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民たちが列をなして墓所まで歩き︑時折大砲が鳴らされた︒

タヒチにおけるポール・ゴーギャンの関連資料②

ポマレ五世の死について

昨年本誌に発表した論考では︑ポール・ゴーギャンのタヒチ渡航

る︒もともとタヒチには西洋のような国家や国土意識はなく︑さま

タヒチは一八八〇年にポマレ五世のもとにフランス領となってい

て︑新発見資料によって検討を加えたが︑本稿ではポール・ゴー

ざまな部族が割拠していたが︑一七九〇年代までにポマレ一世が︑

への経緯とタヒチでゴーギャンがいかに認知されていたのかについ

ギャンが初めて到着した一八九一年六月九日前後のタヒチの社会状

器を手に入れるなどして勢力を伸ばし︑ほかの部族長たちを抑えて︑

クックの協力を得たり︑バウンティ号の船長や反乱船員たちから火

前稿で紹介した︑ゴーギャンの来島を告げた六月二一日号の新聞

西洋人に対して初めてタヒチの王を名乗った︒一七九七年にはロン

況について探ってみたい︒

﹃タヒチよりの使者﹄ のトップ記事は︑黒枠に囲まれたポマレ五世

ドン伝道教会が来島して布教を始めたが︑ポマレ一世は改宗してい

一八〇三年のポマレ一世死去後︑息子のポマレ二世が王位を継ぎ︑

ない︒

の計報であった︵資料①︶︒
官報では︑六月一八日号の冒頭に﹁ポマレ五世死去﹂と記し︑ほ
ぼ全頁に渡って王の葬儀の報告に紙面を割いている︒官報の内容

にお 一八一五年にポマレ二世はキリスト教に改宗する︒これはオロ神へ

の信仰を中心とする新興宗教によって結束した部族が︑対抗勢力と

﹃タヒチのゴーギャン﹄

いて触れられている︒またダニエルソンは ﹃福音伝道新聞﹄も資料

して力を増してきためであり︑ポマレ二世はロンドン伝道教会を支

についてはベングト・ダニエルソンの

として参照している︒

彼の息子ポマレ三世は即位後まもなく幼くして亡くなり︑その姉が

持してタヒチ古来の宗教を根絶させ︑島民への改宗政策をしいた︒

カードの名のもと王の死が告知され︑六月一六日に葬儀がとりおこ

女王ポマレ四世となりポマレ王朝は全盛時代を迎えることになる︒

それらの資料によると六月一二日の当日の日付で植民地総督ラス

なわれた︒王の遺体の載せられた霊柩車のあとを役人や入植者︑島
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タヒチの最後の王
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一八三六年にはフランスのカトリック伝道団が布教を始めようと
するが︑すでにプロテスタントの勢力が強かったタヒチで反発を受

として人々の尊敬を集めていた︒ただし︑マラウとゴーギャンの間
にはおそらく直接的な接触はない︒

発したポマレ四世はイギリスに援助を求めるが︑イギリスはフラン

スは︑一八四二年には女王不在時に摂政に保護条約を結ばせた︒反

た︒フランス人の入国とカトリック伝道の自由を認めさせたフラン

こととなったであろう︒ゴーギャンは︑今はなき過去の楽園として

ちで︑滅びゆく楽園としてのタヒチのイメージをいっそう強化する

けだが︑到着後たちまち出くわした王の死という事件は︑画家のう

を得るために︑タヒチの王族を観察する機会が消失してしまったわ

タヒチ最後の王が死んだことによって︑ゴーギャンが作品の着想

スの動きを事実上黙認し︑一八四四年にはフランス・タヒチ戦争が

のタヒチを︑現実の姿に取材するのではなく︑さまざまなところか

けて放逐され︑そのことがフランスがタヒチへ介入する口実となっ

起こり︑一八四七年にフランス側が勝利し︑ポマレ四世は投降する︒

第一回タヒチ渡航にお

ら寄せ集めた図像の集積として描くこととなるのである︒

註
︵1︶

ーの記事の転載を訳出した拙文について︑簾田治子先生よりご指摘を頂いた

大学美術史研究会︑二〇〇六年︑24・29頁︒なお28頁のオクターヴ⁚︑︑ルボ

けるゴーギャン到着時に関する資料について﹂ ﹃美術史論集﹄ 第六号︑神戸

﹁タヒチにおけるポール・ゴーギャンの関連資料①

女王の死後即位したポマレ五世は︑一八八〇年にタヒチをフランス
に割譲した︒一八八五年にはタヒチと周辺諸島がフランス領オセア
ニア機構となる︒
ゴーギャンは︑到着の数日内にポマレ五世に謁見する予定だった
が不可能となり︑王の死を︑タヒチ固有の文化の衰退の象徴とみな
して悼んだようである︒しかしポマレ王朝成立の背景に︑西洋の
武力介入が見てとれることからもわかるように︑一世紀以上も前か

ので︑ここに訂正するとともに謝意を表したい︒︵誤︶ ﹁我々は︑純粋な芸術

が人々が信仰をもつゆえんとなる苦悩と失望とにしか結びつかない時代の中

らタヒチ社会は西洋との乳轢のなかに存在していたのであり︑王朝
自体が西洋各国やキリスト教各派のパワー・バランスを利用し︑利

にいる﹂1 ︵正︶ ﹁我々は純粋な芸術と結びつく苦悩や失望を崇拝するよう

一九八四年︑甲67頁︒矢TA苫H⁚MOrtduROiPOmarかく︸︶︶計ミ喜訂告功

︵4︶ ベングト・ダニエルソン 中村三郎訳 ﹃タヒチのゴーギャン﹄美術公論社︑

︵3︶ ∩訂§⊇已毒C訂〜乱謡空白巴訂完ヨmミ∽マ白眉巳的計〜訂計已♪−ごuinト等−．

︵2︶ 旨訂訟長明等計叫訂已早くendredこNjuin−等rNO．︺巴．

等白眉已払軋こ訂計已♪ juin−∞讐︸p．NひNの該当部分を掲載する︒

叫が已苦くendredこNjuin−笠rNO．∽巴と︵訂弓3已○慧C訂〜軋謡舎熊更訂篭ヨS諒

な時代の中にいる﹂ なお︑資料②︑③︑④に前稿で訳出した転記功Qg雪札内

用されながら存続していたのである︒
ゴーギャンの期待に反して︑ポマレ五世はタヒチの歴史には大し
て興味をもっておらず︑タヒチをフランスに割譲した後の余生では︑
潤沢な年金を放蕩のみに費やし︑飲酒癖によって病死を招いたとい
う︒これに対し︑彼の妻のマラウは︑タヒチの古い習俗を収集し︑
書物にまとめた︒ポマレ五世の死によって王の一族は途絶えたのだ
が︑マラウは一九三四年に亡くなるまで事実上のタヒチ最後の王女
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hS設計莞内岩︑馬私記q莞叫﹂等−︸pp一山00Yu等・

︵5︶ タヒチの歴史に関しては︑石川栄吉編﹃オセアニア世界の伝統と変貌﹄山川
出版社︑一九八七年⁚ジーン・ルイ・サケット︑本田ひとみ訳﹃タヒチ

ハ

ンドブック﹄ EditiOnSAくent etApr訂︑一九九五年⁚堀武昭 ﹃南太平洋の

﹁私にはこのポマレ王の死はとても悲しいものに見える︒タヒチはまったく

日々﹄ NHKブックス︑一九九七年︒
︵6︶
フランスのようになり︑昔の姿は少しずつ消え去っていこうとしている︒﹂
一八九一年七月妻メット宛の手紙︒Pau−Gau叫uin二eCuei−1ies﹀annOtかeset
pr究ac紆s parMauriceMa−ingue︸ト罠r謡か岩甘ヨヨ〜已針完的Pヨざ
C冒くi﹀p．NNu．

田平麻子 ︵たひら・あさこ︶
一九九八年 神戸大学大学院文学研究科修了
滋賀県立近代美術館学芸員
フランス近代美術史専攻︒
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