でも構わぬ、虚偽の無い純な母性愛

に富んだ母親こそ尊い」等と生意氣をはざいてはヒステリーの猛爆に遭い、跣で

逃げ出す悴達であった。（『父小泉八雲』145） 

 

これは、ハーンの死後の反抗期に達した息子達の純粋な観察であろう。 

次の例は、両親の死後の一雄の感懐であるが、生前のセツへの注文に、ハー

ンをヒステリーで苦しめたことが伺われる。 

     

    理想を云うなら父の傾け盡した純情に對して少しでも背いてはならなかつた。も

つともつと從順であつてほしかつた。只さえ苦しみの多い父に、すねてみせたり、

ヒステリー等折々起して苦しめ
マ

べ
マ

きではなかつた。（『父小泉八雲』254） 

 

このように見てくると、やはり「ヒステリー等」はハーンの生前から「折々」

起きていると言っていいだろう。一雄の証言は、セツが晩年、名声を笠に着て、

貴婦人として収まろうとする姿と、ヒステリーが彼女に一生取り憑いていたこ

とを示唆した。 

その上一雄は、上記で引用した例でも度々漏らしているように、セツから体

裁を取り繕うために嘘を強要されている。その一つが、第 3 章で述べたように、

一雄が「思ひ出の記」の点検のために坪内博士に依頼しに使いした時、手伝い

は絶対になく「母独りで物した」と言うように厳命されているところである。 

 

   若し先生が、誰かヾ手傳つたかとお訊ねになつても、絶對にない、母獨りで物し

たのですと申上げろと嚴命されて來ていたので（中略）「ハイ、僕の友人のお姉様

に清書して戴いたのです」と正直に答えた。（「其様な事云うから餘計に疑われる

のだ。存じませんで済して置けばよいものを……」と後で母から大層叱られた。）

（『父小泉八雲』143） 
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セツは、「存じませんで済ましておけばよいものを」とごまかし方まで後追いで

指示している。しかし坪内逍遙の眼力は、一雄の返事の仕方次第で、到底ごま

かされるようなものではなかった。自分の文章力が見破られるだけの、坪内逍

遙の洞察力を推察することは、セツには難しかった.。 

もう一つの例は、上記に続いて、1906 年 2 月にセツが、アメリカにいるビズ

ランドとマクドナルドへの贈り物を、横浜から出発するチェンバレンにことづ

けた時である。 

 

  その時母は途中に待つていて、私だけに氏を訪ねさせた、そして在米のマクドナ

ルド氏及ウェットモア夫人への贈物を氏にお托しするように私に命じた。氏の快

諾を得て辭去の際、そのアシスタントに命じて馬車で（其頃自動車は少なかつた）

私を横濱驛迄送らせられた。病氣故今日は殘念ながらお伺い出來ませんと云う事

になつている母が驛頭に待つていて（中略）アシスタントの榮一さんに目聰く見

つかつてしまつた。是も私のボンクラに起因する事として甚しく叱られた。（『父

小泉八雲』144-45） 

 

ここでも、嘘が見破られた時には、うまく立ち回らなかった一雄のほうが叱ら

れている。ハーンが日本国籍を取ることを反対したチェンバレンに（More 

Letters 26）、ハーンが入籍した妻のセツの不誠実な一面を知らしめることにな

ったであろう。 

その他にも、『父小泉八雲』に、子供のうち、誰が父親に似ているかを、セツ

が相手との関係次第で似ている子供が変わったことがあり、これは一生続き、

その後、状況や虫の居所次第で、その説が豹変する御都合主義であったこと（26）、

「一生を通じて常に代筆者があった。」（140-42）ことが記される。さらに、ハ

ーンの死後、経済的に苦しかった時、『骨董』と『日本』の版権を売るに際し、

自分の売りたい意志を隠して、マクドナルドに相談し、チェンバレンの意向に

従うという助言で、チェンバレンの「やむなし」の返答をもらったが、しかし

その後この 2 冊が売れると、その責任を人になすりつけたことがあることが描

かれる（228-31）。またセツの死後、デパートに多額の未払いが残されていたの

は、謡曲に凝っていたセツのその筋の人々への、男物の贈り物であったこと（240）

等が記されている。 
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また或るとき、セツはハーンに、「私が女学校なりとも出ていれば」と言った

のに対して、ハーンは、「これらの作品はあなたなしでは出来上がらなかった」

と、出版した書籍を示した（『父「八雲」を憶ふ』166）。セツは、自分の働きを

ハーンに言わせ、それを確認したいという心情であったと思われる。 

森亮は、一雄著『父小泉八雲』の要点の紹介をしているだけで、セツについ

ての一雄評に対する異論の展開はない。本論の「序」で述べた、森亮の「衣を

剥がされねばならない」とは、上記のようなセツの「虚偽」や「見栄」も含ま

れるであろう。ハーンの も嫌った「虚偽」を忌避する内省と決意が、残念な

がらセツには見受けられない。一雄は以下のように、母が世間で評価の高いこ

とをいぶかる。 

 

父はその も近い身内の者にすら眞に理解されておらぬ。可哀想な可哀想な父で

ある。（中略）父とは反對に何故に母は斯うも美化されカムフラージュされて解釋

されているのだろう？不思議な事である。是も女なるが故か？（『父小泉八雲』252） 

 

一雄の疑問に対する私の考えは、「思ひ出の記」で描かれた、セツがハーンの

「再話」の創作を助ける働きが、当時の一般的日本人の好ましい妻像と一致し

ていたことに大きな原因が求められるということである。当時の一般的日本人

は、ハーンが日本国籍を取り、その日本人妻がハーンの創作を助けた「美しい

話」を好んだと思われる。さらに、ハーンの研究者たちがハーンの教え子・弟

子達でもあった時期があって、セツの虚像への追究が起きにくかったことも原

因したと思われる。 

もう一つは、セツ自身に自省の力が不足していたことが考えられる。もし「自

分」を客観視できれば、幼い一雄でさえ見抜いたような「見栄」や「虚偽」を、

自分で避けることができたであろう。そして自ら虚像を剥いだことであろう。 

後藤昻は、三成重敬から直接、セツがどんな人であったかを尋ねたことへの

返事を証言している。 

 

  私がせつ子と云う人はどんな人であったかと尋ねた時、頭の良い気丈な人で、又

文学少女のようなところがあった人と、少しも誹るようなことなく、敬虔な態度

で話された。（『へるん』21 号 13） 
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三成はセツの映画化に反対している。しかし、正面きってセツの人間像を聞

かれれば、この時、セツが鬼籍に入っていたと思われることから、「そしる」こ

とはしなかったのであろう。 

上記で描いた、セツがヒステリーを起こしていた面があったことは、46 年間

伏せられていた。その間にセツ像は定着したと思われる。影の協力者の三成重

敬と雨森信成が、ハーンを顕彰しようとし、そののち姿を隠し、或いは逝去し

たことも、セツ像の定着に一役買ったであろう。 

 

11．ハーンが放逐しなかった「父性」 

11. 1. シンシナティ・時代、父の霊を呼び出す記事 

  ハーンのアメリカ、シンシナティ・インクワイヤラー新聞記者時代に

（1874-1877）、興味深い記事がある。1874.1.25 付の「霊の間で」（“Among the 

Spirits.”）と題する霊媒師を訪ねた経験を記事にしたものである（Hughes 30-37）。

この時代にヘンリー・ワトキン（Henry Watkin 1824-1908）は、シンシナティ・

で定職に就けず放浪していたハーンに寝食を提供し、自身の印刷所で働かせた。

のち新聞記者となったハーンはワトキンとオハイオ川を渡って、よくケンタッ

キー州の心霊術に出かけ、それを笑っていた（Bronner 25）。 

「霊の間で」の中で、新聞記者であるハーン自身の父親を呼び出すシーンが

ある。この記事は、既に平川による引用がある（『小泉八雲―西洋脱出の夢』99）。

本論文では、スティーブンソンの引用の省略を補って以下に示す。ハーンが 24

歳の時の記事である。 

 

    「ある霊魂がこの紳士と話したがっています。」と霊媒師が言う。トランペットが

記者の鼻先 4 インチのところに置かれ、霊の声が、私以外にこの国の友人の誰も

知らない私の名前が呼ばれたが、私はすぐに分かった。私は個人的な理由で、こ

のことは霊媒師には黙っていた。私以外には誰のことだか分からなかった。ほと

んど何を言っているのか不鮮明だった。ただ「お父さん」というのははっきりつ

ぶやかれた。 

「あなたは私のお父さんでしょうか？」「そうだ。」―[弱々しく] 

「お名前をおっしゃって下さい。」 

[はっきりしないささやきが二つ] 

「どうかフル・ネームで。」 
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ぼんやりと三語のつぶやき。このつぶやきはほとんどフル・ネームに近かった。

しかし、私は、はっきりと聞きたかった。ミドル・ネームは奇妙な名前なのだ。

私の父はアメリカにいたことはないし、アメリカでは誰にも知られていないので

誰にも分からない。 

「もう一度おっしゃって下さい。」 

「チャールズ」―あとは分からない。 

数回試みられたがはかばかしくなかった。その時、「もっと強くなるようにやって

見る。」そこでトランペットが横たえられた。声ははっきりし、フル・ネームでつ

ぶやいた。 

「チャールズ・ブッシュ・ハ---。」 

「名前はその通りです。」 

「私はお前の父だよ。パ---」 

「何かおっしゃりたいことは？」 

「ああ。」 

「何でしょう？」 

「ゆ―る―し―て―く―れ―。」―長いささやきだった。 

「許すも何も、何もありませんよ。」 

「本当はあるのだ。」―大変か弱く。 

「何でしょう？」 

「よく分かっているはずだ。」―はっきりと。（Hughes 34-35） 

 

ハーンは、後に、心霊写真のからくりを記事にしたことが、例えば「心霊写真」

(“Spirit Photography”、Hughes 1875. 11. 14; New Radiance 182-203）に見られる。

霊魂が、ハーン以外には知り得ない、父のフル・ネームや、ハーンのミドル・

ネームを言ったとしても、心霊術を信じて記事にしたわけではないと思われる。

当時のアメリカでは、1848 年に、ハイズヴィルに始まる心霊主義が起き、それ

がヨーロッパにも渡り、19 世紀の社会精神史であるとされる（吉村正和 17）。

ちょうどこの頃のハーンは、庶民の興味の高まりに沿った記事を書いていたと

思われる。 

  ハーンの意図は、父親に一度でいいから謝ってもらいたかったのではないか。

それを公共の新聞記事に載せたのは、記事としてプライバシーに関わることを、

参加者の名前や事柄を出す形でできなかったのを理由に、自分自身を使って、
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父に対する積年の気持ちをぶつけたのであろう。「何でしょう？」（“What is it?”）

が、しらを切って繰り返されるところに、却ってハーンが父本人の口からの自

主的な謝罪にこだわっていることが伺われる。 

平川は、この場面を「それは神道流の表現を使えば、ハーンが自分の過去に

お祓
はら

いをしているような行為なのである。（中略）父親に捨てられた子は、子供

を捨てた父を書くことによって、過去を許し、自分の心のわだかまりを清める

ことができたからである」（『小泉八雲―西洋脱出の夢』100）と、ハーンのカタ

ルシスによる、父が自分を捨てたことへの問題を乗り越えたことを結論づける。            

ハーンの伝記を書いた、エリザベス・スティーブンソンも同様な指摘を以下

のようにしている。「この記事で、彼は子供時代を振り返って、別れを告げよう

としている。彼は、過去を完全に払い清めることをやり遂げてはいない。しか

し、これは、ほとんど無意識にそうしようとした試みである」（41-41）と。 

私には、ハーンは決して、スティーブンソンの指摘するようには、「過去を追

い払えなかった」と思われる。ハーンが「父性」にこだわるテーマは、形を変

えて、日本時代の作品「停車場にて」で、日本人の精神的傾向の紹介として再

燃していると考えるからである。 

 

11. 2.「停車場にて」のテーマ―「父性」 

雨森信成は、英語追悼論文において、ハーンが、神道や仏教を受け入れたの

は、ハーンにはそれらが科学的な進化論の哲学と一致すると思われたからだと

する。雨森は、それをどのように世界に示すかについての、ハーン自身の言葉

を以下のように引用する。 

 

  哲学や仏教について、パンにジャムを塗ることで、海外の教養の高い人たちに近

づけることが頻繁になってきました。誰もが小品や物語や幻想が好きです。思考

だけのために、考えることの好きなひとは、ほとんどいません。しかし、真の教

養人は、みんな騙されて考えるようになるものです。つまり、私は、抽象的な問

題については、小品と物語で脇を固めます。薬は砂糖のお陰で飲めます。（523） 

 

この引用を敷衍して、雨森は「ハーンの『砂糖』が大変おいしかったので『薬』

が忘れられて、医者が遂にお菓子屋さんと間違われたのです！ 」と解説する。

雨森は、この文脈では、ハーンが「思考」するのは神道や仏教の教義を例示し
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ている。しかし「薬」を「砂糖」にまぶす、ハーンの手法は純粋哲学に限らな

かったと私は考える。 

  その一つが「日本人の父性」の問題を「停車場」での見聞にまぶして伝えた、

『心』（Kokoro 1896）の巻頭の「停車場にて」（“At a Railway Station”）である。

この作品は、丸山学によって、1893 年 4 月 22 日発行『九州日日新聞』の記事

がもとになっていることが突きとめられている（272-80）。長い記事全体がその

まま 3 ページにわたって引用されており、記事としてこれほど長いものは稀で

あるという。また、平川が『西洋脱出の夢』で、詳細な検討を展開している

（246-259）。 

ハーンによる「停車場にて」は、「明治 26 年（1893）6 月 7 日」の日付で、

昨日福岡からの電報で、熊本警察が罪人を今日の正午、福岡から連行するとい

うニュースから始まる。要約すると以下のようになる。 

 

    今日、熊本に、裁判のために、福岡から正午に重罪人が列車で到着する旨の電

報を受けとった。この罪人は、4 年前角力通りにある家に押し入り、家人を縛っ

て、盗みを働いた。24 時間以内に逮捕されたが、警察に連行される途中で、巡査

の刀を奪い取って、殺して逃走した。それ以来、先週まで手がかりのないまま時

が経過した。熊本の刑事が、たまたま福岡刑務所の服役者の中に、頭にこびりつ

いていた 4 年前の犯人顔を認めた。犯人は「日下部」の偽名を名乗っていたが、

あの時の犯人「野村呈一」はすべてを自白した。 

私は、駅に群衆と駆けつけた。私は怒りを見、聞くことを期待していた。殺さ

れた巡査は人気があった。熊本人はおとなしくない。沢山の巡査が警備につくだ

ろうと考えたが、もくろみ違いだった。列車が騒音の中に到着し、柵の外で待つ

こと 5 分くらいで、警察に連行された犯人が現れた。凶暴な顔つきで、後ろ手に

縛られている。「杉原さん！杉原おきび！いますか？」私の近くにいた子供を負ぶ

った小柄な女が「はい！」と返事して進み出た。殺された巡査の未亡人と息子で

あった。巡査が、その女にではなく、息子にだけ話しかけた。「坊や、これがお前

の父を殺したやつだ。お前はまだお母さんのお腹にいて生まれてなかった。今、

お前を愛するお父さんがいないのは、こいつのせいだ。こいつを見ろ。（巡査は、

犯人のあごを持ち上げて、目を上げさせた。）坊や、よく見なさい！こわがっちゃ

いかん。辛いだろうが、おまえの仕事だ。やつを見ろ！」母の背中で、その子は、

目を見開き、すすり泣き始めた。涙がこぼれたが、しっかり見つめ続けた。群衆
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は息を止めたようだった。犯人の顔がゆがみ、足かせのままひざまずき、くずお

れた。心を震わせられる後悔に顔を泥に埋め、嗚咽した。「すまん！すまん！許し

てくれ、坊ちゃん！憎くて殺ったんじゃない。こわくなって逃げたんだ。ばかな

ことをしでかしちまった。だが、私は死刑の身だ。死にに行く。死にたい。喜ん

で死ぬ。だから、頼むから許してくれ！」子供は、まだ静かに泣いていた。突然、

群衆がすすり泣き始めた。私は巡査の涙を初めて見た。 

群衆は立ち去り、私は目撃したことに撃たれていた。死ぬ前の絶望的な許しの

懇願と帝国一凶暴とされる人々の感動と満足に。 

しかし、一番大切なことは、犯人の悔恨が、父性に訴えられたことだ。子供へ

の愛は日本人の魂の大きな部分を占める。 

日本で一番有名な盗人の石川五右衛門が、ある夜、盗みに入って、手をさしの

べて来た子供相手に遊んでしまって盗めなかった逸話がある。毎年、警察発表の、

信じられない盗人の同情を表す記録がある。数ヶ月前、地方新聞に強盗のケース

が発表された。眠っていた数人の家人が文字通り細切れにされたというのに、小

さな坊やが血の海で一人泣いていたというのだ。強盗がその子を傷つけまいとし

た確かな証拠があるという。（原文は、改行部で一行空く 1-7） 

 

丸山は、ハーンの作品とこの新聞記事との詳細な比較によって、ハーンが実

際には、熊本の池田駅には行っておらず、新聞記事からの事実から内容を改変

して、創作したと判断した。根拠となっているのは、「ヘルンの文の中の事実は

新聞記事から一歩も出ていない」ことと、1893 年 4 月 20 日に発生したこの事

件が、「ヘルンが四月中に書いた書簡のどれにもこの事件について述べていない」

という点と、この日が「金曜日」であって授業があり、新聞が「下り三番列車」

とあるからには、午前中に着くことを予想して、駅まで行けないことを挙げた

（276-79）。平川も、丸山の推理が「十中八九当っているに相違ない。」と支持

する（『西洋脱出の夢』252、255-56）。 

これに対して、中村青史
せ い し

が、『ラフカディオ・ハーン再考』にて、「いわゆる

下り三番列車は、午後五時二○分ごろ池田駅に着いていたはずである。」と、実

際に駅に行けた可能性を示した（304）。 

ハーンの「停車場にて」では、丸山の指摘するように、犯人の犯罪歴が大幅

にカットされ、実際には立っていた 7 歳の男の子が、母に負ぶわれた 4 歳にな
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り、遺族の妻の母もいたのが母親だけになっている。それに加えて、新聞では

巡査の涙は書かれていない。 

作品分析上では、上述のように新聞記事からの改変にハーンの明確な創作意

図が読み取れる。そのため、ハーンが実際に池田駅に行ったかどうかは、この

作品の意図と価値に直接関わらないと考える。 

しかしここで、ハーンが実際に体験したかどうかの真偽を問題にするのは、

田部がこの逸話を「熊本で巡査殺しの犯人を停車場に迎えて著者自ら体験した

事実談。（夫人の談によれば
、、、、、、、、

）」（231 傍点中井）と書いていることに注目するか

らである。私は、たとえ列車の到着にハーンが間に合ったとしても、ハーンは

池田駅に行っていないと考える。それは、ハーンの日本語を聞き取る能力が、

一人では無理であったと考えるからである。むしろ新聞をセツが分かり易くヘ

ルン言葉で解説したと考える。私は、田部が括弧付きで、「『ハーン自ら体験し

た事実談』（夫人の談によれば）」とわざわざ断ったことに注意したい。田部も

疑いを持った可能性があると思われる。私は、ここにセツの「談」に「虚偽」

を推測する。なぜ、セツが「ハーン自ら体験した」ことにしたのか。セツが新

聞を読んで助けたことにすれば、その方がセツの功績になるであろう。理由を

推測すれば、セツ自身に、この時期、ハーンの「父性に訴えた」自覚があった

のではないだろうか。セツが、子供が生まれることで法的な手続きを迫った可

能性が考えられる。セツは「父性」に関わって、自分の強欲さが前面に出るこ

とを、体面を気にかけて嫌ったのではないだろうか。 

「停車場にて」の「出来事のあった、約 7 ヶ月後の、1893 年 11 月 17 日に、

ハーンの長男、一雄が生まれている。つまりこの年の 4 月には、ハーンには初

めての子供が生まれることが分かっていたはずである。 

セツは 1891 年 2 月頃、ハーンと松江で所帯を持って、一雄が 1893 年 11 月

17 日に熊本で生まれた。ハーンの帰化手続きの完了が、神戸時代の 1896 年 2

月 10 日であるから、結局、セツとハーンは 5 年間、内縁関係にあったことにな

る。一雄は、約 2 年 3 ヶ月間非嫡出子であった。 

セツはその間、ハーンに何も働きかけなかったのだろうか。また、ハーンに

しても、一雄の誕生で、自分の財産がこのままではハーンの死後、英国に行く

ことを知っていた。熊本時代、ハーンは決断を迫られていた時期だと思われる。 

ハーンはおそらく、国籍問題で長く悩んだとものと思われる。1891 年 8 月 26

日付、ハーン宛のチェンバレンの手紙に、ハーンが結婚問題について悩んだこ
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とについての回答を思わせる手紙がある。チェンバレンは、以下のように述べ

る。75 

 

ところで、御存じでしたか？英国籍の人間が日本人になる唯一の方法は日本人の

養子となって娘と結婚することです。それ以外の方法として、あなたの妻が、ど

うやって、イギリス国籍を取れるのか分かりません。三つ目の選択肢は、勿論、

日本ではよくあることで、つまり、法的な結婚をしないでおくことです。推測す

るに、あなたは、日本国籍を取りたくはないでしょう。また、日本人の妻をアメ

リカに連れていくなどと考えたくもないでしょう。彼女は喜ばないでしょうし。

（More Letters 26）。 

 

ハーンは、チェンバレンの薦める「全く普通のこととして法的的な結婚をしな

い」（“the absence of any legal marriage”イタリックはチェンバレンによる）とい

う選択をしなかった。ハーンが実際に入り婿として日本国籍を取得した、1896

年 2 月 10 日までには、相当な煩悶があったと思われる。事務手続きが煩瑣であ

ったことも影響していたと思われるが、しかしハーンの逡巡も考えられる。 

その間セツがハーンに遺書を、一、二年に一度、書き直しをさせていること

を、一雄が証言している。ハーンの遺言状の意味についての検討には、研究史

で管見の限りない。セツは、ハーンが入り聟として法的結婚をして、財産を残

す圧力を彼にかけた可能性があると推測する（『父小泉八雲』215-21）。一雄は

遺書について以下のように、養父母が、セツを使ってハーンに督促したことを

証言している。 

 

    母セツの傍には何時も老養父母がついていた。好人物なるが故に幾度か騙されて

ひどい苦勞をした人達である。而も 初セツに迎えた婿の出奔で大いに懲りてい

る、緃
よし

し
ママ

んば再びこの異國より渡來の聟は稀代の溫情家で妻やその親達を見捨

てゝ逃げる様な事がないとしても、夫婦の年齢に十八歳も差があり、其上獨眼の

強度の近視眼である。何時何處で何んな災難に遭わんとも限らぬ。歿後、生活に

困らぬようにして置いて貰わねばならぬと云う氣持を常に持つて居り、母をして

父に幾度もそれを誓つた書類を貰うよう催促させている。一二年毎に書いた同じ

様な文面に矢鱈に印鑑を捺した契約書とも遺言状とも見られる様な書類が幾通か

あつた。内二通を母が父の霊前で燒却したのを私は知つている。 後のは私の生
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れた翌年の七月に書かれた物で、是以後にも一八九五年六月十一日付の物がある

らしいが是は（母の話に依ると）前の寫しで、辯護士方に保管させたらしく手許

にはない。――（『父小泉八雲』215） 

 

一雄はこれに続いて、ハーンがしたためた鳥の子紙の遺言状を、1892 年 6 月 15

日付ハーン（Lafcadio Patrick Hearn）の署名入り、1894 年 7 月 7 日セツの署名

入り（「莭子」と草冠になっていると指摘、ハーンの署名は、その前に弁護士と

の相談した 6 月 27 日付となっている）を写しいる。また、1895 年 6 月 11 日付

と 1894 年 7 月 9 日付の領収書を律儀に写している。76 しかし、明治政府の当

時の法律では、上記の遺言書はハーンが日本国籍を取らなかったとしたら、無

効であった。 

  ハーンは、1896 年 2 月 10 日に日本国籍を取得しているため、それ以降の遺

言状がないことは頷ける。セツの入り聟であるから、財産が遺族に残されるこ

とになる。 

このように見てくると、停車場で展開された「父性への訴え」は、セツにと

っては、自分の下心を見透かされるような気がして、触れたくない場面であっ

たと想像される。そこで、「ハーンが体験した」ことにしたと推察する。 

私は、ハーンのこの作品の意図が、男の子の年が「4 歳」に変えられたとこ

ろが 重要だと考える。ハーンにとって、「4 歳」は、人生の大きな転換点であ

った。平川祐弘『小泉八雲―西洋脱出の夢』によると、ハーンが「4 歳」であ

った時、1854 年 3 月にハーンの父はクリミアに出征、同じく「4 歳」の初夏に

母ローザは出産のためにギリシャに帰っている（94）。つまり、ハーンは 4 歳の

時に、父とも母とも別れ、その後会うことはなかった。ハーンは特に、母ロー

ザに思いを寄せ（96）、父の仕打ちを憎んでいた（98）とされる。 

一雄の出生時、1893 年 11 月にヘンドリック宛に、「男がその子供を産んでく

れた女に辛い目に会わせられる可能性を考えて驚いて、世界がしばらく真っ暗

になるように覚えた。」（“Then I thought with astonishment of the possibility that 

men could be cruel to women who bore their children; and the world seemed very dark 

for a moment.”）と書いたことは、ハーンが父の仕打ちを憎んでいた証しとして

よく引用される（Bisland 2: 143; 平川『西洋脱出の夢』259）。 
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ハーンは、母親の背中の男の子に、自分を重ねたと思われる。そのために、

この子は 4 歳でなければならない理由があった。平川は、ハーンがこの年齢を

下げたことについて以下のような理由を展開する。 

 

七つの子供は実際は祖母と母の傍に立っていたのだが、四つに下げたことで、痩

せた小柄な杉原おきびがその子をおぶった姿で殺人犯と対決することになるから

である。西洋にない、この子供をおんぶする恰好ほど明治の庶民の母を象徴する

姿はあるまい。七歳の子供ではもう背に負うことはできないから、ハーンは年齢

を意図的に下げたのだ。（平川『西洋脱出の夢』254） 

 

しかし、子供がおんぶされ、しかも警官の言っていることが理解出来て、涙を

流す年令は、4 歳未満もあり得る。むしろ、4 歳では、おんぶするのに大きすぎ

るという点で、更に積極的な理由が必要であろう。私は「4 歳」が、ハーンが、

父に去られた年令であったことと関係していると考える。ハーンは、この殺さ

れた巡査の息子になってこの作品を書いているのではないか。 

  だから、「今、君を愛する父がいないのは」（“That you have no father to love you 

now”）という警官の言葉は、愛してくれる父のいないハーンの心の叫びだった。

「見よ！」が三回繰り返される（“Look at him.”“Look well at him, little boy!”

“Look at him!”4）ことに、ハーンの悲痛な思いがほとばしっていると思われ

る。自分の境遇を外から眺めて、理由をはっきりさせて、この問題を乗り越え

る必要があったと思われる。ハーンはこの作品を書くことで、カタルシスを経

る必要があったのではないだろうか。 

平川は、シンシナティ・インクワイヤラー紙の霊媒師を描く記事で、スティ

ーブンソンの説を根拠に「父親に捨てられた子は、子供を捨てた父を書くこと

によって、過去を許し、自分の心のわだかまりを清めることができた」とし、

ハーンが「過去にお祓いをしているような行為」と捉え、トラウマを脱出した

と解釈する（『西洋脱出の夢』100）。 

しかし私は、ハーンはまだ、「父性のあり方」にこだわっていたことが「停車

場にて」に表れていると考える。そして、男の子に土下座する男を描くことで、

この問題にケリをつけたと考える。 

「停車場にて」で書かれた、一生父親の愛を知らずに過ごす子供への憐憫は、

ハーン自身のものでもあった。またハーンは、日本人の父性の強さにおいて、
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日本人への信頼を見ようとしたのではないだろうか。そして、自分の子供を育

て守る決意をしたのではないだろうか。 

この点で、平川が、ハーンの池田駅に行っていない説を支持し、「ハーンの日

本人の父性についての考察は、停車場で起った事件によってではなく、あらか

じめハーンが抱いていた見方によって導き出された結論、という感触を抱く。」

と解釈することを支持したい（『西洋脱出の脱出』258）。 

さらに解釈を加えるならば、熊本市民の描き方が、舞台的効果を持っている

ことと、 後の段落のハーンによる日本人の「父性」についての解説の方に、

ハーンの重点があったと思われることを追加したい。この抽象的思想が、雨森

信成の言う「薬」であり、具体的に池田駅で展開された罪人の懺悔は、「砂糖」

であったと言える。 

  このような、ハーンが抱えていた重大なトラウマの「父性」を、セツは理解

していたのだろうかという疑問が残る。一雄は、ハーンが来日前の生活をセツ

に語らなかったと、「母は來朝以前の父の事を委しくは知らず、父も亦多くそれ

を妻に語るを好まなかつた。」と書いている（『父小泉八雲』28）。お互いに全人

生の底を深く見つめる理解において同じ深さがあったとは思われない。 

実際にハーンが体験しなかった逸話を、何故セツ「談」としてハーンが体験

したことにしたのか。自分の体裁を考え、ハーンに起きていた内面の葛藤を測

れない浅さがセツの「談」に表れているように思われる。 

次章では、ハーンが、まさに自身の「父性」と対峙せざるを得なかった自伝

的作品について述べたい。ハーンと覚しき男性に、妥協せずに究極の懺悔を迫

る女神のような女性のモデルはビズランドと推測される。 

 

11. 3.『カルマ』の出版（1890） 

田部『小泉八雲』には、ハーンがグールド宅で『因果
カ ル マ

』（Karma 1890. 5、以

下『カルマ』）を書き、それが雑誌『リッピンコット』に載ったという事実の指

摘がある（86）。『カルマ』について、日本の研究史では、ほとんど取り上げら

れていない。              

検討のために、あらすじを要約すると、以下のようになる。（ローマ数字は、

ハーンの章立てのままを示す。） 
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  Ⅰ 彼は彼女と頻繁に静かな田舎を散歩した。そのたび毎に彼女に惹かれていった。

すべての動きが音楽を視覚化したようだった。心酔のあまり会話さえ困難にな

った。散歩からの帰宅の門近くで彼女は「それって何？全部話して・・・」と

叫んだ。 

Ⅱ 愛の幻想の中にいる。彼女の存在は高貴で純粋で奇跡に思われる。魂の美だ。

二人は互いに溶け込もうとする。私は彼女を幸福に出来るだろうか？彼女は愛

されるために生まれてきた女神だ。 

Ⅲ 彼が告白したとき、彼女はまともに見つめて、「本当に愛している？」と紫色

の蝦夷菊を弄びながら聞いた。その花は死ぬまで、彼の頭にこびりついた。「す

ぐに帰宅して、あなたの人生歴を書いて。それで、結婚するかどうか伝えます。」

「あなたを愛している。」彼女は微笑み、「さよなら」を繰り返した。 

Ⅳ 「人生歴を書いて。知られたくないことをすべて。」その時は容易な仕事に思

えたのに、若気の至りは書けないことに気付いた。「私に知られたくないことを

すべて。」これは一か八かじゃないか！ 

Ⅴ 彼女の意図通りの原稿が仕上がった。しかし、一時間以上経つと、籠の中で生

まれた鳥が、森に逃げるように、幼年と若年時代は書けなくなった。罪の告白

は容易ではない。ぼかすしかないか。読み返す。「絶対に出せない！」正直には

書けない。何時間も書き直す。たった一人の美しい人に証言するために。 

Ⅵ 休んだが眠れない、彼女の眼、微笑み、声が襲ってくる。正直さとごまかしの

間で揺れる、しくじりではなく、罪悪なのだ。恥じと痛み。話せるわけがない。

彼女が私の人生を高めたのに。彼女を失うか？「追従のために不正ができます

か？」と聞かれた。「書いて死ぬしかないか?」 

Ⅶ どうしてこんなに苦しいのか。 

Ⅷ 彼は彼女が結婚準備の白いベールに包まれるのを見た。花の精に包まれる。悪

夢が戻り、彼女に全部いうべきだと知った。ベールが落ちて、許しの微笑みを

与える彼女は生きた天使だ。告白の 後の言葉の途端に、周囲が邪険になっ

た。・・・すべてが消えた。夢だった。 

Ⅸ 自問自答の苦しい夜が続く。このページを抜かしたら全部が嘘になる。返事の

遅れで彼女が変心しているかも知れない。再読し、複写し、急いで投函した。 

Ⅹ 何ということをしてしまったのか。どんな風に読まれるのか。電報局に走る。

遅すぎた。もう手紙は彼女の手で開封されているだろう。 
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ⅩⅠすべては永久に終わった。彼女は、黙って批難するか、拒絶を書き送ってく

るか、終わりを告げるために呼び出すか。 悪の返事だと予想した「来い！」

というだけの連絡が来た。 

XII アパートのドアを開けると懐かしい匂いがした。彼女は既に立っていて引き

出しから手紙を出した。微笑みもなく、椅子も握手も勧めず、木が燃える炉の

ところに来て「これを、燃やして欲しい？」と聞いた。「はい。」彼女は手紙を

火にくべた。「その女性は死んだって？」「もう 5 年前です。」「で、子供は？」

「元気です。」嫌そうに「で、・・・友人は？」「まだ同じところにいます。」ナ

イフのように「許されると思ったでしょう？世界があなたを判断するわ。」獄錬

の苦しみだった。「償いなさい。」こんなに怒った顔をみたことがなかった。「裏

切った男の所に行って、率直に述べ、償い方を聞きなさい。命令です。」「やり

遂げます。」「出ていって。」 

XIII 一年後。彼女はかれの改心と人生の転換を知っていた。彼は、何度も返事の

来ない手紙を出して、彼女からの返答を待った。ある日、彼女は彼からの手紙

をもらい、それが至近距離であるのに驚いた。彼に「よろしい」の返事が来た。 

XIV 「お望みと思って男の子を連れて来ました。」男の子の黒い眼は彼女の灰色

の眼を見つめた。そこに死んだ女性の魂が見えた気がした。「こわがらなくて

いいのよ。」夏の空のようなやさしさで彼女は屈んで男の子にキスをした。顔

を隠してすすり泣く「彼」（主人公）の頭を撫でた。「苦しみは強さ、苦しみは

知、光、純粋な炎です。あなたにつきまとう苦しみに寄り添います、あなたの

子供を愛します。」初めて、二人の唇が触れあった。彼女は再び、彼の夢の天

使になった。（イタリックはハーンによる。Karma 11-58） 

 

『カルマ』の主人公は、一貫して「彼」（“He”）と書かれ、「彼女」（“She”）

が、「彼」の友人であり、愛の告白の対象である以外には、二人の関係は描かれ

ていない。「彼」が七転八倒の苦しみの後、「彼女」から許されるのは、罪の告

白後 1 年経って、主人公「彼」が、過去の女との間に生まれた男の子を大切に

養育したことを「彼女」に示したことによってであった。ハーンのこの作品で

示した、償いの方法は、自分が次世代に継続されると考え、息子が許されるこ

とによって自分が許されるということであった。 

ハーンは、『カルマ』を 1889 年の末に書いており、出版社が見つからず、ビ

ズランドの妹の世話で、出版は 1890 年 5 月号の雑誌『リッピンコット』になっ
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た（『事典』143-44; Karma 5）。「カルマ」とは、前世代の記憶が次世代へと引き

継がれるという仏教の概念である。ハーンは、この概念に依拠して、自らの贖

罪の意識を愛する女性の前で告白するという苛酷な設定で作品にしていたこと

が分かる。しかし果たして、ハーンが実際に友人を裏切って、その妻に自分の

子供を産ませた、というあらすじ通りの罪を背負っていたかどうかは分からな

い。 

ワトキンとハーンの書簡を、ビズランドとは別に編集した、ミルトン・ブロ

ンナー（Milton Bronner 1874-?）は、その書簡集『大ガラスの手紙』（Letters from 

the Raven）において、「カルマ」の概念について、以下のようにハーンの宗教観

を述べている。 

 

  ある手紙からは、ハーンが公然と認める不可知論者か、または、多分「汎神論者」

と言った方が適切であることが分かる。『リッピンコット』出版の 1889 年の作品

で、ほとんど知られていない仏教用語の題のついた『カルマ』には、美しく純粋

な女性への、変わった献身が描かれている。この作品は、ハーンが既に、遺伝と

進化と輪廻を信じていたことを示している。（Bronner 12-13） 

 

上記の説明に続いてブロンナーは、『カルマ』の第 2 章の引用をして、「彼女の

美しさは過去の美の再生であり、数えきれない心や眼がより高い次元に向かっ

て集められ、無数の唇がキスされようと生きることを望んでいる」という内容

を紹介している（19）。ハーンは、現実世界の奥に、無数の過去の存在を感じ、

未来も自分が受け継がれていくことを信じていたと思われる。 

『カルマ』について、スティーブンソンは、「ビズランドは気に入らなかった」

と書いている。そして、「物語のなかにハーンの潜ませた信号を注意深く無視し

た」と紹介する（Lafcadio Hearn 189-90）。スティーブンソンの口吻は、ハーン

がシンシナティ・時代に結婚した黒人の混血女性、マティ・フォリィ（マーテ

ィ）との結婚が背後にあることを匂わせている。しかし、ハーンは、マティと

の間に子供はもうけていない。マティは、前の雇用主との間に出来た男の子を

連れ子として連れていたのであり、この点の証言についての齟齬はない（工藤

72）。 
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自伝であるかどうかについて、『カルマ』を 1912 年に再編集した、アルバー

ト・モーデルは、「序」において、「このすばらしい物語に描写された理想的な

愛は、間違いなくハーン自身の経験である。」（5）と述べる。 

しかし、『ラフカディオ・ハーンのアメリカ時代』（Lafcadio Hearn’s American 

Days 1925）を著したエドワード・ティンカー（Edward Tinker 1881-1968）は、

『カルマ』が全面的に、1889 年の執筆時にジョージ・グールド（George Gould 

1848-1922）の指示に従って書いたと述べている。ハーンは、『仏領西インド諸

島の 2 年間』の校正のために、フィラデルフィアのグールド宅に滞在させても

らっていた。ティンカーは、グールドが後に発表した『ラフカディオ・ハーン

について』（Concerning Lafcadio Hearn 1908）と、1889 年 7 月 3 日ハーパー社の

オールデン宛の手紙を引用して、ハーンはグールドの案に 初は抵抗したもの

の、すっかり清教的な倫理感に影響されて仕上げたとしている。（Tinker 307-10） 

しかし、ハーンは、たとえ当時グールドと親交を結び、グールド宅に世話に

なっていたとしても、自分の節を曲げた作品を発表したとは思われない。これ

は、ハーンが様々な場面で、添削の一字一句であろうとも一歩も譲らない文章

作法を述べていることを考えると、他人からヒントを得たとしても、自分の納

得しない本の出版をしたとは考え難いからである（Bisland 1: 238-39; Hutson 19）。 

例えば、ティンカーは、ハーンがニュ－オーリーンズに到着したばかりの

1877 年頃の職探し中でも、自分の持ち込んだ記事へのささやかな変更にさえも

怒り狂うハーンのエピソードを以下のように活写している。 

 

  ハーンは、仕事を求めてデモクラット紙に出掛けた。編集長のジョージ・デュプ

レは、みすぼらしい小男がふらふらと入ってきて、机の上に原稿を置いて「これ

にいくら払ってもらえますか？」と聞いてきたので驚いた。デュプレはすばやく

目を通して、その文学的価値の高さに目をむいた。「10 ドル差し上げます。」その

見慣れぬ男は金を貰うと出て行った。編集長は、さらにもう一度注意深く読んで、

植字室に原稿を送る前に、ちょっと訂正を加えた。翌朝早く、この男が今度は怒

り心頭の状態でオフィスに駆け込み、何ドルかの札をデュプレの顔に投げつけて

叫んだ。「おまえの汚らしい金を持ってけ！よくもオレの記事を修正して台無しに

したもんだ。」デュプレは説明を始めたが、彼の姿はなかった。（Tinker 38-39） 
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このように一字一句でさえもおろそかにしなかったハーンが、自分を曲げて、

『カルマ』を書いたとは思われない。必ずや自分の内面を忠実に描いたと思わ

れる。 

私は、『カルマ』は「自伝的
、
」ではあっても、事実そのままではなく、何らか

の辛い経験が反映していると推測する。77 ハーンがビズランドに直接、愛を告

白し、ビズランドから過去を洗いざらい書くことに近いことを求められた経験

があったかも知れない。または、それらすべてが、ハーンの頭の中で展開され、

夢として述べられた可能性もある。いずれにせよ、『カルマ』は、ハーンの内面

には女神のように美しく、強い女性が絶えず意識されていたことを正直に映し

出していると思われる。作品中の「彼女」が、この世の者でないような美しい

女神を思わせ、またこの女性が強いことが、ビズランドを連想させる。ハーン

は自分がビズランドにすぐに受け入れられることを望めず、僅かに、次世代で

もいいからその子に免じて、愛されたいとの願いを込めた作品に仕上げたので

はないだろうか。   

1889 年末と言えば、ビズランドは 11 月 14 日に、ニューヨーク・タイムズの

ネリー・ブライと世界一周の速さを競って、ニューヨークを出発している。帰

還は翌年の 1 月 30 日である。ハーンはその間に、ビズランドへの愛を示唆する

作品を書きあげたと思われる。 

ビズランドは、『チータ』の校正とアナトール・フランス『シルヴェストル・

ボナールの罪』の二、三週間という短期間での翻訳について、『書簡集』「序」

で言及する。しかし同じ時期にハーンが出版した『カルマ』については、一切

言及していない（Bisland 1:101-02）。それだけ、ビズランドが言及したくなかっ

た作品であることが察せられる。ビズランドの方も結婚しており、ジャーナリ

ズムや社交界で活躍していたことを考えると、ハーンの死後の『書簡集』「序」

では、この作品を無視せざるを得なかったと考える。しかしそのゆえに、後述

するように、何故ハーンが一雄ひとりにそれほど執着したのか、理由の手がか

りになっていると思われる。ハーンは『カルマ』の「彼」のように、その息子

が「彼女」に愛されることで、自分も「彼女」に愛される筋書きを考えたこと

が推測される。 

以上のように、『カルマ』のテーマを、「現世の罪を、次世代で父性を完遂す

ることによって許される」ととらえるとすれば、『カルマ』はハーンの経験に基

づく作品と言えよう。ハーンはシンシナティ・時代にインクワイヤラー紙に霊
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媒師についての記事を書き、そこで、父に許しを与えている。さらに日本での

第 3 作目の巻頭の「停車場にて」で、父を奪った罪人に土下座させて、その息

子に許しを請わせた。ハーンは、一貫して父性にこだわり、自分の父の轍を踏

まない覚悟をしていたと考える。 

 

11. 4. 一雄を連れての逃避行の計画 

しかしハーンは、本当のところは、アメリカへの逃避行を企てていた。一雄

だけに朝晩英語を教えたのは、遠大な計画があったことを推測させる（『父小泉

八雲』28、198-99）。 

ビズランドは『書簡集』「序」で、一雄が生まれた直後、即ち 1893 年に、ハ

ーンがビズランドに手紙を出していたことを書いている（Bisland 1: 128）。研究

史では、ハーンとは 10 年間音信不通と考えられていたはずである。管見では、

一雄の出生直後の 1893 年に、ハーンがビズランドに手紙を出したことを指摘し

た研究には遭遇していない。「序」のこの箇所は、手紙の編集そのものはなく、

ビズランドが引用しながら、ハーンの生涯を説明しているところである。ビズ

ランドは、ハーンにとって一雄がどれほど特別な存在であったかを書いている。 

 

  この出来事 [一雄の出生] の 2・3 週間後に私に手紙を書いて、手放しの確信をも

って、この男の子が「不思議なほど美しい」というのです。その後、3 人の子供

が生まれたが、一雄だけがいつも特別な興味と心配の対象であり続けた。死ぬ時

まで、ハーンは、自分以外の人間が長男を教育することを許さなかった。健康が

衰え始めると、一番心を痛めた関心事は、この子の未来であった。長男が父親の

外見と性格を受け継いでいると見られたのであった。（Bisland 1: 128） 

 

ハーンが一雄ひとりを心配したというビズランドによる指摘は、『カルマ』に描

かれた「彼」が、自分の形質が息子にそのまま遺伝していくと信じ、息子への

愛を自分への愛と見なしてしまうこととの相似を表している。 

同様に、音信不通と思われていた 10 年間に、別の手紙があることが、工藤美

代子によって指摘されている。それは、ハーンが文通再開の 1900 年の「どうや

ら 2 年前くらいに、一度ハーンは一雄の写真をビズランドに送っているようだ。」

とする指摘である（306）。これは、1898 年くらいの出来事に相当するであろう。

工藤が引用するのは、1900 年 1 月のハーンの文通再開時に出した、 初の手紙
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（Bisland 2: 459-60）からである。これで研究史上、10 年の間、音信が全くなか

ったという根拠が崩れることになる。ただし、1900 年からの文通再開後と比較

すると、10 年間に 2 通の交信は、ほとんどないというに等しいであろう。工藤

は、研究者が 10 年間の音信不通と思い込んだ原因を以下のように指摘している。 

   

  なぜ、今まで多くの研究者が十年ぶりの手紙と思い込んだかというと、それは単

純な理由からだった。ビズランド編著の『ラフカディオ・ハーン その生涯と書簡』

では、彼女に宛たハーンの手紙が、ちょうど十年間途切れていたからである。し

かし、ビズランドが意図的に、同書に収録しなかった手紙がこの間に存在した可

能性はじゅうぶんにある。なにしろ、ハーンにとって不名誉と思われる部分は、

どんどんカットしてしまった彼女である。それくらいの操作はしただろう。（『夢

の途上』306-07） 

 

ハーンは必死で手紙を出すまいと自制して、書いた手紙を真っ赤なストーブ

に何通も投げ入れていた（Bisland 2: 477）。文通中断とされる 10 年間の文通は、

やはり、中断と考えてよいであろう。なぜなら、『書簡集』で再開と考えられる

手紙は、筆跡を見た瞬間に誰からの手紙かを知ったハーンが、「静寂の中で落ち

ついて読もう」と開封せず、その間無駄に書いた自分の手紙の幽霊に思いを致

す興奮の中で書いた様子が伝わるからである。次の引用は、ハーンからビズラ

ンドへの中断後の 初の手紙の冒頭である（Bislanad 2: 457）。 

 

筆跡の記憶はきっと強化されたに違いありません。というのは、開封する前から

その筆跡が分かったからです。それで、それからお名前も確かめず、手紙を遠ざ

けました。 高の静寂と落ち着きの中で読むためです。中断中は、あなたに書い

ては、また書いた手紙の幽霊が目の前に批難がましく立ち現れたのです。でも、

どうしでだか分からないのですが、結局、火に投じたのです！（この手紙は思わ

ずしらずの形であなたに届きます。これほど恥ずかしいことはありません！）

（Bisland 2: 457-58） 

 

ハーンが、中断期間と思われている上記の二通のうち、1893 年と工藤が指摘

する 1898 年ころの手紙の内容は、奇しくも、両方とも長男一雄についてであっ

た。 
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このことからも、ビズランドは、ハーンの父親としての思いを十分重く受け

とめていたと思われる。それは、ハーン自身が父親から受けた仕打ちを二度と

繰り返すまいという決意として伝わっていたと思われる。それは、池田香代子

が「ラフカディオは結局きわどいところで、女を南へと切って捨てた父の轍を

踏まなかった。」（42）という指摘と一致する。 

しかし、それは、池田の指摘の通りまさに「結局きわどいところ」だった。

池田が「かろうじて」と表現したのは、今にも起きそうで、やっとのところで、

一雄を連れるということで、免れたことを指してはいないだろうか。工藤もハ

ーンの心理を以下のように分析する。 

 

  だが、よく考えてみると、本当にハーンは一雄をアメリカの学校に入れて、アメ

リカ人として育てかったのかどうかは、判断が難しいところだ。（中略）自分が絶

賛する日本で、愛する妻と同じ日本人として育てれば良いではないかと考えるの

が普通だろう。もしかしたら、ハーンはアメリカへ帰る口実を、自分では意識し

ないままに捜していたのではないかという気もする。何か理由がなかったら、家

族を置いてアメリカへ帰ることはできない。一雄の学校という名目は、なにより

妻のセツを納得させる一番良い方法であるのはたしかだった。（『夢の途上』309-10） 

 

ハーンは、死の直前にアメリカの大学の 20 時間の講義録を準備し終え、『日本』

の原稿を出版社に送り、就職先の大学の候補を、ビズランドがいくつか用意し

ていた。ハーンの寿命が尽きたことが、ハーンを日本に留めたと言えると思わ

れる。 

ハーンにとって、セツは静かな執筆空間を保証してくれて、自分の子供を産

んでくれて、インフォーマントの役割を果たしてくれた重要な存在であった。

日本から出版した本は、生存中 11 冊を数えた。これは確かに、セツの功績であ

っただろう。 

しかし 後にハーンの魂が求めたのは、日本の土ではなかった。ハーンの魂

は海を越えてアメリカに飛んでいったと思われる。このことが良く表れている

のは、『仏の畑の落ち穂』巻頭の「生き神様」であると考える。ハーンの本当の

ミューズ（創作の女神）は、セツではなかったと思われる。 

雨森信成が夜中に見たハーンが異界の人と交信しているように見えたのは、

確かな直感であったと考える。（第1部第2章参照）ハーンがこの世を去るとき、
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浮かべた口元の微笑は、「魂」の存在を信じていたハーンが、自分の魂がいよい

よアメリカに向かって飛んで行くことを喜んだのではないだろうか。ハーンが

魂の自在性と遍在性をテーマに作品化していることを、次の第 2 部、第 10 章第

3 節で、『仏の畑の落ち穂』冒頭の「生き神様」で述べることにする。 

ハーンはたとえ「文学上」ではあれ、一番愛する人に魂を馳せていたと考え

る。そのことをビズランドも気づいていて、『書簡集』「序」の締めくくりは、

ハーンとも、一雄ともとれる男の子が「トンボ」を捕まえて見せてくれる「幻

想」（“Illusion”78 ）からの引用である（Bisland 1: 159-60）。 

 

  （前略）下駄で跳ねるように、少年が疾走して来た。彼は両手に何か見せたいも

のを捕まえていた。黒トンボだ。もがいて傷がつかないにように、そっと羽で持

っていた。（中略）二つの人種が混じった繊細な少年・・・そして、この乳白色の

光線のもとでなんとすべてが柔らかく、活き活きしていることか。（中略）しかし、

彼が疾走しても、私には近づかないのだ。ほっそりした茶色い手は私を捕まえる

ことはない。というのは、この光はずっと昔の日本の太陽の光だからだ。・・・決

して。 愛の人よ！二人は決して会わないのだ。星が死ぬ時でさえ。（Bisland 1: 160） 

 

ビズランドは、以上のように、ハーンがいつも現象の奥に無数の過去をみてい

たことを知っていた。そして、たとえ届かなくても、一雄の将来に夢を託した

ことに、ハーンの「父性」に対する悲壮な決意を読み取っていたと思われる。

『心』の「停車場にて」は、ハーンの日本での生活の心髄を表していると思わ

れる。 

  セツは、ハーンがそのような思いを持っていたことを気付いていただろうか。

「停車場にて」一つを取っても、セツがハーンの文学的深さにとうてい届かな

かったことを感じずにはいられない。 

一方、ビズランドは、海の向こうでハーンの発した「父性」、「トンボ」や「蚊」

その他のたくさんの「暗号」から、ハーンのメッセージを読み取っていたと思

われる。それが、「途絶えることなく」という文章に結実したのではないだろう

か。 

 

第 1 部の結論 
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 セツは、初等教育を中途で止めざるをえなかった素朴な日本人として、ハー

ンが、「再話」創作において日本人の「感覚」をつかむことを大いに助けた。古

文の版本を読んで材料を提供した三成重敬や、仏教の知識を伝えた雨森信成は、

自分たちの働きの痕跡をできる限り消している。そのため、三成による口述筆

記でかろうじて仕上がった「思ひ出の記」で描かれたセツ像が残され、これが

大きく印象づけられることになった。  

ハーンの「執筆意識」から考えると、セツからハーンが引き出したかったの

は「真実」をつかむために、「感じ」をつかむことであったと思われる。そのた

め、ハーン亡き後のセツは、ハーンの真意までは理解していなかったことと、

文学的な内言の弱さによる内省不足が表面化し、ハーンが日本人でさえも気付

かないような日本人精神を分析し、「再話」として残した文学的遺産とは無縁な、

「虚偽」をともなう生活をしたと考えられる。その点が一雄にとって歯がゆか

ったのではないか。 

セツはハーンの子を 4 人産み、ハーンを看取った。アメリカに脱出する直前

の急死による偶然であったとはいえ、ハーンは「父性」を全うすることができ

た。アメリカからやってきて、日本国籍を取り、日本文化を西欧に知らしめる

文学作品を残したハーンと、それを助けた内助の功を果たしたセツは、当時の

一般の日本人の好む家庭の美学と一致したと考えられる。 

しかしハーンは英語を読む人に向けて、作品を一年に一冊の割合で出版して

いた。ハーンのこの激烈な情熱を支えた本当の執筆動機は、アメリカにいるミ

ューズ、ビズランドに向けてであったと思われる。その議論を第 2 部において

展開することにする。 
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第 2 部 ハーンのミューズ―ビズランド 

 

第 2 部の序 

本論文の「序」で引用したように、『書簡集』「序」でビズランドはハーンと

の関係について、1882 年に出会ってから、ハーンが死ぬまで途切れなかった「親

友」（“close friend”）であると以下のように紹介した。 

 

1882 年の冬、私は、ラフカディオ・ハーンと出会って、ハーンの他界する日まで、

途切れることなく続いた親友となる基礎を置くという恩恵にあずかったことに感

謝している。（“I owed the privilege of meeting Lafcadio Hearn, in the winter of 1882, 

and of laying the foundation of a close friendship which lasted without a break until the 

day of his death.”Bisland 1: 77） 

 

ハーンの「他界する日まで、途切れることなく続いた」とは、一体何を意味す

るのだろうか。ハーンがアメリカを出発して以来、ハーンが死ぬまでの 14 年間、

二人が会うことはなかった。しかもハーンが日本に来てから 初の 10 年間は、

横浜到着直後の短い 3 通を除き、今のところ存在が予想される手紙は、第 1 部

で示したように 2 通だけである。そのためこれまでの研究史では、10 年間の文

通のブランクがあったとされており、この 10 年間に表面的な交流はほとんど認

められないと考えて間違っていないであろう。 

  ところがビズランドは、「途切れる」ことなく続いた「親友」と表現する。そ

れでは、何故このように、14 年間会っておらず、10 年間の文通のブランクがあ

るにもかかわらず、「途切れることなく続いた」と、ビズランドは書いたのであ

ろうか。私は、ビズランドには、そのように表現する裏付があったと考える。 

  近出版された研究、長谷川洋二『八雲の妻』（2014）において、ハーンの『書

簡集』（ホートン・ミフリン社から出版）編纂の勧めがマクドナルドとチェンバ

レンからあったことを、ビズランドはハーンの死後約 1 年後、1905 年 9 月 22

日付セツへの手紙に書いている。79 この手紙でビズランドは、既にマクドナル

ドからの話以前にマクミラン社との交渉を持っていたことを明らかにしている。

さらにその手紙で、ビズランドが以下のように書いていることが紹介される。80 
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    自分は「ハーン氏に対して長い間抱いていた愛情の記念とする」だけで、本から

の収入はすべて「貴方と子供たち」に与えられることを知らせた。（『八雲の妻』

270-71） 

 

長谷川の紹介する手紙によれば、ビズランドはハーンに「長い間愛情を抱いて

いた」ことを記していると言える。 

ビズランドの記す「愛情」は、ハーンが日本から出版した 11 冊の書物の、日

本の精神文化の紹介や、再話の文学の中に、ハーンからの友愛をビズランドが

確認できたからではないだろうか。つまり二人には、他の読者に気付かれない、

精神的な、友愛の交流が文学の中に流れていたと思われる。 

  一雄は、ビズランドを、ハーンにとっては「一種の恋愛」ではあったけれど

も、第 1 部第 10 章、第 2 部「序」でも引用した通り、「澤邊の螢の光の如き清

冽な恋」「肉体を離れた精神的な恋」「文章上の恋」と表現している（『父小泉八

雲』45）。一雄は、他の女性と比べる時、ビズランドが一番大きな螢光を冴え冴

えとより大きく発していると言う。 

一体「文章上での恋」「冴え冴えと」した螢光とは、何を指しているのだろう

か。一雄はこれ以上の具体的な表現をしていない。一雄の言う「文章上」は、

手紙を指すとは思えない。また手紙そのものもビズランドの編集した『書簡集』

の全 2 巻の中で、ハーンがビズランドに出した手紙は総数 37 通である。その後

発見されて、関田かおるによって編集された手紙を含めても、全部で 40 通であ

り、多いとは言えない。考えられるのは、ハーンからの手紙に、例えばキップ

リングをビズランドから教えてもらったと言う表現がみられるような、文学鑑

賞や文学批評を通じた切磋琢磨が示唆されていることである（Bisland 2: 499）。 

すなわちハーンにとっては、手紙ではなく、出版して世に問うことそのもの

が、同時にビズランドに対する何らかの報告になっていたのではないか、とい

う可能性が考えられる。 

ハーンは、ビズランドの自伝的小説『理解の灯』を読んだ感想を手紙に書い

ているが（Bisland 2: 506-07）、しかしヘルン文庫の目録に入っていない。その

他、ハーン存命中に出版された、ビズランドの著書『7 段階―世界一周早廻り』

（1891）、『やもめ、本当に』（1891）、『古いグリーニッジ』（1897）がすべてヘ

ルン文庫には見当たらない。ハーン自身か、ハーンの身内の者、ハーンの弟子

等が、何らかの事情によって、隠したか、どこかに移動した可能性がある。 
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上述の事情を考えると、ビズランドが「途切れることなく続いた親友」と表

現したのは、ハーンとビズランドの作品中に、何らかの精神的な繋がりをそれ

ぞれ相手に感じさせ得る内容が存在したと思われる。ハーンが出版する度に、

ビズランドはハーンの隠し伝えた「暗号」を読み取っていたのではないだろう

か。それらは、後世の読者にとってほとんど形跡を残さず、二人の死とともに

消えてしまうような、目立たないものだったのであろう。また、当時において

も今の読者においても気づかれないまま、作品はまとまった内容を感じさせる

仕組みを持っていたと考える。 

工藤美代子の、『夢の途上―ラフカディオ・ハーンの生涯【アメリカ編】』の

執筆目的は、エリザベス・スティーブンソン『評伝ラフカディオ・ハーン』に

描かれた、ビズランドの気持ちを知りたかったことにあった。ハーンのアメリ

カ時代の、シンシナティ、ニューオーリーンズ、ニューヨークを中心に踏査し

たノンフィクション作家工藤は、以下のような疑問につき動かされたとする。 

 

ハーンはいったい誰のために、あれだけ膨大な書物を著したのだろうか。作家

とは、不特定多数の読者のために本を書いているように見えるが、実はそうで

はない。自分の頭の中に想定する読者が常にいる。（中略）アメリカ大陸にあ

って、ビズランドがきっと自分の本を読んでくれるに違いないという信念。（中

略）ハーンの執筆のエネルギーの源泉は、エリザベス・ビズランドにあったと

考えるのは、あまりに乱暴な推理だろうか。私にはよくわからなかった。（14-15） 

 

私は、上記の工藤と同じ推測をする。ハーンは、1900 年 1 月の、文通再開後

の 初の手紙に、「一年に 1 冊以上の本を出版して、あなたを喜ばせたかった。

（でも、私は膨大な量の仕事があったのです！）」と言う（Bisland 2: 459）。こ

れは工藤の表現した直接の読者がビズランドであったことを裏付ている。さら

に、2 年後の 1902 年の手紙に、ハーンは、もっと直截な動機を述べた。 

 

   きっとあなたは 12 年前、おっしゃったことを記憶されていることでしょう。「あ

なたに日本に行って欲しいのです。何故なら、あなたが日本について書いた本た

ちを読みたいから。」その主題の 10 冊目が、今印刷中です。あなたは満足なさる

はずです。（Perhaps you can remember having said, twelve years ago, “I want you to go 
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to Japan, because I want you read the books that you write about it.” As my tenth volume 

on the subject is now in press,―you ought to be getting satisfied.）（Bisland 2: 473） 

 

工藤の指摘のとおり、ハーンの手紙は、ハーンがビズランドを頭に描いて執筆

し出版していたことを窺わせる。 

しかしハーンとビズランドの交流について、工藤は 初の推測以上の確認を

とることが難しかったと思われる。工藤の結論はハーンとビズランドの持ち前

の性格の相違に帰している。『夢の途上』の結論は、「あえて、この二人の関係

について、既成の言葉を使ってレッテルを貼る必要もない」とする（389）。ハ

ーンの母（ローザ）や日本人の妻セツの役割が「実にはっきりとしているのに

比べ、ビズランドのそれは曖昧模糊としていた。だからこそまた、 も特別な

関係だったといえるのではないだろうか。」と工藤は締めくくる（389-90）。 

私は、工藤の推測する、ハーンがビズランドに向けて執筆していたこととと

もに、さらにビズランドもハーンを意識した記述を、ハーンに届けていたと考

える。つまり、ハーンとビズランドの間には、「文章上」での精神的応酬があっ

たと考える。それらが、「特別」と表現した工藤の直感を裏付けるものであろう。

それらは、あまりにささやかな「暗号」めいたものであり、二人にしか分から

ない話題や思い出にまつわる特別なものであったと思われる。そのために、一

般の読者は容易に見過ごしてきたのであろう。 

  私は、ハーンとビズランドの作品には、二人だけに理解できる背景を匂わせ

る、イースター・エッグのように潜ませた「暗号」のような表現があると考え

る。その二人が共有した話題を「符牒」として使った可能性を明らかにしたい。 

すなわちハーンは、一般の読者が読んでも違和感のない内容の整合性を保ち

つつも、表現の背後に掛詞
かけことば

風に二重の意味を含ませたり、思い出にまつわる言

葉をすべりこませたりした。それは、ビズランドだけにメッセージとして伝わ

る仕掛けであったと思われる。 

既にハーンは日本に向けて出発する寸前、ビズランド宛の手紙で、その時に

出版されるばかりになっていた『仏領インドの二年間』について、「ページの間

に私の魂の蚊をお捜しになるでしょう」という謎とも取れる言葉を残している

（Bisland 1: 475）。この言葉は、ハーンがこの先もビズランドがこの読み方をし

てくれることを期待して、残した言葉であると考える。この「蚊」は、後述す

るように、『東の国から』の巻頭「ある夏の日の夢」に登場している。 
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ハーンもビズランドも、アメリカのジャーナリズム界で、ペン 1 本によって

食べていた経歴の持ち主であった。言葉や表現には人一倍敏感であり、時間は

短くても、ニューオーリーンズやニューヨークで、会話を交わした期間があっ

た。二人には、両者だけに共通する隠された「暗号」を読みとる能力があった

はずである。 

本論文は、ハーンとビズランド両者の作品を精査して、双方からの「イース

ター・エッグ」のように配置された「暗号」をできるだけ多く具体的に示して、

ビズランドの表現する「親友」と、一雄の表現する「文章上の恋」の内容を明

らかにすることを目的とする。このことを通じて、ハーンにとっての創作源泉

の女神が、ビズランドであったことを検証したい。この第 2 部では、そのささ

やかな「イースター・エッグ」のように隠された「暗号」の応酬の存在の可能

性を、具体的に提示する。 

ハーンとビズランドは 1880 年代の早期に、新聞社の文芸部長と、詩の匿名の

投稿者、後に新聞社員として出会っている。ハーンはビズランドと出会ってか

ら自分の記事「死者の愛」を、「死後の愛」に改作した。一方、ビズランドは、

ハーンが賞めた詩を、ハーンの死後、匿名出版した日記風の著作『秘密の生活』

（The Secret Life 1906）81 に再掲載した。本論文は、一雄の称した「文章上の恋」

の具体的ありかたについて、ハーンとビズランドの作品に基づき「交流の跡付」

を指摘することを試みる。 

  本論文第 2 部で扱うハーンの日本に関する作品は、1894 年出版の『日本瞥見

記』に始まり、第 1 部で検討したように、日本の古典の影響が強くなる、ビズ

ランドとの本格的文通が再開し、1901 年に、ビズランドに「捧 呈
デディケート

」された『日

本雑記』までとし、すべて初版本を使用する。 

  『霊の日本』（1899 年）以降の、『影』（1900）、『骨董』（1902）、『怪談』（1904）、

の表紙に顕著に見られる絵画性については、メアリー・フェノロサとの関わり

で、本論文の第 3 部で詳述する。 

 

1．ニューオーリーンズ時代のハーンとビズランドの作品のその後 

本論文第 1 章では、ハーンとビズランドがニューオーリーンズで出会った時

期の検討をする。また、二人の出会いのきっかけとなったハーンの小品「死者

の愛」が後に、ハーンによって「死後の愛」に改作されたことや、逆に、ビズ

ランドが、ハーンの死後、自分の詩「死者よ！死者よ！」を「死者よ！死者よ！
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死者よ！」に改作していることの意味を探る。また、ハーンの日本からの手紙

に「メカジキしか泳げない」「鳥籠のような家」という、背景を匂わす言葉遣い

の由来が有名な詩であったり、ビズランド作の詩であったりして、二人の文学

上の話題の豊富さを考察する。また、ハーンの「墓へのこだわり」をビズラン

ドが、『やもめ、本当に』に具現化していることも交流の一環と捉えたい。 

上記のような事実が、一雄の称する「文章上の恋」の具体的例であること、

それは隠された「暗号」によって担われたことを検証する。 

 

1. 1. ビズランドとハーンの出会いの時期と年令に残されている

問題点 

ハーンは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時代に、

ビズランドが原稿料を得るため、家族に内緒で B. L. R. デイン（B. L. R. Dane）

という匿名で投稿をしていた彼女の詩を読んでいた（Goodman 48-49）。二人の

文学上の繋がりはここから始まったと思われる。 初に、ビズランドの生い立

ちの要点を示し、その後、まだ定説が決まっていない、ビズランドとハーンの

出会いの時期について考察する。 

ハーンとビズランドの出会いについて、ビズランドは自ら「1882 年の冬」と

『書簡集』「序」で述べる（Bisland 2: 77）。「1882 年の冬」は、ビズランドが 21

歳の時に当たる。しかし、ハーンの手紙の中の追憶では、「出会ったころは 16

歳くらい」（Bisland 2: 458）とあって、錯綜している。 

二人の出会いは、ハーンの記事と、ビズランドの詩の投稿がきっかけとなっ

たとされている。このビズランドの投稿詩をめぐって、現在入手できる詩の範

囲で考察する。ビズランドは、ハーンの死後、『書簡集』の発表と同年の 1906

年に、匿名出版の日記風『秘密の生活』の中に自身の詩を発表していることを

私は発見した。その詩の原形との異同や意図も検討する。 

ビズランドの伝記については、工藤が『南部文学叢書』を指摘しているのが

参考になる（120、121）。工藤は第 17
、、

巻と記しているが、しかし実際には『南

部文学叢書』第 13
、、

巻である（Library of Southern Literature 1909 傍点中井）。82  ビ

ズランドの経歴について、日本のハーン研究史では、唯一工藤によるノンフィ

クション『夢の途上』の研究以外には、管見のかぎり存在しない。『南部文学叢

書』第 13 巻のビズランドの項目は、 キャサリン・バードリー（Katherine Verdery）

が執筆している（viii、5772）。 
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ただしこの本は 1907 年に出版されているため、ビズランドについて、1904

年のハーンの死後、1906 年の『書簡集』2 巻の出版や、『秘密の生活』（The Secret 

Life 1906）の匿名出版までは、紹介している。しかし 1907 年以降、ビズランド

が、チェンバレン宛のハーンの手紙を編集した『ラフカディオ・ハーンの日本

の手紙』（Lafcadio Hearn’s Japanese Letters 1910）や、ビズランドが後に出版し

た 5 冊83 については書かれていない。 

第 3 章で述べる、2014 年のアメリカのベストセラーになった、ノンフィクシ

ョン、マシュー・グッドマン（Matthew Goodman）による『80 日間―ネリー・

ブライとエリザベス・ビズランドの歴史的世界一周競争』（Eighty days: Nellie Bly 

and Elizabeth Bisland’s History-Making Race Around the World）のビズランドの伝

記部分は、この『南部文学叢書』に負っている部分があると思われる。 

以下に、ビズランドのニューオーリーンズ時代までの生い立ちを、『南部文学

叢書』に沿って要約をし、ビズランドが詩を投稿し、ハーンがその歳能を高く

評価したことを確認する。84   

 

    エリザベス・ビズランドは、1861 年 2 月 11 日に、ルイジアナ州のフェアファ

ックスのプランテーションの大邸宅で生まれた。この農園は、外科医であった父、

トーマス・ビズランド（Thomas Bisland）のものであった。母マーガレット（Margaret 

Brownson）は美しく、文学的素養があった。 

多くのアメリカの一門同様、この一家も多くの血統と繋がっていた。トーマス

の母方は、早期に南カロライナ州に入植した、ユグノー・デュ・プラスリンの子

孫で、ジョン・ノックスやメアリー女王のいとこに遡る事が出来る。母マーガレ

ットの家系のブラウンソン一族は、ジェイムズ一世から準男爵を叙位されたアシ

ェットン家の子孫である。ノルマンの征服時代にレスター州にいて、エリザベス

王朝時代にロンドン市長だったグレゴリー・ワッツに遡る事が出来る。 

ビズランドの曾祖母は、ルイジアナ地方を統治した 後のスペイン統治者、ド

ン・フェルナンド・ガヨウソ・デ・レモスの第 2 夫人であった。カナリア色のド

レスを好んだことから「黄色伯爵夫人」と呼ばれた。 

ヒュー・ビズランドは、王位を狙う者と行動を共にした罪で、1715 年に英国エ

ジンバラのトルボースで絞首刑にされた。一族は南カロライナ州に移民した。し

かし、1778 年、保守主義やイギリス擁護の理由で、土地が没収され家は焼かれた。
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一族はまた、ルイジアナ地方に移住した。そこでスペイン人から土地を譲渡され

た。そこは現在ミシシッピー州ナッチェスとして知られている。 

ビズランドは 9 人家族の 2 番目の子供である。生まれると同時に南北戦争が始

まり、子供時代は大砲の音と再建の苦しみに満ちていた。父は南軍に中尉として

従軍したが、医学を学んでいたため外科医として働いた。 

南軍のモバイル湾の戦いの敗北の後、バンク将軍率いる北軍が、バイユー・テ

ケにまで進軍してきた。若い母親と二人の幼児は、軍の輸送馬車で、「赤い川」地

区を通ってナッチェスの古い家に逃げた。タイラー将軍率いる南軍は北軍と、フ

ェアファックスで、タイラー称する「キャンプ・ビズランド」で血みどろの戦い

をすることとなった。 

    南北戦争後、ルイジアナ州に戻った一家は、周知の南部再建期の苦しい生活を

余儀なくされた。すべての食料は窮乏し、教育の機会は無いに等しかった。これ

がビズランドの過ごした幼年期だった。挽き割りとうもろこしが主な食事で、飢

えた心には屋根裏部屋の損傷した本しかなかった。英語の古典文学、ギリシャ語

やラテン語の詩の翻訳であった。実は、本の 初や 後が欠けていたことは、熱

い空想で埋める楽しみを誘発する利点があった。 

    ビズランドが 12 歳の時、先祖からのナッチェスの屋敷を相続して移住した。ビ

ズランドが詩を内緒で書き始めたのはこの頃である。家族の目を盗んで原稿を隠

すのに食器棚が、都合が良かった。母親もニューオーリーンズのタイムズ・デモ

クラット85 に詩を投稿して家計の足しにしていた。ビズランドは、16 歳の時、初

めて「B. L. R. デイン（Dane）」のペンネームで同じ新聞のクリスマス特集に詩を

投稿した。何マイルも歩いて消印から住所がばれないようにした。新聞を注視し

て、自分のソネットが目立つ場所に掲載されているのを見て苦労が報われた。 

    その後、「B. L. R. デイン」の名で質の高い詩が多く掲載されたため、遂に、編

集者が母親に、近隣でデインという名の詩人を知らないかと尋ねることとなった。

母が家族に尋ねると、ビズランドがおずおずと名乗り出た。家族も編集者も驚嘆

した。編集者は、この詩人が英国に長く暮らしたことのある年配の男性だと推理

していた。この印象は屋根裏部屋の古い英国の本のせいであろう。この若い詩人

は今までの詩全部の原稿料をもらって、これが彼女の 初の資本となった。お金

の必要性はますます高まり、彼女は、まもなくニューオーリーンズに出て、タイ

ムズ・デモクラット紙で雇われた。彼女は休みなく働いて、書評、詩、その他の
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記事を書き、女性欄を埋めることになった。 初は、家になるべく多額の送金を

するために、フレンチ・クオーターの安宿に住んだ。 

ビズランドが、彼女自身のように若く、感受性が強く、苦しみもがいているラ

フカディオ・ハーンと出会ったのはこの時であった。彼らはお互いに近くて同類

である魂を認めた。これが完璧な友情の基盤となって、生存中、陰ることも、変

化することもなかった。（Library of Southern Literature 5767-69） 

 

以上の『南部文学叢書』によると、ビズランドの両親の祖先は、英国の王室や

貴族の保守派に繋がっている。アメリカに移民してからも、大農園を所有し、

その大邸宅は南北戦争で、南軍の砦として使用されるほどの規模であった。南

部の敗戦で、ビズランド家は窮乏し、それが、ビズランドのニューオーリーン

ズの新聞社への入社へと繋がっている。食べるものにも困るような窮乏生活の

体験は、後のビズランドの、病院の設立等、弱者を助ける生き方に影響を与え

ていると考えられる。 

『南部文学叢書』のバードリーによる伝記では名前が伏せられているが、「B. 

L. R. デイン（Dane）」のペンネームで投稿されていた詩に注目した人物が、実

は、編集長のペイジ・ベイカーと文芸部長のハーンであった。このことは、グ

ッドマンのノンフィクション『80 日間』によって分かる（49）。 

しかしグッドマンは、タイムズ・デモクラット紙にビズランドがクリスマス

特集として初投稿した詩に関して、彼女が「12 歳」であったとする（48）。こ

の説によれば、これは 1873 年のことになり、ハーンはまだシンシナティにいた

時期であるため、グッドマンの「12 歳」説には無理がある。 

『南部文学叢書』に従ってビズランドが 16 歳であったとすると、初投稿が

1877 年ころとなるため、本論文は、投稿の年次について、『南部文学叢書』に

従う。ただし、それでも、そのころは、ハーンはアイテム紙で働いていた。タ

イムズ・デモクラット紙は、1881 年 12 月 4 日に、タイムズ紙とデモクラット

紙の合併後、初の号を出している（Tinker 150）。 初の投稿が、タイムズ・デ

モクラット紙の発刊時だとすれば、ビズランドが 20 歳前後のこととなるはずで

ある。    

グッドマンは、『80 日間』注 48 において、『南部文学叢書』が初投稿をビズ

ランドの 16 歳の時であったとすることに疑問を呈し、タイムズ・デモクラット

は 1881 年まで存在しなかったとして同じ疑問を提示している（387）。しかし、
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グッドマンは 12 歳とする説を唱えているため、同じ矛盾を抱えていることにな

る。 

ハーンのニューオーリーンズ時代の伝記『ラフカディオ・ハーンのアメリカ

時代』（Lafcadio Hearn’s American Days 1925）を書いたエドワード・ティンカー

（Edward Tinker 1881-1968）は、ビズランドがハーンの書いた「死者の愛」（“A 

Dead Love”）に惹かれて、1882 年にミシシッピー州のナッチェスから会いに来

た「背の高い、魅力的で、黒目の 18 歳の女性」とする（174）。出会った時期に

ついては、本論文第 2 部の「序」で示した、ビズランド自身が『書簡集』「序」

で「1882 年の冬に会った」（Bisland 2: 77）という記述と一致する。このように、

ビズランドとハーンの出会いの年についての伝記は大きな食い違いを見せてお

り、定説がないと言える。 

ハーンは 1900 年の文通再開の手紙の中で、出会ったころは、「16 歳くらい」

だったと書いている（Bisland 2: 458）。それが入社時であったとすると、1882

年当時、ビズランドは 21 歳のはずである。86 このことを、グッドマンは『80

日間』注 50 において、ティンカーが「18 歳」として訂正していることや（Tinker 

187）、ジョナサン・コット87 が 17 歳としたこと（Cot 151）を紹介する（387）。

ハーンの伝記を書いたエリザベス・スティーブンソンは、ビズランドがハーン

に会った時期を明記せず、「16 か、17 歳」とし、タイムズ・デモクラットを訪

問した動機を、ハーンが 1880 年 10 月 21 日付アイテム紙に書いた「死者の愛」

であったとする（124-25）。 

以上の、ビズランドとハーンの初対面の時期とビズランドの年令の齟齬88 の

解決は、今後の研究を待つしかない。また、「B. L. R. デイン」がビズランドで

あることが判明した年月を明記した伝記は、管見のかぎり存在しない。このこ

とも、出会いの時期とその時のビズランドの年令を分かりにくくしている。 

本論文は、ハーンの記事「死者の愛」の発行月日がはっきりしているため、

それに基づいて考えを進める（Fantastics viii、223-226）。「死者の愛」は、1880

年 10 月 21 日のアイテム紙にハーンが発表した。「死者の愛」の発表当時、『南

部文学叢書』から推測すると、ビズランドは 19 歳のはずである。ハーンは「B. 

L. R. デイン」と題するタイムズ・デモクラット紙の記事において、実はそれ

が、「ビズランド嬢」であると明かし（この記事の発行年月日は不明）、2 年前

からの投稿者で、現在タイムズ・デモクラット紙の「がらくた」（‘Bric-a-Bric’）

を担当し有能であると紹介している（Tinker 175-76）。上記のように、ビズラン
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ドの「B. L. R.デイン」名による 初の投稿を 16 歳（1877 年）のクリスマス特

集とすると、そこから類推すると、ビズランドがハーンと会ったのは、「死者の

愛」発表（1880 年）の直後の、19 歳頃となる。その後 2 年間を経て、ビズラン

ドが 1882 年に 21 歳で、タイムズ・デモクラットに入社したとすると辻褄が合

う。ただし、ビズランドの 初の投稿がアイテム紙のはずで、タイムズ・デモ

クラット紙ではないはずであるという矛盾は依然として残る。 

  このように、ビズランド自身が 1882 年に初めて会ったとしていることに疑問

が起きる。ビズランドは、1882 年に 21 歳でタイムズ・デモクラットに入社し

ている。推測できる可能性の一つとして、おそらくビズランドは、それ以前か

らハーンを知っていたことを隠したかったということである。1880 年のハーン

の記事「死者の愛」の発表の時、ビズランドは 19 歳であった。その後間もなく

二人が出会って、2 年後の 1882 年、ビズランドが 21 歳の時、正式にタイムズ・

デモクラットに入社したという経過である、と私は推測する。ハーンが日本か

ら 1900 年 1 月、文通再開の手紙で「当時 16 歳くらいのビズランドがニューオ

ーリーンズに出て来て間もなく、ひどい病に罹って死にそうになったことを心

配した」（Bisland 2: 458）と書いた当時は、1880 年末から 1881 年と考えられる。

それでも、ハーンは、ビズランドの当時の年令を、3 歳くらい若く推測してい

たことになる。 

ティンカーの伝記はおそらく、ビズランドの自身の「序」を参考にしたと思

われる。グッドマンは、そのティンカーの伝記を参考にしたとことが注から分

かる（387）。つまり、スティーブンソンを含めて、3 人の伝記は、すべてビズ

ランドの『書簡集』「序」が源であり、そのために、齟齬が生じていると思われ

る。 

  第 3 部で後述するように、本論文では、ここでビズランドの『書簡集』で見

せた意図的な変更の可能性を指摘しておきたい。というのは、ビズランドは『書

簡集』の手紙の編集に様々な工夫を加えたと思われる矛盾点が複数発見される

からである。この点は第 3 部で後述する。 

 

1. 2. ニューオーリーンズ時代のビズランドの詩「鳥籠に閉じ込め

られて」 

グッドマンによると、ハーンはこの「デイン」の 初の詩に、その「繊細さ」

が「どんな名士の気味の悪い空想にも匹敵するような価値を生む能力」をもつ
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と認めて、エドガー・アラン・ポー（Edger Allan Poe 1809-1849）の影響を受け

ていることを見抜いたと言う（49）。というのも、ハーンもポーを高く評価して

いたためである。89 グッドマンは、このビズランドの「死者よ！死者よ！」だ

け詩全体を引用して、残りは要約して紹介する（48-49）。グッドマンは、「鳥籠

に閉じ込められて」（“Caged”）は、ビズランドの「一番野心的」な詩であると、

一部分を紹介する（49）。 

一方、ティンカーによる伝記は、ハーンが友人の女性筆者についての問合わ

せに答えた手紙に、上記のように彼女がタイムズ・デモクラット紙に「がらく

た」欄（‘Bric-a-Bric’）を担当し有能であることに続いて、「B. L. R. デイン」

の筆名を使用するビズランドの本名を記し、4 篇の詩の引用していることを述

べる。それらは、「死者よ！死者よ！」（“Dead! Dead!”）、「熱病者の夢」（“Fever 

Dream”）、「謝肉祭」（“Mradi Gras”）、「鳥籠に閉じ込められて」（“Cages”）の 4

篇である。ティンカーはその伝記で、ハーンが賞賛を惜しまないで書いた批評

を、以下のように引用する（174-80; Goodman 48-49）。 

 

  しかし、私 [ハーン] に、彼女の歳能に十分値する注目を呼びかけるこの短文を

特に書こうと促し、この歳能が真に優れたものへと成熟したことを もよく証明

しているのは「鳥籠に閉じ込められて」と題する詩である。我々はこれを 2・3

週間前の日曜日に掲載し、今ここに全体を再掲載するものである。注意深く吟味

した後、この作者に関する判断を、有能な審査員のほとんどが全面的に支持する

と、我々は信じている。このような詩を書ける若い女性は並大抵の実力の持ち主

ではない。（179） 

 

  ビズランドは、自分の詩がハーンによって新聞紙上で賞められていたことを

知っていたと思われる。ビズランドは、ハーンの死後出版した日記風の匿名著

書『秘密の生活』の中で、上記の「死者よ！死者よ！」と「熱病者の夢」を、

僅かに改作をして再度掲載した。これらの詩は、ビズランドにとってハーンに

まつわる特別な意味を持っていたと思われる。 

ハーンが称揚したビズランドの詩を検討する前に、上記『南部文学叢書』に

おけるニューオーリーンズ時代の続きを要約して、ビズランドがその後、世界

一周の速さを賭ける旅に出発したことを紹介する。 
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    後年、ハーンは彼女にこの時の彼女がどう映っていたかを、日本から書き送っ

た。90 「しかし、あなたは、私の書斎を見るべきです。そんなに小綺麗な部屋で

もありませんが畳敷きの、ガラス戸の日本間（2 階）で、机と椅子があります。・・・

反対側の壁には、昔私がニューオーリーンズという不思議な町に住んでいた時、

知り合った美しく、素敵な人の写真が掛かっています。（出会ったのは彼女が 16

歳くらいのころで、安宿で重い病気に罹って死ぬのではないかと心配しました。）」 

   「その女性は、赤色や青色を発して燃える難破船の木材について話してくれま

した。でも、私は低くはっきりしたフルートのような彼女の声以外には覚えてい

ません。・・・＊91  声と思考、その二つ共がものすごく変化に富んでいるのです。

しかも『ほんの少し野性的なお嬢さん』92 は、田舎からニューオーリーンズに出

て来て、新聞にすばらしい記事を書き、彼に理解出来ず、恐ろしく感じられる未

開のことに対して、ひどく優しかった。」 

    ビズランドは、数年間、ニューオーリーンズで働いた後、広い世界を求めて、2、

3 の紹介状と 50 ドルを持ってニューヨークに出かけた。まっすぐにサン紙のチェ

スター・ロードに面会した。彼は辛抱強く彼女の話を聞いたあと、「お嬢さん、こ

こはあなたの来る所じゃない。すぐに荷物をまとめてお帰りなさい。」と言った。

彼には問題外のことではあったが、しかし、彼は、念のために記事を書かせてみ

た。 

    彼女は、ユーモアと哀感をもって、黒人の埋葬を描き、サン紙から雇用された

ばかりか、沢山の注文を受けることになった。 

    次第にニューヨークに足場を築き、生活に余裕が出来ると、わび住まいからさ

さやかなアパートに移り、そこでの日曜日の午後は、ヘンリー・アービング等、

ニューヨークの も文学的文化的な豪華なメンバーが集った。彼女自身が困って

いる時でさえ、他人への援助を出し渋ることはなかった。 

    1889 年の時点で、ニューヨークやシカゴの 5 新聞社に寄稿し、雑誌コズモポリ

タンの副編集長であった。一ヶ月 5000 語をものし、年収 5000 ドルであった。 

    この頃、コズモポリタン編集長ブリスベン・ウォーカーが、ジュール・ヴェル

ヌの 80 日間で世界一周の作品中のフィリアス・フォッグ93 の記録を破ることを

思いつき、白羽の矢がビズランドに立った。1889 年 11 月 14 日、たったの 2・3

時間の準備で、ビズランドはサンフランシスコに向けて出発した。結果は 4 日間

速い世界一周であった。旅の記録は 初コズモポリタン誌に連載され、後に『世

界一周早廻り』として出版され、これがビズランドの処女作となり、知名度が上
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がった。旅の途中で、ブルーム夫人と知り合い、ロンドンで文学界の名士たちと

過ごす。その中には、ハーバード・スペンサーや、ルドヤード・キップリングが

いた。その内の一人、ブロートン嬢が、オックスフォードで近隣の住居を提供し

てくれて、共著『やもめ、本当に』（A Widower Indeed）を上梓した。 

その直後に、ビズランドは、オハイオ州出身、ハーヴァード大学卒、以前から

の知り合いで、オクスフォードまで追いかけて来た、ニューヨーク在住の弁護士、

チャールズ・ウェットモアと婚約し、1891 年 10 月 6 日にニューヨークで結婚し

た。ロングアイランドのチェダー風の家に住み、何エーカーもある庭を手入れし

た。1903 年に、南部での幼少時代を反映した自伝的小説『理解の灯』を上梓し、

1906 年には『秘密の生活』（The Secret Life）を匿名で
、、、

出版した。 

同年に出版した『ラフカディオ・ハーンの手紙と生涯』は、ハーンについての

深い知識と、複雑な彼の性格への共感に満ちた理解が、彼女以外には果たせなか

った彼の実像を著した。この本は、アメリカとヨーロッパでよく売れ、ビズラン

ドを国際的に有名にしたばかりか、ハーンの本も以前にまして売れた。この収入

は遺族である妻や遺児達を助けた。生涯の友人が、 後の貢献として、ハーン自

身が生前、成し遂げられなかったことを彼に与えたことになる。 

1909 年に、一般に知られていない島での経験を『シシリー島の探求者』（Seekers 

in Sicily）として、アン・ホイットと共著で出版した。ビズランドの 新の本は『棒

馬の看板のところで』（At the Sign of the Hobbyhorse）である。――キャサリン・

バードリー（Library of Southern Literature 5769-72 傍点中井） 

 

ニューオーリーンズの新聞社への投稿当時、ビズランドがどんな詩を書いて

いたかは、現在僅かに、ティンカーの伝記に引用されたハーンが称揚する記事

に引用した詩だけが入手可能であると考えられる。本論文第 2 部、第 1 章第２

節では、「鳥籠に閉じ込められて」を取り上げる。次の第 1 章第 3 節で、ビズラ

ンドが匿名で出版した『秘密の生活』（1906）に、再掲載された「死者よ！死者

よ！」と「熱病者の夢」を検討する。 

初に取り上げる「鳥籠に閉じ込められて」は、「鳥籠から外界に出ることを

熱望する鳥」の気持ちを描く。この「鳥籠のかんぬきを開いて、世界に向けて

飛び立つ」イメージは、ハーンが後に、世界一周に出かけたビズランドへの手

紙に引喩した。その旅について出版したビズランドの『7 段階―世界一周早廻
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り』の題や表紙のデザインにも使われていると思われる。ティンカーが詩全体

を引用しているので、考察のためにそれを示す。 

 

             Caged                             「鳥籠に閉じ込められて」 

The slanting sunbeams creep between the bars       斜めの日光が桟の間から這い入り 

  All blackly lying sharp athwart the gold          金色に鋭く黒い斜線を描く   

That fades before the coming of the stars,           星の出る前に光りは翳り 

  And low, dim moon ashine across the world.       ぼんやりと月が低く世界を照らす 

The lisping, and ebbing water slip from land         陸地からさらさらと潮が引き 

  To surge and thunder in the flowing tide,          流れる潮は波立ち、とどろき 

And lash again the grey and patient sand:       再び波が灰色の動かない砂に打ち寄せる  

  “Alas!” she saith,―“how sweet the world outside.” 「ああ」と彼女はため息をつく――

「なんて外界は素敵なんでしょう」 

 

The moon and stars wheel down the vault of heaven,  月と星が天空のアーチをめぐり、 

  And sink into the deep abysmal sea              深海へと沈んでゆく 

That rings the world; and when the dark is riven,    それは世界を響かせ、暗闇が裂けた時  

  The great, fair winds come up across the lea      草原を快適な風が駆け抜ける。野生の 

With wild wet feet. She hears the thunderous wings  湿った足で。彼女は羽音の轟きを聞く 

  Of sea birds clinging out on pinions wide―       海鳥が羽を広げている 

Beneath her eaves a swallow sits and sings―        彼女の庇の下では雀が止まって歌う 

  “Alas!” she saith,―“how sweet the world outside.” 「ああ」と彼女はため息をつく――

「なんて外界は素敵なんでしょう」 

 

In the white dawn she beats against her cage         白い夜明けに彼女は鳥籠をたたく 

  With wrathful lips and passion-broken crys;        怒りの嘴と激情に張り叫ぶ 

Or sullen, sits in silent hopeless rage,         そうでなければ、静かな絶望の怒りに黙り 

  Staring against the sun with somber eyes          陰鬱な目で太陽をみつめ 

That know no more a hope or pallid fear;         もはや望みも青ざめた恐怖も感じずに 

  A deep despair doth make them dark and wide,      深い絶望が黒くし広げ 

And baffled as the eyes of death-struck seer.          死者の目のように惑乱させている。 
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  “Alas!” she saith,―“how sweet the world outside.” 「ああ」と彼女はため息をつく――

「なんて外界は素敵なんでしょう」 

 

Oh, most high gods! Why mock a patient soul? おお、 高の神々よ！どうして病んだ魂と 

  And in her eyes, her weak tears to deride,          目に宿る弱々しい涙をあざ笑って 

Blow smoke from all your incense altars curled?   祭壇にくゆる香の煙を吹き笑うのか？ 

  “Alas!” she saith,―“how sweet the world outside.” 「ああ」と彼女はため息をつく――

「なんて外界は素敵なんでしょう」 

（Tinker 179-80） 

 

この詩の「鳥籠に閉じ込められ」た鳥の示した、外界へのあこがれは後に、

世界一周の早廻りを賭けた旅に出かけたビズランドに、ハーンが 1889 年の手紙

で「あなたは飛び立った」と、この詩を踏まえた表現を以下のように表現する。

この手紙は『書簡集』第 1 巻の末尾に 3 通の“TO――”として、匿名の手紙が

並んでいる内の 2 通目である。内容から、ビズランドへの手紙であると考えら

れる。この手紙には、後半大幅な削除されていた部分が関田かおるによって示

されている（『知られざる』170-71）。以下の部分は、削除されていない部分で

ある。 

 

あなたは、とうとう緩んだかんぬきを見つけて、揺すってはずし、飛び立ちまし

た。みんながあなたをまた、いつか鳥籠に閉じ込められるかどうかは、疑わしい

限りです。鳥籠は、あなたをクサクサさせたのでしょう。でも、きっと今後は世

界全体が、あなたには鳥籠のように感じさせるものとなるでしょう。世界はうん

と小さくなって、あなたの回りを取り巻く水色に光る周航路になることでしょう。

（1889. 11. Bisland 1: 472） 

 

ハーンが「とうとうかんぬきを見つけて飛び立った」と書いたのは、ビズラン

ドの約 15 年前の、上記の詩の「鳥籠に閉じ込められて」を引喩していると考え

られる。  

この点を指摘する研究は、管見のかぎり存在しない。それは、この手紙が背

景を考慮せずとも、単独の暗喩として独立して読む事が可能だからである。し

かし私はこの記述に、ハーンが若い時のビズランドの詩をしっかり胸に刻んで
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いたことと、それを忘れずに反芻していたであろうことを読み取る。ビズラン

ドの方も、この手紙が自分の詩を引喩していることに気付いたであろう。「鳥籠

に閉じ込められ」た鳥は、二人の間で、「暗号」のような働きをしたと考えられ

る。 

ハーンのビズランドへの関心は、通り一遍の関心ではなく、15 年以上前の詩

を引喩できるほどに深いものであったと思われる。スティーブンソンも、ニュ

ーオーリーンズ時代のハーンがビズランドに見せた無関心さは、見せかけのも

であったとする（124-25）。  

一方、ティンカーは、ハーンがニューオーリーンズ時代にビズランドにそれ

程執着しておらず、ハーンがその魅力にひかれたのは、ニューヨークで再会し

てからだという解釈をしている（Tinker 180）。ティンカーは、1884 年にグラン

ド島にハーンとビズランドが滞在した時、ハーンの関心がもっぱら島の女性に

あったとする（Tinker 174）。 

しかし、この詩の引喩を認めるとすれば、ハーンが少なくともビズランドの

詩を高く評価し、心に銘記していたことを思わせる。日本での 初の著作『日

本瞥見記』vol.2 の巻頭の作品「日本の庭で」における冒頭文で、「大橋川沿い

の2階建ての私の家は、鳥籠のように
、、、、、、

こざっぱりとはしていても（although dainty 

as a bird cage）、暑い季節の到来に向けて、狭すぎることがはっきりしてきた。」

と言う（343）。ハーンはその狭さを、挿入句として鳥籠に喩えている（傍点中

井）。この喩えは、喩えの妙よりもむしろハーンが「鳥籠」という言葉によって、

読者であるビズランドの注意を引きおこそうとしたことが推測される。 

また、ハーンの日本での第 2 作目の『東の国から』の巻頭の「ある夏の日の

夢」に現れる、グランド島でのビズランドに対するハーンの気持ちも、やはり

ハーンがビズランドに大いに関心を持っていたことが分かる。このことは第 6

章で後述する。 

上記の、ハーンが言及する世界への「飛び立ち」は、ビズランドが、1889 年

11 月 14 日に、ジュール・ヴェルヌ（Jules Verne 1828-1905）の小説『80 日の世

界一周』（Around the World in Eighty Days 1873）の主人公フィリアス・フォッグ

（Phileas Fogg）の記録打破をかけて出発したことを指す。それはニューヨー

ク・ワールドの新聞記者、ネリー・ブライ（Nellie Bly 1864-1922）を競争相手

にして、逆回りで世界一周するレースに、ビズランドがコズモポリタン誌
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（Cosmopolitan）の記者として、ニューヨークから出発したものである。ハー

ンのこの手紙は旅の途中に届けられたものと見られる。 

ハーンは、この手紙の中で、友人達がみんなビズランドの勝利にかけたと声

援を送り、15 年あまり前の詩を思い出させる書き方をする。しかもこの手紙は、

本当は 11 月 22 日分で、24 日分と 30 日分が削除された形で『書簡集』に編集

されている（関田 170-71）。削除箇所には、ビズランドの弟のプレスリー（Pressley 

Eugene Bisland）が、ビズランドの情報と写真を持ってきてくれたことにハーン

が大感激している手紙が含まれている。ハーンはビズランドに「あなたはあの

世の美人の魂の集まり」と言い、フランス語で「本当にあなたを愛しています」

と、正直な心を吐露している。この削除箇所は、1991 年の関田かおるによる『知

られざるハーンの絵入り書簡』が刊行されるまでは、世に知られておらず、従

ってハーンのここまでの心情の吐露もそれまで知られていなかった。 

一方、ビズランドの旅行記は、1890 年 1 月 30 日に帰国後、ビズランドが副

編集長をしていたコズモポリタン誌の 4 月号から 10 月号に掲載された。 

本として出版されたのは、翌 1891 年であった。題名は、『7 段階―世界一周

早廻り』（In Seven Stages: A Flying Trip Around the World 1891 以後『7 段階』と

表記）である。ビズランドは “Flying”（飛ぶような）に、掛詞的「飛ぶ・速

い」を想起させ、鳥が「飛ぶ」イメージを込めようとしたと思われる。もしそ

れを認めることができるとしたら、「飛ぶ」に、それまで「籠に閉じ込められて」

いたというイメージが加わって、一層、「殻を突き破る」イメージを呼び起こす。

それは、後述するビズランドが自伝で示す、「女性の閉じ込められた立場」に対

するいらだちをも暗示する可能性がある。 

『7 段階』の表紙は、蒸気船の骨組みの一部だけが描かれ、題字が赤い色で、

幽霊のようにカーブして不吉な感じで表されている（図 21・23 参照）。     

  

（図 21）             （図 22）                    （図 23） 
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これは、見ようによっては鳥籠の一部とも、また、難破船のようにも見られ

る。「鳥籠」のイメージは、ビズランドの詩を思わせ、難破船のイメージは後述

する、グランド島の海岸での、ハーンとの会話で、後にやはりハーンが手紙で

繰り返す、難破船の流木が、赤、青、緑色を発して燃えるイメージを表すと考

える。また、難破船のイメージは、ビズランドが競争の 終段階で、理不尽な

情報操作と考えられる体験を被ったり、記録的大嵐にあったりしたこともこめ

られているであろう。私は、上記のような点に、ビズランドの思い、そして秘

められた「暗号」を読み取ることができると考える。     

（『7 段階―世界一周早廻りの旅』について、雑誌での出版との章立てに違い

については第 3 章で、難破船の「流木」については第 6 章第 6 節・第 12 章第

2 節で詳述する。） 

 

1. 3. ニューオーリーンズ時代のハーンの記事「死者の愛」と「死

後の愛」 

第 2 部第 1 章第 1 節で前述したように、ビズランドは、ハーンのアイテム紙

の記事「死者の愛」「“A Dead Love”」（Item 1880.10. 21.）94 に惹かれた。それ

が、ビズランドのタイムズ・デモクラット社を訪れた動機であるとされている

（Tinker 174; Stevenson 124-25）。その年次とビズランドの年齢については、第 1

章第 1 節で齟齬のあることを確認した。 

ハーンはこの短篇「死者の愛」へこだわりを見せていたし、ビズランドはこ

の作品を気に入っていた。ハーンの「死者の愛」とビズランド「死者よ！死者

よ」の両者には、ひたすら恋い焦がれる男と、それに全く無関心な女という共

通するテーマが見られる。この後述する、ビズランドの「死者よ！死者よ！」

（図 21・22）『7 段階―世界一周早廻り』（1891）

本の表紙と扉紙 

<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.8909887

8895;view=1up;seq=1>より 

（図 23）雑誌『コズモポリタン』

（1890.4 月号）ビスランド連載の始

まり

<http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc

1.32106020387012;view=1up;seq=712>

より 
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の発表年次がはっきりしないため、どちらの作品の方が早かったのかは不明で

ある。 

ハーンは、この「死者の愛」を 3 年半後、タイムズ・デモクラット紙に「死

後の愛」「“L’Amour Après la Mort”」（1884.4.6.）とフランス語の題をつけて改作

して発表している。ハーンはビズランドの思い入れに応え、自分の作品に、よ

り磨きをかけたかったと想像される。 

以下に、「死者の愛」から「死後の愛」への改変を詳しく検討したい。 

「死者の愛」は、ハーンが“Fantastics”と自分の記事のメモをつけてあった

36 篇の小品のひとつである。その 36 篇を、ハーンの死後 10 年経って、ハトソ

ンが『きまぐれ草』（Fantastics and Other Fancies by Lafcadio Hearn 1914）に編集

し収録した。 

ハトソンは、ハーンの死後、1910 年から 1928 年にかけてビズランドと文通

した手紙の残る、南部在住の文学者であり画家である（Steven）。『きまぐれ草』

「序」に、ビズランドの『書簡集』「序」の引用があることから、この本の編集

にビズランドの協力のあったことが推測される。また、この本のテーマは「愛

と死」であったことを、ハトソンが「序」で繰り返している（Fantastics 3、7、

9）。 

「死者の愛」は、以下のように要約できる（段落が一致させてある）。 

 

「彼」が、夢の中で、「彼女」を想うといつも死者として現れる。そこで、「彼」

は「彼女」の名をつぶやきながら、とうとう死んで墓に横たえられる。しかし、

大理石の上に横たえられ、塵の中に沈んでも「彼」に休息はやって来ず、考えた。

「休み疲れた！」と。  

「死者」は、蜘蛛の巣のかかった墓の裂け目から、アメジストのように煌めく

夏の空や花や雲、鳥が歌い、川が囁く波をのたうたせ入る、エメラルド色のカリ

ブ海を眺めた。女の声や、ニギスの笑い声、足音、音楽、お祭り騒ぎが墓の裂け

目から入ってきた。時には、馬の足音や遠い都市の眠いつぶやきだった。それで

「死者」は再び生きたくなった。墓の中に休息のないことが分かったから。 

  金に輝いて生まれた日が、金の炎に死に、夜、月が白み、夏の匂いが燻る香の

ように消えた。しかし、「死者」は死ねなかった。 

墓の裂け目から、生活の声が墓に入り、海風が呼んだ。「彼」を休ませないよう

に。 
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      星がのぞき、鳥が歌い通り過ぎ、蜥蜴が音もなく行き来する。蜘蛛はとうとう

巣をかけるのをやめ、年が前と同じように行き来した。しかし、「死者」に休息は

なかった。 

      熱帯の月が満ち欠けを続け、夏が来て、「彼」がつぶやいた「彼女」の香りとと

もに、死霊が椰子の都市の墓に訪れた。 

      「彼」は、彼女の衣擦れのささやきが分かった。その「死者」の心臓から花が

芽生え、墓のすき間から花開き、甘い情熱の息を放った。 

      しかし、彼女は気づかず通り過ぎ、その足音は永遠に消え去った。（Fantastics 

120-22） 

 

この作品では、「死」の動機は、「彼」の夢の中で「彼女」が「死者」として現

れるためである。しかし、その「死」の甲斐もなく休息できず、しかも「彼女」

が墓の傍を通った時、墓のすき間を通って、心臓から花を咲かせても、気付か

れないまま永久に去って行ってしまう、実らない失恋を描いた作品である。 

  この作品の背後には、アメリカ南部のニューオーリーンズ独特の墓の造り方

のかもし出す情緒があると思われる。それは、墓が小さな家のような造りにな

っていて、死者は埋められるのではなくて、屋根付きの空間に収められること

になる。95 おそらくハーンはこの作品に、その異国風の情趣を込めたと考えら

れる。（図 24 参照） 

 

 

             

                （図 24 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ラファイエット墓地（2016 年 3 月 15 日 閲覧） 

<https://www.expedia.co.jp/Lafayette-Cemetery-New-Orleans.d6129889.Place-To-Vi

sit> 
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  それでは、3 年半後に、ハーンが改作して発表した作品には、主にどのよう

な違いが認められるのであろうか。 

この詩は、1880 年 10 月 21 日から 1884 年 4 月 6 日と約 3 年半の隔たりがあ

り、その間にハーンとビズランドが出会っていることが背後にある。 

ハトソンは「序」において「死者の愛」と「死後の愛」とを比べても、さほ

ど変わらないという論評をしている（11）。スティーブンソンは、前作である「死

者の愛」の方が出来がよいとする（Stevenson 125）。 

私のつかんだ内容上大きく違う点は、以下の 3 点である。 

 

①前作では「彼」が、夢で「死者」として登場する「彼女」に会うために死ぬ。

改作では、生きている「彼女」に眠りを覚まされるほど気にかかるので、忘れる

ために死ぬ。 

②前作では、再び生きることを望むのは、墓の外の世界の楽しさが伝わってきた

からであった。改作では、とうてい叶わないけれど、愛されるためのしなやかな

体を手に入れたいためであった。 

③前作では、 後の場面が、花が「彼」の心臓から墓の前の彼女に向けて咲き、

いい香りを放つ。改作では、根が墓の裂け目の中にある植物の花々の、青ざめた

心臓が淡紅色に赤らみ輝く（“the pallid hearts of the blossoms of the plant […] 

changed and flushed, and flamed incarnadine….”）（Fantastics 120-22、223-26）。 

 

改作の方が、より現世に生きる人間の生々しい、届かぬ愛の嘆きになっている。

特に、 後の花々の淡紅色の輝きに、ハーンの情熱を見ることができる。 

形式上の違いは、改作において、ハーンが頭韻を意識して詩的に表現しよう

と試みていることである。例えば、現世の音が聞かれるところでの“Chanting and 

chattering of children”（224）や“Beautiful brown woman”（224）、3 回続けて“of 

that which”と表現したりしている。 後の場面で、「彼女」が何も知らずに通

り過ぎることを“knowing it not, passed by”が“―perceiving it not―passed by”

と頭韻を意識した表現に変えられている。 

工藤は、ハーンの「死者の愛」（1880）とビズランドの自伝的小説『理解の灯』

（1903）とに共通した情緒を発見して、「やはり、彼女の中には、恋愛と墓をど
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こかでリンクさせる認識があったと考えられる」（200）とする。これは示唆に

富んだ指摘であると思われる。 

しかし工藤の文脈は、『理解の灯』の終盤に登場する、マリアンの恋愛のパタ

ーンについて言うものである。そこでマリアンが相手をじらした末に、相手が

去った後、「私は座り込んで頭をかかえ深い深呼吸をした。とうの昔に世の人々

から忘れられた古い沈みかけた墓を思い出しながら。」を取り上げ、この墓を「ラ

ットレルの墓を暗示しているとも解釈できる」とする（199-200）。工藤は、ハ

ーンの作品群との全体的な比較ではなく、「死者の愛」との共通点の指摘に留ま

る。 

私は、この『理解の灯』の主人公のマリアンが終盤で思い描いた墓は、ハー

ンの作品「死者の愛」「死後の愛」に登場する墓であると考える。『理解の灯』

の解釈については、第 14 章で改めて取り上る。 

本論文は、この『理解の灯』の「墓」を含めて、他の作品でも、「愛と墓」の

テーマが、その後のビズランドとハーンの間で長い時間にわたって取り交わさ

れることを追って行く。 

 

1. 4. ビズランド著『やもめ、本当に』に見るニューオーリーンズ

の「墓」のその後 

  ビズランドは、上記の「世界一周早廻りの旅」の後、ブルーム夫人の招待で

程なくしてイギリスに渡って、社交界に混じり、ブロートン夫人と共著で『や

もめ、本当に』（A Widower Indeed 1891）を上梓したことが分かっている（Library 

5771）。 

この作品において、ビズランドは、主人公が亡き若妻の墓参をする場面を使

っている。この本は、ビズランドの書いた本格小説の処女作である。あらすじ

は以下の通りである。 

 

    オックスフォード大学で会計を勤め、住所がオックスフォード、ホリーウェル、

107 のエドワード・リゴン（Edward Lygon）は、妻のアン（Anne）をこの 3 月に

亡くした。エドワードの方が病弱で、アンは 27 歳で病気らしい病気もしなかった

のに。6 歳のナニー（Nanny）と 4 歳のビリー（Billy）の二人の子供が残された。

親戚が集まって、墓を建てることになり、聖書から「夜が明けるまで」が碑文に

選ばれた。子守に 適な人を捜す必要が出てきた。 
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4 月、エドワードが墓参をすると、既に 先客がいた。アメリカ南部、ジョージ

ア州からの訪問客のジョージア・レン嬢（Miss Georgia Wrenn）で、隣の 106 に越

して来たと知って驚く。友人のブレント一家が戻っても、そちらには滞在しなか

った。息子のビリーがお茶に呼ばれたのがきっかけで子供達の世話をしてくれる

ようになった。8 月から 6 週間の避暑地で偶然、いとこのクライトン夫人とその

娘のアルベルティーナと再会する。増水した川に落ちた彼女を助けた時、ジョー

ジアがそこにいた。 

クライトン夫人の陰謀で、エドワードは、アルベルティーナを傷物にしたよう

に見せかけさせられてしまう。 

10 月から学期が始まり、エドワードは退職した。ジョージアが 11 月にオクス

フォードに別れを告げに、オックスフォードで一番美しい墓、マイターに来て、

エドワードと会い、その朝、彼がロンドンで結婚した事を知る。エドワードは、

アンの墓に彫られた銘「1862 年 2 月 2 日生、1889 年 3 月 16 日死亡」に続けて「1861

年 1 月 1 日生、1889 年 11 月 15 日死亡」とナイフで削り始め、気絶した。墓守に

助けられて、冷たい妻の待つ家に帰るが、妻を追い出す。その 3 日後に狂い死に

する。（A Widower Indeed 1-288） 

 

この小説は、重要なポイントにアンの墓が登場する。アンを愛していたエド

ワードは結局、罠にはめられて結婚しても、墓の下のアンを想って狂い死にす

る。この地オックスフォードへのアメリカからの訪問者のジョージアとは、馬

が合うが、突然の別れをする。ジョージアの率直な態度や考え方が、イギリス

の因習を重んじる習慣と対比をなし、文化比較の面白さがある。3 月から 11 月

の季節の移り変わりが、ちょうどビズランドの滞在した時期と重なる。この小

説には、エドワードの煮え切らなさがあり、テーマの一貫性と説得力が欠けて

いる印象を与える。 

上述の、ニューオーリーンズ時代のビズランドの詩、「死者よ！死者よ！」と

「熱病者の夢」と比較すると、それまで墓の中にいたのが男性であったが、小

説では女性になる。「愛と墓」という点から見れば、ビズランドのテーマが連続

していると考えられる。（この「愛と墓」の関連はビズランドの自伝的小説『理

解の灯』（A Candle of Understanding1903）にもみられることを第 14 章で述べた

い。） 
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2.『チータ』を始めとするビズランドの詩的素質のハーンへの影響 

  ハーンは、1884 年の夏、タイムズ・デモクラット編集長のペイジ・ベイカー

の弟のマリオン・ベイカーと、ビズランドとグランド島で遊んだ。その時の島

から受けた印象と、ルドルフ・マタスから聞いた、デルニエール島の嵐で両親

を失ったが、後に、その父親と再会できた少女の話をもとに、『チータ』（Chita: 

A Memory of Last Island 1889）を出版した。この小説は、その 2 年前の 1887 年

にハーパーズ・マガジンに掲載されたものである。 

  ハーンが、後に、チェンバレン宛に、以下のような『チータ』についての手

紙を出したことから、ハーン研究史上、小説としては「失敗」と見る見方が定

説である（『事典』374）。 

 

私の 初の作品は恐ろしく虚飾に満ちたものでした。1886 年に書いて、出版まで

2・3 年かかりましたが、私は恥じています。（My first work was awfully florid. I have 

a novel, “Chita,” written in 1886, though not published two or three years later, which I 

am ashamed of.” Japanese Letters 41、1893.1.23.） 

 

『チータ』等につきまして温かいお手紙を頂戴致しました。通読して頂けまして、

励まされました。遠い将来に、調子を静めて改訂版を出すことを薦められました

が、それは、行き過ぎと思われます。（I have your kind letter about “Chita,” etc. That 

you could read the book at all, is some encouragement,―that is, persuades me that at 

some far-distant time, by toning down the thing, some of it might be preserved in a new 

edition. But I feel it is terribly overdone. 96、1893.5.12.） 

 

しかし、ハーンの手紙と、筋を比較すると、出版時に大幅な削除が推測される

ことから、あながち「プロット」が弱いとは言い切れないと考える。96 

『チータ』の大きな特徴は、「詩的散文」を狙って書かれていることである。ハーンに

は、この特徴はシンシナティ・時代には見られなかったものである。恐らく、ハーンの

傾倒したポーの詩や、ハーンが翻訳したフランス文学のロマン派の影響であろうと思

われる。さらに私は、ビズランドが詩を書いていたことも影響した可能性があると考え

る。 

ハーンは『チータ』執筆中のビズランドへの手紙に、「詩的散文」を書く意気込みを

語っている。ハーンは原稿段階でも、ゲラ刷りと思われる印刷にも、ハーパーズ・マガ
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ジンにも、勿論、本になっても、ビズランドの批評家としての目を気にした手紙を書い

ている。 

1887 年 4 月 7 日と 14 日付で、『チータ』を書く、明確な目的を以下のように

述べている。 

 

  私は居ながらにして東洋を見つけようと試みています。即ち、現代の地方の活き

活きしたテーマに、同じ詩的散文的描き方の方法を適用しようとしています。短

編小説の形では 2 番目97 になるこの作品はほとんど出来上がっています。作品全

体の主題は、私と同じくらい、あなたが大好きな「ルイジアナの湾岸生活」です。

（中略）あなたは今も詩を書いておられますか？この頃、あなたのお書きになっ

た詩の小品にお目にかかりたく存じています。（Bisland 1: 390-91） 

 

出来上がったときの、同じく 1887 年には、以下のように、ビズランドがその小

説と風景を気に入るだろうと気にしている。 

 

    私の短篇小説は完成しました。出版前にその行く末の運命を聞きたいと待ってい

ます。私はあなたが気に入るし、その風景の多くがそれと分かると確信していま

す。どのくらいの期間ニューヨークにいられるか分かりません。ほんの短い期間

しか滞在できないでしょう。でも、しばらくあなたにお会いするのには十分な期

間です。（Bisland 1: 403-04） 

 

1887 年 7 月には（関田は 6 月）、ジョージタウン、デメララから、手紙を書く

約束を忘れていないことと、グランド島についての夜の語らいが「詩」になっ

ていたと書く。「今は、いい手紙が書けません。マルティニークに戻るまで、待

って下さい。私が手紙を書く約束をしたことを忘れていないことを知って欲し

かったのです。（中略）あの夜のグランド島についての語らいは詩そのものでし

た。」（Bisland 1: 414） 

1889 年、ハーンはフィラデルフィアから、本として仕上がった『チータ』を

送るに際しては、『チータ』はグランド島の思い出として送ると述べる。 

     

    マタス博士が『チータ』についてのあなたのすばらしい賞賛を送ってくれました。

その後、私は何度も読み返し、もっと他にやり方があったのではないかと思い始
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めた時に、勇気をくれます。（中略）『チータ』は、グランド島の思い出としてま

もなく本の形で送られます。（中略）かれこれ 2 年近く前にあなたをお訪ねした晩、

あなたが口にした考えを活字にされたことはおありかと思います。どうして私が、

グランド島が好きなのかとお尋ねになった時のことです。あなたのわずかな言葉

は、私が言おうとして、言いおおせなかった表現をしていました。（中略）あれか

らというもの。実にたくさんの珍しい海岸を見てきました。しかし、グランド島

の朝の魅力ほどのものはありません。今、あれを見たとしても、同じ喜びがある

かどうか・・・。詩をありがとう。大きく、強く、不思議な美があります。（Bisland 

1: 445-46） 

 

同じ 1889 年、ハーンの、ビズランドの「詩」への賞賛が励ましに足ることを喜

んで、「あなたの詩を賞めたことが勇気付になると知って、大いに喜んでいます。」

と書いている（Bisland 1: 450）。このように見てくると、ハーンとビズランドは、

出版や作品についてお互いに対等に批評し合い、励まし合っていることが分か

る。 

  この手紙の直後、ビズランドは、「世界一周早廻り」に出発した。第 1 章第 2

節で前述したようにハーンは、その旅について、ニューオーリーンズにいた時

「鳥籠に閉じ込められて」を書いたビズランドの詩の中の鳥が、緩んだかんぬ

きをはずして飛び立った、と手紙で引喩した。このように二人は、詩を通して

心が通っていたと思われる。 

ハーンがビズランドに送った日本からの手紙の中で、詩の一節「メカジキ」

が「暗号」のように使われていたため、削除を示す校閲のミスを招いてしまっ

た例を示したい。 

  関田かおるは、『知られざる』において、1989 年のニューヨーク、クリステ

ィーのオークションで売りに出された、故レイリー夫人所蔵のビズランド宛ハ

ーンの手紙を、或る人が競売で手に入れた。その後、桑原春三がその人からビ

ズランド宛ハーンの手紙を買い入れたことを明らかにした（20）。関田は他にも、

ハーンのシンシナティ・時代の恩人、ワトキン宛、フィラデルフィアでの友人、

ジョージ・M・グールド（George Milbry Gould 1848-1922）宛の手紙を、それま

でに出版されていた手紙との異同を示して編集している。      

この『知られざる』によると、ハーンからビズランドへの手紙には、削除さ

れた箇所が多数見つかっている。その中で、関田の興味深い編集上の意識が見
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られる箇所を取り挙げる（関田 英文 173）。それは、関田が説明部分では削除

としなかった箇所が、和訳では削除部分と指摘されている箇所である。そこに、

ハーンとビズランドの暗黙の「詩語」へのこだわりと、その背後に二人の共通

の文学的話題のあったことが推測できることを示したい。 

ハーンは来日後、ビズランドに 3 通の短い手紙を出して後（Bisland 2: 3-5）、
98 ビズランドとの文通を中止した。それから 10 年後の 1900 年 1 月に、ビズラ

ンドへの文通を再開することになる。再開後の 2 通目の手紙を取り上げる。1902

年 7 月 2 日99 付である（Bisland 2: 473-474; 関田『知られざる』和文 96-98、英

文 172-73）。この手紙に関して、関田は、説明箇所で「2 ヶ所 16 行ほどが削除

されていた」とする（和文 97）。ところが、和訳の箇所では、削除されている

箇所であることを示す山括弧〈〉が、2 箇所ではなくて、3 箇所つけられている

（和文 97-98）。事情説明のために、3 箇所の削除とされる部分の内容の英語を

要訳して示すと、以下のようになる（英文 173）。 

 

① 「東部はメカジキしか泳げません。」（英文手紙 2 行） 

②「頼れる実力者といえば、妖精の女王である、エリザベス・ビズランド以外

にはありえません、以前は、ロリンズ夫人がいましたが。」（英文手紙 10 行） 

③「現在の住所は、東京府、豊多摩郡、西大久保村 265 です。『日本、ラフカデ

ィオ・ハーン』で着きます。」 （英文手紙 7 行） 

 

実際には、①の部分は省略されておらず、『書簡集』にも（Bisland 2: 474）、『知

られざる』の英文（173）にも書かれている。詳細を示すと、上記①の部分は、

以下に示す傍線部分に当たる。 

 

I am his only teacher, and want to continue to teach him for a few years more. ―

South or West I should prefer to East ― “where only a swordfish can swim.” 

（173）（私は彼[一雄] のたった独りの教師で、あと 2・3 年は教えたいです。南

か西の方が好きです。〈東よりは、そこはメカジキしか泳げません。〉）100 

  

説明箇所と、和訳に示した削除であるとの認識の齟齬は、編集者の心理をは

しなくも表していると考える。つまり、「東、そこはメカジキしか泳げません。」

は、関田による異同の調査の時点では、削除と認識されておらず、「2 箇所」と
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説明した（97）。それにもかかわらず、和訳の段階で、何らかの意識が働いて、

ビズランドが削除したに違いない、特異な表現という印象によって、「削除され

ていた」と臆断されたと考えられる。何故か。この箇所の意味が二人以外には

不明であるからで、この箇所は、ハーンがビズランドにしか分からないような

重要なメッセージを発していると思われる。ハーンとビズランドの文通には、

二人の文学的な共通認識が存在して、言葉を「符牒」のように使えたと考える。 

上記の②の削除部分の内容からも分かる通り、ハーンは文通再開後、ビズラ

ンドを「妖精の女王」と、賞賛し持ち上げている。ビズランドはそのような箇

所を削除している。101 恐らくビズランドはハーンの気持ちを理解しながらも、

出版された場合の世間の誤解を避けたかったのであろう。第 1 部第 10 章で前述

したように、後年、一雄も以下のように、「或いはもつとフランクリーな傅記が

書けたかも知れぬ。」と編集に手が加わったことを示唆している（『父小泉八雲』

75）。 

この「メカジキしか泳げない」という箇所は、ハーンとビズランド、または

文学を扱う人にしかピンと来ない、引用符の付いた内密な表現である。そのた

めに、和訳を示す段階で関田が、削除の印をつけたか、もしくは、この引用符

のかぎ括弧で示しておいた箇所を、削除の印と見誤ったのであろう。 

この齟齬によって、私はハーンの付た引用符には、イースター・エッグと言

われるような密かな引喩があったと考える。この箇所への先行研究での注目、

および解釈は管見のかぎり見られない。この章では、ハーンの講義録に「メカ

ジキ」が登場し、それを既に G. S. フレイザーが指摘していたこと、ハーンが

東海岸、特にニューヨークをどのように感じていたかを論ずる。 

  ハーンが手紙でビズランドに「メカジキしかおよげない」と示唆した暗号を

解くヒントは、ハーンの東大での講義録『英文学史』（A History of English 

Literature in a Series of Lectures by Lafcadio Hearn 1927）の詩人論である。ここに、

はっきりと「メカジキ」（Xiphias、the sword-fish）が登場し、俊敏な動きを象徴

するギリシャ語として取り上げられている（364）。 

ハーンは、英詩が古典詩からロマン主義へと分岐する時期（1740 年）とその

時期の詩人名を図示する（347）。ハーンは、基本的に沢山の古典的な詩を書い

ていた、クリストファー・スマート（Christopher Smart 1722-1771）が、ある日

突然発狂して、ロマン主義的な宗教詩を書くようになったという。しかしそれ

は、誰にも評価されなかったけれど（363）、ロバート・ブラウニング（Robert 
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Browning1882-1889）が好意的な批評をして、注目されるようになったとする

（363）。 

ハーンは、スマートの「ダビデへの歌」（A Song of David 1763）を引用する。
102 以下にハーンが講義で引用した 2 連（364）と、拙訳を示す。（念のため注に

おいて齋藤勇訳を示す。103 ） 

   

  Strong is the horse upon his speed;         たくましいぞ、スピードに乗る馬は。 

Strong is pursuit the rapid glede,           たくましいぞ、追い翔ける鷹は、 

    Which makes at once his game;             一瞬で獲物を捕まえる。 

Strong the tall ostrich on the ground,    たくましいぞ、地上の背の高いダチョウは。 

Strong through the turbulent profound   たくましいぞ、荒れ狂う大波を貫いて 

    Shoots xiphias to his aim.                矢のように餌を獲るメカジキは。 

 

Strong is the lion―like the coal104     たくましいぞ、ライオンは、―石炭のような 

His eyeball―like a bastion’s mole      その目玉は―敵に向けた胸は 

     His chest against the foes:                   要塞の堤のようだ。 

Strong the gier-eagle on his soul,       たくましいぞ、翼を広げた大ワシは、 

Strong against the tide, th’ enormous whale たくましいぞ、潮に向かって大きな鯨が 

     Emerges, as he goes.                         身を起こす時は。 

 

Glede― old English for Hawk. Gier-eagle― largest kind of eagle. Xiphias― the 

sword-fish.（364） 

 

ハーンは、講義でこの箇所を、「アングロ・サクソン語とラテン系語との絶妙

で、成功した組み合わせ」の例として示している。特に「外国語」による効果

を強調する。“Xiphias”（メカジキ）はギリシャ語で“shoot”（矢のように進む）

という英語の簡素な言葉と、一音節ずつで効果を上げているとする。“profound”

（深淵な）は海に使うにはピッタリのラテン系語で、“turbulent”（荒れ狂う）

と一緒に使うと、「波のとどろきの揺れをそのまま表現」すると解説している

（364）。 

  G. S. フレイザー（George Sutherland Fraser 1915-1980）は、1950 年、ハーン

の生誕百年祭の島根大学での講演において（森『小泉八雲の文学』129）、この
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ハーンの講義に注目して、ハーンがいかに第一級の教師であったかという例と

して賞賛を込めて引用する（和文 152-55、英文 123-24）。 

  ハーンが 1902 年のビズランドへの手紙に、遠慮がちに「1 年か 2 年過ごすた

めの楽な仕事を見つけてほしい。英語の教育をあと 2・3 年続けるために、一雄

を連れて行く。南部か西部がいい。『東部はメカジキ（sword-fish）しか泳げな

い』。」（Bisland 2: 473-74、関田 172-73）と引用符付きで書いたとき、詩人であ

ったビズランドには、引用元がはっきり分かったと想像される。ハーンはニュ

ーヨークの喧噪と巨大さを嫌っていた。（Bisland 2: 476）ニューオーリーンズの

新聞社から、ニューヨークに移住して、出版界に身を置いて活躍していたビズ

ランドを慕いながらも、ハーンは決してニューヨークに住もうとはしなかった。

ハーンが「メカジキしか泳げない」と書いたとき、それはビズランドには通じ

るイースター・エッグのような隠れたメッセージ性を含んでいたと思われる。

それは、共通して知っていたと思われるスマートの「詩」のイメージ、ハーン

がニューヨークを嫌いなこと、そして競争の激しいニューヨークで仕事を勝ち

取っているビズランドを讃える気持ちを示唆していたのであろう。ハーンの目

には、ビズランドが、矢のように進むメカジキに映っていたと思われる。 

『書簡集』を編集したビズランドは、ギリシャ語ではなく、英語に直された

「メカジキ」（sword-fish）のこの箇所は、この手紙が公開されても、二人が共

有した、クリストファー・スマートの詩の引用が見過ごされると判断したと思

われる。そのため、この部分は一種の際立った表現として認識されて、関田の

思い違いを誘って、削除箇所にされたと考えられる。私は、その見落としによ

ってかえって、ハーンからビズランドに送られた「暗号」の存在を確信した。 

一雄が、数え年 5 歳から小学校には通わせられず、朝晩、ハーンが英語を教

えたことが、一雄の証言で分かっている（『父小泉八雲』28、198-99）。教材に

は、詩の暗唱や解釈が使われている（『父「八雲」を憶ふ』225-37）。 

一雄は、ハーンをロマンティストで、多くの詩を暗唱し、詩人肌であった、

と以下のように証言している。 

   

  ハーンは多くの詩人のそれの如く、矢張り夢の多かつた男である。夢は眞でもあ

り偽でもある。かれはロマンティストであつた。（中略）ハーンは詩人ではない。

新聞記者氣質でもなければ教授型でもなかった。“Alas, I am not poet!”と自ら叫ん

でいる。併し、確に詩人肌の人であつた。――とは云え、賣名詩人のそれとは全
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く違つた肌の人間であつた。父は詩に非常に關心を持ち、多くの詩を諳じていた。

この點友人間でも評判であつた。父は若年の頃、詩集刊行を試みて失敗し、詩稿

を投火して後、詩人たらんことを斷念したとの事である。（中略）父にして若しも、

もう廿年生を與えられたなら、神秘極る詩の創作が或は世に出た事と彼を眞に識

る人達は云つている。私もそう思う。（『父小泉八雲』50-51） 

 

これに続いて、一雄が、ハーンに詩を書かないことを尋ねた時の反応を以下の

ように証言する。 

 

    私は父から英詩を讀ませられたが、或時「パパは詩を書かないのですか？」

と尋ねた。父は處女の様な、はにかんだ微笑裡に「若しも神様が私に寿命を下

さるならば……」と答えた事実を判然記憶している。（中略）「私、詩人でないで

す」と父は再々告白している。「しかし、上手の詩、下手の詩、私よく識る」とも

云った。（中略）父の詩に對する理解は非常に高く、友人へ書き送つた詩や、フラ

ンス、クレオール、支那、日本の詩の翻訳などは勿論相當骨折つたには相違ない

が、彼の性格として、決して世間へ是見よがしに大自慢で發表した物ではない。

極く内氣
ナイーヴ

にやつた程度と解釈すべきだと思う。（『父小泉八雲』51-52） 

 

以上の一雄の証言は、ハーンが長年にわたって詩人であろうと努力した跡を物

語る。新聞記者として出発し、すでにアメリカで一定の評判を勝ち得ていたハ

ーンが、詩人を目ざした動機に、私はビズランドの影響があったと思う。ニュ

ーオーリーンズ以前には、ハーンの文章に「詩」を意識した記事が見られない

からである。 

一雄は、上記のように「父は詩に非常に關心を持ち、多くの詩を諳んじてい

た。」と証言し、一雄も多くの詩を暗唱させられた（『父「八雲」を憶ふ』225-37）。

「詩を書かないのか」と尋ねられて「處女の様な、はにかんだ微笑」を見せた

ハーンは、詩の真価をよく知っていた。 

 

3. 1．ビズランド「世界一周早廻り」の雑誌と本の違いに見る編集

手腕 

  ビズランドの世界一周の旅は、1889 年 11 月 14 日に出発、76 日かけて、1890

年 1 月 30 日にニューヨークに到着した。ビズランドは、その様子を、自身が副
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編集長を務めていた雑誌、コズモポリタン誌に 1890 年 4 月号から 10 月号の 7

ヶ月かけて「世界一周早廻り」（“A Flying Trip Around the World”）と題して発表

した（Goodman 335）。 

  「空飛ぶ」ような旅の競争の結果は、ブライが 72 日、ビズランドが 76 日で、

4 日負けた。ただし、ヴェルヌの小説の 80 日間を二人とも破ることができた

（Goodman 323）。 

  この一連の記事は、翌『7段階―世界一周早廻り』として、翌 1891 年に本と

して上梓されたことは既に述べた（第 2 部第 1 章第 2 節と図参照）。この本の章

立てには、実は、巧妙な仕掛けが施されている。 

  まず、雑誌の編集を確認する。雑誌では、「6 段階」に加えて「 後の段階」

という見出しになっており、合計で 7 段階である。内容と発行月は以下の通り

である。 

    1 段階（4 月号）：ニューヨークからサンフランシスコ 

    2 段階（5 月号）：サンフランシスコ出発、太平洋、横浜港で富士を見る 

第
、

3 段階（6 月号）：日本に 36 時間滞在（冠詞あり、傍点中井） 

4 段階（7 月号）：香港 

5 段階（8 月号）：シンガポール 

6 段階（9 月号）：セイロン、アフリカ 

終段階（10 月号）：イタリア、フランス、イギリス、アイルランド、大西洋 

 

なお、この「第 3 段階」だけに、本文の題に冠詞“the”が付られている。（目

次には冠詞がない。）1890年6月号での内容は「第3段階」の日本である（173-184）。

発行当時、ハーンは既に日本にいた。また、6 月号のビズランドの記事の直前

に、ハーン筆「西インド諸島の混血民の研究」（“A Study of Half-breed Races in 

the West Indies”）（167-172）が掲載されている。ビズランドにとって「日本」

がすでに重要な国であったことが推測される。また、自分の記事の前にハーン

の記事を掲載していることから、特別視していた可能性が指摘できる。 
                  （図 25）                         （図 26） 
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雑誌の 9 月号では「セイロン」と「アフリカ」が一緒に 6 段階に入っている

が、本では「セイロン」はそのまま 6 段階に入れられ、「アフリカ」が分けて次

の「7 段階」に入れられている。本では「イタリア、フランス、イギリス、ア

イルランド、大西洋」は、実質「8 段階」目である「 終段階」として編集され

ている。 つまり、本では「7段階」ではなく「8段階」である。 

このことは、詳細に調べない限り気づかされない。そのために、章立ての違

いの意味までを検討した先行研究は、管見のかぎり出会っていない。 

  雑誌では、シリーズの題名は「世界一周早廻り」で、1890 年に、7 ヶ月の連

載にして、7 段階に編集されている。このシリーズを、本として出版した時、『7

段階―世界一周早廻り』と命名するのは、一見辻褄が合っているように見える。

ところが、実際には『7 段階』と銘打つことによって、本が実際は「8 段階」に

編集されていることが分からなくなっている。 

 この編集の違いは偶然とは思われない。ビズランドが意図を隠して、 終段

階に意味を込めたものと思われる。105 つまり本の体裁をとった時、ビズランド

は、 終段階のヨーロッパの旅がもはや「早廻り」に値しなかったことを示唆

しようとしたと思われる。それには理由がある。この旅は、80 日の記録を破っ

て早くまわる記録への挑戦だけではなく、新聞社の女性記者と雑誌者の女性記

者の、逆方向に世界を一周して時間を競う旅であった。そして、ビズランドが

終段階のヨーロッパにいた時、説明がつかない妨害があったことが示唆され

る。 

28 歳時のビズランドの世界一周の旅は、実際は、他新聞社の 25 歳の女性記

者ネリー・ブライ（Nellie Bly 1864-1922）との競争の任務も担っていた。『南部

文学叢書』では、106 ビズランドは編集長の発案で、ジュール・ヴェルヌ（Jules 

Vernue1828-1905）の小説、『80 日間世界一周』（Around the World in Eighty Days 

コズモポリタン 1890 年 6 月号の表紙・目次（“Third Stage” 図 25）とその中のビズ

ランドの記事“The Third Stage” （図 26）。 ビズランドの記事の前は、ハーンの“A Study 

of Half-breed Races in the West Indies”が並んでいることが分かる。工藤も 5 月号・6 月

号を紹介する（213）。<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hnychf;view=1up;seq=141>

参照。 
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1873）の主人公「フィリアス・フォッグ」（Phileas Fogg）の 80 日間での世界一

周の記録の塗り替えを目ざしたことだけが書かれている（5771）。また、ビズラ

ンド自身、記事の中で、競争についての言及を完全に避けていた。そこで、『南

部文学叢書』の記述のようにまとめられたものと思われる。 

しかし、ノンフィクション作家マヒュー・グッドマン(Mathew Goodman)によ

ると、この計画はもともと、ニューヨーク・ワールド紙の記者、ブライが 1 年

前の 1888 年の秋に思いついて練っていたけれども、却下されていた計画であっ

たことが明らかにされている（71-74）。しかし、読者から同様な案が寄せられ

たり、競争紙ヘラルドが動き出したりしたのを見て、ワールドの編集長、ジョ

ン・コックリル（John Cockerill 1845-1896）107 は、1889 年 11 月 11 日に、「明

後日出発できるか？」と聞いた。それに対してブライは、「この瞬間に出発でき

ます」と答えて、11 月 14 日の出発が実現した（74-75）。 

それでもブライには、軽くて丈夫なコートの発注や、荷物を出来るだけ少な

くする等、3 日間の準備時間があった。ところがビズランドの場合は、ブライ

出発の記事を、14 日の朝に読んだ編集長のジョン・ブリスベン・ウォーカー

（John Brisben Walker 1847-1931）から、旅の計画と、その日の夕方 6 時のサン

フランシスコ行き列車に乗る計画を、14 日の午前 11 時前に聞かされた（63-65）。

ビズランドの固辞した 大の理由は、「自分の名がこれ以上ジャーナリズムに載

ることへの負担感」であった（『7 段階』2）。彼女は新聞の見出しに自分の名前

を見ることに全く関心がなかった（Goodman 65）。それなのに、ビズランドが

決心を固めた理由はいまのところ、はっきりしない。108 

この旅が競争でもあることをブライが知ったのは、出発して 39 日経った 12

月 23 日の香港であった（Goodman 231-32）。二人の旅は、新聞社や雑誌が同時

進行的に取り上げ、それぞれ背後での応援があった。ビズランドの旅は、雑誌

での第 6 段階までは、順調であったが、しかし 後の段階のイタリア、ブリン

ディシ港で、荷物が下ろされていなくて再度船に戻って検査を受けたり、フラ

ンスのル・アーブルからの汽船がラ・シャンパーニュで待っていない、との誤

った連絡を受けたりする不自然な動きに翻弄された（Goodman 268-73、工藤

258-60）。また、それに続く大西洋横断は、前代未聞の大嵐で、船はフットボー

ルのように撹拌され、氷着を防ぐために開け放されたドアからの海水の浸入で、

服は全部濡れて、ビズランドは歯の根が合わず、頭痛と船酔いで 4日間身動き
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出来なかった（Goodman 319）。彼女はニューヨーク港で待っていた、姉モリー

（Molly）の胸に泣き崩れるという結末であった（Goodman 321）。 

以上の経過から、ビズランドの本の章立ては、「7 段階」までは、「空飛ぶ旅」

であったが、 終段階はその範疇に属さないことを示唆すると思われる。 

グッドマンによると、ル・アーブルで汽船、ラ・シャンパーニュを待つよう

にとのウォーカーからの電報が故意に遅らせられた、という匿名の情報があっ

たという。また 2 年後にアレン・フォァマン（Allen Forman）が、大新聞によ

る、不名誉な負け方をしないための働きかけがあり、ビズランドは 3 日早く到

着できたはずだと証言している。しかしコズモポリタン社のウォーカーは提訴

することはなく、どっちみちビズランドが負けたと考えており、経済効果が膨

大であったことで、よしとしたとする。（333-35） 

工藤は、ビズランドがこの旅行記で、前述のようにこの旅が競争であったこ

とに全く言及せず、ヨーロッパでの仕打ちには、以下のような簡潔な表現に留

めたと『夢の途上』で指摘する。 

 

この誤報の原因は、十分な確認がなされたことは一度もなかった。それが、4 日

間の遅れを産んだというのに。（“The cause of this false information was never 

satisfactorily ascertained. It, however, succeeded in lengthening the voyage four days.”

（工藤 259-60；In Seven Stages 94） 

 

このビズランドの奥ゆかしさの背景には、ブライの背後にニューヨークの

ザ・ワールド紙の編集長がコックリルであったことが考えられる。コックリル

は、ハーンが文無しでシンシナティ・にたどり着き、ワトキンの印刷所で働き

ながら図書館に通った末、1872 年にシンシナティ・インクワイヤラーに採用さ

れた時の編集長であった。いわば、ハーンにとっての恩人である（工藤 253-55）。 

グッドマンによると、コックリルは 1883 年にニューヨークのザ・ワールドを

買収したジョセフ・ピューリッツアー（Joseph Pulitzer 1848-1911）に編集長と

して雇われ辣腕を揮った。ピューリッツアーの編集方針は、「強い知と永遠の可

能性」であった。ニューヨークの 4 分の 3 は移民であった。それらの人々のた

めに明快な記事を書くことを求め、トップ記事は犯罪記事であった（173-75）。

これは、言わばハーンがシンシナティ・インクワイヤラーで書いた記事に通じ

るところがある。ハーンは、シンシナティ・時代、殺人、堕胎、自殺、下層社
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会、処刑、屠殺等、庶民が知りたくても手の届かない市民生活の暗部を暴いて

花形記者となった。 

そのハーンの上司コックリルは、ニューヨークで 1887 年、ブライをブラック

ウェル等の精神病院に潜入させ、暴露記事を書かせて成功し（28-35）、1883 年

にピューリッツアーが新聞社を買収した時、15,000 部であった発行部数は、6

年後の 1889 年秋には 150,000 部と 10 倍になっていた（38-39）。109 

ニューヨークのジャーナリズムで活躍していたビズランドは、ライバルであ

るブライの上司が、友人、ハーンを見出した人であったことを知っていたと考

えられる。というのは、ビズランドは、コックリルが日本を訪問して、ハーン

と会っていることを、『書簡集』「序」に以下のように 1895 年のチェンバレン宛

のハーンの手紙から引用しているからである。 

   

    コックリルと今日会って、昔の話をした。彼は以前よりずっと穏やかで、快活で、

親切に見えた。彼は少し白髪まじりになっていた。彼について私が言ったのは、

彼は並の人間では決してないということである。（Bisland 1: 54） 

 

このことは、雨森信成の「人間ハーン」における、「ニューヨークのコックリル

から、神戸のオリエンタル・ホテルでの出来事を聞いた」と言う引用（Atlantic 

511）に表れており、ホーマー・キング（Homer King）の『ピューリッツアー賞

の編集者』（Pulitzer’s Prize Editor）にも触れられている（266）。 

ビズランドのコックリルについての記述は、あくまでも、ハーンとコックリ

ルに限定されている。ビズランドは、自分が敗北を喫し、その生涯に大きな影

響を及ぼした世界一周の競争の旅の、ライバルの影の立役者がコックリルであ

ったこと、彼が奇しくも親友ハーンの恩人であったという皮肉な巡り合わせに

ついては、触れていない。 

ビズランドは、旅の競争に謀略があったと疑いを持ったとしても、穏便に矛

を収めるしかなかったと思われる。「親友の恩人を敵にまわすことになった運

命の皮肉」について、ビズランドもハーンも沈黙している。そのため、唯一、

工藤による、コックリルがハーンとブライ両者の雇用者であった事実の指摘は

あるものの（工藤 254-55）、「運命の巡り合わせ」として捉えた解釈はない。 

ビズランドは『書簡集』「前置き」（Preface）110 にて、「①偉人の欠点をあ

げつらうのではなく、天歳を生みだした環境を描くこと、②誰しも、多面性を
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持つことを考慮する、③手紙を通じておのずから判断されるであろう」（vii-viii）

と述べ、ハーンが明らかにして欲しくないことを書くことを避けたことを明言

する。ビズランドが、ハーンの『書簡集』「序」で、ハーンと自分の関係を、

言わば「意図的」に隠しているのは、その一例であろう。 

 

3. 2．『7 段階』と『日本瞥見記』に見る「瞥見」の符合 

ビズランドは、上記「世界一周早廻り」の旅で、1889 年 12 月 8 日早朝に日

本に到着し、翌 9 日の夕方香港に向けて出航した。その間、「36 時間」の滞在

であったと『7 段階』において述べている（42）。ビズランドの日本滞在期間

は、研究史上では、「24 時間」とされて来た（関田 76；『事典』507）。  

たかが 12 時間の差であるという問題ではないと私は考える。それは、ビズラ

ンドの『7 段階』の精査がなされておらず、研究上、事実の確認が未だ十分で

ないことを推測させる。 

同様に、以下で述べる「瞥見」（“Glimpse[s]”）や「トンボ」（“dragonfly”、

“dragon-fly”）という言葉の果たしている役割が見逃されて来ていると考える。 

本論文ではまず、第 3 章第 2 節においては、「瞥見」の呼応について考える。

ビズランドは、日本を離れるにあたって、横浜港から日本を名残惜しく去ると

ころで、以下のように富士山をもう一度瞥見している。 

 

翌朝、日本が視野から海に沈んで無くなる時、我々はもう一度富士山を瞥見し

た・・・。（We have one more glimpse of Fujiyama the next morning as Japan sink out of 

the sight....）（41）。 

 

この点だけを取り上げて、ハーンが 1894 年に日本からの 初の出版が『日本瞥

見記』（Glimpses of an Unfamiliar Japan）であったことと関連付るのは、早計で

あろうか。次の第 4 章でのべる、様々に『7 段階』と呼応する言葉の頻出を見

るとき、ハーンは、彼より約 4 ヶ月前に体験したビズランドの日本の描写に、

出来うる限り呼応した表現を採っているという解釈の可能性を捨てきれない。 

ハーンの日本からの 初の本は、ハーンが 1890 年 4 月に横浜港に入港以来、

4年を経ている。内容も到着直後の感動の第一印象に始まり、「一瞥」とは言い

難い。例えば、「掛け物」「盆踊り」、1891 年の「杵築への旅行」「心中」「日本

の庭」「神棚」「英語教師の日記」、1892 年の「隠岐旅行」、「魂について」「日本
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人の微笑」、1891 年、熊本に旅立つときの「さよなら」と、3 年分の内容を見せ

ている。出版時には既に、1891 年の早い時期からセツと所帯を持ち、松江の島

根県中学校での教師生活の後、1891 年 11 月からの熊本第五高等中学校の教師

を経て、1893 年に長男一雄が誕生、1894 年、神戸クロニクルに就職する直前の

上梓であった。普通の意味で、それを「瞥見」と表現するのは、あたらないで

あろう。それを「複数の瞥見」と名づけたのは、ビズランドの「単数の瞥見」

に対応させたと考える。 

第 2 部の「序」で前述したように、ハーンには 1902 年 7 月のビズランド宛の

手紙に書いた、ビズランドのハーンへの言葉、「あなたに日本に行って欲しいの

です。何故なら、あなたが日本について書いた本たちを読みたいから。」がある

（Bisland 2: 473）。それは、12 年前、日本に行く前に言われて頭にこびりつい

ていた言葉と思われる、ハーンは言わばそれを忠実に実行したと言ってもよい。

ハーンにとって日本についての出版は、ビズランドの要望に応える意味があり、

その意味は、大きかったと思われる。ビズランドが「一瞥」した日本に対して、

自分の「多瞥」という意識が働いていたと考えられる。（「瞥見」については、

第 4 章「富士山」でも論ずる。） 

ビズランドは香港に向かう船の中の図書館で、日本についての本を読み、以

下のように、どの本も日本の魅力を捉え損なっていることを発見して、さわや

かな気分になって元気づけられている。 

 

  私は、もっとも私もそれを大いに免れ得るとは思われないのであるが、どの本の

著作者も菊の国の妖精めいた魅力の十分な概念を伝えていないことが分かって、

さわやかな気分になって、元気づけられた。・・・そうとなっては、人はしっくい

塗りの筆で「トンボ」でも描きましょうか。（I am refreshed and cheered to find that the 

writer of each book fails, as signally as I shall fail, to convey any adequate idea of the 

fairy charms of the Land of Chrysanthemums. . . . Shall one then paint a dragonfly with a 

whitewash brush? . . . (『7 段階』41) 

 

ビズランド自身も、日本描写がうまくいかないであろうと考えているのに、

さわやかになって元気が出るのは、何故であろうか。それは、今後、日本を描

く仕事には、成功する余地のあることを意味する。上述の、ビズランドがハー
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ンに「日本に行って」、「日本について書」くことを望んだのは、まだ誰も成し

遂げていない表現を、ビズランドがハーンなら出来ると期待したと考えられる。 

ビズランドが世界一周の旅の後、ハーンと会っているかどうかを検証した研

究は、管見のかぎり出会っていない。しかし、ハーンは横浜のグランド・ホテ

ル滞在のミッチェル・マクドナルド（Mitchel McDonald 1853-1923）宛のビズラ

ンドの紹介状を持っていて、早々に訪ねている（『事典』592）。このことと、ビ

ズランドの期待の言葉を考え合わせると、紹介状はハーンへの郵送ではなく、

二人は会っていると考える方が自然だと思われる。ビズランドは、自分が日本

を体験したからこそ、日本の描写をハーンに託すことを、直接伝えたと考えら

れる。だからこそ題名には、「一瞥」と「多瞥」の呼応が必然であったと考える。 

 

3. 3．『7 段階』と『日本瞥見記』に見る「トンボ」の符合 

さらに、その後、もう一つの発展するテーマを呼び起こしたと考えられるビ

ズランドの言葉が、「トンボ」（“dragonfly”）である。 

このビズランドの「日本を十全に表現できないならせめてトンボでも描きま

しょうか」という書き方は（『7 段階』41）、ビズランドが「トンボ」が昆虫と

「日本」の両方を意味したことを既に知っていたことを十分に推測させる。 

第 1 部第 8 章で前述したように、ハーンは来日前から、チェンバレンの『英

訳古事記』（1882）を読んでいた形跡がある。 

また、遠田勝は、1889 年 11 月と推定されるパットン宛てのハーンの手紙に

「チェンバレン氏の『古事記』は特に面白いもの」であったと書いていること

を指摘し、1884 年末から始まったニューオーリーンズ万博（The World’s 

Industrial and Cotton Centennial Exposition, New Orleans）で、ハーンが既に『英訳

古事記』を読んでいた可能性を指摘している(『事典』232)。1885 年に既に、

ハーンの当時のハーパーズ・ウィークリィー（Harper’s Weekly）の記事に以下

のようにハイフン付き（dragon-fly）が使われていることから、遠田の推測が正

しい可能性は高いと思われる（Occidental 2: 209 1885.1.31.）。ハーンがチェンバ

レンの『古事記』を知っていたことが、ビズランドが日本を離れる時に「『トン

ボ』でも描きましょうか」と表現した背後に共通の認識として存在した可能性

が考えられる。 

ニューオーリーンズ万博は、1884 年 12 月 16 日から、1885 年 6 月 1 日に開催

された。ビズランドがニューヨークに移住したのは、その後と考えられるため、
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ハーンとビズランドには共通した日本に対する知識があったと思われる。ハー

ンは以下のように 1885 年当時の記事を書いている。（第 1 部第 8 章と引用が重

なる。） 

   

  地図の一つは西日本を表し、もう一つは日本全体を表している。これは、神武天

皇が、形がトンボに似ていることから昆虫名をつけたことに由来している。（One 

map represents the western province of Japan, the other the whole of Nippon, that island 

which Emperor Zin-mu Ten ô thought to resemble the form of Dragon-fly, and to which 

he gave the name of the insect. Occidental Gleanings 2: 209） 

 

チェンバレンの『英訳古事記』の日本が「トンボ」に喩えられている箇所で

は以下のような説明がある。“Akitsu
ア キ ツ

-
－

shima
シ マ

” や “Akizu
ア キ ズ

-
－

shima
シ マ

” は、両者ともに、

日本の古語では、「日本列島」（“the Island of the Dragon-Fly”2、27、195）と「ト

ンボ」を示すとする。従って、「萬機豊秋津氏姫尊」（132）

（ “Myriad-Looms-Luxuriant-Dragon-fly-Island-Princes”）が存在するとした（129）。

チェンバレンは注において、その起源と意味、用法は、「神武天皇」に遡るとし

ている（27）。チェンバレンの「日本」を示す「トンボ」への英訳の工夫は、昆

虫との混同を避けて、ハイフン付き“Dragon-fly”と表記したことである。 

ハーンは 1890年 4月 4日の日本に到着後すぐにチェンバレンに手紙を書くほ

どチェンバレンに傾倒し頼っており、手紙の量は膨大であった（『ハーンの日本

の手紙』「序」xvii）1865 年ころまでは頻繁に手紙を書き、日本についての知識

を吸収していることは、第 1 部第 9 章で述べた通りである。また、 初の作品

『日本瞥見記』を、マクドナルドとともに、チェンバレンに捧 呈
デディケート

しているだ

けでなく作品中に何度もチェンバレンの名前に“Professor”（教授）付きで言及

している（本文 1、20、432、498、576、注 44、45、172、186、193、204、296、

348）。 

J. J. ライン（Johannes Justus Rein 1835-1918）も、『日本―ロシア政府沿岸に

おける旅行と調査』（Japan: travels and researches undertaken at the cost of the 

Russian Government 1884）111 においてやはり、“dragon-flies”(Tombô)、“A kind 

of dragon-fly larva, called Magotaro-mushi (Magotaro’s insect)”という表現をしてい

る（203 イタリック中井）。この本は、ヘルン文庫にあるため（Catalogue 58）、

ハーンは日本の事情について参照したものと思われる。そのため、ハーンのハ



152 

 

 

イフン付き表現は、チェンバレンだけを意識したものとは判断出来ないと思わ

れる。ラインの表記は、特に生物の名前について、漢字の表意性をローマ字表

記に生かして、漢字の意味のまとまりの切れ目でハイフンを使用している。例

えば、“Mantis”（Kama-kiri-mushi）(203)、“Taka-ashi”（long legs）、“Ibara-gani”

（thorn crab）、“Yado-kari”（house hirer）、“Umi-yebi”（sea crab）、“Ise-yebi”（crab 

from the province of Ise）（205）である。これらのラインの表記は、発音の切れ

目のハイフンに日本語の漢字の意味を込めようとした意図を見る。 

ハーンは、1891 年 6 月の チェンバレンへの手紙で、ラインに言及して、「日

本研究においてチェンバレンの『日本事物誌』によって、ラインからよりも多

くの知識を得ることが出来た。」と述べている（Japanese Letters 36）。ハーンは、

チェンバレンとライン両者から、ハイフンによって出来る限り英語の表音文字

に、漢字の表意性の持つ含みを持たせることを学んだ可能性がある。 

日本研究者アストン（William George Aston 1841-1911）も、『日本紀』（Nihongi: 

Chronicles of Japan from from the earliest times to AD 697）においてハイフン付き

の“dragon-fly”を使用している（vol.1 4、vol. 2 1）。このことから、ハイフン

付き“dragon-fly”が日本を表すことについて、日本研究者たちの共通認識があ

ったことが察せられる。 

私はハイフン付きに表記において、「ヘルン文庫」に存在する興味ある書籍

としてルイス・キャロル（1832-1898）著『アリスの不思議の国の冒険』（Alice’s 

Adventures in Wonderland, and Through the looking-Glass）を挙げたい（Catalogue 

4）。ハーンは、初版が 1872 年であるこの本の 1894 年版を所蔵している。「ト

ンボ」にハーンがハイフンを使用するのは、上記のように 1885 年であることか

ら、ハーンの 初の表記への、この童話の直接の影響は考えられない。しかし、

ハーンがビズランドの勧めで童話の出版を考えていることや、後述するアンデ

ルセンへの傾倒から、アメリカ時代にキャロルを読んでいたことを推測するこ

とは可能である。 

ハーンの童話に対する興味が見られるのは、1903 年のビズランドへの手紙で

ある。ハーンは、体調が戻りつつあることと、講義用の本の執筆について書い

た後、ビズランドから童話作家として生きてはどうかという提案について、自

分の考えを示そうとしている。 
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  私は強健を取り戻しつつあります。すぐに元通りに近くなれたらと願っています。

（中略）講義をするためにもう少し日本に滞在した方が良さそうです。（中略）

講義は祖先崇拝の観点から説明した本の形をとるでしょう。（中略）あなたがご

提案下さった「児童文学」についてお話があります。「児童文学」は可能だと思

っています。（1）セオドール・ギターからの校訂した翻訳、（2）『中国怪談』、

（3）以前タイムズ・デモクラットに投稿した東洋についての評論と小品、（4）

詩も入れて南方にまつわるあれこれの小品や、2・3 の空想です。このために、フ

ランス語のテキストが必要でしょう。私は準備できますし、あなたは喜んで下さ

ると思います。（I am getting quite strong, and hope soon to be strong, or nearly as strong 

before. […] For the sake of lectures, it is better that I should wait a little longer in Japan. 

[…] They will form a book, explaining Japan from the standpoint of ancestor-worship. 

[…] I have also something to say about your proposed “Juvenilia.” I think it is possible:

－To include in one title of “Juvenilia”－(1) the translations from from Theophile 

Gautier, revised; (2) “Some Chinese Ghost;” (3) miscellaneous essays and sketchs upon 

Oriental subjects, formerly contributed to the T.-D.; (4) miscellaneous sketches on 

Southern subjects, two or three, and fantasies－with a few verses thrown in. For this I 

should need to have the French texts to revise, etc. Perhaps I shall be able to make the 

arrangement, and so please you.（Bisland 2: 499-500） 

 

この手紙の前に編集されている、やはり 1903 年の手紙には、ハーンが、ビズラ

ンドからキップリング（Rudyard Kipling 1865-1936）を教えてもらったことに対

しての感謝が書かれている。キップリングの作品は詩だけでなく、童話もあっ

た。 

   

  私が文学的喜びを与えることが出来続けたとあなたは言って倦みませんでした。

ニューヨークの夕方のおしゃべりあなたは私にどれだけのことを教えて下さった

ことか。ルドヤード・キップリングの天分を 初に私に紹介してくれたのはあな

たです。それ以来、私は彼の熱心な信奉者です。（You are never tired of telling me 

that I have been able to give you some literary pleasure. How many things did you not 

teach me during those evening chats in New York? It was you that first introduced me to 

the genius of Rudyad Kipling; and I have ever since remaind a fervent worshipper.）

（Bisland 2: 499） 
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ハーンは、既に 1892 年にヘンドリックに（Bisland 2: 83）、4年後 1896 年に

同じくヘンドリックに（Bisland 2: 301、319）、また、1898 年にマクドナルド

に、キップリングについて書いているので（Bisland 2: 377）、ビズランドがハ

ーンにキップリングを教えたのは、ハーンの来日の 1890 年以前のことと考えら

れる。「ヘルン文庫」に 17 冊あるキップリングの本は、出版年不明な 2 冊を除

いて、出版が 1891 年から 1903 年である。上記のようにハーンが、『英訳古事

記』のように、話題にした本を後から買いそろえたことがある経緯の存在から、

アメリカ時代に、ハーンとビズランドが童話について話合ったと推測してもお

かしくはない。特にアンデルセンには、特別な思いが両者にあったことは、第

2 部第 14 章第 2 節で述べる。 

「ヘルン文庫」所蔵『アリスの不思議の国の冒険』（「アリスの不思議の国

の冒険」「鏡の国のアリス」併載）において、ルイス・キャロルは、“Fly”に

様々な動物をつけて、言葉遊びをしている（152-54）。例えば、“Horse-fly”

（152）、“Rocking-horse-fly”（図 27 153）、“Dragon-fly”（153）、“Snap-dragon-fly”

（図 28 153、154）である。特に、“Bread-and-butter-fly”によって“butterfly”

の別な成り立ちを提案して、諧謔を効かせている（図 29 154）。  
 
      （図 27）                （図 28）                （図 29） 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
“Rocking-horese-fly”        “Snap-dragon-fly”      “Bread-and-butter-fly” 

 

これらは、日本に来てからの 初の出版『日本瞥見記』が 1894 年でハーンの

所蔵する『アリスの不思議の国の冒険』と同年の出版であるため、直接の影響

の指摘はできない。 

しかし、『アリスの不思議の国の冒険』の初版が 1865 年（1866 年と印刷）、

『鏡の国のアリス』の初版が 1871 年（1872 年と印刷）であるため、アメリカ

時代に読んでいた可能性はある（Carroll Note on the Text xxvi）。ビズランドの

読書のついても、グッドマンが Eighty Days で、裕福な南部の家の書庫で、小さ

いときからの読書をしていたことを指摘している。聖書、シェイクスピア、セ
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ルバンテス、ゾラ、英国詩人全集、ポープ、キーツ、ウォルター・スコット、

トーマス・グレイが例示されている（46 -47）。グッドマンによると、1882 年

にタイムズ・デモクラットに採用されたビズランドは、女性向け記事を担当し、

毎週金曜日の午後 3 時から 6 時の文学サロンを開き、ハーンはすぐに常連とな

っている。ビズランドにとって「ハーン以上の文学的会話を持てる人物はいな

かった」としている（52-54）。ここで、キャロルの『鏡の国のアリス』のハイ

フンの使用例が二人の話題となったた可能性の推測は可能である。 

ビズランドは、『7 段階』の日本での記述で、神社・仏閣について、彫刻の

装飾に鳥・ハス・菊とともに「竜」（“dragons”）に言及し（39）、セイロン

では土の色が明るい赤であることを、「まるで竜の血を吸い込んだようだ」（“as 

if soaked with dragon’s blood”）と形容した（71）。 

ハーンは第 1 作の『日本瞥見記』で「竜」（“dragons”）への沢山の言及を

している（『日本瞥見記』12x2、14、21、31x3、39、65x2、459x2、460x2、486x2） 。

この内の 459-60 ページは、第 19 章「英語教師の日記から」の「1891 年 4 月 4

日」の項で、英作文の題に「竜」（“THE DRAGON”）を入れている。次の題

は「蚊」（“MOSQUITOES”）である。これらは、単に日本の風物を手当たり

次第に選んだというより、ビズランドに呼び覚まされた興味を思わせ、また、

それのことを密かに伝えようとするハーンの意図を伺わせる。 

さらに、この『鏡の国のアリス』の上記の図の場面には、大きな「蚊」（“a 

very large Gnat”イタリック－キャロル、152-55）が登場し、名前についてのジ

ョークを含んだ会話が展開されている。 

ハーンはもともと「蚊」を“mosquito”と表現していた。ティンカー著『ハ

ーンのアメリカ時代』によると、ハーンには、アイテム時代の記事に、「蚊」

を“mosquitoes”と表現して自作の版画付きのコラムを載せた記事がある（286）。

このコラムで、ハーンは蚊が夏のもたらす倦怠を防いでくれるとユーモアを交

えて書いている。（図 30・31 参照）上記の英作文に選んだ題もその延長であろ

う。 （図 30）                    （図 31） 

 
 

                              （図拡大） 
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ビズランドの編集した『書簡集』「序」の引用中、ハーンの伝記としては、

イラストも含めた 9 ページにわたる長い手紙の引用にも以下のように「蚊」に

言及した部分がある。これは、1884 年に滞在した、グランド島からの、タイム

ズ・デモクラットの編集長ペイジ・ベイカーへの手紙である。 

 

「ここには南京虫の類はいません。その上、蚊はちっとも迷惑ではないのです。

奴らは少しだけブンブン言いますが血に飢えた様子はほとんど見せません。」

（There are no specimens here of the crimex lectularius; and the mosquitoes are not at all 

annoying. They buzz a little, but seldom give evidence of hunger.）（Bisland 1: 89 イタ

リック－ハーン） 

 

このベイカーへの手紙でのハーンのグランド島の蚊が迷惑でないという感想

は、一緒に行っていたビズランドも共有していたことは大いに考えられる。（ア

トランティック・マンスリー「出雲への旅日記」での美保関112 でのハーンの

記述が、グランド島を潜ませていることに関して、この手紙と関わることを、

第 2 部第 4 章第 5 節で、再度取り上げる。） 

ところが、ビズランドとの別れの手紙ではぎりぎりの 後に「ページの間に

私の魂の蚊をお捜しになるでしょう」（“but you look for the ‘gnat of soul’ that 

belongs to me between the leaves.”）と、「蚊」の表現が、“mosquito”から“gnat”

に変化している（Bisland 1: 475）。ハーンの後の作品、『東の国から』「ある

夏の日の夢」でも「蚊」“gnat”が登場して、重要な働きをでしていることは、

第 2 部第 6 章と第 8 章において後述する。また、1903 年 8 月のビズランドへの

手紙に「蚊をワシと比べるようなものだ」（“that is compare a gnat to an eagle”）

とゾラとの比較を自嘲気味に書いており（Bisland 2: 503）、“gnat”は、符牒

としての「暗号」となっている。 

以上にような考察の上に立って、私は、ハーンは意味を持って「トンボ」に

ハイフンを付けた“dragon-fly”を意識的に表記したと考える。 

以下に、ハーンによるハイフン付き“Dragon-fly”の使用例を列挙する。 

 

『日本瞥見記』（1894）第 1 巻「杵築、7 月 25 日」 
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●Tombo, “The Dragon-Fly” (261) 

           ● …and imitating exactly―to the eye at least―the hovering motion of a           

dragon-fly”, and “as the tombo darts hither and thither, even the tints appear to be 

those of a real dragon-fly; and even the sound of the flitting toy imitates the 

dragon-fly’s hum (262). 

 『日本瞥見記』（1894）第 2 巻「日本の庭で」 

● Several lovely species of dragon-flies (tombo) hover about the pondlet on hot 

bright days. One variety－the most beautiful creature of the kind I ever saw, 

gleaning with metallic colours indescribable, and spectally slender－is called 

Tenshi-tombo, ‘the Emperor’s dragon-fly.’ There is another, the largest of 

Japanese dragon-flies, but somewhat rare, which is much sought after by children 

as a plaything. （中略）; and the name of the male dragon-fly, unjo, and that of 

the female, mito are derived from two words of the corrupted version (371-72). 

  『東の国から』（1895） 

● “Perhaps you like the dragon-flies,” I suggested. “They are flashing all 

around us; but they make no sound.” “Every Japanese likes dragon-flies,” said 

Kumashiro. “Japan, you know, is called Akutsusu (sic), which means the 

Country of the Dragon-fly.” We talked about different kinds of dragon-flies; 

and they told me of one I had never seen, － the Shōro-tombo, or “Ghost 

Dragon-fly,” said to have some strange relation to the dead. Also they spoke of 

the Yamma－a very large king of dragon-fly, and related that in certain old 

songs the samurai were called Yamma, because the long hair of a young 

warrior used to be tied up into a knot in the shape of a dragon-fly. （「九州の

学生と共に」64-65） 

● I watch the flashing of the dragon-flies, the infinite network of rice-field 

paths spreading out of sight on either hand,（「博多にて」72）  

● Though it be only a spider in a wind-shaken web, a dragon-fly riding a 

sunbeam,（「永遠に女性的なもの」118） 

● and I found, perched before my gate, an enormous dragon-fly more than 

three feet long（「生と死の断片」129） 

    『仏の畑の落ち穂』（1897）（①②については後述する。） 

● to thrill in the heart of a flower, to ride on the neck of a dragon-fly (5). 
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① such as a glimpse of hazy autumn rice-fields, with dragonflies darting over 

the drooping grain (46).  

② as, for example, when a ray of light happens to fall upon the joint of a 

cricket’s leg, or to reverberate from the mail of a dragonfly in a 

double-colored metallic flash (108). （「トンボ」が二重の意味に使われ

ることを示唆している。） 

        『日本雑記』（1901）（ビズランドに捧呈） 

   ● One of the old names of Japan is Akitsu-shima, meaning “The Island of 

the Dragon-Fly,” and written with the character representing a dragon-fly, 

―which insect, now called tombō, was anciently called akitsu (81). （イタ

リックはハーンによる。チェンバレンの説明を踏襲している。この後、

ラインが「脈翅目の愛好家達の黄金の国」と呼んだことに言及してい

る（82）。続いて 1 頁にわたって「焼津」での「鉄漿
おはぐろ

蜻蛉
とんぼ

」“Kuro-tombō

（black-dragon-fly）”の美しさを説明する（82-83）。この点は一雄の『父

小泉八雲を憶ふ』がよく「散歩して鉄漿
おはぐろ

蜻蛉
とんぼ

が群れ飛ぶ小川のほとり

を歩いた」と記憶する記述と一致する（333）。113 

   ●“Folklore Gleanings I. Dragon-Flies (illustrated).” (81-121) （多数のト

ンボの絵や都々逸が 30 ページにわたって集められる。） 

     『骨董』「餓鬼」（“Gaki”）（1902） 

● making me feel that flashing dragon-flies, and the long gray sand-crickets 

（182） 

● the thought of the darting, shimmering dragon-flies (182). 

         ● dragon-flies and grasshoppers are the horse of the dead. (185). 

         ● chance of viewing the world through the marvelous compound eyes of a 

beetle, an ephemera, or a dragon-fly. (197) 

       ● Nor should I fear to enter upon the much less ethereal condition of a 

dragon-fly. I should then have to bear carnivorous hunger, and to hunt a great 

deal; but even dragon-flies, after the fierce joy of the chance, can indulge 

themselves in solitary meditation. (197). 

       ③ I am destined will not be worse than that of a cicada or of a dragon-fly; 

(199).  
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 上記の列示の 終例③は、ハーンの死の 4 年後の 1910 年に、ビズランドの編

集した『ラフカディオ・ハーンの日本の手紙』（The Japanese Letters of Lafcadio 

Hearn、以下『日本の手紙』）「序」において、ビズランドが以下のように、ハ

ーンがいかに推敲に心血を注いだかの例として、「餓鬼」の章の締めくくりの箇

所（『骨董』199）を 17 回書き直したことを取り上げた中で、やはりハイフン付

き dragon-fly を含んだ部分を引用している箇所である（xxx）。この「序」では、

「トンボ」の羽の美を描写するのに 17 回も書き直した例の後、もう一度登場す

る（xlviii）。 

 

    ある友人はハーンへの手紙に『骨董』の結論部分の段落の「トンボ」によって呼

び覚まされた特別な喜びを伝えている。「私が運命づけられていることが蝉やトン

ボ以下とならないよう願わせて下さい。杉の木を登って、太陽に小さなシンバル

を潰されたり、蓮池の神聖な沈黙を、アメジスト色や金色の音のしない反射でつ

きまとったりされたり。」（A friend wrote to him [Hearn] to express the peculiar 

pleasure awakened by the concluding paragraph of the paper on dragon-flies in the 

volume called “Kottō.” . . . “Then let me hope that the state to which I am destined will 

not be worse than that a cicada or of a dragon-fly③: ―climbing the cryptomerias to clash 

my tiny cymbals in the sun, or haunting the holy silence of lotus pools with a soundless 

flicker of amethyst and gold.”114）（『日本の手紙』 xxx、傍線と③中井）。 

 

  上記の例③はハーンがハイフン付き「トンボ」に意味を込めて発信していた

ことをビズランドが気づいていたことを、ハーン没後にビズランドの編集した

2 種類の書簡集（『書簡集』2 巻、『日本の手紙』）に反映したと思われる。この

両者の「序」にそれぞれ引用としてハーンの書いたハイフン付き「トンボ」が

引用されているのである。ここに、ハーンとビズランド両者の共通理解が現れ

を見て取ることができると考えられる。 

この、ビズランドの『書簡集』「序」に、『骨董』を引用した箇所について、

もう一つ注目される点がある。それは、ハーンの原文では、点線部が 後にあ

った（199）のを、“the”を“some”に変えて、傍線部を文中に組み込んでいる

ことである（『日本の手紙』 xxx）。この点については、ビズランドが締めくくり

に「アメジスト」を置きたかった可能性が指摘できる。「アメジスト」について

は、第 2 部第 6 章第 2 節において詳述する。 
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上記の例の列挙の中では、ハイフンなしの二例の“dragonfly”（①、②）が例

外的であることの説明に移りたい。これは『仏の畑の落ち穂』における 2 例で

ある。この 2 例には、ハーンが以下に示すように、「トンボ」そのものではなく、

日本の絵画の技法について、ビズランドの考えへの批評を示したかった意図が

考えられる。 

説明に先だって、ビズランドが『7 段階』において、車窓からの景色を見て、

日本絵画は、「見た通り」を捉えたと啓示を受けたことを書いていたことを示し

たい。①、②の例はそれに対するハーン自身の見解を示して反論していると考

えられるからである。先に、ビズランドが横浜から東京に行く車窓から以下の

ような「啓示」を受けたと述べた部分を引用する。（第 2 部第 10 章第 4 節の引

用と一部重なる。） 

   

    素晴らしい小さな絵画が車窓を通りすぎて、驚愕とともに、西欧が日本の絵画の

伝統についてどれほど馬鹿げた表現をしてきたかの突然の啓示をもたらしてくれ

た。真実は、画家が自分のみの回りで見た自然に対して忠実だったということだ。

日本の画家の描いた世界は、画家自身の国に存在する世界であった。さらに、自

然には画家がとらえ完璧で微妙な真実性で表現した朗らかな滑稽さがあった。そ

れは、繊細な幻想や、もろく壊れやすい妖精に似ていて、今のところ、外国の画

家が日本の事物の形式を描こうと骨折っている彼の回りの魂が絵筆から逃げてい

るのだ。（Delicious little picture run past our car windows, astonishing us with the sudden 

revelation of what nonsense the Occident has talked about the conventionality of Japanese 

art, when, in truth, it is the most exquisite fidelity to the nature the artist has seen about 

him. The world the Japanese artist has painted has been the world just as it exists in his 

own country, and, moreover, he has in his art cought and expressed with perfect and 

subtle veracity, its atmosphere of gay qrotesquerie－of delicate fantasticality―its crisp 

and fragile fairy likeness―the soul of things about him that has so far escaped the brush 

of every foreign artist endeavoring to portay the outward forms of things Japanese. . . .

（36-37） 

 

上記のビズランドの主張は、「日本の画家は見た通りをありのまま描いた」とい

うものである。 
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それに対してハーンはまず、例①（『仏の畑の落穂』「京都旅行記」）で、売ら

れている日本の絵画について、この場所についての研究があると述べる場面に

登場する。ハーンがここで「一瞥」（“glimpse”）を使ったことは偶然ではない

であろう。 

 

  ①この場所についての明らかな研究がある。垂れた稲穂の上を飛び交うトンボの

いる霞んだ秋のたんぼへの一瞥のような、（There were studies of nature evidently 

made on the spot: such as a glimpse of hazy autumn rice-field, with dragonflies darting 

over the drooping grains; （46） 

 

これに続いて、ハーンは日本の書道の優秀さと、それを可能にするのは、「神道

の祖先崇拝と仏教の前世の概念を証拠立てる、見たり触ったり出来る心理学

的・生理学的驚異」（48-49）であると結論づける。この例②は、『仏の畑の落穂』

第 5 章「日本絵画における顔について」（“About Faces in Japanese Art”）の中に

ある（97-123）。（引用は第 2 部第 10 章第 4 節と一部重なる。） 

 

②瞬時の型の識別が、細部が分かることで助けられると判断されたとき以外は、

細かな部分は殆ど表現されることはない。例えば、光線がコオロギの関節の上を

照らしたり、トンボの鎖帷子
くさりかたびら

（郵便）の上に、二色の金属性の輝きとなって反射

したりするときのように。（A very minute detail is rarely brought out except when the 

instant recognition of the type is aided by the recognitionof the detail; as, for example, 

when a ray of light happens to fall upon the joint of a cricket’s leg, or to reverberate from 

the mail of a dragonfly in a double-colored metal flash.）（下線中井、108） 

 

この箇所は、ビズランドが『7 段階』で示した日本絵画が、「実際に見えた通り

に描かれていた」と書いたこと（『7 段階』36-37）に対する反論をなしている

箇所である。ハーンの主張はこれに続いてアルフレッド・ラッセル・ウォレス

（Alfred Russel Wallance 1823-1913）115 を引用して、日本の画家は、細部を省

いて「象徴」的に描くとする。（ 初の引用が、第 2 部第 10 章第 4 節の引用と

重複する。） 
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     日本の絵描きは、例えば昆虫を描くとき、ヨーロッパの画家がやれないことをや

る。それに命を与える。彼は虫の動きを一目でそれと分かる明確な型として、

独特の動き、特徴、すべてを表すのだ。これは、全部で二、三回の筆使いでで

きるのだ。（The Japanese artist depicts an insect, for example, as no European artist can 

do: he makes it live; he shows its peculiar motion, its character, everything by which it 

is at once distinguished as a type,－and all this with a few brush-strokes. ）(107)  

 

    アルフレッド・ラッセル・ウォレスは日本の植物画集について、今まで見たうち

で「 高傑作だ」と話した。「すべての茎、枝、葉が『筆の単純な線で描かれる』。」

（中略）（イタリック－ハーン）作品は単純極まりなく『筆の単純な線で描かれる』

にもかかわらず、存命中の 高の自然主義者たちうちの一人の意見では「 高に

科学的」だというのだ。（Alfred Russel Wallance speaks of a collection of Japanese 

sketches of plants as “the most masterly things” that he ever saw. “Every stem, twig, and 

leaf,” he declares, “is produced by single touches of the brush;” […] (The italics are my 

own.) Observe that while the work is simplicity itself, “produced by single touches of the 

brush,” it is nevertheless, in the opinion of one of the greatest living naturalist, “most 

scientific.” ）（108-09） 

 

ハーンによる一度目はイタリック体で、二度目はイタリック体なしでの同じ表

現、“single touch of the brush”には、ビズランド『7 段階』における“Shall one then 

paint a dragonfly with a whitewash brush”（41）を想起させてもおかしくない関連

性と気迫が込められていると考えられる。 

上述でのハーンのハイフンなしの“dragonfly”の 2 例は、抽象論という意味

が込められていると考える。さらに、この「日本絵画における顔について」と

いう章の題名からして、二重の意味の存在を匂わせている。というのは、英語

で“about faces”には、「観点や態度を変化させる」という意味があるからであ

る。116 この章は、前述のビズランドの『7 段階』の場合と同様に、「日本絵画」

について、線を象徴的に使ったり、ギリシャ芸術との比較を述べたりする。例

示した箇所は、絵の中のシーンで、「光が、二色の金属的な輝きをする中にトン

ボの鎧からの反射に落ちる」ことを述べるが、言葉の使い方不自然で、「二色の

色」に掛詞的な二重の意味が背後にあることを感じさせる。つまり、「トンボの
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鎧」と「トンボの郵便」である。117 この箇所の“mail”“double-colored”に関

わる掛詞については第 2 部第 10 章第 4 節で詳述する。 

第 1 部第 11 章第 4 節でも述べたように、『書簡集』「序」の結論部において、

ハーンの遺作の『天の河縁起』（A Romance of the Milky Way.）に収録されたとす

る「幻想」（“Illusion”）を引用する。それは、約 1 ページからなる、黒トンボを

捕まえた少年を、ハーンにも一雄にも解釈できるような意味深いものである。 

この少年は、二つの人種の混血で、一雄と解釈できるが、背後にハーン自身

が重ねられた「幻想」がある。少年が傷つけないようにと注意深く持っている

のは、「黒トンボ」で「人好きのする小さな姿が野や海のあの夏の沈黙の間の光

を飛び越えて躍動」するのを「私」が見ている。時代が日本の大昔であるため、

この少年は決して自分に近づくことはない。混血の少年のもろさに、自身も混

血であったハーンがこの少年に継承されていて、心が指すような苦しみに襲わ

れることが示唆されている。また「あの夏の野や海の沈黙の間」にハーンのニ

ューオーリーンズの思い出が匂わされている（Bisland 1: 159-60）。 

『書簡集』「序」は、日本では訳出されていない。重要だと考えられてこなか

ったからだと思われる。または、ビズランドによるハーンの伝記に対して、何

らかの公表を慮る思慮が、遺族や弟子たちに働いた可能性も考えられる。 

しかし、ビズランドが「序」をハーンの捉えた「トンボ」にまつわる原風景

で締めくくったことには、重要な意味が潜んでいると考える。以下に「幻想」

を訳出する。 

   

  一人の少年が私をめがけて下駄を履いて走ってくる。走るたびに長い袖の脇を海

風がそよぎ、細い脚のひざを顕わにする。（中略）手には何か見せたいものを持っ

ている。一匹の黒トンボだ。もがいて傷がつかないように羽を注意深く持ってい

る。…人好きのする小さな姿が野や海のあの夏の沈黙の間の光を飛び越えて躍動

するのを、何と突然の言いようのない苦しみとともに私は見てしまったのだろう。

…二つの民族の混じり合った魅力を持った繊細な少年を。そして、この天の河の

ミルク色の輝きのもとでは、何とすべてが柔らかく活き活きしていることだろう、

（a boy is running towards me, ―running in sandals of wood, [・・・]―and he has in his 

hands something to show me: a black dragonfly, which he is holding carefully by the 

wings, lest it should hurt itself struggling. . . . With what sudden incommunicable pang do 

I watch the gracious little figure leaping the light,―between those summer silences of 
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field and sea! . . . A delicate boy, with the blended charm of two races. . . .And how softly 

vivid all things under this milky radiance, ）（Bisland 1: 160)  

 

管見のかぎり、「幻想」は、ビズランドがそう書いたように、『天の河縁起』に

は収録されていない。また、ハーンの他の著作集からも発見できないでいる。 

『書簡集』「序」には他にも、典拠の不明な小品が、三作品存在する。「私の

守護神」（“My Guardian Angel”16-25）、「偶像崇拝」（“Idolatry”25-32）、「星」

（“Stars”37-39）である。これらはいずれも、「序」の冒頭の「少年時代」（“Boyhood”）

に属し、ハーンがアメリカに移住する前のアイルランドやロンドン時代の内面

生活を物語るのに使われている。118 

これらのビズランドが「断片」と称する小品は、ハーンの内面を非常によく

表わしている。ビズランドは一体、これらの小品をどこで入手したのであろう

か。管見のかぎり、この疑問を発した研究は存在しない。少なくともビズラン

ドには、入手経路を伏せたかった理由があったと思われる。この作品ではハイ

フン付き dragonfly になっていない。「暗号」的表現が使用されていないことか

ら推測すると、ハーンから直接もらった小品だった可能性があると思われる。 

ビズランドは、この小品「幻想」を引用することで、ハーン自身の姿を受け

継ぐ、繊細で優しい混血の一雄に心を痛めていた晩年のハーンを、描きだした

と思われる。ハーンは少年に「トンボ」を持たせて、ビズランドとの時間と空

間を飛び越えさせたと考える。 

 

4．「富士山」描写の変奏―ビズランドからハーンへ 

  前第 3 章では、ビズランド著『7 段階』の「瞥見」（単数）とハーン著『日本

瞥見記』における「瞥見」（複数）の呼応があること、また『7 段階』からはじ

まる「トンボ」が、ハーンの『日本瞥見記』『東の国から』『仏の畑の落ち穂』

『日本雑記』『骨董』に繋がり、さらにビズランドによる『書簡集』『日本の手

紙』の「序」へと繋がっていることを検証した。 

  本第 4 章では、「富士山」描写の変奏について述べる。ハーン著『心』（1896）

の「ある保守主義者」で、横浜港から日本に入国する際の天空に聳える富士山

の偉容の有名な描写が、ビズランドの『7 段階』から始まっていることを紹介

する。この点に注目した先行研究には管見にして、接していない。119 また、『7

段階』のすぐあと、それを受け継ぐかのように、ハーンが『ハーパーズ・マガ
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ジン』（Harper’s Magazine）1890 年 11 月号に「日本への冬の旅」を載せ、『日本

瞥見記』でも「幽霊のような美」の面から継続して「富士山」を描いているこ

とを紹介する。『心』の「ある保守主義者」の日本回帰時の「富士山の描写」は、

こうした経過を考えると、この延長線上にあったと言える。 

このように辿って来ると、『異国情趣と回顧』（1898）の巻頭「富士の山」

（Fuji-no-Yama）での実際の「登山記」は、ハーンがテーマとして選んだ「富

士山」の先に必然的に置かれた作品であることがわかる。 

この章では、ビズランドが「世界一周早廻り」で、 初に描いた「富士山」

が、どのようにハーンに書き継がれ、発展して行ったかを検証する。この「登

山記」の意味をこのように捉えた先行研究は、管見のかぎり存在しない。 

ハーンの富士山の描写について、平川祐弘が『破られた友情』（1987）におい

て、ハーン著『心』（1896）所収の「ある保守主義者」の 終場面で「祖国への

回帰」をして日本に帰る主人公と、「目を高く上げることで」初めて見える富士

山との、結合した精神性の美を指摘している（211-15） 

平川は、ハーンの富士山の描写にはこれに先だって、1890 年10
ママ

月号120 の『ハ

ーパーズ・マガジン』に「日本への冬の旅」があることも、同じ『破られた友

情』で指摘する。平川はこの本で「日本への冬の旅」も、「スケッチ風の描写に

は足跡で記録した人の臨場感が漂っていて、ほとんど日記のように読める。」

（152-53）と高く評価し、ハーンが右目しか見えず、しかもその片眼も極度の

近視であったにも関わらず、望遠鏡によってよく見ていた証拠の叙述へと繋げ

ている。 

ところが『破られた友情』発表 9 年後に出版された『「暗夜行路」を読む』（1996）

で、平川はハーンの「日本への冬の旅」についての批評を変化させている。 

平川は「日本への冬の旅」は、来日以前の「『言葉
ワード・

の
ペイ

画家
ン タ ー

』と呼ばれた印象主

義作家」としての華麗な文体であるとする。それに比べて、来日 6 年目発表の

「ある保守主義者」には、「単純、簡素で、無駄を省いたものへと変化」したハ

ーンの文体を認める。即ち平川は「日本への冬の旅」と「ある保守主義者」の

間には、「非常な懸隔」のあることを主張する（『「暗夜行路」を読む』419-21）。 

  平川によるハーンの「ある保守主義者」研究は、それまで知られていなかっ

た雨森信成の存在を明るみに出す、大きな発展につながった。しかし私は、ハ

ーンによる「日本への冬の旅」の前に、ビズランドの「富士山の描写」がある

ことを考慮に入れ、ハーンの「富士山」を描いた一連の作品の、富士登山まで
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を含めた「富士山描写」を、ひと繋がりの「変奏曲」として検討する。そうす

ると、ハーンが「富士山」とその描写に、ビズランドへの心を重ねていたと解

釈できることを提起する。 

「ある保守主義者」が志賀直哉の『暗夜行路』に影響を与えたという平川の

推測は、状況証拠を示すことで終わっている。しかし、私は『異国情趣と回顧』

（1898）の冒頭「富士の山」に酷似する描写のあることを指摘したい。 

ビズランドが描いた「富士山」は、ハーンの来日後に、様々な変奏を伴って

描きだされ、それが伯耆の「出雲富士・大山」に繋がり、「ある保守主義者」の

精神的描写へと進み、 後に『異国情趣と回顧』冒頭の「富士の山」での登山

まで行き着いた、と私は考える。第 4章では、そのハーンの「富士山」描写が

辿った「変奏曲」を跡づけ、ハーンが「富士山」と「大山」に込めた意味をと

らえ直す。 

 

4. 1. ビズランド『7 段階』における富士山の描写 

  まず、『7 段階』における、1889 年 12 月 8 日のビズランドの日本入港時から

検討する。ビズランドによる富士の描写は、船員には見えているのに、見慣れ

ぬ旅行者の目には識別できない段階から、徐々に天空から偉容を現す様子の描

写が巧みである。朝、船員が水平線を指して「日本だ！」叫ぶところから始ま

る。この点に注目した先行研究には管見にして触れたことがない。見慣れない

者には、空の色と混じって分からない天空に、薔薇色の雲が次第に富士山の形

になってゆく魅力的な様子が以下のように描かれる。     

     

遂にその日がやって来た。朝起きて、船員たちが水平線を指さして「あれが日本

だ」と言うと、言われた人も、「そうだ！そうだ！」と喜んで興奮して叫ぶのだ。

見慣れぬ目には、単調な空と海しか見えないというのに。（中略）水平線の端に沿

ってほのかな灰色の雲が立ちのぼり、巨大な円錐形の積雲で、薔薇色のそびえ立

つ雲が、ゆっくりと、形と姿を形成し、輪郭がはっきりしてきて、ピンクとパー

ルの色合いが深まっていき、灰色の裾の中に優しく溶け込んで、天空の青の中に

スックと聳え立ち、そして現れる。「富士山」、神の山だ。（At last there comes a day 

when one rises in the morning and the sailors, pointing to the horizon, say, “That 

is Japan,” and one cries with cheerful excitement, “Yes! Yes!” though there is 

nothing but the same monotonous sea and sky visible to the unpracticed eye. 
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[・・・] as a delicate gray cloud grown up along the edge of the water and slowly 

a vast cone-like cumulus, a lofty rosy cloud, takes shape and form, gathers 

clearness of outline, deepens its hue of pink and pearl, melts softly into the gray 

beneath, soars sharply into the blue above, and reveals－Fujiyama . . . the divine 

mountain! ）(26) 

 

ビズランドの描写の巧みなところは、横浜に近づく蒸気船から、時間と空間の

動きを意識した、まるで動画をみているような、次第に現前する富士山を描き

得ている点であろう。「見慣れぬ目」には何も見えないところから、すそ野から

灰色の雲が立ちのぼり、それがゆっくりと薔薇色の巨大な円錐形を形成しなが

らピンクとパール色を深くし、裾野が灰色に溶けた上空の青い空にすっくと立

ち上がると、見ている人間には幻の出現のように思われる書き方をしている。   

即ち、ビズランドの描写は、薔薇色の雲が、次第に薔薇色とパール色の富士

山の形に変わっていくという「時間を風景描写に取り入れた点」とすそ野が空

の青色に溶けていて、天空にかかっているように見える「天空に掛かる点」（図

32 参照）の二点が特徴だと言えよう。この二点が特徴となって、様々に変奏曲

のように変化を伴って、ハーンの描写に受け継がれていく。その移り変わりを

次節から辿ることにする。 

（図 32 イメージ「天空に掛かる富士」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2. ハーン「日本への冬の旅」における富士山の描写 

<http://sonechan.sakura.ne.jp/panofuji/wPICT1049b.jpg> より 

（2016 年 8 月 13 日閲覧） 
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上記のビズランドが「世界一周早廻り」の 初の陸地である日本に向かって、

1889 年 12 月 8 日に見た富士を、その 4 ヶ月後、日本に向かったハーンが仰ぎ

見ることになる。 

4 年後のハーンの来日第一作の著書『日本瞥見記』にも、富士は描かれるが、

しかしハーンはその前に、1890 年 11 月号のハーパーズ・マガジンにカナダ、

バンクーバー経由の日本への旅行記「日本への冬の旅」（“A winter Journey to 

Japan”）を掲載した（An American Miscellany 2: 243-65）。前月の 10 月号には、

ビズランドのコズモポリタンへの「世界一周早廻り」の連載が終了している。

発行雑誌は違っているが、ビズランドの連載が完結した翌月にハーンが掲載し

たことには、ハーンの配慮があったことが感じられる。内容にも、ビズランド

の描写を踏まえながらも、ハーンがビズランドの描写を上回ろうとした描写を

心がけた意気込みが感じられる。 

ハーンは、日本上陸前の富士を、「探し続けていたものは、すべての予想を遙

かに上回っていた」（“for which I had been looking,―far exceeding all anticipation”）

と、いっそう「霊的「夢幻的」であったことを驚きとして示した。しかし確か

に、ハーンはある「予想」をしていた。 

 

  そして、素敵な驚きの衝撃とともに私が捜してやまなかったものを見つけたのだ。

すべての予想を遙かに上回っていたのだ。しかし、朝の青色に白く浮き上がって、

余りに霊的、余りに夢幻的だったので、私は 初見た時、それと気づかなかった

のだ。見えるものすべての上に聳える雪の円錐、富士山！遠目には、すそが、背

景と同じ色合いのために、私は気付かなかったのだ。唯一完璧な冠、繊細なフィ

ルムのような空にうかぶように見える「幽霊」。（Then with a delicious shock of 

surprise I see something for which I had been looking,―far exceeding all anticipation―

but so ghostly, so dream white against the morning blue, that I did not observe it at the 

first glance: an exquisite snowy cone towering above all other visible things―Fujimaya! 

Its base, the same tint as the distance, I cannot see―only the perfect crown, seeming to 

hang in the sky like a delicate film,―a phantom. ）（An American Miscellany 2: 262-63） 

 

しかし、日が昇るに輝きではっきりしてきた。 初に素敵な蕾の先に似て、しみ

の無い先端がピンクに染まり、それから全体が金色に輝く白色になった。次に、

頂上からまっすぐに傾いて縞模様が現れた、雨の急流の跡だ。それは全部が太陽
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に包まれていた。濃い青が長い間横たわっていたが、山頂がやっと夜から抜け出

した。しかし、太陽に当たってもその美しさは依然として霊魂のように純粋で、

不思議な繊細さがあるので、私の隻眼
せきがん

（片眼）には、その稜線が白い霜の蒸発で

はなくて、雲の綿毛に見えた。すべてが鮮明なのに、強烈さはない。力づくを感

じさせるものは何もない、すべてが心地よく、不可思議なのに。これはまさに夢

の鮮やかさと穏やかさだ。そして、夢の概念は、町の上に輝く白い姿と、それを

越えた青い火山岩の範囲の上の、すばらしい光線の美しさに強められている。裾

は空と同じ色のために、まだ見えない。だから、蜃気楼のように水平線の上空の

宙に浮いて見える。（But with the rising glow of sunrise it defines: its spotless tip first 

pinking like the point of some wondrous bud: then it becomes all gold-white: and streaks 

appear, sloping straight from the summit,―lines of rain torrents. It is all sun-wrapped―

long before the keen blue ranges it overtops have yet emerged from the night. But even in 

the sun its beauty remains so spiritually pure,―so weirdly delicate,―that its lines alone 

assure the eye it is not made of white frost vapor,―some substance of cloud fleece. [・・・] 

Nothing is intense, though all is clear;―nothing is forceful, though all is pleasing and 

strange: this is the vividness, this is the softness, of dreams! And the idea of dream is 

enhanced by the wonderful spectral loveliness of white shape shining above the town, 

above the blue volcanic ranges beyond it; its base is still invisible by reason of equality of 

color value with the sky―so that it appears suspended above the horizon like a 

mirage. . . . （An American Miscellany 2: 263-64） 

 

ハーンは、ニューオーリーンズ万博において、日本館の展示で、扇や陶器に描

かれた富士山を見ている（Haper’s Weekly Jan. 32, 1885; Occidental Gleanings 2: 

213 -14）ため、この「予測」は、ビズランドの描写を受け継いだとばかりは言

えないであろう。万博の記事では、多数の様々な富士山を描いた「北斎」

（“Hosusaї”）に言及して、「『雪は若い少女の白い歯』の真珠のような美でしか

例えられないし、頂上は無数の光の種類で、色合いを変えるだろう。」と予測し

ている（Occidental Gleanings 2: 213）。 

  しかし、描写にはビズランドの描写を、敷衍したことが現れていると思われ

る。ハーンは、ビズランドが「灰色のすその中に優しく溶け込んで」というと

ころを「すそが、空と同じ色のために」と自分が気づかなかったとして、同じ

理由を示す。また、近づくにつれて、雲から山の形になるという時間の動きを
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伴った色調の変化を描く。時間や位置の推移を取り入れているという点で、「北

斎」の絵からの想像よりも、ビズランドの描写を意識していると言えよう。 

  日本の浮世絵のテーマに描かれた富士山は「葛飾北斎」「歌川広重」等、数多

いが、殆ど内陸から描いた富士山である。北斎の有名な大波の向こうに小さく

描いた富士「Tsunami」は、海からの光景であるが、ビズランドやハーンの描い

た富士とは全く異なった感性で描かれている。日本の浮世絵は、富士が中空に

浮かんでいることを意識していないと考えられる。これは、汽船で横浜から上

陸する立場にいた日本人が数えるほどしかいなかったためではないだろうか。 

ハーンの描いた富士山の大きな特徴は、全体のイメージを「幻影」（“so ghostly”、

“phantom”）、「夢幻」（“dream”）、「蜃気楼」（“mirage”）と、「幽霊」にまつわ

る比喩で示している点にある。自分の未来に横たわる国に「幽霊」のような美

をまとう山をみることは、ハーンにとってどんなに心躍ることであったかが伝

わる文章になっている。また、富士山の円錐が「日本への冬の旅」では、「蕾」

だけに喩えられていたのに対して、『心』「ある保守主義者」では「睡蓮の蕾」

と具体化し、『異国情趣と回顧』「富士の山」では「睡蓮の蕾は花開く」と徐々

に「開花」に向けて描写されるという細やかさをハーンは示している。（二重線

で示す。）この「蕾」についても『心』「ある保守主義者」、『異国情趣と回顧』

「富士の山」へと引き継がれていくことを第 4 章第 8 節でまとめる。 

ハーンは、1902 年の文通再開後のビズランドに、「12 年前に『日本について

あなたの書いた本を読みたい』とおっしゃったことを思い出すことがお出来に

なるでしょう」（Bisland 2: 473）と書いた言葉を、そのビズランドの言葉を、こ

のとき反芻していたであろうことと想像させる。  

しかもこの描写は、既に横浜から見た「富士山」を体験していたビズランド

の描写を乗り越えようという意志さえ感じられるほど、意気込んだ表現である。

ある「予想」という表現に、アメリカで得ていた情報とともに、ビズランドの

表現を吟味できるハーンの期待が伺われる。また、私の「隻眼」（“the eye”）と

さりげなく筆者ハーンの視力が片眼しかないことを伝えて、ビズランドに向き

合っていると考える。 

  「日本への冬の旅」は、『日本瞥見記』に再録されておらず、アルバート・モ

ーデル（Albert Mordell）編集の『アメリカ雑録』（An American Miscellany）第 2

巻の 後に収録されている。そのため、ハーンがビズランドの『7 段階』での

富士山の表現を敷衍したとの認識が、管見のかぎり日本の研究では見られなか
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った。「日本への冬の旅」の中の「富士山」の描写は、平川によってはじめて注

目されたと考えられる。 

この「日本への冬の旅」で、ハーンは 初に、ジュール・ヴェルヌの取った

コースを無視して、 短で35日と6時間で世界一周できる方法を試算している。

ロンドンを出発してリバプールまで列車で行き、リバプールからケベックまで

汽船、ケベックからバンクーバーまで列車、バンクーバーからウラジオストッ

クまで汽船、ウラジオストックからサンクトペテルブルク経由でロンドンまで

列車というコースである。二つの大陸横断鉄道は、さらに 5 日間の短縮を可能

にし、大西洋横断汽船と同じように早い太平洋横断の汽船が建造中という。 

ハーンは世界が狭くなったと結論づけた。ビズランドの旅は、別のコースを

辿ることでいとも簡単に記録が破られることを示唆し、限られた条件での競争

を越えた考え方を示している。これは、4 日負けたビズランドへの励ましとも

取れる記述になっている（An American Miscellany 2: 244-45）。 

 

4. 3.『日本瞥見記』の富士山 

  ハーンの来日後、4年目の第 1 作目、『日本瞥見記』（1894）での「富士山」

の描写は、 初の章、「東洋での私の 初の日」に 3 箇所現れる（①～③）。そ

れらは、ビズランド『7 段階』やハーンの「日本への冬の旅」のように「富士

山」そのものを扱うのではなく、「日本の澄んだ空気」「買いたいもの」や、「眼

前の門や富士山が夢のように忽然と消える」文脈の中で扱われる。 

そのため、以下の、引用①から③のうち、3 番目の箇所のように、『日本瞥見

記』では、「霊的美」に触れはするものの、『7 段階』や「日本への冬の旅」を

繰り返さない表現になっている。このため、ハーンが『日本瞥見記』出版以前

に、既にビズランドの表現をしっかりと踏襲したことが、これまで見逃されて

きたと思われる。『日本瞥見記』での「富士山」に関する描写は、以下の①から

③の引用のように文脈に紛れ込ませて、日本の 初の日を描いている。 

     

    ① 朝の空気には言うに言われぬ魅力がある。日本の春と、雪を頂いた富士山から

吹く風の涼やかさだ。この魅力は、はっきりした風合いというより多分 高に柔

らかい清澄さであろう。驚くべき鋭さを伴って、一番遠くに現れ、青が含まれて

いるらしいことだけが分かるような途方もない大気の透明さだ。（There is some 

charm unutterable in the morning air, cool with the coolness of Japanese spring and 
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wind-waves from the snowy cone of Fuji; a charm perhaps due rather to softest lucidity 

than to any positive tone―an atmospheric limpidity extraordinary, with only a suggestion 

of blue in it, through which the most distant object appear focused with amazing 

sharpness.）（Glimpses 2） 

 

この例は、おそらく、ハーンの日本到着が 4 月 4 日で、「涼しさ」を堪能でき

る季節であったことをまず表明したように思われる。また、季節感だけでは

なく、ハーンは「青」を魂の色と考えていたため（Bisland 1: 3-4）、ハーンに

とっては日本が自分の魂に応えてくれる所であることを示唆しているとも受

けとれる。 

それに対して、以下の 2 例（②、③）は、ビズランドの日本描写に呼応す

る。 

②の例は、ビズランドが『7 段階』において、日本のばからしいほどの物

価の安さに比べて、日本の売り物が美しいことに驚歎し、乗り物に遅れるほ

ど長く店にいたこと（36）を踏まえて書かれていると考えられる。ハーンは

20 行中に、英語の“you”（“your”、“yourself”）を 15 回 繰り返す。一般的な

総称として「人は誰でも」と言う意味を持つことを巧みに利用して、ビズラ

ンドが『7 段階』で買い物に興じたことの記憶も含めて、掛詞的に表現をし

たと考えられる。121 

 

      ② あなたは、店、店主、反物、住民、そして山々に囲まれた街全体や湾、しみ

一つ無い天空にかかる富士の白い魔力、日本全体を買いたくなる。（[…] you want 

the shop and the shopkeeper, and streets of shops with their draperies and their 

inhabitants, the whole city and the bay and mountains begirdling (sic) it, and 

Fujiyama’s white witchery overhanging it in the speckless (sic) sky, all Japan, […]）

（Glimpses 9） 

 

上記の例文は、 後の“you”を含んだ部分である。それまでたたみかけた“you”

から、「富士山」を含んだ 8 行にわたる長い文を、 後に「宇宙で一番愛すべき

4 千万人の人々。」で締めくくっている。ビズランドの記述への応答と、ビズラ

ンドが推薦してくれた国への期待に満ちた表現になっていると思われる。 
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次の③ は、上記に示したビズランドが 初に見た富士山の魅力の描き方の

「雲」の扱い方に賛同を示していると言えよう。 

 

      ③ そして、囲んでいる緑の丘の遙か上に聳える、言いようのないほど美しい幽

霊、それは、雪を被った独立峰、余りに透明感に富み、霊魂のように白いので、

もし太古の昔からの輪郭を知らなかったら、雲と思うだろう。裾は、空と同じ

美しい色合いをしていて見えない。永遠の雪の輪郭の上に夢のような円錐が現

れている。輝く大地と天国の間に頂上の霊が掛かっているようだ。それが、聖

なる無比の富士山だ。富士山の幽霊のような美と、灰色の石細工の上に伸びた

私の影は、この瞬間にすべて消え去るように思われた。（And enormously high 

above the line of them [semicircle of green hills] towers an apparition indescribably 

lovely―one solitary snowy cone, so filmily exquisite, so spiritually white, that but for 

its immemorially familiar outline, one would surely deem it a shape of cloud. Invisible 

its basic remains, being the same delicious tint as the sky: only above the eternal 

snow-line its dreamy cone appears, seeming to hang, the ghost of a peak, between the 

luminous land and the luminous heaven―the sacred and matchless mountain, Fujiyama. 

[ . . . ] It seems to me that [. . .] the ghostly beauty of Fuji, and the shadow of myself 

there stretching upon the grey masonry, must all vanish presently.）（Glimpses 13） 

 

③の例は、さらに、目の前の富士山や自分が消え失せる感覚を、この情景が、

ハーンにとって目新しいものではなく、夢でみたことがあるものであったこと

に帰している。それは、ハーンが忘れていた絵本の記憶であり、それが現実と

なって眼前したとの意味付をしている（13）。ここでハーンが富士山の「幽霊の

ような」美と表現していることについては、次節の「大山」の描写に引き継が

れるので、そこで後述する。 

  このように、富士山の描写だけを取り上げても、ハーンは富士山をテーマと

した自分の記事の内容が重ならないように計画的な記述をしていることが分か

る。『日本瞥見記』に至るまで、既に、ハーンがこのように「富士山」を巡って

ビズランドの文章と呼応する記事を書いていたと考えられる。このことについ

ての先行研究は、管見のかぎり今のところ見出せない。 

 

4. 4.『日本瞥見記』での「大山」描写への継承と配慮 
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  ハーンの『日本瞥見記』での「富士山」の描写は、松江からの「大山」（出雲

富士・伯耆富士）の描写に受け継がれて行ったと思われる。ハーンは 1890 年 8

月末から、1891 年 11 月中旬まで松江に滞在し、それから 1894 年 10 月まで熊

本にいた。『事典』によると、ハーンは、1890 年の夏に出雲大社、1891 年の夏

に出雲大社、日御碕
ひのみさき

、伯耆
ほ う き

方面、加賀
か か

浦
うら

と潜戸
く け ど

の旅に出かけ、1892 年の夏に神

戸、京都、奈良、美保関、隠岐の約二ヶ月にわたる大旅行に出かけている（716-18）。

この 2 年間の作品に「大山」の描写が集中する。 

さらに 1896 年の夏に神戸から東京に移住するに際して、アトランティック・

マンスリーの「出雲への旅日記」（1897 年 5 月号）に「大山」が再登場する。（こ

こでの「昔」に込められた「暗号」が「ある保守主義者」に共通することと、

「大山」の描き方については、節を改め、次の第 5 節において論ずる。） 

ハーンの実際の旅の時期と、『日本瞥見記』の「大山」の登場箇所、及び平川

の引用を比較して先行研究を整理して示すことにする。ハーンが「出雲富士」

と呼ばれる「大山」に言及した章のタイトルに下線を以下に引いて示す。ハー

ンが「大山」に言及したのは 8 例となる。 

『日本瞥見記』に編集されている順に、1890 年から 1892 年の夏の旅を整理

して、表にすると、以下のように必ずしも時間軸に沿って編集されていない事

が分かる。平川祐弘は、『「暗夜行路」を読む』「大山を描いた二人の作家―ハー

ンと志賀直哉との関係」において、志賀直哉の『暗夜行路』の 終場面の「大

山」の描写と、ハーンの「大山」の描写を比較した。122 平川は、ハーンの『日

本瞥見記』の「神々の国の首都」から 1 例（153-54 ④）、「杵築」から 1 例（174 

⑤）、「美保関にて」から 1 例（232 ⑥）、「伯耆から隠岐へ」（564 ⑦）から 1

例の計 4 箇所の引用をしている。平川の引用した箇所（④～⑦）と頁を下線で

示した。（④から⑨について、順に後述で例示する。） 

 

第 1 巻第 7 章「神々の国の首都」（1890 年松江着時）（3 例 Glimpses 153-54④） 

          第 8 章「杵築
き づ き

―日本 古の神社」（1890 年 9 月）（2 例 Glimpses 174⑤、181） 

          第 9 章「子供の魂の洞窟」（1891 年 9 月） 

          第 10 章「美保関
みおのせき

123 にて」（1891 年松江時代、1892 年熊本時代、1896 年神

戸時代に訪問）（1 例 Glimpses 232⑥） 

          第 11 章「杵築のノート」（1891 年 7 月 20 日から 7 月 25 日日付あり） 

          第 12 章「日
ひ の

御
み

碕
さ き

」（1891 年 8 月 10 日日付あり） 
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          第 14 章「八
や

重
え

垣
が き

神社」（1891 年 4 月 5 日）（日付は『事典』88） 

第 2 巻第 21 章「日本海に沿って」（1891 年 7 月 15 日日付あり） 

          第 23 章「伯耆
ほ う き

から隠岐
お き

へ」（1892 年 7 月から 8 月、熊本時代）（2 例 Glimpses 

564⑦、568） 

  第 27 章「さよなら！」（1891 年離松江時、中井による 1 例、Glimpses 692

⑧） 

 

  私は、ハーンが「大山」に言及した例として、平川の挙げた例に加えて、2

例（⑧、⑨）を追加する。『日本瞥見記』の 後にハーンが編集した「さよなら！」

が、夏の旅行ではないが、松江を離れる時に「大山」が登場するため、表に含

めた（⑧）。  

また、ハーンがアトランティック・マンスリーに掲載しながらも、著作に加

えなかった 3 編の内の 1 編（『事典』13）、1897 年 5 月号「出雲への旅日記」124 

にも、「大山」が登場するため、これも追加して次節で⑨として検討する（アト

ランティック・マンスリー1897年 5月号 1例、中井による例示Atlantic 685 ⑨）。 

  本章での検討は、平川の研究のように、志賀直哉とハーンの描写の比較研究

ではなく、ビズランドの描いた富士の描写が、ハーンによって、「出雲富士」と

いう変奏曲として、どのような変遷を伴って描かれたかを、上記の表に登場す

る順番に沿いながら検討していくものである。125 平川が引用しなかった例は、

『古事記』の逸話（181）や、湿度が高くて見えなかった例（568）等大山の描

写が直接されているわけではないため、本章でも割愛する。（上記の表の点線で

示した 181、568 ページ。） 

まず、第 7 章「神々の国の首都」（④）では、松江に到着してすぐの、大橋川

の夜明けや、人柱、しめ縄、日本の家屋、寺町、松江城、海と島の色、提灯の

美等、ハーンの 初に住んだ松江の情趣が描かれ、平川の述べるように「伯耆
ほ う き

の

大山
だいせん

が印象深く描かれて」いる（Glimpses153-54; 平川『「暗夜行路」を読む』 

397-99）。 

描き方は、本章第 1 節で確認した、ビズランドの描写の特徴である、すそが

空の色と同じために中空にかかっているように見えることをハーンが述べ、さ

らにハーン自身が描いた「幽霊のような円錐」を再現していることが分かる。

また、「大山」が「出雲」にあるわけではないのに、松江に引きつけて描かれる。 
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    ④ 水平線にギザギザをつけて緑や青の美しく屹立した山々の向こうをこの立派

な橋から東の方角を眺めると、大空にそびえるすばらしい光景に出会う。すそ野

は長く伸びる霧で霞んでいる。大気から抜きん出て、山が自分で形を形成したよ

うに見える。それは、幽霊の円錐で、すそは、透明な灰色で、万年雪の夢の中で、

頂上は揮発性の白色をしている、雄峰、大山だ。冬に見ると一夜で、すそ野から

山頂まで全山が真っ白になる。こうなるとこの雪をかぶったピラミッドは、よく

詩人が天空に半分開いて逆さに開いた扇に例える、あの霊峰に余りにもよく似る

ので「出雲富士」（出雲地方の富士）と呼ばれる。しかし、「出雲富士」は、本当

は「伯耆」にあって、「出雲」にはない。けれども、伯耆の国ではどこからでも、

ここからのようには、引き立っては見ることができないのだ。「出雲富士」はこの

魅惑的な国の荘厳な眺めの一つだ。ただし、空気が非常に澄んでいる時にしか見

られない。（Looking eastward from the great bridge over those sharply beautiful 

mountains, green and blue, which tooth the horizon, I see a glorious spectre towering to 

the sky. Its base is effaced by far mists: out of the air the thing would seem to have shaped 

itself―a phantom cone, diaphanously grey below, vaporously white above, with a dream 

of perpetual snow―the mighty mountain of Daisen. At the first approach of winter it will 

in one night become all blanched from foot to crest; and then its snowy pyramid so much 

resembles that Sacred Mountain, often compared by poets to a white inverted fan, half 

opened, hanging in the sky, that it is called Izumo-Fuji, “the Fuji of Izumo.” But it is 

really in Hoki, not Izumo, though it cannot be seen from any part of Hoki to such 

advantage as from here. It is the one sublime spectacle of this charming land; but it is 

visible only when the air is very pure.）（Glimpses153-54） 

 

平川の引用は、「『出雲富士』と呼ばれる」ところで終わっている。そのため、

ハーンが実は「出雲富士」は、伯耆の国にあるが、しかし、「出雲」から見る方

が、引き立って見えるという「出雲」びいきであることを述べようとした意図

が見落とされた。 

大山は、松江から東北東、約 45km にある、標高 1,720m の独立峰の火山であ

る。名前に比喩的に「富士」の付くことで、ハーンの興味を惹いたことが見て

取れる。「幽霊の円錐」（“phantom cone”）と言い、「日本への冬の旅」を思わせ

る表現を、ハーンはここで繰り返している。 
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「出雲富士」は、「富士」の付く山と、ハーンのいる「出雲」とを結び付る。

「富士」は、ハーンにとって、ビズランドがすばらしい表現をした、「世界一周

早廻り」の旅の 初に見た霊峰、重要な山として、その後も繰り返されている

と考える。（図 33 参照） 

 

（図 33 大山・出雲富士） 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 次に登場するのは、続く第 8 章「杵築―日本 古の神社」である（⑤）（平川

『暗夜行路』を読む 399-400）。ハーンは松江に 1890 年 9 月 3 日に到着してす

ぐの、9 月 13 日から 15 日に出雲大社（杵築
き づ き

）に参詣している（『事典』716）。

出雲大社参詣は、ハーンが「『古事記』の神話を読んで以来の一番の希望であっ

た」（172-73）。西田千太郎の取り計らいで、外国人としては初めて本殿にはい

ることを、宮司の千家尊紀に許される。 

ハーンはこの章の第 1節で、9月の美しい午後に、「小人の国の小さな蒸気船」

から見た「大山」の遠景を次のように描く。 

 

    ⑤ 背後の南東方面では、松江の街が視界から消えてしまった。しかし、その上に、

誇り高く「大山」がそそり立って現れる。巨大で幽霊のように青く、幽霊のよう

に白い。死火山の火口が万年雪を被って突き出している。弓なりの山の上空は夢

のように空の色が薄く掛かっている。（South-east, behind us, the city has vanished; 

but proudly towering beyond looms Daisen－enormous, ghostly blue and ghostly white, 

lifting the cups of its dead crater into the region of eternal snow. Over all arches a sky of 

colour faint as a dream.）（Glimpses 174） 

 

大山写真（2016 年 8 月 5 日閲覧） 

http://www.houki-town.jp/new2/3/ 
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ハーンによる「大山」の遠景描写は、ハーンが「霊魂の色」と考えた青色（Bisland 

1: 3-4）と、雪の白を「幽霊のような」という統一したイメージでとらえている。 

  次に登場する「大山」は、第 10 章「美保関で」（⑥）で、ハーンは美保関の

人々が鶏の卵を食べない理由を『古事記』の「事代主の神」が時を告げる鶏の

失敗で、朝の帰宅が遅れ、手を魚にかみつかれた故事を興味深く描く（231）。

その第 3 節で「大山」の遠景を描く。 

 

⑥ 右手遠くの方の何マイルもの静かな海の向こうに、伯耆の長く低い海岸が蜃気

楼のようにうっすらと現れている。青い水平線を区切ってどこまでも続く白い縞

模様のような遠い海岸線を見せている。その彼方に、森と、かすんだ霧のかかっ

た線と様々な遠景の上に、頂上に雪の縞模様をいただいた、幽霊のような偉容を

誇る大山が天空に浮かび出ている。（Far away to the right, over blue still leagues of 

sea, appears the long low shore of Hoki, faint as a mirage, with its far beach like an 

endless white streak edging the blue level, and beyond it vapory lines of wood and cloudy 

hills, and over everything, looming into the high sky, the magnificent ghostly shape of 

Daisen, snow-streaked at its summit.）（Glimpses 232；平川『「暗夜行路」を読む』399） 

 

この「美保関で」は東に向かうため、「杵築」が西に向かったのに比べて、右手

に見える「大山」が、浜辺の白い筋が青い水平線を縁取っている。しかし、や

はり其処には「大山の幽霊のような偉容が出現」している。 

  次の例（⑦）は、ハーンが隠岐に向かう外海からの「大山」の眺めである。

この旅は、熊本在住の 1892 年の夏、博多、神戸、京都、奈良、美保関、隠岐へ

の 2 ヶ月に及ぶ旅であった。（『事典』718） 

 

⑦ 右舷の何マイルも先に、伯耆海岸がむき出しの白い水平線に隠れ、砂浜の輝き

の白い糸のような線に囲まれた温かい青い縞模様が消えていく。その向こうの中

央に、巨大な影のようなピラミッドが天空に浮き出ている。幽霊のような大山の

頂上だ。（Leagues away to starboard, the Hoki shore receded into the naked white 

horizon, an ever diminishing streak of warm blue edged with a thread-line of white, the 

gleam of a sand beach; and beyond it, in the centre, a vast shadowy pyramid loomed up 

into heaven,－the ghostly peak of Daisen.）（Glimpses 564；平川『「暗夜行路」を読む』

399） 
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⑦の例について、平川は、「これ（第 10 章「美保関」）とほぼ同じような描写」

として、重複を避けて引用しない。ここの描写は隠岐への行程が中海から美保

湾を通るところまで同じルートであることを知らせている。本論文は、ここで

も「幽霊のような」（“ghostly”）が繰り返されることを確認するために、引用し

た。ハーンは青と白の組合わさった同じ景色であっても、飽きることなく変化

のある描写を示す。 

  ハーンは霊的な美しさを表現する時に、「この世の物とは思われない」という

意味を込めて、しばしば、「幽霊のような」（“ghostly”）という言葉を使う。例

えば、ビズランドへの 後の手紙の終わりに、「私のすべてのひどい流儀をお許

し下さい。私の愛する、素敵な、幽霊の妹よ。」（Forgive all my horrid ways, my dear, 

sweet, ghostly sister.）（Bisland 1: 475）と言う。ハーンが、「富士山」と「大山」

の美しさにこだわって毎回「幽霊のような」という形容をつけて表現したのは、

心のどこかに、自分がビズランドに発した 高の賛辞と関連づける意識が働い

ていたと思われる。 

次に、平川の指摘からは漏れるが、『日本瞥見記』の 終章、第 27 章「さよ

なら！」（“Sayonara！”）の 後に「大山」の景観と思い出で締めくくられる場

面を取り上げる（⑧）。ハーンは 500 人以上の盛大な見送りを受けて、小さな蒸

気船で出発する（691）。 

 

⑧ それから、薄い青色の水、薄い青色の霞、山々の薄い青や緑や灰色の頂きだけ

が浮かび出た、あちこちの方角に、すべてを越えて、東に幽霊のように白く聳え

る荘厳な大山の幽霊の姿があった。（Then only faint blue water, faint blue mists, faint 

blues and greens and greys of peaks looming through varying distance, and beyond all, 

towering ghost-white into the east, the glorious spectre of Daisen.）（Glimpses 692） 

 

「さよなら！」は、熊本に赴任するハーンが松江の生徒や市民に盛大に送られ

る場面である。しかし、移住の寂しさ以上の、別れのつらさを内包するのは、

ハーンが来日 4 年後、日本から 初に出版する本の中に、その間のビズランド

の結婚による、永久の別れに近い感情が出ているからであると思われる。ハー

ンは別れの悲しさを「さよなら！」に、意図的に盛り込んだのであろう。ハー

ンが魂の色と考えた「青」が、頻出している。そしてハーンのこの場面の思い
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出に登場するもの、「出雲富士」、「青」は、ビズランドの『7 段階』とも関わっ

ている。 

 

4. 5．「昔」（“the Old”）―「ある保守主義者」と「出雲への旅日

記」の暗号 

  ハーンが来日第 1作目『日本瞥見記』の次に「富士山」のテーマをあつかっ

たのは、ハーンの来日 3 作目『心』（1896）所収の「ある保守主義者」（“A 

Conservative”）である。この作品の主人公のモデルとなったのが、本論文第 1

部でハーンの「執筆意識」をつかんでいたことを述べた雨森信成であった。 

上述のように、雨森について平川祐弘が『破られた友情』において詳述し、

初めてその経歴の全貌が明らかになった（平川 168-281）。というのは、本論文

第 1部で述べたように、雨森も、ハーンへの協力を隠そうと手紙の提出を拒ん

で亡くなったからである。平川は「ハーンの死後、グリフィス126 の問合わせに

接するまで、『ある保守主義者』のモデルであるということを自分からは一切口

にしなかった」ことを明らかにした（『破られた友情』215）。 

  雨森は、福井藩に生まれ、藩校明新館で、英語、理化、独語、仏語を学んだ。

明治学院の前身、東京一致神学校でキリスト教徒となった（『事典』19-20）。平

川祐弘『破られた友情』によると、7 年近い欧米生活の末、「洋行帰りの保守主

義者」として帰国し（263）、横浜で市井の商人として生きながら、「一個の思想

家として活躍した」（281）。 

  ハーンは「ある保守主義者」で、雨森の辿った精神史を描いた後、横浜に帰

港する場面に、目を高く上げなければ気付かれない「富士山」を描き、船員が

「もっと高く」と言う台詞を精神的な意味を込めて、以下のように描いた。こ

こでも、ハーンは「空中に掛かる」というビズランドの表現と、自らの「幽霊

のような」という表現を重ねる。（二重傍線で示した、「霊的な水蓮の蕾」につ

いては、まとめて第 4章第 8節で述べる。） 

 

    母国の山々―真っ黒な海の湾曲から濃い紫色に聳える遠くの急峻な山脈―を彼が

再び眺めたのは、日の出の直前の雲一つない 4 月の朝の透き通った闇を通してで

あった。水平線の彼方への脱出から彼を運んで来た汽船は次第に薔薇色の炎に包

まれた。太平洋からの 初でかつ 高の富士の眺め―日の出の富士の初見は、こ

の世でもあの世でも忘れがたい―を是非とも見ようと、もう、外国人の船客が幾
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人か、デッキに出ていた。彼らは長い連山を見つめ、暗い夜の中にぎざぎざした

形が浮かび出るその先を見つめていた。そこには、星がまだ静かにまたたいてい

た。―それなのに、彼らには富士が見えてこなかった。「ああ！」と尋ねられた船

員が笑った。「下ばかり見過ぎです。もっと高く。―もっともっと高く。」彼らは、

天空の真ん中を、上に、上に、上にと見上げた。そして、朝焼けの光の中に、す

ばらしい霊的な睡蓮の蕾のような薔薇色に変わる巨大な山頂を見た。全員を沈黙

させる光景だった。（中略） 夜が完全に明けた。そして、柔らかな青い光が、中

空の展開を満たした。色彩が眠りから目覚めた。観客達の眼前には、無限の一日

のアーチ型門の中に、神聖な頂きがすそ野を消して、雪を頂いた幽霊のようにす

べての上に掛かって、光り輝く横浜湾があった。（It was through the transparent 

darkness of a cloudless April morning, a little before sunrise, that he saw again the 

mountains of his native land,―far lofty sharpening sierras, towering violet-black out of 

the circle of an inky sea. Behind the streamer which was bearing him back from exile the 

horizon was slowly filling with rosy flame. There were some foreigners already on deck, 

eager to obtain the first and fairest view of Fuji from the Pacific;―for the first sight of 

Fuji at dawn is not to be forgotten in this life or the next. They watched the long 

procession of the ranges, and looked over the jagged looming into the deep night, where 

stars were faintly burning still,―and they could not see Fuji. “Ah!” laughed an officer 

they questioned, “you are looking too low! higher up―much higher!” Then they looked 

up, up, up into the heart of the sky, and saw the mighty summit pinkening (sic) like a 

wondrous phantom lotus-bud in the flush of the coming day: a spectacle that smote them 

dumb. […] And the night fled utterly; and soft blue light bathed all the hollow heaven; 

and the colors awoke from sleep;－and before the gazers there opened the luminous bay 

of Yokohama, with the sacred peak, its base ever invisible, hanging above all alike a 

snowy ghost in the arch of the infinite day.）(Kokoro 207-08) 

 

平川は以上の範囲で、中略なしでの引用をする(『破られた友情』211-12)。だ

がしかし、これに続く場面で主人公は以下のように瞑想に入る。 

 

まだ、見とれる彼の耳にはあの言葉が鳴り響いていた。「下ばかり見過ぎです。も

っと高く。―もっともっと高く。」―心に計り知れない、抵抗しがたい感情の高ま

るほのかなリズムを残して。それから、すべてが霞んだ。彼は上を見ていなかっ



182 

 

 

た。霧の青が緑に変わる下の丘も見ていなかった。湾の混み合う船も、現在の日

本のすべてを見ていなかった。彼は「昔」を見ていた。繊細に春の匂いを運ぶ陸

風が彼に吹きつけ、血を騒がせ、長く閉ざした記憶の細胞から、一度は捨て、忘

れようと努めたすべての記憶の物陰をハッと驚かせて飛び出させた。（Still in the 

wanderer’s ears the words rang, “Ah! You are looking too low! higher up―much higher!”

―making vague rhythm with an immense, irresistible emotion swelling at his heart. Then 

everything dimmed: he saw neither above, nor the nearing hills below, changing their 

vapory blue to green; nor the crowding of the ships in the bay; nor anything of the 

modern Japan; he saw the Old. The land-wind, delicately scented with odors of spring, 

rushed to him, touched his blood, and startled from long-closed cells of memory the 

shades of all that he had once abandoned and striven to forget.）（Kokoro 208 イタリック

－ハーン ）  

 

以上の引用箇所について、平川祐弘は、本論文の第 4 章第 2 節で詳述したよう

に、ハーンの「日本への冬の旅」と比較して、ハーンの文章力の前進を以下の

ように述べる。 

     

    風景描写そのものも『日本への冬の旅』はやや散漫であって、行と行との間に隙

間が感じられるが、『ある保守主義者』では、富士山が祖国の象徴としての意味を

荷って描かれているだけに、日の出の光景そのものが二重の感動を帯びる。ここ

では富士山の外的な印象のみが写されているのではない。ハーンは外国人であり

ながら、富士山が日本人にとって何を意味するかを共感をもって了解し、人生の

この貴重な瞬間において私たちの血や追憶の中によみがえる魂を捉えたのである。

実際二つの文章を読み比べると、この六年間のハーンの筆力の冴えに心打たれる。

その推敲、凝縮の力にもましてハーンの日本理解の心根の深さに感動を覚える。

（『破られた友情』214） 

 

平川の指摘は、ハーンが日本人に対して持つ富士山の意味を捉え、「私たちの血

や追憶の中によみがえる魂」をはっきり示していると捉えた。それは、船員の

「もっと上を見よ！」と言う言葉に見られる。この言葉は、上記に引用したよ

うに、実際に放たれた後、再度「彼」の頭の中で繰り返され、二回目はイタリ

ック体で示された（Kokoro 207、208）。平川の指摘は、「保守主義者」に「もっ
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と高い境地から」判断せよと言われた精神性が二重写しに表現されていること

を捉えている。 

平川は、“he saw the Old”を「その時彼の心の眼に見えたもの、それは古き日

本であった」（212）と解釈した。それは、「彼」が古い日本の良さを認めて日本

に帰る文脈であることから、自然な解釈と言えるであろう。またハーンはそれ

を意図して書いている。「彼」の「長く蓋をして、捨て去り、忘れようとした古

い」ものとは、平川の解釈するとおり、直接には「彼」に侍としての教育倫理

を施した古い日本、今「彼」が回帰しようとしている古い日本の良さを指して

いる。127 

しかし、私は、ここでさらにハーンが、平川の指摘する二重の意味の裡に、

さらにその中にに込めた意味を指摘したい。ハーンは、「彼」が「富士も、丘も、

青から緑へと変わる色の変化も、現代日本の何もかもを見ていなかった。」とた

たみかけ、「忘れようと努力した『昔』（“the Old”）」だけを見つめていたとした、

そこに「古き日本」だけではない個人的な「昔」の含みが存在すると思われる。 

「見なかった。・・・も。・・・・も。」と 4回たたみかけたリズムや、「昔」

（“the Old”）という表現が匂わせているのは、主人公の思考が異次元に入り込

んだ表現だと考える。そこには、「一度は捨て、忘れようと努めた、長く閉ざし

た細胞」が開いて、「昔」を飛び出させた瞬間が捉えられている。ここの英文の

“startle”の目的語が離れているため、分かり難く書かれていて、目的語の“shade”

の表す含みが分かりにくくなっていると考えられる。 

私は、この箇所に、6 年前の冬に横浜港に入港したビズランドが見た富士、

その 4ヶ月後の春に入港したハーン自身の「昔、仰ぎ見た見た富士」が重ねら

れていると解釈する。さらには忘れようとしても忘れられないハーン自身の「昔」

がよみがえるために、夢想的な表現になっていると解釈する。その「暗号」の

含みが、平川の解釈する古き日本への思いだけではないような、いっそう深い

心の味わいとなって現れていると解釈する。 

このハーンの「昔」（“the Old”）と同じように使われた場面が、上記で触れた

（第 2部、第 3 章第 3 節と第 4 部第 4 節）、アトランティック・マンスリー「出

雲への旅日記」の 終場面に登場している（Ⅴ「広島 1896 年 8 月 29 日」）。ハ

ーンは東京への赴任への思いを「東京への旅路は、 後の古い日本の出現との

出会いとなろう」としつつも、「古い日本は古代ギリシャの作品のごとく、韻文

や念仏に生き残る」ことを想像する。 
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  新しい日本が私を待っている。長い間恐怖だった首都が、とうとう私を渦に巻き

込もうとしている。今、私が自問し続けているのは、あの新しい日本の中に、何

か「昔」に出会う幸福至極な瞬間を持てる幸運があるのかということだ。（For me 

the New Japan is waiting; the capital, so long dreaded, draws me to her vortex at last. And 

the question I now keep asking myself is whether in that New Japan I can be fortunate 

enough at happy moments to meet with something of the Old.）（Hearn Atlantic 687） 

 

この「出雲への旅日記」での“the Old”の用法は、「ある保守主義者」の用法と

全く同じで、古い日本を指す。文脈では、「古い日本」を指しているにもかかわ

らず、私には何かしら含みが感じられる。それは、ハーンがこの前の章でビズ

ランドと見た「昔」を美保関の海岸風景に心躍る記憶を重ねているからである

と思われる。 

それは、この「出雲への旅日記」第Ⅴ章の前の章の、「第Ⅳ章 Kabana128 8 月

22 日」の存在である。章名が、海岸に直接出て行ける小屋を意味するスペイン

語の“Cabana”を思わせる。内容は、美保関近くの小さな湾（“a little bay near 

ancient Mionoseki”）である（684）。さらにここでハーンは一般的な“you”を使

い、「奇妙な形の麦わら帽子」に言及して、以前（1884 年）に、一緒に滞在し

たグランド島の場面を二重写しに匂わせる表現をしている。以下のように散見

する表現は、表面上日本の海岸と海水浴を伝えるように見せかけて、ハーンが

ビズランドにグランド島を思い起こさせる仕掛けになっている。それは、当時

の日本に一般的に見られた風物ではないからである。当時（1896 年）の美保関

には「海水浴」は見られず、特に女性は「海女」としての貝採りがあっただけ

で、畔柳昭雄『海水浴と日本人』によると「夏の家」は、大磯（神奈川県湘南

地方）で 1890 年に発しており（161）、1910 年発行の『日本転地療養誌』によ

ると、山陰道地域の 6 箇所の海水浴場に美保関の地名は見当らない（『海水浴と

日本人』106-09）。すると以下の「出雲への旅日記」は、目の前の美保関にハー

ンの過去の「夏の家」を重ねたものと思われる。 

 

  見る価値のあるところにはどこにでも、それがどんなに粗野で貧しくとも、きっ

とあなたは見下ろす位置にある夏の家を見つけるでしょう。波の打ち寄せる轟き

の上の断崖にへばりついた夏の家を。（中略）私が現在滞在している夏の家はその
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類では典型的なものです。（中略）あなたはミサゴのように世界を鳥瞰できます。

私は大きく異なった感情を考えますけれども。あなたの首の下には木の枕と、あ

なたの髪には強くいい匂いの海風がそよいで、泳いだ後ここで眠るのはウキウキ

します。あなたは、水着を着て、サンダルをはき、日よけのために妙な格好の麦

わら帽子を被るでしょう。（Wherever there is a view worth going to see, you will 

almost certainly find a summer-houses built to command it, no matter how wild or poor 

the district. You will find summer-houses clinging to sea-cliffs over the thunder of 

breakers: . . . The summer house at which I am now staying is typical of the class: . . . You 

view the world as a fish-hawk views it,－though I presume with vastly different 

sensastions. After a swim, it is delightful to sleep here, with a wooden pillow under your 

neck, and the sharp sweet sea wind in your hair.You are furnished with a bathing-dress, 

sandals, a big straw hat of curious shapes to keep off the sun, . . . ）（Atlantic 1897 684-85） 

 

上記の「海の家」、「奇妙な格好の帽子」は、第 2 部第 3 章題 3 節で述べた、ビ

ズランドの「序」で引用された、ハーンがグランド島から、ペイジ・ベイカー

に出した手紙の挿絵を描いたハーンの記憶を思わせる。ビズランドは、この手

紙に描かれた内容やイラスト（図 34、35、36 参照）が、その後のハーンの記述

と深い関係にあることから「序」に長い引用と挿絵を載せた可能性がある。 

（図 34）                     （図 35）               （図 36） 

                                               

 

 

 

Gentleman’s bathing houses               Natural Size             Back View 

                                    The crown of the      reduced 50 Diameters 

hat is invisible  

（男性用海水浴用の家）（普通サイズ帽子の鍔は見えない。）（後ろ姿直径を 50％縮小） 

 

ハーンが美保関を訪れたのは、1892 年と 1896 年で、上記のアトランティック・

マンスリーの記事は、1896 年である。島根県松江市美保関観光協会協力の情報

では、土地の人々はハーンが初めてここで「海水浴」をしたと言い伝えている。
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1892 年の旅が、『日本瞥見記』の第 10 章「美保関にて」の以下の表現と一致す

る。 

 

  水に入る誘惑に抗いがたく、美保神社にに行く前に、私はホテルの裏から 12 フィ

ートの透明な海水に飛び込み、港まで泳いで体を冷やした。（The temptation to take 

to the water I find to be irresistible: before visiting the Miojinjya I jump from the rear of 

our hotel into twelve feet of limpid sea, and cool myself by a swim across the harbor.）

（234-35） 

 

即ち、ハーンの描いた「水着を用意して麦わら帽子を被る」光景は、実際の日

本の美保関の海岸ではありえなかった。アトランティック・マンスリーに描い

た光景は、日本の光景にハーンの思い出を重ねていると思われる。 

 

さらにこの箇所にも「大山」が登場する（⑨）。 

 

⑨ あのがっしりした [松の] 枝の間から、海や、黄色や白の蝶が去来するような

（帆布やむしろの）漁船や、伯耆の海岸の遠く霞んだ細い線や、巨大な青い水晶

のように、澄んだ天空に突き出る大山の円錐を瞥見できます。（Between the 

zigzags of those mighty limbs there are glimpses of sea, and fishing-sails (canvas 

or straw) flitting like white or yellow butterflies, and the far pale thread-line of 

Hōki coast, and Daisen’s cone thrusting into the clear sky like some prodigious 

blue crystal.）（Hearn Atlantic 685） 

 

出雲を再訪した時のハーンは「幽霊」という言葉を使わず、別の「暗号」をす

べりこませた。それは、「瞥見」、漁船を「蝶」に例えることである。「瞥見」に

ついては、第 3 章第 2 節で述べた。漁船を「蝶」に例えることについて、ビズ

ランドが『7 段階』において、初めての外国であり、初めての東洋であった横

浜港の情景を、以下のように見慣れない漁船によって表した。 

 

    湾内では、理解不能な舟がやって来た。灰色と赤の軽い帆を付ていて、あまりに

も無造作で滅茶な造りなので、海が冗談で、ひとたたきしたら瞬時に薪となって

しまうだろう。もろいので優しく見え、大きな蝶が羽を広げてスイスイ飛ぶよう
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に、恐がりもせず、遠くまで漁に出かけるのだ。（The queerest craft come to meet us 

in the bay－light-winged junks with gray and russet sails, so carelessly and crazily built 

that were the sea to but give them a playful slap she would crush them in an instant to 

kindling-wood. Their feebleness insures her gentleness, it would seem, for they spread 

their great butterfly wings and skim along without fear, going far afield for the fishing. ）

（28） 

 

ビズランドが日本の漁船の帆を広げた様子を、「大きな蝶が羽を広げたよう」

と表現したのを、ハーンは引喩していると思われる。129 ハーンは『怪談』「昆

虫の研究」の 初の作品「蝶」に巻頭の「雪女」以外の唯一のイラストとして

「蝶の舞い」（“Butterfly Dance”）とキャプション付きで下図を載せている（図

37）。これは、宮廷で舞われる「胡蝶の舞」で（203）、大きな羽を背中に付た

装束で、ビズランドの横浜港での第一印象「大きな蝶が羽をつけたよう」を受

け、しかも、ここに編集された「蝶」のタイトル下の蝶をめぐる俳句や随想と

も矛盾しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       （図 37）  『怪談』（180） 

逆に、ビズランドが書いた「海が冗談でひとたたきしたら、薪になる」につ

いては、後述するビズランドとハーンのニューオーリーンズの海岸で交わした、

「難破船の流木」を想起させる、ハーンの記憶に繰り返し現れるテーマである。

この海岸の薪についてのテーマの持続については、第 2 部第 6 章第 6 節で詳述

する。 

平川はまた、『「暗夜行路」を読む』において、ハーンの「ある保守主義者」

で描かれた、「彼」の日本への帰国時の富士山の情景を取り上げて、志賀直哉の
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描写と比較している。『暗夜行路』の中の、主人公の時任謙作がわだかまりから

解放される精神風景と朝日を受ける大山の状況の描写において、ハーンを愛読

していた志賀直哉への、目に見えない影響を示唆している。平川は、謙作の「周

囲の自然との和解の情景」（413）と「ある保守主義者」の「日本への回帰」に、

「和解としての山の夜明け」（417）という共通の精神を指摘して、以下のよう

に述べる。 

 

  「ある保守主義者」の場合も『暗夜行路』の場合も、自然と自己との間に霊的な

感応があり、生命の交流があったからこそ、大自然のリズムに自分もまた乗るこ

とができたのであろう。そのようなコミュニオンがあったからこそはじめて和解

もまた可能となったのであろう。（421） 

 

平川の指摘は、ハーンと志賀直哉の風景描写に共通する精神性であった。 

しかし、平川は、「ある保守主義者」の富士の描写と『暗夜行路』の大山描写

の影響関係については、「状況証拠」しか得られなかったとして、それ以上の「確

定的な答え」を差し控えた（422、424）。 

  私は、志賀直哉の『暗夜行路』に対する影響関係とは別に、まず、ハーンの

「富士山」から引き継ぐ「大山」の描写だけを辿ってみた。そこで見出された

のは、ハーンが山の美しさの「幽霊のような美」をいつも見つめていたという

ことである。この「幽霊のような美」は、ハーンがアメリカを去るとき「幽霊

のような妹よ」（ghostly sister）とビズランドに発した言葉であった（Bisland 1: 

475）。ハーンが「富士山」と「大山」の美を「幽霊」と繰り返す度に、ビズラ

ンドには、ハーンが自分を喩えた「幽霊のような妹」と言い残した言葉がよみ

がえったと想像される。 

ビズランドの描いた「富士山」の描写が、ハーンによって変奏曲として様々

に奏でられた。「富士山」と「大山」に、ハーンは「幽霊のような美」と「昔」

を見て深みを与え、同時にこの一連の変奏曲は、ビズランドへの「暗号」の役

割を担ったと考える。 

私は、一連のハーンの「富士山」と「大山」の記述を追っていて、図らずも

『異国情趣と回顧』（Exotics and Retrospectives 1898）の巻頭、「富士の山」

（Fuji-no-Yama）に『暗夜行路』が影響を受けている可能性があると思われる
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表現に遭遇した。ハーンが動く山影を認めたのは、夕刻の富士山の山腹であっ

た。それを、次節で検討する。 

 

4. 6．ハーン『異国情趣と回顧』での実際の富士登山 

前節までに、本論文は、「富士山」のテーマが、ビズランドの『7 段階』から

始まり、ハーンの「日本への冬の旅」、『日本瞥見記』、『心』の「ある保守主義

者」、「出雲への旅日記」（アトランティック・マンスリー）へと繋がったことを

跡付た。その先にある、『異国情趣と回顧』（1898）巻頭作品、「富士の山」が、

その流れの延長線上にある終着であると考える。（図 38 参照） 

  『異国情趣と回顧』の「富士の山」で、ハーンは 1897 年 8 月 24 日の早朝 3

時半から、強力たちに助けられながら、富士に登り始め、翌 25 日の朝 8 時 20

分に頂上に到着した行程の記録と、頂上での眺めからの観察を描いている。 

  遠田勝は以下のようにこの作品を批評する。 

 

    巻頭を飾る「富士の山」は、明治三十年夏の富士登山の体験を記したものである

が、来日第二作から四作までの巻頭作品―「夏の日の夢」「停車場にて」「生き神

様」といったハーンの著作を代表する傑作に見劣りがするのは仕方がないとして

も『仏領西インド諸島の二年間』所収の同様の登山記である「プレー山」と比べ

ても、自然の美や崇高に対する作者の感激は薄く、その結果、作品の与える印象

もまた弱まっている。（『事典』35） 

 

私は、ハーンの富士登山が、一連のハーンの「幽霊のような美」を、今度は実

際に自分で登って確かめる作業であった考える。そう考えれば、「富士の山」は

別な解釈が可能ではないかと考え、検討を加えてみる。 

                （図 38） 

 

 

 

 

 

 

 
1897 年夏、ハーンは教え子の藤崎八三郎と富士登山した。 

小泉時・小泉凡共編『文学アルバム 小泉八雲』p. 115 より 
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私は、「富士の山」で注目すべき点は、登山を前面的に支えてくれた強力への

全幅の信頼の表明と、8 合目で一夜を明かす前の夕暮れの雲海の上に、富士山

の影の動きの美しさを見る点であると思われる。また、後者の描写がまさに『暗

夜行路』に影響しているという意味でも重要な位置を占めると考える。ハーン

の「富士山」のテーマは、この「富士の山」において、あくまでも遠景の富士

の幽霊のような美を胸に生きようという、決心を述べることだったという解釈

の可能性を、ここで検討する。 

まず、ハーンの強力への信頼を取り上げ、それについて雨森信成の論評する、

ハーンの人間観との関わりを検討する。この作品におけるハーンの登山を、強

力の援助を中心に要約すると以下のようである。130 （二重傍線の「睡蓮の花」

については第 4 章第 8 節でまとめて後述する。） 

 

    富士山は神道では「木
こ

の花咲くや姫」を祀る。仏教では形から、8 つの花びらの

睡蓮の花に喩える（5）。1897 年 8 月 24 日、午前 3 時半に起きて、4 時から御殿場

口から出発した（8）。人力車夫 3 人を雇い、二人が引っぱり挙げ、一人が押して

5000 フィートの高さまで登る（9）。6 時 40 分に 1 合目に到着し、人力車と車夫 3

人と別れる（16）。そこから馬に乗り（11）、2 合目半を目ざすも、小屋は閉まっ

ていた。馬から下り、強力の一人が帯を解いて私に握らせ、ひっぱり、もう一人

が、私が滑らないように後ろから支えた（16）。強力の一人がハーンは屈み過ぎと

言い、もう一人が踵から着地するように助言してくれて楽になった。火山灰と砂

の上を歩き、疲れてあえぐと、口を閉じて鼻で息をするように言われる（17）。8

時半に 3 合目に到着、発汗と骨折りの中、斜面がさらに急になって、しょっちゅ

う転ぶ（19）。すべてが不安定で、私が一足ごとに転び、身体中が発汗しても、強

力の足は畳の上を歩くように確実で、足はいつも的確な角度で着地し、私より身

体は重いのに、鳥のように軽やかだ。空気が薄くなる（20）。斜面は軽石や石ころ

ばかりとなり、足の下で転がるが、強力の足の下では絶対に転がらない。私は何

度も滑ったが、彼らは倒れないように支えてくれた。5 合目の小屋は閉まってい

た。強力が押したり引いたりしてくれる。強力の取ってくれた大きなビー玉のよ

うな万年雪によみがえる。午後 2 時 7 分に 6 合目に到着した（21）。7 合目の小屋

は閉鎖していた。径の折り返しごとに休み、疲れで口がきけない。午後 4 時 40 分

に 8 合目に着き、100 億ドルくれたとしてももう 1 歩も歩けそうもない。強力の
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用意してくれた厚い冬着の意味を理解した。これなしでは、休めない。大量の雑

炊をいただき、今夜はここで泊まる（24）。 

 

ハーンがここですばらしい雲海の眺めを描く点が、志賀直哉『暗夜行路』の

終場面に影響している点については、後述する（25-26）。 

       

その夜、強力から、気象学者夫婦を決死の覚悟で救助した話を聞く（27-29）。 

翌朝、午前 4 時にミルクのような雲海を見に外に出るが、既に陽は昇っていて、

がっかりする（31）。東京湾、鎌倉、江ノ島、伊豆の岬、私が夏を過ごす駿河湾の

漁村を雲の合間に望む（32）。6 時 40 分に もきつい登りに入る。2・3 分おきに

休む（33）。8 時 20 分に頂上に到着する。春の泉の幻想に、睡蓮の蕾は花開く（35）。

朝の霞と、雲の話との夢のような世界だけが、労働と苦痛を慰めてくれる（35）。

この景色は私の誕生以前からの忘れられてしまっている記憶だ（36）。 

 

ハーンは、強力の全面的な援助で無事に登山できた。真冬を想定した厚い衣服、

引っぱり挙げ、押してもらい、転ばないように支えられた。足の使い方や、息

の仕方も教えられた。 

  この登山体験直後にハーンからもらった手紙を、雨森が以下のように、アト

ランティック・マンスリーに引用している。 

    

彼は単純で、気取らずに「率直な物言い」のできる、単純で、誠実で、心の広

い人間を愛した。だから、農民や職人や労働者、漁師とつきあうのが好きだった。

その一例として、富士登山から帰った直後の手紙を引用する。登山の困難さに、

彼は 4 人の強力（荷物を持ったり案内する経験豊かな人夫）を雇った。彼はこう

言う。 

「私が年よりで、太っているせいばかりではなく、強力が言うところの『豚足』

（何もつかめない小さくて幅の狭い足）だから難儀だったのでしょう。そこで、

彼らは私に足袋とわらじを履かせてくれました。これは心地よかった。何事につ

けこんな経験をしました。決して忘れません。富士山のご来光を拝んだ今は亡く

なった人達に加わるまで、この体験は残ります。そこに感謝の念が混じるでしょ

う。正直に言えば、それは愛で、強力の思い出です。なんて、すばらしい心根を

持っていて、率直な人達でしょう。（こんなことを言う事を許されたい。）新日本
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の役人達がこうあってほしいものです。」（He loved the society of simple, sincere, 

open-hearted men, among whom he could with ease “call a spade a spade.” Consequently 

he was fond of mingling with farmers, workmen, labors, and fishermen. As an instance of 

it, let me quote from a letter he sent me just after his return from a trip to Fuji. Owing to 

the difficulty he experienced in making the ascent, he engaged four gōriki, experienced 

coolie-guides who carry the luggage of the traveler, and help him on the road. Of these 

men he says,－ 

      “Perhaps the trouble with me was not merely that I am old and fat, but that I have what 

the gōriki call buta-asi,－little narrow feet that can take no hold of anything. Coming 

down, the guides made me don tabi and waraji,－and very good they felt to me my feet. I 

have had the experience at all events,－never to be forgotten;－it will remain with me till 

I join all the dead people who looked at sunrise from Fuji. And there will be mixed with it 

a certain graceful－I might honestly say, affectionate－remembrance of my gōriki. What 

splendid good hearty simple fellow they were,－and (forgive me saying it) I wish the 

officials of the New Japan could be like them.”）（雨森 Atlantic 516） 

    

この雨森に書いた、強力へのハーンの感想は、「富士の山」を読めばおのずから

伝わってくる性質のものである。その意味でやはりハーンの筆力を感じさせる。 

  ハーンのこの市井に生きる率直な人々を好む人間観は、一雄が「書生や女中

を初め、僧侶、神官、お茶やお花の宗匠、俥夫、植木屋、大工、魚屋、八百屋、

漁師、農夫、飴屋、巡禮、髪結、床屋、桶屋、洗濯屋、門付、乞食等あらゆる

種類の人々から聽取した材料の中から父は氣に入つた話をピックアップしてい

る。」（『父小泉八雲』133）と観察したことにも現れている。 

 

4. 7．ハーン「富士の山」が『暗夜行路』に影響した可能性 

  次に、志賀直哉の『暗夜行路』の「夜明け」に影響を与えたと考えられる、

「富士の山」の「日没」とを比較する。 

平川は上述のように、『暗夜行路』の「夜明け」の場面にハーンの影響を捜し

た。志賀直哉が「法悦の境地を」表すために、尾道滞在から松江に変更した意

味と、志賀直哉がハーンを読み込んでいた事実から、ハーンの「ある保守主義

者」とハーンの「大山」の描写に影響関係を推測した。しかし、平川はハーン

の「日本への冬の旅」、『日本瞥見記』、『心』「ある保守主義者」と、志賀直哉『暗
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夜行路』の 終場面とを比較した結果、「確定的な証拠」を持つに至らなかった

とした（『「暗夜行路」を読む』400-24）。 

  私は、平川が「和解」と「夜明け」の 2 条件にとらわれ過ぎて、ハーンの「富

士登山の日没」に思い至らなかったと考える。私は、『暗夜行路』とよく似た、

「山影」が映って、それが移動する場面が、ハーンの『異国情趣と回顧』「富士

の山」の登山の「日没」に現れていると考える。ここに、ハーンとの影響を認

めて差し支えないと思う。 

先ず、ハーンが富士山の 8 合目で迎えた山腹からの情景は以下のように、ガ

イドでさえも、現実であるのか疑うような光景であった。 

     

    色づけされた地勢地図の部分に奇妙にも似たこれらの眺めだ。とはいえ、大部分

の風景は全くの幻想にすぎない。長い経験とワシの視界を持つ、我がガイドたち

でさえも、現実か非現実なのか見分けがつかない。というのは、青、紫、すみれ

色の雲が金色のフリースの下を動いて来て、遠い山頂と斜面の輪郭と風合いをそ

のまままねているからである。ゆっくりと変わっていく形だけからどれが蒸気な

のかが分かる。どんどん金色に輝き、影は西からやって来る。影は雲のかたまり

に突き進み、雪の上の夕暮れの影のように、紫や青色をしている。（－these glimpses 

curiously resembling portions of tinted topographical map. Yet most of the landscape is 

pure delusion. Even my guides, with their long experience and their eagle-sight, can 

scarcely distinguish the real from the unreal:－for the blue and purple and violet clouds 

moving under the Golden Fleece, exactly mock the outline and the tones of peaks and 

capes: you can detect what is vapor only by its slowly shifting shape….Brighter and 

brighter glows the gold. Shadows come from the west, －shadows flung by the cloud-pile 

over cloud-pile; and these, like evening shadows upon snow, and violaceous (sic) blue….）

（25-26） 

 

ハーンのとらえた雲の動きは、金色の雲の下を、山の輪郭を写し取ったまま移

動する、青、紫、すみれ色の雲であった。 

次に、『暗夜行路』の「大山」山腹での夜明け前の場面の引用をする。上記の

ハーンの描写の色彩を取り除いて、白黒の墨絵にした風情がある。 
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    謙作は不圖、今見てゐる景色に、自分のゐる此大山がはつきりと影を映してゐる

事に氣がついた。影の輪郭が中の海から陸へあがつて来ると、米子の町が急に明

るく見えだしたので初めて氣付いたが、それは停止することなく、恰度地引網の

やうに手繰られて来た。地を嘗めて過ぎる雲の影にも似ていた。中国一の高山で、

輪郭に張切つた強い線を持つ此山の影を、その儘、平地に眺められるのを希有の

事とし、それから謙作は或る感動を受けた。（志賀直哉 189；平川『暗夜行路』を

読む 411-12） 

 

主人公が見ている景色の上を、大山の輪郭が移動し、その動きは「地引き網」

のようであった。 

両者ともに、自然の動画を見ているような臨場感と感動がある。「証拠」とす

べきものは、やはりハーンの作品にあった。 

しかし、それは、『心』「ある保守主義者」にではなく、『異国情趣と回顧』「富

士の山」にあった。この点から言えば、平川の研究は、ハーンと志賀直哉の影

響関係を認める「直接証拠」を捜す上での、基礎的で重要な地固めであった。

平川はまた、志賀直哉が「Hearn Exotics and Retrospectives を木下より受けとる」

と 1905 年 1 月 11 日の日記に書いていて、ハーンの『異国情趣と回顧』を読ん

でいたことを指摘している（405-06）。 

このように検討してくると、志賀直哉の『暗夜行路』の結末の夜明けと、「富

士の山」の日没には、風景描写としての影響は認めることができる。しかしそ

の精神性については、『暗夜行路』が自然との一体感から、「和解」を体感する

のに対して、「富士の山」は山頂の美の純粋な体験を述べているという違いがあ

る。志賀直哉の受けたハーンからの影響は、「時間の推移を取り入れた描き方」

にあったと言える。 

  この、ハーンの 1897 年の富士登山は、本論文第 3 部第 1 章第 1 節で述べる、

1898 年 4 月 1 日に始まったメアリー・フェノロサ（Mary Fenollosa 1865-1953、

以下メアリー）との交流の 初の会話の話題に以下のように登場していること

が Akiko Murakata による、メアリーの日記の英文論文の引用で分かる。 

 

彼 [ハーン] は昨夏の富士登山を話してくれた。どんな風に登るのではなくて、

頂上に達するのか。彼は大きな地球の窪みに沈んでいくような気がしたという。

登るのは水平線で、人ではないと。円錐の傾斜は、遠くからよりも山の上の方が
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よく分かるという。しかし、幻想から醒めて足の下の焦げた溶岩の塊に気づくこ

とは、辛いという。（He told me of his last summer’s ascent of Fuji. How as one 

approaches the summit－instead of rising, he seems to be sinking down into the 

concavity of a great earth ball. It is the horizon that rises, not you. The steepness of the 

cone is more noticeable on the mountain itself than at a distance, but the disillusion of 

that charred lava mass under foot is painful. ）（Murakata 59） 

 

やはりハーンは、遠くからの幻想を大切にしていたことが分かる。足下の溶岩

は幻滅であった。この会話は、ハーンが幻想という形で、おそらくビズランド

を偲んだことを想像させる。 

 

4. 8．ハーンの「幽霊」観 

  上記のハーンの「富士の山」の引用の 2 箇所で二重傍線を引いた、ハーンが

富士山を「睡蓮の花」「睡蓮の蕾」に喩えた箇所は、「ある保守主義者」の富士

山を仰ぎ見る場面にも同じ比喩が登場する。第 4 章の一連のハーンの「富士山」

や「大山」の「幽霊のような美しさ」にこだわりを見せ、「睡蓮の蕾」や「木の

花咲くや姫」が祀られていることを総合して考えると、ハーンが「富士山」や

「大山」の美にビズランドを重ねていた可能性がある。 

  以下の『異国情趣と回顧』「富士の山」からの引用は、黒い溶岩生の苛酷な景

色を述べた後、「水色の春の柔らかい幻想を通して、雪のような睡蓮の蕾の花弁

が開く」幻想を描いた後、一般的な“you”（もしあなたがそこにいるとして）

を使って、惨い景色だったことを述べる部分である。 

 

「ここは、あなたが立った時、蓮の花の燃えかすの破片よりも、これ以上ひどく

て、これ以上たまらなく陰気になどなりえないような場所です。」（No spot in this 

can be more horrible, more atrociously dismal, than the cindered tip of the Lotus as you 

stand upon it.）（『異国情趣と回顧』35） 

 

“you”をビズランドであると想定すると、ハーンが、富士山の遠景にビズラン

ドの幻影を眺めていて、遠くからは美しいが、これほど酷いところはないこと

を知らせている。 
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  ハーンが富士山に幻影を見ていることは、『東の国から』（1895）の「横浜に

て」で、ハーンが漏らす一言と一致する。ここで、ハーンは、横浜を日本到着

直後から 5 年後に再訪して、以前「富士山」に「幻想」を見たこと、そして今

それが幻想として消えたことを書いている。 

   

日本の美しい幻想、それは、日本の魔法のかかったような雰囲気に 初に入

った時に出会ったほとんど理解し難い魅力として私の中に長く留まった。しかし、

それは、とうとう全く消え失せてしまった。私は、その魅力と離れて極東を見る

ことを学んで来た。そして、過去の感情を少なからず悼んだのだ。 

しかし、ある日、そのすべてが私に蘇った。ほんの一瞬に過ぎなかったが。4

月の朝に包まれた神聖な富士の景観をもう一度、岬から眺めて、私は横浜にいた。

その青い光の、無法に大きな春の輝きの中に、私の 初の日本の日の感覚が戻っ

たのだ。それは、美しい謎に包まれた未知の妖精の世界の輝きの中の私の 初の

歓喜の感嘆の感覚だ。それ自身の特別な太陽と味わいのある雰囲気を持った妖精

の国だ。再び、私は自分が光り輝く平穏な夢に浸ったことが分かった。再び、す

べて見えるものが私には甘美な実体のないものに思えた。再び、この東洋の天国

が、魂が涅槃に入るように、すべてに翳りがなく、ごく薄い白い雲の幽霊の模様

がついているのだと。（中略） 

それから、その幽霊が消え去って、物がこの世に見えるようになった。そこ

で私は、この世の幻想すべてが人生であり、宇宙そのものが幻想であると考えた

のだ。（The beautiful illusion of Japan, the almost weird charm that comes with one’s 

first entrance into her magical atmosphere, had, indeed, stayed with me very long, but 

had totally faded out at last. I had learned to see the Far East without its glamour. And I 

had mourned not a little for the sensations of the past.  

But one day they all came back to me－ just for a moment. I was in Yokohama, 

gazing once more from the Bluff at the divine spectre of Fuji haunting the April morning. 

In that enormous spring blaze of blue light, the feeling of my first Japanese day returned, 

the feeling of my first delighted wonder in the radiance of an unknown fairy-world full 

of beautiful riddles,－Elf-land having a special sun and a tinted atmosphere of its own. 

Again I knew myself steeped in a dream of luminous peace; again all visible things 

assumed for me a delicious immateriality. Again the Orient heaven－flecked only with 

thinnest white ghost of cloud, all Shadowless as Souls entering into Nirvana […]  
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Then the ghostliness went away, and things looked earthly; and I thought of all the 

illusions of the world as Life, and of the universe itself as illusion.）（『東の国から』

325-327） 

   

ハーンはここで、来日初日に「富士山」を見た時の感覚が、心躍るものであっ

たことを「美しい謎に包まれた未知の妖精の世界の輝きの中の私の 初の歓喜

の感嘆の感覚」、「それ自身の特別な太陽と味わいのある雰囲気を持った妖精の

国」、「私は自分が光り輝く平穏な夢に浸った」と表現に工夫の極致をこらす。 

「妖精の国」（“Elf-land”“fairy-world”）は、ビズランドが『7 段階』「第 3 段階」

（日本）に多用した表現である。一例を挙げると、凧を「妖精の国の住人にふ

さわしい落ち着いた無意識の妖精らしさ」（“a sort of calm unconscious elfishness 

befitting dwellers in fairyland” 30）のように使われる（27×2、28×3、29×2、30×4、

35、36、39、40、41）。また、ハーンの「天国」（“heaven”）も同様に、ビズラ

ンドが「私は幸福至極な夢に入る。こんなことって有り得るのか。私には、日

本は天国のように美しくてぼんやりしている。」（“…I move in a joyous dream. 

Can this be I?...I, to whom Japan had seemed as fair and vague as heaven”30）とした

ことを踏まえていると考えられる。 

また、「涅槃」（“Nirvana”）は、ビズランドが「第 6 段階」（セイロン“Ceylon”）

において、「永遠の夢」と関連付て書いていることを想起させる。即ち、涅槃像

を「暑くていい匂いのする暗がりの中で、永遠の夢を夢見る、情熱や悲しみに

邪魔されることのない涅槃の平安」（“A Nirvana peace, un disturbed by passions or 

pity…dreaming eternal dreams in the hot, perfumed gloom.”）と表現するのと呼応し

ている（78）。興味深いのは、この場面でビズランドが、仏陀像が座るのが、「彼

（仏陀）が山吹（日本のバラ）の間のハスの上に座る」（“he [Lord Buddha] sat on 

his lotus among the Japanese roses,”）と、約 20 日前に滞在した「日本」という名

前の付く植物名を書いていることである（77）。ビズランドは、「第 7 段階」（ヨ

ーロッパ）の地中海で「私は日本からの宝物の着物に身をくるんだ。」（I wrap 

myself in my kimono－treasure-trove from Japan）と書いているように日本を気に

入っていた（89）。 

ただし、『東の国から』「横浜にて」は、この後、「赤猫」が登場し、それが、

ニューオーリーンズ時代のハーン作品に「赤猫」があることとの関連性を第 2

部第 8 章第 2 節で述べる。 
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以上見てきたように、『東の国から』「横浜にて」においてハーンはビズラン

ドの『7 段階』の表現を意識して、精一杯「暗号」にして答える。そして、「妖

精の世界」「幽霊のような美」が来日後 5 年経って失われてしまったことを、す

べてが幻想であると書くことで示している。ここに、ハーンが日本で学んだ仏

教の「すべては無である」という考えたかたも反映している。しかし、この「妖

精の世界」「幽霊のような美」の観念を魅力的にしているのは、その背後にハー

ンがいつもビズランドの「幽霊」を考えていた想念のためである、と私には思

われる。 

上記の検討で、ハーンが頻繁に使った「幽霊」（“ghost”）の概念は、文化人

類学の祖、エドワード・タイラー（Edward Tylor 1832-1917）に拠っていると考

えられる。そのように考えると、ハーンが「化け物」と「霊的存在」の「奇怪

さ」と「美」の両者の意味に使っていることが納得される。タイラーの書物『原

始文化における宗教』（Religion in Primitive Culture）は「ヘルン文庫」に存在す

る（48）。また、ハーンは 1891 年 8 月付のチェンバレン宛の 2 通の手紙で、そ

れぞれ、精霊舟について、タイラーが知っていること（Bisland 2: 41）や、タイ

ラーが論文を必要としているのなら、その協力を申し出ている（Bisland 2: 57）。 

タイラーの「アニミズム」は、二つの生物学的問題に分けられると言う。一

つは、生きた身体と死んだ身体の違い、即ち覚醒、睡眠、催眠状態、病気、死

の区別の問題である。もう一つは、夢や幻に出現する人間の形をしたものは何

であるかという問題である。そこでタイラーは、古代の未開人たちの賢人が、

すべての人間は「命と亡霊」（“a life and a phantom”）の二つを持つと推論した。

そして両者はともに、身体を離れたり、結合したりすることができるとする。

それが「幽霊の魂」（“an apparition-soul, a ghost-soul”）と呼ばれるものだとする。

それらは「魂」（“soul and spirit”）の概念と一致し、「自然界でいう蒸気や、フ

ィルムや、影」（“It is a thin unsubstantial human images, in its nature a sort of vapour, 

film, or shadow”）のように、無形で素早く移動でき、死後も身体能力を維持す

ると言う（12-13）。 

このように考えると、ハーンが「富士の山」の冒頭に示した、日本の諺「来

てみれば、さほどでもなし、富士の山」（Seen on close approach, the mountain of 

Fuji does not come up to expectation. 3）は、ハーンの感覚が「幻想」と「現実」

の間を行き来していたことを表していると捉えることができる。ハーンにとっ
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て「幻想」とは、遠景から「睡蓮の蕾」にビズランドを重ねて見ていた、ハー

ンの心情と言える。 

ハーンが「蓮華の花開いた」の子供の遊びが好きだったことが、セツの焼津

の思い出に、「焼津などに参りますと海浜で、子供や乙吉などまで一緒になって

『開いた開いた何の花開いた、蓮華の花開いた……』の遊戯を致しまして、子

供のように無邪気に遊ぶ事もございました。」と描かれる（田部 167）。この童歌
わらべうた

は、『日本雑記』の「日本の子供の歌」に「遊戯歌」（“Dance-song”）に引用さ

れて、日本語をローマ字で表記し、その下に英語の訳が付られている。 

 

Rengé no hana hiraita, / Hiraita, hiraita! / Hiraita to omōtara / Yatokosa to tsubonda! 

 

The lotus-flower has opened, has opened, has opened!－Even as I thought that it had 

opened－lo! Yatokosa!－it has closed up again! （163-64） 

 

また、注で遊び方が、「『開いた』で手をつないだ輪が広がり、『やっとこさ』

のタイミングで走って輪を縮める」であることが丁寧に示されている。 

ハーンはおそらくこの遊戯の「ハスの蕾」に富士山のイメージを重ねていた

と思われる。第 2 部で、二重傍線部を付てすべて「ハスの蕾」の箇所を引用し

た。第4章の第2節のアトランティック・マンスリーの「日本への冬の旅」（263）、

第 5 節の『心』「ある保守主義者」（207）、第 6 節『異国情趣と回顧』「富士の山」

（35）である。このように、ハーンはもともと富士山の美を「ハスの蕾」に喩

えていた。そのハスの花が開いたり閉じたりする動きを遊戯で表すことで、生

きたビズランドを思い起こす縁
よすが

となったのではないだろうか。ここにハーンが

夏の滞在に焼津を選んだ理由があったと思われる。これを次の第 9 節で展開す

る。 

雨森の英語追悼論文の引用の「そうです、汚れのない蓮の花のように彼は心

に生きた人でした。」（Yes, like an undefiled flower, a lotus, the man was in his heart.）

（Atlantic 523） を見逃さなかったビズランドは『書簡集』「序」で、「蓮の花の

ように彼は心に生きた人でした。」（Like a lotus the man was in his heart.）とハー

ンを「蓮の花」に喩えた（Bisland 1: 159）。ビズランドに、ハーンの「蓮」への

思いは届いていたと思われる。 
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また、「燃えかす」にも、ハーンとビズランドの思い出のあることは、第 2

部第 7 章第 4 節で詳述する。後述の第 10 章第 3 節で詳述する、『仏の畑の落ち

穂』の冒頭「生き神様」が、まさに、タイラーの「霊魂観」の具現化した作品

と言えることを後述する。 

 

4. 9．ハーンが「焼津」を選んだ理由 

  ハーンが、その姿にビズランドの「幽霊」を重ねて見ていた富士山は、『異国

情趣と回顧』（1898）「富士の山」の登山以降、ハーンのテーマから消える。し

かし、ハーンは、富士山を見るために、毎夏（1898、1903 年を除く）、家族連

れで焼津に海水浴に出かけていた。そして、テーマは「海」を巡る瞑想へと繋

がっていく。それが次の『霊の日本』（1899）「焼津にて」やビズランドに捧呈

した『日本雑記』（1901）「海のほとり」「漂流」「乙吉の達磨」に結実していっ

たと考えられる。 

  「焼津」は、ハーンが、 初に訪れた「舞阪」や「浜松」が気に入らず、

終的に選んだ地である。私は、「舞阪」と「浜松」からは、富士山が見えず、131

「焼津」からは、見えたことが選んだ動機の一つではないかと考えた。 

焼津は、ハーンが一雄に泳ぎを教えるために選び、「波の荒い」ことが気に入

ったというのが通説である（『事典』655）。通説は以下のような一雄の証言に基

づくと思われる。一雄は『父「八雲」の憶ひ出』において、以下のように、海

岸の波の荒さと砂地の無い事が、ハーンが気に入った理由であると述べる。 

 

    明治三十年132 の夏には父は水泳の目的で母と私等兄弟を連れて舞 坂
（ママ）

133 から浜

松へ行き、それから焼津に 趣
（ママ）

き、ここで初めて魚屋の山口乙吉さんを知るに至

ったのでした。父の知人で元松江中学校の教諭であった田村豊久氏がその頃浜松

中学校に就職して居られ、氏からの勧めにより舞坂や浜松へ行ったのですが、い

ずれも海が遠浅なので、海水浴には好
よ

くとも水泳に適さねば決して気に入らぬ父

の事 故
（ゆえ）

、たちまちここを去り、焼津に来て、海が深く波も荒いので初めて我が

ためにはこれ究竟の水泳場と大いに気に入って滞在することとなったのだそうで

す。（303） 

 

    焼津の海は渚から七、八間も入
はい

ると、もう大人の背丈が立たなくなるほど左様に

無遠慮な深みになっていました。これが大いに父の気に入ったのです。焼津の海
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は浜も水底も一体に大粒の砂利であって、かなり沖へ出ぬと砂地はないのです。

しかし水は清く澄んでいて、男性的なちから強い荒波がいつも汀で遠雷に似た

轟
とどろき

を揚げていました。これがまた父に無常の爽快を覚えしめたのです。（313） 

 

一雄が推測した、ハーンが焼津を選んだ理由のもう一つは、ハーンが宿泊した、

魚屋の山口乙吉の人柄に惚れ込んだことである。焼津では、 初秋月という料

理屋兼旅館」に約一週間滞在したが、「あの異人の一行」に長居されることを嫌

い、絞れるだけ絞って追い出そうと言っていた陰口を聞き、田村の下宿の主婦

の案内で乙吉の家に決めた（304）。 

     

    あの人間嫌いの父が東西におけるすべての友人達のあら
、、

や臭
くさ

みが花について我慢

しきれずそのことごとくを振り棄てるような場合がこようとも、おそらく乙吉さ

んは終生棄てられぬ唯一人物であったようと信じます。あんなに敏感なデリケー

トな神経の父が、蠅と蚤と蚊の多い、魚の臓腑と干物の臭気が充満している中に漬
つ

け浸
ひた

されているあの南北の風通を閉じた東西に烈日を受ける天井の低い二階の部

屋を不平一ついわずに月余を借りて愉快がっていたのは啻
ただ

、焼津の海が気に入っ

たからのみじゃないのです。勿論ここには自分一行の他、東京や横浜辺の人がい

ないからでもあるい、煩わしい訪客がほとんどないからでもありましょうが、こ

れ等もその原因の主なるものでは決してないのです。山口乙吉さんの人物に甚し

くこころを惹かれたからです。父は乙吉さんを「乙吉 様
サーマ

」と呼び、乙吉さんは父

を「先生様」と呼んでいました。子供心にも余りに極端な讃辞だと思ったのは父

が、「乙吉様神様のような仁です」といった一語でした。（313-14 傍点一雄） 

 

乙吉の二階屋を苦にしなかったのは、乙吉の人柄に心底信頼を寄せたせいであ

ろう。134 しかし、これは、「焼津」の荒海を選んだ直接の動機とは関わらない。

一雄に水泳を教えるのに、わざわざ荒い海を選んだのには、強い動機があった

はずである。ハーンが水泳を覚えた、アイルランドのトラモアの海岸や、北ウ

ェールズの海岸は、白浜が見え、決して荒い海ではない。実際、一雄は、溺れ

そうになった経験を綴っている（『父「八雲」を憶ふ』335-39）。 

私は、ハーンが本当の理由を隠した可能性を指摘したい。それは、実際に焼

津に行ってみると分かるのであるが、焼津の海岸は、当時の写真や、焼津の地
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元の研究者による模型、現在の海岸を見る限り、およそ水泳の初心者に向かな

いもので、荒い波を防ぐ波止めが当時にもあった漁港だからである。 

一雄も『父「八雲」を憶ふ』において防波堤に言及している。「焼津」の「防

波堤」に着目した研究には管見にして出会わない。海が荒いため「焼津」の漁

村は「波除け」（防波堤）が必要なほどだったのである。 

 

街道の向側の家並が邪魔していて―たとえ家並がなくともその背後には高さ数丈

の防波堤がありますから―海はちょっとも見えませんでした。（309） 

 

焼津は行くことごとにそこここに多少の変化がありました。（中略）外では防波堤

が更に堅固に改修され、しかも幾町かを延長増築されたこと（ただしこの公事は

数年掛りでした）・・・（310） 

 

乙吉さんの家から約二丁を隔てた浜に面した防波堤近くに・・・（348） 

 

新しく築造された高 サ
（ママ）

二丈余の防波堤の上を或る日、父、乙吉さん、光栄さん

と私の四人連れは海から吹き上げて来る凉風を懐に入れながら、南の方へと歩い

て行きますと、・・・（397） 

 

また、波の荒さから一雄は、一人で海に出ることを禁じられていた。 

 

海辺や川辺は危険が多いから必ず父
ぱぱ

か書生か乙吉さんと一緒でなかれば行って

はいけない。そしてこれ等大人の命令に絶対に従わなくてはいけないと、私は

予々
かねがね

父から申し渡されていました。（『父「八雲」を憶ふ』426）。 

 

上記の引用と、ハーンが「焼津」に来た 初の夏に、富士登山をしたことを考

え合わせると、一雄への泳ぎの伝授よりも、優先された動機として、富士山が

見えることが考えられることを提案したい。それを裏付るように、「舞阪」や「浜

松」の海岸からは富士山は望めないからだ。 

  ハーンが焼津に別荘を建てることを本気で考えていたことは、ほとんど知ら

れていない。丸山学は、実際に焼津に出かけ、二代目山口乙吉から以下のよう

な証言を聞いている。 
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    私が山口氏から伺ったところでは、ヘルンはこの土地に別荘を建てる意図があっ

て先代にそれを告げ、適当な土地を物色しているうちにヘルンの死去となったと

いうことであった。もしその家でも出来ていたらヘルン遺跡として永久にここに

残るところであったのにと、残念そうに山口氏は語られた。（300） 

 

別荘を考えるほどであったということは、一雄に水泳を教えるためだけに選ん

だ土地とはもはや言えないのではないだろうか。一雄が泳げるようになっても、

焼津は毎夏訪れたい土地である。また、乙吉に惹かれたことは、別荘と関わり

がない。 

  一雄の水泳についても、「焼津湾南端に位する岬」であり、焼津の海岸から約

一里離れ、子供の足で遠い、「浪の静かな」和田海岸によく出かけたことを証言

している。この海岸は遠浅の砂浜が続いているのである。一雄は以下のように

「坦々と」（タンタンと、平らであること）砂浜が海中に入っていくことを説明

している。 

 

    焼津の浜は南北に湾曲して居り、南方には山がなくこの（ハーンが、一雄が「和

田のラムネ」が好きだと言った）和田の岬の美しい砂浜が 坦 々
（たんたん）

（平らな様）と

海中へ延び出ていて、遠方から見るとそこは陸か海かちょっと見分けがつかぬ有

様です。（中略）和田の海はなかなかに深く、気味が悪いほどに水は青く澄んで 冷
つめた

く、ここは常には池か湖水かとおもわれるほどに浪の静かなところでした。それ

が北方へ行くに従い波がだんだんと高くなり、北端の当 目
（とうめ）

に到ると如何に静穏

な非でも一間余の高サ
ママ

の波が海へ突き出ている山の裾や無数に散在している岩に

打
ぶ

つかり砕けて 轟 々
（ごうごう）

と遠方まで鳴り響いていました。漁船でここの岸近くへ寄

るものは一艘もありませんでした。況
（ま）

してここで泳ぐ者は一人もありませんでし

た。海が荒れて御 休 町
（おやすみまち）

の浜でも水泳が困難な時には父は私等を連れて和田へ行

きました。否、海の荒れて居ぬ時でも父はしばしば和田へ赴きました。（『父「八

雲」を憶ふ』360） 

 

以上の一雄の証言では、いつもは、一里離れた和田の海岸で泳いだことが分か

る。ハーンが「一雄焼津で喜ぶものは、小船（玩具の船のこと）、玉ころがし、
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135 和田のラムネ」と言うほど「和田」は頻繁に出かけた浜であった（『父「八

雲」を憶ふ』358）。 

 

    和田まで行くのは遠かったのです。和田の海は父も母も書生さん達も乙吉さんも

皆が好きであったところです。父は朝食前と食後の二回まで宿の近くの海で泳ぎ、

午後からあの遠い路を和田まで歩いて行ってからまた存分にここで泳いでそれか

ら再び遠い路を宿まで帰り、その上なおも夜海へ這入ったこともありました。（『父

「八雲」を憶ふ』365） 

 

溺れそうになった体験（337-39）や、1900 年の夏には、泳げるようになってハ

ーンと遠出したのは（369-72）、乙吉の店の前の浜であった。つまり、ハーンは、

一雄の水泳には、焼津の南方の和田海岸を利用し、宿泊には、人徳のある乙吉

の家に泊まり、荒れた海を見つめるのは北方の遠目の浜であったのだ。 

  田部は、ハーンが「暴風雨の時には海岸に出て怒濤を飽かず眺めていた。」と、

ハーンが思索にふけったと証言する（田部 121）。 

  ハーンは、この地のスケッチを残しているが、下図 42 のように、いつも富士

山が描かれている。海岸線に普通の砂浜が殆どないことが見落とされ、波止め

が道のように見えることから穏やかな海岸線と思われてきたと考えられる。 

       （図 39）                      （図 40）                      （図 41） 

                                                       

       

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

（図 39）は、ハーンの滞在地から、約 4km 離れ、時折ハーンが訪れた「当目の浜」から見

える富士山（『〈増補版〉文学アルバム小泉八雲』115）。（図 40・41）は、「焼津小泉八雲記念

館」協力の当時の海岸の波止めの写真と、模型である。 
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                    （図 42）                           （図 43） 

 

 

 

 

 

 

これらの調査から、ハーンが焼津を選んだ 大の理由は、富士山の眺め、遠

いビズランドの「幽霊のような美」を見たかったことにあると思われる。ハー

ンにはビズランドとニューオーリーンズ沖のグランド島で過ごした思い出や、

海岸で様々な色を発して燃える漂流船の流木の思い出があった。それらが、『東

の国から』冒頭の「或る夏の日の思い出」（第 6 章にて詳述）や、『日本雑記』

「漂流」（第 12 章第 2 節にて詳述）の命を救った板のテーマとして生かされて

行く。また、私生活では、焼津で拾った猫を「ヒノコ」（火の粉、火の子）と名

づけた意味の検討は第 2 部第 7 章で検討する。 

 

4. 10．第 4 章のまとめ 

第 4 章では、「富士山」をテーマにして、ビズランドの『7 段階』における第

一印象の、大空に浮かぶ円錐を、ハーンが「日本への冬の旅」、『日本瞥見記』

（富士と大山）、『心』の「ある保守主義者」、「出雲への旅日記」、『異国情趣と

回顧』において変奏しながら、ハーンが「幽霊のような美」「睡蓮の蕾」を重ね

ていたことを検証してきた。 

  そこには、志賀直哉の『暗夜行路』の有名な 終場面の描き方への影響を思

わせる描写も発見できた。志賀直哉の描写は、ハーンが描写に込めた、ビズラ

ンドへの「暗号」が、志賀直哉にもそれとは分からないまでも、文章の含みと

して感動を与え、志賀直哉が書き始めてから 15 年という発酵の期間を経て136 

結実したと考える。 

 

5.『日本瞥見記』に秘められた「暗号」 

  第 4 章では、ハーンとビズランドの共有したテーマ「富士山」に焦点を絞っ

て辿ったために、『日本瞥見記』（1894）に見受けられるその他の「暗号」に触

（図 42）は、ハーンの描いた焼津のスケッチ（『〈増補版〉文学アルバム小泉八雲』115）。

（図 43）は、現在の焼津港（2016 年 8 月 31 日撮影）。晴れた日には屋根の間から富士

山が見えるという。現在は、当時の海岸はすべて埋め立てられて深い岸壁になり、大

きな漁船の行き交う港になっている。 
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れることができなかった。第 5 章では、『日本瞥見記』に残されている「暗号」

を、二つを取り上げる。 

  一つは、散発的に構成されている日記風に編集された章を、日記の日付を整

理して時間軸に沿って並べると、ビズランドが結婚した 1891 年 10 月が、飛ば

されているという点である。 

  もう一つは、『日本瞥見記』の「日本人の微笑」が、ビズランドの『7 段階』

の記述を踏まえているという点である。 

 

5.1．『日本瞥見記』に避けられた「1891 年 10 月」 

  ハーンは 1890 年 4 月 4 日に日本に到着した後、短信をビズランドに向けて出

した後（Bisland 2: 3-5）、1900 年 1 月までビズランドとの音信は事実上途絶えて

いる。ハーンの 初の著書『日本瞥見記』（1894）が、何らかのメッセージを「暗

号」として含んでいることは、想像できることである。   

『日本瞥見記』は、第 11 章「杵築日記」（“Note on Kizuki”244-73）、第 12

章「日御碕にて」（“At Hinomisaki” 274-85）、第 19 章「英語教師の日記から」

(“From the Diary of an English Teacher”430-90)の 3 章が日付入りで日記風に描

かれる。 

掲載順に、これらを並べると以下にようになる。 

 

    第 11 章「杵築日記」             1891 年 7 月 20 日 

                                           7 月 23 日 

                                           7 月 24 日 

                                           7 月 25 日 

    第 12 章「日御碕にて」            1891 年 8 月 10 日 

    第 19 章「英語教師の日記から」    1890 年 9 月 2 日 

                                            9 月 22 日 

                                            10 月 1 日 

                                            10 月 15 日 

                                            11 月 3 日 

                                      1891 年 3 月 1 日 

                                              4 月 4 日 

                                              5 月 1 日 
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                                              6 月 1 日 

                                              9 月 4 日 

                                             11 月 2 日 

                                             11 月 26 日 

                                             12 月 23 日 

 

以上の前後している日付を、時間軸に沿って並べ直すと、1890 年 12 月、1891

年 1月、2 月の 3 ヶ月間と、1891 年 10 月の 2 カ所が欠けている。 

 ハーンが、故意に欠けている部分を隠すために、意図的に順序を前後させた

可能性が考えられる編集である。そこで、抜けている期間の意味を考えてみた。 

  まず、前者の 3 ヶ月間（1890.12.-1891.2.）は、ハーンがセツと出会い、一緒

に住み始めたころである。長谷川洋二『八雲の妻』（2014）によると、セツとハ

ーンの結婚ははっきりせず（123）、セツ自身は「1890 年 12 月に嫁いだ」と新

聞記者に答え（125-26）、田部隆次や（247）、一雄（『父小泉八雲』205）は、「1890

年 12 月」と書いている。ビズランドは、1891 年 1 月とする（Bisland 1: 116）。

長谷川は、池橋達夫の研究や、当時の旅館の女将の証言から、「セツが、まずは

二月頃、住み込み女中ないし、それに類する者として、ハーンの家にすむよう

になった」という解釈が支配的になったとする（129）。 

長谷川は、「セツが、ハーンの家に入って間もない段階で、住み込み女中とは

違った扱いを、ハーンから受けるようになったと考えるのが、自然かと思われ

る。」とする（142）。私は、ハーン自身が、結婚の時期について「全く語ってい

ない」ことから（長谷川 125）、長谷川の説のように、緩やかなものだったと推

測する。上記の『日本瞥見記』の日記の日付の抜けた 3 ヶ月間が、ハーンとセ

ツの出会いから、緩やかな結婚に移行する時期に当たると考える。 

もう一つ欠けている、1891 年 10 月が、ビズランドの 10 月 6 日の結婚と一致

する月である（『事典』507）。ハーンは、ヘンドリックへのこの 10 月の松江か

らの手紙に、ビズランドの結婚を知って、インディアンの踊りを踊り、2 時間

「ヘルン言葉」で、しゃべり続けたと書いている（Bisland 2: 62; 工藤 280）。 

ハーンは故意にこの 2 箇所の欠けた日付に意味を持たせた可能性がある。杵

築について既に第 8 章で「杵築：日本 古の神社」として書かれているのに、

第 11 章で日記風に「杵築日記」として再出している。第 10 章の「美保関」は、

並びの作品より実際には 1 年遅い 1892 年の旅行である。こうしたことで、ハー
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ンは読者の目を混乱させている。この並べ方に時間軸の整合性が欠けることか

ら、ハーンに何らかの意図があったことを考えることができる。ハーンは、『日

本瞥見記』の日付の中に、抜けている月を配置して、ハーンとビズランドのそ

れぞれの重大事件を、潜ませたと推測する。 

ハーンは、他でも編集上、事実通り書かないことが指摘されている。それは、

効果を考えてのことである。例えば、「英語教師の日記から」の上記の表の 後

に描かれた、1891 年 12 月 23 日付の、教え子の横木の葬儀が、既に熊本にいて

参加していないにもかかわらず、教え子、藤崎八三郎への取材によって参加し

ていたように描かれていることが挙げられる（『事典』670）。 

これらの、一見無造作に並ぶに日付に、ハーンの計算が働いている。『日本瞥

見記』が隠している 重要な日付は、ハーンとビズランドのそれぞれの結婚の

時期であったと言える。 

 

5. 2.『日本瞥見記』「日本人の微笑」に『7 段階』への解答―日本

絵画論 

  ビズランド著 1891 年『7段階』137 における記述が、ハーンのテーマになっ

た可能性があるのは、『日本瞥見記』「第 26 章 日本人の微笑」（“The Japanese 

Smile”656-683）である。この作品は 1893 年 5 月号の『アトランティック・マ

ンスリー』に掲載され、『日本瞥見記』（1894）の 後から 2 番目に配列されて

いる。 

  ハーンは、突然「日本人の微笑」に興味を持ったのではなく、このテーマは、

もとはビズランドの『7 段階』に、日本人の特徴の一つとして描かれていたこ

とであり、ハーンはこれを考え続けていたと思われる。そこで、まず、ビズラ

ンドの『7 段階』における「微笑み」（“smile”）の取り上げられ方を検討する。 

 

    ① そこでは、女性達が、目もとの端をきりっと吊り上げ、襖や壺に描かれたよう

に静かに微笑んで、二本足でそんな風に歩けないほどの着物を着ている。（[…] 

where ladies wear their eyes looped up in the corners, and gowns in which it is so 

impossible that any two-legged female should walk that they pass their lives smiling and 

motionless upon screen and jars….）（27） 
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② もっと古くさい人々が石造りの埠頭に、青い法被を着て立っていて、人なつっ

こい微笑みで歓迎してくれる。（More mediaeval folk in blue stand about on the stone 

pier and welcome us with friendly smiles,）（30） 

 

③ どんな人も、面白い小さな見張り小屋の外に立つ、おもちゃの兵隊のような警

官でさえ、微笑み返しをしてくれる。（Every one－even the funny little gendarme who 

stands outside of his sentry-box like a toy soldier-gives us back smile for smile.）（31） 

 

これら日本人の「微笑み」の描写は、その次にビズランドが訪れた、香港の人々

の「微笑」と比較される。ビズランドは日本人の「微笑」に「愛想の良い活気」

のあることが、中国人の「人なつっこさ」とは違い、質的な差があることを感

じている。香港の子供や 下層の労働者以外の「微笑」は、以下のように描か

れる。 

 

    大人達とそっくりの格好をした、かわいい丸顔の子ども達は、通行人達と入り口

の所で、微笑みを交わしている。概ね一般の人たちには人なつっこさがある。た

だし、 下層の労働者以外は、全体的に、日本人の愛想の良い活気に欠けている。

（Pretty round-faced children, dressed exactly like their elders, play in the doorway and 

exchange smiles with the passer-by. There is a general public amiability－without the gay 

and gracious vivacity of Japan－in all save the lowest class of labors.）（47） 

 

ハーンも日本での第 1作目『日本瞥見記』（1894）の第 1 章「私の東洋での 初

の日」(My First Day in the Orient)に、日本人が「微笑み」（“smile”）を浮かべる

ことに言及していることが注目される（2、7、8、13）。 

ハーンは本の出だしを、チェンバレンの「日本の魅力は、はかなくて、忘れ

がちであるから、第一印象（“your first impression”）138 を書き留めておくよう

にとの親切な助言を怠った」ことから始める。第 1 節では、「雪を被った富士山

からの涼しい風」と「人力車夫」の「微笑み」を中心に、多くの「微笑み」を

意識的に取り上げる。これら、三つのテーマはビズランドの『7 段階』の第一

印象で取り上げられているテーマと共通する（26-30）。 

『日本瞥見記』ではその後、第 3 章の「地蔵」、第 6 章「盆踊り」、第 9 章「子

供の霊の洞窟」で「微笑み」が取り上げられたあと、 終章の一つ前の第 26
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章「日本人の微笑」で「第一印象は、本能的であっても、科学的にも部分的に

信頼でき、日本人の微笑の第一印象は、真実から遠いとは言えない」、と書く

（659）。これは、ハーンの第 1章「私の東洋での 初の日」を踏まえているば

かりか、ビズランドの第一印象も含んでいると考えられる。 

また、ハーンはこの第 1章に、「私の」（“my”）を意識的に使った用法をして

いる。例えば、「私の 初の乗車」（“my first kuruma-ride”1）、「私のわらじ履き

の車夫」（“my sandalled (sic) runner”2）と言う具合に、4 ヶ月前のビズランドに

よる日本初体験の記述が意識にある描き方をする。 

ビズランドは 36 時間の日本滞在後、香港に向かう船の中の図書室で、日本の

魅力をとらえた執筆家が一人もいないことに、「自分だってうまくいかない」と

しつつも、ジャーナリストらしく「スカッとし、ワクワクした」と言う（41）。

つまり、ビズランドの日本の第一印象に関する感想は、「日本の魅力を誰一人正

確に描き出した人がいない」ということでもあった。ビズランドは、以下のよ

うに書く。 

   

  私は、日本をテーマにした本を、船の中の図書室で、しらみつぶしに調べた。ど

の執筆者もこの菊の国の妖精のような魅力の十分な概念を伝え損なっていること

に気付いて、スッキリし、ワクワクもした。私も失敗するだろうことは人後に落

ちないのだが。（I [...] go steadily through every word the ship’s library affords on the 

subject of Japan. I am refreshed and cheered to find that the writer of each book fails, as 

signally as I shall fail, to convey any adequate idea of the fairy charms of the Land of 

Chrysanthemums.）（41） 

 

おそらく、ビズランドが日本の魅力を描ききった文筆家のいないことを述べた

このくだりが、ハーンの出発前に「あなたに日本に行って欲しいのです。何故

なら、あなたが日本について書いた本を読みたいから。」という彼女の発言に繋

がったと思われる（Bisland 2: 473、第 2 部「序」・第 2 部第 3 章第 2 節参照）。

それは、ビズランドがハーンの執筆に寄せた満腔の信頼の現れであった。それ

を言われたハーンも、前人未踏の仕事を、満を持して、4 年後の『日本瞥見記』

という力作に結実させた。139 そのテーマの一つが「日本人の微笑」であったと

言える。 
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  ハーンの第 26 章は冠詞のついた「日本人の微笑」（“The Japanese Smile”）で

あって、それは「既出」の話題であることを示す。ハーンは、「第一印象は、本

能的であっても、科学的にも部分的に信頼でき」るとしており、「日本人の微笑」

に対する関心のきっかけがビズランドの第一印象だった事を示唆する。さらに

この第 1作『日本瞥見記』で、ハーンが「日本人の微笑」についての考察を詳

細に述べているのは、ビズランドの期待にその動機があったと推察される。（ハ

ーンがビズランドの「第一印象」の一つ、富士山をテーマに書き継いできたこ

とを、第 4 章で既に述べた。） 

  『日本瞥見記』第 26 章「日本人の微笑」は、ハーンの第 1 作において、ハー

ンが熟考し続けたテーマとして書かれ、締めくくられていると考えられる。ハ

ーンは、熟考の内に、ハーンを日本に引きつけ、ハーンが絶賛した、パーシバ

ル・ローウェル（Percival Lowell）の説に異論を唱えることができる域に達して

いる（『事典』442-44、686）。 

つまりハーンは、 初の本で、「日本人の微笑」を自分の「日本人研究の一つ

の結論」として書き、 後の第 27 章「さよなら！」の前の第 26 章に置いた。

それは、ハーンの力作であったと考えられる。 

上記の三つのテーマの内、残る「人力車夫」が大きく関わるのが、次の第 6

章で取り上げる『東の国から―新しい日本での夢想と研究』（Out of the East: 

Reveries and Studies in New Japan 1895）の巻頭の作品「ある夏の日の夢」（“The 

Dream of a Summer Day”）である。それは、上記の三つのテーマ「富士山」「人

力車夫」「微笑」の内の一つとして、繋がりを見せていると思われる。140 

 

6.『東の国から』「ある夏の日の夢」の「暗号」141 

ハーンが 1890 年に日本に来てから 5 年目、第 2 作目に当たる『東の国から』

の巻頭に掲げた作品が、「ある夏の日の夢」である。それは、坪内逍遙が、「論

でも話でも兎角枝に枝の花が咲いて、飛
ママ

んだ脇道へ外れるが癖」と指摘する、

ハーンの特徴的表現の一例と考えられる（田部『小泉八雲』「坪内逍遙序」viii）。

しかし私は、ハーンが文章の推敲を重ねることはよく知られており、142 ハーン

に一貫して伝えたいメッセージがあったことを想定する。 

本章は、「ある夏の日の夢」に、ハーンの明確な執筆意図があることを仮定し

た上で、全体に整合性を求めてテキスト分析をし、ハーンの真意を解釈するこ

とを目指す。その結果、ハーンが「『浦島』の季節を夏にし、瞑想場面も日本に
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おける酷暑の、「海岸と空の青色が溶け込むシーンを強調している」143 ことと、

「旅館の妖精のような女将との車屋に 75 銭払う約束」にこだわっていることに、

隠されたメッセージ性を想定する。この作品は、日本の夏の酷暑のさなか、語

り手（ハーン）が人力車に揺られながら、「浦島」の解釈を試みながら、ハーン

にとっては「竜宮」が、過去に過ごした「熱帯」（グランド島）であったことを

訴える作品である、という解釈を示したい。 

一番注目されるのは、典拠の『万葉集』では「春の日」とするが、ハーン、

チェンバレンともに「常夏」となっており、先行研究の指摘にあるように、ハ

ーンはさらに「南方（down into the south）にある竜宮と、北方（northern horizon）

にある日本」とする点である。こうした点については、森亮による事実の指摘

があるが（『小泉八雲の文学』144）、しかし意味については十分に議論されてい

ない。ハーンは「竜宮」を歴史的・地理的に、海上に実在する「常夏の島」（“summer 

never dies”7、“the island of unending summer”20）として描き、実際にはニュー

オーリーンズ沖のグランド島を暗喩していると思われる。ハーンはこの島につ

いて、熱帯（“tropics”）144 と表現し、手紙の中で思い出にたびたび触れ（Bisland 

1: 420、421、448、453、2: 3）、 初の小説『チータ』（1889）の舞台に選んだ

思い出の島である。この章で、ハーンのこの「熱帯」を巡る思い出に加え、「妖

精」「75 銭」「魂の蚊」等の暗喩的表現を検討する。このことを通じて、ハーン

が 11 年前に一緒に熱帯の一夏を過ごした、人生を通じてハーンの心の恋人だっ

た、ジャーナリスト、ビズランドへのメッセージを含むという解釈の可能性を

指摘する。   

 

6. 1. 要旨と先行研究の紹介 

ハーンは「ある夏の日の夢」において、チェンバレンが出版した『日本お伽

話叢書』（“Japanese Fairy-Tale Series”1886 図 44・45）に描かれた「浦島」145 を、

「日本人の絵かきによって美しい彩りがされていて、子供用として も惹き付

られる」と賞賛し、この本を傍に置いて、自分自身の言葉で語り直そうと始め

る (Out of the East 4)。 
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               （図 44）                           （図 45） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この絵本には、美しい海の情景が描かれている。（図 44・45 参照）仙北谷晃

一は、ハーンが「チェンバレンの文章よりも、この彩り美しい挿画によりかか

つてゐる部分が遙かに大きいのではないか」（「ラフカディオ・ハーンと浦島傳

説」49）と評する。本論文は、ハーンがこの絵本の海と空からメキシコ湾の熱

帯を思い出し、自分の現在の状況を「夢想」的に再構築しようと意図したと推

定する。 

以下において、この作品の「浦島」と「若返りの泉」の再話を取り巻く必要

な要旨を述べ、また先行研究の紹介をする。（『東の国から』 1-27、ローマ数字

はハーンの章立てを示す。） 

 

Ⅰ、和風旅館にくつろぎ、19 世紀の文明化の苦しみから逃れる。バルコニーから眺

める山々は、古い記憶のように水平線の夏の輝きの中に霞んでいる。もらった団扇の

デザインは海岸の砕ける波と青い空の海鳥で、それを見た途端、叫びだしそうであっ

た。「浦島館」の女将は若くて美しく、蝶のようである。「熊本まで車屋を頼む」とい

う女将の声に魔法にかかった様な気がする。 

Ⅱ、『浦島』を自分自身の言葉で語る。1400 年前に、実際にあった話で、浦島は、「南」

の海上にある島、竜宮に行き、北の日本に帰る。 期は「400 年の冬の重みによって

沈み込む」。年報によると雄略天皇 21 年、丹後の水江
みずのえ

の出来事であった。 

Ⅲ、妖精のような女将が、「車屋に 75 銭払う」ように言う。無限の光の中、すべて

が青色の巨大な貝の中のように、海と空の青が混じる中、肥後の山々がアメジストの

チェンバレン The Fisher-Boy Urashima 1886 （ちりめん本） 

<http://www.baxleystamps.com/litho/hasegawa/urashima_1886.shtml> 
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塊のように聳える透明な世界を何マイルも車に揺られていく。ユスリカが、けだるい

輝きに糸筋を描く。私の魂の蚊が空と海の間の青い夢の中を飛んでゆく。明治 26 年の

酷暑の中に電線が立ち、鳥が一斉に同じ方向を向いている。通り過ぎる村には雨乞い

の太鼓が響いている。 

Ⅳ、「浦島」の「塵」を考える。「浦島」が千年もの間、生き延びたからには、真実

の美質があるはずだ。しかし、どんな真理なのか？答えは見つからない。車屋に、鳥

が同じ方向を向く理由を教えられ、自分の忘れっぽさに笑った。きっと「浦島」の謎

は忘れっぽさによって創造されているのだろう。再再度、「浦島」を考える。浦島は可

哀想とはいえない。日本人の浦島への同情は自己憐憫である。この考えは青い光と穏

やかな風という特別な時にやって来る。そしていつも昔の叱責に似ている。現実とは

何か？「竜王の娘」とはだれか？常夏の島とはどこか？箱の中の雲とは何か？一つも

答えられない。だが、思い出すことがある。―太陽も月も今より大きくて輝いていた

時、空はもっと青く、海は活きていた。私を優しく統べるお方は、幸せにしてくれた

が、とうとう別れが来て、彼女は泣き、「絶対に失くさないで、これは若さを保ち、還

る力をくれるから」というお守り（“charm”）をくれた。しかし、私は帰ることはなく、

お守りを失くし、年取ってしまった。 

Ⅴ、海岸線の村の休憩地点で、お茶を運ぶ若者の背中に括り付られた赤ん坊が、「ア

バ」（さよなら）という。この幻の世の始めに？一体誰に？答えが分かる前に忘れてし

まう。湧水から「若返りの泉」の話を思い出す。この話は「浦島」の話の後では、命

の水を飲み過ぎても若返らないから色褪せて見える。途中まで乗せてくれた車屋の要

求した 55 銭ではなく、女将との約束の 75 銭を、交代した車屋に与えてしまった。残

りの距離を車に揺られて雨乞いの太鼓に向けて煌めきの中を疾走していった。 

 

本格的な研究は、仙北谷晃一に始まる（「ラフカディオ・ハーンと浦島傳説」

『比較文學研究』第 30 号 41-68）。仙北谷は、ハーンのチェンバレンへの手紙

と作品との異同から始めて、チェンバレン訳の「浦島」との違いを詳述する。

また、ハーンの 3 年後の出版『異国情趣と回顧』（1898）所収の「青の心理学」

を援用して、ハーンが「メキシコ湾流」に接した時の感動から、仙北谷は「青

は、（中略）失われた楽園と時間への憧憬」（53-54）を描いたと読み取る。ハー

ンのギリシャ時代の記憶の中の母と乙姫を重ね（58-61）、「人生そのものを夢、

幻と観じてゐた」ことにテーマを帰する（64）。 
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小川繁栄
としえい

は、萩原朔太郎の研究の立場から、萩原がハーンの作品集に書いた

推薦文、「ラフカヂオ・ハーン小泉八雲は、西洋から来た浦島太郎であった。」

に注目する。146 小川は、平川祐弘『小泉八雲 西洋脱出の夢』と同意見として

注に示した上で、この作品にハーンの語る「竜宮城が南の常夏の島にある」こ

とが、「生き別れの母への思慕を色濃く反映」しているとする（81-82）。 

横山孝一は、ニューオーリーンズのアイテム社の記事「黄金の泉」をハーン

流の浦島物語とし、「竜宮（母のいる幼年時代）へ戻りたいという強い願望」を

テーマであると認めている（『へるん』29 号 84-85）。 

西成彦は、「近代文明からの逃避を夢見た男」としてとらえる（「西洋から来

た浦島」52）。 

どの先行研究もハーンの異境での悲しみ、海を越える願望の感情を汲みとっ

ていると言える。ハーンの語る「浦島」は、ハーンの母への回帰を表象してい

るというのが、大方の定説と言えよう。テーマが、ギリシャの母の思い出に続

いていくことで一貫性が生まれるように書かれている点については、先行研究

の指摘するとおりである。母（乙姫）からの「お守り」（玉手箱）を守り通さず、

約束を破ってしまった結果、罰として、年取ってしまった後悔の念がある。 

続く「若返りの泉」の挿話のテーマが、「若返り」ではなく、「乙女といる間

は年を取らない」というテーマであると考えると、「ある夏の日の夢」は一貫性

をもったものと言える。ハーンが 1880 年代の前半にニューオーリーンズ、アイ

テム紙に書いた諸短編が、1914 年に、ハトソンによって『気まぐれ草』（Fantastics 

and Other fancies by Lafcadio Hearn）として編集されている。147 「若返りの泉」

のテーマは「年を取ることの恣意性」を描く「こがねの泉」（1880.10.15.、110-19）

と同じテーマである。ビズランドは、1880 年に、アイテム紙にハーンの書いた

「死者の愛」（1880 年 10 月 21 日）148 に感動して入社を決意している（Bisland 

1: 77; 工藤 16）。ビズランドが、「若返りの泉」を「こがねの泉」の日本版であ

ると思い至ったという推測は無理ではないであろう。 

「ある夏の日の思い出は」話が枝葉にそれるように見えつつも、青い世界の

中に、時間の推移を幻想的に描き出していると言えよう。 

 

6. 2. ビズランドの『7 段階』の「言葉」に「暗号」で応える 

「ある夏の日の夢」のテーマは上記のように解釈できる。さらに、「ある夏の

日の夢」には、『7 段階』の「第 3 段階日本」でのビズランドの表現を、様々に
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工夫を凝らして「暗号」化して「イースター・エッグ」のように潜ませた言葉

がある。それらは、「75 銭」「妖精」「アメジスト」149「蚊」であると考える。 

「浦島」の再話の後、旅立つハーンに女将が「車屋に 75 銭払うことになるで

しょう」（13）と言い、 終場面で、「75 銭と彼女は言った」とその約束にこだ

わり、途中で降ろした車屋に「55 銭」払った後、「神々を恐れて」ハーンは約

束通り「75 銭」払ってしまった（27）。 

これは、『きまぐれ草』の 終章「郵便局」（1884.10.19.、227-42）での、グ

ランド島と思われる島の郵便局での、子守をしながら留守番する少女との、払

い過ぎ料金を巡る逸話への連想が働く仕組みになっている。（話し手や内容を括

弧で補足－中井） 

 

（私）「切手付きの封筒が欲しいのですが。」（中略）（少女）「何枚とおっしゃいま

した？―4 枚でしたね。―10 セントになります。」（中略） 

私は、（その他に）2 セントを貼った厚い手紙を手渡した。彼女はほっそりした茶

色の手で重さを計った。私は料金不足だろうと予想した。 

（少女）「重すぎです。もう一枚切手を貼らないと。」（私）「それなら、切手付き

の封筒を一つ返してくれて代わりに 2 セントの切手を貼って下さい。」（中略）（少

女）「エッ！でも。でも、それは、出来ないことはありませんが、公平じゃないで

す。」（239-240） 

 

つまり、少女は 2.5 セントの封筒を返してもらう代わりに 2 セントの切手を貼

ることで、0.5 セントの利益を得ることになり、ハーンに不公平だからできない

と答えた場面である。少女は「パパに相談するか、ホテルに差額を届ける」と

言い、ハーンはその島の住民の正直さに感銘している。 

この些細な金額にこだわった書き方は、ビズランドがハーンに先立つこと約

4 ヶ月前にジャーナリズムによる「世界一周早廻り」で、36 時間だけ滞在した

日本を描いた『7 段階』の場面と偶然とは思われない一致を見せている。 

ビズランドは、人力車を「全行程が 75 セント（seventy-five cents）」（30）と

驚きをもって書いている。「セント」と「銭」が似た発音であり、額が同じ「75」

とぴったり一致する。ハーンは敢えて、“seventy-five sen”と日本語のまま書い

て通貨の違いの説明を加えていない。これは、ハーンがこの作品発表の 5 年前

に、ビズランドが一人で日本に来たことを想い、今ハーンが、同じ日本の人力
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車を体験していることを、二重写しにしていることを暗示している。そうでな

ければ、3 回も登場する「75 銭」は意味を持たないからである。 

また、ハーンは女将を「妖精」の女性（“The fairy mistress”）（12）と呼ぶ。「妖

精」（fairy、elf)は、上記『7 段階』の日本人を形容するのに頻出する語である

（27×2、28×2、29×2、30×4、36、37、39、40、41）。また、旅館のバルコニーか

らの眺めの描写の「浅底舟」や「緑の丘」は（2）、以下に並列するように、ビ

ズランドが描いた日本の港の風景（『7 段階』27-29）を、二重写しにしている

と考えられる。 

ハーンは「ある夏の日の夢」で、バルコニーからの眺めを次のように描く。 

 

杉材のバルコニーの柱の間から、海岸線に沿って、きれいな灰色の町を望む事が

出来た。錨を降ろした黄色い物憂い中国風平底船や、巨大な緑色の断崖の間の湾

口、その向こうに水平線に向かって夏の煌めきを。水平線には、古い思い出のよ

うに山並みが重なっていた。灰色の町と黄色い平底船と緑色の絶壁以外のすべて

は青かった。（Between the cedarn balcony pillars I could see the course of the pretty 

gray town following the shore-sweep,－and yellow lazy junks asleep at anchor,－and the 

opening of the bay between enormous green cliffs,－and beyond it the blaze of summer 

to the horizon. In that horizon there were mountains shapes faint as old memories. And 

all things but the gray town, and the yellow junks, and the green cliffs, were blue.）（『東

の国から』2） 

 

これは、ビズランドが横浜に入港した時の以下の描写を眼前に描いていると思

われる。 

   

  私たちはそれら（灰色の雲）が妖精の国の緑色の丘だと知った。（we found they [gray 

cloud] were the green land hills of fairyland!）（『7 段階』27）. 

   

  湾では、奇妙千万な木造船がやって来た。灰色や小豆色の軽快な帆をかけた中国

風平底船で、余りに無造作で気違いじみていて、海が戯れに一打ちしたらたちま

ち薪と化すような代物だ。（The queerest craft come to meet us in the bay－

light-winged junks with gray and russet sails, so carelessly and crazily built that were the 
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sea but give them a playful slap she would crash them in an instant to kindling-wood.）

（『7 段階』28） 

 

  小型平底船の群れが停泊している我々のところに押しかけて来た。中国風平底船

のように気違いじみた木造船だ（A cloud of sampans descend upon us as we anchor－

craft as crazy as the junks）（『7 段階』29） 

 

ハーンは、バルコニーからの眺めに、ビズランドが見た横浜の風景を「古い

思い出」という表現で隠喩し（『東の国から』2）、「青」い世界として提示して

いると考えられる。 

「ある夏の日の夢」の貝の中の青い世界の瞑想部分は、以下のように描かれ

る。 

 

ギラギラした青い海は、電気的溶解のような輝きの中で、雲のない青い空に繋が

っている。そして、巨大な青い幽霊のような肥後の山々が輝きの中に、そよ風を

通って、アメジストの密集体のようにそそり立っている。（Glowing blue sea met 

hollow blue sky in a brightness of electric fusion; and vast blue apparitions―the 

mountain of Higo－angled up through the blaze, like masses of amethyst.）（『東の国から』

13） 

 

「アメジスト」は、ハーンがタイムズ・デモクラットに書いた詩的散文「死

者の愛」（1880.10.21.）に登場していた。ハーンはこの「死者の愛」を、4年後

に「死後の愛」改題して書き直した(1884.4.6. Fatastics 223-26)。（第 2 部第 1 章

第 3 節参照）ハーンはわざわざ書き直した思い入れのある作品の、南部の夏の

空の輝きを比喩した「アメジスト」を、「ある夏の日の夢」の中で示唆しようと

していると考えられる。 

「アメジスト」は、『東の国から』出版の 4年後の、『霊の日本』（1899）「焼

津にて」で、1897 年から始めた焼津の夏の逗留から生まれた作品において、「あ

る夏の日の夢」と同じように、以下のように「遠い連山」の比喩として登場す

る。 
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富士山の背景を描いて何マイルもの海の彼方に、雄大な景色が展開している。ま

るで巨大なアメジストのようなギザギザの青い山頂が連なって押し合って急角度

に水平線に突っ込み、その向こうの左手にすべての物を凌駕して、巨大にそびえ

る神がかった富士山の幽霊が見えている。（『霊の日本』226） 

 

ハーンの「アメジスト」の比喩は、ニューオーリーンズでは、「夏の輝く空」

であったのが、日本では「遠くの連山」を表す比喩に変化している。同じ言葉

の比喩を使うことによって、ニューオーリーンズの時代に繋がり、同時にハー

ンの生活のいまの変化を知らせる「暗号」であった可能性がある。150 本論文

第 2 部第 3 章第 3 節において、ビズランドが『日本の手紙』「序」に引用したハ

イフン付き「トンボ」の記述にも「アメジスト」への言及のあることは偶然で

はないであろう。 

また、『東の国から』「ある夏の日の夢」における「貝の中の青い世界」の中

の瞑想部分に登場する、「這い出てきた舟の蚊（Midges of ships）は舟から長い

糸を引っぱっているように見える」（13-14）や、「私の魂の蚊（The gnat of the soul 

of me）は、青い夢の世界に飛んで行った」（14）という「蚊」の登場は、ここ

だけ読むと必然性の薄い、唐突な表現である。しかしハーンは日本に向けて出

発する直前にビズランドに書いた別れの 後の手紙で、151 その時に出版される

ばかりになっていた『仏領インドの二年間』について、「ページの間に私の魂の

蚊をお捜しになるでしょう」（Bisland 1: 475）という謎のような言葉を残してい

ることと引き合うことで納得されると考える。この言葉は、ハーンが、この先

もビズランドがハーンからの何らかの共通の話題に気づくことを期待して残し

た言葉であると考えられる 

ハーンは、第 3章第 3節で前述したように死の約 1年前の 1903 年にも、ビズ

ランド宛に、自分をゾラと比べて「蚊をワシと比べるようなものだ」（Bisland 2: 

503）と手紙に書いており、ハーンにとっては、「蚊」は自分を喩える重要な言

葉である。ハーンはビズランドと別れて来日し、文通の中断中であった 5 年後

の本の中に自分の魂を比喩した「蚊」を忍び込ませたと考えられる。これは、

ビズランドにとっては「イースター・エッグ」のように「ハーンの魂」を潜ま

された言葉と感じられたのではないだろうか。 
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6. 3. ハーンが 2 回使った「死」の表現を、ビズランドがハーンの

「死」に使う 

また、「ある夏の日の夢」に見られる浦島が、海岸で絶命する場面で使われた、

「沈み込む」“sink down”（11）①が、以下のように、『怪談』「青柳の話」で、

柳の木霊の「あおやぎ」が、もとの木が切り倒されたために突然絶命する場面

にも使われ（135）②、152 同じ言葉が、今度は、ビズランドによって、『書簡集』

「序」で、ハーンの絶命する場面に、使われる③（Bisland 1: 156）。ハーンが「沈

み込む」を、効果的な手法で「死」を描いたのを、ビズランドによってハーン

の伝記部分に受け継がれている。これは、偶然ではないと思われる。 

 

  ① 彼（浦島）は、命を失って砂の上に沈み込んだ。何百年の冬の重みにくずおれ

て。（ […] he sank down lifeless on the sand, crushed by the weight of hundred winters.）

（Out of the East 11） 

 

② 彼女（青柳）は身体全体がありえないような形をとってくずおれ、沈み込み、

沈み、沈み、床に横たわった。（[…] her whole form appeared to collapse in the strangest 

way, and to sink down, down, down－level with floor. ）(Kwaidan 135) 

   

 ③（ハーンは）薄明かりの中を、廊下を歩いていて、まるで生命の全体が内側か

らくずおれるように突然沈み込んだ。（[…] while walking on the veranda in the 

twilight he sank down suddenly as if the whole fabric of life had crumbled within,

（Bisland 1: 156）  

 

ビズランドの用語は、如何にハーン作品の一語一句を注意深く読んでおり、記

憶していたかの証左であろう。 

さらに、驚かされるのは、「ある夏の日の夢」にハーンが「浦島」に使ったの

と同じ表現を④、ビズランドが、『書簡集』「序」で、ハーンが日本に出かけて

「二度と帰らなかった」と、ハーンが「浦島」に使ったのと酷似する表現をし

ていることである⑤。 
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④ 彼（浦島）は、愛する竜王の娘のもとに二度とはもどれなかった。(he could 

never again return to his beloved, the daughter of the Ocean King.)（『東の国から』

11） 

 

⑤ 彼（ハーン）は、東に向けて出発し、二度とは戻らなかった。（he left for the 

East－never again to return.）（Bisland 2: 102） 

 

これは、ビズランドには、ハーンの秘められた「暗号」が痛いほど理解されて

いて、ハーンの死後にそれを使ったことを示す証拠となるであろう。これほど

の一致は、偶然とは言えないと思われるからである。 

このように、ハーンの「暗号」は、ビズランドに確実に解読されていた。し

かし読者や研究者には、たとえ「暗号」が見過ごされたとしても、作品自体の

内容は基本的に十分読み応えがあるものであったと思われる。 

「ある夏の日の夢」が迷走しているように見えるのは、このようにハーンが

様々に工夫を凝らして、ビズランドが 5 年前に書いた、『7 段階』の記述を引喩

しているためであろう。ビズランドの 36 時間の日本滞在の、約 4 ヶ月後に日本

にやってきたハーンが、その 5 年後の作品において「妖精」「75 銭」「アメジス

ト」「蚊」というメッセージを含む言葉を、瞑想の中に効果的に組みこみ、『浦

島』を再構築したと考えられる。「ある夏の日の夢」の、幻想の中に錯綜する筋

立ては、『7 段階』と呼応した作品として解釈することによって、整合性がいっ

そう鮮明に内在することを説明できる。  

 

6. 4.「青い」幻想に潜むハーンの意図 

しかし一方で、この作品は、ハーンのビズランドへの隠れたメッセージの存

在を認めないままでも、作品自体としての完成された解釈をすることは不可能

ではない。例えば、第 6 章第 1 節で取り上げた仙北谷の論考では、この作品を、

ハーンのこれより 3 年後の『異国情趣と回顧』「青の心理学」を援用することで、

「ある夏の日の夢」が、ハーンの霊的・宇宙的な内的世界を表しているとの解

釈をする。 

しかしこの援用の元である「青の心理学」においても、実はハーンが「熱帯」

にこだわって書いていることを、仙北谷の論考は素通りしている。ハーンの、

「アメリカの熱帯に入って行った時の高揚感が、船長の妻の逸話と関わってい
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ること」や、「時々、夢でその船長の妻の希望したメキシコ湾流の青色をした絹

織物を捜す」ことが「中略」されている（232-234）。また、引用は、 後にハ

ーンが「熱帯の海流の宝石の輝きが、もっと深い所からうねりを届けてくれる

かのように」と書いていること（237）の前で終わっている。言い換えれば、「熱

帯」に関わる部分を、省略しても、「ある夏の日の夢」は「青の心理学」ととも

に、作品の解釈として成り立つことができる。しかし、ハーンにとっては「青

の心理学」と「熱帯」は、緊密に結びついて論じるものであった。 

本論文はさらに進んで、浦島が「南に向かった」と、ハーンが書いたことの

理由について論を進める。 

ハーンの描く「竜宮」は、実際に南の海上にある島として描かれる（“They 

rowed away [・・・] down into the south,― till they came to the island where summer 

never dies,”6）。ハーンは、天皇の名前、地名、年代、玉手箱が神奈川の寺で見

られる等、実際にあったこととして描いており、あくまでも「浦島」を現世の

話として再現している。153 

森亮はこのことを明確に指摘している（『小泉八雲の文学』145）。しかし、森

は、何故竜宮が「南」であり、日本が「北」にあるのかの理由の解釈はしてい

ない。仙北谷は、『万葉集』にある「常世」（385）の表現を、ハーンが「常夏の

國」としたことを指摘するにとどまる（「ラフカディオ・ハーンと浦島傳説」49）。

この森の「南」に対する注目と、仙北谷の指摘する「初めてメキシコ湾流の壮

大な光景に接した感動」（53）とを結びつけるならば、ハーンの「竜宮」が常夏、

しかも熱帯にある「実際に存在する島」を意味する叙述であったことが導かれ

ると考える。 

牧野陽子は、チェンバレンが『万葉集』の英訳の「脚注のなかで『竜宮』が

『琉球』と音が似ていることから浦島の赴いた島が南方にあることを示唆」す

る、と指摘する（二、123）。本論文では、この牧野の指摘に加えて、これに続

くチェンバレンの脚注が「『竜宮』という名前は夏に南方に向かって難破した舟

人によって付られた想像力に富む名前であることが推測される」（The Classical 

Poetry of the Japanese 36）と言う表現があることに注目する。後述するように、

ハーンはグランド島で、ビズランドと難破船の木材を燃やす火を前に語りあっ

たことがあった。チェンバレンの脚注の表現が、ハーンにこの思い出を呼び起

こした可能性がある。 
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ハーンは、シンシナティ・時代に世話になった、ヘンリー・ワトキン（Henry 

Watkin 1824-1908）を、1878 年の手紙で「常夏」のニューオーリーンズに誘い

（45）、その 10 年後の 1887 年には、西インド諸島に「楽園」を認め、一緒に住

もうと手紙を書いている（88-89）。この点について、谷川徹三が以下のように

ハーンを脱出の作家であると解釈していることが参考になる。 

 

ヘルンは今の言葉で言えばエヴァジオン（脱出）の作家である。（中略）彼は日本へ

脱出して来た以前にすでに南部アメリカの諸地方への脱出を一度ならず試みている。

彼は言わば前科者である。彼が若し妻子というきずなをもたなかったら、日本から

もまた脱出したであろう。妻子というきずなをもちながら、幾度も脱出の考えを懐
いだ

い

たことがあったほどである（16） 

 

「ある夏の日の夢」において、ハーンは熱帯に竜宮があったと考えていたこ

とを示す。ハーンは、約束を破って、還れなくなってしまった浦島太郎に対し

ては、批判的である。むしろ、乙姫に同情した。しかも「浦島館」の女将を「妖

精」に喩え、さらに「75 銭」と言って、ビズランドの『7段階』と自身の日本

体験を重ねる言葉を入れる。また「アメジスト」は、ビズランドの気に入った

ハーンの新聞記事と関わり、「蚊」は、ハーンが別れに書いたハーンの魂の隠喩

であった。 

この入り組んだ筋立ての中に、ハーンが竜神の娘を、海の向こうにいるビズ

ランドに重ねて書いたと解釈することが可能であると思われる。逆に言えば、

「ある夏の日の夢」をビズランドが読めば、竜神の娘が自分のことであるとの

示唆を読み取れたはずである。 

 

6. 5. ビズランドへのメッセージ 

「序」で述べたように、ビズランドは、ハーンの死後 2 年目の 1906 年に、『書

簡集』を編集した。ビズランドはその長い伝記的な「序」において、ハーン自

身の描いた日本の生活を紹介し、ハーンの次の言葉を引用する。「決して、熱帯

がここにあるなどと想像してくださるな。ああ、熱帯地方よ、そいつはいまだ

に私の心の糸を引っ張っているのです。」（Bisland 1: 105）と、ビズランドはハ

ーンの熱帯志向をつかんでいた。154 
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田部隆次は、「ヘルンとこの人との友情をヂヤン・ヂヤック・アンペールとマ

ダム・ミカエル
マ マ

との関係に比したり、又さらに進んでダンテとビアトリスに比

したりする伝記家もある。」と指摘する（184）。また、「冷静にハーンへの関心

を理性的に表明した」と小川の表現する（『事典』 457）谷川徹三は、ビズラン

ドについても、田部の説を踏まえて、以下のような洞察を示す。 

 

ヘルンの彼女に宛た書簡には並々ならぬ感情があらわれている。（中略）ウェット

モア夫人をどんなに思っていてもかれは彼女と結婚しようとは考えなかったであ

ろう。自分の肉体的醜さをヘルンはたえず気にしていたが、そんな反省からばか

りでなしに、もっと本能の深みから。（11-12） 

 

関田かおるも、新たに発見された、ハーンのビズランド宛書簡の説明で、「ハ

ーンは彼女を愛する気持ちを押さえようもなくなった。書簡から、ハーンの情

熱の炎が燃えあがるさまを読み取ることは容易であろう。」と紹介する（76）。

ノンフィクション作家、工藤美代子『夢の途上』は、「ハーンの執筆のエネルギ

ーの源泉は、エリザベス・ビズランドにあった」という推論（15）に基づいて、

ハーンやビズランドの生活を現地調査した。結局、 終的にビズランドとハー

ンの関係を明確に定義できないまま終わっている（389）。 

ただし、これらの調査、研究は、あくまでも書簡や状況証拠からの観察であ

る。ハーンの作品の内部にまで踏み込んで、ビズランドが与えた影響を追究し

た研究は、管見のかぎり存在しない。 

しかし子細にハーンの作品を検討すると、雑多に見える筋の中に、上述の「蚊」

等のように、ハーンのメッセージが忍ばせてある。「ある夏の日の夢」も、その

一つであると考えられる。その意味で、工藤の推論は当たっていたと考えられ

るが、しかしこの推論の証明には、ハーン作品のテキスト分析が必要であると

思われる。「ある夏の日の夢」の「南方」は、『チータ』の舞台となった、グラ

ンド島であったと考える。そこには、入社 2 年目のビズランドがいた。 

 

6. 6. 『チータ』に現れる「思い出の流木の火」 

ハーンは 1884 年に、ニューオーリーンズ沖のグランド島で、編集長ペイジ・

ベイカー（Page Baker 1840-1910）の弟マリオン・ベイカーとビズランドとで一

ヶ月あまり夏を過ごした（『事典』711）。2 年後の 1886 年ころに、ビズランド
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がニューヨークに移住した後、ハーンは、再度一人で訪れており、後に、『チー

タ』執筆の動機となった。 

『書簡集』の「序」には、ペイジ・ベイカー宛の手紙に「幕間」として、ハ

ーンの描いた、島のラバや、アヒルをペットにしたマーゴーの絵や、図 46 のよ

うにビズランドを恋うと思われるイラストが載せてある（Bisland 1: 92-93）。

これは「我々のオペラグラス越しに見たミス B.B.」（“Miss B. B. through our 

lorgnette”と読める。即ち、ビズランドは“Bessie”が愛称であった（Stevenson 

136）ため、“Miss B. B.”はビズランドのことであると考えて間違いない。（図

47 は 30 歳ころと思われるビズランドの写真） 

 

（図 46）              （図 47） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『書簡集』「序」でのグランド島の描写の 9 ページにわたる長い引用には、図

46 の他にも 14 ものハーンの楽しいイラストが並ぶ（Bisland 1: 87-95）。ハー

ンのグランド島滞在は、ハーンが母と過ごしたギリシャの海岸（Out of the East 

20-21）に匹敵したことを思わせる。 

この波間に立つ長髪のビズランドの胸像に続いて、ビズランドを取り巻く、

ハーンの気にかけた三人の男が描かれている（図 48）。これらの画像は工藤美

ハーン筆  

「オペラグラス越しのミス B. B. 」

（Bisland 1: 92） 

エリザベス・ビズランド（ 1891）

http://publicdomainreview.org/2013/1

0/16/elizabeth-bislands-race-around-t

he-world/ （2016. 6.17. 閲覧）より 
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代子「ビズランドとハーン」『ユリイカ』第 27 巻 4 号にも掲載されている。た

だし、工藤は、編集者も同列に掲載している（281）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビズランドは、「浦島」を読めば、ハーンの理想郷がグランド島であったこと

を暗示した作品であることに思い至ったと想像される。ビズランドは、この「序」

において、「もしここに住みついたらきっと百歳まで生きられる」という引用を

している（Bisland 1: 95）。それはハーンの熱帯への憧憬を示唆するものであっ

たと思われる。 

『チータ』は、ハーンが「詩的韻文」を目指した作品である（Bisland 1: 390）。

しかしそれだけでなく、『チータ』第一部に見られる風景描写の高揚感は、ビズ

ランドへの高ぶったハーンの気持ちが反映していると考えられる。155 副題の

「ラスト島の思い出」は、むしろハーンにとって、自分が体験した近くの「グ

ランド島の思い出」の風景に等しい書き方である。ハーン自身には「ラスト島」

が 1856 年の台風で消滅してしまったため（38、46、69、201）直接の思い出は

なく、実際にはルドルフ・マタス（第 1 部第 1 章第 2 節参照）から聞いた実話

がもとになっている。副題の「ラスト島の思い出」については、「ラスト島が消

えたように、グランド島も海の浸食によって消えようとしている」（18）、「ラス

ト島のすばらしさは様々な点でグランド島と似ている」（13）と二つの島を重ね

た書き方である。その書き方は、ハーン自身の体験を作品に込めようとの意図

であるとも読める。実際、ハーンは 1889 年のビズランドへの手紙で「『チータ』

はグランド島を思い出す記念品として、本の形ですぐに送ります」（Bisland1: 

445）とし、この出版が、二人の思い出の記念であるという意識を表明している。

ハーンの「浦島」の青の世界が、『チータ』で既に書かれてもいる（20-21）。 

（図 48）ハーン筆、左から No.1、No.2、No.3 のビズランドの取り巻き 

（Bisland 1: 92-93） 
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後の手紙でハーンが繰り返したテーマは、グランド島でのハーンとビズラン

ドとの会話の中の、「流木でも難破船のそれは、赤や青の色を発して燃える」と

いうものであった。 

印象の強さを表すのは、1900 年 1 月の、ハーンの文通再開後の 初に編集さ

れている手紙である（Bisland 2: 458）。ハーンが、部屋に飾ってある、マクドナ

ルドとビズランドの写真について述べた件に続くもので、次のように言う。「そ

の人は、難破船の木切れについて話したものだった。それは、赤や青い光を発

して燃えるのだと。」この南部アメリカ、ルイジアナ州ニューオーリーンズ近く

の、バトン・ルージュ出身のビズランドによる、ハーンへの難破船の話は、現

場に住む野生味とロマンティシズムに溢れた逸話であり、ハーンの脳裏に焼き

付られていた。 

ハーンとビズランドがグランド島に行った 2 年後の 1886 年ころに、ビズラン

ドはニューヨークに移住する。ハーンはその年、一人でグランド島を再訪する。

そして、その 1 年後の 1887 年 7 月に、ニューヨークにいるビズランドへの手紙

の中で、「あの夜のグランド島についての話題は完全な詩になっていました」と

記し、南米のデメララから「いつかこの地に来るべきです」と書いている

（Bisland 1: 414）。同年に、ハーンは、ニューヨークのビズランドを訪ねている。 

その 2 年後の 1889 年のハーンの手紙で、ビズランドが、何故ハーンがグラン

ド島が好きなのかと尋ねた時の、ビズランドの答えのつぶやきの数フレーズは、

ハーンがずっと表現できないでいた表現を超えていたと書く。このハーンの手

紙には、ビズランドがどう述べたのか、以下のように示されない。 

 

  私があなたを 2年近く前にお訪ねした晩、あなたが私につぶやかれたお考えを書

き留めることがお出来になったかと思案しています。―あなたが、どうしてグラ

ンド島が好きなのかとお聞きになった時のことです。あなたのつぶやいた数句は、

私がずっと表現しようとしてできなかったことが沢山含まれていました。（Bisland 

1: 446） 

 

それに続けて「あれから、見慣れない海岸を沢山みたけれど、あのグランド

島自身が顕した夜明け以上の魅力に出会ったことがない」（Bisland 1: 446）と、

忘れることの出来ない滞在になっていたことが綴られる。 
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それから 10 年を隔てて、ビズランドとの文通再開直前の、1899 年 1 月の、

マクドナルド宛ハーンの手紙にも、上述の、流木の発する霊魂のような色の炎

と結びつくビズランドの思い出が語られる。 

   

こんな夜を経験したのは、1889 年が 後でした――それはニューヨーク 5 番街の

アパートで、ある素敵な方とわたくしは流木の燃える火のそばに座り、あれこれ

話したり、夢見たりしたのです。私たちがあの尋常でない炎（それは、青・赤・

緑色をして燃えるのです――何故って、海の霊が入っているから）を見つめて語

らった時に、何が起きたのかを、私はどうしても思い出せないという違いはあり

ますけれど。（Bisland 2: 424） 

 

ニューオーリーンズ沖のグランド島は、流木の美しい色を発する炎を前に過

ごしたビズランドとの語らいを実現したハーンの忘れがたい思い出となり、母

と過ごしたギリシャの海岸での無二の記憶に匹敵したものと思われる。 

さらに、『チータ』に登場する船長の書き方に、不自然な箇所がある。 初に

登場するのは、ベテラン船長（18-19）と友人船長（38）で、名前は示されない。

その次からは、文脈から判断して、アラバマ・スミス船長が 4 回登場し、ハリ

ス船長は 13 回、ホター船長 1 回である。 

この 初の匿名の船長が、ある夕方、グランド島の海岸に流れ着いた杉の流

木に並んで腰掛けて、嵐で島が消滅したラスト島の記憶を、「私」（“I”、ハーン）

に語り（18-19）、次に、その「友人船長」が「あなたが打ち倒されてしまうよ

うな風」と告げる（38）。つまり、『チータ』に登場する嵐について流木に座っ

て話してくれたこの匿名の船長は、ビズランドであった可能性がある。（この場

面に続く色彩についての叙述は第 11 章第 2 節参照。）ハーンが船長と知り合い

であったことが、筋として不自然であるからである。既にハーンは、日本に来

る 10 年以上前の作品に、ビズランドへのメッセージを暗号のように滑り込ませ

ていたことが考えられる。 

 上記のマクドナルドに書いたハーンのニューヨークのアパートでの語らいは、

ハーンの晩年 1903 年に、ビズランドに書いた手紙にも登場する。 

 

    貴方のお手紙がヴァージニアから届きました。そしてそれは、いろいろな色に微

かに変化する燃え上がる希望の火を点けました――ちょうど 1889 年の雪の降る
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冬の流木の火の色合いの思い出に似ていて。それは、沢山の物思いをもたらしま

した――わたくし自身についてだけでなく、他のものすごく素敵な人について

も・・・。（Bisland 2: 496） 

 

以上のように、ハーンの脳裏には、グランド島の海岸での流木の美しい色を

発しながら燃える火を前にした語らいと、その後のニューヨークでの再会の夕

べの、アパートでの、やはり流木の様々な色を発する火にあたりながらの会話

は、忘れられない甘美な思い出として灼きつき、それをハーンは様々な機会に

書いている。またその炎とともに、思い出の場面であった「熱帯」（グランド島）

は、ハーンにとってはあたかも「竜宮」のような場所であった。ハーンは熱帯

での思い出を「ある夏の日の夢」で、懐かしんでいると思われる。 

ハーンの描いた「浦島」は、従来、ハーンのギリシャの母への原郷願望を中

心に議論されてきた。156 しかしそれだけではなく、竜宮ははっきりと「南」で

あって、ギリシャ以外の熱帯をも重ねて書かれている。ハーンは、ギリシャの

母との唯一無二の貴重な思い出とお守りの話にイメージを重ねて、自分にとっ

ての「竜宮」がビズランドと過ごした、グランド島であったことを伝えようと

したと思われる。ハーンはそれを直接書かず、熊本の夏の夢幻と、人力車上か

ら聞こえる雨乞いの太鼓の音の中、「魂の蚊が飛んでいった」幻想的な夢想の中

に描いたと考える。「ある夏の日の夢」は、ビズランドがハーンにとって、懐に

抱かれて魂を休息させることのできる存在であったことを推測させ得る作品に

仕上がっていると思われる。 

 

7．海岸の猫「ヒノコ」（“Spark”）に込めた思い 

第 6 章では、第 4 章第 9 節で述べた、何故、ハーンが焼津を夏の逗留地に選

んだのか（1897 年から、1898、1903 年を除く 1904 年まで）について、ハーン

の「グランド島の海岸」での経験の裏付があることを示した。 

本章では、その焼津にまつわる「猫の名」について検証する。ハーンは焼津

で拾った猫に思い出を込めた名前「ヒノコ」（“Spark”）をつけた（『父小泉八雲』

70）。しかし、それを、ハーンの死後に問合わせたビズランドに、弟子の大谷正

信は松江の猫の名だと答えた。それぞれに、思惑と性格が滲んでいると思われ

る。 
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松江でいじめっ子が水に沈めて遊んでいた猫をもらい受けて来たのを、ハー

ンはそのまま懐に入れて暖めた猫は（「思ひ出の記」147-48）、一雄の証言によ

って、ブチ猫の「玉
たま

」と分かっている（『父小泉八雲』71）。しかし、ビズラン

ド著の『書簡集』「序」では、大谷正信教授157 から聞いた話として、この松江

の猫が「ヒノコ」（Spark）と名づけられた黒猫であったと紹介する（Bisland 1: 

118）。このように、ビズランドの『書簡集』「序」に登場する猫の名前には、「ヒノコ
S p a r k

」

と「玉
たま

」の混乱が見られる。一雄はこれを、大谷正信の「歪曲」に帰する。 

ビズランドはすでに、雨森
あめのもり

信
のぶ

成
しげ

158 の英語追悼論文から焼津の黒猫を「ヒノコ
S p a r k

」

と名づけたことを知っていた（Atlantic 519）。その上で、ビズランドはさらに松

江の猫について問合わせたことになる。本論文はこのことをめぐる問題につい

て明らかにしたい。ハーンとビズランドは、ニューオーリーンズ時代に、グラ

ンド島の海岸や、ニューヨークのアパートで、赤、青、緑色を発して燃える難

破船の流木の炎の思い出を共有していた。ビズランドが確かめたかったのは、

猫の名に込められたハーンの心情であったと思われる。 

 

7. 1．ビズランドが大谷から、松江の猫が「ヒノコ
ス パ ー ク

」と聞く 

ビズランドは『書簡集』の「序」で、セツがハーンの思い出をまとめた「思

ひ出の記」を以下のように引用する。それは猫を救ったハーンに感動したセツ

の言葉をそのまま英訳したものである。ハーンは松江で、自分たち夫婦と使用

人や猫のために「侍屋敷」に引っ越した。そこで、また猫を救ったいきさつで

ある（Bisland 1: 117-18）。 

   

その年の春のまだ寒さの身にしむ頃の事でした。（中略）下の渚で四五人のいたず

ら子供が、小さい猫の児を水に沈めては上げ、上げては沈めしていじめているの

です。私は子供たちに、お詫びをして宅につれて帰りまして、その話をいたしま

すと「おお可哀想の子猫むごい子供ですね――」と言いながら、そのびっしょり

濡れてぶるぶるふるえているのを、そのまま自分の懐に入れて暖めてやるのです。

その時私は大層感心致しました。（小泉セツ著「思ひ出の記」148 より） 

 

この記述に続けて、ビズランドは、この松江の猫について大谷に問合わせた回

答を次のように紹介する。 
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その猫は家庭で重要な位置を占めていたようだ。問合わせに対して、大谷教授は

答えていわく、「その猫は正真正銘の黒猫でした。ハーンによって『ヒノコ（火

の粉）』と名付られました。（“It was given the name of Hinoko (a spark)”）というの

はその猫は燃えた石炭のようにギラギラした目をしていたからです。それは、ハ

ーンのペットになりました。ハーンはよくそれを帽子の中に入れていました。」159 

と。（Bislabd 1: 118、イタリック－ビズランド） 

 

このようにビズランドは、大谷からの情報として、松江で飼った黒猫を「ヒノコ
S p a r k

」

と紹介した。命名の理由は「燃えた石炭」を思わせたからだと言う。 

ビズランドが伝記執筆で猫の名にこだわりを見せた動機について、彼女がも

う一匹の黒猫「ヒノコ
ス パ ー ク

」を知っていたことが考えられる。そのために、松江の

猫との違いを確認したかったと思われる。猫を巡る、ハーンとビズランドの叙

述と記憶を考察し、ハーンの心情の一端を明らかにする。 

 

7. 2. 一雄は、松江の猫は「玉
たま

」だったと指摘 

一雄は『父小泉八雲を憶ふ』（1931）において、焼津で拾った猫について、既

に以下のように書いていた。 

   

  二つの眼が夕闇の中で異様に 熒
かがや

いてまるで火の子のようであるし、その背を暗

い所で撫でるとパチパチと 微
かすか

な音がしてちいさな青い火の子（電火）が飛び出

しますので父はこれを火の子
、、、

と名付ました。痩せていた火の子は約一週間の後に

は肥って毛艶もよくなり、元気が付いてきましたが、それと同時にすこぶるお転

婆になりました。（389 傍点一雄） 

 

  私はこれ（買って貰った木彫りの船に乙吉さんが一切の器具を取り付てくれたも

の）に、その日（別の子猫が貰われて行った日）までに火の子丸
、、、、

と記した大漁幟

を艫に立てておいたのでしたが、それを急いで破り捨て新調の幟へ当たり障りの

ない焼津丸と記しました。（349 傍点一雄） 

 

このように、焼津の猫は目の輝きと背中の静電気から「ヒノコ」と名づけられ

ている。 
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その 19 年後に、一雄は『父小泉八雲』（1950）において、松江の猫の名につ

いての異論を出した。大谷正信からの情報で、ビズランドが松江の猫を黒猫の

「ヒノコ
ス パ ー ク

」であったとするが、しかしそれは間違いであるとする。松江でハー

ンが懐で暖めた猫は、ブチで「玉
たま

」に間違いなく、黒猫の「ヒノコ」ではない

と指摘する。一雄は「大谷氏迄が何う思い違いをされたか」と異議を唱えた（70）。 

一雄は、「ヒノコ
火 の 子

」は、松江ではなくて、焼津で救った猫であるとし、誤解を

正すために、以下のように紙幅を割く。 

 

父は松江で猫を飼つた事があるが、その名は玉
たま

である。白黑の斑毛であつたこと

は、父母からも祖母からも聞いた。然るに後世、大谷氏迄が何う思い違いをされ

たか、それとも故意にか、是を「火の子」と先生は名づけられたと稱して居られ

る。しかし、火の子
、、、

となづけられた猫は静岡懸焼津で父に救い上げられた 烏
からす

猫
ねこ

（黑

猫）のみである。父が焼津から、東京の留守宅の母への手紙に烏猫を救って名を

火の子
、、、

つけた由を告げた時、母からの返事にも「火の子
、、、

とは随分珍しい面白い名

ですね」とその奇抜な名を興がっている。若し 初既に松江に於て火の子
、、、

と命名

した猫を飼つていたのなら、何も事新しく玆で母がこの名を珍しがる筈もないし、

父からも「松江で飼つた猫、火の子
、、、

の第二代が出來た」とでも報告あるべきであ

る。是迄に父母の飼つた猫の名は「玉」或は「三毛」の二様であつて、焼津に於

る黑猫のみが「火の子」である。焼津の山口乙吉さんの二階で、父が偖
さて

、何と名

づけよう？スパーク即ち火の子は何うだろうと一寸考えてから云われた事を私は

判然記憶している。そして自分の玩具の漁船にも「火の子丸」の名入りの幟を立

てた。この時の父の戯畫入の手紙もこの問題を立證し得る。（傍点すべて一雄、『父

小泉八雲』70-71） 

 

以上のように一雄は、松江のブチ猫は「玉」で、焼津の黒猫は、ハーンが「ス

パーク即ち火の子
、
」と名付けた猫だったと指摘する。一雄は、焼津で、父ハー

ンが、「“Spark”、Hinoko、はどうだろう」と言ったことをはっきりと憶えてい

た。そして、英語の「スパーク」（火花、火の粉
、
）を、「火の粉

、
」とは表記せず、

「火の子
、
」と書いた。ハーンが一雄の玩具の舟にも同じ「火の子

、
」と命名をし

たことは、ハーンの思い入れとかねてからの名前の候補であったことを感じさ

せる。 
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猫の名は、松江の猫が「玉
たま

」（1891 年早春160 、白黒のブチ）で、焼津の猫が

「ヒノコ」（1901 年夏161 、黒色）と考えて間違いないであろう。二匹の猫の間

には、時間的に 10 年の開きと、猫の模様が、白黒の斑と黒猫という違いがあっ

て、混同されることはほとんどないと思われる。 

そのため、一雄も大谷の「思い違いか故意か」と不審がりながらも、以下の

ように、「事実の歪曲」を匂わす。上記の引用に続けて一雄は、「あせりから試

みられるのかもしれぬが、東京在住中一日江ノ島にて購いし法螺貝や焼津の猫

の名迄松江時代の物とせむとの考は却つて事實を歪曲する惡趣味で八雲居士の

好まぬ點であるから、斯る意圖は止められたがよかろう。」（『父小泉一雄』71）、

と苦言を呈する。一雄は、大谷が焼津の猫の名まで、松江に関係づけようとし

た意図ではないかとするが、大谷の真意は今のところ分からない。 

しかし、ビズランドは何故猫について、名前を含めて詳しく知ろうとしたの

だろうか。ビズランドには、それまでのハーンの作品に現れた「猫」の情報の

積み重ねがあり、その背後を確かめずにはいられない重要な動機が潜んでいた

と思われる。猫の名の謎を説くことが、ハーンの作品に込められた意図の解読

につながる。 

 

7. 3．ビズランドは雨森の英文から、焼津の猫「ヒノコ
S p a r k

」を知って

いた 

ビズランドは、後述するように、雨森信成の英文追悼論文（Atlantic Monthly 

1905. 10.）から、焼津で救った猫の名が「ヒノコ
S p a r k

」であると知っていた。ビズ

ランドは『書簡集』「序」で、雨森論文を掲載したアトランティック・マンスリ

ーを引用しているので（Bisland 1: 128、139、159）、雨森の英語追悼論文は読ん

でいるはずである。ビズランドには、名前もしくは猫の姿に何か予期するもの

があり、それを確かめたかったと思われる。 

なぜビズランドが、猫の名にこだわったのか。ビズランドは、松江と焼津の

猫がともに「ヒノコ
S p a r k

」であったと思いながら、なぜそれを書かなかったのだろ

うか。そのことについて言及する研究は、管見の限り見られない。 

ビズランドが猫について大谷に問合わせた動機は、『書簡集』の出版の 1 年前、

1905 年に発行されたアトランティック・マンスリー10 月号の雨森信成の英文追

悼論文に登場する焼津の猫と、松江の猫に関する整合性を確認したかったから

ではないかと思われる。この雨森の論文は、一雄の証言どおり、焼津で 1901
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年の夏にハーンが猫を救い、その名前が「ヒノコ
S p a r k

」であったことを証言してい

る（519）。この様子を雨森は以下のように記す。 

 

1901 年の夏、（中略）ハーンは焼津から黒い子猫を連れてきた。ハーンが散歩を

していると風呂敷を持った男に出会った。何か動くように見えた。ハーンは、そ

れは何かと尋ねた。その男は、小さな猫で海に投げ捨てに行くところだと答えた。

ハーンは可哀想に思い、その男から子猫を買い取った。その子猫は元気がよく、

そこら中を火の粉のように跳ね回った。ハーンは、その子猫を「ヒノコ
S p a r k

（火の粉）」

と名づけて、子供のように撫でて可愛がった。（“He called it Hinoko (Spark), and 

fondled it like a child.”Atlantic 519） 

 

一雄が「火の子
、
」と表現したのに対して、雨森は、上記の英文で、“Spark”を

“Hinoko”と訳してしており、「火の粉
、
」と解釈していることが分かる。 

雨森の英語追悼論文から、焼津の猫が「ヒノコ
S p a r k

」であったことを、ビズラン

ドは既に知っていたはずだと考えられる。ビズランドはさらに、セツ著の松江

の猫について大谷に問合わせた上で、『書簡集』「序」には、焼津の猫には触れ

ず、松江の「ヒノコ
a  s p a r k

」についてだけを書いたと推測される。以上の経緯を勘案

すると、ビズランドは、松江の猫も焼津の猫も「ヒノコ
S p a r k

」であったと考えてい

たと思われる。 

大谷はビズランドへの返答の中で、「ヒノコ」の由来が「燃えた石炭」である

とする。しかし大谷の解釈の根拠は今のところ見つからない。一雄は「夕闇の

中で熒
かがや

く」「電火」ととらえ、雨森が、「元気で火の粉のように飛び回る」と、

よく似た根拠を示しており、一雄と雨森の証言の方に信憑性がある。 

ビズランドは、この二匹の猫の命名について、流木の燃える火の粉を連想し

たであろうハーンの深い想い入れの痕跡を受けとめたと想像される。ビズラン

ドはこのことを深く受け止めながら自分の胸にしまい込んだ、と思われる点を

述べる。ビズランドとハーンには後述するように、グランド島の海岸と、ニュ

ーヨークのビズランドの暖炉で、難破船の漂着した木材が様々な色を発して燃

えるのを見、話した共通の忘れがたい思い出があった。それが、「火の粉」（Spark）

というハーンによる命名に繋がったと思われる。 

 

7. 4．海岸の炎の思い出につながる猫の名「スパーク」 
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前章で述べたように、ハーンには、漂着した難破船の木材が様々な色を発し

て燃える炎への思い入れがあった。ビズランドとの貴重なこの思い出をハーン

は、手紙の中で様々に書いている。162 

ビズランドは 1886 年前後に、ニューオーリーンズからニューヨークに移住し

て、ジャーナリズムで活躍した。ハーンは、1887 年にタイムズ・デモクラット

を辞めて、仏領西インド諸島に移住し、2 年間を過ごす。その出発前に、ハー

ンは、ニューヨークのビズランドを訪ねている。ハーンの手紙には、「あれから、

見慣れない海岸を沢山みたけれど、あのグランド島自身が顕した夜明け以上の

魅力に出会ったことがない」（Bisland 1: 446）と、グランド島が、忘れることの

出来ない滞在になっていたことが綴られる 

その 2年後、ビズランドは副編集長の時、1889 年から 1890 年にかけて、ニ

ューヨークの雑誌記者として、ジュール・ヴェルヌ『80 日世界一周』の記録突

破を賭け、ネリー・ブライと競争することになった。サンフランシスコを 1889

年 11 月 14 日に出発し、日本に、12 月 8 日着、36 時間の滞在後、香港に向けて

出発し 12 月 15 日に到着した。 

この 76 日間の世界一周を、1891 年に『7 段階』において出版したビズランド

は、香港の夜と、自分自身の遠い過去の思い出を重ねつつも特定を避けるよう

に描く。 

 

港の下方、町や、船や、去来する舟の灯りが夕暮れの薄い霧の中を、無数の蛍の

ように煌
きら

めいている（“sparkle”）。（中略）私はこれを全部知っている。私はよく

思い出せるのだ・・・どこかで―いつか―温かい夜にちょうどこんな暗がりを通

った・・・長時間、燃えた光の後にやって来る闇の沈黙した静寂は私にはとても

なじみのあるものだ。（中略）私が憶えているのは、私が大きな木々の下をよく通

ったこと・・・その向こうにあるすばらしい秘密が待っていたこと。ああ！ずっ

と昔のことだ。（50） 

 

香港の港を見下ろし、舟の灯りが、「煌めく」表現に「“sparkle”」を使い、「暖

かい夜」「長時間燃えた光」は、グランド島の海岸を彷彿させる。ビズランドは

用心深く、場所も時間も特定できないように綴っている。そのため、確たる証

拠にはならないが、ハーンはここでの「“sparkle”」を名詞にし、過去の“Spark”

を思い出していたことが考えられる。 
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それから 10 年を隔てて、既に日本滞在 9 年になるハーンは、マクドナルドへ

の手紙に、流木の発する霊魂のような色の炎と結びつくビズランドとの思い出

を語る。それは、ビズランドとの文通再開直前の 1899 年 1 月であった。（以下

の引用は、第 6 章「ある夏の日の夢」でも引用している。） 

   

こんな夜を経験したのは、1889 年が 後でした――それはニューヨーク 5 番街の

アパートで、ある素敵な方とわたくしは流木の燃える火のそばに座り、あれこれ

話したり、夢見たりしたのです。私たちがあの尋常でない炎（それは、青・赤・

緑色をして燃えるのです――何故って、海の霊が入っているから）を見つめて語

らった時に、何が起きたのかを、私はどうしても思い出せないという違いはあり

ますけれど。（Bisland 2: 424） 

 

アメリカ南部ルイジアナ州ニューオーリーンズ近く、バトン・ルージュ出身の

ビズランドとの、1884 年夏のグランド島における難破船の流木が美しい色を発

する炎の思い出話は、野生味とロマンティシズムに溢れた逸話であって、ハー

ンの脳裏に焼き付られていた。 

1900 年 1 月、ビズランドが、10 年の沈黙を破って、ハーンに手紙を出した時、

返事に、「その人は、難破船の木切れについて話したものだった。それは、赤や

青い光を発して燃えるのだと。」と記す（Bisland 2: 458）。それは、10 年以上経

ってもハーンの心の中で燃え続け、色褪せていなかった。 

上記のマクドナルドに書いたハーンのニューヨークのアパートでの語らいは、

ハーンの晩年 1903 年に、ビズランドに書いた手紙にも登場する。 

 

貴方のお手紙がヴァージニアから届きました。そしてそれは、いろいろな色に微

かに変化する燃え上がる希望の火を点けました――ちょうど 1889 年の雪の降る

冬の流木の火の色合いの思い出に似ていて。それは、たくさんの物思いをもたら

しました――わたくし自身についてだけでなく、他のものすごく素敵な人につい

ても・・・。（Bisland 2: 496） 

 

以上のように、グランド島の海岸での流木の美しい色を発しながら燃える火

を前にした語らいと、その後のニューヨークでの再会の夕べの、アパートでの、
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やはり流木の様々な色を発する火にあたりながらの会話は、忘れられない甘美

な思い出として、ハーンの脳裏に焼きついていた。 

ハーンは、この spark を、『影』（1900）「夜光虫」で瞑想的に表現し、過去を

含む「暗号」を発していると考える。 

ハーンの死後に手紙を収集し、伝記を書いたビズランドは、猫の名前から、

ハーンが海岸の炎にまつわるビズランドと共有した貴重な思い出を大切にして

いたことを再認識したと思われる。大谷からの返事が間違っていたとはいえ、

ビズランドはハーンの猫が焼津だけでなく、松江の猫も「ヒノコ
S p a r k

」であったと

考えた。このことは、ハーンが思い出を暖めていたことをビズランドに伝える

ものであり、急死したハーンの手紙編集という悲しく辛い作業に、温かい光り

を添える情報であったと思われる。 

  ビズランドは、雨森信成のハーン追悼英語論文によって、焼津でハーンが救

った猫の名が“Hinoko（spark）”であることを 1905 年の段階で知っていた。『書

簡集』（1906）「序」の伝記において、ハーンが松江で救った猫の名を、大谷へ

の問い会わせによって、これも“Hinoko (a spark)”と信じて紹介した。後に一

雄が、それが「玉」であったと否定したが、しかしそれは、1950 年出版の本の

中であった。ビズランドは 1929 年に亡くなっているので、真実を知っていたか

どうかは今のところ分からない。1911 年にビズランドは、夫ウェットモアと来

日し、ハーンの遺族に会っている。その時に、松江の猫が「玉」と知った可能

性もある。 

ビズランドが猫へのハーンの命名にこだわったのは、ビズランドとハーンに

は、グランド島の海岸の流木が、赤、青、緑の炎を発するのを見つめて語りあ

った貴重な思い出があり、その思い出を背負う「ヒノコ
S p a r k

」であることを知って

いたからであろう。ハーンが猫の名に選んだ「ヒノコ
S p a r k

」は、ニューオーリーン

ズ時代の海岸を思い出す名前であった。焼津の海岸で救った猫の名は、ハーン

の大切な記憶に結びついてつけられたことが推測される。それをビズランドは

雨森の論文や、大谷への確認の過程で知ることができたと考える。ビズランド

の問い合わせは、ハーンの密かな心情や、ハーンの作品、ハーンの日本での生

活に精通していたからこそ発せられた疑問であった。 

ニューオーリーンズ時代のハーンの記事や、日本での作品に現れる猫にも、

同じようなハーンの思い入れや、テーマの連続性の見られることについては、

次の第 8 章で、改めて論じたい。 
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8.『東の国から』「横浜にて」の「赤猫」 

アメリカ、ニューオーリーンズ時代の記事を編集した『気まぐれ草』所収の

「小さな赤猫」（The Little Red Kitten 1879）と日本時代の作品『東の国から』（Out 

of the East 1895）「横浜にて」（In Yokohama）に、共通して登場する「赤猫」が

存在する。 

後者の「赤猫」は、「まるでメッセージを運んで来たかのような」仕草をする

（“as if to convey a message.”Out of the East 306）。「赤猫」のこの仕草に注目し

たい。『東の国から』がハーンの来日 5 年目の、2 冊目の出版であり、「赤猫」

の「メッセージ」は、実はビズランドへのメッセージだったと解釈できる可能

性がある。1895 年のこの時、ハーンは、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時代から、心の恋人であったビズランド163 と既に 5 年間

にわたる文通の中断の期間を経ていた。 

1902 年、ビズランドとの文通再開 2 年後に出版された『骨董』（Kotto 1902）

の中に、「病的なもの」（Pathological）という作品がある。この中のブチ猫「タ

マ」164 は、「小さな赤猫」（『気まぐれ草』）における妹分のブチ猫を探し廻る「赤

猫」の姿を継承している可能性はないだろうか。小川繁栄
としえい

は、その内容が「標

題の『病的なもの』とそぐわない」とする。165 それは、ハーンが標題にほかの

意味を潜ませようとしているからだと思われる。ハーンは、この「病的なもの」

に登場するブチ猫が、「外国の血統」（220）の持ち主であると断っている。この

ことから、作品の 後の、「夢に「『わらじ』を持ち込む」ことにビズランドへ

のメッセージを想定できると考える。 

また「横浜にて」（『東の国から』）は 2 部構成を採っている。この 2 部構成と

猫の果たす役割は、ハーンの英訳したアナトール・フランス『シルヴェストル・

ボナールの罪』における構成と猫が影響している可能性を本論文では指摘した

い。 

以上の 3 作品「小さな赤猫」「横浜にて」「病的なこと」には、失った者を探

し廻る猫と、メッセージを伝える猫、という一連の内面的なつながりがあると

思われる。ハーンが日本での作品に、話題の間の「兄弟」的関連を作りだすこ

とに気を配ったという、妻セツの証言がある（第 1 部第 5 章で引用）。私は、そ

の関連の見られる作品 3 例を示すことによって、ハーンの執筆意識の内容を具

体的に解明する一助にしたいと考える。 
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8. 1．ニューオーリーンズの「赤猫」 

ハトソンはハーンのニューオーリーンズ時代の新聞記事を収集し、計 3 冊に

編集出版した。（第 1 部第 2 章参照）その中の『気まぐれ草』（1914）の 2 番目

の作品に、1879 年 9 月 24 日付アイテム紙の「小さな赤猫」と題する小品が掲

載されている（33-36）。ハトソンは、『気まぐれ草』の「序」において、『書簡

集』やヘンリー・ワトキン提供の書簡集『大ガラスの手紙』（Letters from The Raven 

1907）の引用をしている。またハトソンは、1910 年から 1928 年にかけて、ビ

ズランドと文通をしていた（工藤 369）。こうしたことから、ハトソンのハーン

作品収集にはビズランドの影響の大きかったことが考えられる。 

この小品「小さな赤猫」の「赤猫」と「ブチ猫」166 には、ハーンとワトキン

の関係を彷彿とさせる保護と被保護の関係がある。この事は小川繁栄によって

指摘されている。167 ここで 小限の『気まぐれ草』「小さな赤猫」のあらすじ

を紹介する。 

   

  その子猫は小さな赤いライオンそっくりで、何でも食べるせいで、小柄でも近所

では強く、クレオールの家の庭で、やられっぱなしのサケ色の、弱くて小さい妹

分のブチ猫を守ってやっていた。二匹は、いつも一緒に眠り、赤猫は母親のよう

に体をなめてきれいにしてやった。ブチ猫は、この赤猫の行くところどこにでも

ついて回っていた。ある日、二匹は引き離された。赤猫がマダム R の夕食をねら

っていたので、階段下の納戸（“closet”）に入れられたのだ。先輩を失ったブチ猫

は不運にもゆり椅子の下をうろついて、重いご主人の強烈なひと揺すりに昇天し

た。1 時間後、赤猫は鳴きながらブチ猫を家中くまなく探した。まさか、遠いと

ころにあるごみや灰の山に横たわっているとは知るよしもなかった。ひょっとし

て、中庭の外に出たかと思い、初めて外の世界に足を踏み入れた。多くの家、人、

犬、荷車におびえ、古いクレオールの家の前の通りの 5 倍もある通りに出た。暑

くて、疲れ、腹が空いていたが、誰も気付いてくれなかった。消防車がやってき

て群衆が走り出した。赤猫は、逃げようとしたがパニックに・・・。次の朝、二

匹はあのクレオールの家から遠い灰の山の上に並んで横たわっていた。とうとう

赤猫はブチの妹に会えたのだ。（Item, September 24, 1879. ハーンによるタイトル

「小さな赤猫」“The Little Red Kitten”Hutson ed. Fabtastics 33-36） 
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ハーンの描く「小さな赤猫」が体験した、外の世界の恐怖を描く筆致には、ハ

ーン自身の体験が色濃く表れている。十代の後半、育ての大叔母の破産後、ロ

ンドンやニューヨークを徘徊した、「誰も足を止めない」、誰も気付いてくれな

い恐怖が反映していると思われる。また、赤猫がブチ猫を守る姿は、身よりの

ないハーンを、シンシナティのワトキンが自分の経営する印刷屋に置いて世話

をした姿を思わせる。 

4 歳の時、アイルランドから母がギリシャに帰郷し父がクリミア戦争に出征

した。ハーンは、大叔母に育てられがしかしその大叔母の破産の憂き目に遭い、

19 歳で、文無しで、イギリスからアメリカに移民し、ニューヨーク経由でシン

シナティの親戚を頼った。しかしそこを追い払われたハーンは 24 歳で、シンシ

ナティ・インクワイヤラー紙の正社員に採用されるまで、ワトキンの印刷所で

働かせてもらった。言わば、ワトキンはハーンの恩人であった。ハーンは 1875

年に結婚した、アリシア・フォリー（Alethea Foley 1854-1913）から逃げるよう

に（『父小泉八雲』201）、後始末をワトキンに任せて、1877 年にニューオーリ

ーンズに移住する。 初は、アイテム紙に採用され、次いでタイムズ・デモク

ラット紙の文芸部長となる。1882 年にビズランドが入社し、彼女は 1886 年こ

ろニューヨークのジャーナリズムに身を投じる。ハーンは、1887 年にタイム

ズ・デモクラット社を辞めて、仏領インド諸島に行く前に、ニューヨークに赴

く途中、シンシナティに立ち寄った。それがワトキンとの 後の別れとなった。 

この時のワトキンと泣きながら抱き合った姿は（Stevenson 157）、赤猫と妹分

のブチ猫の愛を彷彿とさせる。「小さな赤猫」を作品集収録に選んだハトソンと

その協力者ビズランドは、猫たちの慕いあう姿にハーンの気持ちを読み取って、

この作品を収録に加えたと考えられる。 

 

8. 2．「横浜にて」で、メッセージを運びに来た「赤猫」 

1890 年に日本に移住したハーンは、2 冊目の著作『東の国から』（1895）の「横

浜にて」（304-30）において、「赤猫」（“a red cat”）を登場させている。この「赤

猫」は、作品中のハーンと老僧との仏教談義168 とは関わりなく、出入りしたり、

眠ったりして、必死で質問して仏教を理解しようとするハーンの傍で、あたか

も慰めの感覚を放っているように見える。「赤猫」は一見重要な役割を果たして

いるようには見られない。そのため、「横浜にて」の「赤猫」を取り上げる研究

は、管見の限りではない。 
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私には、この猫が寺にいて、それが「赤い」猫だったことが偶然であったと

は考えにくいと思われる。なぜなら、横浜での「赤猫」の 初の登場が、「メッ

セージを運んで来たような仕草をした」と述べられ、以下のような表現をする

からである。 

 

一匹の赤い猫が障子の後ろから現れて、何かメッセージでも運ぶかのように私を

見つめ、そしてまた引っ込んだ。（“A red cat came from behind the screen to look at me, 

and retired again, as if to convey a message.”305-06） 

 

さらに、この「赤猫」が作品全体を通じて 6 回登場していることが注目される

（305、305、311、319、320、329）。このことから、この「赤猫」はハーンが気

まぐれに登場させたとは考えにくい。この『気まぐれ草』と『東の国から』に

「赤猫」が共通して存在することについても、管見の限りこれまで指摘された

ことがない。169 

もしも「赤猫」が文字通りメッセージを運んだとしたら、どのようなメッセ

ージであったのだろうか。 

この「横浜にて」は２部構成になっている。ハーンが来日してその間 5 年が

過ぎていた。日本に来た直後の魅力が長く自分の中に留まっていたのに、その

5 年の間の僧の入れ替わりや地蔵堂の変化と共に、その魅力がすっかり消えて

しまったことを嘆く（235-36）。このことから、メッセージの一つは、ハーンが

日本にきて、5 年が過ぎた、その時間の流れの意識と心の変化であると思われ

る。その間に、仏教の宇宙的教理の理解にもがく、44 歳の当時のハーンの姿が

ある。もう一つは、ニューオーリーンズの「小さな赤猫」とつながる「赤猫」

の幸福そうな様子を描くことによって、音信不通のビズランドとその幸福を気

にかけていることを、密かに彼女に伝えたかったと思われる。この 5 年間の懸

隔は、後述するハーンが翻訳したの構成が 5 年間の間を置いて、Ⅰ部とⅡ部構

成になっていることと引き合っている。 

ハーンは、1890 年、来日直前に、ビズランドに悲痛な恋心を披瀝した手紙を

残して来日した。この 3 通の手紙は、匿名（“To――”）で第 1 巻の巻末に、ビ

ズランドによって編集されている（Bisland 1: 473-75）。170 その 後の手紙で、

ハーンは、「あなたにもう会えないのは残念でたまらない。私の言いたいのは、

あなたの写真を見ると、どんなにかあなたが素敵で、無限の存在なのか、そし
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て、私がどんなにあなたのことが好きかを、言わなくてはならない」と告白し

ている（Bisland 1: 474）。同じ手紙 後の部分では、ぼかしつつも、以下のよう

に巻末に余韻を残す。ただし、ビズランドはハーンの追伸（以下の引用で [ ] で

示す。）を削除したことが、関田かをる編集・解説『知られざるハーンの絵入り

書簡』の、新たに発見された手紙との対照で判明している（関田 172）。 

 

本当に私はそれが何だったのか思い出せないのです。ちょうど突然感光した乾板

から、太陽の光が現像を消し去るようだった。あの微笑みには、子供の美しさが

ありました。他の人達にもいつもあんなふうになさろうとされるのですか？あな

たは出発前に私の本171 をお受け取りになるでしょう。少なくとも火曜日には発送

されます。あなたが気に入るかどうかは、分かりませんけれど、ページの間に潜

んでいた私の「魂の蚊」を、あなたは捜すだけでしょう。―私のあらゆるひどい

やり方を許して下さい。私の愛する、素敵な、幽霊のような妹へ。さようなら。

ラフカディオ・ハーン 

  [どうか、ひどい他人を近づけないようにして下さい。] （傍線ハーン） 

（Really, I can’t remember what it was: the smile effaced the memory of it,－just as a 

sun-ray blots the image from a dry-plate suddenly exposed. There was such a 

child-beauty in that smile. . . . Will you ever －I hope you will get my book before you 

go: it will be sent you Tuesday at latest, I think. I don’t know whether you will like the 

paper; but you will only look for the “bnat of a soul” that belongs to me between the 

leaves. －Forgive me all mt horrid ways, my dear, sweet, ghostly sister. Good-bye, 

Lafcadio Heran. （Bisland 1: 475） 

[Please don’t let any other horrid people come near you.]（関田 172 傍線ハーン）。 

 

また、ハーンは、死の約 1年前の 1903 年に、ビズランドに、自分をゾラと比

べて「蚊をワシと比べる」と手紙に書いており（Bisland 2: 503）、ハーンにとっ

て「蚊」（“gnat”）は、重要なメッセージを運ぶ言葉である。ハーンはビズラン

ドと別れて来日し、文通の中断の 中であった 5 年後の本の中に（『東の国から』）

自分の魂を比喩した「蚊」を忍び込ませたと考えられる。（「蚊」“gnat”につい

ては第 2 部第 3 章第 3 節に既述。） 
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ここでは 2 部構成の「横浜にて」の要点と「赤猫」とを示して、ビズランド

への「暗号」であった可能性を述べたい。「赤猫」の登場場面と仏教問答の要点

を示すと以下のようになる。 

 

Ⅰ部 

暑くて三方を開け放した寺を訪問する。「赤猫」がメッセージを運ぶように現れた（前

出 305-06）。・・・老僧に会い、尼さんがお茶を運んでくれて、「赤猫」は自分の傍で丸

くなる（306）。・・・老僧は「彼岸の一番遠いところは涅槃である。因果応報の説明は

難しい。前世を憶えているのは菩薩だ。克己を得た者は悟りを開き、誘惑は存在しな

い。」と言う。「赤猫」は下駄の音が気にかかって、身動きし、入り口の方に行った

（311）。・・・「仏教は他の宗教と違って創造を問題にしない。永久不変の真理（真如）

があるだけだ。涅槃は絶対的な自己充足だ。」と老僧は言う。「赤猫」は老僧の膝に飛

び乗って、ゆったり快適に丸くなった（319）。・・・「こいつは何と太っているのか。

前世で善行を積んだのだろう。」と老僧は言う。静寂が訪れ「赤猫」のゴロゴロが続く

（320）。・・・仏教では肉体的な愛は抑圧すべきなのかを尋ねる。 

Ⅱ部 

5 年経った。地蔵堂は魅力がなくなり、老僧も死に、次世代の若い僧になっていた。

一瞬、４月の春に横浜に到着した時にもどって、妖精の国が魂の涅槃に入った幻想に

包まれた。5 年前と同じ、女優アデレード・ニールソンの肖像と、赤ワインのビンと、

煙草と、日向でぐっすり眠っている「赤猫」を見つけた。近寄って撫でたが、私を憶

えておらず、眠そうな目をほとんど開けない。前よりスベスベしていて、幸福そうだ。

（329）前僧の位牌への供物を託し、自分が一介の「44 歳の男」であることを告げ、「失

った幻想」を求める私の祈りなどに仏陀は耳を貸さないだろうと思う。（330） 

 

ハーンは「横浜」の寺を再訪して、5 年間の間に、変化したものと変化しない

ものを描いている。 初に訪問した時の「ほとんど気味が悪い日本の美しい幻

想」は消え去ってしまったけれど「ただ一瞬だけ過去の激情が蘇った。」と一旦

「青い光の中の妖精の国」に足を踏み入れ「翳りのない涅槃の世界」に入った

ことを描く（325-26）。しかし、それはこの世が幻想であるのと同じ幻想にすぎ

ないとし、僧が代替わりし、すべてが変わってしまったとする。 

  ただ、そこには幸福そうな「赤猫」が相変わらずいた。ハーンは、メッセー

ジを運んでくれたような「赤猫」に自分の過去の作品との照応を見、そして 5
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年の時の流れと、ハーンがそれでも忘れ去っていなかった「赤猫」を描いてい

る。そのことによって、ビズランドの安否を気にかけている心情を密かに潜ま

せたと考える。 

 

8. 3．『シルヴェストル・ボナールの罪』の技法の使用 

「横浜にて」の２部構成と猫の登場に、1890 年にハーンが、来日直前に英訳

して出版した、アナトール・フランス（Anatole France 1844-1924）『シルヴェス

トル・ボナールの罪』(The Crime of Sylvestre Bonnard 1881）の影響が見られると

思われる。 

ハーンは、日本に来る直前の 1889 年 12 月、旅費捻出のために、『シルヴェス

トル・ボナールの罪』の英訳を、2 週間で仕上げた（『事典』303-04）。172 

この作品は、2 部に分かれおり、1 部と 2 部は、ほとんど独立した話である。
173 ただし、連続するストーリーとしては、貴重本のゆくえと飼猫の名が挙げら

れる。猫は、1 部では「ハミカル」で、2 部ではその跡継ぎの意味で「ハンニバ

ル」とカルタゴの武将親子の名を付る。ハーンは、翻訳を通じて猫の命名に対

して意識するようになった可能性が考えられる。日記風に日付つきで書かれる

概要は以下の通りである。 

 

Ⅰ部 薪 

学士院会員である私、シルヴェストル・ボナールは老召使いのテレーズと、猫の「ハ

ミカル」とパリのアパートに住んでいる。小男のココズが本を売りに来たが、お情け

で 1 冊買ってやった。テレーズによると、ココズは病身でこのアパートの屋根裏部屋

に妊娠した妻と住んでいると言う。私はたっぷりの薪と今夜のスープを持って行くよ

うにと命じた。 

  私は、かねてから探していた 13 世紀に書かれた『黄金伝』を目録に見つけて、シチ

リアにまで出かけ、そこでトレポフ侯爵夫人となっていたココズの妻と出会う。本は

パリに移動しており、しかも競売で高い値がついて買うことは無理であった。パリに

帰った私に、トレポフ侯爵夫人が競売で手に入れた『黄金伝』を贈ってくれた。 

Ⅱ部 ジャンヌ・アレクサンドル 

5 年経った。60 年前に子供時代を過ごしたリュザンヌに、ポール・ド・ガブリーさ

んの書庫の目録作りにやって来た。ガブリー夫人の話から、昔恋した、クレマンティ

ーヌもその娘も亡くなり、孫のジャンヌが孤児となっていることを知る。後見人のム
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ーシュの許可を得て、プレフェール女史の塾に入れた。女史の誘惑に私が乗らなかっ

たため、ジャンヌは塾でひどい扱いをされていた。ジャンヌを逃げ出させて、罪にな

るところだったが、ムーシュがジャンヌの遺産を盗んで逃亡したため、すべてが解決

した。パリに一緒に戻り、ジャンヌは虐められていた子猫を拾う。名前を前の猫の跡

継ぎとして「ハンニバル」と名づけた。私は書庫の本全部を売ってジャンヌの持参金

にした。ただし、『黄金伝』は売らずにこっそり隠しておいた。ジャンヌはジュリスと

結婚し、第 1 子を亡くしたが、今、二人は次の子を宿し、私の老いを祝福してくれて

いる。 

 

Ⅰ部が 1869 年 12 月 8 日で終わり、Ⅱ部が 1874 年 8 月 8 日で始まっている。Ⅱ

部が、恋した人とその娘が死に、その孫を救う話である。また猫の「ハミカル」

が死んでいて、跡継ぎに「ハンニバル」と名付ける。 

これは、ハーンが「横浜にて」において使った構造に影響している。「横浜に

て」では、老僧が死に、老僧の跡継ぎと尼さんと赤猫が生きている。細部の異

同はあるが、5 年を経た時間の懸隔と、存在の「継続」が生かされている。お

そらく、ハーンは「横浜にて」の構想に、自分が翻訳した『シルヴェストル・

ボナールの罪』の構造を踏襲したと思われる。このことを指摘した研究には管

見にして接していない。 

 

8. 4.「タマ」のように「病的」に記憶と戯れたハーン 

「横浜にて」で、お寺に登場した「赤猫」は、「小さな赤猫」と外見が同じ「赤」

であるメッセンジャーであった。とすると、6 年後の 1902 年、『骨董』におけ

る小品「病的なもの」（219-23）に登場する三毛猫の“Tama”（タマ）は、名前

こそ違え、テーマが『気まぐれ草』の「小さな赤猫」の、愛するブチ猫を探し

回るストーリーを受け継いだ猫だと考えられる。 

この作品「病的なもの」につけられたイラスト（猫）には、「北斎」174 の落

款があり、三毛猫である。小川繁栄
としえい

は「主人公の名をとって『タマ』とでも題

がつけられていたなら、猫作品の佳品として、もっと注目されていたにちがい

ない」と、題名との齟齬を指摘する（『事典』466）。ハーンのつける題名には特

別な意味の込められていることが多い。ここでは、この題と内容の違いに潜ま

せてあるハーンの示唆を読み取ることを試みる（第 2部第 9章第 2節でも扱う）。

作品の要約は以下のとおりである。 
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       私は大の猫好きであるため、西洋や東洋で今まで飼った様々な場所の、様々な

猫を書けば、一冊の大きな本になるくらいだ。これはしかし、そういった猫たち

の本ではなく、心理的理由から「タマ」について書くものである。タマは今、私

の傍で、まどろんで、子猫に呼びかける鳴き声を出し、何か捕まえた仕草をして

いる。       

「タマ」（玉）は日本語で宝石を表すが、猫の名としては、「美しい」という意

味ではなく雌猫の一般的な名前である。タマは、日本では縁起がいいということ

でプレゼントされた三毛猫である。今 2 歳で、先祖は家康の時代に、オランダか

スペイン船で日本にやって来た外国の血統のようだ。しかし、米を食べる日本の

猫だ。 

タマは産んだ子猫をかわいがり、優れた母親ぶりを見せた。狩りの仕方を教え

るために、鼠、蛙、蜥蜴、蝙蝠、鰻までも苦労して、玩具のためにつかまえて来

る。ある夜、狩りのために、小窓を開けておいてやったら、大きなわらじ（straw 

sandal）を運んで来た。しかし、ある晩、乱暴されて死産をした。体は早く回復

したが、子猫を失って精神に異常をきたした。 

動物の危険察知や狩り、薬草等の本能の蓄積からくる記憶は完璧に近い。しか

し、子供を持った記憶は短い。 

タマは子供がいるはずだと思って、あらゆる場所を鳴いて探した。子供達が庭

に埋められてからでも長い間、何度でも水屋や納戸（“closet”）を開けさせたが、

とうとう子猫の戻らないことを知った。しかし、「タマ」は、夢の中で、戯れた

り、鳴きかけたり、狩りをし、薄暗い記憶の窓から、小さなはかないものや、霊

のような藁製のわらじを運んで来さえもしている。（219-20） 

（図 49『骨董』「病的なもの」218、223） 

 

 

 

 

                                                 

テーマは「タマ」の死んだ子猫の記憶であり、それが「タマ」の夢に現れると

いうことである。しかし、細部において「タマ」が死んだ子猫を探し回る姿は、

『気まぐれ草』の「小さな赤猫」を彷彿とさせるように描かれる。 
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『気まぐれ草』の「赤猫」は、「物入れ」（“closet”）に閉じ込められるのであ

るが、「病的なもの」でも、親猫の「タマ」が死産した子猫を探し回って、「私

に全部の食器入れと物入れ（“closets”）を何度も開けさせた」と表現する。こ

の表現は、ビズランドがアイテム紙に載った「小さな赤猫」を憶えていること

を信頼したうえでのものであると思わせる。 

さらに、「タマ」の狩りの獲物の中に「ぞうり」がある。それが二度目に「タ

マ」の夢に登場するのは、作品の 後であり、「霊のような（“ghostly”）藁製の

わらじ」とする。この作品は、夢の中でも産んだ子猫の記憶に生きる親猫の哀

れとして完結していると言える。  

しかしさらに題名の異様さや、「タマ」が外国の血統だが、米を食べる日本の

猫とするところに注目してみる。「外国の血を引くタマ」は自分の記憶をたより

に、「霊のような藁製のわらじ」（ぞうり）を運んでくる。ハーンは、自分の記

憶をボロボロにするまでに、「病的」なまでに反芻している自画像を、「タマ」

の行動に自嘲的に投影してしのび込ませていると思われる。 後の部分は、「夢」

にからませて「病的」なまでに「藁製のわらじ」（草履）と戯れ、「お化け藁」

のようになった自分の「記憶」を示唆した表現になっていると言えないだろう

か。 

 

「彼女は（中略）彼らに小さな影のようなものを捕まえてくる。ぼんやりした記

憶の窓を通って、幽霊のような藁の履き物を・・・」（“She […] catches for them small 

shadowy things,―perhaps even brings to them, through some dim window of memory, a 

sandal of ghostly straw….”）（223） 

 

「わらじ」は、ビズランドが、1889 年の世界一周を描いた『7 段階』の日本

滞在の場面に 2 回登場する（30、35）。ハーンは、題を「タマ」ではなく、「病

的なもの」として幻想的に作品を終わらせた。その中で、「ぼんやりした記憶の

窓」を通して、藁製のわらじにハーンの心情を潜ませたと想像される。 

  ハーンの来日第 1 作の『日本瞥見記』（1894）には、10 回「草履」（藁製のわ

らじ）が登場する。その後、『東の国から』（1895）に 4 回、『心』（1896）に 3

回、『仏の畑の落穂』（1897）に 1 回、『異国情趣と回顧』に 4 回の登場が数えら

れる。その後、ビズランドに捧呈された『日本雑記』（1901）に 3 回登場する。
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「病的なもの」（『骨董』、1902）には、一種病的なものとして、ハーンの「藁製

のわらじ」（草履）へのこだわりが示されていると思われる。 

この作品は、「タマ」が子猫に与えた遊び道具に託して、ビズランドへのハー

ンの「記憶」がまだ鮮明で、繰り返し思い出し、幽霊のようになった「藁製の

わらじ」のごとくである、というメッセージを伝えていると考える。 

  ハーンがアイテム紙に発表した「小さな赤猫」は、ハーンの来日 2 冊目の『東

の国から』の「横浜にて」において、「赤猫」のメッセンジャーとして登場した

と考える。また、9 冊目の『骨董』の「病的なもの」において登場したのは、

ブチ猫「タマ」であり、「小さな赤猫」の妹分を連想させる。「タマ」が夢の中

で運んできた霊のような草履は、ハーンの日本での執筆にかける執拗さ、また

同時に忘れがたい記憶を伝えている。またハーンは「横浜にて」で、5 年間の

間隔を生かす工夫を、英訳した『シルヴェストル・ボナールの罪』から学んだ

と思われる。 

  ハーンは、第 1 部第 5 章で妻セツの「思ひ出の記」を引用したように（田部

160）、話の「兄弟」の到来を待った。このように「小さい赤猫」、『東の国から』

の「横浜にて」、『骨董』の「病的なもの」、翻訳『シルヴェストル・ボナールの

罪』は、ハーンの中で醸成された、「よき物参りました」と関連性を発見して喜

んだ、兄弟としての意味を持つ一連の作品を形成すると考える。それらを関連

させるのは、具体的に言えば、ワトキンに対するハーンの心情、ビズランドに

対するハーンの思いであったと思われる。深い所では、次に取り上げる『心』

（1896）所収の「阿弥陀寺の尼」とも共通する、既に、仙北谷が指摘している

「自己犠牲」に見られる「私利私欲」を離れた生き方が放つ感動であろう（『小

泉八雲 回想と研究』344）。 

 

9. ハーンの著作における章の題名と内容の食い違いの意味 

  ハーン作品には、その章のテーマと逸れた題名が付られた、章名が散見する。

第 1 節で「停車場にて」を例にとって、ハーンの意図を検討する、第 2 節では、

『日本瞥見記』『東の国から』『仏の畑の落穂』『骨董』から例を挙げる。 

 

9. 1．『こころ』「停車場にて」の題名の意味 

  第 6、7、8 章で取り上げた『東の国から』（1895）の翌年に続く、『心』（1896）

の巻頭「停車場にて」（“At a Railway Station”）のテーマ、ハーンの「父性」に
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ついては、あらすじも含めて、第 1 部第 11 章第 2 節で述べた。この章では、「停

車場にて」という題がテーマを代表しないという問題を取り上げる。 

  「停車場にて」は、父親であった警官を殺した犯人が、熊本のある「停車場」

に連行され、警官の遺族である妻と息子に会わせ、犯人の懺悔を引き出すとい

う、新聞の実話を元にした作品である。「停車場」は、その場面設定に使われて

いるだけで、作品名だけからは、重要な意味が汲み取れない。 

  しかし、ビズランドの『7 段階』の「第 3 段階日本」の記述（1889 年 12 月 8・

9 日滞日）を考え合わせると、ハーンが熊本の「停車場」を題名にしたことで、

日本の鉄道敷設の進んでいることが、結果的に情報として伝えられることにな

る。 

  ビズランドが、『7 段階』で描いた、1889 年 12 月 9 日に乗った列車は、その

年の 7 月 1 日に東京－神戸間が開通したばかりの東海道線であった（「鉄道年

表」）。ビズランドは以下のように日本の鉄道を描く。 

 

     私たちは、東京行きの列車に乗った。（中略）それは、この国の他のすべてが、

ばからしいほどおもちゃや人形の家っぽいように、面白い列車だった。（We are in 

the train going to Tokio. [...] It is a funny train, as absurdly toy-like and doll-housey as is 

everything else in this country; ）（36） 

 

     我々が東海道線（帝国全体を横切る大帝国の幹線道）の列車から見た物すべての

魅力は、奇妙な農家、停車場、そして水さえ浸かった田んぼ、すべて申し分なく

一点の汚れもなく整頓された刈り取られた稲
いな

叢
むら

であった。（The charm of all we see 

from our car－the Tokaido (the great imperial highway that interesects the whole 

empire), the queer little farm-houses and railway stations, and even the water-soaked 

paddy-fields, reaped of their rice－lies in the exquisite, faultless cleanness and propriety 

of it all.）（37） 

 

ビズランドが日本に来たときには、東海道線だけが開通していた。熊本に鉄道

が開通したのが、1891 年 7 月 1 日であるから、ハーンが熊本の「停車場にて」

発表した 1896 年には、読み手であるビズランドは、日本の鉄道の早い普及状況

を、知ることができる。即ち、日本の鉄道は 1889 年 7 月 1 日に東海道線が、東

京・神戸間が開通している。ビズランドはこの年の 12 月 9 日に横浜・東京間を
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利用している。門司・熊本間の開通は 1891 年 7 月 1 日であるため、ビズランド

が滞在した時点では開通しておらず、ハーンが熊本の駅を舞台に描いた「停車

場にて」はその後の日本の鉄道の発展を伝えることができている。175 

「停車場にて」の「父性」のテーマに隠れた、章名からの「暗号」と言える

のではないだろうか。「稲
いな

叢
むら

」は『仏の畑の落穂』（1897）の冒頭の作品「生

き神様」において、梧平が村人に津波の急を知らせるために点火した稲を積ん

だ塊として生かされていると考えられる。（第 10 章第 3 節参照） 

 

9. 2．『日本瞥見記』『東の国から』『仏の畑の落穂』『骨董』に見る

章名 

  『日本瞥見記』上巻には、「杵築」の地名の付く章が二つある。第 8 章「杵築

―日本 古の神社」（“Kizuki: The Most Ancient Shrine in Japan”）と、第 11 章「杵

築日記」（“Note on Kizuki”）である。同じ上巻に編集されていて、奇異な感じ

を与え、その意図を疑わせる。 

  前者は、題名通り、『古事記』の説明から始め、出雲大社の千家尊
たか

紀
のり

に紹介さ

れ、本殿に入ることを特別に許され、仏教には経典があるが、神道にはないこ

とから、魂の問題へと思いを馳せている。 

  後者は、全く趣を異にし、日付入りになっている。日付に、ハーンの結婚と

ビズランドの結婚を避ける意味が隠されていることについては、第 2 部第 5 章

第 1 節において検証した。ここでは、ビズランドが『7 段階』「第 3 段階日本」

において、「筆」176 と「トンボ」に言及していることへの応答が認められるこ

とを示す。 

  ビズランドは以下のように、日本の絵画の絵筆さばきに言及した。（絵画その

ものに対するビズランドとハーンの応答については、次章で述べる。） 

 

彼（絵かき）の周りの物は、今のところ、日本の事物を国外の様式でとらえよう

とするすべての外国の絵かきの絵筆から逃げ去っている。（the things about him that 

has so far escaped the brush of every foreign artist endeavoring to portray the outward 

forms of things Japanese.）（37） 

 

（「菊の国」の魅力をつかみきれないのなら）、石灰用の筆で、トンボでも描いて

おきましょうか？Shall one then paint a dragonfly with a whitewash brush?...（41） 
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ハーンは「杵築日記」において、「大 社
Oho-yashiro

」で「天神祭り」として書道の展覧会

が毎年行われることを紹介した後、日本語で「かく」は、「書く」と「描
か

く」は

同じ表現をするとする。（“the word ‘to write’ (kaku) in Japanese signifies also to 

‘paint’ in the best sense.”）ハーンは、イギリスの子供達が日本の子供達のように

書道の筆が操れないことを、紹介する。それは日本の子供達の背後に、沢山の

死者（先祖）が支えているからだと理由づける（256-57）。そのすぐ後で、竹と

んぼのおもちゃの工夫が述べられ、「筆」と「トンボ」の組み合わせが意識され

ている（261-62）。この子供達の「手」があたかも背後の幽霊の存在の証明であ

るように思われる点は、次の 10 章での『仏の畑の落穂』（1897）の副題の「手」

についてのハーンの考えが（48-49）、すでにここに現れているといえよう。 

また、『東の国から』（1895）の「博多にて」（71-84）は、浄土宗のお寺のブ

ロンズの鏡からの連想で、ジェイムズ夫人出版の縮緬本『松山鏡』の内容へと

移る。章名を「松山鏡」とした方が、テーマと合っているし、魅力的なはずで

あるが、ハーンはここでも、「博多にて」と奇異な命名をしている。ここでも、

ハーンは、「トンボ」を登場させる（72）。 

『東の国から』「横浜にて」は、第 8 章で述べたように、ハーンのニューオー

リーンズ時代に描いた「赤猫」がメッセージを運ぶような筋立てになっている。

この章名も「赤猫」ではなく、地名だけの凡庸なものである。 

次章で詳述する『仏の畑の落穂』「日本絵画の顔について」（“About Faces in 

Japanese Art”）は、日本絵画論と、ハーンからの掛詞
かけことば

（double meaning）を使っ

たメッセージを含んでいると考えられる。章名は、またしても平凡な「につい

て」を使ったものである。 

前の章の、第 8 章第 4 節で論じた『骨董』（1902）の「病的なものは」は題と

して魅力的とは言い難い。テーマは、子供を失った母猫が「霊のような藁製の

わらじ」を、子猫にするようにくわえる姿である。ハーンが、ビズランドの描

いた材料を、ボロボロになるまで扱っていることが、二重写しにされている。 

ハーン作品の著作の中の個々の章の名前には、単純な地名を指すものが多い。

例えば、『日本瞥見記』の「杵築」、「美保関にて」、「日御碕にて」、「八重垣神社」、

「日本海に沿って」、「伯耆から隠岐へ」、『東の国から』の「博多にて」、「横浜

にて」、『心』の「停車場にて」、「旅日記」、『仏の畑の落ち穂』の「街頭より」、
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「京都旅行覚え書き」、「大阪にて」、『異国情趣と回顧』の「富士の山」、『霊の

日本』の「焼津にて」等である。 

ところがこれらの題名が平凡で、内容との食い違いを見せている章の中には、

ビズランドが『7 段階』の「第 3 段階日本」で扱った題材、対象を考え抜いた

内容が秘められている章が見受けられる。地名だけでなく上記のように「日本

絵画の顔について」や「病的なもの」は、その内容に比して題が凡庸で、逆に

含みを示唆していると伺われる。 

ビズランドが読めば、それらの「暗号」は、すべて解読されて、手紙以上に

ハーンの日本での研究成果が理解されたことであろう。そして自分がハーンに

頼んだ「日本に行って欲しい、なぜなら、あなたが日本について書く本を読み

たいから」という希望に応える意志を、ハーンが堅持し続けていたことを確信

できたであろう。 

 

10. 『仏の畑の落ち穂』にイースター・エッグのように潜む「暗号」 

1897 年出版『仏の畑の落ち穂』（Gleanings in the Buddha-Field）の題名に、別

の腹案があったことを、ハーンの手紙から知ることができる。またその副題「手

と魂の研究」（Study of Hand and Soul）ついては、遠田勝の研究がある。 

本論文では、正題と副題の含意と作品中の「暗号」との符合を取り上げて論

ずる。   

 

10. 1.『仏の畑の落ち穂』（Gleanings in the Buddha-Field）の題の

腹案とその含意 

  ハーンは、『仏の畑の落ち穂』（1897）の題を、 初、『生き神様と雑話』（“A 

Living God, and Other Stories”）と考えていたことをヘンドリック宛の、1897 年

1 月の手紙に書いている。この題名について腹案があったことを取り上げる研

究は、管見のかぎり存在しない。ハーンが腹案から、実際の題に変えた理由は、

この本に「拾遺」（残ったものを拾い集める）という、一区切りをつける意味を

込めたことにあると思われる。 

ハーンは、以下のように、この本に『生き神様と雑話』という題を付ようと

していたことを書いている。 
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    今年中のいつかになると思われますが、わたくしの著作をお送り致します。この

手紙を落手なさいます時までには、印刷に廻っているはずです。『生き神様と雑話』

か、そんな風な題にする予定です。神様だけが御存じのことですけどね。 I’ll send 

you my own book sometime this year－I think. It ought to be in the printer’s hands by the 

time you get this letter. It will probably called “A Living God, and Other Studies”－or 

something of that sort. But only the gods exactly know. （Bisland 2: 318） 

 

ハーンの題の腹案は、巻頭の力作「生き神様」をそのまま使っている。ハーン

の作品集は巻頭作品が特に傑出している場合が多いと考えられるが、しかし、

巻頭の作品をそのまま著作の題名にした本はない。 

上記のヘンドリックへの手紙の引用箇所に続いて、ハーンは以下のように、

その次と思われる作品の腹案も書いている。 

 

私の心理的著作177 の半分、または、殆ど半分も仕上がりました。私は多分これを、

「無数の魂を持つ淑女」に捧呈します。黒枠の彼女の写真は私の床の間を飾って

います。私が、完成前に、死んだりひどくなったりしないことに備えて。（Half of 

my psychological book－or nearly half－is also written. I shall dedicate it probably to the 

Lady of Myriad Soul－whose photo in a black frame decorates my Japanese alcove. 

Probably－I don’t die or worse before it is finished.）（Bisland 2: 319） 

 

  このように、ハーンの著作への意識を辿ると、ハーンが読み手に、第一にビ

ズランドを念頭に置いていたことは、無視できないと思われる。 

  ハーンが使った「無数の魂を持った淑女」（“Myriad Souls”）は、ニーナ・ケ

ナード（Nina Kennard 1844-1926）が注目して伝記『ラフカディオ・ハーン』

（Lafcadio Hearn 1912）に引用した表現であり（153）、それを一雄が『父小泉

八雲』（1950）において、ビズランド自身も、夫のウェットモアも「是を興がっ

て居られた事實を私は知つている。」と引用し（34）、工藤もケナードの伝記の

この句を引用する（295）。 

  ケナードのビズランド観は、工藤の抱いた疑問「ハーンの執筆のエネルギー

の源泉は、エリザベス・ビズランドにあった」（15）と同質である。即ち、ケナ

ードも以下のように、ハーンはビズランドに向けて書いていたと考えていた。 
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    ビズランドが何時ニューオーリーンズからニューヨークに行ったのか、日付は不

明である。一つだけはっきりしている事は、ラフカディオ・ハーンの天分の霊感

的理解がひどく確固としていたために、どんな距離や空間、状況の悪さも、彼女

の知性を彼から引き離すことは無理だった。近くの庭から漂う素敵で微妙な香り

のように、貴方が、ハーンの書いた手紙から手紙へと読み、著作から著作へと読

むと、彼女が現れるのだ。遠くにいても近くにいても、親しくても、無関心でも、

ビズランドの微笑みと目の輝きの記憶は、ずっとハーンの 高のインスピレーシ

ョンだった。何千マイルも離れた極東にいても、それは、ハーンの天分を刺激し、

ペンを走らせた。（We know not at what date Miss Bisland left New Orleans to go to 

New York. One thing only is certain, that so firm a spiritual hold had taken of Lafcadio 

Hearn’s genius, that no distance of space nor spite of circumstance could separate her 

intellect from his. Like a delicious and subtle perfume, wafted from some garden close, 

her presence meets you as you pass from letter to letter in his correspondence; from 

chapter to chapter of his books. Far or near, dear to her or indifferent, the memory of her 

smile and the light of her eyes was henceforth his best inspiration. Thousands of miles 

away in the Far East it stimulated his genius and quickened his pen. ）（153） 

 

ケナードは、ビズランドとハーンがどんな状況に置かれていたとしても、ビズ

ランドはハーンの天分を確信し、ハーンは、ビズランドの微笑みと目の輝きが、

ハーンの執筆を鼓舞したとする。 

ただしケナードも工藤同様、主張を二人の作品の中から例証せず、手紙から

の考察をしている（147-60）。 

ところで、私はここまで、ハーン作品に「暗号」を使った符号を辿ってきた。

『仏の畑の落穂』と言う題の「落穂」にハーンは意味を込めたと思われる。そ

れは、何かの一区切りを予想させる。 

  そこでハーンがまず「落穂」とした理由を、推測してみた。『仏の畑の落穂』

は 1897 年の出版である。前年の 1896 年 2 月 10 日に「セツ入夫」として日本国

籍を取得している（『父小泉八雲』206）。それまでは、ハーンとセツは、内縁の

関係であった。 

従って、ハーンが日本国籍を取得して出版した 初の著作が、この『仏の畑

の落穂』である。178 『仏の畑の落穂』の執筆は、1896 年以前に行われたと考

えられる。その 1896 年は国籍取得と同時に、東大の講師として 9 月から赴任す
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るために、神戸から東京に移住した年でもある。『仏の畑の落穂』には、「序」

も捧呈者の記述もない。しかしハーンはこの題名に、自分の日本での人生に一

区切りを感じているという含意を込めた可能性がある。そのことに関して、次

の第 2 節で副題の意味、第 3 節で「生き神様」の作品中の「暗号」、第 4 節では、

その他の章に見られるハーンの日本での「研究成果」を提示する。 

第 1 節では、『東の国から』『心』『仏の畑の落穂』と続いた著作の表紙の問題

を論ずることにする。ハーンの来日第 1 作『日本瞥見記』（1894）の表紙は、図

50 のように竹のデザインである。 

 

図 50『日本瞥見記』（1894） 

 

 

 

 

 

 

それに続いて毎年 1 冊出版した 3 冊は、名古屋大学付属図書館蔵書の初版本で

は、『東の国から』（1895）が橙色、『心』（1896）が黄土色、『仏の畑の落穂』（1897）

が薄青色である。恐らく経年変化によって多少色が変わっていると思われる（順

に図 51、52、53）。 

 図 51『東の国から』（1895）     図 52『心』（1896）     図 53 『仏の畑の落穂』（1897）  

                                                

                                                                           

 

 

 

 

アメリカでのデジタル化された初版本では、以下のように順に、黄色、黄緑色、

青色である。（図 54・55・56）『東の国から』の色の違いは、 初から違ってい

た可能性が考えられる。ハーンの色の選択が、恣意的なものではなく、一日の

朝・昼・夜という順番になっていると考えられる。 
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（図 54『東の国から』1895） （図 55『心』1896）     （図 56『仏の畑の落穂』1897） 

                                                      

 

 

 

 

    （イェール大学）            （コーネル大学）        （カリフォルニア大学） 

 

前述した、ハーンのヘンドリック宛の手紙から推測して、次の「心理学的な著

書」とハーンが考え、それをビズランドに捧呈しようと意図していた本が、次

の年の出版であった『異国情趣と回顧』（1898）であったことになる。そうとす

ると、図 57 のように、表紙が全く違った趣のあることが頷ける。内容も「回顧」

の部分は、アメリカ南部での思い出である。この巻の 初の作品は「第一印象」

であり、ビズランドが、アメリカから 初に到着した外国が日本であり、日本

を去りがたかった思い出と、ハーンが約 4 ヶ月後に日本に到着し、「第一印象」

を書き留めておくようにと『日本瞥見記』の 初に書いたこと（1）への深まっ

た思索を述べている。その中の「青の心理学」は、本論文第 2 部第 6 章で述べ

た『東の国から』「ある夏の日の夢」の仙北谷の解釈を支える重要な作品である。

後の「永遠の取り憑かれ」は、錦絵の桜の精の魅力を、長く消滅している太

陽の幽霊の光に喩えていて（“because she is the phantom light of long-expired 

suns”）、ビズランドの美しさを思わせる終わり方となっている。 

ただし、私は『異国情趣と回顧』の表紙には、第 3 部で述べるメアリー・フ

ェノロサの影響を考える。            

（図 57）『異国情趣と回顧』（1898） 

 

 

 

 

 

「捧呈」の意図から考えて、ハーンが「心理学的著作」と考えていた本がビ

ズランドに実際に「捧呈」された『日本雑記』（1901）であるとすると、4 年も
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隔たっていることから、不自然であろうと思われる。ビズランドに奉呈しよう

と意図していた本は、『異国情趣と回顧』（1898）であったと考える。 

 

10. 2. 副題「極東における手と魂の研究」の意味179 

  『仏の畑の落ち穂』（Gleanings in Buddha-Fields 1897）の副題は「極東の手と

魂の研究」“Studies of Hand and Soul in the Far East”である。英語の表現では、

「心と魂」（“heart and soul”）が常套句であるため、読者に奇異な印象を与える。   

ハーン自身来日直後のビズランドへの手紙に「そして、勿論、私は仏教を誠

心誠意、勉強しています」（“And, of course, I am studying Buddhism with heart and 

soul.”）（4）と書いている。ハーンのこのビズランドへの一言は、本の題名とし

て生かされたということを、ハーンの手紙に書かれたビズランドへの捧呈の案

や、内容から検証する。180 

  「手」についての論考の見当たらないことに注目した遠田勝が、この語句の

典拠を、「手と魂―『仏の畑の落穂』の副題について―」『大谷女子大学紀要』

（19.12〈1985〉：54-62）で発表した。この研究が日本での嚆矢である。遠田は、

ハーンの講義録『詩の鑑賞』の「ロセッティ研究」や『人生と文学』「ロセッテ

ィ」に、ハーンがダンテ・ガブリエル・ロセッティ（1828-1882）を高く評価し

ていたことに基づき（55-56）、ロセッティの「手と魂」（Hand and Soul）という

「散文の小品」の題をハーンが典拠にしたと指摘した（55）。  

遠田の論考は、従来「第一書房も恒文社も、すべてこれを『極東における手

と魂の研究』」と訳したことに、疑問を呈する。ロセッティの作品の解釈から「手

と魂による研究」と以下のように新解釈を提案した。 

 

     ハーンの言う「手と魂」は、即ち、研究の対象ではなく研究の主体を示す語と

なる。従って、正確を期すならば、少しくどくなるが「手と魂による研究」と

でも訳すべきものなのである。（60） 

 

作中の女の語る中に、“…serve God with man: ――Set thine hand and thy soul to 

serve man with God.”「人と共に神に仕えよ、手と魂をもって、神と共に人に仕

えよ」という人神和同を勧める条りがある。「手と魂」という一篇の寓話の作

意はここにあり、その表題もまた、ここに由来する。ハーンが、この語を自己

の著作の副題に借り用いたならば、必ずや、この魂の化身である女の言葉を念
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頭においてのことであろう。むろん、ロセッティがいう「神」は、作中の表現

の端々から窺えるように、甚だキリスト教的な伝統に立つものであるから、ハ

ーンがこの語に共鳴したとするならば、あるいは、これを「神々」とでも読み

換えていたのかもしれない。晩年のハーンにとって「神々」う
ママ

は、「死者」と

全くの同義語であった。牽強付会の譏をおそれながらも、敢えて記せば、「手

と魂による研究」とい
ママ

一見不可解な副題の遠い背後にあるのは、「人と共に死

者に仕え、手と魂をもって仕えん」という、ハーンの抱く述作に対する唯一無

二の心構えではなかろうか。そして、ここに至り漸く『仏の畑の落穂』（Gleanings 

in Buddha-Field）という、これまた少しく奇異な正題ともぴたりと符合し、一

個の明るく澄んだ、穏やかな声が聴こえてくるのである。（61-62） 

 

遠田が副題の典拠を指摘したことは、日本のハーン研究に大きく貢献したと評

価される。 

  ところが私は、遠田より前に、ニーナ・ケナードによって典拠が既に明記さ

れていることに気づいた。それは、ケナードのハーンの伝記『ラフカディオ・

ハーン』においてである（390）。 

ケナードは、ハーンが良い記憶力と読書家であったことから、チェンバレン

が、以前読んだ概念が再度、ハーンの作品に時を越えて現れると証言している

ことを挙げ、以下のように、「手と魂」がロセッティの作品から借用されたと書

く。 

 

     『仏の畑の落穂』の副題の「手と魂」はロセッティの詩的ロマンスから借用さ

れた。（The sub-title, “Hand and Soul” of Gleanings in Buddha-Fields, was taken from 

Rossetti’s prose romance.）（390） 

 

遠田とケナードが、「手と魂」をロセッティの作品を典拠とするのは、正しいで

あろう。 

  問題は、ハーンの意図である。まず、遠田が典拠を、「手と魂とをもって、神

と共に人に仕えよ」というテーマであると言う理由において、「手と魂による」

と解釈するのは、文法的に説明がつかない。“A Study of Hand and Soul”は「手

と魂」を「研究対象」と考えて良い。それでは、ハーンが研究対象とした「手

と魂」とは何であったのか。また、そこにロセッティ小品のテーマがどのよう
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に生かされているかが問題となる。また、ケナードの説は、典拠を指摘するだ

けで、同様に、ハーンの研究対象が何であったのかを追究していない。 

  本論文は、副題「極東における手と魂」に込められた意味を、『仏の畑の落穂』

（1897）の内容から考察することにする。まず、 初に巻頭の「生き神様」の

テーマを次節で取り上げる。 

 

10. 3.「生き神様」のテーマ 

  本章第 2 節で取り上げたように、『仏の畑の落穂』「生き神様」は、ハーンが

初、著作名にしようと考えたように、ハーンにとって重要な作品であったと

思われる。この作品の第Ⅲ章の村主
muraosa

(17)「濱口梧平」が、とっさの機転から丘

の上の刈り取ったばかりの稲
いな

叢
むら

に点火して、村人を津波から救った話は、実話

を元にした感動的な話である。この第Ⅲ章は、邦訳されて独立して「稲むらの

火」として、1937 年から 1948 年まで小学校の教科書に載っていた。その後 2011

年の東日本大震災の津波の大被害からの教訓で、2011 年から、再び教科書に採

用されている。181 

  しかし、「生き神様」の全体(第Ⅰ章から第Ⅲ章)を貫くテーマは、「魂は何処

にでも出没できる」とまとめることができる。何故なら、「稲むらの火」の部分

は、濱口梧平の偉業の例であり、そのような人は生きている内から祀ることが

できるという日本人の魂に対する観念の紹介となっているからである。 

  概要を以下に示す。 

 

第Ⅰ章 

「神社」建築の説明と、その説明のために自分を「神」に喩える。自分はただの

震動に過ぎず、トンボの首にまたがって（to ride on the neck of a dradon-fly）壁を

通り抜けることも出来る。同時にどんなところにも出没できるし、参拝者の祈り

を聞き届ける。恋する少女の願いを聞いていると、自分が若く、愛する者であっ

たことが思い出される。幽霊であり神である自分の今は父親である。自分のため

に祭りが行われる。しかし、自分は神とはなれない。昔、偉業を遂げた人が、祀

られた。生きていてさえも。その例が濱口梧平である。（1-12） 

第Ⅱ章 

明治の農村には掟があった。農民は相互扶助が義務づけられている。これは宗教

にも延長されていて、病人が近隣で出ると、千度参りをしたりする。農家の女性
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は結婚前につき合う恋人がいても構わないが、結婚後は許されなくて 5 年の刑が

あり、両親は世間をはばかって生きる。（12-16） 

    第Ⅲ章 

    1896 年 6 月 17 日のことである。村主、濱口梧平の家は、湾を見下ろす丘の上に

あった。村人は収穫を祝う祭りの準備をしていた。梧平の目は海水のただならぬ

動きを捉えた。「陸から逃げていく。」曾祖父からの言い伝えで、何が起きるのか

分かった。孫の忠に「急げ！松明を！」と叫び、何百という稲むら（rice-stacks）

に点火した。忠は理由が飲み込めず「おじいさん、どうして？」と叫び続けた。

気が狂ったと思った。寺の鐘が撞かれた。村人が蟻のように丘に急いだ。群衆は

訳が分からず、冷静な梧平と火の海を見比べていた。「来た！」と梧平が言った。

「おれが狂ったかどうか分かるはずだ。」「津波！」と村人は叫んだ。津波は 2 回、

3 回と襲い、村人は声を呑んだ。「だから稲むらに火を放ったのだ。」村人は平伏

した。その後の、寺と一緒にした村人への援助に、彼は、生きているうちから、

濱口大明神として祀られた。――日本人の哲学者の説明では、西洋の概念とは全

く違って、日本人は生きているうちから魂は、同時に複数箇所に存在することが

可能なのだという。（16-28） 

   

作品のまとまりとしては、上記のように「稲むらの火」だけで十分感動があ

り、第Ⅰ章や第Ⅱ章、第Ⅲ章の締めくくりは、「なくもがな」の説明に見える。

ハーンは文章を練り直し、一字一句を大切にする人であった。作品全体の整合

性から見ると「なくもがな」であっても、ハーンにとっては必要だった部分で

あったと考えられる。そこで再読すると、ハーンが以前誰かを愛したこと、今

では父親であること、魂は同時に、生きていてさえも、複数箇所に存在しうる

ことが述べられている。そこには必然性のない「トンボ」まで登場している。

作品全体としては、ハーンからビズランドに、自分の魂は、アメリカにあると

いうメッセージとなっていると言えよう。そのように解釈すれば、作品内容の

煩雑さが理解できる。 

  梧平が点火した「稲むら」は、ビズランドが横浜から東京まで東海道線を利

用したときの車窓からの風景に、「刈り取った稲が、見事に完璧に整頓され、す

べてに適合して並んでいる」（reaped of their rice－lies in the exquisite, faultless 

cleanliness and propriety of it all）（37）と関連して、ハーンのビズランドの記述

に応える「暗号」であったとも言える。(第 9 章第 1 節で言及。) 
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  日本では「魂」が、「生きていてさえも複数箇所に存在し得る」という、「生

き神様」のテーマは、ハーンの副題の「手と魂」のうちの「魂」を担っている

と考える。 

  次節において「手」、即ち、「手」182 を使った「芸術作品」、特に「日本絵画」

を指すと思われる第Ⅴ章「日本絵画における顔について」（“About Faces in 

Japanese Art”、『仏の畑の落穂』）で、ハーンが込めたと思われる「暗号」につ

いて述べる。 

 

10. 4. 掛詞による「暗号」 

  『仏の畑の落穂』第Ⅴ章「日本絵画における顔について」（“About Faces in 

Japanese Art”97-123）は、日本絵画論である。ハーンは、日本とギリシャの芸

術が西洋の芸術を凌ぐとし（114、116、121）、日本とギリシャの芸術家が「印

象をつかむことに特徴がある」（イタリック―ハーン）と結論した（117）。ハー

ンは、「日本人画家は型だけを描く」（108）、「象徴する」（114）、「視界に入るす

べてを子細に描こうとしないで、輝く調子や色彩の混ざり具合など、見た感じ

を再創造する」（イタリック―ハーン）とし（109）、日本人画家が「浮世絵で、

真実を活写」しているととらえた（115）。これはハーンが「人相学」に興味を

持っていたことも関係するであろう（藤原まみ 485-87）。 

ここで、この章の表題に「顔」が使われていることに意味がある。それは英

語の“about face”は、「顔について」と、「観点や態度を変化させる」の二重の

意味を持つからである。183 この章で、ハーンは「顔」についてはほとんど論じ

てはいない。第 3 節でハーンは「昆虫や花を日本人画家がどんな筆使いをする

か」を以下のように論じている。（2 番目の引用は、第 2 部第 3 章第 3 節と重複

する。）  

     

     日本の絵かきは、例えば昆虫を描くとき、ヨーロッパの画家がやれないことをや

る。それに命を与える。彼は虫の動きを一目でそれと分かる明確な型として、独

特の動き、特徴、すべてを表すのだ。これは、全部で二、三回の筆使いでできる

のだ。（The Japanese artist depicts an insect, for example, as no European artist can do: 

he makes it live; he shows its peculiar motion, its character, everything by which it is at 

once distinguished as a type,－and all this with a few brush-strokes. ）(107)  



262 

 

 

 

     瞬時の型の識別が、細部が分かることで助けられると判断されたとき以外は、細

かな部分は殆ど表現されることはない。例えば、光線がコオロギの関節の上を照

らしたり、トンボの鎖帷子
くさりかたびら

（郵便）の上に、二色の金属性の輝きとなって反射

したりするときのように。（中略）アルフレッド・ラッセル・ウォーランスは日

本の植物画のコレクションについて、今まで見たことのあるうちで「一番熟達し

ている」と話した。彼は「すべての茎、小枝、葉が一本の描線で生まれる」と断

言する。（イタリックス――ハーン）（A very minute detail is rarely brought out except 

when the instant recognition of the type is aided by the recognition of the detail; as, for 

example, when a ray of light happens to fall upon the joint of a cricket’s leg, or to 

reverberate from the mail of a dragonfly in a double-colored metallic flash. [. . .] Alfred 

Russel Wallace speaks of a collection of Japanese sketches of plants as “the most 

mastery things” that he ever saw. “Every stem, twig, and leaf,” he declares, “is produced 

by single touches of the brush; . . .）  (108-109 Italics by Hearn) 

 

ここで、ハーンは、二重線で示した部分（mail）は「鎖帷子
くさりかたびら

」と「郵便」の掛

詞で表現している。つまり、「トンボの鎖帷子」（羽）と「トンボの運ぶ郵便」を含ま

せている。ハーンの文化論の記述には、メッセージがあることをトンボの光る

羽の裡に含ませている。184 ハーンが「掛詞」を知っていたことは、『仏の畑の

落穂』第Ⅷ章「日本の民謡の仏教的引喩」で「小石」と「恋し」の例（203）、

や（鐘を）「撞く」と（嘘を）「つく」（206）の例を示していることで分かる。

「掛詞」（“pun”）そのものについても注 3 で説明している（207）。上記のハー

ンの日本絵画の解釈である「筆使い」と「象徴」は、以下に示すビズランドが、

『7 段階』で列車の車窓から見た風景から突然ひらめいた、日本絵画に対する

「啓示」を裏付、呼応している。ビズランドは、以下のように日本の絵画の「手

法と魂」についての解釈を、すでに『7 段階』において書いている。ハーンは、

その 6 年後に、描線の「象徴」という解釈を付加えた。（引用は第 2 部第 3 章第

3 節と重なる。） 

 

素晴らしい小さな絵画が車窓を通りすぎて、驚愕とともに、西欧が日本の絵画の

伝統についてどれほど馬鹿げた表現をしてきたかの突然の啓示をもたらしてくれ

た。真実は、画家が自分のみの回りで見た自然に対して忠実だったということだ。
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日本の画家の描いた世界は、画家自身の国に存在する世界であった。さらに、自

然には画家がとらえ完璧で微妙な真実性で表現した朗らかな滑稽さがあった。そ

れは、繊細な幻想や、もろく壊れやすい妖精に似ていて、今のところ、外国の画

家が日本の事物の形式を描こうと骨折っている彼の回りの魂が絵筆から逃げてい

るのだ。（Delicious little pictures run past our car windows, astonishing us with the 

sudden revelation of what nonsense the Occident has talked about the conventionality of 

Japanese art, when, in truth, it is the most exquisite fidelity to the nature the artist has 

seen about him. The world the Japanese artist has painted has been the world just as it 

exists in his own country, and, moreover, he has in his art caught and expressed with 

perfect and subtle veracity its atmosphere of gay grotesquerie－of delicate fantasticality

－its crisp and fragile fairy likeness－ the soul of things about him that has so far 

escaped the brush of every foreign artist endeavoring to portray the outward forms of 

things Japanese. . . . (sic) (In Seven Stages 36-37) 

 

ビズランドは日本の絵かきが「日本の自然のありのまま」を描いたと解釈した

が、ハーンの解釈は 小の描線で「象徴」すると、ビズランドが「日本の風物

の外観の形を描こうと努力しているすべての外国の絵書きの筆から逃げている魂」を、

「型」や「象徴」という精神性・「魂」で説明している。いわば、ビズランドの

提示した「テーマ」を敷衍して深めたと言える。 

ハーンは「日本絵画における顔について」の章で、 後に「いわでもがな」

な追加をする。日本人が西洋人の顔を奇異に感じることの二例を示す。9 歳の

少年は「こんな恐ろしい顔を何故描くのか」と聞き、11 歳の少女に「ニューヨ

ークの定期刊行物」を示すと「地獄の鬼」だと言い、ハーンの見せた「東海道

線」からの景観の絵本の方に惹かれる（122-23）。ここでは、日本の日常や、庶

民の感覚の紹介となっているが同時に、ハーンが「ニューヨークの定期刊行物」

や「東海道線」を気にかけていることのメッセージにもなっている。 

 

10. 5.『仏の畑の落ち穂』「京都旅行覚え書き」「塵」「大阪にて」

に込められた「暗号」とハーンの日本理解の総括 

  ハーンは、『仏の畑の落ち穂』第Ⅲ章「京都旅行覚え書き」（43-83）で、日本

人の観念の総まとめをしている。子供の筆の動きは、その子自身の能力ではな

く、その背後の無数の先祖の「魂」の集合の「幽霊」なのだと解釈し、それは
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見ることも触れることもでき、神道の祖先崇拝や、仏教の前世の概念とも抵触

しないとする。 

 

    他界した何世代もの書道家達が、小さな手の指に復活する。これは、5 歳の子供

個人の仕業ではない。間違いなく、幽霊の仕業だ。先祖の「魂」が集まって数え

切れないほどの幽霊になっているのだ。祖先崇拝の神道の教義も、仏教の前世の

教義も正当化する、真理学的、人相学的驚異である、見たり、触れたりできる証

明である。（Generations of dead calligraphers revived in the fingers of that tiny hand. The 

thing was never the work of an individual child five years old, but beyond all question the 

work of ghosts,－the countless ghosts that make the compound ancestral soul. It was 

proof visible and tangible of psychological and physiological wonders justifying both the 

Shintō doctrine of ancestor worship and the Buddhist doctrine of Preȅxistence. 48-49） 

 

この引用箇所の説明は簡潔で要を得ていて、「手と魂」の関係も説明している。

現前する「手」（手法）は、背後の無数の祖先の「魂」の「幽霊」によって動か

されていると説明する。これは、ハーンが日本に来て成し遂げた、日本の芸術

と神道・仏教の融合を捉えた到達点を示している。 

  これは、来日直後に「誠心誠意仏教を学んでいます。」（“I am studying Buddhism 

with heart and soul.”Bisland 2: 4）というビズランドへの短信を補う、ハーンの 7

年後の答えであったと思われる。副題の「極東」（“Far East”）は、時間を経て

ますます遠くにあるハーン自身も含めている。 

  次の第Ⅳ章「塵」（84-96）では、目の前にあるものはすべて幻想であり、自

分が幽霊であり取り憑かれていると感じる、と書く（87）。自分は「個」であっ

ても「魂」の「個」である、と「魂」についての仏教概念を説く。ビズランド

は『日本の手紙』の「序」にこの章から二箇所（91-92、93-94）引用している

（lix、lix-lx）。ビズランドはハーンの高等仏教の概念が生きた形で捉えられた

ことを知ったと思われる。 

  第Ⅶ章「大阪にて」（132-184）で、ハーンは大阪の商業としとしての繁栄を

描く。それに混じって、何人か分からない博識で英・仏・独語を話す外国人に

会うだろうと客観的に描きつつ、以下のように、ハーンの自画像にすべり込む、

口髭を蓄え、和装の男を以下のように描写する。興味深いのは、引用 2 行目の
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ハイフンの所でページが変わるため、 初「片眼」と思われるように工夫され

ていると思われることだ。 

 

    彼の顔は人好きがする。鼻はまっすぐで少しワシ鼻で、鼻の下に真っ黒な口髭を

蓄えている。まぶただけがあなたの対話している人が東洋人だと正しく推測させ

る。彼自身の国で、あなたは同じ人に会うはずです。（中略）あなたは、きっと彼

が高尚な趣味人だけが着られるような和装をし、日本人のふりをしているという

より、スペイン人かイタリア人のようにみえるのに気づくでしょう。（His face is 

pleasing,－nose straight or slightly aquiline,－mouth veiled by a heavy black moustache: 

the eye-｜lids alone give you some right to suppose that you are conversing with an 

Oriental. […] Should you meet the same man in his own city, you would probably find 

him in Japanese costume,－dressed as only a man of fine taste can learn how to dress, and 

looking rather like a Spaniard or Italian in disguise than a Japanese.）（137-38） 

 

ハーンは、一般的二人称（“you”）を巧みに使って、ビズランドに、和装した自

分の肖像画を「暗号」のように配していると思われる。 

以上見たように、『仏の畑の落穂』の内容は、ハーンの日本での研究の到達点

を示し、ビズランドへの「暗号」が多く発見される。 

続く 1898 年『異国情趣と回顧』の「富士の山」での、ハーンの実際の富士登

山の解釈については、第 2 部第 4 章第 6 節で述べた。次の 1899 年刊行『霊の日

本』の巻頭「断片」については、第 3 部において、メアリー・フェノロサの影

響を検証したい。 

 

11.『影』に見られる「暗号」 

『影』（1900）の「序」は、1900 年 1 月 1 日付である。ハーンはマクドナル

ドに 2 回本を捧呈しており、1 冊目はチェンバレンとマクドナルドに『日本瞥

見記』を捧呈し、2 冊目がマクドナルド一人に『影』を捧呈する。扉には、以

下のような献辞が書かれている。 

   

  My Dear Mitchell,－ 

Herein I have made some attempt to satisfy your wish for “a few more queer stories from 

the Japanese.” Please accept the book as another token of winter’s affection. 
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Lafcadio Hearn  

(Koizumi Yakumo) 

Tōkyō, Japan  

January 1, 1900 

 

(親愛なるマクドナルドへ―この本の中にあなたが「日本語の中から変わった話を

もう少し」と所望されたのに応えようとしました。どうか、別の冬にお示しにな

った愛の記念としてお受け取り下さい。東京、日本、1900 年 1 月 1 日) 

 

この献辞の「別の冬にお示しになった愛の記念」は、ビズランドが 1889 年 12

月 8・9 日と日本に滞在した時のことを指すと思われる。その時、横浜海軍病院

勤務のマクドナルドが横浜グランド・ホテルに寄寓しており（『事典』592）、ビ

ズランドが大変世話になったことが『7 段階』に見える（31、35）。このことを

指して、ハーンが改めて本を捧呈してお礼述べたのではないだろうか。ハーン

自身も、ビズランドの紹介状を携えて来日している。ただし、ハーンの入国は、

4月 4日だから「冬」とは言えない。 

ビズランドは、1900 年 1 月に、10 年の沈黙を破ってハーンに手紙を書いた。

それに答えるハーンの手紙は、心躍るものであった（Bisland 2: 457-60）。ハー

ンの献辞には、運命が開けてきた喜びを、マクドナルドに伝える風情が感じら

れる。献辞を書いた年の 9 月に出版された『影』の巻頭を飾ったのは、「和解」

である。 

本章では、「和解」が、第 2 部第 1 章第 4 節で述べた、ハーンのニューオーリ

ーンズ時代の作品集『気まぐれ草』に編集された「幽霊の接吻」（“The Ghostly Kiss” 

1880. 6. 24.）と兄弟の関係にあることを検証する。また、「幽霊の接吻」には、

「アメジスト」が登場し、ハーンが「ある夏の日の夢」に使ったのは偶然では

ないことを示したい。 

また『影』の第 3 部に当たる「幻想」（“Fantasies”）の巻頭「夜光虫」（Noctilucae 

197-200）には、「火花」（“sparkle”）が三回繰り返され、ハーンが前述のように

焼津の猫の名にしたもので、思い出のある言葉であった。また、熱帯の色彩溢

れる表現が『チータ』での表現を彷彿させ、ビズランドが『書簡集』「序」で同

様の表現を取り入れた呼応となっていることを示す。   
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11. 1. 『影』「和解」の兄弟作品 

『影』「和解」（5-11）は、相手の死んだ後、それと知らず「幽霊」に許され

た話である。再会の夜が明けると、屍体が横たわっていた。ハーン自身『今昔

物語』（“Konséki-Monogatari”185）が原典と書いている(6）。 

 

京都に先妻を残して、再婚相手と地方に活路を求めた侍が、後妻がひどい人間で

あることが分かり後悔する。年季が明けて、後妻を実家に帰し、京都に後悔して

戻った侍が、9 月 10 日に、もとの家を訪ねると、そこには変わらない美しい妻が

住んでいた。一晩中語り明かした朝、家には顔がなくて少しの骨と髪だけの包ま

れた屍体が横たわり、尋ねられた人は、数年前の、今日、9 月 10 日に、離縁を苦

に死んだと答えた。 

 

このような、「魂」が「幽霊」となって現れる話を、ハーンはニューオーリー

ンズ時代に書いている。ビズランドの友人ハトソン編集の『気まぐれ草』）第

10 話「幽霊の接吻」である。あらすじは以下のとおりである。 

 

観客全員が白装束という奇妙な劇場にいた、若く美しい女性に接吻した。いい匂

いの息を嗅ぎ、熱帯の夜のアメジスト色の天国のような彼女の深い目をみつめ、

歓喜と勝利を感じた。その途端、周囲は白い墓場となり、劇場と思った場所には

一つの墓があるだけだった。夜の香りと思ったのは、墓に倒れかかった花の息だ

った。主人公は、花の「幽霊」と口づけをしたのである。  

 

両者には、「幽霊」との交情で癒されるというテーマが共通する。また後者は、

第 6 章第 2 節で述べた「アメジスト」が含まれ、ハーンが「兄弟」（田部 160）

と呼んだ、テーマや言葉の関連性を裏付ていると考える。 

また、日本には「六日の菖蒲
あ や め

、十日の菊」という諺がある。それぞれ、「五

日の端午の節句、九日の重陽の節句」の一日後のことで、「間に合わない、後

の祭り」を表す。「和解」にも、侍の気付きが遅きに失したことを表している。

この「和解」のテーマは、第 12 章で述べる次の著書、『日本雑記』（1901）の

巻頭「守られた約束」を用意する。「守られた約束」は、約束に間に合わない

と気付いた侍が切腹をして、魂だけを会いに行かせて間に合う。日付は、重陽
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の節句 9 月 9 日で、「和解」が「遅すぎた」こととの一貫性が保たれる配慮が

されている。 

 

11. 2．『影』「夜光虫」に見た「火花」と「あなたの光」 

  『影』「夜光虫」は、星の夜、海に漂う夜光虫の「幽霊のような繊細さ」（“ghostly 

delicacy”197）を、文章で瞑想的に、世界観にまで昇華させて、詩的散文の工

夫を凝らした作品である。あらすじは以下のとおりである。 

 

巨大な「夜と海」の「火花」から「究極の幽霊」を考える。上に、過去の蒸発し

た生命に溶解した光、下に、永遠の消滅の流れの中で、瞬間的な夜光虫の火花以

上に何かかと疑う「冷たい火」。私はもう古代の東洋を見ていなかった。「死と生

の海」と一億の光、永遠の潮流のである天の河だけを見ていた。今はそれも見ず

に、永遠の火花の流れる生きた闇や、永遠の火花とその不知火のような脈打ちを

見ていた。そして、考えの変化に伴って自分の光が変わるのを見た。赤、サファ

イア色、トパーズ色、エメラルド色の火。地上の考えは、私を赤くし、天界の幽

霊の美や祝福の考えは、青や紫に輝く。白はない。声が聞こえる。「白は高さだ。

10 億の構成体だ。あなたの考えによって、光が明るくなる。あなたは神々の創造

主だ。」（197-200）    

   

後の声の表現は「一般的二人称」で、“thy”を使う。「白」と「無数の集まり」

で象徴された「神々の創造主」は、そのまま、夜光虫を産むこの世界の神々を指

しつつ、「無数の魂」“Myriad Souls”（Bisland 2: 319; Nina 153; 『父小泉八雲』

34; 工藤 295）と表現されたビズランドの印象をも持ち込んでいる。 

ハーンはここで使った、様々な色を意識的に頻出させた表現を 11 年前に『チ

ータ』（1889）ですでに使っっている。第 2 部第 6 章第 6 節で述べた、ビズラン

ドと思われる、匿名の船長との会話から続く。ハーンはラスト島が嵐で消滅し

たことにことよせて、グランド島も消えつつあるとし、夏の海岸の魅力を、表

現不可能で忘れがたく、ギリシャのクセノパネス（“Xenophanes”）が「無限の

青は神」（“Infinite Blue was God”）と断言したとする。西インド諸島を体験した

「私」（“me”）にはよく分かり、それは本当に南方の天国で「聖霊」（“Espititu 

Santo”・“Bay of the Holy Ghost”）であり、メキシコ湾のもので、アンティル諸

島のものではないとする。ここで、ハーンの叙述は、私的になり、「片目」（“the 
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eye”）の見たものが、「精気」（“Pneuma”）・「神の呼吸」（“Infinitite Breath”）・「神

の幽霊」（“Devine Ghost”）・「偉大な未知の青い魂」（“the great Blue Soul of the 

Unknown”）だったかと自問する。『チータ』では、一般的な「あなた」（“you”）

を使って「あなたがほとんど忘れてしまった、あなたの足の下」と記憶に訴え

る。それらは、あなたが永遠に溶け入ってしまいたい「究極の青い幽霊」（“Infinite 

Blue Ghost”）の存在へ収束する。（20-21）。これらの、集中して現れる表現はビ

ズランドが『書簡集』「序」で「神の色」ととらえていることと一致する（4）。 

続いて「日中の空色の魔法」（day-magic of azure）として描かれる空の色は、

10 種類以上にのぼる。186 

 

 時によって空色の魔法は何ヶ月も続くことがある。雲のない夜明けは、スミレ色

の東方を赤く染め上げる。神秘的なバラ色の開花にはしみ一つない。紅色を背景

に通り過ぎるカモメの鎌形の翼の影のない限り。太陽が高く昇ると色の横溢が色

を変える。時には光沢があって灰色で、朝の金色のきらめきがある。これはヨハ

ネの見方なのだが、黙示録のガラスの海が炎と混じる。再び、微風が強まって、

ほとんどの画家が西インド諸島の風景として知っている信じがたい紫色になる。

もう一度、月の輝きの下、割れたエメラルドの岩屑の色に変化する。夕方は、水

平線が表現不可能な美しさに覆われる。真珠の光、ミルクと炎のオパール色に。

そして、西側は、トパーズ色（黄水晶）が広がり、すばらしい真珠層に覆われる。

（And this day-magic of azure endures sometimes for months together. Cloudlessly the 

dawn reddens up through a violet east: there is no speck upon the blossoming of its 

Mystical Rose,－unless it be the silhouette of some passing gull, whirling his 

sickle-wings against the crimsoning. Ever, as the sun floats higher, the flood shifts its 

color. Sometimes smooth and gray, yet flickering with the morning gold, it is the vision 

of John,－the apocalyptic Sea of Glass mixed with fire;－again, with the growing breeze, 

it takes that incredible purple tint familiar mostly to painters of West Indian scenery;－

once more, under the blaze of noon, it changes to a waste of boroken emerald. With 

evening, the horizon assumes tints of inexpressible sweetness,－pearl-lights, opaline 

colors of milk and fire; and in the west are topaz-glowings and wondrous flushings as of 

nacre. ）（Chita 21-22） 
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『影』「夜光虫」は、『チータ』の上記の部分とつながっており、第 6 章第 4

節で述べたハーンの南方志向と、第 6 節で述べた様々な色を発して燃える火の

表現がハーンをとらえていたことを裏付けると思われる。 

 

12．『日本雑記』に見られる「暗号」 

『影』の次年の出版でビズランドに捧呈された『日本雑記』（1901）は 3 部構

成になっている。 

第 1 部「不思議な話」の巻頭の二つは「約束」に関わっている。それぞれに

込められた「暗号」を検証する。 

第 2 部「民話拾遺」の巻頭は「トンボ」で、詳細な 13 枚のトンボのスケッチ

と、トンボにまつわる短歌、俳句の紹介である（81-121）。第 2 部第 3 章で詳述

した、ハイフン付きの表現がここで多数示され、以下の図 58 に例示するような

10 種類、13 匹のトンボの図が掲載されている（85-90）。 

ハーンには昆虫を図入りで示した作品として他に 2 作品ある。『異国情趣と解

雇』では、「虫の音楽家」として鳴き声の美しい「松虫」や「鈴虫」等が 13 匹

と虫かごのスケッチがある。これらは同じ紙質に文章の間に埋もれてスケッチ

が載る（57-75）。『影』「セミ」では、上質紙の片面に 12 匹と 3 つの抜け殻が描

かれる（72-89）。 

『日本雑記』の「トンボ」は上質氏の両面を使い、繊細な羽の網目まで描き

こまれ、ハーンの掲載への意気込みが感じられる。 

 

（図 58）                                                             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japanese Miscellany  p.85-90（2016 年 8 月 4 日閲覧） 

<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015030149903;view=1up;seq=117> 
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第 3 部「ここかしこの研究」の 後の 1 篇の前の 3 篇は、焼津での経験談、

「海のほとりで」「漂流」「乙吉の達磨」である。焼津をハーンが選んだ理由は

第 4 章第 9 節で詳述した。ハーンとビズランドには難破船の流木の火にまつわ

る思い出があることを、第 6 章第 5 節で述べた。「漂流」は、流木につかまって

助かった漁師の実話をもとにしており、ビズランドに捧呈する本に相応しい内

容だと考えられる。 

 

12. 1．「守られた約束」の「暗号」 

  『雨月物語』を典拠とする「守られた約束」（“Of a Promise Kept”5-11）にお

ける、「魂一日に千里をゆく」（“Tama yoku ichi nitichi ni sen ri wo yuku”11）は、

『仏の畑の落穂』「生き神様」の考え方と似ている点が、ハーンをとらえたと思

われる。「守られた約束」は、前年出版の『影』「和解」と対になっている。「守

られた約束」のあらすじは以下のようである。 

 

数百年前の話である。播磨に住む、赤
あか

穴
な

宗
そ

右
う

衛門
え も ん

は、春、故郷出雲に出かけると

き、9 月 9 日の重陽の節句に帰ると、義弟、丈部
は せ べ

左門
さ も ん

と約束した。約束の日、遅

くなってやっと帰った赤名は、遅くなった理由を話す。「出雲の富田
とんだ

城を乗っ取っ

た恒久のもとで働く従兄弟の赤名丹治の勧めに従わず、拘留された。約束の日に

拘留は解けず、赤穴は『魂は千里をゆく』と言う諺を思い出した。赤穴は城下で

切腹をし、魂となって戻った。」と言った途端消えた。丈部は出雲に出かけ、丹治

を殺したが、領主の恒久は、友情と勇気に鑑みて、処罰しなかった。（5-11） 

 

ハーンは、「生き神様」では生きていても複数の地点に存在しうるという日本人

の考え方を示した。「守られた約束」では、約束した帰着を果たすために、切腹

して、「魂」に約束を守らせた。これらの考え方は、西欧の読者に日本人の考え

方を紹介するだけでなく、ハーン自身が「魂」をアメリカに運ばせたいと考え

ていることを、ビズランドに伝えることになったと考える。 

 

12. 2．「漂流」の暗号 

  「漂流」（“Drifting”269-280）は、焼津滞在時に出会った、漂流して助かっ

た漁師の実話に基づく。あらすじは以下のとおりである。  
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    焼津の漁師天野甚助
じんすけ

は、1860 年、7 月 10 日、8 人の乗組員の一人として、福寿丸

に乗って、讃岐を目ざした。南東からの台風につかまり、海に投げ出され、厚板

一枚につかまって 2 日 2 夜漂流して、近くを通った漁船に救助された。漁船は九鬼
く き

187 に向かう船であった。助かったのは一人だけであった。潮に逆らわず、小川の

地蔵様や金比羅様への念仏、クラゲや海鳥のお陰で眠らなかったことが功を奏し

た。厚板をお見せできますと言う。（269-280） 

 

この厚板は、現在、焼津小泉八雲記念館で見ることが出来る。（図 59 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川の地蔵様や金比羅様への念仏、クラゲに刺されたり、海鳥につつかれた

り、潮に逆らわなかったことが、命を救ったと思われる。しかし、一番の命綱

は板子であった。ハーンにはビズランドへの手紙で「流木の思い出」（“wreck-drift 

remembrance”）と書くだけで通じる共通認識があった（Bisland 2: 496）。その

他、第 2 部第 6 章でのべたように、ハーンは海岸で難破船の流木が様々な色を

放って燃えるテーマを大切にしていた（Bisland 1: 446; Bisland 2: 424）。甚助の

板子は、ビズランドへの「暗号」であったと考えられる。 

  『7 段階』の 終段階で、ビズランドが渡った大西洋は、まれに見る大
おお

時
し

化
け

で

あった（Goodman 319）。ビズランドは船が波を越える様子を「船は骨折って吠

える緑色の山を登る」（“The ship laboriously climbs a howling green mountain,”100）

と表現した。ハーンは甚助の体験した夜の台風の波を「黒い山のような波が私

（図 59）「焼津小泉八雲記念館」写真提供（2016 年 9 月 17 日） 
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らの上に張り裂けました。」（“a wave like a black mountain burst over us.”271）と

表現した。 

一雄は『父「八雲」を憶ふ』（1931）において、ハーンが甚助の話を、聞き「『何

ぼう良き話』といってダンスの足取りで何か口の中で謡いながら部屋中をグル

グル廻って、子供のように喜んでいました。」と書いている（401-02）。恐らく、

ハーンは、ビズランドの荒れた航海と「兄弟」の話を見つけたと思ったと推測

される。遠くは、ビズランドと過ごしたグランド島の台風の実話が産んだ、ハ

ーンが詩的散文を目ざした『チータ』への連想も働いていたことが考えられる。 

しかし、これには一雄による後日譚があって、その甚助が今は、乙吉の右斜

め向かい側で酒屋を営み、「酒を割る」と称して、「酒と水とアルコール」を混

合しているのをハーンが見て、「すこぶる悲観」し、「あの時彼も他の船と同じ

く死んだら」、焼津の上戸を害することをしなかったろうにと言い、それからは

決して焼津の酒を飲まなかったと証言する（402-03）。 

  このように落胆し、「私はまた騙されていた。」（403）と考えたにもかかわら

ず、ハーンがこの話を採用したのは、「難破船の流木」が如何に大切なテーマで

あったかを示している。ハーンが、「暗号」を潜ませることを優先した執筆意識

を表していると考える。 

 

12. 3. 『日本雑記』の表紙に見られる「暗号」 

  本論文第 2 部第 9 章第 2 節にのべたように、ハーンは題名を付る時に、内容

とは必ずしも一致しなかったり、重要な意味を含む作品の名を、凡庸にしたり

している。 

  本論文第 2 部第 10 章第 1 節で述べたように、ハーンは、一度は『仏の畑の落

穂』の次の作品をビズランドに捧呈しようとした腹案を持ちながら、実際には、

4 年後の『日本雑記』をビズランドに捧呈した。本の名は、『雑記』という平凡

な名前である。しかし、これは、一種の含羞とカムフラージュであったと思わ

れる。上記に見たように、内容には、ビズランドに通じる「暗号」を含んだ愛

情溢れる内容であったと考える。 

  その一つが表紙のデザインである。（図 60 参照） 
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                             図 60『日本雑記』（1901） 

 

桜を思わせるデザインであるが、188 一つの木にピンクとパール色の花が咲い

ていて、幹にも同じパール色が施されている。この色使いは、意図的であった

と思われる。 

ビズランドが 1898 年 12 月 8 日に、日本に入港したときの 初に遭遇した富

士山の偉容の描写は、既に、第 4 章第 1 節にて、詳述した。そこで、ビズラン

ドは、「ピンクとパールの色合いが深まっていき、」（“deepens its hue of pink and 

pearl”）と、幻想的な色を捉えた（『7 段階』26）。ただしこれは、桜の色ではな

い。ビズランドは引き続いて、「第 3 段階」の見出しの 初に日本到着の喜びを、

それまで接してきた扇や陶器のデザインを使って、実際に接することが「実現

した」と以下のように表現した。 

 

  そして、12 月 8 日の朝、それが実現した。私たちは、「扇の国」に向かっている

ことが朝起きて分かったのだ。…「焼き物の国」に―「敷島の大和」に、「菊の国」

に。昼にはコウノトリが、夜には大カラスが、空を飛び交っている国、 何の飾り

もない前景からピンクと白の桜の花の咲いた枝が伸びている国、（And it come to 

pass that on the morning of the 8th day of December we rose up and perceived that we had 

come unto Fan-land…to the Island of Porcelain…to Shikishima－the Country of 

Chrysanthemums. The place across whose sky the storks always fly day, and the ravens 

by night－where cherry-branches with pink-white blossoms grow out of nothing at all to 

decorate the foreground,）（『7 段階』27） 

 

ビズランドの描く桜の色は、それまで見てきた「扇」や「陶器」のデザインに

よるもので、「ピンク」と「白」色であった。これは、実際の桜の色に近い。 

  ところが、『日本雑記』の表紙は、「ピンク」と「パール」色である。名古屋

大学中央図書館所蔵の初版本、焼津小泉八雲記念館所蔵の初版本、オンライン

で初版本の表紙が分かるのは、『無限大』88 号の写真である。これらはすべて、

ピンクとパール色の組み合わせになっている。パール色は経年変化で白が変化

したのではなく、 初からパール色であったと思われる。 
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  そのように考えれば、『日本雑記』の表紙の色は、ビズランドの見た夜明けの

富士山の色が使われていると言える。（図 61 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハーンは、『日本雑記』発行前、既に 5 回、夏の焼津に逗留していた。ハーンが

何故、波が荒い焼津を選んだのか。その理由の一つに、横浜入港時に近い角度

から富士山が見えることを第 4 章第 9 節で述べた。図 61 のように、ハーンは、

ビズランドが捉えた富士山のピンクとパール色を、桜の花の色に配して、確実

に伝わる「暗号」にし、ありきたりでない桜にしたのだと考える。 

  第 4 章で考察したように、もしハーンが夜明けの富士山の色合いをビズラン

ドに見立てていたのであれば、『日本雑記』の表紙は、ビズランドを表すことに

もなる。 

 

13. 第 5 章から第 13 章までの「暗号」のまとめ 

  第 2 部、第 5 章から第 12 章は、ハーンが日本からの著作に込めた「暗号」を

辿って来た。ビズランドの結婚とハーンの結婚の時期が、『日本瞥見記』での日

付に欠落していた。「日本人の微笑」や「日本絵画の顔について」は、ビズラン

ドの『7 段階』を踏襲していた。特に後者は、ハーンが「掛詞」を使っている

ことを示していた。「ある夏の日の夢」には「アメジスト」「死の描写」「魂の蚊」

「75 銭」がイースター・エッグのように隠されていた。ハーンの猫の名「ヒノ

コ」も「暗号」になりえた。「横浜にて」の「赤猫」もメッセジャーであった。

ビズランドに捧呈された『日本雑記』の表紙は、ビズランドの『7 段階』の富

士の色を、桜に見立てた。また、ハイフン付きで 13 匹のトンボの画像を配して

（図 61）焼津からの「ピンク」と「パール」色に近い富士（2016 年 9 月 17 日閲覧）

<http://blogs.yahoo.co.jp/rokurou0313/70236673.html> 
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いる（85-90）。それらは、時に錯綜している。しかし、『日本雑記』までは、ど

の著作にも「暗号」を指摘することができると考える。 

  ビズランドは、例え直接の文通がなくても、隠された「暗号」に、ハーンが

自分との話題や関心を意識していてくれるという安心や幸福を感じることがで

きたであろう。それが「途切れることなく続いた親友」と表明できた根拠であ

ったと思われる。 

 

14. ビズランドの自伝的作品『理解の灯』（A Candle of Understanding）

（1903） 

  工藤美代子『夢の途上』（2008 年）「主要参考文献」によると、ビズランドに

は、以下のように著作があることが示されている（394）。 

 

A Flying Trip Around the World. Harper, 1891.189 

A Widower Indeed. Osgood, 1891. 

Old Greenwich. Knickerbocker, 1897. 

A Candle of Understanding, Harper. 1903. 

The Secret Life. J. Lane. 1906.190 

The191Life and Letters of Lafcadio Hearn. 2vols. Houghton, 1906. 

Seekers in Sicily. J. Lane, 1909 

At the Sign of the Hobby Horse. Houghton, 1910. 

The Japanese Letters of Lafcadio Hearn. Houghton, 1910. 

The Case of John Smith. Knickerbocker, 1916. 

The Truth about Men and Othe Matters. Abandale, 1927. 

Three Wise Men of the East. U of North Carolina, 1930. 

   

上記以外に、中井による調査では、ハーン没後、1922 年にビズランドが匿名で

一気に 16 冊からなる『ラフカディオ・ハーン全集』（The Writings of Lafcadio 

Hearn. 16 vols. Houghton）を刊行している。このことは上記の表に漏れている。

これは、インターネットによる情報で初めて、ビズランドの編集と分かる情報

である。192 

ハーンの生存中のビズランドの作品については、1891 年出版の『7 段階』（In 

Seven Stages: A Flying Trip Around the World）と、『やもめ、本当に』（A Widower 
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Indeed）について、それぞれ第 2 部第 3 章第 1 節～3 節、第 2 部第 1 章第 5 節に

おいて取り上げて論じた。 

この章で取り上げるのは、1903 年 9 月に上梓された『理解の灯』（A Candle of 

Understanding）である。この書物については、工藤によってビズランドの「自

伝的作品」として扱われ、文脈に沿ってビズランドとハーンの性格を比較した

詳細な検討がなされている（144-203）。 

『理解の灯』は、ビズランドがハーンに送った唯一の作品であったことが、

1904 年 9 月のハーンからビズランドへの手紙によって分かる（Bisland 2: 

513-14）。 

 

  あなたの話してくれた小品の着想はすばらしいと思います。出来上がりを送って

欲しいです。でも、あなたは、私がニューヨークを発って以来、今まで、一度も

作品を送ってくれませんでしたね。思い出と人物像のすばらしい 1 冊以外には。

（That little story of which you tell me the outline was admirable as an idea. I wish that 

you had sent me a copy of it. But you never sent me any of your writings, after I departed 

from New York－except that admirable volume of memories and portraits.）（Bisland 2: 

513-14） 

 

つまり、『理解の灯』を、「すばらしい思い出と人物像の数々」としていること

から、ハーンはビズランドの私小説であると看破していた。ハーンの手紙の表

現に、唯一送ってくれた作品を「思い出と人物像」と、冠詞も所有格もなく、

複数形であることから「一般」を指し示し、暗にハーンにも思い当たるふしを

表明している。ハーンがこの作品について書いた感想の手紙については、第 14

章第 3 節で述べる。 

ビズランドは、ハーンがニューヨークを発って以来、『理解の灯』以外の著作

をハーンに送っていなかった。このことから、『理解の灯』はビズランドの自信

作であったことが伺われる。またこの作品には、ハーンへの「暗号」と思われ

る箇所が存在する。『理解の灯』を検討することによって、「暗号」は日本にい

るハーンからの一方的なものばかりではなく、ビズランドからも著作を通じて

送られたことを検証する。 

 

14. 1. 『理解の灯』のあらすじ 
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  『理解の灯』は、私小説的な 3 部作構成（BookⅠ～Ⅲ）になっている。「暗

号」の箇所がわかるように、非常に大まかにまとめたあらすじは以下のとおり

である。 

 

第 1 冊「子供の発言」 

4 歳になろうとしていた私、マリアン（Marian）は、両親、兄、姉（イーディス）、

保育係のコンキャノン、作男の夫婦、料理人、雑用をする女の子（チェイニー）と大

農場の邸宅で暮らしている。家族以外は、そのまま書かれた話し言葉から、黒人であ

ろうと思われる。マリアンはお転婆で自分用の馬、ハイエナを乗りこなし、姉が家事

に完璧であることに苛立ち、生まれたばかりの男の子が、女の子と別待遇であること

に疑問を持つ。南北戦争に敗北して、家中が荒らされていた。ラレインは、唯一私だ

けが彼の友人だ。ラレインの母親は死んでいて、父親は戦争に参加せず、暴力をふる

い、近隣の人から遠ざけられていた。10 歳のある日、日本の梅の木に二人で登って梅

を食べているとき、父母が、ラレインがマリアンに悪い影響を与えていると話してい

るのを聞いてしまう。ラレインは突然、小馬のアラジンを 20 ドルで売ってしまって、

明日の朝 2 時に、どこかへ旅立つと言い、誰にも言わないでくれと言う。その夜、ど

うしてアンデルセンの本を持たせなかったのかを悔い、早朝、アンデルセンと他 2 冊

の本、鉛筆削りを持って、ハイエナに乗って追いかける。青い木製のバケツに服を入

れて道ばたを歩くラレインを見つけて渡す。追いかけて来た父に見つかりひどく叱ら

れる。（1-19） 

第 2 冊 

ラレインの父が、息子の居場所を言えと押しかけてきて、マリアンの父に撃たれる。

父に事情を話し、許される。農園の砂糖黍が不作で窮乏する。弟は勉強嫌いで、イン

ドの南側の国境が日本だと思っている。メルジーナ、ラットレル姉・弟と知り合う。

メルジーナは小説を書いている。ラットレルは、ラテン語が話せる。ラットレル家で

開かれたパーティに、赤い絹のカーテンで作ったドレスで出かけ、庭でラットレルに

手を握られ、息もできない。（19-40） 

第 3 冊 

ラットレルは混乱期に同盟を作った。父は判事となった、ラットレルは黒人を連行し

たとき、ピストルを奪われ殺された。今は、父も墓の下だ。マリアンは旅回りから始

めてニューヨークで、成功した女優になっていた。ある日突然、ラレインが楽屋を訪

ねる。苦労して過ごしてきたが、父の遺産が入り、南部に帰る途中と言う。一緒に行
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こうというラレインをマリアンは拒絶する。後ろを振り返らずに立ち去るラレインの

後ろ姿は、古い服が肩からずり落ち、つばの広い帽子が見えない片眼を隠している。

戦争の茶番劇を観ているうちに「人は生まれた場所に帰るのだ、自分が欲していたの

は家庭だった」と気付き、ラレインに承諾の電報を打つ。（40-60） 

 

重要な男性の登場人物は、幼なじみの惨めな少年ラレインと、高度な文学的

知識の持ち主ラットレルである。言わば、ハーンの属性を二人に分けた趣があ

る。  

一方、主人公（私）のマリアンの方は、ニューヨークで女優として成功した。

終的にマリアンが選んだのは、ラレインであり、職業を棄てた家庭生活であ

った。マリアンはビズランドの自画像に近いのであるが、ビズランドは結婚後

もエリザベス・ビズランド名で執筆を続け、家庭だけを選んではいない。 後

の選択に至るまでは、姉の家庭的な生き方に反発して女性の自立を表明する場

面が多かった。即ち、マリアンの人間像も分裂していると考えられる。 

第 3 冊に、ポーとオズグッドのスキャンダルに言及する場面があり、ビズラ

ンドは、登場人物のモデルを特定出来ない形の展開を工夫したと考えられる

（55）。 

つまり、結末に家庭を選ぶことで、ビズランドがウェットモアと結婚した実

際の結末のような暗喩に見せかけて、小説の心は、ハーンの一部を表象するラ

レインのもとに走っている。一方ラレインには才能があるわけではないので、

ハーンがモデルとは言い難いようにしつらえてある。 

 

14. 2. 『理解の灯』のビズランドからの暗号 

私は、この小説に、上記の 3 箇所の「暗号」を認めた（傍線部）。 初の 2

箇所は、「日本」と関わり、3 箇所目は、ハーンを思わせるラレインの後ろ姿で

ある。 

  「日本」に関する部分は「梅の木」と「日本の位置」である。まず、「日本の

梅の木」はお転婆のマリアンと友人の少年ラレインが木に登って実を食べるシ

ーンである。 
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   ある日、私たち（マリアンとラレイン）は、日本の梅の木に登っていた。梅の実を

食べながら、（One day, when we were up in the Japanese plumtree (sic) eating plums,

（16） 

 

梅の実は果実でありながら、日本では、生食はしない。それは、「アミグダリン」

の作用で、青酸を生じ、体に良くないとされてきているからである。193 

ハーンの日本作品で植物が表紙になっているのは、「へちま」（『異国情趣と回

顧』1898）、「梅」（『霊の日本』1899）、「ハス」（『影』1900）、「桜」（『日本雑記』

1891）である。このうち、実がなって食用にできるのは梅194 だけである。ビズ

ランドによる、この場面は、「日本の梅の木」を登場させたいがための創作であ

ろう。「自伝的」と言いながらも、事実ではない可能性が高い。 

  次は、弟への教育の場面である。 

 

    「ねぇ、ウェイリアード。インドの南側の国境は日本ではなくてよ。恥ずかしい

と思わない？」（“Now, Willard” I said, “you (sic) know India isn’t bounded on the south 

by Japan.  Aren’t you ashamed? ” ）（28） 

  

  勉強嫌いの弟の無知を示すのに、インド国境に「日本」を持って来るのは、

自分の「世界一周早廻り」の体験や好きな「日本」を暗示するためである可能

性がある。 

決定的であるのは、ラレインの去って行く後ろ姿である。それまで、ラレイ

ンが片眼であることは一度も言及されていない。にもかかわらず、ここで以下

のように急に「片眼」になり、帽子もハーン愛用の帽子と一致する物になって

いる。 

     

    彼（ラレイン）は、私が涙をぬぐった跡にキスしてくれた。私は彼の袖をつかん

で、私の過去の生活のすべての絆が、私から永遠に滑り落ちるのを感じていた。

彼は後ろを振り返ることなく去って行った。彼が、通りを遠ざかって行くのを、

私が窓から身を乗り出して見ていたのに。彼のまっすぐな足取り、薄い肩からず

り落ちている古い型の洋服、我慢強い顔と、視力を失った片目のまぶたにたれて

いる幅広の柔らかい帽子を。（He kissed the place where he’d wiped off the tears, while 

I clung to his sleeve and felt that all the ties of my old life were slipping from me forever; 
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and then he went away without looking back, though I hung out of the window to watch 

him down the street－his strait footed walk, his simple, old-fashioned clothes hanging 

loosely from his thin shoulders, the soft, wide hat pulled down over his patient face and 

over the drooping lid of his sightless eye.）（59） 

 

上記の描写は、日本に向かうハーンを、同行した画家ウェルドンが捉えた、下

図のスケッチそのままである。（図 62 参照）小説中にラレインの片眼の視力の

ないことは一度も言及されなかったのに、ラレインの去って行く後ろ姿に、ハ

ーンの片眼の視力のないことが、突然重ね合わされている。おそらく、ビズラ

ンドはウェルドンの描いたハーンの後ろ姿の悲哀を何度もかみしめ、それを小

説に生かしたと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   （図 62）「ニューヨークを立つヘルン」（田部 94） 

 

  幅広の柔らかい帽子は、日本でも同じものを被り続けたことが、セツの「思

ひ出の記」や、一雄の証言でわかる。セツは「帽子はラシヤの鍔
つば

広のばかりを

買いましたが、上等品を選びました。」（田部 166）、一雄は「床間
とこのま

にあった父の

大切な薄鼠色の帽子の広い鍔の上へ」と書いている（『父「八雲」を憶ふ』 389）。 

  今ひとつの「暗号」は、アンデルセンの本である。早朝町を去るラレインを、

マリアンが追いかけて渡した本の 1 冊が、アンデルセンであったことは、ハー

ンが読めば自分の愛読書であったことに気付いたであろう（18）。 

仙北谷晃一「人生の教師ラフカディオ・ハーン」によると、「広い視野の中で、

ハーンが殊の他重んじていた作家の一人に、近代童話の祖として名高い、ハン

ス・クリスチャン・アンデルセンがあった。」とする（340）。仙北谷は、ハーン

が 1895 年にチェンバレンが出した手紙を以下のように引用する。 
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これは、単なる芸術じゃありません。これは、写真に撮られ、蓄音機に入れられ

た魂です。（中略）アンデルセンのように書くには、アンデルセンにならねばなり

ません。」（This is n’t mere literary art; it is a soul photographed and phonograpged … To 

write like Anderson, one must be Anderson.）（Bisland 2: 251） 

 

これを仙北谷は「ハーンはアンデルセンの童話に、自身の創作の一つのモデル

を見ていた」と紹介している（341）。仙北谷はまた『事典』において、ハーン

没後編集されたハーンの東大講義録『人生と文学』「読書論」における、アンデ

ルセンの「かわいい人魚」に対するハーンの評価を指摘する（406）。ハーンは

以下のように講義で述べている。 

 

    しかし、物語が表現している自己犠牲、愛、高潔さの感情は、不朽である。そし

て、あまりにも美しいために、すじに現実味のないことなどすっかり忘れて、寓

話の背後の永久の真実だけを理解するのだ。（But the emotions of unselfishness and 

love and loyalty which the story expresses are immortal, and so beautiful that we forgot 

about all the unreality of the framework; we see only the eternal truth behind the fable.）

（Life and Literature 13） 

 

ハーンが、良くできた学生として、松江の横木冨三郎美に与えたのはアンデ

ルセンであった（『事典』176）。ハーンは価値ある本との認識を示していた。 

また一雄は、父ハーンが残した書籍のうち、思い出深い 7 人の作家の本をヘ

ルン文庫には送らず、195 一雄の「書棚に秘蔵」した。そのうちの一人がアンデ

ルセンの 4 冊からなる全集であった（『父「八雲」を憶ふ』230-31）。また、一

雄の早稲田大学英文科における卒業論文は「アンデルセン研究」であった（『事

典』214）。 

アンデルセンを愛したラレインと、それを知っていて渡したマリアンには、

ハーンの愛読書をめぐっての、ハーンとビズランドとのお互いの理解を思わせ

るふしがある。一雄はアンデルセン全集を抜いて秘蔵したが、しかしヘルン文

庫には 1899 年刊の『アンデルセン童話集』（Fairy Tales from Hans Christian 

Anderson）（38）が所蔵されている。ビズランドとハーンが「アンデルセン」を

愛読したことが「暗号」化されていると解釈できると考える。 
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書名の『理解の灯』にも、ビズランドの自伝的要素に加えて、自分を理解し

てもらおうとする意志が潜んでいると考えられる。作中には、「ろうそく」や「灯」

にまつわるエピソードは登場しない。この題名は、ハーン亡き後の雨森の英語

追悼論文や、ビズランドによるその引用の「女神の灯」（vestal fire）を思わせる

ものがある（Atlantic 524; Bisland 1: 159）。（第 1 部第 2 章参照） 

本章では『理解の灯』が、ハーンへの「暗号」を秘めており、それが日本に

出かけてから、一回を除いて毎年出版したハーンへのビズランドからの「暗号」

であったと読み解いた。 

 

14. 3. ハーンの反応 

  上述のように、『理解の灯』（1903 年 9 月発行）はハーンに届けられた。ハー

ンは 1903 年 12 月付のビズランドへの手紙に批評を書いている。 

 

    物語を読んでいるなんて信じられないほど活き活きしています。人々やその話し

たこと全部を私は知っていて記憶しているような気がしました。想像ではこの話

のどのページの生活だって書けやしません。私は、記憶のすばらしさと感覚の新

鮮さに面くらいました。現実世界の身勝手な人は感覚を鈍らせたり、マヒさせた

りしますから、あなたがニューヨーク生活を送りながらも、子供の体験の楽しさ

全部を保てていることが理解不能です。 

      私にとっての過去はボンヤリしています。痛みだけは残っていますが。あなた

の小説のうちに人が見たり聞いたりして楽しむことは多くはないでしょう。モラ

ルが理解されると思います。あなたが示してくれるまで、私は人々がどんなに良

くて、勇敢で愛される存在であるのかを想像出来ませんでした。日本人の感性の

ように私は「ホームシック」になりました。でも、あなた自身の南部が過去の物

とならないようにと思います。そんなわけで、私たちは、南部を、それが日常で

あった時以上に、味わうことが出来ます。（It is so much alive that I cannot believe I 

have been reading a story: I thought that I knew and remembered all the people and all 

that they said－surely none of the life in those pages could have been imagined! I am 

puzzled by the brightness of the memories and the freshness of the feeling: the real world 

of self-seeking has such power to dull and numb that I cannot understand how you could 

have conserved the whole delightfulness of child-experience in spite of New York… 
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    With me all the past is a blur－except the pain of it. It is not so much what one sees in 

your story, or what one hears folk say, that makes the thing so pleasing: it is rather the soft 

appeal made to one’s moral understanding. I mean that I never imagined how good and 

brave and lovable those people were till you made me comprehend. And I felt about as 

“home-sick” as it is lawful for a Japanese citizen to feel. But I am afraid that your very 

own South is now of the past:－wherefore we can appreciate it incomparably more than 

when it was our every-day environment…（Bisland 2: 506-07） 

 

このハーンの手紙から窺えるのは、『理解の灯』の登場人物は活き活きと生きて

いて、小説とは思えないということである。ビズランドの記憶の良さも褒めて

いることから、やはり私小説であり、ハーンを「ホームシック」に陥れるほど

であった。そして、当時の出来事が「日常の環境」であった時以上に、「今や二

人（we）が味わえるようになった・・・」と唐突に終わっている。 

  ハーンは意を尽くせない思いでこの思い出に満ちた南部世界を味わい、それ

が二人の共通の喜びとなったことを確認したと思われる。 

 

15. 第 14 章まとめ 

来日後、13 年経ち、ハーンは自分から発した「暗号」が、思い出を含んだ「暗

号」となって帰ってきたことを、喜んだのだろうか。 

題名の『理解の灯』の解釈について言及した研究には管見にして出会わない。

解釈が必要と思われるのは、「誰」が「誰」を理解するための「灯」（A Candle）

であるのかが謎めいているからである。しかし、内容がビズランドの「思い出」

と「人物像」に満ちていることから考えると「ビズランド」の真意を理解する

ための「灯」ということになると考えられる。それでは何故ビズランドは、「理

解」を求めたのか。この作品は主人公マリアンが、南部に向かうラレインの誘

いを一度は断ったものの、 後にキャリアを棄てて、一緒に向かう決意の電報

を打ったところで終わっている。つまり、マリアンの心はラレインに在ったこ

とを示唆している。ここにビズランドのハーンへの思いが見て取れると思われ

る。 

『理解の灯』は、ハーンが日本に去って、13 年後、ビズランドとの文通が再

会されて 3 年後の出版であった。ビズランドは、海を隔てて 12 年間、それまで

9 冊にわたって毎年出版されたハーンの著作に、ハーンが「私の魂の蚊」と表
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現した「暗号」を「理解」したことを伝え、ビズランドからの「暗号」の「理

解」を求めたと考えられる。『理解の灯』は、この両方向を含んでいるのではな

いだろうか。 

ハーンは『理解の灯』の出版年の 1903 年には、それまで、9 年間、毎年欠か

さなかった自らの出版を取りやめた。翌 1904 年に『怪談』『日本』の 2 冊を出

版した。ビズランドへの渾身の讃辞であったことを推測させる。 

 

第 2 部の結論 

  ハーンとビズランドの文学上の交流は、ハーンの記事の愛読者だったビズラ

ンドとビズランドの匿名での投稿詩に、偉大な才能を認めていた二人が、タイ

ムズ・デモクラット社で出会ったところから始まっていた。ハーンはビズラン

ドの「鳥籠に閉じ込められて」が、『7 段階』の「世界一周早廻り」の旅を準備

していたと深く理解していた。ビズランドの帰国したあと、4 ヶ月後に日本に

向けて出発したハーンは、ビズランドに「あなたの書いた日本」を読みたいと

言われた約束を果たし、1894 年から、一回の例外を除いて、毎年 1冊、日本に

ついて、本を出版した。   

本論文は、「ページの間に私の魂の蚊を見付でしょう」と言う言葉通りハーン

が様々に二人に共通するテーマをを忍ばせたことをハーンの著作、やビズラン

ドが編集した手紙を詳細に検討して。ハーンが「暗号」を忍ばせたことを検証

した。ビズランドの方も『理解の灯』で、南部生活の回顧に、ハーンが日本を

去る時の悲哀に満ちた後ろ姿を描き出した。 

  ビズランドは、ハーンの死後、1906 年に、『書簡集』2 巻を出版し同年に匿名

で『秘密の生活』を上梓している（The Secret Life）。その 4 年後の 1910 年には、

ハーンの『日本の手紙』を出版した。1922 年には、16 巻から成るハーン全集を

750 部限定で、匿名で出版している。これらの編集には、並々ならぬハーン追

悼の思いが込められていると考えられる。 

ビズランドのハーンの死後の 1910 年から 1928 年の文通相手はハトソンであ

った。（注 5 参照）。工藤美代子は、ニューオーリーンズのチュレーン大学、ハ

ワード・ウィルトン記念図書館に保存されているビズランドからの 24 通の手紙

を紹介している。私も 2013 年に現地で確認した。 

ハトソンはハーンの死後 10 年後の 1914 年にハーンのニューオーリーンズ時

代の新聞の小作品をまとめて『気まぐれ草』（本論文第 1 部第 2 章で言及）を刊
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行、その 10 年後の 1924 年には、ニューオーリーンズ時代に新聞にハーン作成

の版画とともに描いた記事を編集して、『クレオール・スケッチ』（Creole Sketches 

by Lafacadio Hearn）を、1926 年にはハーンの『評論集』（Editorials by Lafcadio 

Hearn）を刊行している。これらの編集にビズランドの援助のあったことは、

例えば、『気まぐれ草』の「序」で、ビズランド編集『書簡集』にある 1880 年

にハーンが友人クレビールに出した手紙（Bisland 1: 221）の引用や（Hutson 

Fantastics 3）、ビズランドによる「序」の引用（1: 74-77）やヘンリー・ワトキ

ンへの手紙（Bronner 72-73、53）からはっきりすると思われる。（ルドルフ・マ

タスの証言については、第 1部第 2章参照） 

ビズランドは、ハーン亡き後、1911 年と 1915 年に夫と共に、1922 年は一人

で、計 3 回日本を訪問している。その 後の訪問では松江のハーンの旧居を訪

れ、「芳名録」に記載が残されていることが『へるん』50 号（2013）「小泉八雲

旧居『芳名録』にみるビスランド」で紹介されている。そこには、ビズランド

の、ハーンの「美しい魂」との 30 年後の再会が以下のように記されている。 

 

  30 年を隔てて、友人ラフカディオ・ハーンの美しい魂と再会する。それは、彼が

愛してやまなかったこの家に、香の香りのように生きている。 

エリザベス・ビズランド・ウェトモア  

1922 年 6 月 1 日 

（After thirty years of separation I meet again the beautiful spirit of my friend, Lafcadio 

Hearn, living like the perfume of incense in the house he so much loved.  

Elizabeth Bisland Wetmore 

 June1, 1922） 

（『へるん』50 号 9） 

 

ビズランドは、松江の旧居に、ハーンの魂が生きていると感じられるほど、

ハーンを理解していたと思われる。ビズランドが、ハーン没後の手紙を編集し

た『書簡集』「序」で「一度も途切れることのなかった親友」と述べた関係は、

ハーンが著作に、イースター・エッグのように忍ばせた「暗号」の意味の理解

を表わしている。 

本論文第 2 部は、それらが、「アメジスト」「蚊」「昔」「トンボ」「日本絵画の

技法」「富士山」「流木」「火の粉」「赤猫」等であったことを取り上げて読み解
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いた。一方ビズランドからも『理解の灯』に「暗号」がしのばせられた。ハー

ン亡き後のビズランドによる手紙の編集、全集の出版、ビズランドの友人ハト

ソンによる作品集の編集は、ハーンとビズランドの文学上の友情の強さと永遠

性を物語っている。ハーンはアメリカにいるミューズ、ビズランドに向けて執

筆していたと考える。 
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第 3 部 メアリー・フェノロサとの交流 

 

第 3 部の序 

ラフカディオ・ハーンとアーネストとメアリー・フェノロサ夫妻（Ernest 

Fenollosa 1853-1908、Mary Fenollosa1865-1953）には、日本において、1898 年の

4月1日から、1899年12月末までの 1年9ヶ月間という極めて短くはあったが、

頻繁な交際期間があった。すでに、フェノロサ研究の側から、山口静一や、村

形明子によって、アーネストとの交流よりも、メアリーとの交流の方がハーン

にとって重要であったことが示唆されている。本論文では、ハーン研究の側か

ら、この期間のハーンとメアリーの文学上の影響関係を検討する。 

二人は、日本滞在中において、文学創作のインスピレーションを刺激し合い、

ゲラ刷りを見せ、批評し合い、著作を交換して、またとない大変重要な交際期

間を持ったと考える。それが、どのように二人の著作に影響しているかを示す

ことにする。 

検討する資料は、エリザベス・ビズランド編集『書簡集』のハーンとフェノ

ロサ夫妻の書簡、山口静一により新たに発見された、ハーンとフェノロサ夫妻

の手紙、村形明子訳によるメアリーの 1996 年の『日記』、銭本健二によって復

刻された回顧録の草稿“Yugiri O Kyaku San（The Guest who comes with the 

Twilight）”196 、ハーンとフェノロサ夫妻の交流を紹介した英語論文と、この論

文に引用されている 1898 年から 1900 年までのメアリーの日記、（以下 Murakata 

として引用197 ）さらにハーンとメアリーのそれぞれの著作の内容、装丁、献辞

を中心とする。これらの検討により、ハーンの著作には、この時期のメアリー

との文学上の交流が色濃く反映しており、ハーンの日本における著作のシリー

ズの転換点になっていることを指摘する。また、一方、メアリーの著作『竜の

絵師』（1905）にも、ハーンの影響が見られることを提起する。 

ハーン側からの研究史上、この二人の文学の上に結果として表れているお互

いの影響は、管見のかぎりほとんど問題にされて来なかった。本論文は、ビズ

ランドによる書簡集編集上の操作がなされたことが、一つの要因であると推測

する。さらに実際にハーンが交際を自制したことも影響関係を考えることを妨

げた遠因であると思われる。ハーンは 1898 年の年末に突然、フェノロサ夫妻宅

への訪問を、 低 1900 年までは差し控える宣言をしている。その後は、一回の

訪問（もう一回は、ハーンが新住所を失くす）と本の贈呈のみで、フェノロサ
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夫妻が、1901 年に残務処理で訪日したときの書簡や日記の記載は、全く発見さ

れていない。これらの一連のいきさつから、二人の交際は逸話の一環と考えら

れ、重要視されてこなかったと思われる。 

この交際期間のハーンの著作の表紙に大きな変化のあったことは、これまで

伝記作家が本の装丁の図柄について注意を払わなかったために、ハーンの付た

本のあだ名が間違って表わされおり、ハーンの著作の装丁のデザインの重要性

に、注意が払われてこなかった。また、逸話の出典がメアリーであったことが

知られておらず、「髑髏の話」が別人の話が源と書かれていたり、「髑髏の話」

を所収する『霊の日本』に、初版本では献呈先が銘記されていないにもかかわ

らず、名前が載せられたりしていることも、ハーンに対するメアリーの影響を

研究上見過ごすことを招いたと思われる。 

ハーンの著作に現れた変化は、遠くアメリカでハーンの一連の著作を精読し

ていたビズランドに、文通の再開を促したと推測する。メアリーはビズランド

と同じく南部出身の美人で、文筆家、知日派であり、ビズランドとの共通点が

多い。メアリーはハーンと出会う前に、アメリカの新聞等に投稿しており、同

じ著述業にたずさわるビズランドはメアリーを知っていたと思われる。また、

1895 年、アーネストとメアリーの再婚を巡るボストンでのスキャンダルも、ニ

ューヨークのビズランドの耳に届いたであろう。メアリーがハーンの著作に及

ぼした影響を、ビズランドが見逃すはずがなかった。8 年以上に及ぼうとして

いた、ビズランドとの文通のない期間に、文学上の友人メアリーが、ハーンの

人生に登場したことの意味は大きかった。アメリカにいたビズランドは、ハー

ンの著作の変化からそれに気付き、ハーンとの文通の再開を考えた可能性があ

る。 

本論文は、ビズランド編集のハーン書簡集が第一級の資料となったが、同時

に、スキャンダルを回避するビズランドの「配慮」が働いていること、それが

ハーン作品のシリーズのたどった歴史を見えにくくしたことを指摘したい。同

様に、この「配慮」による操作と、ハーンの自制とによって、メアリーとハー

ンの交際と影響関係が、ハーン書簡集にほとんど認められなくなっていること

を指摘する。また、このことが遠因となり、伝記著者や研究者が、この時期の

作品（『異国情趣と回顧』1898、『霊の日本』1899、『影』1900）と、以前の著作

との違いを、はっきり意識してこなかったことを示す。本論文はこれらの資料
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をもとに従来謎であった、ビズランドが文通を再開した動機が、メアリーの登

場とハーンの著作上の変化であったという可能性を提起する。 

 

1.フェノロサ夫妻宛のハーン書簡編集の謎 

ラフカディオ・ハーンの死の 2 年後に、友人エリザベス・ビズランドは、ハ

ーンの出した書簡を多数の受け取り手から収集し、ハーンの伝記と作品批評に

当たる長い序（3-162）を付て、アメリカ時代と日本時代の 2 巻にわたる『書簡

集』を編集出版した。 

まず、この『書簡集』に収められた、フェノロサ夫妻宛書簡 5 編の中の 2 通

に、編集上の謎のあることを検討する。一つは、ビズランドが日付を一年遅ら

せた一通の問題、もう一つは、引用した手紙の宛先が、序では、メアリーにな

っており、書簡では、アーネストになっているという齟齬の問題である。 

次に、ビズランドの書簡集に入っていなかった、新たに発見されたハーンか

らの書簡を含む 3 通がある。ハーンからの手紙 1 通、メアリーからの手紙 1 通、

ハーンの遺族へのアーネストからのお悔やみ 1 通である。山口静一や村形明子

によって議論されているこれらの手紙についてもあわせて検討する。 

以上の編集上の謎の原因として、ビズランドは、フェノロサ夫妻の結婚がス

キャンダルを呼んでいたことや、二人の友人岡倉覚三も深刻なスキャンダルを

抱えていたことから、ビズランドが読者に誤解を産まないようにハーン死後の

手紙の編集に細かい配慮をしたと考えられる。ハーン自身も、シンシナティ・

時代に混血の黒人との結婚がスキャンダルとなった経歴を持つ。 

まず、第一の問題点である、1898 年 4 月のメアリー宛の手紙を、ビズランド

が年紀を 1 年後にずらして、1899 年 4 月の手紙として編集していることを取り

上げる（Bisland 2: 437）。198 この点について、村形明子によって「年紀が一年

繰り下がっている」という、事実の指摘がなされている（『講座』330、Murakata 

69）。199 しかし、その理由を掘り下げた研究は、管見のかぎり見当たらない。 

問題の第二は、ハーンが夫アーネスト宛に 1898 年 12 月に出した、交流中止

宣言の手紙 200 が、序では、メアリー宛の手紙として、その一部が引用されて

いることである（Bisland 2: 412-14）。管見のかぎり、この食い違いの指摘や、

その理由を取り上げる議論は見当たらない。 

以上、書簡の編集上に見られる二つの疑問点は、単純なミスの問題であると

は考え難い。 
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まず編集上の問題を詳述し、考察する。その上で、新たに発見された手紙が、

故意に編集されなかった可能性のあることを示す。 

 

1. 1. フェノロサ夫妻宛のハーン書簡編集の謎の考察 

第一の問題、ビズランド編集書簡集の年号の問題から詳しく説明する。この

書簡集にはハーンからのアーネスト、或るいはメアリー宛の 5 通の手紙が、以

下のような順序で編集されている（山口「ハーンとフェノロサ夫妻再考」142 以

下『講座』）。 

 

（1）アーネストへ 1898 年 5 月（Bisland 2: 381-84）（途中からメアリー宛） 

（2）メアリーへ  1898 年 11 月（Bisland 2: 401-03） 

（3）アーネストへ 1898 年 12 月（Bisland 2: 412-14）（序ではメアリーへ） 

（4）メアリーへ   1899 年 4 月（Bisland 2: 437）（実際は 1898 年 4 月） 

（5）メアリーへ   1899 年 5 月（Bisland 2: 440-42） 

 

本論文は、（4）の手紙が内容から考えて、村形の指摘するように、1898 年 4

月に出された手紙として扱う。即ち、上記の番号で言うと（0）番に移動して考

える方が、辻褄が合うと考える。この手紙の書かれた事情と時機の説明のため

に、アーネスト夫妻とハーンの出会いまでについて簡潔に触れる。 

（4）の手紙は、ハーンとメアリー・アーネストの、約 2 年半にわたる日本で

の、交流期間（1898 年 4 月 1 日～1900 年 8 月）の幕開けを告げる感動的なもの

であった。201 このときのメアリーは、アーネストが 初の妻リジーと離婚した

後、1895 年に米国で結婚しており、ハーンとは初対面であった。  

ハーンとアーネストとの 初のつき合いは、ハーンが、これに先立つこと 8

年前、1890 年 4 月 4 日に日本に到着したばかりの頃である。この時の交際期間

は、7 月 6 日にアーネストが米国のボストン美術館に赴任のため、離日するま

での約 3 ヶ月という短いものであった。アーネストは、12 年前の 1878 年から

来日し、東大、文部省（宮内省兼務）、東京美術学校に赴任しており、1890 年 7

月 6 日、ボストン美術館のキュレーターとして米国に帰る直前のことであった。

アーネストの妻はこの時は、メアリーではなく前妻リジーであった。202 この間

の、ハーンのアーネスト宛の 1890 年 5 月 27 日付の手紙がヴァージニア大学に
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残されており、鎌倉、江ノ島、藤沢を訪れた感激を書いていることを村形は指

摘する（Murakata 56, 69 ; 村形『講座』326；銭本『へるん』27 号 114）。 

メアリーは、ビズランドと同じくアメリカ南部出身で、アラバマ州の、没落

した大地主の家柄出身であった。彼女が同じ南部の、ニューオーリーンズで新

聞記者をしていたハーンを、記事で知っていた可能性が高い。また、夫のアー

ネストは、ハーンの『日本瞥見記』（1894）と『東の国から』（1895）について、

1895 年 6 月号、『アトランティック・マンスリー』に匿名批評を掲載していた

（村形『講座』326-27、『フェノロサ資料Ⅲ』以下『資料Ⅲ』103）。また、村形

による、メアリーの 1898 年 4 月 22 日の日記の引用中に、アーネストにハーン

が「メアリー・M・スコット名の作品を見たことがあり、（アアー！）メアリー・

フェノロサが同一人物であって欲しい」と言っていたことが書かれている

（Murakata 60）。おそらく既に、ハーンとメアリーは合う前から、お互いの存

在を知っていた。  

メアリーは 初の夫、ジョン・チェスターの死で未亡人となった後、1890 年

に、再婚の夫、レッドヤード・スコット（Ledyard Scott、1883-1895）と夫の任

地、鹿児島に来ている。日本に渡るメアリー・スコットと、アメリカのボスト

ンを目指すアーネストとは、1890 年の 7 月に大西洋上ですれ違ったことになる

（山口 『フェノロサ』下 80-81）。メアリーは翌年夫を置いて米国に帰ってお

り、事実上結婚は破綻していた（村形『フェノロサ夫人の日本日記』ii、以下

『日記』）。山口静一によると、その後メアリーは、故郷モービールや、ニュー

オーリーンズの新聞・雑誌に詩や短編小説を寄稿し、滞日中の見聞を発表して、

次第に女流文学者としてその名を知られるようになっていたという（『フェノロ

サ』下 81）。この頃のメアリーのスコット姓での作品をハーンは、「日本」で読

んでいた。203 メアリーが日記（1898 年 4 月 22 日）に、「ハーンが『メアリー・

スコット名（ああ！）の筆者が、メアリー・フェノロサと同一人物であって欲

しい』とアーネストに述べた」と書いている（Murakata 60）。ハーンは 1891 年

から 1893 年ころのメアリーの作品を読んでいた。 

その後、メアリーは 1894 年に、アーネストの助手としてボストン美術館に、

採用される。山口によると、当時、メアリーがボストンに来てからの文学活動

には、めざましいものがあり、多くの女流文学者と交わり、文学者・美術家の

集まりに出席し、文章、とくに詩の寄稿を絶やさなかったという。詩は当時『ア
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トランティッック・マンスリー』の編者だったホレース・スカッダーに賞賛さ

れ、同誌の編集にも関わるほどであったという（『フェノロサ』下 81-82）。 

1895 年 12 月に、リジーと離婚したアーネストと、スコットと離婚したメア

リーは、結婚する。なお、このときの離婚と再婚については、アーネストが、

ボストン美術館での職を失うスキャンダルとなった（山口『フェノロサ』下 82-83、

428；村形『資料Ⅲ』203；村形 『日記』ii）。  

二人は、ほとぼりを冷ます意味もあって、アメリカを離れ、新婚旅行として

（山口『フェノロサ』下 92）、1896 年 4 月から、ヨーロッパを廻った後、7 月

に日本に着き、京都と東京に滞在後 11 月に一旦米国に戻った（村形 『日記』 

ii-iii）。しかし、アーネストは「無期限の日本滞在を決意」していたという（久

富 125）。この間、1896 年、アーネストは、8 月 13 日に神戸、11 月 3 日に東京、

と二度にわたってハーンを訪ねたが、あいにく留守で会うことはかなわなかっ

た（村形『日記』104、245）。204 

上記の（1）から（5）の手紙 5 通は、アーネスト、メアリーともに、その次

の実質 3 度目の訪日の期間（1897-1900）である。一家は 1897 年の 4 月 12 日横

浜に着く。しかし、ハーンとの邂逅はその一年後であった。 

ハーンは、1898 年 4 月 1 日に、フェノロサ家を訪問し、205 アーネストに会

う。興奮したアーネストは、メアリーを誘い、4 時間もの会話を楽しむ。ハー

ンは『仏の畑の落ち穂』（1897.9.25.刊）を送る約束をした。この邂逅は、アー

ネスト、メアリー、双方に嬉しいもので、メアリーの日記がそれを物語ってい

る（村形『資料Ⅲ』204-05 ; Murakata 58-59 ; 山口『フェノロサ』下 147 ; 山口

『講座』386-87）。   

この時の会話で注目されるのは、メアリーが、ハーンのエッセイ“Dust”（ 『ア

トランティック・マンスリー』1886 年 11 月号所収 ;『資料Ⅲ』204） が「大好

きで、縮緬の質感を感じる」と言ったのをハーンが喜んだこと、またハーンが

前年の富士登山は、「頂上に近づくにつれて、登るというより、頂上が地球の窪

みに沈みこむ」即ち、「登るのは地平線であって、登山者ではない。」とメアリ

ーに語った表現が、メアリーの注意を惹いていることである。206 さらに、時間

が経つにつれて、ハーンがますます自信に満ち、魅力を増し、親しくなったと、

メアリーが日記で述べていることも、この 初の出会いの喜びを伝えている

（Murakata 59）。 
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“Dust”は、メアリーが既に雑誌で読み込んでおり、それを再録した『仏の

畑の落ち穂』を所望したのであった。この作品は、万物すべては「塵」という

「魂」でできており、宇宙は「カルマ」と解釈する。「自分は魂のかたまりで、

何処にでも住み」、しかし、悟りの世界に入ってしまうという内容で、極めて抽

象性の高い作品である。仏教の概念とそれを詩的に表すことを知らなければ、

理解できないであろう。そのテーマに「縮緬」を感じたというメアリーの感受

性に、ハーンは文学を語る同志を見たと思われる。この時の話題の富士登山の

印象「富士の山」は、その年 1898 年 12 月刊の来日第 5 作目『異国情趣と回顧』

の冒頭を飾ることとなった。（作品分析は第 2 部第 4 章第 6 節にて、また同第 7

節にてメアリーの日記を Murakata から引用する。） 

1898 年 4 月 3 日に、メアリーへの献辞付きの速達で『仏の畑の落ち穂』が届

いた。その夜、メアリーは御礼をしたため、翌朝、九段の植木屋に白蓮を求め

に行ったが、なかったため、代わりに白い沈丁花の枝に手紙を挟み、薄緑色の

陶器にさして使いに届けさせる（村形 『資料Ⅲ』 205、『講座』330 ; Murakata 

59-60）。即ち、4 月 4 日に花と手紙が届けられ、上記の手紙 （4） は、それに

対する礼状と考えられる。以上のように、（4）の手紙は、ハーンがメアリーと

出会って、 初に書いた感動の手紙と考えられ、意味が大きい。長いがハーン

の心躍る様子が良く出ているので拙訳で紹介する。 

 

「今まで受け取った手紙の中で、 高に美しく、本当に感動しました」と述べて

も、何も言えてないことになりますが。もちろん、こんな手紙を書く人の魂を見

たいものです。言葉の一つ一つが、手紙の結びつけられた花のような香りを放っ

ています。 

その上、変だとお思いでしょうが、こんな手紙を作家に送ってはいけないと説

教したい気持ちにかられるのです。こんな手紙をもらうのは、作家にとって、良

くないのです。彼は、むしろ厳しく永遠の自己嫌悪の中に置かれるべきです。あ

なたは、彼を、だめにしてしまいますよ。それでも、今後、きっと喜んでくれる

と想像して、本を送ることのできる人がいるということを知ることは、どんなに

か嬉しいことでしょう。今は、これ以上、お礼を述べないでおきます。そして、

あなたからの手紙を少なくとも一ヶ月は再読しないと敢えて申し上げましょう。

でも、私の次の新刊は（全く新趣向です）あなたの心をとらえるはずです。 
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どんな時も、 高の共感とともに。そして、芳しい手紙と芳しい花に、満腔の

感謝をこめて。」（Bisland 2: 437） 

 

花をつけた、それも、メアリーにとって特別な花だった蓮207 をつけようとし

てくれた手紙の粋な計らいだけでなく、今後、文学を理解して話題を共有でき、

本を送るにふさわしい相手を見つけた興奮に包まれた手紙である。（ハーンが富

士山に「蓮」をみていたことは、第 2 部第 8 節にて、雨森とビズランドが追悼

でハーンを「蓮」に喩えたことは、第 1 部第 2 章において既述。）ハーンは自分

を指して「作家」と言い、「彼」と自分のことを第三者呼ばわりして、照れを隠

している。この手紙は、今後のフェノロサ夫妻のとの交流の幕開けで、1898 年

4 月 1 日のハーンの訪問に続く、メアリーの 4 日の手紙に対して書かれたと見

るのが自然である。208 

興味深いのは、「少なくとも一ヶ月は再読しない」という表現が、2 年後の 1900

年 1 月に、ハーンがビズランドから 10 年ぶりの手紙をもらった喜びの表現に似

ていることである。「開封前から、筆跡で書き手が分かり、『心穏やかで一番静

かな時に読むために』手紙をしまった。」（Bisland 2: 457）とハーンは表現した。

「嬉しすぎて余韻に浸りたい」というのが、こういう時のハーンの思考であっ

たと思われる。 

問題は、この心躍る 1898 年の礼状が、ビズランドの編集では、1 年後の 1899

年 4 月付の手紙となっていることである。これでは、ハーンが手紙で言う、ハ

ーンの新刊が『異国情緒と回顧』（1898）ではなくて、『霊の日本』（1899）とな

ってしまい新趣向の意味が分からない。また、メアリーが何に対して礼をした

のか、対象が分からず、ハーンの喜びぶりも宙に浮いてしまう。 

この手紙は「今後、本を喜んでくれると思って送る人ができた」と、ハーン

の喜びに溢れている。もしこれが実際と考えられる（0）番に当たる、 初の邂

逅直後の手紙として編集されていれば、ハーンのメアリーへの共感が 初から

激発していたことが読者に自然に伝わり、その後の影響関係をもおのずから推

測されることになるはずである。ところが、（4）番目として 1 年後の 1899 年

4 月の手紙であったことにすると、日常的な変哲のない逸話の一つに埋もれて

しまう。 

この手紙を一年後のものとして編集したビズランドには、ハーンのメアリー

への傾倒の瞬間を曖昧にする意図があったことが疑われる。ビズランドは、ハ
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ーン書簡集の編集において、ハーンとメアリーのいわれのないスキャンダルを

回避したのではないだろうか。 

ビズランドへのハーン書簡の『書簡集』における削除箇所については、関田

かおる『知られざる』によって、報告されている（13、76-111）。また、銭本

健二も「失われた照応・見出された照応（1）―小泉八雲書簡の削除部分」『英

語青年』1988 年 12 月号において、ビズランド編集の作為を指摘している。 

また、横山純子は、『へるん』36 号において、ハーヴァード大学、ホートン

ライブラリー、ハーン・コレクション所蔵のペイジ・ベイカー209 宛て書簡とビ

ズランド編集『書簡集』を比較し、省略記号（・・・）のない部分にも省略の

あることを指摘する（101-09）。横山による指摘は、ビズランドが、削除の優

先性に応じて、様々な線の数（0・2・3・4・6・8 本）、濃淡、斜線、丸で囲ん

で検討したことを示している。つまり、ビズランドは周到な編集をし、削除も

した。年号を誤ったのではなく、ずらしたと考えら方が自然である。210 横山の

指摘する省略中には、1895 年 7 月 6 日付ハーンのベイカー宛手紙にアーネス

ト・フェノロサへの悪口があることが引用されていることが注目される。ハー

ンは、一度はアーネストに反感を持っていた。これについては、本論文第 3 部

第 1 章の 後で説明する。 

このように、ビズランドの編集では、1898 年 4 月の出会いが、一年後の 1899

年 4 月とされて、ハーンが 1898 年 12 月に交際中断宣言をした後の手紙に組み

入れられてしまい、出会いの高ぶったハーンの手紙の真意がつかめなくなり混

乱を生んでいる。ビズランドは、この時のハーンののめり込みぶりを、年号の

ずらしによって、分散させ曖昧にしたのではないかと考えられる。編集上の年

号の違いは、読み手の理解に大きな影響をもたらす。 

第二のビズランドの編集上の問題は、上述のアーネスト宛の交際中断宣言の

（3）の手紙が、「序」ではメアリー宛の手紙として、宛て先を変更して、引用

されている点である。この手紙（3）は、1898 年 12 月 29 日にハーンが、「友

人は敵よりも危険」（Bisland 1: 153 ; Bisland 2: 412 ; Murakata 63-64）と、暗に

時間の割かれることを危惧し、1900 年までは、「魅力的なあなたのお宅を訪問

しない結論に達しました。」と断言したものである（Bisland 2: 412 ; Murakata 63）。

ハーンは仕事に集中し、時間の浪費を避けるために、フェノロサ夫妻との付き

合いを自制したと考えられる。しかし、第 3 章で後述するように、ハーンの本

心は文学的刺激に逆らいきれず、1899 年の 1 月のメアリー家の梅が美しい時期
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に頻繁に訪問したことがメアリーの手記に書かれている（銭本 Yugiri 106）。

これはメアリーの日記にはないことが村形によって指摘されている（Murakata 

66）。 

問題は、手紙はアーネスト宛として編集されているのに、「序」ではメアリ

ー宛として引用してあるビズランドの編集意図である。手紙の冒頭にある、以

下のアーネスト宛の、自嘲的告白部分は、ビズランド「序」では引用されてい

ない。この問題についての先行研究は、管見のかぎり見当たらない。 

 

私はずーっと熟考しました。その熟考の果てに、あなたの新しい素敵なお宅211 を

二度と訪問しまいという結論に達しました。少なくとも、1900 年になる前までは。

私は自分が獣で猿だと思います。それでも、あなたに分かって欲しいと願うので

す。この状況は私にベラジェ212 の重荷のことを私に考えさせました。「敵なる我

が友よ、万歳！213 」（Bisland 2: 412） 

 

「序」の文脈は、ハーンが西大久保の広い新居の端の書斎で、子供達の声に

邪魔されることなく考えにふける様子の紹介である。妻、小泉セツが「芳一」

と呼びかけ、ハーンが「はい、私は目が見えません。誰です？」という、セツ

の『思い出の記』からの逸話や、ミッチェル・マクドナルドとの篤い友情が描

かれる。ハーンが執筆に集中していて、外に出ないので、世間が「伝説」を産

みだしそうになったとし、ハーンの集中の例として、メアリー宛に、「友人の方

が危険」として、「敵は自分を孤独にさせてくれる」、けれども「友は、共感し、

さらなる作品を求め、破壊してしまう。」とする。たとえ一日でも、午後だけで

も、それが積もれば、一週間分が奈落の底に落ちてしまうと時間を惜しみ、今

後「死に神の鎌が研がれるのを見つつ」書くことを誓っている。 

この改編は、ビズランドが、「序」でメアリー宛として、清廉なイメージでハ

ーンが執筆に集中する生活を優先したことを強調しようとしたことによると思

われる。「熟考」や「野獣」といった生々しい部分は、「序」では載せず、アー

ネスト宛という形にすることで、やわらげたと考えられる。 

（1）から（5）の手紙を実質の宛先を点線で示すと、手紙全部が実質メアリ

ー宛になってしまう。ビズランドの書簡編集には、メアリーの手紙の日付を変

え、「序」でハーンの忙しさを強調して、読者の意識をそらす意図が見られる。



298 

 

 

ビズランドは、書簡集の読者がハーンとメアリーへの憶測を排除する構成をと

った可能性がある。 

それでも、村形は、「フェノロサ（アーネスト）宛の 2 通の書簡（拙稿では、

1 と 3）は、親密でなく、より形式的である」と解説をしている（Murakata 59-60）。

つまり、村形は言外に現れてしまった、ハーンのアーネストとメアリーに対す

る感情の違いを暗示したと見るべきであろう。村形は「南部の絆もあってフェ

ノロサ以上に親しみを持つ」と観察し（『事典』518）、ハーンの長居を、メアリ

ーの「温かくおもいやり深い南部気質のもてなしと友愛」に帰している

（Murakata 68）。 

山口も、新発見の手紙について同趣旨の発言をしている。「同じ文学に親しむ

者同士として、フェノロサよりもむしろフェノロサ夫人の方が、ハーンとの交

渉は深かったように思われる。」（『講座』388）として、以下のように、新たに

発見された手紙 I を紹介する。II、III も含めて内容を表にすると、以下のよう

になる（『講座』388-98）。 

 

（I）東京の古書肆から入手。1898 年 5 月 26 日付、メアリーがハーンの自宅に届

けさせた、クラム氏歓送会への熱心な招待状 

（II）モービール市立博物館蔵の 1900 年 8 月のフェノロサ夫妻離日に先立つハー

ンからの別れの手紙 

（III）1904 年 9 月 26 日に急逝した、ハーンの訃報が米国に 9 月 29 日に届き、30

日付で、節子未亡人に宛て、高嶺秀夫を介して出されたアーネストからの弔

問の手紙 

 

（I）と（II）の手紙は、ビズランドの収集から漏れた可能性とともに、ビズ

ランドが敢えて編集からはずした可能性も考えられる。ただし、（III）は、山口

によると、ハーンの書いた手紙でなかったため、遺族がビズランド宛の封筒ま

で用意しながら出さなかったとする（『講座』395-96）。 

（II）は、突然の離日の知らせにショックを受けたハーンが、一ヶ月前に家

を探して見つからなかったこと、いただいた手紙（現在のところ不明）への返

事は直接会って話すつもりであったこと、ハーンの在日 7 冊目の『影』 

（Shadowings 1900.7.24.刊）は、出発（8 月 17 日出航）前に出版されたら、必

ず送ること、8 冊目の『日本雑記』（1901.10.2.刊）は完成間近であることを告げ
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る。 後に「さよなら」ではなく、「又会いましょう」214（Murakaka 65）と簡

潔ななかにも、これで終わりにしたくないハーンの強い気持ちが表れている。

二人の話題の中心が、本の著作であったことや、お互いに対等に影響し合う間

柄であったことが伺われる（山口『講座Ⅰ』390）。 

この中で興味深いのは、後述のように、ニューヨークで、ハーンはビズラン

ドの住居を探してさまよったことを手紙に書いていることである（Bisland 1: 

408-09）。偶然の一致であったにしろ、ハーンのあこがれの人に対する気後れと

含羞が似ている。 

（III）については、山口は封筒の左端の「フェノロサ氏ヨリノ書状高嶺様持

参ノ事」とした右に「フェノル
ママ

サ夫人」とあることから、山口はこの書状がメ

アリーであった可能性を示唆する。理由は「ハーンとその家族にとって『フェ

ノル
ママ

サ』と言えば『フェノロサ夫人』を意味するほど、夫人がハーンの崇拝者

であった」ことを示すのではないかと、山口は推測するからである（『講座Ⅰ』

396）。 

私が、ハーンのフェノロサ夫妻とのつき合いにおいて、ハーンがメアリーの

ほうにより強く好意を抱いた印象を持つのは上記のような先行研究の指摘があ

るためである。それに加えて、新事実として、前述した横山純子の『へるん』

36 号に紹介されている、ハーンのベイカー宛て書簡（1895 年 7 月 6 日付）に、

以下のようなアーネスト・フェノロサへの悪口が書かれているからである。 

 

  ここだけの話、もちろん。私の著書への『アトランティック書評』の物好きな書

評に多分驚かれることでしょう。215 編集者はフェノロサと呼ばれる輩に書評を任

せるほど単純至極です。彼は、日本の「芸術」を売って財を成し、リリアン・フ

ァイティングの手紙にしょっちゅう言及されています。今や彼は、秘技的仏教者

を標榜し、それはボストンの霊媒師と同じことだと思います。日本の芸術の権威

であること以外はペテン師同様で、彼の回りには奇妙な話がつきまとっています。

私は個人的な手紙で彼のチェンバレンへの言及に抗議しました。チェンバレンが

偽物を通じて理解し、芸術の背景の影響関係を気にしないことを私が察知してい

ること以外に、彼は理由もなくチェンバレンを嫌っています。ローウェルの『神

秘的日本』の書評は私が書きました（ここだけの話）。216 私はあの本が嫌いです。

残酷な本です。それなりの価値はありますが。チェンバレンへの悪口を言う著者

より以上に私は自分を前面に押し出すべきでしょう。（All this between us, of course. 
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－You will be surprised, perhaps, at some curious statement in Atlantic Review of my 

books. The editor was simple enough to give them for review to a fellow called Fenollosa, 

who made a fortune in Japan by selling Japanese “art”, and who has been frequently 

mentioned in Lilian Whitings’ letters. He poses now, I believe, as an Esoteric Buddhist, 

which is about the same thing as a Boston Spiritualist. He is quite a humbug, except as an 

authority on Japanese art, and there are queer stories about him. I protested in a private 

letter about his reference to Chamberlain, whom he hates for no reason I can conceive 

except that Chamberlain is a man who sees through shams, and doesn’t care whether they 

are backed by “influence” or not. The review of Lowell’s “Occult Japan” (tntre nous) was 

by me. I hate the book; it is a cruel book, but it has its value, and I think I showed myself 

more just than the author of those flings at Chamberlain.）（107） 

 

この手紙は、1895 年 7 月に書かれている。このフェノロサの書評は、時期と内

容から予測すると、村形、山口両者が引用しており、内容は、「シニカルなチェ

ンバレンに対して共感的なハーン」とハーンに非常に好意的なものであった（村

形『講座』327-28；山口『講座』145）。しかし、上述のようにハーンは、フェ

ノロサをペテン師よばわりしている。恐らくは、その後 1898 年の出会いによっ

てハーンの印象は変化したと思われる。上記のフェノロサが日本芸術を売って

財をなした時の妻はリジーであった。 

1895 年は、アーネストが、アメリカに帰国して、ボストン美術館の学芸員を

し、前年助手として採用したメアリーとのスキャンダルが 3 月に起きている頃

である。12 月に二人は再婚するが、翌 1896 年にアーネストはボストン美術館

を解雇されている（山口『フェノロサ』下 423）。ハーンがメアリーと合う前で

ある。 

山口、村形両氏がともに、フェノロサ夫妻が、1900 年 8 月 17 日の離日を経

て、1901 年217 5 月 14 日から 9 月 21 日にフェノロサ夫妻が 後の訪日をしたと

き、ハーンと会った記録のないことを指摘していることは興味深い（山口『講

座』391、村形『資料』Ⅲ 209）。ただし、『事典』には、1900 年 11 月に、ニュ

ーヨークのメアリーから、一雄に宛て贈られた絵本の写真が掲載されている。

メアリーはハーンを決して忘れたわけではなかった。後述のように、メアリー

は自分自身の名前で、ハーンの死後『竜の絵師』（The Dragon Painter 1906) と

いう、ハーンの影響の色濃い作品を発表し、コンテストを勝ち抜いた。 
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山口は 1902 年以降のフェノロサの、友人フリーアとの 40 通にわたる書簡に

も、ハーンに関する言及のないことを指摘する（山口『講座』392）。それまで

のつき合いから暗黙裡に、再会が十分に予測できるにもかかわらず、再会のな

いことは不審である。逆に言えば、ハーンとメアリーの交流が、突然終わった

のは不自然な流れであった。この突然の交流中断に、どんなに必要な文学上の

つき合いであったにせよ、ハーンが執筆を 優先させ、訪問や手紙を極力避け

た強い意志を見る。218 また、ハーンがアーネスト（「序」ではメアリー）に、

少なくとも1900年までは交際を控えると1898年末に宣言した、約1年後の1900

年の 1 月には、ビズランドからの手紙が 10 年ぶりに届いている。この 1900 年

におけるハーンとメアリーの交際については、第 2 章で詳述する。 

 

1. 2. ビズランド「序」のハーン出発日の「ミス」の謎 

ハーンの日本での 初の教え子、エドワード・クラークは、ビズランドの「序」

で（1: 102）、実際には 3 月 8 日に、ハーンがニューヨークから日本に向けて出

発したのが、「5 月 8 日」となっていることを「明らかにビズランドの言う五月

八日というのは、つまらぬ校正ミス」とし、「エドワード・トマスは、それを鵜

呑みにしたのであろう」と、「これまでだれも指摘しなかったよう」であるが「さ

さやかな誤りを訂正」するとしている（『回想と研究』171-72）。 

この点に関して、上記関田の指摘する『書簡集』第 1 巻末尾の 3 通の匿名の

手紙と、第 2 巻の 初のビズランド宛ハーンの手紙を検討すると、故意に改変

した可能性があると思われる。 

ビズランドとハーンの文通は、1887 年から始まり、ハーンの日本に到着後の

3 通で一旦中断する。その後 1900 年 1 月から再開され、ハーンの死の 1904 年 9

月で終わる。 

ハーンのビズランド宛書簡については、関田かおる著『知られざる』では、

新たに発見された手紙を基に、削除された箇所や順序の入れ替えをしている箇

所が、詳しく調査されている。削除は、ハーンのビズランドへの思いがつのり

すぎた一部や全体、および出版者への不満を述べた箇所である。219 関田は、こ

の本で特に断っていないが、ビズランドが手紙の順序を変えた事を前提にした

編集方針をとっている。ビズランドが、第 1 巻末尾に、ハーンからの 3 通の手

紙を匿名（To ――）で編集しているのを（1: 468-475）、関田は、ビズランド宛
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の手紙と明記する（関田 171）。第 1 巻末尾の 3 通と、第 2 巻 初のビズランド

宛 3 通を表にすると以下のようになる。 

 

(1)Ⅰ467-70  To ―― 1889（旅行が寒く、雨であったことが気の毒。自分はあ

なたと引き替えにどこかに旅立つ。） 

(2)Ⅰ470-73  To ―― New York, November, 1889（南方旅行への注意。） 

（ビズランドの弟が写真を持ってきてくれたこと、留守

中の友人とビズランドを偲んだ夕食、フランス語による

愛の告白等、大幅な削除がある。―関田 170-71） 

(3)Ⅰ470-73  To ―― March 7-8,1890（「P.S.どうかひどい奴らを近づけないで」

が削除されている―関田 172） 

Ⅱ3-4  To Elizabeth Bisland 1890  

Ⅱ4    To Elizabeth Bisland 1890  

Ⅱ5    To Elizabeth Bisland 1890  

 

（1）のハーンの旅立ちの決意の手紙は、書き出しから判断すると、ビズラン

ドが 1889 年 11 月 14 日から、1890 年 1 月 30 日の「世界一周早廻り競争」の

後の大西洋横断が、記録的な悪天候であったことと符合する。従って、ビズラ

ンドのアメリカ帰国後の手紙であるため、（2）のビズランドの旅行中の手紙の

後に編集するべきである。第 1 巻の 後の編集は、日付も名前もないため、（1）

と（2）は、ハーンが 1889 年のいつか、誰かに出した手紙であり、（3）は、1890

年、3 月 7、8 日に誰かに出した手紙ということになる。 

「序」で、ビズランドがハーンの出発を 5 月 8 日にしたのは、手紙の削除ば

かりでなく、これらの手紙が自分宛のハーンの 後にふりしぼった愛の告白で

あることを、編集順序や、日付を変更して、隠そうとしたのではないかと考え

られる。ハーンが「あなたを愛しているといっても良い」（Bisland 1: 474）と書

いた手紙の宛名が自分であったことを出版するわけにはいかなかったであろう。

自分自身へのゴシップも避けていると言える。このビズランドの編集姿勢から

類推すると、メアリーの手紙の年紀も故意に変更された可能性が強いと言える。
220 

ニューヨーク出版界の激しい競争と、社交界に生きていたビズランドは、ス

キャンダルを避けたかったと考えられる。前章で述べた通り、自分の「世界一
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周早廻り競争」において、妨害があったことを疑わせる出来事を、露骨に非難

せず、雑誌での発表の章立てと本の名前に手を加えて、 後の段階が理不尽で

あったことを暗に示した。（第 2 部第 3 章第 1 節にて既述）実際には、フランス

の船長がビズランドを数時間待っていてくれたのであったけれども、船は既に

出航してしまった。それを、「誤報の原因は全く分からずじまいであった」と、

ただ一文で片付けた（『7 段階』 93-94）。彼女の、正直で高潔な精神を知って

いる読者には、ハーンの書簡集への操作を信じがたいと思われる。しかし、ハ

ーンの手紙に対してあったようなビズランドの操作が、メアリーの手紙にも施

されていたと考える方が自然である。 

それを裏付るように、小泉一雄も、『父小泉八雲』（1950）において、ビズラ

ンドの編集について「或はもっとフランクリーな傳記が書けたかも知れぬ。」と

微妙な感想を吐露していることはすでに第 1 部第 10 章、第 2 部第 2 章で述べた

とおりである（75）。 

この一種、「暴露」本の趣のある本221 での、一雄の本音では、伝記を書くに

際して、夫のある身であったビズランドに何らかの配慮が、あったことがやん

わりと示唆されていると解釈できる。 

フェノロサ夫妻は、1895 年の結婚の前に、二人ともそれぞれの離婚訴訟を経

験しており、「事件はスキャンダルとしてボストン市民を驚愕させ」ている（山

口『フェノロサ』下 82-83、421; 村形『日記』i-ii; 久富 250）。日本に来たのは、

生活の活路を求めてのことであった。これ以上の醜聞を夫妻は避けねばならな

かったであろう。 

また、夫妻の無二の友人、岡倉覚三（天心）も、1897 年久
く

鬼
き

隆一の妻、波津

子との三角関係を巡って、深刻なスキャンダルに悩まされていることが、メア

リーの日記から読み取れる（村形『日記』ii、vii; 村形『資料Ⅲ』203、205; 山

口『フェノロサ』下 82-83、94-95）。 

アメリカでの黒人女性とのハーンの 初の結婚も、質は違っても、ハーンの

職を奪ったスキャンダルであったことも考え合わせられる（フロスト 154、

160-62）。上記の『ハーンの日本の手紙』の、ビズランドの「前書き」と「序」

はともに、グールドの『ラフカディオ・ハーンについて』（Concerning Lafcadio 

Hearn 1908）におけるハーンに対する批判的記述に対する「防衛」的姿勢が見

られる。このことから、当時の世論の持つ怖さを伺い知ることができる。 



304 

 

 

メアリーは、日本在住時に、詩集 Out of the Nest（1899）を出版し、その後、

夫との共著で『トゥルース・デクスター』（Truth Dexter1901）222 を、シドニー・

マッコール（Sydney McCall）名で、アメリカで出版して、ベスト・セラーとな

った。ビズランドは 1891 年 10 月 6 日に、ウェットモアと結婚してからも、雑

誌や新聞に投稿を続け、ニューヨークの名士との交流の場にいた。ビズランド

は、文筆家としてのメアリーの名を知っていたと思われる。また、1895 年の、

ボストンのアーネストとのスキャンダルも耳に入っていたであろう。さらに、

『トゥルース・デクスター』の「合作」を巡って、アーネストの前妻リジーか

らの批判が、ニューヨーク・タイムズに載っており、223 この間の事情も知って

いた可能性が高い。ハーンの死後、ハーンが誤解されることを避け、また、フ

ェノロサ夫妻にも気を配ったと考えられる。それゆえに、目立たぬように、「序」

での引用に細工したり、年紀をずらしたりしたのではないかと考えられる。 

 

2. メアリーの日記と回顧録から見るハーンとの交流 

フェノロサ夫妻とハーンの交際を、村形の英語論文 「“Yugiri O Kyaku San 

(The Guest who leaves with the Twilight)”: The Fenollosa and Lafcadio Hearn」に従っ

て以下にまとめた上で検討する（58-66）。上記で問題にした、 初の 1898 年 4

月 1 日の出会いから、上記の 1898 年末のハーンの中断宣言までの 9 ヶ月間、短

い期間ではあったが交際は頻繁であり、二人の文学上の影響は双方に取って大

きかったと思われる。この間の交流を、村形がメアリーの日記224 から要約した

論文に基づき交際を抽出して拙訳で示すと以下のようになる（Murakata 58-66 ;

『資料』Ⅲ204-07）。 

 

1898 年、4 月 1 日から始まった交流は、訪問や手紙が、4 月に 4 回、5 月は 8

回、6 月が 2 回、10 月が 3 回、11 月に 2 回、12 月に 4 回である（Murakata 56-66）。

ただし、東大の夏休み期間は、メアリーが「ハーン一家は東京から雲隠れした」

と書いたように、交流はない。225 

上述の 1898 年 4 月 1 日の邂逅の後の手紙のやりとりの後、226 4 月 22 日にア

ーネストがハーン宅を訪ねる。アーネストは、ハーンの妻と 5 歳の子供に会い、

ハーンはメアリーが「のびのびしている」ことを告げ、上述のように「スコッ

ト姓での作品を知っていた」と言う。アーネストは夕食までは滞在せず、裏の

墓地（自證院圓融寺、通称瘤寺）を一緒に散策し、ハーンは出版社や作品執筆
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方法について語る。『異国情趣と回顧』（1898）に、この瘤寺に因んで、その写

真 3 枚と「死者の文学」を載せる。 

次いで 5 月 9 日にハーンがフェノロサ家を訪問し、友人達と会話を楽しむ。 

5 月 15 日にアーネストがメアリーの礼状を携え、借りた本を返しにハーン宅

を訪ねると、2 階でガサゴソ聞こえるが、使用人がハーンは横浜に行っている

という。後に二人は、ありえないといぶかしがり、何か噂でも届いていたのか

と心配するが、アーネストが余分な推測を避けたことは、結局正しかったとす

る。はっきり日記に書かれているわけではないが、フェノロサ夫妻は、この居

留守を自分たちの置かれたスキャンダルと関係していると推測し、それが杞憂

だったことを示唆しているのではないだろうか。 

次の 16 日、ハーンから伝言が届き、事情を諒解する。この手紙は上述の、（1）

アーネストへ 1898 年 5 月（Bisland 2: 381-84）（途中からメアリー宛）に当たる。

ハーンは「知っていたが、採点と校正で余裕がなく、もし時間があったとして

も、アーネストの企画した上野、「Shinsaka」227 の浮世絵展（4 月 15 日－5 月

15 日村形注）を再訪するつもりはない」とし、浮世絵のカタログを評価しつつ

も、「民話や伝説」の付随しないことをこぼす。 

この手紙（1）は、実は途中からすっかりメアリーを相手に書かれている。「髑

髏の山」を 7・8 回書き直したけれども、「語り手の快い声とともに頭の中に入

って来た印象の輪郭を形作れない」とする。（Bisland 2: 383-84） 

5 月 20 日に、またハーンが訪ねてくれて、「何よりも素敵なことには、髑髏

の山の解釈をしてくれ」たことだ。「私に」ジョン・オールビー（John Albee）

の『田園散文詩』（Prose Idylls）を貸してくれ、私（メアリー）は彼について、

ものすごく考えた（thinks much of him）。 

5 月 23 日には、ハーンからアトランティック誌が短信付きで着く。 

翌日、メアリーが礼状を送る。 

6 月 9 日に、ハーンからの手紙が来て、アーネストの『世紀』の記事の賞賛

が来て、その日、午後訪ねるかもしれないという。ハーンは東大で英語の新し

い教師が必要との情報をもたらしてくれる。 

次の日の午前 8 時、アーネストは、外山（正一）228 と、井上哲治郎229 に会

いにでかける。メアリーはこの日の日記に、ハーンの漏らした本音を以下のよ

うに書き留めた。 
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  午後の 3 時過ぎ、大切なハーン氏が来てくれた。アーネストと長く会話が弾んだ。

ハーンは日本の状況に不満を持っているように見受けられる。ハーンは、日本は

確実に破滅の運命を持ち、政治は荒廃すると言う。同じく、学生たちも、自惚れ

が強く、頑迷で、底が浅いという。彼がそんな風に落ち込んでいるのを見るのは

辛い。彼の執筆は大きな楽しみと慰めなのだ。（62） 

 

ハーンはこの日、メアリーに飾らない本来の姿を見せている。ハーンは好き

だった日本の古い民俗や、民衆の奥に、当時の日本の政治や学生たちの酷薄さ

を見抜いていた。このことを、メアリーは記述している。おそらく、同じ著述

家としてのメアリーのハーンに対する理解は非常に深く、分かり合えたと思わ

れる。また、ハーンも、ほかの人に口外しなかったような本音をメアリーに語

ったことが想像される。 

続いて上記のように、夏休みには、雲隠れしたハーン一家であったが、交際

が新学期に再開する。10 月 6 日に、メアリーはハーンと出会う。 

翌、10 月 7 日に、ハーンの約束した童話（「猫を描いた少年」か）が、夜に

届く。 

10 月 14 日、メアリーはハーンと東大、赤門のところで出会って、その夏、

フェノロサ夫妻が過ごした日光の天台宗230 について話合った。「西洋人を紹介

しないなら、訪ねてきてくれると約束してくれた。」とする。 

11 月 8 日には、「これまで書かれた中で 高の出来」とメアリーの書く「永

遠の木霊」（『異国情趣と回顧』巻末所収）のゲラ刷りが届く。メアリーは「送

られてきたことに驚き喜ぶ。」ゲラ刷りを送ってもらったことは、メアリーが少

なくともこの作品の理解者であることを示している。 

2 日後、11 月 10 日に、この「永遠の木霊」に対する、メアリーが賞賛を不器

用に書いた手紙に「 高の」返事が届く。本論文（2）メアリーへ 1898 年 11

月（Bisland 2: 401-03）の手紙である。 

 

あなたの批評が気がかりでした。 高に洗練された女性たちの意見が代表するの

です。というのも、批評家として編集者よりも重要だからです。新聞や雑誌では

なく、社会が世論を形成するからです。・・・次の本（『霊の日本』）はほとんど出

版準備ができました。私の新しい試みをあなたは理解しておられる―少なくとも、

とっても嬉しい手紙を書くに十分な程に。私がほとんどお邪魔しないからといっ
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て、私が勝手だとお思いにはならないことを知っております。私は卵を孵化させ

ている雌鳥です。孵化して、殻が破れるまで、卵から離れられません。（Bisland 2: 

401-03） 

 

12 月 7 日に、メアリーは『ロータス』から抜粋した 2 編の過去に書いた詩を

付て、「休暇に来てくれると約束した」ことを忘れないでと、短信を送る。 

12 月 26 日、フェノロサ夫妻は、ハーンの訪問を大喜びの驚きで迎える。「ハ

ーンの子供への小さな贈り物へのお礼を伝えに来てくれた。ハーンは 4 時間い

て、 高の午後になった。12 月 30 日（金）には息子さんを連れて来るという。」 

ところが、12 月 29 日には、ハーンからの 2 通の短信が届き、それは「結局、

何故子供を連れてこられないのかの説明」であった。メアリーは「変な人」だ

からと驚かなかった。これが本論文（3）アーネストへの 1898 年 12 月（Bisland 

2: 412-14）の手紙である。（上述のように「序」ではメアリーへとして一部引用）

これは、「少なくとも 1900 年まではお宅にお邪魔しない」という内容を含むも

のであった。訪問の中断宣言である。 

翌、1899 年は、ハーンが訪問しないと誓った期間に入る。しかし、本の贈呈

の交流はあった。 

3 月、フェノロサ夫妻は、小石川、小日向に引っ越し、4 月 9 日、メアリーは

「私のハーンの、新しい『異国情趣と回顧』が届く。」と書く（64）。 

ハーンは 5 月にメアリー宛に書く。本論文手紙（5）メアリーへ 1899 年 5 月

（Bisland 2: 440-42）である。 

 

後の手紙でいただいたあなたの住所を紛失したと言ったらショックでしょう

ね。でも、言葉もあなたの友人の詩の引用も忘れていません。（Bisland 2: 440） 

宣教師たちは、古い因習の地域に女性を送り込んで、もっとたちが悪い。（中略）

もし、彼女たちが独身の外国人の訪問を受けたら、その回りではとてつもない噂

話が巻き起こるでしょう。（Bisland 2: 442） 

 

この、後半の内容は唐突である。暗にハーンがメアリーに、因習にまみれた

日本の口さがない世間に、注意を暗喩で促していると思われる。また、この時

の住所が分からず、探し回った末に逃げ帰ったエピソードは、上述のように、

ハーンが 1887 年に、ニューヨークにいる、引っ越し後のビズランド宅を訪ねあ
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ぐねて、化石のように感じられる、ニューヨークを彷徨したことを手紙に書い

たエピソードと似ている（Bisland 1: 408-09）。書簡集編纂にあたって、（5）の

手紙にビズランドは、ハーンの警戒に気付き、メアリーとの交際が真摯なもの

ではあっても、前面に出ない工夫をしたことの動機となった可能性が考えられ

る。 

約 2 ヶ月後、1899 年 6 月 1 日、メアリーは「ハーンが髑髏の話のゲラ刷りを

送ってくれた。」と書く（64）。これは、如何にメアリーがこの再話に貢献して

いたかを示している。 

間が空いて、その約 5 ヶ月後の 11 月 14 日、メアリーの「ハーンが午後、訪

問。驚き、喜ぶ。」ことに対して、村形の言及はないが、これは、ハーンが 1900

年までは訪問しないと言った誓いを破っている（64）。 

その 6 日後、11 月 20 日、メアリーはリトル・ブラウン社から Out of the Nest

の先刷りを受けとる。この本は、以下のような献呈の辞とともに、ハーンに贈

られ、その本が、富山大学のヘルン文庫に保管されている。 

 

親愛なる友、ラフカディオ・ハーン、私の処女作の、 初の印刷を贈ります。

オアガリナサイ！メアリー・マクネイル・フェノロサ、東京、1899 年 11 月。231

（Catalogue 17） 

 

12 月 9 日に、ハーンの新刊『霊の日本』がメアリーに届く。この本の出版は

9 月 26 日であるから、ハーンは出版後すぐには、この本をメアリーに届けず、

メアリーの出版を待って、それに対する返礼となるように時機を待った感があ

る。新刊書の交流であった。出版した本の交換は、双方にとって大きな喜びで

あったと思われる。 

山口は前述の、新発見された 5 月の手紙（I）（1898.5.26.）について、ハーン

とメアリーの交際が真剣であったと、次のような推論をしている。 

 

少なくともフェノロサ夫人は交際嫌いで有名なハーンにこの種の呼び出し状を送

りつけても不自然でないほどの関係にあったことがわかる。前掲の日記（1898 年

4 月 1 日のハーンとメアリーの 初の邂逅）でも、このころ彼らが互いに文学書

の貸し借りを行なっていたことを伝えているし、書簡集に収録された三通の夫人
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宛書簡からも、両者の話題が次第に真剣な文学論に移って行ったことを推定でき

る。（『講座』Ⅰ 389） 

 

同様に山口は書簡（III）（アーネストからセツへの弔文）について、封筒に、

ビズランドのニューヨークの住所の書かれた英語の上に横線で消してあり、「フ

ェノロサ氏ヨリノ書状高嶺様持参ノ分」「フェノルサ夫人」とあることへの仮説

として、ビズランド宛に家族が送ろうとして、ハーン書簡ではないため、送ら

なかったとし、山口は「ハーンとその家族にとって『フェノロサ』と言えば『フ

ェノロサ夫人』を意味するほど、夫人がハーンの崇拝者であったこと」を、こ

の書き込みが示すと示唆する（『講座』Ⅰ 395-96）。ハーンの家族の書き込みが、

アーネストよりも、メアリーの方がハーンとの繋がりがあったことを図らずも

示したことを物語っている。 

また、村形もメアリーの日記に現れた興味深い交友関係の例として、「南部の

縁のあるメアリーを慕うラフカディオ・ハーン」と、モービール博物館にある

メアリーの日記の伝えるハーン像を引用している（『日記』vi）。メアリーのハ

ーンに対する文学上の没頭ぶりを認めてよいであろう。 

しかし、一方で、これだけの頻繁な交際は、時間的にハーンにとって大変な

負担となったであろうことが推察される。一雄は上述 『父小泉八雲』において、

ハーンにしばしば見られる「交際のお休」みは、「自分の仕事に對する慾求を妨

げられる」ことを嫌った「大我儘」とする（115）。一雄は、その例としてフェ

ノロサ夫妻を挙げてはいないが、フェノロサ夫妻にたいしても、同様に、時間

の削られることを嫌った一例と思われる。ハーンは創作の源泉的人物との交際

にかける時間と危険性、著作にかける時間との相克に悩んだ末、自分の著作に

時間をかける道を選んだと思われる。 

ハーンの名前へのメアリーの言及は、1900 年 3 月 11 日付日記で、 後とな

る。「アーネストはお気の毒な外山氏の葬儀に出かけた。ハーンをそこで見かけ

た。」というそっけないものである（65）。山口、村形両者の研究の伝えるよう

に、ハーンとメアリーの訪問は、1899 年に影を潜めるが、本のやりとり続き、

手紙（Ⅱ）に見られるように、ハーンにとって寝耳に水の状態で、フェノロサ

夫妻はアメリカに帰ってしまう。その後の交流の記録は見つかっていない。メ

アリーも、ハーンの意向を理解したのであろう。ただし、次章以下に示すよう

に、ハーンの作品にメアリーの影が落ち、メアリーも、後述のように、ハーン
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の死の 2 年後に出版した作品『竜の絵師』（The Dragon Painter 1906）に、色濃

くハーンの影響が認められる作品を発表した。 

 

3. ハーンの日本作品に見られるメアリーの影響 

ハーンの日本時代における、ほとんど毎年 1 冊発行（ただし、1903 年になく

て、代わりに 1904 年に 2 冊）の著作のシリーズに、田部隆次、森亮とビズラン

ドが、共通して一つの転換点を認めている。それは、『異国情趣と回顧』（1898）

が分岐点となるという指摘である。本研究は、このハーンの分岐点について、

メアリーとの交流の影響があったという提起をする。 

田部は、『異国情趣と回顧』以後、「次第に内省的主観的」になり、「日常の見

聞を記入した備忘録を使用する事が少なくなった」とする（193）。 

森亮も以下のように 6 作品、『異国情趣と回顧』（1898）、『霊の日本』（1899）、

『影』（1900）、『日本雑記』（1901）、『骨董』（1902）、『怪談』（1904）、からの新

傾向を述べる。 

 

ハーンの日本時代の後期の著書―東京に来てから書いた作品を集めた『異国情趣

と回顧』以下『怪談』までの六冊―には注目してよい一つの新しい傾向が見られ

る。それは普通の随筆とは一味違う比較的短い散文で、回想に心理学的考察を交

えたものに始まり、やがて幻想的なもの‘Fantasies’へと移って行った。（86-87） 

 

ビズランドの分析も、森の指摘と一致する。ビズランドは書簡集の「序」

（Bisland 1: 103-56）で以下のように、日本での連続出版の作品群を分析する。 

 

    『心』は神戸で書かれている。『仏の畑の落ち穂』も同様である（129）。私は、ハ

ーンが 高の知性に達したのは。神戸時代だったと思う（132）。『仏の畑の落ち穂』

は、東京着任後に出版されているけれども、神戸時代に完成していたのである。

そしてハーンは手紙でひどく不満を漏らしている。「私から精霊は離れていってし

まった。」と。ハーンは「スリルも、戦慄も、強い感動も何も感じない。新しい経

験が必要で、東京は向いていない。」232「新しい感動は、きっと過去にしか見つか

らない。」とし、その証拠に『異国情趣と回顧』でハーンは西インド諸島の古い思

い出に戻っている。次の 4 冊―『霊の日本』（「髑髏の山」の奇怪な幻想作品を所

収）『影』『日本雑記』『骨董』―は、祭壇が、もっと燃料の石炭を待っていること
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を示しています。内容は、単なる研究です。ちょうど絵かきが、大きなキャンバ

スにぴったりの、以前のような、優れた着想を待つように。（139-40） 

 

以上のように、ビズランドは『仏の畑の落ち穂』と『異国情趣と回顧』の間

のギャップに、ハーンの創作上の行き詰まりを指摘する。ただし、森は、この

ギャップ後は、幻想的作品が増えたとして、必ずしも、ビズランドのように、

著作の質の低下を指摘するわけではない。 

本論文は、『仏の畑の落ち穂』と『異国情趣と回顧』の間に、ハーンに対する

メアリーからの主として仏教的概念の影響があったことと、それに続くビズラ

ンドとの文通の再開による秘められたメッセージ（「暗号」）からの解放を指摘

したい。 

まず、ハーンのアメリカ時代の出版は、以下の図 63 から図 67 に示すように、

やはりデザインに凝った装丁であった。 

（図 63 ）                  （図 64）                  （図 65） 

                                                    

 

 

 

 

『異邦文学残葉』（1884）     『ゴンボ・ゼーブ』（1885）   『中国怪談』（1887） 

 

（図 66）                                （図 67） 

                                          

 

 

 

 

『チータ:ラスト島の思い出』（1889）      『ユーマ：西インド諸島の奴隷の話』（1890） 

 

『ユーマ』については（図 67）、日本行きを促したいと考えていた、『ハーパ

ーズ・マンスリー』の美術主任が、出発直前の出版の『ユーマ』の表紙の装丁

に力を入れ、日本の縮緬
ちりめん

を使ったことによって、見開き全体の模様になってい
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ると考えられる（田部 88、93）。この表紙は、後述する当時のアール・ヌーヴ

ォーの影響の例としてウェブサイトに挙がっている。 

  ハーンのアメリカ時代の出版本の表紙はこのように、当時のアメリカ出版界

の傾向を色濃く反映していると考えられる（Beauty for Commerce: Publishers’ 

Bindings, 1830-1910）。233 このウェブサイトの紹介によると、1880 年代後半か

ら第一次世界大戦（1914-1918）にかけて、「アール・ヌーヴォー234 や日本の版

画の影響が色濃くなるが、1910 年には下火になる」という。このウェブサイト

には、例としてハーンの『ユーマ』（図 67）、と『霊の日本』（図 68）が挙げら

れている。後者は、ボストンでのキュレーターを 1895 年まで勤めた、アーネス

トと妻メアリーの影響の可能性を示唆していると思われることを後述する。 

日本での出版である 初の『日本瞥見記』2 巻（1894）は、「竹」がパターン

化されている（図 50 参照）。また、次の 3 作、『東の国から』（1985）、『心』（1986）、

『仏の畑の落ち穂』（1897）、は表紙が無地で、「橙色」「黄土色」「水色」と色が

順に違うだけである（本論文第 2 部第 10 章第 1 節、図 49 から図 54 参照）。『仏

の畑の落ち穂』までのその他の著作は、アメリカでの出版も含めて、日本の縮

緬を使った『ユーマ』以外には、片方の表紙にしか図案がない。（図 53 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   （図 53）『仏の畑の落ち穂』（1897） 

 

しかし、『異国情趣と回顧』（1898）からは、本の出版社と装丁に限って見た

だけでも、 初の 4 冊とは違った大きな変化が見られる。ハーンは『異国情趣

と回顧』の出版について、本論文では（4）の手紙でメアリーへ、1899 年 4 月

（実際は 1898 年 4 月）に、「次の出版は―全く新しい―心を打つはずです。」と
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明言している（Bisland 2: 437）。この著作を以前の出版から「刷新」することを、

ハーンは明確に目論んでいたことが分かる。 

その言葉通り、その後の 4 冊すべて、『異国情趣と回顧』（1898）、『霊の日本』

（1899）、『影』（1900）、『日本雑記』（1901）、の 4 冊は、がホートン・ミフリン

社から移って、リトル・ブラウンからの出版になっている。また、この 4 冊の

表紙は、順に、「糸瓜」（前出図 57）、「梅」（図 68）、「蓮」（図 69）、「桜」（前出

図 60）、が、見開き全部に写実的に描かれており、カラフルでデザインの一新

がはっきりしている。また、頁の中でも、挿絵や写真が増える。 

 

「糸瓜」（前出図 57） 「梅」（図 68 235）   「蓮」（図 69）     「桜」（前出図 60） 

                                                          

 

 

 

  

『異国情趣と回顧』    『霊の日本』     『影』       『日本雑記』 

（1898）       （1899）      （1900）       （1901） 

 

  『異国情趣と回顧』からの絵画性は、上述のように、この時代のアメリカの

出版界の風潮の影響を受けているとはいえ、アメリカ時代の著作の表紙と日本

での出版の 3 冊、『異国情趣と回顧』（1898）、『霊の日本』（1899）、『影』（1900）

には意味の差があると考えられる。それは、アメリカ時代の表紙と日本第 1 作

『日本瞥見記』（1894）は、本の内容全体のイメージを絵画化しているのに比し

て、無地の 3 冊を経た、次の 3 冊は、内容の概念を表紙にしているとは思えな

いからである。 

まず『異国情趣と回顧』は、表紙の「へちま」（“luffa”）に関する作品がない。

また次の『霊の日本』（1899）の「梅」に関しては、「梅」（“plum tree”）そのも

のをテーマにした作品はない。ただし、「香」において梅の香りへの言及、「韻

文断片」では俳句に詠まれた梅、「因果話」では、桜に対する注で、日本では梅

が精神的美を表すとの説明に登場する。『影』（1900）においても、「蓮」（“lotus”）

は同様に登場しない。これらの植物は本全体のイメージというより、ハーンと

メアリーの会話の話題であったと考える方が、理解しやすい。 
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田部隆次による伝記『小泉八雲』では、ハーンはこの 3 作を順に「へちまの

本」、「蓮の本」、「梅の本」と呼んだとするが（233-35）、「蓮」と「梅」が事実

と逆になっている（注 242 参照）。しかし、田部の紹介は、ハーンがこの 3 冊を

まとまった性格を持っているという認識をしていたことを伺わせる。それは、

表紙が内容を象徴せず、これらの植物へのハーンの嗜好を表しており、メアリ

ーとの話題を暗示しているためではないだろうか。 

『日本雑記』（1901）の「桜」（図 60）については、ハーンがビズランドの日

本到着時の印象を表した色彩を反映していることは、本論文第 2 部第 12 章第 3

節で述べた。 

  その後の『骨董』（1902）の表紙には北斎の鳳凰の羽とハーン家の紋章の「鷺
さぎ

」
236 をかたどった影響を見る。次の『怪談』（1904）は、日本の紋章の「潟高」

を人の顔に見立てていると思われる。背表紙は葉を挙げて、あたかも人が手を

振って「さよなら」をしているように見える。（図 71） 

 

（図 70） 『骨董』（1902）              （図 71） 『怪談』（1904） 

                                        

 

 

 

 

つまり、『異国情趣と回顧』から『怪談』までは、ハーンのアメリカ時代の内容

の表象とは違った意味での表紙の絵画性にメッセージ性があると考えられる。

以下で、内容と表紙の関係をたどり、メアリーの影響を検討したい。 

『異国情趣と回顧』から『日本雑記』を出版したリトル・ブラウン社は、そ

れまでのハーン作品の出版社ホートン・ミフリンから替わって、メアリーがそ

の後出版した詩集 Out of the Nest （1899）や、後にアーネストとの合作で、ベ

ストセラーとなる Truth Dexter（1901）、The Breath of the Gods（1905）、その後

のメアリー自身の作 The Dragon Painter（1906）を刊行した出版社であった。ハ

ーンの Little Brown 社へ変更には、メアリーからの影響を推測させる。 

中井は、ハーンの『仏の畑の落ち穂』は、ハーンが内容に暗号を込めた、ビ

ズランドを意識した出版であるとの研究を発表した。237 「生き神様」は、魂が

生きながらも、別の場所に存在し得ることで、離れていても魂が飛んで行ける
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ことを暗喩した。「顔について」は、「全く違う側面」という掛詞をもち、ハー

ンはここで、「違う読みのできる暗号」を送った。また、「トンボ」にチェンバ

レンの使ったハイフン付きの表現をし、ビズランドの 36 時間の日本滞在中に得

た、日本の絵画の持つ象徴性への回答を送った。題名も「落ち穂」であって、

思い残すことなく総ざらいを行ったと思われる。本論文は、以上のように『仏

の畑の落ち穂』と『異国情趣と回顧』の間に転換点を認めて、日本での著作の

前記・後期というとらえかたをする。 

ハーンがどんなに心血注ぎ、毎年 1 作という超人的ペースで出版しても、ビ

ズランドからの反応は今のところ発見されていない。これは、横山純子による

ペイジ・ベイカー宛てハーン書簡の（第 3 部第 1 章第 1 節で既述）、以下の『書

簡集』での省略部分の記述と一致している。ビズランドからの本は、この手紙

の書かれた 1892 年 6 月までは、一度も送られていないことを表している。 

 

  B 嬢は、常に謎です。例えば、私は私の本全部を送っているのに、全く彼女の本

を送ってくれません。（Miss B. was always a mystery, for example, I sent her all my 

books: she never sent hers, ）（『へるん』36 号 103） 

 

この 1892 年は、来日 2 年後であり、ハーンはまだ日本からの本の出版はなかっ

たので、恐らくハーンは、アメリカで出版した本はすべて送っていたことを示

すと思われる。その後ハーンは 1894 年からの一年を除く毎年の出版をビズラン

ドに送ったことは手紙で、1900 年 1 月の 10 年ぶりの手紙で「年一回以上の本

があなたを喜ばせることができたら。」（I wish I could make a book to please you 

more often than once a year.）とあって、ハーンの出版はビズランドが読むことを

前提にしていたと思われる（Bisland 2: 459）。 

ハーンは『異国情趣と回顧』（1898）から、日本についての大谷正信の埋め草

的知識を交えながら、仏教的概念にテーマを移動させることを自覚的に行った。

ハーンは、メアリーとの 初の邂逅の話題の中で、すでに、出版前から、「全く

新しい」（Bisland 2: 437）と述べている。このように、内容と出版時期からいっ

て、上記（4）の手紙は 1 年前のものであったと、本論文は考える。 

森は、内容の変化は、エマソンが“The Over-Soul”で唱えた「大霊」と呼ん

だ「万人の個別的存在を一つにする霊」と似通った概念を、ハーンの『霊の日

本』の‘At Yaizu’や『影』の‘Noctilucae’、『骨董』の‘A Drop of Dew’や‘In 
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the Dead of the Night’『怪談』の‘Hōrai’に見ることができるようになったと指

摘し、これに、ツルゲーネフの散文詩の影響を考える（86-88）。 

しかし山口静一によれば、アーネストは、ハーヴァード時代に「エマソンに

著しく影響された汎神論的な詩を校内誌に発表」していたという（『フェノロサ』

上 28）。また、村形も「フェノロサはハーヴァード大学学生時代からエマソン

に傾倒し、再来日時代、高師での英文学講義にエマソン評論集をテキストに用

いていた」ことを指摘する（『講座』Ⅰ 356）。さらに、ハーンについても「ギ

リシャ人の芸術性についてハーンがエマソンを引用している」と、アーネスト

とハーンが、エマソンの感性について、共通した認識を持っていることを示唆

している。村形の指摘のように、、ハーンは『チータ』（1889）の扉にエマソン

の詩の次の一節を引用しており、その傾倒ぶりがうかがわれる。 

 

「しかし、自然は全力で口笛を吹き、楽しむだけ楽しみ、道を分け進んでいった。

―エマソン」（“But Nature whistled with all her winds, /Did as she pleased her way.”―

EMERSON） 

 

メアリーは、 初の出会いでの 1898 年 4 月 1 日の日記に「塵」（“Dust”）238 に

ついて、「縮緬の質感がある」239 と評価してハーンを喜ばせた（Murakata 59）。

このことを考えあわせると、実は、アーネストが好んだ、マサチューセッツ州

セーラムの同郷の詩人、エマソンの影響が既にメアリーに及んでいたのではな

いだろうか。メアリーが『仏の畑の落ち穂』を所望した背景には、メアリーに

既に『異国情趣と回顧』の以前から、仏教的な存在論の理解があったことを示

している。240 

『仏の畑の落ち穂』が上述のように、ハーンからフェノロサ夫妻に、1898 年

4 月 3 日に届けられた。村形によると、これは、速達でメアリー宛の献呈が記

されていた。村形は、メアリーの言葉として「私たちの暗い日々に明かりが灯

された。一日中、私たちは読んだ、と言うよりアーネストが読んで聞かせてく

れた。」を取り上げて、「『ニルヴァーナ』は、仏教信者の認識に大いに欠けるも

のを示している。」「冒頭の『生き神様』くらい感動的な作品はない。」「ハーン

はこれを神道と考えているが、これは、ハーンの書いたどの作品よりも純粋に

仏教だ。」とメアリーの日記に書かれていることを引用している（Murakata 59）。
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メアリーの確かな鑑賞眼が分かるとともに、文学を語れる友人に出会った、メ

アリーの喜びが感じられる。 

このように、後期への転換点である『異国情趣と回顧』（1898. 12. 8. 出版）

は、上述のように、ハーンとメアリーの 初の出会いの 1898 年 4 月 1 日の後の

手紙（４）でハーン自身が刊行前に「全く新しい」と表現している通り、装丁

も斬新である。（図 57 参照）          

ハーンは、1898 年 4 月の時点で既に『異国情趣と回顧』についてメアリーに

構想を語り（Murakata 59）、手紙（4）でも、「全く新しい」（Bisland 2: 437）と

全体を語るのであるが、出版は、12 月 8 日である。手紙（2）メアリーへ 1898

年 11 月（Bisland 2: 401-03）の時点で、「次の出版はほとんど準備完了」とする

のに（Bisland 2: 402）、『異国情趣と回顧』（1898）の「序」が、2 月 15 日の日

付になっていることを考え合わせると、新趣向のために時間をかけ、満を持し

たと言えよう。だからこそ、メアリーの手紙は嬉しく、ハーンは手紙（2）で「1

冊にかける 1 年の労力に対して、あなたの手紙以上の報酬はありません―どん

なものもこれ以上のものではありません。特にこの新しい冒険に至っては、励

ましが喜びと同様、積極的な意味の恩恵でもあるのです。」と手放しで感謝して

いる。（Bisland 2: 402） 

ハーンは出版前の、11 月 8 日に、メアリーに『異国情趣と回顧』の 後を飾

る「永遠の木霊」（“The Eternal Haunter”）のゲラ刷りを送っている。メアリー

が返事を返し、ハーンは 10 日に本論文（2）の手紙を書き、「共感」と言う言葉

が、理想的な使われかたをしているとする（Murakata 63; Bisland 2: 410-02）。 

「永遠の木霊」は、要約すると、以下のようになる。 

 

「今年の東京の錦絵はことのほか興味を引いた。」とし、例として、「3 銭で購入

した（狩野）周
ちか

信
のぶ

」の錦絵を挙げる（293）。そこに描かれた少女は、「桜の枝か

ら花びらが彼女を通り抜けて散る」のである。彼女は、「日本の春の化身ではなく、

夢にとりついた極東の若いまどろみである。」なぜなら、彼女は「木霊」（a 

tree-spirit）、「桜の精」（the Spirit of the Cherry-tree）だから。「彼女は、突然太陽が

陰るのと同時に薄れていく」のであって「彼女の妖力は、あなた自身の数え切れ

ない過去でできている。」とする。（293-99） 
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浮世絵と仏教的存在感の協調する作品である。「永遠の木霊」の概念は、桜の

こちらに夢幻の中に立つ女性であり、ハーンが好んで寝室に掛けた掛け物（『事

典』254）と似ている。この掛け物は、ハーンが雨森に、「上野で、2 円 60 銭で

購入し、雨森信成などの親友が泊まる客間に掛けさせ、『その綺麗な桜の精が床

の間から抜け出して貴君を愛撫するでしょう』」と言ったとする掛け物である

（Atlantic 518241）。 

「永遠の木霊」は、ハーンの手紙のなかで「心理的小論を、『心』の哲学的論

文と同じ観点から、もう半分書いた」（Atlantic 522）と、雨森が引用する「心理

的小論」と同じものであると考えられる。242 

ハーンが上野の浮世絵展に出かけたことが、今のところはっきりしているの

は、本論文（1）の手紙にある、1898 年 5 月 16 日のみであるため、同日の買い

物であるか、別の日によるものかは、分からない。しかし、ハーンがこの手紙

で、この日については「浮世絵は、三つか四つしか覚えておらず」、「逸話のつ

いてないのが残念」と書きながらも、「現代版画が好きで、余裕ができたら買い

たい」と述べている（Bisland 2: 382; Murakata 61）。「桜の精」の掛け物の購入の

時期と、周信の浮世絵について「永遠の木霊」を執筆した時期は、1898 年を大

きく外れることはないと考える。そこには、フェノロサ夫妻とハーンの交際が

大きく影響していたと思われる。「永遠の木霊」と（294）雨森への手紙に書か

れた掛け物（518）の両方に同じ「桜の精」（the spiriti of a cherry-tree）の言葉が

使われている。 

さらに、『異国情趣と回顧』（1898）は、巻頭に 4 月 1 日の 初の出会いの時

の話題となった、前年の夏の富士登山、「富士の山」（Fuji-no-Yama）を置く。

この時のメアリーとの会話で、ハーンは、上述のように「頂上に近づくと、頂

上に登るのではなく、自分が大いなる地球の大地の窪みに沈み込むようだ」と

語ったとメアリーは日記に書く（Murakata 59）。詩人で、当時、夫のアーネス

トと共作で小説（Truth Dexter）を書いていたメアリーにとって、目から鱗の落

ちるような魅力的表現だったと推測される。また、ハーンにとっても、それだ

けの鑑賞眼を備えた人には、滅多に会えなかったと思われる。 

この作品で、ハーンは富士山の頂上での火山灰のひどい情景に「聖なる蓮」

の幻想を見る。遙か遠く東に向かって柏手を打つ人々に混じって、その瞬間の

巨大な「詩」が体内に入るのを感じる。無数の目である塵が、遠い過去に富士

山の頂から、日の出をみつめる無数の目の塵に飲み込まれる情景は、既に消さ
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れない記憶となって現前する（35-36）。この場面は、登山の苦しさを、一気に、

詩へと昇華している。ここで、富士山が「蓮」に喩えられているのは興味深い。

後述するように、「蓮」は、メアリーにとって重要な意味があった。 

4 月 22 日付、メアリーの日記には、アーネストがハーンを訪ね、屋敷裏の墓

地を散策して、ハーンが執筆方法、出版社、友人とあらゆることに会話が弾ん

だことを記す（Murakata 60）。この墓地、「瘤寺」は、『異国情趣と回顧』に影

響している。瘤寺の山門写真と（97）、瘤寺の卒塔婆（102）、瘤寺の菩薩像の写

真（137）が載せられている。「死者の文字」は、話題の 初が自分の住居の裏

にある瘤寺の山門や松江の墓地である。帝国大学に入学して来たもと教え子の

大谷正信に、故郷、松江の墓地を調査させたものという（『事典』267）。 

日本時代における区分の後期 2 冊目の『霊の日本』（In Ghostly Japan、1899）

の巻頭を飾る「断片」（“Fragment”）は、メアリーから聞いた話の再話であるこ

とが、判明している（村形『資料Ⅲ』206; 『事典』518）。村形はメアリーの回

顧録“Yugiri O Kyuaku San”から「この特別な訪問の時、私が彼（ハーン）に

話して、即座に理解してパッと顔の輝いた仏教の逸話は、若くて死んだばかり

の僧が、地獄で、人の頭蓋骨の山の頂上を、あがないのために目指す話です」

と引用する（66）。村形は、「断片」のヒントが語られたのは、他の記録が現れ

ない限り、1898 年 4 月 1 日のハーンが 初に訪問した時であろうと推測する

（66）。243 

 

（図 72） 

 

 

 

 

 

             

 （霊の日本』1899 口絵 “Fragment”のテーマ） 

 

ハーンは、上記で述べたように手紙（1）、1898 年 5 月の手紙の途中から、メ

アリーに対して書く中で、次のようにメアリーの話が作品に結実することの見

通しの困難さを打ち明けている。それに加えて、「このような話があと 11 もあ
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れば、本の出版が可能なのに」と嘆いてもいる。メアリーへの配慮から苦労し

て書いたが、ハーンもメアリーも 高の出来とはならなかったことを、後にメ

アリーは回顧録で認めている（銭本 Yugiri 107）。 

 

   「髑髏の山」のことですが、―そうです、ずっと書いているのですが―7・8 回は

優に―それが私の受けた感動を拒んでいて、私も―語り手の優しく流れる声と一

緒に244、頭の中に浮かぶ感銘を測りかねているのです。後でもっと努力しますが、

しかし、これを完成させるのは、至難の業によるしかあり得ないことは確信して

います。このような質の話があと 11 もあれば、そこから本が出来上がるのに。で

も、そんな話は、１ダースなんて存在しないのです。（Bisland 2: 383） 

 

この『霊の日本』（1899）には、前書きも、献辞もなく、245 遊び紙に髑髏の

山を登る若い僧と、それを導く仏陀の姿が描かれた絵が載っている。（図 72 参

照）この「断片」という作品の出来上がるまでのハーンの苦労を示す手紙、髑

髏の山の絵の添付、表紙のデザインの梅、上記のようにゲラ刷りがメアリーに

送られていることを考え合わせると、『霊の日本』は、実質的にはメアリーに捧

げられていると考えられる。上記のように、メアリーが、この年の 11 月に、処

女出版の詩集『巣立ち』を、献呈の辞付きで贈ったのに対し、ハーンは『霊の

日本』を送っており、上記のように、メアリーの出版を待って、自分の本を返

礼にしたと思われる。ただし、メアリーには夫があり、表だって著作に明示す

ることは出来なかったのであろう。口絵のある作品は、ハーンが日本に来てか

らは『霊の日本』が 初である。246 

「断片」（“Fragment”）の 初と 後の大切な部分に Twilight（3）、nest（7）

が配置されている。メアリーとハーンにとって「薄明かり」（Twilight）は、ハ

ーンの次作である『影』や、後に、メアリーの草稿「夕霧」の縁語とも言うべ

き重要な言葉となっていく。また「巣」は、『霊の日本』と同年発行の、メアリ

ーの 初の詩集『巣立ち』（Out of the Nest 1899）と関わる言葉である。これら

は、恐らく、ハーンとメアリーのやりとりの中で、インスピレーションを呼ぶ

共通のことばであったのではないかと思わせる。 

この『霊の日本』の表紙は、梅の花である。247（図 68 参照）この梅について

は、ハーンについての興味深い逸話が、メアリーの書いた“Yugiri O Kyaku San”

にあると、村形は以下のような説明をする。 
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    メアリーは、「ハーンは、うちの居間が大好きでよく思い出すと、一度ならず語

った。」その理由は、「ハーンが、見事な梅の鉢植えがあって、特にすばらしいい

ろいろな香りがするから」だろうと、メアリーは推測している。「1 月は梅の花の

一番きれいな時だから、ハーンはよく 1 月に来た。」と。ところが、現在の日記

の記述による限り、ハーンが 1 月に訪問した事実がないのである。しかも、沈丁

花の代わりに梅を手紙に添えたことはないのである。（66） 

 

この箇所は、『ヘルン』27 号に銭本健二が再録した“Yugiri O Kyakusan (The 

Guest who comes with the Twilight)”で確認できる（106）。ただし、何年のこと

かは、明記されていない。 

  村形の指摘は、以下のように、ハーンが 1 月に頻繁に訪れたとすることであ

る。 

   

    1 月は、「梅」の開花には 高の月だ。そして、ハーン氏がその月の間に一番頻繁

に訪れたことは間違いない。（January is the best time for umé blossoms, and it is 

certain that Mr. Hearn came oftenest during that month.）（“Yugiri”106、イタリック－

メアリー） 

 

理由についての村形の言及はない。これは原因の一つとして、ハーンが頻繁に

1 月に訪問したことを、メアリーが日記に書かなかったことが考えられる。1

月のハーンの頻繁な来訪をメアリーが勘違いして書いたと考えるには、込み入

った内容である。メアリーは、日記を共有していた夫を、配慮したと思われる。

ハーンとフェノロサ夫妻の交流期間のうち、1月は、1899年と1900年しかない。

ハーンはすでに、1898 年末に、1900 年までは、訪問しないと手紙に書いている

のであるから（Bisland 2: 412）、もし、1 月の訪問が頻繁であったとしたら、宣

誓を破っていて不都合である。それで、ハーンの訪問の多くは、日記には書か

れず、しかしメアリーには、ハーンが梅を好んで訪問した記憶だけがしっかり

残っていて、後の回顧録に書いたと想像される。回顧録（“Yugiri O Kyaku San”）

の執筆年は特定されておらず、村形の推定によれば、1915 年～1918 年という。

アーネストは、1908 年に亡くなっており、メアリーにとってハーンの 1 月の頻

繁な訪問を書くことは、不都合ではなかったと推測される。 
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回顧録の名前「夕霧」は、日本文学に親しんだ人なら、即座に『源氏物語』

の光源氏と正妻、葵の上との間の息子の名前を連想させる。メアリーは、1898

年ころから、夫と能に親しみ、謡を習っている（資料 III 207）。アーネストの謡

曲翻訳の中に「砧」（侍女の名前が「夕霧」）、「葵の上」（「夕霧」の母）「須磨源

氏」（光源氏の左遷）がある。能は、日本の古典に題材を採ったものが多くあり、

メアリーは、「夕霧」にハーンの姿を重ねたと考える。回顧録は、実は、憧れの

貴公子のイメージを裏にふくませた命名であろう。 

また、ハーンも雨森によると、「ある夏ハーンは、古代の詩人紫式部が有名な

『源氏物語』を書いた、近江地方の石山寺に出かけ」、いたく気に入って、そこ

は「極楽」で、一夏過ごせたら「どんなにか幸せか」と書いたことを打ち明け

ている（Atlantic 523）。おそらくハーンも知っていた思い出の名前と考えられる。 

村形は、上記のように、メアリーが書いたハーンの回顧録の題が、「夕霧お客

さん」であるのは、「いつも午後の早い内に来て、夕暮れとともに帰る」からで

「黄昏に去る客人」と呼ぶ方が似合っているとし（Murakata 66）、メアリーの

草稿には、（The Guest who comes with the Twilight）と括弧付きで記されている

のを（銭本 103）、村形の論文名の括弧は（The Guest who leaves with the Twilight）

と変更されている（Murakata 55）。 

しかし、村形の引用する、メアリーの日記によれば、ハーンがこのように夕

暮れまでいた訪問は、6 回を数えるのみである。日記に記されなかったハーン

の訪問の存在を考えたほうが理屈に合う。メアリーの日記は、体調の悪い時に

は、アーネストが代筆しており、村形は「創造的共同生活の記録」としており

（『日記』iv）、アーネストが読んでも支障を来さない範囲で書かれていた。現

在入手可能な資料で判断する限り、248 メアリーは、他人に読まれることを、想

定して日記を書いてはいない。万一に備えて、「個人的な」情報の漏れることを

慎むよう、日記で以下のように書いている。この部分は、保明院での自身の受

戒についての記述である。 

 

9 月 28 日（月）今日の出来事はあまりにも神聖なので、この日記帳の日常茶飯事

と同列に書き記す気がひけるが、無事保存するためにここに書き留めておかねば

ならない。この部分はアーネストと私だけのためのものだ。この日記帳が紛失し

て、他人の手に渡るようなことがあり、誰かがたまたまこれを見つけたとしても
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今日の続きと今日に劣らず個人的な明日の部分は読むのを謹んでいただきたい。

（『日記』187―村形訳） 

 

上記は、宗教に関する個人的信条であり、記録の意味もあって、日記に書か

れており、「読まないように」と書かれているが、それ以外にも、メアリーには、

読まれたくないことはあったであろう。アーネストを憚って書かなかった可能

性も否定できない。現在の資料だけでは、状況証拠しか存在しないが、メアリ

ーがハーンと「梅」を強く結びつけて考えていたことは確かである。ハーンは

メアリーから得た出来上がった再話への感謝を込めて、メアリーに表紙が梅の

デザインである『霊の日本』を捧げたと考える。（図 68 参照）これは、ハーン

が著作に込めたメアリーへのメッセージであった。 

このメアリーの“Yugiri”本文に、上記（4）の、始めて出会った直後、メア

リーが白蓮の代わりに「沈丁花」をつけた手紙へのハーンの返事のことを、メ

アリーの当時の日記を参照して、「梅」につけた手紙の例として、メアリーが勘

違いして書いていることを、村形が指摘している（66）。メアリーは、ビズラン

ドによる書簡編集後もハーンの手紙を、お思い出とともに大切に保存し、年を

経て、いつしかハーンと「梅」のイメージが重なってしまったと考えられる。 

しかし、もっと、穿った見方をすれば、ビズランドが、1898 年 4 月の書簡の

時期を一年後にずらして、1899 年の手紙（4）として書簡集を編集してしまっ

たことから、メアリーはそのおよそ 10 年後の、回顧録で、正確さを無視して、

メアリー自身の思い出のイメージを全面に創作して、「梅」にまつわるエピソー

ドに変えた可能性も否定できない。 

後述するように、メアリーはハーンの死の 2 年後『竜の絵師』（The Dragon 

Painter 1906）を発表する。ヒロインの名は、「梅子」であり、庭の臥竜梅が重

要な背景の役割をする。「梅」は、日本文学、浮世絵、能において好まれる主題

であるために選ばれたと考えられることに加えて、「梅子」は、メアリーの個人

的な思い出や、ハーンの作品の表紙という個人的な体験を踏まえた命名であろ

う。249 

後期 3 作目に当たる、『影』（Shadowings 1900.7.24 刊）の表紙は、「蓮」250で

ある。（図 69 参照）これも、メアリーにとって、処女作の詩集 Out of the Nest

とともに、縁の深い植物である。 
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メアリーは、1896 年 8 月 12 日の日記で、その朝見た蓮の花が完璧で、霞を

吸い、人間界を超越した光輪の中を動くことや、その匂いも愛でる。「世界中で

これほど神秘的、開放的、浮かぶがごとき軽やかさをもった花はない。」とする

（村形 『日記』 104）。また、アーネストは 1896 年 2 月には、婦人雑誌 The New 

Cycle の編集を受け継いで名前を The Lotus としている（山口 『フェノロサ』

下 422）。メアリーの処女詩集 Out of the Nest（1899）の表紙は蓮の花である。 

                （図 73）メアリーの Out of the Nest（1899） 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェノロサ夫妻、特にメアリーにとって、蓮の花には特別な思い入れがあっ

たと思われる。また、メアリーは、1896 年 9 月 28 日の仏教への帰依の儀式の

翌日、神光院を訪ね、「左手には蓮池がある、花こそなかったが本物の蓮の匂い

を漂わせていた。私がよく考えたように、蓮の生育そのものが芳香を醸すこと

の証明だ。」と、そこでの蓮との出会いを喜んでいる（『日記』191）。 

上述のように、ハーンは、手紙（Ⅱ）において『影』が出発前に出版された

ら、必ず送ると告げている。しかし、「でも、出版社が九月二十日ないし十月中

旬までに刊行するとは思われません」と続け、ハーンの目算では、出発前の刊

行は難しいという口ぶりである（山口『講座』150）。これは、ハーンが同年、

1900 年 5 月 19 日付、ハーンの大谷正信宛書簡において「英米の出版業者は、

富裕な書籍購買者が外出する夏期には、書物を市場に出すことを好まない」（『小

泉八雲全集』第 15 巻 89）と述べている判断と一致する。ハーンの出版は、そ

れを裏付て、アメリカ、日本ともに、『影』以外は、7 月と 8 月の刊行はない。

つまり、『影』だけは、7 月 24 日の出版となっており、フェノロサ夫妻の出発

の 8 月 17 日は間に合わなかったけれども、間に合わせようとした結果であった

可能性がある。 
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本論文は、ハーンがメアリーに、 初の手紙に「全く新しい」と書いたよう

に、『異国情趣と回顧』（1898）から、自覚的に転換を図ったと考える。メアリ

ーの影響もあって、仏教的な概念に基づく、存在が粒子的で、生死の境を超越

する、作品が増えるのである。 

これは、上記のように、ビズランドが「序」で、ハーンの一連作品の分析の

中で厳しい指摘をしている。ビズランドは「髑髏の山」に一瞥を加え、「怪奇」

（monstrous）と括弧つきで、この作品を特記する（Bisland 1: 139）。作品の完成

度と昇華という点からすると、シリーズ作品毎に、冒頭に傑作を置いたハーン

にすれば、苦しいものがあったことは否めない。ハーン自身も、 後まで登っ

ている山が自分自身であることを種あかしせず、読者を惹き付ることで、何と

かこの話が再話として結晶する工夫をしている。恐らく、ビズランドには、ハ

ーンの当時の意図の理解があったのであろう。 

田部隆次による伝記では、「髑髏の話」がメアリーではなく、井上哲治郎談か

らヒントを得たとの可能性を残している（234）。また、本章で既述のように、

『霊の日本』の表紙のデザインが「梅」でなくて「蓮」と違って伝えられ（234）、

逆に『影』の表紙が「蓮」であるのに、「梅」と紹介されている（235）。『霊の

日本』の献辞が、第 2 版のものを記述し、実際には、献辞のなかったことが知

らされない。以上のように、混乱と間違いが重なった。こうした点からも、メ

アリーのハーン作品への影響が見逃されたと思われる。 

さらに、本論文第 1 部、第 2 章で述べたように、ハーンとフェノロサ夫妻と

の交際期間中に執筆されたと思われる 1898 年から 1899 年の作品の内、典拠の

ある本（『霊の日本』、『影』、『日本雑記』）での典拠の示し方には、特徴が見ら

れる。以下のように、読み間違いに混じって、中国音の読みや、「能」への言及、

英文の典拠の指摘の指摘が発見された。このことから典拠の提示には、セツだ

けではなく、中国語、英語、「能」に詳しい人物が想定される。 

まず『霊の日本』について、ハーンは「占いの話」で「易経」（エキキョウ）

を“Yi-King”と示し（50）、「邵 康節」（ショウ・コーセツ）を、「ショーコ・

セツ」（“Shōko Setsu”）と中国人の姓と名の区切り方を知らない読みをする（52）。

またハーンは、「天狗の話」を注で「能」（“Nō-play”）にあるとし、「大絵」「“Dai-É”

ダイエ）を「優れた絵（“The Great Picture”）とするが、しかし「能」の演目は

「大会 ・ダイエ」（大法要）である。またこの注で「天狗」について、仏教で

は“Mârakâyikas”に属す等、詳しく説明する（215）。 
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次に『影』においては、「和解」（5）と「死骸に乗った人」（33）の典拠『今

昔物語』を、ハーンは「コンセキモノガタリ」と紹介する。また、「死骸に乗っ

た人」で、「陰陽師」（オンミョウジ）を「“inyōshi”インヨーシ」と読んでいる（34、35、37）。

また、「衝立の女」で「菱川師宣」を、「ヒシガワ」と読み（24）、「弁天の同情」

で「俊成」（シュンゼイ）を「シュンレイ」と読み（43）、「鮫人の感謝」で『戯

文』を「キブン」10 と読む（58）。以上の読み違いに混じって、ハーンは、「普

賢菩薩の話」の注で「僧侶の願いは恐らく『サマンタバドラの励まし』と題す

る章の影響がある。」とし、カーン（“Kern”）の翻訳英文の典拠（“Sacred Books 

of the East, pp. 433-34”）を示す（16）。 

『日本雑記』では「閻魔の庁にて」と（34）、「梅津忠兵衛」で（56）、典拠『仏

教百科全書』の「ショ」を「ショウ」と読む。「閻魔の庁にて」では、「布敷臣」

（ヌノシキノオミ）を「フシキノシン」と読み、「衣女」（キヌメ）を「キン・

ウメ」と解釈して「金梅“Golden Plum-Flower”）とする（30）。 

以上の、典拠・登場人物の読み違いが、セツによるかどうかについての判定

は、今後の課題である。 

しかし、ちょうど、上記三作の執筆の時期である 1898 年から 1899 に、ハー

ンとフェノロサ夫妻との交流があり、『霊の日本』冒頭の「断片」は夫人メアリ

ーにより（村形『英文學評論』61）他にも、メアリーからの情報提供が伺われ

る（村形 329-31；山口 146-50）。メアリーは、ハーンの死後、1915 年から 1918

年と村形明子が推定する（『英文學評論』68）、「夕霧お客さん」という手記を発

表した。その中でメアリーは、ハーンへの仏教説話を用意して、訪問を待って

いたことを書いている。 

  

「ハーン氏！」嬉しくて声が響き渡った。「すぐにお通しして、鈴木。新しいお茶

とお菓子をお持ちして。私もすばらしい仏教説話を用意してあるの。」 

“Mr. Hearn!” I echo, joyously, “Show him in ay once, Suzuki. Have fresh tea made, and 

get some of those good little cakes. I have a wonderful Buddhist legend for him, too.” 

（銭本健二『へるん』27 号、105-06） 

 

以上のような訪問を、上述のように、メアリーは 1899 年の 1 月に一番多かった

とこの「手記」で述べている。（『へるん』27 号、106）。また、山口静一は、第

3 部第 2 章に前述したように、新たに発見されたメアリーがハーンを友人の送
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別会に誘う手紙（1898 年 5 月 26 日付）を「交際嫌いで有名なハーンにこの種

の呼び出し状を送りつけても不自然でないほどの関係」にあり、「このころ彼ら

が互いに文学書の貸し借りを行ない」「両者の話題が次第に真剣な文学論に移っ

て行ったことを推定できる。」としている（『フェノロサ』下 150）。また、山口

は「ハーンとその家族にとって『フェノロサ』と言えば『フェノロサ夫人』を

意味するほど、夫人がハーンの崇拝者であった」と推測している（『講座』Ⅰ 1: 

396）。 

英文の仏典を指摘でき、『易経』を中国音で読めるのは、1898 年から能楽、

1899 年から中国詩を夫、フェノロサと研究し始め、夫の死後、『東亜美術綱』

（“Epochs of Chinese and Japanese Art”1912、『事典』517）を編集したメアリー

の可能性が推測される。251 

  以上の検討から、ハーン著『異国情趣と回顧』、『霊の日本』、『影』、には表紙

と内容にメアリーの影響が認められると考える。 

 

4. ビズランドの気付いたハーン著作の変化 

前章で検討したように、1898 年出版の『異国情趣と回顧』からの、出版社の

変更、表紙の装丁の変更、内容の変化等、ハーンがメアリーを知る以前とは、

違う雰囲気が著作に現れていた。それがビズランドの文通再開の動機となった

という可能性を推測させる。メアリーは、ビズランドと同じく南部出身の美人

で、文筆家、知日派であり、ビズランドとの共通点が多い。メアリーはハーン

と出会う前に、新聞等に投稿しており、同じ著述業にたずさわるビズランドは

メアリーを知っていたと思われる。 

ビズランドは、ニューオーリーンズの新聞社でハーンと出会ってから、ハー

ンの心の友であった。ハーンは、著作にビズランドへのメッセージを込め、ビ

ズランドもハーンの全作品を読んでいた。252 

アーネストとメアリーの再婚は、ボストンで大きなスキャンダルであったか

ら、ニューヨークの出版界、社交界にいたビズランドの耳に入っていたであろ

う。1896 年に、二人が日本に 4 ヶ月滞在の旅行をしたあと、1897 年に、再び日

本に渡り、1898 年、ハーンの作風と装丁に変化が生まれた。ハーンの著作に及

ぼしたメアリーの影響は、それがささやかな兆候であっても、ビズランドは気

づいたであろう。8 年以上に及ぼうとしていた文通のない期間に、ビズランド

に取って代わる文学的友人メアリーが、ハーンの人生に登場したことの意味は
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大きかった。アメリカにいたビズランドは、ハーンの出版からそれに気付き、

ハーンとの文通の再開を考えたことは、大いに考えられる。『書簡集』において、

ビズランドは、『霊の日本』巻頭の、メアリーからの提供された「断片」（3-7）

を「髑髏の山の化け物のような幻想」と辛辣なコメントを加えている（139-40）。

メアリーも「ウェットモア夫人の『書簡集』でこれ（ハーンの一雄への愛）を

『妖精の神の妹よ』の間に呼んだとき」と、皮肉を交え、何時の日か「ラフカ

ディオ・ハーンの人間性」と題する論文を書きたいと意欲を見せている

（Murakata 113）。ただし、これは実現しなかった。 

その後、1900 年 1 月に、ビズランドはハーンとの文通を再開した。同年、9

月 21 日、フェノロサ夫妻は帰国の途についた。           

ハーンは、『日本雑記』（A Japanese Miscellany, 1901）をビズランドに捧 呈
デディケート

し

た。この装丁は「桜」であり、ビズランドが、コズモポリタンの雑誌記者とし

て、1889 年 11 月 14 日から 1890 年 1 月 30 日、ジュール・ヴェルヌのフィクシ

ョン『80 日間世界一周』の記録を破るべく、また、ニューヨーク・ワールドの

新聞記者、ネリー・ブライと同日に出発した旅の記録『7 段階―世界一周早廻

り』における日本の「桜」の描写をそのまま踏まえている。（図 60、第 2 部第 4

章第 1 節参照） 

ビズランドは、『7 段階』において 12 月 8 日の朝、横浜港入港の興奮を描く

中で、「裸の枝木をピンクと白に開花した桜の花がおおっている」（“where 

cherry-branches with pink-and-white blossoms grow out of nothing at all to decorate 

the foreground”）と以前接した、扇や陶器のデザインを描写した（27）。表紙は、

ビズランドの描写がそのまま絵になっている。（第 2 部 12 章第 3 節参照）ハー

ンの気持ちは、献辞付きでこの本を手にしたビズランドに十分伝わったと考え

る。253 ハーンは、1900 年の文通再開直後からビズランドに頼り、アメリカの

大学での職の斡旋をビズランドに依頼し、ビズランドも、コーネル大学、ジョ

ン・ホプキンス大学、ヴァッサー大学に交渉している（Bisland 2: 457-515）。ハ

ーンも講義内容を用意し、1903 年 1 月 15 日の東大解雇後は、一雄を連れてア

メリカに移住する計画を一気に本格化さる。これが、『日本― 一つの解明』

（Japan: An Attempt to at Interpretation, 1904）として結実した。ただし、その出

版直前に帰らぬ人となったのである。 

『日本雑記』の次の作品『骨董』（Kotto 1902）から、田村隆次が「考証」と

呼ぶ（195）日本の風物の列挙的記事が、「蛍」以外にはなくなる。254 これは、
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『日本雑記』以降、ハーンのアメリカ行計画が本格化するのと軌を一にすると

考えられる。これら「考証」は大谷正信に依頼したと思われる（『事典』583）。

ハーンは、一雄の証言によると、大谷以外に知り得ない、ハーンの次の題材に

ついて、第三者から尋ねられ、発表前に口外され、さらには「油断のできぬ相

手」から揶揄されて、大谷を遠ざけた時期とも重なると考える（『父小泉八雲』

122-24、128-29）。 

『骨董』（1902）の表紙の装丁は、ハーンが小泉家の家紋にした「鷺」と、北

斎の浮世絵「鳳凰の羽」の合成されたものと考えられる。（図 70・74・75 参照） 

（前出図 70）                           （図 74）    

                                                

 

   

 

           『骨董』（1902）         ハーン家家紋『文学アルバム』86 より 

 

 

  （図 75 葛飾北斎 鳳凰図255 ボストン美術館） 

 

                        

 

 

また、『骨董』の一つ一つの話にそれぞれ同じ大小の挿絵が付いている。サイ

ンは“G. YETO”、“G.T.”、又は「片岡」である。256 ただし、「常識」と「蛍」

には署名が無く、「平家蟹」の挿絵のサインは丸い印のみ認められる。「餓鬼」

と「夢食い」にそれぞれ、「覚堂」「覚堂（笑醒）」のサインのある別の挿絵が特

別の紙で付られている。興味深いのは、「夢食い」において「北斎寫」と読める

サインが草にまぎれて書かれていることである。このように、ハーンの心の中

には、日本を去ってしまった、フェノロサ夫妻からの浮世絵の影響が色濃く残

っていたと思われる。 

本論文第 2 部第 3 章第 3 節において指摘したように、「餓鬼」は、ハーンが「ト

ンボ」にハイフンを使って“dragon-fly”と特別な表記をした表現が多発してい

る（182×２、185、197×3、199）。これは、ハーンがビズランドに暗号的に使用
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した表現である。257 同時に、終わりに「生まれ変わる自分が蝉やトンボ」（cicada 

or of a dragon-fly）や「蓮池の静寂の幽霊」（haunting…with some holy silence of 

lotus-pools.）よりましな存在であることを願う（199）。ビズランドとメアリー

を思わせる表記となっている。ハーンの内面では、いままでの人生の総括をす

る意識が働いていることを思わせる。 

    『骨董』が 1902 年刊であるのに対して、1904 年には、4 月に『怪談』と、ハ

ーンの他界直後に、『日本―一つの解明』が発表される。それまで、年 1 回のペ

ースの発行が、1903 年だけ飛ばされ、1904 年にまとめて 2 冊出版されている。

先行研究には、このことに触れたものが管見のかぎり存在しない。飛ばされた

1903 年は、ビズランドの自伝的著作『理解の灯』（A Candle of Understanding）

の出版年にあたる。この本は、ハーンに送られており、ハーンは手放しで、手

紙で賞賛している（Bisland 2: 506-07）。ハーンは、ビズランドに敬意を表して、

この 1903 年は、自分の出版を避けたと思われる。そして、『日本―一つの解明』

出版前に、それまでに蓄積した日本の再話を、全部『骨董』と『怪談』にまと

めて編集して出版したのであろう。この 2 冊に再話の傑作が集中しているのは、

そのことを物語ると思われる。この 2 冊に、雑多性が見られないのは、ハーン

の力量の発展であったというよりも、ハーンの身辺の事情を反映していると考

える。 

 

5. メアリーの作品に見るハーンの影響 

5. 1.『竜の絵師』に見るハーンの影響 

このハーンとメアリーの交流による影響に関して、伊藤豊は、メアリーにつ

いて、「作家としての旬は、実のところ『竜の絵師』の成功までで終わっていた。」

（72）とし、村形も「フェノロサ夫妻の文学的絶頂期とハーンとの友誼期間」

の一致を指摘する（Murakata 68）。ハーンが、メアリーの創作『竜の絵師』に

どのような刺激を与えたのかを見てみる。 

ハーンは、1904 年に他界しており、『竜の絵師』（The Dragon Painter 1906、

図 76）はその 2 年後に出版されている。筆者名は、それまでの、アーネストと

の共著に用いた、シドニー・マッコール（Sidney McCall）ではなく、本名であ

る。狩野永探（Kano Eitan、アーネスト・フェノロサが、狩野立信から与えら

れた名号）258 に献呈されている。 
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（図 76） 

The Dragon Painter（1906） 

 

 

 

 

テーマは、絵画の創作のインスピレーションである。あらすじは、以下の通

りである。 

 

     日本の、東京になって間もない江戸の有名な老絵師、狩野インダラ（KanoIndara）

は、妻が一人娘、梅子（Umè-ko）の出産で死んだ後、後継者 がいないままマタ

（Mata）という老女の使用人と崖の上に、暮らしている。そこからは、江戸の街

が一望でき、続く山頂には、お寺がある。九州の炭鉱に行っていた、狩野の友人

の安藤ウチダ（Ando Uchida）が、そこで野生的な天歳の孤児、「竜の絵かき」（Dragon 

Painter）のタツ（Tatsu）を見いだす。  江戸に招待されたタツは、自分の絵の中

には、「竜姫」（Dragon Maid、Dragon  Maiden）がいるという。タツと狩野は意見

が合わず、タツは帰ろうとする。 

    一計を案じた狩野は、引き留めて「竜姫」を見せると言って、梅子に灰色の着

物を着せ、竜の冠をつけさせて、座敷で舞を踊らせる。すっかり梅子が、タツの

求めていた「竜姫」だと信じこんだタツは、すぐにもと求婚する。マタは不満で

あるが、梅子は、タツに惹かれ、庭の臥竜梅（Crouching Dragon-Plum）に夜、手

紙を結びつける。結婚を認められたタツは、与えられた小さな部屋で未来の妻を

画布に描く。 

狩野の養子縁組みとなる婚礼が済むと、タツは梅子に夢中で、雪舟以来とされ

た腕があっても、全く絵を描かなくなってしまった。梅子は川岸の柳にもたれて

水面を見つめ、「もし一人になっても、父のために生きて」と苦悩する。この梅

子の苦悩をタツは理解しない。 

ある朝、梅子は枕に遺言を残し、姿を消す。川岸の柳の木の下に、梅子の下駄

が片方残っていた。その直後、タツは川に身を投げたが、川下で救助され、病院

に運ばれる。桜の季節、回復期間に、或る僧が、梅子の「この世に留まって、私

はこの世にいる。」という伝言をとどける。タツは老いさらばえた狩野とマタと
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仲直りする。タツの部屋には梅子の「御霊屋」（mita -
ママ

maya）259 が置かれ、タツ

は梅子の遺言通り、梅子の気配を感じ出す。位牌には戒名はなく、本名が書かれ

ていた。梅子の幻影を追って、タツは傑作を描くようになった。 

ある日、狩野の提案で、丘の上の寺の尼僧院に出かける。墓にいた尼僧の袖

から、手が伸び、それは、梅子であった。これは、大きなニュースとなり、これ

は一幅の傑作となるであろう。二人は九州に新婚旅行に出かけた。これは、9 日

の奇跡と呼ばれ260、このように実際に起きることである。 

 

『竜の絵師』のテーマは、歳能のあるタツが、竜姫を求めて傑作を描いてい

たのに、実際に結婚してしまうと、全く絵を描く動機が失せてしまうという、

芸術の製作動機に関わっている。 

アーネストの好んだ、ラファエル前派の、詩人、絵かきである、ダンテ・ガ

ブリエル・ロセッティ」（1828-1882）の唯一の短編小説『手と魂』に、製作動

機という点から通ずるところがある。（ロセッティと『仏の畑の落穂』の副題と

の関わりは第 2 部第 10 章第 2 節参照。）名声をほしいままにしていた画家が、

神の意向を意識したとたんに、傑作に見放される。そこに女神が現れ、「自分の

魂」に従って描けと命じ、それに従った画家は、傑作を残す、というプロット

である。この作品の題名が、ハーンの『仏の畑の落ち穂』の副題である「手と

魂の研究」として援用されている。261 ハーンは上述のように、アーネストへの

手紙の中で、メアリーに向けて、「あと 11 個もこんな話があれば」（Bisland 2: 383）

と嘆くほど、再話の題材捜しに苦しんだ。メアリーも同様に、詩や小説を発表

していて、この製作の悩みを共有できたであろう。アーネストは、イギリスで、

心臓発作で息を引き取る直前、メアリーの娘（アーネスト・スコット）にロゼ

ッティ」の「ブレスト・ダモゼル」を読んでもらっていた。山口はこれを「特

にダンテ・ゲーブリエル・ロセッティ」の詩を好んだという証言は、ラファエ

ル前派の美術運動に対するフェノロサの嗜好とも関連して興味深い」と指摘し

ている（『フェノロサ』下 298）。 

また、愛する人の製作のために、我が身を犠牲にするというプロットは、ハ

ーンの『中国怪談』（1887）所収の「大鐘の魂」（The Soul of the Great Bell）に

似る。 

文章中に、日本語をそのまま使用する手法が取られており、これは、ハーン

が、チェンバレンと異言語論争をして、一旦は受入れたものの、意識して使い
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続けた方法である（『事典』32-33）。ハーンと同じように、文脈から推測できる

ようにしたり、“or”として説明を付ることを施したりしてある。頻出するもの

の例として 

 

「 襖
fusuma

」（16、53、70、86､139､159、215、217、226、231） 

「障子
sh o j i

」（178、182、233、245） 

「雨戸
am a d o

」（74、84、233） 

「位牌
i h a i

」（93、101、211、213、221、225） 

「戒名
kaimyo

」（128、213、225、254） 

「冥 土
Meido-land

」（184、195、203、236） 

「まーッ
M a - a - a

！」（17、92、111、134、154） 

「かしこまりました
K a s h i k o m a r i m a s h i t a

」（49、66、216） 

 

等が挙げられる。 

登場人物では、「安藤ウチダ、又は、筑前の S.永探氏」（“Ando Uchida, otherwise, 

Mr. S. Yetan, of Chikuzen”）（104）とあり、アーネスト（永探）が、絵師を捜す

安藤ウチダに擬せられている。このように、この本は、夫に献呈されてはいる

が、異言語使用の手法はハーンから学んだもので、ハーンの顕彰を図った可能

性がある。 

注目すべき言葉遣いでは、安藤が長く東京を離れている内に、5 年も経って

しまい、久しぶりに狩野家を訪ねたとき、安藤は「時にはトンボの羽根がある。」

（“Time has the wings of a dragon-fly”）（イタリック中井）と表現し、ハイフン

のついた特別な表現がされていることである。第 2 部第 3 章第 3 節において前

述のように、チェンバレンは英語訳した『古事記』の、日本を表す「あきつ」

が、日本語では「トンボ」も意味することから、ハイフン付き表現をしている。

これを、ハーンが敬意を表しながら使っていたものである。ハーンは、『日本瞥

見記』vol.1（262-62）や、『東の国から』（64-65、72）、『日本雑記』（81-121）、

『骨董』（182、185、197、199）に意識的に使用している。262（本論文第 2 部第

3 章第 3 節参照） 

メアリーは、小説のこの場面で、「トンボ」の英語表現に入っている“dragon”

の部分がテーマとなっている「竜」であり、「タツ」の名や、「タツ」が「竜の

絵師」と呼ばれ、「竜姫」を捜していることと掛けて、縁語的にハイフン付きハ
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ーンの言葉遣いを援用したと思われる。メアリーはまた、チェンバレンの『古

事記』を読んでいたことが村形訳の『日記』に記されており（145、147）、十分

意識的であったと考えられる。 

さらに、ハーンの『骨董』（1902）の 後を飾った「夢食い」の「貘」に因ん

だ表現が見られる。ハーンが、日本では、「貘」が悪夢を食ってくれるという言

い伝えと、自分の屍体を破壊する夢で、「食ってしまえ、貘よ！私の悪夢を」と

叫ぶと、貘は「あれはいい夢だったのだ」と応える（Kotto 248-51）。これを引

喩して、『竜の絵師』では、使用人のマタが梅子を起こす時、梅子が「いい夢を

さますのはあなたしかいない」と言ったのに対して、マタが「貘が梅子の夢を

食った」と応える表現に生かされている（17-18）。 

このような検討を経ると、『竜の絵師』には、創作に身を削り、ミューズに身

を焦がし、志半ばにして逝ったハーンへの追悼の作品という意味が込められて

いたという可能性が出てくる。奇しくも、ビズランド編集の 初のハーンの書

簡集も、ハーンの長い伝記の部分を持っており、ハーンへの敬意の意味が強く、

メアリーの『竜の絵師』と同年に刊行されている。 

メアリーは、自分がアメリカに帰国してからのハーンの作品に、ビズランド

に対するハーンの強いあこがれを見ていたと考える。メアリーは、日本文学や

文化に通じていた、作家であった。ハーンの使用した、細かい技巧に気付いて

いたのであろう。これが、次章で述べる 10 年近く後の“Yugiri”に、ビズラン

ドを意識した草稿を書かせることとなったと思われる。 

『竜の絵師』で「タツ」が、「梅子」に惹かれるきっかけとなった舞の場面に、

ハーンの唱えた“Karma”（前世の因縁）のイメージが使われている。舞台は、

屋外が夕暮れを迎えた薄闇に、襖が開くと、ろうそくに照らされて動く光の中

に、灰色の着物に竜の冠をつけて、銀の扇子を持って踊る「梅子」はこの世の

者とも思われず、「タツ」は感動に身を震わせる。この時“Karma”が座敷に入

り込み、「梅子」は「一生ではなく多生にかけて愛を求める」と歌って、神によ

って「梅子ではなくて竜姫」となってしまったとする（53-55）。メアリーが、

アーネストとともに、学んでいた能を彷彿させる（『フェノロサ』下 190-228）。

恐らく、メアリーは、ハーンの信じていた“Karma”を、能の霊界を表す世界

の理解に使っていたのではないかと思わせる場面である。 
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（図 77 The Dragon Painter 1906 口絵 梅子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2.「夕霧お客さん」の自負 

メアリーは、ビズランドの『ハーンの生涯と手紙』に編集された手紙から、

ハーンのミューズが、ビズランドであったことを確認したと思われる。メアリ

ーは、晩年のハーンがビズランドへの手紙に「妖精の妹」（“Fairy God Sister”）

を連発していることを“Yugiri”( 1915 年から 1918 年執筆)の中で、5 回指摘す

る（104、105、111、113、113）。この点について、メアリーは、特に感想を述

べてはいない。しかしハーンの一雄への愛について、これほどまでに描ける作

家がいるだろうかと訝しがり、自分は今後『ラフカディオ・ハーンの人間味』

（“The Humanity of Lafcadio Hearn”）というタイトルで執筆することになるだろ

うと意欲を示している（銭本『へるん』27 号 113）。本文中には、ビズランド出

版『ハーンの生涯と手紙』への言及があり（104、105、111、113）、ハーンの死

後も、ハーンの生涯について、メアリーは関心を持っており、ビズランドの書

簡集にも注目していたと思われる。メアリーは、ハーンの一雄への慈しみにつ

いて言及するところから、少なくとも、子供についての親の情愛について、密

かにビズランドより、自分の方がもっとハーンの内面的本質を見抜いていたと

いう自負があったことを想像させる。 

ビズランドには、夫、ウェットモアとの間に子供はいなかった。メアリーは

初の夫、チェスターとの間に、1885 年に息子、アランが生まれるが、夫と死

別し、再婚したスコットとの間に、1892 年に娘アーウィンを出産する。アーネ

ストとリジーの間の子供とは、同居せず（長男カノーは 7 歳で死去）、メアリー

とアーネストとの間には子供はいない。このような複雑な家庭事情と、ボスト

ンのスキャンダルと夫の失職を、生き抜いたメアリーには、自分こそハーンの
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親としての情愛について、その内面を見抜いていたという自負があったと思わ

れる。アーネストとの共著ではあるが、著作『トゥルース・デクスター』はベ

ストセラーとなった。『竜の絵師』は、雑誌『コーリアー』の短編コンテストで

入賞し（伊藤 62、69）、1906 年から 1907 年にかけて「リトル・ブラウン社に

とってのスマッシュ・ヒット」となった（伊藤 71）。メアリーには、ハーンの

著作にメアリーの影響が表れていることへの確信もあったと思われる。しかし、

実際には、『ラフカディオ・ハーンの人間味』というこの執筆の計画は日の目を

見なかった。 

“Yugiri”は、夫、アーネスト亡き後、メアリーがハーンとの懐かしいエピソ

ードを書きとどめたのであろう。村形は、「恥ずかしがりやで、禁欲的隠者のハ

ーンを、フェノロサの居間に黄昏どきまで引き留めたのは、文学的興味や知的

関心ばかりではなかった。」と推測し、「特に、温かく、思いやりのあるアメリ

カ南部のもてなしと交際であった。」と、メアリーの歓待を推測する（Murakata 

68）。 

ハーンには、日本到着直後に、「目」について嫌な思い出があった。到着後、

すぐに、横浜のヴィクトリア公立学校の校長、チャールズ・ヒントン（1853-1907）

宅に奇遇したが、「片目だったため夫人に嫌われ家から追い出され」ている（宮

崎 184）。その時の描写をハーンは、メーソン宛の手紙の中で「F 夫人も貴方の

目が嫌いだ」と言われたことを書いている。263 村形はこの「F 夫人」を「フェ

ノロサ夫人」リジーと推定する（村形『形の文化誌』189）。アーネストがメア

リーという新妻と知り合う以前の出来事である。ハーンの日本到着早々のこの

体験は、ハーンのアーネストに会うことへのためらいになったであろうことは

想像に難くない。ビズランドは書簡集の「序」において、ハーンにとって、「そ

れほどひどくはないのに目の変形は絶えざる苦悩であった。瞳にかかる膜を、

特に女性が嫌悪すると思っていた」と書き（Bisland 1: 35）、後にメアリーはそ

れを引用している（Yugiri 104）。 

しかし、ハーンが実際に会ったメアリーは、ハーンの想像を覆し、温かく、

忘れ得ぬ人となった。メアリーは“Yugiri”において、「西インド諸島や、日本

のような孤立した場所を住み処として選ぶのは、そういう所の住人は、身体的

欠陥をもっていることを感じさせない傾向にあるからだ」、と気の置けない友人

に話したという（104）。ハーンが一番喜んだ友人関係とは、雨森の証言による

と、「『飾らない言葉』で話せる単純で、誠実、率直なつき合いを愛した」（Atlantic 
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516）という人間関係であった。メアリーはアメリカから来てはいても、ハーン

が以前経験したような、ハーンの目の欠陥を嫌悪するむごさを持つ女性ではな

く、苦労した人間として、温かかったと想像される。メアリーは、ハーンの死

後 10 年以上経っても、ハーンの記憶が薄れることはなく、回顧録をしたためる

人であった。 

 

第 3 部の結論 

ビズランドは、ハーン書簡集の編集で、メアリーのハーンへの影響の大きさ

を知り、表立たないように、日付に、手を加えたのであろう。ビズランド本人

への手紙も同様に、日付の変更や、削除がされている。良く売れたこの書簡集

は、ハーン、メアリー、ビズランド自身をスキャンダルから避けさせ、うるわ

しい家庭人ハーン像を作り出すことになった。 

しかし、それはハーンがメアリーから受けたインスピレーションや、ハーン

の日本での著作のシリーズに見られる転換点を覆い隠すことになった。 

奇しくも、ハーンの他界の 2 年後の同じ年に、ビズランドは、ハーンの書簡

集を上梓し、メアリーは日本の絵画界を舞台にした小説を発表した。ハーンは、

死んでもなお、人の心を動かしたと言える。 

しかし、ビズランドのスキャンダルを避けようとした「配慮」が、結果的に、

ハーンの日本での交際を通じた、一人の「人間」として温かさを追い求め、執

筆に苦しんで産み出した作品の歴史に潜む人間関係、ひいてはハーンの苦悩ま

でも「霧」の奥に置くことになってしまったと考える。 
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結論 

 

  ラフカディオ・ハーンが来日後 初に発表した『日本瞥見記』（1894）から

『日本雑記』（1901）までの 8 冊の内容は、所載の小作品間に統一性がなく、そ

の小作品そのものにも一貫性を欠くことが多い。本論文は、この「雑録性」の

原因を解こうとすることが、問題意識の出発点であった。 

 ハーンの諸著作の「雑録性」は、ハーンの文学の本質をなす一要素であり、

これを解明することをめざそうとした。そのために、第一に、ハーン文学形成

に大きな役割を果たしたとされる小泉セツに注目した。 

本論文の第 1 部は、ハーン文学の形成において、セツの果たした役割を事実

に基づいて追跡した。その結果、セツの果たした役割は、従来の諸説とは違い、

限定的なものであることを明らかにした。セツは、日本の生活、文化、ひいて

は古来の伝承、物語に対する日本人の感性を、ハーンに直接的に伝えるインフ

ォーマントとして役割を果たした。 

また、ハーンの『書簡集』や長男一雄の証言、妻セツの「思ひ出の記」の執

筆事情、再話の原話を三成重敬がどう助けたか、雨森信成の英語追悼論文の示

すハーンの執筆意識を確認した。そしてチェンバレンによるハーン評価につい

て、その内容がハーン研究史において誤解されてきたことを指摘した。 

本論文はこのことを確認した上で、第二に、ハーン文学の形成に動力とした

働いた要素を、雨森がつかんだ「真夜中にこの世のものとは思われない何物か

と交信しているかのように見えた」ハーンの執筆態度（Atlantic 524）と関わっ

て、ハーンの手紙に表れるエリザベス・ビズランドに対する愛の表明に着目し

た。ビズランドが、ハーン没後に、その手紙を 2 巻本の『書簡集』として 2 年

で仕上げ、その伝記的「序」で、10 年の文通中断に触れることなく、「生涯途

切れることなく続いた親友」と書いたことに、二人の文学上の強い繋がりを推

測した。 

本論文の第 2 部では、これを手がかりとし、ハーンの『日本瞥見記』以下の

著作とビズランド著『7 段階』、『理解の灯』を、その作品について詳細に比較

分析した。ニューオーリーンズ時代のハーンとビズランドの作品の交流を中心

に詳細に調べた。また、本論文の提起する「暗号」の解釈の妥当性を検証する

ために、日本時代のハーンの作品やそこに使われている言葉を周到に注意して

検討した。 
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本論文が「暗号」と考えたテーマは、例えば、「トンボ」「富士山」「メカジキ」

「赤猫」「火の粉」「流木」等であり、連続して続いているテーマと考えて論じ

た。また、その他に「墓」、「アメジスト」、「停車場」、「日本絵画」等も、ハー

ンとビズランドがお互いに理解できる「暗号」であったと思われる。今後、な

お詳細に調査する余地がある分野である。こうした「暗号」を秘かに含ませる

技巧が、日本時代におけるハーンの文学の「雑録性」を促進したと考える。 

このように、本論文の第 2 部は、ハーンの執筆の大きな動力の一つが、太平

洋を越えてアメリカに住む、ハーンにとってのミューズ（芸術の源泉）に存在

したことを明らかにした。ハーンの諸著作は、ビズランドに対する日本に関す

る報告の性格をもつものであり、また秘められた「暗号」を含むものでもあっ

た。ハーンの文学における「雑録性」は、そのことが招いた一つの結果であっ

た。そしてビズランドからも、『理解の灯』や『書簡集』「序」においてその理

解の反映が見られた。 

本論文の第 3 部は、東京時代のハーンが、僅か 2 年の交流を持ったフェノロ

サ夫人メアリーによって、執筆の動力を得たことを論じ、その影響を検証した。 

上記の三人の女性について言えば、日本人の妻セツは、家庭を守り、4 人の

子供を育て、ハーンの執筆環境を整え、日本人の感性を伝えた。立派にインフ

ォーマントの重要な役割を果たした。また、僅か 2 年の交流を持ったフェノロ

サ夫人メアリーからも、ハーンは日本を捉えるインスピレーションを得たこと

が覗えた。しかし、一貫しては、ハーンはビズランドに向けて執筆し、「生涯を

通じて途切れることのなかった親友」であり、彼女こそがハーンの文学・人生

における、変わることのなかった執筆を促したミューズであったことを、本論

文は明らかにした。 

本論文は上記のように、ハーンにおける、三人の女性のそれぞれの役割を明

らかにすることができたと考える。 

ルドルフ・マタスの証言のように、ハーンの文章を見抜く力は並外れていた。

また、雨森信成が見抜いたように、ハーンは、一旦感覚が納得できるや、あら

ゆる努力を費やして表現した。太平洋がビズランドと 14 年間隔て、ハーンが二

度とビズランドに会えなかったことは、ハーンにとって深い苦悩であったと思

われる。しかしまた、そのことによって、ハーンは自分のミューズに向けて、

無比の執筆能力を発揮することができたと思われる。 
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本論文は、「雑録性」を解きほぐすことによって、ハーン文学の本質の一端を

明らかにし、ハーン文学の動力の存在（ミューズの存在）、ハーンを取り巻く人

間関係における諸事実を追究し、明示したものである。 
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京：恒文社、1988 

『ラフカデォ・ハーン著作集第 14 巻』斎藤正二責任編集、東京：恒文社、1983 

『ラフカデォ・ハーン著作集第 15 巻』斎藤正二責任編集、東京：恒文社、1988 

『和文規範』巻四（1884）（2016 年 10 月 21 日 閲覧） 

<http://dc.lib.hiroshima-u.ac.jp/text/detail/83520141210155401> 

「Vestal」Haruka1988otaru「私的覚え書群」（2012.3.23.掲載、2017 年 2 月 16 日

閲覧）<http://yondahon-no-shitekina-oboegaki.blogspot.jp/2012/03/vesta.html> 
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1 Bisland の発音は、日本の研究では「ビスランド」とするが、アメリカでの発音が

「ビズランド」であるため、本稿では、なるべく実際に近い発音のカタカナ表記を採

ることにした。ハーンは、1891 年 10 月付、ヘンドリック宛の手紙で、ビズランドの

結婚について述べた後「中学校の生徒が英語の名前を教えて欲しいとの要望に応えて、

私がどれほど彼女の名前を黒板に書いたことかを、彼女が知ってくれたらと思う。生

徒達は、私に続いて可愛らしい日本語なまりと舌足らずで『エィリーザベット・ビィ

ースラン』（“Aileesabbet Beeslan!”）と発音するのです。」（Bisland 2: 62 イタリッ

ク-ハーン）と書いているが、これは、なまって舌足らずな例と考える。実際には「ズ」

と濁ると考えた。長谷川洋二『八雲の妻』も「ズ」を採用している（239、242、267、

270、271-74、277-85、296、298）。 
2 戸籍上は「セツ」である。長男、小泉一雄著『父小泉八雲』に「母の名を節子と

書く人が多い。母自らも斯く書いているが、戸籍面ではセツである。」とする（152）。

ハーンの曾孫、小泉凡は「『セツ』という名は、節分に生まれたことにちなんでつけ

られたという。ただし、本人はのちに、セツ、せつ、せつ子、節、節子と、時と場合

に応じてさまざまに使い分けている。」とする（『事典』217）。本稿においては、引

用は、「節」または「節子」と、引用元の本文のとおりに使用する。  
3 「イースター・エッグ」とは、もともと、キリスト教文化圏で行われている、イ

エス・キリストの復活を祝う行事「イースター」（復活祭、）に使われる卵である。

子供が、庭等に隠されている前夜に兎が産んだとされる卵を捜したり、ゆで卵に模様

をつけたりして遊ぶ。 近の用語法では、主に、ゲームや DVD などで、画面の目立た

ない場所に小さく置かれた、本筋から離れた、何らかのメッセージを指す。この用語

は、 近のメディアの発達に伴った用語と思われる。ちょうど、画面や文脈にヒント

が隠されているのが、イースターの卵と似ているところから付られた用語である。卑

近な例では、ヒッチコック監督が通行人として、登場したり、日本の昔話の登場人物

を使った CM の暗がりに一寸法師がいたりするものである。以下を参照。Easter Eggs 

（2016 4 29 閲覧）<https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_egg_(media)> 
4 ハーンのシンシナティ時代の新聞記事は、ジョン・ヒューズによって、439 編が

丹念に集められ、その内 50 編が掲載されている。（Hughes, Jon Christopher, ed. Period of 

the Gruesome: Selected Cincinnati Journalism of Lafcadio Hearn. Lanham, New York, and 
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London: UP America. 1990. Print.） 
5 ニューオーリーンズ時代のハーンの記事は、チャールズ・ハトソン（Charles Hutson 

1840-1936）によって次に示す、編集された 3 作品から知ることができる。① Fantastics 

and Other Fancies by Lafcadio Hearn. 1914. Boston; New York: Houghton Mifflin, 1926. Web. 

25 Jan. 2016. ② Creole Sketches by Lafcadio Hearn. 1924. Boston; New York: Houghton 

Mifflin, 1926. Web. 25 Jan. 2016. ③ Editorials by Lafcadio Hearn. 1926. Boston; New York: 

Houghton Mifflin. Web. 25 Jan. 2016.  
6 それまで、一年に 1 冊だった、ハーンの出版が 1903 年を飛ばして、1904 年に 2

冊『骨董』（1904 年 3 月序に署名）、『日本』（1904 年 9 月 26 日の逝去に出版が間

に合わなかった）となったのは、その理由が次のように推測される。ビズランドは 1903

年に『理解の灯』を上梓し、ハーンに送り、ハーンも返事を 1903 年 12 月に書いてい

る（Bisland 2: 506-07）。この年、ハーンはビズランドに敬意を表して、自分の出版を

次の年に延ばし、1904 年に 2 冊の出版となったと考えられる。 
7 以下、英文の翻訳は、断りのない限り中井による。 
8 10 年間には、一雄の誕生直後と、一雄の写真をめぐるやりとりがあったことが『書

簡集』に見られる。そのため、厳密にいうと、10 年間の音信不通とは言えない。ただ

し、1900 年から文通が頻繁になるし、研究史上、再開と見られている手紙には、長い

間の沈黙を破った感激にあふれている。本稿は、一応 10 年間の文通の空白期間という

通説を前提に論を進める。詳しくは、第 11 章第 3 節参照。 
9 後に平井呈一『全訳小泉八雲作品集』第九巻（1964）、平川祐弘編『小泉八雲 回

想と研究』（1992）に収録されている。 
10 一雄はこの箇所で、チェンバレンと雨森の援助についても同様に確たる記憶がな

いとしている（『父「八雲」を憶ふ』169）。 
11 雑誌 Cosmopolitan 誌は、日本語では『コスモポリタン』と発音されるが、本稿で

は実際に近い『コズモポリタン』と表記することとする。 
12 ハーンは「なぞらえる」（“nazoraȅru”イタリック、ハーン）を、『怪談』「鏡

と鐘」で、日本人の考え方として、「代用、イメージ、対象または他への働きかけ、

結果的に奇跡を生む」と詳しく説明し、例として、「寺への小石の寄進」「丑三つ時

参り」を挙げている（57-58） 
13 『へるん』21 号「せつ子の『思い出の記』と三成重敬」によると、後藤 昂

のぼる

は、

1934 年から約 6 年間三成重敬（1874-1960）の傍らにいて生活をともにしていたので、
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三成から得た情報を書くことが出来たとする。後藤は「戦後、節子を『日本婦人の亀

鑑』とする映画の製作が試みられた。その脚本を読んで三成は反対し、これは不成立

となった。それ丈、三成は節子をよく知っていた。」と、セツをよく知る三成が彼女

を「日本婦人の手本」と考えられなかったことを仄めかしている（『へるん』20 号 5-6）。

『小泉八雲事典』によれば、「ハーンの生涯や作品の映画化」は 1964 年の小林正樹監

督『怪談』が 初である。それ以前の映画化は「いずれも実現しなかった。」とある。

1950 年に東宝映画が「小泉八雲」の企画発表、松江市が「美しき日本の妻」のシナリ

オを作成、1952 年には「小泉八雲」の私案ができたがすべて作品化されなかったとあ

る（『小泉八雲事典』81）。 
14 本論文の筆者、中井孝子もこの地人会による公演を名古屋で観賞した。 
15 真鍋晃―ハーンが 1890 年 4 月 4 日に来日してすぐの 4 月上旬に鎌倉にある、江

ノ島や鬼子母神を訪れたときや、松江赴任のとき同行した通訳である。『日本瞥見記』

に Akira として登場する（29、37、62、65、72、73×2、105×2、110×2、111×2、112、122）。 
16 西田千太郎（1863-1897）。ハーンが 1890 年 8 月 30 日に松江中学に赴任したと

きの教頭で、ハーンを通訳や、研究面で献身的に支えた。ハーンの来日第 2 作は、西

田に捧呈されている。 
17 雨森信重（1858-1906）。『心』（1896）所収の「ある保守主義者」のモデルで

ある。福井藩に生まれ、藩校において、英語、独語、仏語を学ぶ。1882 年から 1887

年、西洋を遍歴後、日本に帰国した。ハーンの親友として、主に仏教の教義の相談に

乗った（『小泉八雲』事典 19-20、26-27）。森亮が「ある保守主義者」のモデル説を

称え（『小泉八雲の文学』70-71）、平川祐弘が『破られた友情』「日本回帰の軌跡―

埋もれた思想家、雨森信成―」において、雨森について詳しい論考を発表した。（第

2 部第 7 章参照） 
18 平川祐弘『破られた友情』（1987）は、「ハーンは十四年間の日本滞在中に十三

冊の書物を著した」と、13 冊と数える（168）。これは、 初の『日本瞥見記』が 2

冊編集であったことと、没後の『天の河縁起』（1905）とを数に入れたことによると

思われる。 
19 「再話」は、翻訳家平井呈一が名づけたハーンの創作手法である。“retold tales” 

“twice-told stories”を意味し、「明らかに原典があって、その原典を語り直した作品」

の呼び名として定着している。平井呈一訳『全訳小泉八雲作品集』第九巻の「八雲と

再話文学」に平井自身による詳しい説明がある（638-43）。平井の英語での定義「語
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り直し」よりも実際には「ハーン版」（“create Hearn’s version”“revive Hearn’s own version”）

に近いと中井は考える。 
20 「ヘルンさん言葉」については、金沢朱美は「『ヘルンさん言葉』再考」におい

て、「ハーンによる統語法の平易化、単純化は一定の法則をもっており単なる『片言』

ではない。」と分析する。（14） 
21 原話について、中田賢次は、田部隆次が『 小 泉

ラフカディオ

八雲
・ヘルン

』（初版 1914）において

初めて指摘したとする（135）。 
22 小泉一雄『父小泉八雲』において、ハーンが自分の名のラフカディオから「カジ

オ（梶夫）」と命名したかったが、母が「梶」が芝居や浄瑠璃の敵役の「梶原」を思

わせるし、「火事」と同音だからと反対し、ハーンが英国人だから「英雄
ヒデオ

」を主張し

た。これには、ハーンが、自分は英国人ではないし、Hideous に語呂が似ていると反対

した。結局「平凡なる一匹の雄、即ち一雄と命名」されたと言う（208-09）。 
23 小泉一雄は『父小泉八雲』において、「父は母に英語の單語（それも名詞が主）

を多少は教えたが、遂ぞスピーキングは諦めて教えようとはしなかつた。」（118）と

する。 
24 「簒奪」は、西成彦の論文を池田の要約した表現である。「簒奪」の意味すると

ころは、西の論文についての後述を参照。 
25 本稿は、西成彦「語る女の系譜」『比較文學研究』第 60 号によった。 
26 1881 年末、ニューオーリーンズの新聞『タイムズ』と『デモクラット』が合併し

てできた『タイムズ・デモクラット』紙の編集長。ハーンを『アイテム』紙から文芸

部長として迎えた（『事典』556）。弟のマリオン・ベイカーとハーンとビズランドは

1884 年の夏グランド島で過ごした。 
27 小泉一雄は『父小泉八雲』において、「アシスタンツ」の項目のもとに、雨森を

論じている（121-22）ことを指す。 
28 フェリス・グリーンズレットは、1902 年からアトランティク・マンスリーの副編

集長になっている（American Antiquarian Society）。1905 年に『天の河縁起』の序を書

きまた、1911 年に、ハーンのニューオーリーンズ時代の作品を収集して『ある印象派

の日記から』（1911）を刊行している（Greenslet 15）。平川はこれを「1905 年当時、

ボストン文壇で非常な影響力のあったグリーンズレット」と抽象的に表現する（191）。

本稿では、具体的には出版の編集に関わったことが判明したことを報告したい。 
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29 小泉一雄『父小泉八雲』によると、雨森の急逝後、当時の令弟が、セツを訪ねて、

ハーンと雨森の往復書簡の出版を提案されたが、「『いずれマクドナルド氏のご意見

も伺ってから』との事で是は実現しなかった」とある（83、平川『破』174）。 
30 ハーンが材料提供について他人に漏らさないことを望んだことは、『父小泉八雲』

にも描かれる。大谷正信が、「例えば虫類に關する詩歌、佛教より出發せる俗諺、日

本女性の名、薫香に就ての文獻等の調査英譯」を献身的に手伝いハーンの信頼を得て

いたが、ある警戒していた人物から大谷以外には知り得ない、今後発表する論につい

て聞かれ、（122-124）「父の晩年には破門の如き形」（96）であったとする。 
31 この引用部分の直前は、雨森がハーンを「蓮」に喩えた、前ページにある箇所が

引用されている（Atlantic 523）。本論文第 2 部第 4 章第 8 節参照。 
32 “vestal fire”については、「“Vesta”には、ローマ神話で燃えている囲炉裏の女神。

形容詞の Vestal には純潔な、処女のという意味がある。古代ローマでは、ベスタ女神

に身を捧げて、聖火（Vestal Fire）を絶やさないように守る役割を四人（のちに増えて

六人）の処女が担っていた。彼女たちを Vestal Virgin と呼んでいた。」ことを参考に

考えた（Vestal. Haruka1988otaru「私的覚え書群」より。2012.3.23.掲載、2017 年

2 月 16 日閲覧。http://yondahon-no-shitekina-oboegaki.blogspot.jp/2012/03/vesta.html>）。 

文脈からハーンの「家庭的風貌」からは、「純粋な女神の灯」が意外性をもって雨森

に受けとられたと解釈して、この訳を施した。なお平川『破られた友情』は「聖火の

ような浄い情熱」（191）、仙北谷『小泉八雲 回想と研究』は｢古代の聖火ような火が

絶え間なく燃えていた。｣（125）と翻訳している。 
33 ハーンの言う「兄弟」は平川の「ハーンの文章作法がモザイクに似て部分部分を

完成してそれを集めて一個の作品に化する技法」と述べている「モザイク」の「兄弟」

と考えられる（『破られた友情』228）。また、アイテム時代の『気まぐれ草』所収の

「小さな赤猫」と、『東の国から』の「横浜にて」と、『骨董』「病的なもの」の 3

作品の猫の登場に、形状や内容のつながりが認められる。 
34 1923 年の関東大震災で多くの書物が灰燼に帰したことにを危惧した小泉家では、

ハーンの死後に残された書籍の確実な保存先への委譲を、ハーンの弟子田部隆次を通

じて交渉した。田部隆次の兄、南日恒太郎は、1879 年に馬場はるの寄付で創立された

県立の七年制富山高等学校の初代校長であり、良教師を招くためにと委譲を申し出た。

（『事典』561-62）これが、現在の富山大学付属ヘルン文庫の前身である。 
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35 玉木

たまき

光栄
あきひで

（1886-1971）は、セツの従姉、錬
れん

の息子であり、三成重敬とは実の従

兄弟であり、セツが頼った法学者梅謙次郎とは義理の従兄弟に当たる。 
36 1896 年 4 月 22 日付『九州日日新聞』の記事の再話。平川祐弘（『小泉八雲―西

洋脱出の夢』）と丸山学（『丸山学選集文学篇』）の実際に事件を目撃していないと

いう説と中村青史（『ラフカディオ・ハーン再考』）による実際に体験が可能であっ

たという説に分かれる（『小泉八雲事典』387-89；『ラフカディオ・ハーン再考』216、

304）。田部は『小泉八雲』において、セツ言「ハーンの実際の体験であった」を信じ

ている（231）。 
37 田部隆次は『小泉八雲』において「門つけ」とする（231）。本論文では長谷川

洋二『八雲の妻』に依って、「門づけ」とした（170）。 
38 富山大学「ヘルン文庫」は、保存状態の良い本についてはデジタル化が完了して

いるため確認が可能である。『今昔物語』、『百物語』、『増補校正梅花心易掌中指

南』、『仏教百科全書』はデジタル化されていないため活字本かどうかは、図書館司

書を通じて確認していただいた。 
39 「ヘルン文庫」のカタログに渡瀬庄三郎『螢の話』東京：開成館、明治 35（1902）

ことと一致する（）119。 
40
『八雲の妻』は、セツの働きを「健気に書物に取り組み、奮闘した。そして読ん

だ話を『語る』技量を高め、驚くべき域に達したことが、資料から推察される。」（213）

ことを証明する意図で書かれている。本論文は、その「証拠」が却って、版本を渉猟

するレベルとほど遠いことを、はしなくも表してしまっていると考える。 
41 今村郁夫「ヘルン文庫の和漢書」に、調査報告がある（『富山比較文学』vol.3）。 
42 『父小泉八雲』に、セツの出雲方言についての言及がある（147）。 
43 何故雨森であるのかの理由は示されていない。長谷川がここで指摘する、ハーン

の「アシスタント」は、一雄が『父小泉八雲』で「アシスタンツ」とした人物の中か

ら、折戸徳三郎、雨森信成、大谷正信選んで踏襲していると考えられる（121-134）。

私は、以下の議論で長谷川洋二『八雲の妻』に言及したが、『八雲の妻』には、論拠

となる出典や参考資料が全く示されていないため、追跡できないものがある。 
44 長谷川は「再話の工房を示す『小ノート』（染村コレクション）」（229）とす

るが、今のところ所在について不明である。 
45 参照したのが、ハーンなのか、セツなのか判然としない書き方がされている。 
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46 ただし、「お化けの歌」については一雄の証言で、『狂歌百物語』と思われる「所

謂江戸趣味の黄表紙の三冊物」をセツが古本屋で見つけ、ハーンが喜び、セツの読む

のをローマ字で写し取った逸話を『小泉八雲手稿本 妖魔詩話』（1934）「序」から引

用している（232-33）。 
47 小泉清（1899-1962）は、ハーンの三男。三成の葬儀の日に自死している（『小泉

八雲事典』616）。「清が美校在学中、（中略）兄と母に勘当された時、温く同情し力

をつけた」三成は、長年にわたって清を経済的、精神的に援助してきた。（後藤昻「小

泉清の死」『へるん』20 号 5-8）。 
48 一雄が『父小泉八雲』（1950）において、「小泉家では 初三成さんと呼んだが、

後には來訪の際は客間に通さず必ず、奥の室へ招じたので、何時しか誰云うとなく奥

野先生と呼ぶに至った。」ことを受けていると思われる（137）。 
49 Writings of Lafcadio Hearn がビズランドの編集であることが印刷されていない。

出版社のホートン・ミフリンからの情報によって、ビズランドの編集であることが、

ウェブサイトで知ることができる。16 巻すべて 750 部の限定出版である。以下を参照。

Writings of Lafcadio Hearn. by Hearn, Lafcadio, 1850-1904. Wetmore, Elizabeth Bisland, 

1861-1929. Published 1922. Web. June 29 2016. 
50 言語と概念発達の関係を心理学として研究したロシアのレフ・セメノヴィッチ・

ヴィゴツキー（1896-1934）は、書き言葉について「書き言葉においては、われわれは

同一の思想の表現のために話コトバにおけるよりもはるかに多数の単語を使用しなけ

ればならない。だから、書きコトバは、もっともコトバ数の多い、正確なくわしい言
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

語形式である
、、、、、、

。そこでは、話コトバのなかでは語調や状況の直接的知覚によって伝え

られるものが、コトバにおいて伝えられねばならない。」と定義する。（傍点ヴィゴ

ツキー『思考と言語』下 312）。本論文はこの考え方に基づく。 
51 西田千太郎（1863-1897）。結核に冒されていながらも、ハーンを渾身で支えた。

『東の国から』（1895）は、西田に捧呈された（『小泉八雲事典』428-30）。 
52 篭手田安定―（1840-1899）。ハーンを松江尋常師範学校、松江尋常中学校の教

師として迎え入れた島根県知事。挨拶に訪れた知事室での「死ぬまで彼を愛するだろ

う」という第一印象が『日本瞥見記』「英語教師の日記から」に描かれる（431;『小

泉八雲事典』240-41）。 
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53 ミッチェル・マクドナルド（Mitchell McDonald 1853-1923）。米国海軍主計官。

ビズランドの日本訪問時の縁で、ハーンも来日後、即、訪問した。ハーンの生前と没

後を通じて支え続けた（『小泉八雲事典』591-93）。 
54 田村豊久―（1866-没年不詳）。1890 年から 1893 年まで、東大哲学科で学び、1893

年から 1895 年まで哲学を聴講する。1896 年ハーンは東大赴任前に松江を訪れる旅に

同行した。1897 年に、松江中学から浜松中学に転任し、ハーンの焼津の海水浴場を教

えた（『小泉八雲事典』366-67）。 
55 稿者は鈴木敏也が『近代國文学素描』で既に指摘するとおり、『臥幽奇談』の「先

蹤」と考える（114）。『御伽厚化粧』では耳を切られる場面がないからである。 
56 長谷川も、原典に「開門」と叫ぶ場面のないことを指摘している。長谷川の解釈

は、「セツの語りの中の『門を開け』に、ハーンは異議を唱えたのである」と、「バ

レット文庫」所収の 15 葉の草稿とは別の「中間段階」を示す草稿 5 葉にある「頑丈な

観音開きの門の絵」が念入りに描かれていることを紹介している（223-24）。 
57 牧野陽子が「異言語使用論争」として、1893 年に、チェンバレンが、ハーンが作

品中に日本語をそのまま挿入することを批判したことに、ハーンが防戦したことがあ

ったことを指摘している（『小泉八雲事典』32-33）。ハーンはその後も、英語の読者

に、文脈から意味が分かる工夫をして、日本語の語感を生かした、衝撃感を与える表

現選択することを実行している。 
58 一雄は 1904 年ハーンの死の 5 ヶ月前の 4 月に、大久保小学校 4 年に編入した。

それまでは、ハーンが朝夕教えていた（『小泉八雲事典』28、198-99）。中学校には

1908 年、ハーンの死の 4 年後に入学し、1910 年に終了している（『小泉八雲事典』214）。

即ち、一雄が三成を「亞父三雲」「默庵居士」と呼んだのは、ハーンの死後、4 年か

ら 6 年後であった。 
59 ヨネ・ノグチ（野口米次郎 1875－947）18 歳で渡米して、詩人ウォーキング・ミ

ラーから詩を学び、欧米で詩人として名を成す。ハーンの死の直後に帰国した（『小

泉八雲事典』 472-74）。ビズランドが『書簡集』に「ヨネ・ノグチは「ハーンを失う

ぐらいなら、旅順港の軍艦二・三艘を失ってもかまわなかった。」（Yone Noguchi wrote : 

“Surely we could lose two or three battleships at Port Arthur than Lafcadio Hearn.”）と述べた

ことを特記している（Bisland 2:159）。 
60 後藤昻自身は「私は昭和九年から約六年間、三成の傍らに居て生活を共にしたの

で、若干、その前後について知る事が出来た。」とする（『へるん』21 号 11）。 



369 

 

 

                                                                                                                                               
61 1897 年から「東京帝国大学」が正式名称である。 
62 外山正一

まさかず

（1848-1900）。初代帝国大学文科大学長となり、ハーンを東京帝国大

学に迎えた（『小泉八雲事典』410-11）。 
63 井上哲治郎（1855-1944）。1903 年に、ハーンを解雇した時の文科大学長であっ

た（『小泉八雲事典』53-56）。 
64 梅謙次郎（1860-1910）。セツの遠縁に当たる法学博士（1891）。松江に生まれ、

神童と呼ばれる。セツの遠縁にあたる。1885 年東京大学法学部の教員となり、フラン

ス、ドイツ留学を命じられ、1890 年に帰国し、1891 年東京帝国大学法科大学長となり、

1903-1910 年、法政大学初代総理を勤めた（『小泉八雲事典』78-79）。ハーンが信頼

を置き、ハーン逝去直前にも遺言を書き残している（『 小 泉
ラフカディオ

八雲
・ヘルン

』171-72）。 
65 この箇所を三成はハーンの死の当日の様子にも使用していることを前述した。 
66 『日本―一つの解釈の試み』（Japan: An Attempt at Interpretation 1904）のこと。

扉紙に「神国」の文字がある。校正を送った後、ハーンは他界し、著作を手にするこ

とはなかった。アメリカの大学の講義のために執筆し、ハーンの「卒業論文」と言わ

れている（『父小泉八雲』146、189、249） 
67 藤崎八三郎（旧姓小豆澤

あ ず き ざ わ

1875-1951）。ハーンの松江中学での教え子。ハーンの富

士登山に同行する。日露戦争に従軍中にハーン生前の 後の手紙を受け取る（『小泉

八雲事典』520-23）。 
68 平川『破られた友情』による萩原朔太郎の引用は、ほとんどの部分が「思ひ出の

記」からの情報である（136-138）。 
69 以下の記述が続く。（Supplement to Transactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. 

X.）  
70 詳しくは、拙稿、『英文學研究 支部統合号 Vol. VII』（2014）“A Reinterpretation 

of Hearn’s Unusual Subtitle”（124-25）を参照されたい。 
71 詳しくは 2015 年の『日本英文学 Proceedings』の拙稿「ハーンの一生は、悪夢に

終った―チェンバレン発言の再検討」を参考にされたい。 
72 7 人の作家は、 

Robert, Lovis Stevenson. A Chuld Garden of Verses.  

Francis Turner Palgrave. The Children’s Treasury of English Song. 

Andrew Lang. The Nursery Rhyme Book. 

Anderson’s Works. 4vols. 
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Grimm. Household Stories. 

Joseph Jacob. The Fables of Aesop. 

Rudyard Kipling. Just so Stories. 

である（『父「八雲」を憶ふ』230-31）。上記の本はヘルン文庫目録に見つけられな

いので、小泉家にあると考えられる。 
73 この手鏡はハーンの『東の国から』「博多にて」のⅢに描かれる「松山鏡」を思

わせる（81-84）。母を亡くした娘が、鏡に移した自分を母と思って偲ぶ話である。こ

の話は 1886 年出版のジェイムズ夫人訳述の縮緬本や（石澤 37）や、W・E・グリフィ

スの『日本のお伽の世界』（Japanese Fairy World）に似た話が採用されている（286-88）。

ビズランドは何らかの感慨を持って贈ったと考えられる。「松山鏡」とビズランドの

プレゼントを関係づけた研究には、出会っていない。 
74 ハーンは、この時のヒューズ女子訪問のことを大学の陰謀による回し者と思って、

1903 年 8 月 23 日付ビズランドへの手紙に書いている。ただし、『書簡集』では削除

されている（関田『知られざる』181-82）。 
75 平川による同様の指摘がある（『破られた友情』35）。 
76 ハーンは 2 回目の心臓発作を起こした、1904 年 9 月 19 日さえ、ハーンは梅博士

宛に急いで遺言状をしたためていることが「思ひ出の記」のメモにも三成による出版

にも書かれている（田部 171-72; 関田『へるん』29 号 123; 後藤『ヘルン』19 号 6）。 
77 長谷川は、ジョナサン・コット『さまよう魂』（Wondering Ghost）を引用してハ

ーンの『仏領西インド諸島の二年間』に登場する、シシリアというクレオールの中年

女性について「忖度」を無意味としながらも、疑いの存在を指摘している（136-37）。 
78 ビズランドは、ハーンの死後の、ハーンの生涯を表す断片集『天の河縁起』（A 

Romance of the Milky Way）が、彼の作品の総決算であると指摘する。ビズランドは、

後の断片の 3 ページが「幻想」（Illusion）と名づけられたと述べるが『天の河縁起』

内には見つからなかった。（After his death were issued a few of his last studies of Japan 

under the title of “A Romance of the Milky Way ,” and these, with his autobiographical 

fragments included in this volume, conclude his work. The last of these fragments, three small 

pages, is named “Illusion”: ―）（Bisland 1: 159）。 
79 この手紙の出典が明記されていないため、現在調査中である。 
80 一雄の捉えた『書簡集』編集にビズランドが選ばれたいきさつについては、第 1

部第 10 章で引用した（『父小泉八雲』75）。 
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81 『秘密の生活』に、著者名がないことは、『南部文学叢書』で「匿名」（“appeared 

anonymously”5772）とあるため、知られていると思われる。しかし「匿名」にした理

由について考察した研究は、管見のかぎり存在しない。The Secret Life: Being the book of 

a Heretic. New York and London: John Lane, 1906. Web. June 17 2016.  

<https://ia800200.us.archive.org/5/items/secretlifebeing01bislgoog/secretlifebeing01bislgoog.

pd>f 参照。   
82 工藤は本文中に「第 17 巻」としているが（120-21）、「第 13 巻」の誤りである。

ただし、「主要参考文献」では、「vol. xiii」（第 13 巻）と記されている（394）。 

Library of Southern Literature. Ed. Charles William Kent. et al. Alabama: Martine & Hoyt. 

1907. Web. Jan. 8 2016.  

<http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015016459409;view=1up;seq=19> を参照。

この全集は、全部で 17 巻である。 
83 以下の 5 冊である。The Japanese Letters of Lafcadio Hearn （1910）、The Case of John 

Smith（1916）、The Truth about and Other Matters（1927）、Three Wise Men of the East

（1930）、Seven Wise Men of Greece（1930）。 
84 本論文の『南部文学叢書』第 13 巻「ビズランド」の項の要約は、工藤著『夢の

途上』（122-29）と重なる部分がある。本稿の訳は中井による。  
85 工藤によると、タイムズ・デモクラット紙は 1881 年末にタイムズ紙とデモクラ

ット紙が合併されて出来た新聞であるため、「タイムズ。デモクラット、アイテム」

紙のいずれかであろうとする（125-57）。ティンカーによると、タイムズ・デモクラ

ット紙第 1 号は、1881 年 12 月 4 日発行となっている（Tinker 150）。 
86 グッドマンも同じ指摘をしている（387）。 
87 Jonathan Cott 1942 年生まれのニューヨーク在住の作家・詩人。1991 年刊の『さま

よえる魂―ラフカディオ・ハーンの生涯』（Wondering Ghost: The Odyssey of Lacadio 

Hearn）がある。 
88 工藤は、「死者の愛」の出版後 2 年も経ってから会いに出掛けることの不自然さ

と（16-17）、ハーンが手紙で初対面の頃のビズランドを 16 歳としているが、入社時

には 21 歳であったことから疑問を呈している（16）。また、工藤は「ビズランドが

20 歳になるまで、タイムズ・デモクラットは存在しなかった」として、『南部文学証

書』の新聞社についての記述に疑問を持つ（125-26）。 
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89 ハーンも、ブロンナー編『大ガラスの手紙』（Letters from The Laven）において、

シンシナティ時代からポーに傾倒していると指摘され（25、30）、実際に、ハーンが、

シンシナティ・インクワイヤラー紙に入社する前から、糊口をしのぐ援助をしてくれ

たヘンリー・ワトキン（Henry Watkin 1925-1908）への手紙は、ハーン自ら「大ガラス」

を名乗り、沢山の大ガラスのイラストが残されている。これは、ポーの詩「大ガラス」

（“The Laven”1845）によっている。 

 
 
（Milton Bronner Letters From The Raven p. 42 より、ハーン筆） 

90 ビズランド編集の『書簡集』第 2 巻、文通再開後の第 1 通目（1900. 1. p. 458）と

第 2 通目（1902. 6. P. 475）からの抜粋である。工藤は、前半の第 1 通目だけに言及し

ている（129）。 
91 ＊以降は、2 年を隔てた、2 通目からの引用である。 
92 “une jeune fille un peu farouche”英語にこの羞恥と迫力に匹敵する言葉がないか

らと、フランス語で、イタリック体で表記する。 
93 『南部文学叢書』では、“Phineas Fogg”（5771）とあるが“Phileas Fogg”の間

違いであるため、正しい呼び名で要約した。 
94 『きまぐれ草』における、この作品の改作「死後の愛」の注では“October 21, 1879”

となっていて、1 年早い作品となっている（223）。本稿は、「死者の愛」の注“October 

21, 1880”に従う（120）。この一年の齟齬は、編集上に、何らかの操作のあったこと

が可能性として考えられる。 
95 工藤はこの短篇に言及して、「墓石の下に深く埋められた死人が、いつまでも女

性の姿を忘れられずにいるストーリーである」（200）とする。少なくとも墓について

のイメージが、南部風であることを考慮に入れるべきであろう。  
96 詳しくは、名古屋大学修士論文、 Nakai, Takako. Study of Chita by Lafcadio Hearn: 

The Sea in his Inner World. Master Thesis. 2009. を参照のこと。 
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97 初の試みは『中国怪談』（Some Chinese Ghosts）（1887）であったと考えられ

る。特に「茶の木縁起」（“The Tradition of the Tea-Plant”）は、詩的散文を狙ったと

考えられる。 
98 『書簡集』第 2 巻の冒頭にハーンからビズランドに送られた手紙として、1890

年としてだけの日付で、3 通の手紙がビズランドによって編集されている（Bisland 2: 

3-5）。内容から判断して、4 月 4 日の来日直後から、少なくとも 9 月の就職が決まって

いた時期の手紙である。3 通を要約すると、「日本人に惹かれる。どんな本も日本を表

し得ていない。ギリシャ美術が初期のヨーロッパ美術を凌駕したように、日本美術の

方が我々のものよりはるかに優れている。勿論、心から仏教を勉強している。」「ハー

パー社と絶交したので、アメリカで定職を見つけることをお願いしたい。」「多分数年

間、田舎の教師になります。日本語は難しいので、習得するまで、何も書けない。寺

に住んでいます。この先どうなるか分かりません。書く価値のあるものを持ち合わせ

ません。後でまた、書きます。」という不安に満ちたものであった。 
99 ビズランド編集の『書簡集』第 2 巻では、「1902 年 7 月」となっており、「2 日」

の記載がない（472）。 
100 関田訳を参考のために示す。 

 

私は彼の唯一の先生で、あと数年間は彼の教育を続けたいと思います。――南部か。

西部か。私は東部を選びます。①〈そこではめかじきだけが泳ぐことができるので。〉 

 

関田は、①の箇所を削除としているが（97）、『書簡集』にも『知られざる』にも、こ

の箇所は削除されていない。関田訳では、ハーンが「東部」を選ぶことになっており、

メカジキを肯定的に捉える。しかし、ここの英語は、ハーンが南部か西部の方を好ん

で、東部は、メカジキのような俊敏な人間でないとやっていけないと言っている。 
101 ビズランドが削除した、ビズランドを讃えた表現の他の例を挙げると、1902 年

11 月 3 日付の手紙でも「妖精の女王」が 2 箇所出現している部分（Bisland 2: 489; 関

田 175）や、1903 年 2 月 2 日の全体が削除されている手紙では 6 箇所に「妖精」と「女

王」と「妹」の組合わさった言葉が使われている（関田 176-77）。 
102 齋藤勇著『スマート「ダビデへの歌」』（A Song of to David by Christopher Smart 

1939）によると、ハーンは F. T. ポールグレイヴ（F. T. Palgrave 1824-1897）著の詞華

集から引用しており、J. R. Tutin 版であることから、惜しいことに正確さを欠くもので
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あるとする（48）。ハーンは 106 行の中からと言って、2 連、12 行を引用する（364）

が、しかし、実際は 516 行である。ポールグレイヴの本は、ハーンの蔵書目録で 2 冊

確認することが出来る（『ヘルン文庫』26、36）。 
103 逞しきかな、疾く走る馬。 

逞しきかな、獲物を追うて 

たちまちに捕ふる鳶は。 

     逞し、大海の荒浪を切って 

          目ざす餌をとるめかぢきは。 

 

     逞しや獅子、爛々たる目は 

     石炭の如く、敵にむけたる 

           胸は石造稜堡のごとし。 

     逞しや、翼ひろぐる禿鷹も、 

     潮
しほ

にさからひ進むにつれて 

           水面を走る長鯨も。（54-55） 
104 この箇所は、別稿（ハーンの猫―「ヒノコ」（Spark）からのメッセージ）におい

て、ハーンの教え子の大谷正信の猫の命名についての説明と関わる可能性がある。ビ

ズランドは『書簡集』「序」で、松江で拾った猫の名を大谷教授に問合わせたところ、

答えていわく、「その猫は正真正銘の黒猫でした。ハーンによって『ヒノコ（火の粉）』

と名付られました。（“It was given the name of Hinoko (a spark)”）というのはその猫は燃

えた石炭のようにギラギラした目をしていたからです。それは、ハーンのペットにな

りました。ハーンはよくそれを帽子の中に入れていました。」と。（1:118）現在のとこ

ろ、大谷が「ヒノコ」とつけた理由を、「石炭のよう」だとした一番可能性の考えられ

るのは、ハーンの講義の中に出てくるクリストファー・スマートの詩『ダビデへの歌』

のハーンの引用の中の中に、“Strong is the lion―like the coal / His eyeball―like a bastion’s 

mole”（ たくましいぞ、ライオンは、―石炭のような / その目玉は―敵に向けた胸は）

に、「石炭のような目玉」が登場することである（『英文学史』364）。大谷は、ハーン

の松江時代と東大時代の教え子であり、ハーン執筆の資料を提供するなど非常に近い

関係を持っており、ハーンのこの授業に接した可能性は高い（『小泉八雲事典』92、 97、

100）。ただし、それは、松江のブチ猫を焼津の黒猫と混同する理由にはならない。 
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105 工藤はビズランドの「メッセージは八章目にあたる『 終段階』に書かれている

内容である」と、ビズランドが「不思議な事件に次々と巻き込まれた」ことを告げる

メッセージを見抜いている（258）。ただし、章立てに工夫のあることの指摘はない。 
106 本論文、第 2 部第 1 章第 2 節に引用。 
107 コックリルは、一族に軍人を輩出するオハイオ州生まれで、南北戦争にたずさわ

った後、1868 年から出版界に身を置いた。シンシナティ・インクワイヤラーで 1879

年まで働いている。1883 年ニューヨーク・ワールドに雇用されている。John Albert 

Cockerill (1845-1896) 2016. 7. 7. 閲覧 

<http://www.tong-web.com/genealogy/documents/joseph_daniel_albert_cockerill.pdf> 
108 工藤は「旅立ちを決心した理由は、自分の名前が新聞の見出しのトップになっ

た経験がなかったからだと述べている」と指摘しているが（250）、少なくともこの点

については、逆だと考える。ビズランドは「名前が載ること」に興味を持っていなか

った。グッドマンは、ウォーカーがその後のビズランドの職業上の地位や収入を保証

したことを述べる（65-66）。 
109 ブライとビズランドの世一週界早廻り競争（1889 年 11 月 14 日～1890 年 1 月 26

日、ザ・ワールド紙側）間の発行は、1 月が 1000 万部を越え、一日平均 333,058 部で

あった。前年の 1 月の一日平均の発行は 35,613 部であった（Goodman 329）。ブライ

に関係した宣伝も多くの効果を上げた。それは、ミシン、帽子、タイプライター、カ

メラ、ドレス、バッグ、文房具、刺繍、ボンボン、馬の餌、カード、薬、旅を双六に

見立てたゲームに及んだ（Goodman 330-33）。 
110 『書簡集』には「前置き」（“Preface”v-viii）と、「序」（“Introductory Sketch”

3-162）の両方がある。 
111 Japan: travels and researches undertaken at the cost of the Prussian government. By J. J. 

Rein ... Tr. from the German ...New York, A. C. Armstrong and son, 1884. 

<http://catalog.hathitrust.org/Record/000239771 >（2016. 2. 16. 閲覧）参照 
112 現在島根県松江市美保関町「古くからの海上交通の要所、風待ちの港として

栄えたまち。朝鮮半島等との環日本海交易の拠点であった美保関は、たたら製鉄によ

る鉄の輸出港として繁栄し、室町時代には将軍の直轄領になる。江戸時代には北前船

交易の要所としても繁栄し、多くの廻船問屋などが存在した。」

<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E4%BF%9D%E9%96%A2%E7%94%BA> 
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113 「父はよく散歩をしました。青い稲田に取り巻かれてある日本武尊の御社へ詣で

たり、鉄漿
おはぐろ

蜻蛉
とんぼ

の群れ飛ぶ小川の地蔵へ参ったり、たえず浪の音に送り迎えられ乍ら

防波堤に添い、松原を過ぎ、紅蟹の遊んでいる蘆原の小径を抜けたりして、約一里を

隔てた岬の和田まで行き着き息子を海に奪われた婆さんの掛茶屋で玉ラムネを飲みな

どもしました。」と一雄が、「鉄漿
おはぐろ

蜻蛉
とんぼ

」が焼津の思い出であったことを証言してい

る（『父八雲を憶ふ』333）。 
114 ハーンの『骨董』の原文は“or haunting, with a soundless flicker of amethyst and gold, 

the holy silence of lotus pools.”（Kotto 199）である。それに対してビズランドの『日本

の手紙』では“or haunting the holy silence of lotus pools with a soundless flicker of amethyst 

and gold.”（xxx）と“with”を伴う句が挿入を外されて、地の文に入れられている。 
115 アルフレッド・ウォレスの本は、「ヘルン文庫」に、以下の 5 冊収蔵されてい

る。イギリスの博物学者、生物学者、探検家、人類学者、地理学者である。The Malay 

Archipelago. 1890.（61）、Natinal Selection and Tropical Nature. 1891.、Island Life or the 

Phenomena and Causes of Insular Faunas and Floras including a Revision and attempted 

Solution of Problem of Geological Climates. 1892.（73）、The Wonderful Century. 1898. 

Darwinism. 1889.（74） 
116 Weblio によると「1861 年の証言」を認めている。（2016 年 12 月 19 日閲覧） 

<http://ejje.weblio.jp/content/About+Face> 
117 詳しくは、『日本英文学』中部支部号 第 34 号（『日本英文學 支部統合号』vol.7）

2015（121-128）“A Reinterpretation of Hearn’s Unusual Subtitle: Studies of Hand and Soul in 

the Far East”を参照のこと。  

118 第一書房『小泉八雲全集』では、これらの三作品は第 15 巻に「自伝断片」とし

て訳出されている。これらは、『書簡集』「序」にあるとの説明がなく、出所不明の

ままであると考えられる。 
119 銭本健二「E・ビスランドの日本滞在記」は、ビズランドの『コズモポリタン』

誌（1890 年 6 月号）について 2 頁の言及をしているが、「幼い時の妖精の夢の国」と

いう捉え方と行程をまとめるだけである（『へるん』25 号）。 
120 「日本への冬の旅」はアルバート・モーデル『アメリカ雑録』第 2 巻に収録さ

れており、『ハーパーズ・マガジン』1890 年 11 月号であることが分かっている。ビ

ズランドの『世界一周早廻り』の掲載が、コズモポリタン 10 月号で終わった翌月の掲

載を計画的に行ったことが推測される。 
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121 ハーンはすでに、『チータ』において、総称を意味する“you”を多用して、グ

ランド島の沖に泳ぎ出た時の、水温の低下による深さの感覚や、魚に触れる感触、カ

モメの目にも止まらぬ速さから「海の悪夢」に触れることを描いている（Chita 25-26）。

ここにも、ビズランドと共有された思い出を掛詞的に表現した可能性を指摘できると

考える。 
122 平川はこの論文で、志賀直哉がハーンの作品を愛読していたことから、『暗夜

行路』の 終場面と、ハーンの『日本瞥見記』の「大山」を比較して、影響関係を探

った。結論は「志賀の文章修行の背後にハーンがあるとする一般的指摘は可能だが、

しかしそれ以上の細部にわたる影響関係の指摘は決定的な証拠や証明を欠く以上、や

はり差し控えるべきであろう。」（422）「状況証拠だけでは確定的な答えを引き出す

ことは難しい。」（424）とした。 
123 美保関を、ハーンが「Mionoseki」と書いているのに従った。現在は、「みほの

せき」と呼ばれている。ハーンは、1891 年、1892 年、1896 年の 3 回にわたって訪問

している。1896 年の出雲再訪は、アトランティック・マンスリー1897 年 5 月号に掲載

され、本論文で検討している。 
124 『事典』では、「出雲再訪」と訳されている（13）。原題は“Note of a Trip to Izumo”

であり日記風に書かれているため、「出雲への旅日記」と訳した。1896 年に、東京に

移住する前の松江（I. 6 月 28 日、II. 6 月 30 日、III. 7 月 3 日、IV. Kabana 8 月 22 日）、

と広島（V. 8 月 29 日）が描かれる。ハーンの作品に収録されなかったアトランティッ

ク・マンスリーの 4 作品の内の一つである。『事典』では、収録されてない作品を 3

作とするが、「中国と西洋社会」（1896 年 4 月号）を見落としている（13）。 
125 平川の引用は、志賀直哉『暗夜行路』との比較のために、『日本瞥見記』に登

場する順番に沿っていない。 
126 William Eliot Griffis（1843-1928）。フィラデルフィア生まれ。1871 年、福井藩の

招聘に応じて、藩校、明新館で、化学・物理を教えた。雨森はグリフィスの福井にお

ける生徒であった。  
127 平川の『西洋人の神道観』も同様の解釈に立つ（77）。 
128 “Kabana”は、松江方面の地名に見当たらない。“Cabana”であれば、スペイン

語で、「海岸に直接出られる客室」という意味があり、ハーンはニューオーリーンズで

スペイン語を習っていたことがあるので、スペイン語を変えて書いた可能性がある

（Watkin 70）。この章の内容も海岸での夏の家の楽しみである。 
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129 『怪談』は「怪談」と「虫界」の 2 部門になっている。「虫界」をしめす 179

頁（ページ数は書かれていない）は、「虫界」（“Insect Studies”）「蝶」（“Butterflies”）

が同じページに書かれていて、その次のページがイラストであり、「蝶」が特別視さ

れた編集になっている。 
130 ハーンはこの登山記を、単純な記録としてはいない。同行した松江時代の教え

子、藤崎八三郎については一切触れないでいる。また、山頂で終わっている。強力が

かつて救助した逸話や、山頂付近で捕まえた鼠の食べ物に言及して、自然の厳しさを

想像させている。 
131 静岡県浜松市舞阪町観光協会、舞阪協働センターに、浜松と舞阪の海岸からは、

富士山が見えないことを確認した。 
132 1897 年である。東京に移住して初めての夏の、この年からハーンの一雄を連れ

ての水泳地行きが始まった。また、ハーンはこの年、富士山登頂をしている。 
133 現在は「静岡県浜松市舞阪

、
町」である。本稿では、一雄の表記のままの漢字を使

用した。 
134 『日本雑記』の「乙吉の達磨」に結実している。（282-96） 
135 一雄の説明によると、乙吉の家から、七、八丁先の娯楽場の、一銭銅貨と引き

替えにもらった木製の玉で、掛けた場所に入るとお菓子がもらえる遊び（『父「八雲」

を憶ふ』358-59）。 
136 『暗夜行路』は、1922 年から、1928 年にかけて断続的に発表されて、1937 年に 

結末部分が完成、掲載されている（『「暗夜行路」』を読む 390）。 
137

『7 段階』は、雑誌『コズモポリタン』に 1890 年の 4 月から 10 月に掲載されて

いる。翌、1891 年に本として出版された。 
138 後にハーンは『異国情趣と回顧』（1898）の「回顧」の 初の第Ⅰ章で「第一

印象」と名づけて独立させ「顔の印象が前世からの結果である」と書いている。 
139 一雄は『父小泉八雲』において、ビズランド、マクドナルド、チェンバレンを

初め其他二三の父の親友が、ハーンの三大傑作は『仏領インドの二年間』『日本瞥見

記』『日本―一つの解釈の試み』と述べている（190）。 
140 雑誌への掲載時期を見ると、1893 年 5 月号『アトランティック・マンスリー』

に「日本人の微笑」を掲載後、7 月号『ジャパン・ウィークリー・メイル』に「ある

夏の日の夢」を掲載していて、時期的にも近い。 
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141 本論文第 2 部第 6 章は、稿者による Autres 第 7 号掲載論文「熱帯の島に竜宮を

夢見たハーン―『ある夏の日の夢』のもう一つの解釈―」に加筆・訂正を加えたもの

である。 
142 ハーンの執筆が推敲に推敲を重ねるものであったことは、チェンバレンに宛て

た 1893 年 1 月 23 日付手紙がよく引用される。（Bisland Japanese Letters 42-43）。 
143 「青い世界」は、既に仙北谷晃一の「ラフカディオ・ハーンと浦島傳説」（『比

較文學研究』第 30 号 41-68）にハーンの世界観として論じられている。本稿は、「熱帯」

との関わりに結びつけて論じる。 
144 「熱帯」（“tropic”）は、現在の定義では、赤道の南北回帰線 23°26′22″の

内側を指す。ハーンの表現では、グランド島も仏領西インドも「熱帯」とするため、

本論では、この表現を採る。前者は亜熱帯に属すが、メキシコ湾流により、暑く感じ

られる。  
145 The Fisher-Boy Urashima 1886 Web. 2016. 1. 4.（チェンバレン訳 長谷川武次郎出

版 明治 19 年）<http://www.baxleystamps.com/litho/hasegawa/urashima_1886.shtml> によ

った。チェンバレンの英訳『浦島』は、仙北谷晃一『比較文學研究』47 号、P. 66-68

の［参考］に再録されているものによった。 
146  1930 年出版、学生版『小泉八雲全集』の内容見本。 
147 平井呈一訳（『全訳小泉八雲全集』二）しか翻訳がなく、しかも原拠が示されて

いない。追跡出来るように、題名に平井訳をそのまま採用する。 
148  ハトソンとビズランドはハーンの死後、文通をしており、この編集にもビズラ

ンドの意向が反映されていると考えられる。『きまぐれ草』では「死者の愛」（120-22）

は「こがねの泉」（110-19）の次に編集されている。 
149 アメジストは紫水晶である。アメジスト画像（2016. 9.7．取得） 

<http://image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E3%82%A2%E3%83%A1%

E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%88> 
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150 「誕生石の歴史」によると、誕生石の歴史は旧約聖書にまで遡る。1912 年にア

メリカで、月と宝石の統一が決められたとある。ハーンが生きた時代は、これより少

し前である。しかし、当時から「誕生石」の概念は存在したと考えられる。「アメジス

ト」は、2 月の誕生石で、ビズランドの誕生日は、2 月 11 日であった。 

<https://www.cromagnon.net/birthstones/>（2016.9.7. 閲覧） 

151 これは、ハーンの他界 2 年後、ビズランドが編集したハーンの『ラフカディオ・

ハーンの生涯と手紙』2 巻（以下『書簡集』）において、第 1 巻の 後の 3 通として

“TO――”として匿名で編集されている（Bisland 1: 468-75）。本稿は、関田かおる

『知られざるハーン往復書簡』と同様、ビズランドに宛てた書簡と判断する

（Stevenson 332 Note No. 44、45; 工藤 211）。 
152 この箇所を森亮は「なかなか巧みに書けています。」と評価している（『小泉八

雲の文学』148）。 
153 牧野陽子の指摘しているように（一 128; 二 109、126）、ハーンは、チェンバレ

ンの英訳した『万葉集』も参考にしていたことが、チェンバレンの文末注の史実に忠

実であることによっても証明される（The Classical Poetry of the Japanese 36）。 
154 ハーンは日本から、ニューオーリーンズに出かけていたヘンドリック宛ての

1891 年の手紙に、「南部の女の子は北部よりうんと素敵で君を惹き付るだろう」と書

いている（Bisland 2: 61） 
155  ベンチョン・ユは、『チータ』の中で、ハーンの描く情景の美しさを賞賛し「何

故こんな美しい背景にチータを引っぱってくるのか分からない」と述べる（An Ape of 

Gods 71）。 
156 ビズランドも『書簡集』「序」において、ハーンのギリシャ時代の母について

述べる部分に引用している（Bisland 1: 4-5）。 
157 大谷正信（1875-1933）。ハーンの松江中学と東大での教え子で、ハーンに日本

の事物についての情報を提供した。後に、広島高等師範学校の教授となった。 
158 平川祐弘『破られた友情』「日本回帰の軌跡――埋もれた思想家 雨森信成」（1987）

に詳しい（168-215）。ハーン来日第 3 作『心』は雨森信成に捧呈されている。『心』

「ある保守主義者」のモデルである。1891 年に熊本に移ったハーンに、横浜のアメリ

カ海軍主計官のミッチェル・マクドナルドが紹介した。英・仏・独語に優れ、ハーン

の仏教『東の国より』「横浜にて」、『仏の畑の落穂』「涅槃」等、関係の作品の執

筆を助けた。（第 1 部「序」参照） 
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159 特記しない場合すべて日本語訳は稿者による。 
160 ハーンがセツと住んだ松江在住時代の早春とは、1891 年だけである。というの

は、セツは、1891 年の 1 月ころに同居し、その年の 11 月には熊本に移住しているか

らである（『小泉八雲事典』716-17）。一雄は、その松江で斑猫「玉」を救ったと主張

する。 
161 焼津にハーンが海水浴に出かけたのは、1897 年から 1904 年の間、1903 年を除い

て毎年である。つまり 1896 年に東京に移った翌年から、ほとんど毎夏焼津に出かけた。

「ヒノコ」が拾われたのは、1901 年の夏である（『小泉八雲事典』721-23、雨森 519）。 
162 第 2 部第 7 章は、田所光男編『オートル』7 号、名古屋：研究・教育連携オー

トル、2016 と重複する部分がある。 
163 ビズランドは自分が 1882 年以来、ハーンと生涯変わらぬ親密な友情を持てたこ

とを『書簡集』の序で書いている（The Life and Letters 1: 77）。 
164 ハーンの妻、セツの「思ひ出の記」に、ハーンが松江時代に猫を救ったことが描

かれている。一雄の証言でこれが、ブチ猫「玉
たま

」であったことが、明らかにされてい

る（『父小泉八雲』70-71）。一方、田部隆次は、『小泉八雲』において、『骨董』「病

的なもの」に登場するブチ猫は、東京の「富久町」の猫としている（199、228）。 
165 小川繁栄

としえい

は、「『骨董』所収の『病理的なこと』は、『君子』や『ハル』のよう

に主人公の名をとって『タマ』とでも題がつけられていたなら、猫文学の佳品として、

もっと注目されていたにちがいない。（中略）タマを観察し、タマの夢の中を覗こう

とするハーンは、人間の意識世界とは別の、猫の意識世界の存在を感じている」（『小

泉八雲事典』466）と、ブチ猫タマの意識の世界が描かれたと解釈している。 
166 セツが感動した、ハーンが溺れさせられていた猫をそのまま懐に入れて暖めた

猫は」「ブチ猫」であったことが一雄の証言で明らかになっている（『父小泉八雲』

70-71）。また、ハーンがいつも猫を救ったわけでないことも、一雄は証言している（「父

『八雲』を憶ふ」481）。これらを勘案すると、ハーンがニューオーリーンズで書いた

記事の「ブチ猫」は特別な思い入れがあったことが推測される。 
167 小川繁栄

としえい

は、「猫はハーンにとって何よりも、母と子を典型とする、保護者/弱

者の組み合わせとしてイメージされた」とする例の一つとして描かれるとする（『小

泉八雲事典』466）。 
168 平川祐弘は『破られた友情』において「横浜にて」が雨森信成（1858-1906）の

知見が生かされており、ハーンはそれを、1894 年 9 月 22 日のチェンバレン宛手紙に
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述べていることを指摘している（168-69、200-01）。このように、この作品は、非常に

専門的な仏教知識の問答になっている。 
169 『小泉八雲事典』には、それぞれ、松江の猫、「火の子」（422）、「小さな赤

猫」「タマ」（466）についての解説がある。 
170 匿名で“To ――”として 後に 3 通が編集されているが（Bisland 1: 468-75）、

ビズランド宛てと考えられる（Stevenson 332 Note No. 44、45; 工藤 211）。 
171 日付が「1890 年 3 月 7-8 日」となっていることから、同年 3 月 11 日発刊の『仏

領西インド諸島の二年間』の可能性が高い。 
172 本文中に「『エロイーズとアベラールの恋』」（8）という「いかさま本」（訳

注 267）や、「ジャン・ジャン・ジャック・アンペール」と「ルカミエ夫人」が登場

する（99）。ハーンが気に入った細部だった可能性が考えられる。 
173 訳者「解説」では、1 部と 2 部には「筋に直接の関係はない。」（294）とする。 
174 北斎の画像は Hyogo Prefectural Museum of History と同じものと思われる。 

<https://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/historystation/legend3/html/009/le3_09_001.html> 

 

 
 

北村沙緒里は、『骨董』でハーンが使った挿絵が 2 枚を除いて「G. YETO」の署名を

持ち、それが片岡源治郎であることと、『北斎漫画』からの引き写しまたはモチーフ

の影響を指摘している（『へるん』49 号）。本論文でも、第 3 部第 4 章で触れる。 
175 「日本の鉄道史」（2016 年 9 月 9 日閲覧） 

<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%89%84%E9

%81%93%E5%8F%B2> 

「鉄道年表」（2016 年 9 月 9 日閲覧） 
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<http://www.tanken.com/tetudonenpyo.html> 

を参照した。 
176 “brush”については、ハーンは『日本瞥見記』上巻、第 1 章「東洋での 初の日」

で、法被に書かれた漢字の筆さばき（5×2）、第 2 章「弘法大師の書」で触れるが（29

×6、30×2）、本稿第 3 部第 9 章第 2 節では、章名が奇異であることとの関わりで述べ

る。 
177 第 6 章第 4 節で述べた、仙北谷が「ある夏の日の夢」を支える概念がこの『異

国情趣と回顧』に含まれる「青の心理学」であることを考えると、この手紙から、ハ

ーンは 初この本をビズランドに捧呈するプランを持っていた可能性がある。このこ

とからも、「ある夏の日の夢」にビズランドを想定することが裏付られる。 
178 1896 年の出版は、『心』であるが、しかしハーンはその「序」に前年の日付である

「1895 年 9 月 15 日」と記す。従って、『心』はまだ、入籍していない時期に執筆され

ている。 
179 第 10 章の第 1・2 節の内容は、拙稿 “A Reinterpretation of Hearn’s Unusual Subtitle: 

Studies of Hand and Soul in the Far East.”『英文學研究 支部統合号』 vol. 7（2015）日本

英文學会、121-28 を加筆・訂正したものである。 
180 ハーンはチェンバレンにも、1890年 11月の手紙に「心から祈っています」

（“I am now going to pray with my heart and soul…”Bialand 2: 14）と書いている。 
181 「稲村の火」（2016 年 10 月 16 日閲覧） 

<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%AE%E7%

81%AB>参照。 
182 英語の“hand”には「手法」という意味があり、副題は、「芸術作品の表

現手法」について述べたと考える。 
183 “about-face”1860－1865 The Free Dictionary by Farlex（2016 年 11 月 19 日閲覧）

<http://www.thefreedictionary.com/about-faces>、http://rbscp.lib.rochester.edu/3348（2016 年

11 月 15 日閲覧）  

によると、ハーンの日本滞在時代には「全く違う」という意味がすでに存在したと思

われる。 
184 この掛詞については、第 1 部第 3 章第 2 節でも取り上げた。 
185 “Konséki-Monogatari”「コンセキモノガタリ」とハーンが書いており、読み誤

りの可能性を含むことの意味は、本論文第 3 部第 3 章において詳述する。 
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186 グリーンズレットが『印象派の日記から―ハーンの初期作品』（1911）の「序」

において、「『チータ』は言葉の絵画という意味で、 高に驚異的な『成功策』であ

る」と特徴をとらえている（16）。（第 1 部第 2 章参照） 
187 ハーンは「九州の九鬼」とするが、九州に「九鬼」の地名はなく、三重県尾鷲市

と考えられる（278）。 
188 田部によるとハーンは「『桜の本』と呼んでいた。」とある（236）。 
189 本としては、In Seven Stages: A Flying Trip Around the World. （1891）である。本

稿では、『7 段階』と表記した。ビズランドが雑誌（1890）から本に編集する段階で、

見せた編集意図については、本稿第 2 部第 3 章第 1 節で述べた。 
190 Bisland, Elizabeth. The Secret Life: Being the book of a Heretic. New York and London: 

John Lane, 1906. Web. June 17 2016.  

<https://ia800200.us.archive.org/5/items/secretlifebeing01bislgoog/secretlifebeing01bislgoog.p

df> 
191 工藤美代子『夢の途上』の「引用主要参考文献」では冠詞がない（194）。 
192 ビズランド Online Books （2016 年 6 月 1 日閲覧） 

<http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Bisland%2C%20Elizabe

th%2C%201861-1929> 

193 「梅の毒に要注意」（2016 年 9 月 22 日閲覧）

<http://takashi1016.com/unripe-ume-12953>参照 
194 ハーンが梅の花を好んで、メアリー・フェノロサを 1 月によく訪問したことが、

メアリー著「夕霧お客さん」に書かれている（『へるん』7 号）。ただし、ビズラン

ドが、ハーンが、梅が好きであったことを知っていたかは、不明である。 
195 第 1 部第 9 章注 70 参照。 
196 村形が、「1915 年から 1918 年執筆」と推定する、メアリーの回顧録の草稿であ

る。銭本健二による『へるん』27 号「小泉八雲未刊行資料（三）」に拠った。村形に

よると、ハーンが夕刻に訪れるので、メアリーが「夕霧お客さん」と命名した回顧録

であるとする（Murakata 66、『事典』518）。この回顧録の書かれた時期を、村形は、

サマセット・モームの 1915 年の出版への言及（『人間の絆』）と、長男一雄を、「少

年（メアリーが一雄に会ったころは、5 歳196 ）が今や青年になっている」としている

こと、メアリーが 1910 年出版の野口米次郎版のセツの『思い出の記』は読んでいるが、
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1918 年版のセツの『思い出の記』の完成版を読んでいないことから、1915 年から 1918

年に推定する（68）。 
197 村形明子による英語の論文。『英文学評論』第 61 集、京都大学教養部英語教室、

1991。 
198 手紙（4）に当たる。 
199 村形は、括弧付きで「エリザベス・ビズランド編『ハーンの生涯と書簡Ⅱ』［1906

年］所収のフェノロサ夫人宛書簡は、年紀が一年繰り下がっている」と指摘する（『講

座 小泉八雲Ⅰ』 330）。しかし、その意味についての考察はない。なお、この書き方

だと、すべての手紙の年紀が繰り下がっているのか、この手紙だけの問題なのか、判

然としない。年紀が違っているのはこの手紙だけである。また、「一年繰り下がって

いる」の意味は、実際の手紙は 1898 年付で、それに 1 年加わった、1899 年として編

集されているという意味である。村形は『英文学評論』において“Bisland misdated the 

year as 1899.”（ビズランドは 1899 年と誤記した。）として、「誤り」と考えている

（Murakata 69）。 
200 手紙の（3）に当たる。 
201 ただし、1899 年と 1900 年には実質、交際は認められない。 
202 山口は、リジーとアーネストとの間の長女、ブレンダ（1883-1959）の手記で、

ハーンの訪問を立証できるとする（『講座』Ⅰ 380-81）。 
203 村形は、「漸く二年後東京で再会、ハーンはメアリー・Ｍ・スコットの名で夫

人が書いたものを前に読んだことがある、とフェノロサに打ち明けている。その意味

では、ハーンはニューオーリーンズ時代、既にフェノロサより先にメアリー夫人と接

点を持っていた。」とする（村形『講座』Ⅰ 329）、しかし、メアリーがスコット姓

であった時は 1890～1894 年であるため、ハーンは、ニューオーリーンズではなくて、

既に、日本におり、ハーンの「ニューオーリーンズ時代」ではなく、「日本時代」の

間違いと思われる（『日記』vii）。 
204 アーネストは 8 月 13 日、神戸にハーンを訪れるが、ハーンは出雲に出かけてい

て会えなかった（村形『日記』104；山口『講座』Ⅰ384）。また、アーネストは日本

を離れる直前の 11 月 3 日にもハーンに会いに行くが、会えなかった（村形『講座』Ⅰ

329）。メアリーは「二人とも残念に思ったが、ハーンから会いに来てくれる可能性は

少ない」と書く（Murakata 57; 村形『日記』245）。村形はアトランティック・マンス

リー（1895 年 6 月号）に、チェンバレン（Basil H Chamberlain, 1850-1935）の『日本事
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物誌』（Things Japanese, 1890）を「冷笑で人情に薄い」とし、逆に、ハーンの『日本

瞥見記』（1894）と『東の国から』を「共感的で、類まれな感性」とした記事が、ア

ーネスト筆であったことを明らかにし、ハーンとアーネストの交際には、アーネスト

側からのハーンへの理解のあったことを、示している（Murakata 56-57）。 
205 山口静一はこのハーンからの訪問を「フェノロサがいつ、どのように接触した

かは明らかでないが、」（山口 『フェノロサ下』147）とするが、村形によると「外

山（正一）教授の仲介」とする（Murakata 58）。 
206 本論文第 2 部第 4 章第 7 節において引用した。 
207 第 3 部第 3 章「ハーンの作品に見られるメアリーの影響」の『影』の表紙参照。 
208 Murakata 59-60 参照。  
209 ハーンのニューオーリーンズ時代ののタイズム・デモクラット紙編集長。 
210 横井はこの論文で、ビズランドが『書簡集』編集の際、2 通のハーンのベイカー

宛て書簡の年号を訂正していることを示唆している。ハーンの手紙では 1895 年 1 月

14 日付であるのを、「『5』の上から『6』と直され」て、『書簡集』では 1896 年 1

月 14 日付になっている（Bisland 2: 285-89）ことを指摘している（108）。同様にハー

ンの 1895 年 3 月 23 日付を「日付の 5 の上に誰かが 6 と書い」た“F. C.”という署名

入りのメモを指摘し、『書簡集』では 1896 年 3 月 23 日付になっていると指摘する（109）。

前者は内容の『心』の出版時期、後者は、ハーンの国籍取得の時期との照合から、ビ

ズランドの訂正を正しいとしている。 
211 この手紙の書かれた時、フェノロサ夫妻は、1898 年 12 月には、東京本郷追分に

住んでいた。 
212 Pierre-Jean de Bérange（1789-1857）。フランスの抒情詩人、シャンソン作者。 
213 原文はフランス語“Vive nos amis les ennemis!”。日本語訳は、名古屋大学国際言

語文化研究科、田所光男教授に指導を仰いだ。 
214 原文は、“It is not goodbye, but only “au revoir!”―is it not? 
215 Atlantic Monthly. 1895 年 6 月号である。（村形『講座』Ⅰ 327；『英文学評論』

第 61 集 71-80 所収） 
216 Atlantic Monthly. 1895 年 6 月号である（同上）。（『英文学評論』第 61 集 81-88

所収） 
217 村形は論文“Yugiri”において、同じ事実を“1900”年としているが（Murakata 65）、

“1901”年の誤りである。 
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218 雨森信成の「人間、ラフカディオ・ハーン」にハーンの孤高と、熟考する時間

を希求するハーンの姿が描かれる（Atlantic 521、523）。 
219 横山純子も同様の指摘をしている（『へるん』36 号 109） 
220 ただし、1906 年出版の上記書簡集の出版後、4 年経った 1910 年に、同じくビズ

ランド編集による、『ハーンの日本の手紙』（The Japanese Letters of Lafcadio Hearn）が

上梓される。この序で、ビズランドは、「『日本瞥見記』は、1895 年に出版され」と書

く（liii）。実際には、1894 年の出版である。これが、同様に意図的であるのか、単純

なミスであるのかは、今のところ分からない。 
221 森亮は「極端な表現がゆるされるならばハーンを取り巻いて異様に動いたお化

けたちの列伝とでも評すべき告白暴露の書である。」とする（114-15）。ほとんど同

じ表現が、同書の他の箇所にも見られる（160）。 
222 村形は「『トルース・デクスター』（1901）等メアリー（筆名シドニー・マッ

コール）の当時の作品は夫妻の合作といってよいだろう。」とする（『日記』v）。中

井は、村形『アーネスト・F・フェノロサ資料Ⅲ』「フェノロサ夫妻とラフカディオ・

ハーン――メアリー夫人の日記を中心に」の 1897 年 10 月 6 日（203）と 1900 年 3 月

14 日（208）の記述によって、文字どおり合作であることが証明できると考える。筆

名「シドニー・マッコール」は、合作名を表したと考える。 
223 伊藤豊は、1901.11.18 付、ニューヨーク・タイムズが、リジー前夫人からメアリ

ーとの「合作より、むしろ、フェノロサが書いている」との批判の提出されたことを

報じている（64、70）。これが、ペンネームの「マコール」の正体が「フェノロサ」

ではないかという噂を呼んだことと、噂に対して出版社が否定した経緯の詳細な検討

をする（71）。伊藤の結論は、その後、メアリーの作品が成功しなかったことを傍証

に、「激励と援助と刺激」以上の必須の材料を与えたとする（72）。中井は、筆名の

区別に、夫妻がごまかしのない厳正な出版を心がけ、スキャンダルを回避した配慮を

認める。 
224 アラバマ州、モービール市立博物館寄託（村形『資料Ⅲ』202）。 
225 この夏、雨森が、ハーンとともに、江ノ島近くの鵠沼で、ハーンの家族やマク

ドナルドとともに過ごした、忘れがたい一日を『アトランティック・マンスリー』に

詳しく書いている（518、Murakata 62）。 
226 第 1 章、手紙（4）について参照。 
227 “Ueno Shinsaka”と表記されていて、「シンサカ」の場所が不明である。 
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228 ハーンを 1886 年東京帝国大学長として招聘した。葬儀でアーネストがハーンを

見かけたことをメアリーは、1900 年 3 月 11 日の日記に書いた。これが、メアリーの

ハーンへの 後の言及となった（Murakata 65） 
229 アーネストの東京大学教授時代の生徒であった（『フェノロサ』下 88、422-23）。

後に、外山正一の後を継いで、ハーンの東大解雇時の学長となった。 
230 ハーンのよく散策し、後に葬儀が行われた瘤寺も、フェノロサ夫妻の受戒した、

法明院も天台宗であった。 
231 原文は“To my dear friend, Lafcadio Hearn is sent this first presentation copy of my 

first book. O agari Nasai! Mary McNeil Fenollosa. Tokio, Nov. 1899. ” 
232 雨森も以下のように東京生活についてハーンが手紙に書いてきたことを記す。

「東京の生活を 2 年以内にまとめるつもりで集めたが、気が向かない。東京を書くこ

とは、地獄を書くことと同じだ。暇な時に来て、慰めてくれ。」（514） 
233 名古屋大学国際言語文化研究科特任準教授 Dr. Dylan McGee 氏によるご教授による。

当時の出版界では表紙に絵画的要素を持ち込むことが流行っていたことが分かる

（Beauty for Commerce: Publishers’ Bindings, 1830-1910. Web. 15 Nov. 2016. 

<http://rbscp.lib.rochester.edu/3348> 
234 アール・ヌーヴォー（Art Nouveau）（2017 年 1 月 7 日閲覧） 

<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3

%83%8C%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%BC によると、19 世紀末か

ら 20 世紀初頭にかけて、ヨーロッパを中心に開花した国際的な美術運動。工業化によ

る創造性の退化から脱却して、自然界をモチーフに洗練されたデザインに生かした。

建築、家具調度、宝飾、絵画、グラフック・デザインにまで影響した。 
235 初版の表紙は以下から採った。

<https://ia801407.us.archive.org/18/items/inghostlyjapan00unkngoog/inghostlyjapan00unkngo

og.pdf>より。 
236 ハーンは、アイルランドのハーン家の紋章の鷺を、松江中学の図画教師・後藤

金弥にデザインを依頼して独自の紋章を作った（『文学アルバム』86；『事典』139-40）。 
237 Nakai, Takako. “A Reinterpretation of Hearn’s Unusual Subtitle: Studies of Hand and 

Soul in the Far East” 『英文學研究支部統合号 vol. 7』2015、日本英文學会、p.121-128 参

照。 
238 アトランティック・マンスリー11 月号掲載、『仏の畑の落ち穂』所収（84-96）。 
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239 ビズランドに、1889.11.15-1890.1.30 世界一周旅行の日本での、気に入った生地

として「縮緬」への言及がある。ハーンは『ユーマ』（1890 年 5 月出版）の装丁を「縮

緬」にしている（田部 93）。ハーンの喜びには、このような背景が考えられる。また、

ハーンは、1898 年から「縮緬本」を長谷川書店から刊行しており（『事典』 482）、

このうちの「猫を描いた少年」と思われる本がハーンからメアリーに贈られている

（Mueakata 62）。 
240 メアリーは 1896 年 9 月 28 日に、三井寺法明院和田知満和上から天台宗の受戒

をうけている（『日記』187-191）。アーネストは、1885 年 9 月 21 日に、敬徳阿闍梨

から受戒している（『日記』iii、『フェノロサ下 409』）。 
241 『無限大』裏表紙; 『事典』p.254 の説明の出典と考えられる。 
242 『小泉八雲事典』に指摘されている（36）。 
243 田部は「断片」について、「夫人の話ではフェノロサ夫人からと記憶している

が、井上哲治郎の話では、岡倉天心から聞いた話とヘルンが井上に語った」とする（234）。

ハーンの手紙から、メアリーの話が元になっていることは、明らかである。 
244 ハーンは、文通再開 初の手紙で、語り手のフルートのように、低く、澄んだ

声だけが耳に残ることを、ビズランドに告白しており、同じパターンの行動として、

興味深い（Bisland 2: 458）。 
245 田部は『霊の日本』が、「アリス・フォン・ベイレン夫人」に捧げられたとす

るが（179）、これは、1971 年の再版本（Charles E. Tuttle Company 刊）に付られた献

辞（Mrs. Alice Von Behrens）である。初版本では、献辞はない。 
246 次に口絵があるのは、2 年後出版の『日本雑録』からとなり、それ以降、口絵が

付いた出版となっている。 
247 田部は、「ヘルンはこれを『蓮の本』と呼んでいた」とするが、「梅の本」の

間違いである（234）。 
248 メアリーの日記 13 冊のうち、1896 年に書かれた範囲が、村形によって日本語訳

され出版されている。それ以降の日記は、原文がすべて、モービール市立博物館にあ

り、日本語訳がまだ出版されていないため（『日記』iv-v, x）、村形の引用と要約に頼

ることになる。 
249 これは、ハーンの日本での初期の作品が、ビズランドの日本訪問記（In Seven 

Stages）への回答となるメッセージを込めたのと同じ方法が採られていると言える。こ

のことが傍証になると考える。これについては、稿を改めたい。 
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250 田部は、ハーンが「『梅の本』と呼んでいた」とするが、「蓮の本」の間違いで

ある（235）。 
251 『東亜美術綱』にも、“Y-King”が見られる（1: xxix）。「菱川師宣」について

は、「ヒシカワ」（2: 186、201）「ヒシガワ」（2: 201）の両者が見られる。 
252 『ハーンの生涯と手紙』「序」に、ビズランドが、ハーンの著作を読み込んで

いた批評が見られる（103-156）。 
253 ただし、ビズランドがこの「献辞」を断ったらしいことが、ハーンの手紙に「献

辞はそのままにしておきます。」とあることから伺われる（Bisland 2: 513）。ビズラ

ンドの謙虚さによるとも考えられるが、スキャンダルを心配したことも考えられる。 
254 『父小泉八雲』によると、「蛍」については、資料を「渡瀬庄三郎」に三成重

敬を通じて依頼し、感謝のしるしに『骨董』を贈っている（124-25）。 
255 葛飾北斎 鳳凰図屏風 1835年 ボストン美術館所蔵。“Re+nessance: Le Plaisir du 

texte”より（2017 年 2 月 20 日閲覧）<http://renessance.jugem.jp/?eid=80>より。 
256 『骨董』の挿絵については、北村沙緒里

さ お り

「ハーンと北斎―挿絵が繋いだ異文化

交流―」『へるん』49 号が、『骨董』が片岡源治郎によって「おおむね『北斎漫画』

からの引用」によるとの指摘がされている。 
257 Nakai, Takako. “A Reinterpretation of Hearn’s Unusual Subtitle: Studies of Hand and 

Soul in the Far East” 『英文學研究支部統合号 vol. 7』2015、日本英文學会、p.121-128 参

照。 
258 山口『フェノロサ』下 16 参照。 
259 「御霊屋

み た ま や

」を「ミタ・マヤ」と区切る間違いは、第 3 部第 3 章で述べた「邵 康

節」（ショウ・コーセツ）を、「ショーコ・セツ」（“Shōko Setsu”）と、区切り方

を知らない読みを思わせ、『霊の日本』へのメアリーの影響の可能性を裏付けると思

われる（『霊の日本』52）。 
260 原文で“traditional nine days’ wonder”（259）とあるが、典拠は不明である。 
261 Nakai, Takako. “A Reinterpretation of Hearn’s Unusual Subtitle: Studies of Hand and 

Soul in the Far East” 『英文學研究 支部統合号 Vol. Ⅶ』2014、日本英文學会、p.121-128 

参照。  
262 さらに、ビズランドは、ハーン死後編集した、2 番目の書簡集『ラフカディオ・

ハーンの日本の手紙』（The Japanese Letters of Lafcadio Hearn 1910）の序文でも使用し

ている。詳しくは、Nakai, Takako. “A Reinterpretation of Hearn’s Unusual Subtitle: Studies 
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of Hand and Soul in the Far East” 『英文學研究支部統合号 vol. 7』2015、日本英文學会、

pp.126-127 参照。 
263 1892 年 11 月 22 日、12 月 2 日。村形『形の文化誌』3、p.192 の注 9・10 による。 

 


