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はじめに ～過渡期における母  

近代初期，17世紀英国において，女性について新しい観念が出現しつつあった。このことは，そ  

の後の西欧社会（西欧型近代社会）における教育，あるいは子育てのあり方に，大きな意味を有す  

るものとなった。この新しい観念とは，以下の三つの局面における新しい考え方，意識やふるまい  

方である。   

第一に，母役割の重要性の発見である。「新しい母」（1）のイメージが語られ始めるのである。母役  

割の重要性の発見といっても，それまでの社会が実母による母乳育や養育を否定的にみていたこと  

を意味するわけではない。広い意味での教育，すなわち子どもが一人前に成長し人生を全うする過  

程において母親の役割が，他の何よりもまず重要なものである，という語りが，少しずつなされは  

じめたということである。もっとも，女性の社会や家族における位置づけや男性との関係性は，当  

時書かれた家政書においては，家長である夫への従属を義務づけられている（2）。「弱き器」という  

キリスト教の女性観のなかで，女性が家族内の事柄においても主導性を発揮することは難しい時期  
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であったとされている（3）。しかしながら，そうした時代性に抗するかのように，「新しい母」のイ  

メージの萌芽が，少しずつ現れ始めるのである。教育主体としての女性の発見（4），とひとまずいえ  

よう。   

第二に，ヴイヴェス（5）を代表とするルネサンス期人文主義者による女子教育論の萌芽である。女  

子教育史研究において，ヴイヴェスらの女性への教育の必要論，そしてそれらの議論が実際に生み  

出した当時の女性知識人（6）たちの活躍は，女子教育の発展の囁矢であるとされてきた（7）。教育客体  

としての女性の発見，である。   

第三の局面とは，上記の二つの変化と連動した，女性が関わる現象として近年注目されつつある  

ものである。すなわち，女性による著述活動の活発化である。もちろん，それまで女性の著作家が  

存在しなかったわけではない（8）。しかしながら，彼女たちの著作は，数の上でマイノリティであっ  

たばかりではなく，それらの著作は，キリスト教のなかでも特異な神秘主義思想や女子修道院のな  

かでの瞑想，予言の数々が主流であり，世俗の生活，とりわけて母親役割に関するものはさほど見  

当たらない（9）。また，18世紀末から19世紀にかけての感傷主義の女性著述家・小説家の流行現象と  

も異なっている（10）。17世紀の女性たちは，人文主義者による女性教育論に励まされながら，しか  

し女性が自己を主張することに対する抵抗観のなかで，「新しい母」を女性自ら構築すべく筆を執っ  

た。女性によって女性むけに説かれた，あるいは女性による「新しい母」の成立，といえよう。  

17世紀は，L．ストーンの図式によれば，絶村主義国家の権威とパラレルに再強化された家父長制  

の時代から，情愛と個人主義の観念が家族のなかの人間関係に徐々に浸透していく時代へと転換す  

る流動的な時代であった。L．ストーンは，以下のような日寺代区分を提示している。1550～1700年，  

16世紀後半から17世紀末に至るまでの時代は「限定的家父長制核家族の時代」，つまり「血縁関係，  

従属関係および共同体の衰退」と「家父長制の再強化」として位置づけられる。そして，1640年～  

1800年，17世紀半ばの清教徒革命の時代から18世紀末に至るまでの時代は「閉鎖的家庭内的核家族  

の時代」として，「情愛的個人主義の発達」と「配偶者の選択」はより「友愛的」に，そして「親  

子関係」は「子ども中心的，情愛的，許容的子育て様式」として位置づけられている（11）。   

プライバシーの観念や個人主義が人々の生活様式のなかに成立していくとともに，プロテスタン  

トの牧師たちが説いた家父長制的な家族関係や，父を中心とする家庭礼拝に村する拒否感が，次第  

に大きくなっていく（12）。このような意味で，17世紀は，西欧が近代的世界，すなわち私たちが馴  

染んでいるような生活世界や価値観，世界観へと転回していく重要な時代なのである。   

このような時期において，上記の三局面は，どのように連関しつつ，それぞれの転換を見せ始め  

ていたのだろうか。そもそも，新しい観念が出現した，と冒頭で述べたが，特に第一の局面一家  

族内の人間関係および子育ての様態一に関しては，変化（不連続）か連続か，という論争が常に  

繰り広げられてきたn3）。ミクロな人間関係の様態について，ドラスティックな変化の局面をとら  

えること，そして変化の時期を設定することはそれほど容易なことではない。また，ある側面のみ  

では変化はとらえきれないことが多い。母と子どもの間の感情的な関係に関して，その二者の関係  

のみで変化をとらえることは困難を極める。  
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とはいえ，これまでの研究によれば，17世紀英国において，母親像は，ドラスティックではないと  

しても変化しつつあった。あるいは，変化の間で，すなわち古い価値観から新しい価値観の間で，  

対立した意識や態度が併存していたことも指摘されている。それはどのような側面において見るこ  

とができるのだろうか。   

教育の歴史研究において重要なことは，子どもの人生にとって，母親の教育役割はどの程度重要  

な決定要素だったのか，ということである。それは「新しい母」の成立によって，いかなる変化を  

みせたのだろうか。子育てにおける母親役割とは，それが「女性本来のもの」「全ての女性の本能」  

「自然のもの」ということに異議を唱えること自体に，大きな道徳的・倫理的反発，反感を呼び起  

こすという，かなり強固な観念に，近代社会は支配されている（14）。母親の役割は普遍であり，不  

変なものであり，歴史などはない，という信念である。おそらく過去の人々の眼には，私たちの世  

界はかなり異質なものに映るであろう。   

しかし，私たちの世界とは異なる過去の世界，すなわち子育てにおける母親役割の絶対性に支配  

されていなかった世界から，私たちの世界観，価値観，母親観，子育て観，教育観に移行した経緯  

は，実はまだ未解明なところが多い。   

本稿は，その移行の動きがみられ始めた17世紀英国に注目し，その経緯を明らかにしていくため  

の前段階として，主として女性史研究の領域で進められてきている母親の歴史研究をレヴューし，  

課題を整理することが目的である。  

「新しい母親像」の成立に関わった女性たちは，どうして母親役割の重視という，子育ての歴史  

上非常に重要な出来事に関わり，自らの人生を規定していったのか。そして，彼女たちや，子ども  

たちがそのような変化の兆しのなかで生きていた生活世界とはどのようなものだったのか。   

女性解放の視点にたった女性史の著述に散見されていた，家の中での母役割から家の外での社会  

的活動へ，自立へ，という解放史観，発展史観は，上記のような社会史研究，家族史研究の深化に  

より否定された。近代の女性は，自立と，自己を表現し規定していく言葉の獲得と，そのための教  

育を受ける機会と，そして子どもの人生を左右する重要な母役割とを，同時に得たわけである。冒  

頭にあげた三つの局面とは，この同時性の発現に他ならない。そして，これらの局面が同時に成立  

したことは，女性の生き方のみならず，家族のあり方や子育てという，近代の教育の歴史上看過す  

ることのできない側面に大きな意味を持つことになった。17世紀英国は，この変化の過渡期とみる  

ことができる。  

17世紀英国の母親像，母親役割についての研究は，主として女性史，女性の著作についての文芸  

批評等の領域で行われてきた。本稿は，あくまで子育て，教育の歴史研究においていかなる課題が  

あるのかについて整理してみようと思う。  
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Ⅰ．母と教育の歴史研究の意義  

1Ⅰ母の歴史   

パトリシア・クローフォードによる研究は，現在のところ17世紀英国の母親の姿を明らかにした  

最も豊かな成果であるということができる。「17世紀イングランドにおける母性の構築と経験」（15）  

は，なかでも，それまでの一連の自らによる母親研究を位置づけなおした論文であり，定評がある  

ものである。  

クローフォードは，P．アリエス （16）や，L．ストーン（17），R．トランバッハ（18）等の家族生活に関す  

る代表的な社会史研究に言及しつつ，母親の歴史叙述の必要性を論ずるところから書き起こしてい  

る。一方で，それら社会史研究の成果と限界を指摘しつつ，他方で，母親の歴史は「単に男性たち  

による女性支配の過程ではない」として，フェミニストによる母性イデオロギー研究の一面性を批  

判する。そして，あくまで「17世紀の英国社会で母性（matemity）というものがいかに社会的に  

構築され，女性たち自身がどのように母性を経験したか」ということを主眼において研究をすすめ  

ている。それゆえに，実際になにが起こったのか，どのような経験がなされたのか，ということに  

ついて，着実な成果が出されつつある。   

ここで，私たちの問い，すなわち教育の歴史研究の課題に照らし，このクローフォードとの研究  

目的の違いを述べておく必要がある。それは，彼女のいう母性の社会的構築過程と女性自身による  

経験の様相に加えて，母親たちの経験のなかでの関係性，つまり「子育て，子どもが大人になって  

いく過程に母親はどのように関わったのか（広い意嘩での教育に関わったのか）」という論点を付  

加しなければならないことである。   

とはいえ，バダンテー ルによる，明快ではあるが歴史研究としては粗雑な点が散見される母性イ  

デオロギー研究に論を借りるのではなく（19），着実な史料をもとに母親の姿をさまざまな側面から  

明らかにしようとしてきたクローフォードの研究からは，とても豊かな母と子どもの姿，そしてそ  

れを取り巻く人々との交流関係，そして彼らが生きていた生活世界が見えつつある。全体像とまで  

はいかないが，17世紀という転換期に，どのような母親像がつくられつつあったのか，その一端を  

そこにみることができるのである。   

本稿は，このクローフォードの研究を中心に据えつつ，17世紀の母親像についての諸研究の検討  

を通して，それがこれまでどのようにとらえられてきたのか，そしてさらに何をみなければならな  

いのか，ということを整理することが目的である。しかし，そのまえに，母親の歴史をなぜ教育の  

歴史研究として論じかナればならないのか，について整理しておきたい。   

2．教育史として母の歴史 ～子どもの育ちと母についての過去と現在   

教育の歴史研究のなかに，産育の営みの歴史を位置づけねばならないということは，すでに言わ  

れてきていることである（20）。ここでは，それらの流れを中心とする学校中心史観への対峠という  

動向に沿いながらも，より積極的に，家族の，とりわけて母親の子育て役割についての歴史研究の  
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教育史的意義について論じておこうと思う。   

教育を，子どもが一人前の大人として成草していく過程に関わる行為であるとすれば，西欧の中  

世からの歴史の中でみると，近代以降の教育の歴史は，学校と家族という限定された場に専門的に  

委託していく流れとしてみることができる。   

すなわち，西欧中世においては非常に特殊な世界であった学校的世界（21）が，封建制の解体とと  

もに消滅を余儀なくされた身分や職分に応じた早期職業訓練の慣行にとって代わっていく。それは，  

身分制解体，市民社会の成立，という社会体制の変化のみならず，商人や職人層の職業知の近代化，  

交換経済の成立，都市生活の拡大，文字文化の重要化，またルネサンス人文主義，近代科学や啓蒙  

主義の影響をうけた漸進的な変化であった。近代国家の成立とともに，近代学校は制度化され徐々  

に普及していく。   

一方で，西欧中世において家族生活とは，「全き家」という，生産労働を含んだ生活共同体・経  

営体であり，かつ誕生から死に至る人生の節目の出来事，労働や病や余暇など人間の一生の営みの  

一切がそこで行われる空間で過ごす人々の生活であった（22）。彼らの日常生活は，両親とその子ど  

も，せいぜい祖父母，という家族のプライバシーの守られた私的な空間という，私たちが慣れっこ  

になっている近代以降の家族生活ではなかった。   

下層の農民たちや貧困層においては，物理的にそのような生活を可能にする空間を持つことはで  

きなかった（23）。身分の高い人々は，むしろその姿を晒すことによって権力を持ちえていた。奉公  

人，家臣たちの侍る宮殿や城館の構造からは，常に多くの視線が存在する彼らの生活をみることが  

できる。都市の中流層の家の間取り図からも，16世紀になってもまだ廊下のない， 

にいくには間の部屋を通るしかない，私的空間を守ろうという意識自体の欠如した彼らの生活をみ  

ることができる（24）。   

重要なのは，子どもたちが，そのような様々な，多くの人々の視線のなかで生きていたというこ  

とである。しかも，農民層においても，職人や商人，そして貴族層においても，7～8歳になると  

養育者（多くは生みの親といえよう）のもとを離れ，大人たちのもとでそれぞれの職業の訓練をう  

けることが慣行化されていた。学校と家庭という子ども時代を保証する空間のなかで，成人となる  

までの殆どの時間をすごすという私たちの世界の慣行は，彼らの世界ではおよそ考えられないこと  

であっただろう（25） 

このような子どもたちの生活世界と成長過程にかかわる教育慣行のなかで，家族，生みの親，そ  

してとりわけて母親の教育役割が，ある人間の成長過程に他の人間関係のなによりも増して重要な  

ものとして存在していたとは考えられない。母親が子どもを大切に思っていない， とか子どもが母  

親との関係を重要なものと考えていない，ということではない。母と子どもの二者関係における感  

情については，Ⅱの3において触れるように，行動様式や言葉などを私たちの価値観から判断する  

ことは非常に難しい。あるいはどちらともいえる，どちらともいえか－，という解釈論に陥ってし  

まう。問うべきは，身分・職分，性によって規定されていた職業訓練を，幼いうちから受けて（あ  

るいは生活のなかから覚えて），一人前の大人になっていく子どもたちの人間形成と過程に，母親  
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はそれを左右するほどの重要性をどれほど持ちえていたのか，また，それは他の諸関係を凌ぐほど  

の強力な関係性であったのかどうか，ということである。上記のような中世の生活世界と子どもた  

ちの成長過程の研究に拠る限り，近代以前の社会は，私たちの社会が当然視しているほどの，母親  

役割の重要性を有しているとは考えられない。   

このような世界観，人間観，あるいはそのなかに存在していた親子関係，母子関係のあり方から，  

近代以降，私たちに馴染みの家族や子育てに変化した経緯はどのようなものだったのか。その間に  

ある断絶には，何があったのか。   

教育の歴史を紐解くとは，ただ過去の教育の世界を復元するということのみではない。現代の教  

育の困難を解決する糸口がみつからないとき，歴史のなかで馴化されてしまっている価値観のなか  

だけで苦慮するだけでは動けなくなることが多い。その価値観を持たなかった世界を精査し，歴史  

のなかに位置づけ，どのようにして現在のような形になったのかを見据える必要がある。なぜなら，  

その過程のなかに，困難がすでに組み込まれてしまっているかもしれないからである。教育史研究  

の課題は，まさにここにあるといってよい。   

とすれば，現代の子育て，親子関係についての困難が，とりわけて母親の本来性や関係の健全性  

の欠如に帰せられることが多く，そしてそのための援助の学や術が喧しい今，このような価値観を  

持たなかった世界が，いかにして現在のような形になったのか，を明らかにすることは非常に重要  

な仕事であるといえよう。本稿は，そのためのささやかな論点提示の試みにすぎない。  

Ⅱ．母と子育てをめぐる世界のゆらぎ  

1．人間の出生についての母の重み   

なぜ女性が授乳に始まる幼児の世話や子育てに従事するのか，という問いに，多くの人は，生物  

学的にいって女が子どもを産むのだから，という答えを用意するだろう。しかし，この一見何の疑  

いもない真理のようにみえる事柄も，実は歴史を有している。つまり，単純にそうは考えられてい  

なかった時代があった，ということである。   

ウェイン（26） は，このことについて以下のような流れを説明している。すなわち，前5世紀の古  

代ギリシャ，古代エジプトの文化圏においては，父，すなわち精子が誕生の決定要素であると考え  

られていた，つまり「生理学上の母性の否定（thedenialofphysiologicalmatemity）」といわ  

れる考え方がなされていた。この発生観は，「前成説（preformationism）」とされている。とその  

ために，ギリシャ悲劇のなかで，母親を殺した登場人物が以下のように語ることも可能であった。   

だいたいが母というのは，その母の子と呼ばれる者の生みの親ではない，その胎内に新しく  

宿った胤を育てる者に過ぎないのだ，子をもうけるのは父親であり，母はただあたかも主人が  

客をもてなすように，その若い芽を護り育てていくわけなのだ。…（27）  
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それが，前4世紀，アリストテレスの「単種説（one－Seed theory）」と呼ばれる説が登場する。  

たしかにアリストテレスの議論は，「精子の優位性」に影響力をもったが，「月経血」の力を認定し  

た点でそれ以前の「前成説」とは異なっているとされている，という。その後，ガレノス（2～3  

世紀）の論においては，さらに人間の出生についての女性の役割を認められることになる。   

しかし，西欧社会のなかで支配的であった「ゼウスの頭から生まれたアテネ」，「アダムのあばら  

骨から生まれたイヴ」の物語は，常に人間の始まりに関する男性の優位性を正当化してきた。「人  

間の出生についての女性の役割の重要性は，常に，こうした神話によって弱められてきた。」それ  

は，上記のような生理学の知識によっても変わらなかったという。   

ウェインは，ここに変化がもたらされたのが16世紀から17世紀にかけてである，という。徐々に，  

母としてのマリア，しかも，男性の力をかりることなく，神の力によって，自らイエスを産んだ母  

としてのマリアを賞賛しつつ母役割の重要性を論ずるものが現れ始めた。その中で，大きな位置を  

占めているのが，女性によって著された書物であることは，注目すべきことであろう（28）。  

17世紀後半の「前成説」論争は，生まれる前に予め決まった形のものが，精子に入っているのか，  

卵子に入っているのか，という論争であった。そして，どちらにしろ，胎児は，女性がその子宮の  

なかで血液によって育てると信じられていた。クローフォードによれば，女性の想像力は胎児を形  

作ることができるとされ，音形児が生まれたときは，父親ではなく母親が責められることも多かっ  

た。これは，前成説とも矛盾するし，奇形は両親の罪であるとする当時の考え方とも異なっている  

ともいわれる（29）。   

このようなずれについて，どのように考えられるだろうか。というよりも，当時の人々は，どの  

ように考えていたのだろうか。母親が子どもを産む，ということ自体，そして人間の出生に際して，  

母と父はどのような重みをもって語られるのか，ということ自体が，まだ流動的であり，変化しつ  

つある時代だったのである。   

2．出産と育児をめぐる諸力 ～超自然的力と女性の力   

出産と育児，とりわけて出産は，近代初期の女性たちにとって（それ以前の女性たちにとっては，  

さらに），死と隣り合わせの恐怖の体験であった。産裾時の死亡率についての研究によれば，ある  

地域では6～7％という，歴史家が想像していたよりも少ない割合であったという（30）。しかし，  

クローフォードは，その数字よりも，当時の人々が感じていた恐怖のほうがリアリティがあると論  

じている。当時書かれ始めた女性による助言書は，死を前にした女性たちの，まだ見ぬ，そして会  

うこともないであろう子どもたちへの言葉，遺言という形をとっているものが多いのである（31）。  

また，当時の日記や書簡からは，死の恐怖，そして出産の床で死んでしまった家族や親類縁者，そ  

して友人たちへの言及を，数多くみることができる（32）。   

また，無事に出産できたとしても，生まれた子どもの死が待っていた。最初の36時間が最も新生  

児の死亡率が高かった（33）。そして，この段階を無事通ることができると，次は授乳，そしてさま  

ざまな育児の仕事が待っている。  

－7－   



野々村 淑 子  

このような当時の女性にとって非常に重いものであった出産，そしてそれに続く育児は，どこま  

で女性自身の義務や責任，あるいは女性の努力や能力の問題であると考えられていたのだろうか。  

この間題に答えることはとても困難である。しかし，いくつか辿ることのできる筋道がある。それ  

は，出産や育児をめぐって，当時の人々が行っていたこと，そしてそれを支えた信仰体系である。  

17世紀は，その意味でも重要な転換期であった。宗教改革者たちは，出産のお守りのために，妊  

婦が借りるために修道院においてあった「聖人のガードル」「スカート」「コート」などの聖遺物を  

「迷信」として一蹴しようとした。こうしたお守りは，安産のみならず，妊娠祈願など，出産や育  

児をめぐって女性たちがすがった超自然的な力であった。また，「産後の浄め式」についても同様  

に廃止された。カトリック教会の司祭のなかには，それらのお守りなどを，俗信であり好ましくな  

いと考えた者もいた。しかし，そうした民間に根付いていた悪魔祓いの信仰体系を教会の内部にお  

くことで残していた。改革者側の論理でいえば，それらは俗信，迷信であり，それを利用して利益  

を得ている教会の汚辱であった。そしてそのような俗信を否定し，祈ることによる救い，をその代  

わりに位置づけることになる（34）。   

プロテスタントの牧師たちは，「女性は母になるために創造された。子どもを世話することによっ  

て，女性は神に仕えることができる」という論を展開した。しかしながら同時に彼らは，「カトリッ  

クの神父たちと同様に，母親役割についても，男性の権威に従属すべきであると考えていた」ので  

ある（35）。つまり，お守りも，聖遺物へ助けを求めることも禁じ，祈ることのみを課し，しかもな  

によりも重要な仕事であると言い渡しつつ，やはり夫に従いなさいという，かなり混乱したメッセー  

ジがここ 
にある。  

クローフォードは，ある非国教会派の聖職者一家の3代にわたる人々の史料から，17世紀の家族  

意識の一端を明らかにしている（36）。フィリップ・ヘンリー（1631～1696）は，非国教会派として  

の抵抗運動のために，聖職を追われた。この研究は，フィリップの妻キャサリンとその子どもたち  

（2男4女，うち長男は6歳で天逝）の関係，そして彼らの結婚と子育て，子どもたちとの関係と  

いう3世代（フィリップとキャサリンの結婚をめぐるキャサリンの親との関係を含めると4世代）  

の家族について，彼らの家族意識を書簡や日記，回想録などを史料に明らかにしたものである。そ  

のなかで，この出産と育児をめぐる，女性の力について，興味深いいくつかの意識について言及し  

ている。   

まず，フィリップ，キャサリンの子どもたちのうちの末娘アンは，29歳で死ぬ前に7回も妊娠し，  

身近な人々の死産や産裾死を多く経験した。その書簡には「出産だけではなく，育児とし1うこの大  

変な仕事も，神から与えられた罰でしょう」と記している（37）。また，彼女の姉サラ（第3子長女）  

は，結果的には子どもを持ったのではあるが，結婚初期には不妊で悩んでいた。「女性の最も重要  

な仕事は，『豊かな葡萄の樹になること（たくさんの子どもを産むこと：引用者）と，子どもを育  

てる母になること』でしょうね…」とこぼしている。「なぜ神は，女性が身ごもってから結婚する  

ことを許さないのでしょう」とも書きのこしている（38）。カトリックや国教会がまだ有していたよ  

うな信仰の体系を離れた，この家族において，育児や出産に際する女性たちにとって，そこでの悲  
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劇や苦痛は，祈りと，自らの悲しみにのみ帰す問題となっていたということができるだろうか。  

17世紀という時代の変わり目において，一方では母親役剖の重要性を，女性自ら主張する議論が  

生まれつつあったけれども，他方においては，それまでの信仰体系が崩れていくなかで，出産や育  

児に村する女性たちの関係性そのもめが揺らぎつつあった。それは，男性の労働倫理が変化し，神  

を内面化した個人として資本主義を支えていくメカニズムに似ている（39）。「新しい母親像の発見」  

は，出産や育児が，神を内面化した女性個人の努力や達成の証として新たに規定されていく過程と  

みることはできるだろうか。   

3．母をとりまく人々   

捨て子や子殺し，乳母雇用などの慣習は，母親としての子どもへの愛情の有無についての論争で  

言及されることが多い。しかしそれについてクローフォードは，捨て子や乳母に委託をしたからと  

いって愛情がないとはいえないし，自分の乳で，自分の家で育てたからといって愛情があるともい  

えない，とし，親子間の愛情の有無をこの慣習から量ることはできないという（40）。   

それよりも，乳母との関係は，祖母，姉妹などの女の親戚たち，近隣の女性たち，という母の出  

産と育児を支え，助ける人々の輪のひとつとしてとらえることができる。クローフォードは，一貫  

した収集と整理を行なっているわけではないが，母と彼女をとりまく人々（多くは女性）の思いを  

いくつか拾っている。先にあげた一家の女性たちは，出産のたびに，娘や姉や妹を訪問しあい，支  

えあった（41）。おばや祖母として，生まれた子どもの面倒をみながら，出産後の母親の快復をまっ  

たのである。また，乳母たちのなかでも，自分の乳で育てた子どもが大人になるまでずっと関係を  

もち，彼らの幸福を願った女性の例も多く示している（42）。   

あるいは，出産で死亡，あるいは若くして死ぬ女性が多く，当時の男性は再婚する例も多かった。  

その男性に子どもがいた場合，継母となるわけである。当時の書簡などからは，継母であるがゆえ  

の痛みも綴られながらも，子育てをする姿がみることができる（43）。つまり，実の母親のみが，子  

どもを育てるものだという観念は，全くと無いというわけではないが，あまり強いものではなかっ  

た。むしろ，当時の状況を考えると，それは不可能なことであった。母をとりまく人々の多くは女  

性であったが，彼女たちの存在の必要性が，母親のみによる子育てという意識を緩和していたとい  

えよう。   

捨て子や子殺しについては，貧困に対する教会の慈善観の変化，あるいは性道徳についての観念  

の相違や変化と考えあわせなければ，単に母親の愛情の有無を論ずることや，現代的な観点からの  

倫理観からの評価をなすことはできない。ただ，先述のようなお守りやおまじないなどの慣習を思  

い起こしてみると，力に余る子育てを自分たちの代わりに神に委託する，あるいは神のもとに返す  

という意識もあったのではないか。そのように考えると，実の産みの母親が負いきれない出産と育  

児という仕事は，近代初期においては，まだその代替や委託や助力の余地が残されていた，ともい  

える。   

また，貴族層や上流層においては，中世の他家奉公の名残ともいえるような，寄宿学校への委託  
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は，17世紀には一般的であった。チャールトンによる母親の教育役割に関する研究では，寄宿学校  

にいる息子たちの宗教上の教育について心配し，手紙をしたためる母親たちの言葉が引用されてい  

る。それらは，チャールトンのいうような母親の教育熱心さの表れであるとともに，その子どもた  

ちが生家にいないことを逆にあらわしてもいる。また，チャールトンは，10代で結婚した嫁に対し  

て，教育する義理の母親（姑）の例にも言及している（44）。   

まだこれだけの史料では，断片的であり，体系的なことをいうことはできない。しかしながら，  

このような断片からいえることは，近代初期英国において，出産や育児は実際の場面においては，  

いまだ産みの母親自身の個人的な力や能力のみにあずけられていたわけではなかった。しかし，こ  

のような状況のなかで，それと対立するような「新しい母親」像が語られはじめたのである。  

Ⅲ．女の人生における母役割の意味のゆらぎ   

1．聖性・個人性と母性   

ウェインは，17世紀の女性による助言書のなかでも著名なE．ジョスリンの『まだ見ぬ子どもへ  

の母からの遺言』（1624）（45）のなかで，近代の女性の苦悩を抜き出している。それは，新教徒の女  

性として，ジョスリンは，「天国」か「家庭」しか居場所がないということである。つまり敬慶な  

キリスト教徒としての聖性の道か，家庭のなかでの妻と母としての姿か，である。ジョスリンは，  

アンビヴアレントな心の内をみせている。   

しかし，先にみたように（46），中世において，キリスト教の神に仕える聖性と，世俗の母役割，  

つまり出産や育児の仕事は，相容れない対立したものであった。修道女として神に仕えることは，  

世俗の生活を捨てることを意味していたからである。  

17世紀が，この対立が共存に転換する時期であることは，想像に難くない。プロテスタンティズ  

ムは，カトリック教会や国教会の体系を見直し，家族を軸に信仰や礼拝のシステムを設定しなおし  

たからである（47）。プロテスタントが家族礼拝を重視することは，このような文脈で理解されてい  

る。   

しかし，クローフォードは，このような転換期が女性たちに課した奇妙な矛盾を，非国教会派家  

族の女性の姿を措いた回想録から明らかにしている。それは，「礼拝や，安息日のつとめ，そして  

瞑想の時間が，主婦の仕事で乱されてしまう」という嘆きである。「女性にとって，結婚とは，他  

の人に善を行う機会であるかもしれないが，自分自身の救済から遠ざけることでしかない」という  

思いである。続けて引用してみよう。   

女性たちは，結婚ということから解放された祝福された状態について，時折思いをきたした。  

彼女たちは，結婚前の若かった時代を懐かしく思い出した。彼女たちは，男性たちの助力者と  

して，神に祝福された妻や母としての役割を懸命に果たそうとすればするほど，俗世の事柄に  

罪深く関わってしまうことになった。フィリップ（非国教会派の聖職者で，聖職を追われた父：  
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引用者）が訪れた自分の小部屋でお祈りをする「信仰心篤き女性」の家で，「家は悲惨にも放っ  

ておかれ，子どもも見捨てられている」という話を，彼女たちは疑いなく何度も聞いたであろ  
う（48）。   

これは，ヘンリー家の三代目の孫が，自分の母親たちの世代（2代目）の女性たちのことを書い  

た回想録からの抜粋である。新教徒の家族中心の信仰体系は，一方で，女性の妻や母としての役割  

を重視したけれども，佃方でこのような分裂を女性に強いることになる。   

聖性と母性は，宗教改革以降，村立から共存，調和に転じようとしていた。しかし，女性の生活  

において，それは共存するものではなかったことが，このような叙述からは見て取ることができる  

だろう（49）。   

2．女性の母についての著述と女性の自己  

17世紀英国の女性にとって，書くという行為は，まだ一般的に許されることではなかった。ゆえ  

に，母親としての義務を論じた書物においても，様々なかたちで書くことへの弁解や怖れが書き込  

まれる。「もっと深い議論は，男性に任せておいて」とか，・「あらゆる怖れは別にして，自分の不完  

全な考えを世に問うという冒険をしようと思います」といった言葉である。  

トラヴイツスキーは，女性たちの著作の内容そのもののなかに書き込まれる，女性の自己と，母  

役割の葛藤や対立について論じている。なかでも，娘に対して教育をしすぎることへのためらいの  

言葉は，注目に催する。つまり，新たに認識されつつある子どもの教育に際する重要性について，  

女性が書くとき，当然のように，当時の性差の観念やその境界線が問題となるのである（50）。   

それに対してブラウンは，17世紀の女性による母に関する著述の多くが，死を前にした母親によっ  

て善かれたことになっている，という形式そのものに，矛盾や問題性をみている。すなわち，それ  

ら女性による書物は，女性の自己構築であると同時に，自己破壊の過程でもある，ということであ  
る（51） 

。   

従順さ，謙虚さという女性観が支配的であった社会において，女性が自己を主張する著述を行な  

うこと，そしてそれが「新しい母」についての著述であったこと（それは上記に述べてきたような  

当時の母親像の歴史に照らせば，母親役割という女性の領域だから女性は書くことができたのだ，  

というような単純なことでなかったことは想像がつく），なおかつ，書き手の女性が，これを書き  

遺して死んでしまうかもしれないという付記をつけたこと。これらの注目すべきことは，当時の女  

性の自己と母親役割との関係，女性の人生そのものにとって母役割はどのようなものだったのか，  

どのようにして，女性たちは，「新しい母」の像，つまり子育てにおいて最も重要な役割を果たし  

ていこうという意識を自ら受け入れようとしたのか，ということを明らかにするのに，重要な視点  

となるであろう。  
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おわりに   

17世紀という，近代世界への移行のひとつの転換期，英国社会において，子育ての歴史上注目す  

べき変化が起きつつあった。それは，「新しい母」のイメージが，語られ始めたことである。   

男性のプロテスタントの家政書が説いた，家父の権威に妻と子に奉公人が従属するという家父長  

制の体制は，17世紀後半には既に脆弱なものになっていた。それとともに，女性たちは，人文主義  

者たちの女子教育論に励まされつつ著述の世界に進出していく。彼女たちは，父ではなくむしろ母  

こそが，子どもを教育することに相応しいということを主張しはじめた。このことは，それまでの  

出産や育児のあり方，そしてそれに向かう母親たちの意識や態度を少なからず変えることになった  

であろう。   

宗教改革の波は，出産や育児にまつわる慣習を支えていた信仰体系を大きく転換しようとしてい  

た。社会の枠組みが大きく変わろうとしている時代において，子育てのあり方も，さまざまな局面  

で転換を迫られることになる。女性にとって，母となること，母であること，つまり子どもを産み  

育てることが，女性自身の個人的な意図や努力などの問題として語られるようになっていくひとつ  

の転換点がここにある。   

いくつかの史料からは，家族やそれをとりまく近隣の人々，そして寄宿学校や職業訓練などの教  

育の慣行において，出産や育児，子育ての場面での母を支えるさまざまな関係性が，近代初期には  

まだ存在していたことが明らかにされつつある。「新しい母」は，そうした関係性とどのように折  

り合いをつけてつつ，成立（あるいは変容）いくのだろうか。それは，子どもの育ちの世界に，何  

をもたらすことになるだろうか。出産や育児をとりまく世界の変容は，女性の生き方のみならず，  

教育のあり方をどのように変えたのか。教育史研究にとって，この間いにこたえることは重要なこ  

とであるといえよう。  

〔付 記〕  

この論文は，平成15年度科学研究費補助金 若手研究（B）「近代初期英国の女性と教育の関係構  

造に関する基礎研究：コンダクトブックを史料として」の成果の一部である。  
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The Transition of Motherhood and Education   

in Early Modern England：A Review  

Toshiko NONOMURA   

ThispaperaimstoreviewthestudiesofhistoryofmotherhoodinearlymodernEngland．  

AnditalsoaimstomakecleartheproblemsonthestudyofhistoryoftheworldarOundgrow－  

ingupofchildrenandmaternalexperienceinmodernEngland．   

InearlymodernEngland，SOmeneWimages，eXPeriences，andattitudesof（andto）women  

Wereemerglng．  

1）Theinventionofwomen’seducationalroleasmothersinevitabletochildren，sgrowing  

uptoexpectableadults．   

2）Thebeginningsofemphasisonwomen’sliteraryeducationbyhumanistsmainly．   

3）Theappearanceofmanywritingstomothersbywomen．   

Thisphenomenonisveryslgnificanttothehistoryofmother，srelationstochild－rearlng  

andtheprocessofgrowlnguPlnmOdernEngland・Andtheimageortheviewofmotherhood  
madethenhasinfluencedtomodernAnglo－AmericaorothercountrieswhichhadWestern－  
Europeanstylemodernization．   

InearlymodernPeriod，PeOPlethoughtabsolutelydifferentlyaboutthebirthofhuman  

being・Theydiscussedaboutthetheoryofpre－formationinseventeenthcentury・Informer  
times，itwassaidthattheyhadbelievedonlyfatherwastheparentofchild．Earlymodern  

Viewofbirthwasstillfluid・WhatviewofthemechanismormeanlngSOfchildbirthandpar－  
enthooddidexistinthefrontoftheearlymodernEnglishpeople？   

Child－birthorchild－rearingexperienceswereunderthesuper－naturalpowerinearlymod－  

ernage．Peoplebelievedtheeffectsoftherelics，theamulets，andsoon．Child－birthandchild－  

rearlnghad’ntbecometheeffortsorabilityofmotheryet．ButtheReformerstriedtobanish  

themas‘superstitions’．Moreover，netWOrksofkinshipandneighborhood，andwet－nurSeSOr  

hospitalswerethesupportsformothers．   

Thatis when theimage of‘new mother，emerged．For what did women write new  

maternalduty？Theremusthavebeencontradictionsbetween‘weakervessel，andtheresponsi－  

bleandself－devotedmother・Howdidtheyresolvethem？Howdidwomen，sself，devotedto  

SanCtitybeforetheReformation，Changetomaternalexperiences？   

Whathappenedin the world around children and mothers（women）in earlymodern  
England？ItisimportanttomakeclearthedetailintheworldofgrowlnguPfornotonlyhis－  
toryofeducationinmodernEnglandbutalsototheideas，institutions，attitudes，andetc．of  

modern education．  
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