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おわりに

はじめに

　キャサリン・ビーチャー（Beecher，　Catharine　Esther，1800－78）は，19世紀中葉のアメリカの

歴史に残る女性たちのなかで最も著名であるといっても過言ではないほど，当時の社会への影響力

と今日に至るその功績の数々によって知られた人物である。女性のための学校，セミナリーを創設

し，その運営に尽力しつつ，女性たちに対する啓蒙的な諸著作を次々と発表した。家事，家政につ
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いてのその大著は，当時の多くの読者層をとらえ，今日の家政学の基礎を築いたといわれている。

　とはいえ，本論文がビーチャーに注目するのは，その卓抜性に注目しその思想の形成過程を明ら

かにしょうという意図からではない。むしろ，当時のみならず，その後の時代における影響力の大

きさにこそ注目するのである。ビーチャーの言説は，当時に生きた人々の世界観，男女の生き方や

「教育」についての暗黙の前提についての一一一・一つの証言である。なおかつ，その思想や活動はその後

の女子教育のみならず，家庭像，親子関係のあり方に多大な影響を与えた。それは，今日の我々の

思考体系の根底を支えているといえよう。本論文がビーチャーの言説過程を精査するのは，その自

明性を成立させた論理や道筋のひとつを明らかにしょうとするためである。

　本論文で分析する『母と教育者としての女性の専門職：女性参政権に対する反対意見に添えて』

（Woman’s　Profession　as　Mother　and　Educator，　With　Views　in　OPPosition　to　Woman　Suffrage，　Geo．

Maclean，　Philadelphia　and　Boston　1872，以下『母と教育者』と表記する）は，彼女が72歳，晩年

の著作である。ビーチャーは多くの著作を残したが，「母」とは，その思想の上で最も重要であっ

た。ところが，この「母」という鍵概念について，タイトルにそれを掲げて論じたのは，この著作

のみである。

　この『母と教育者』が出版された1872年当時，おりしも，社会は女性参政権運動とそれをめぐる

論争に沸き返っていた。女性たちの「自立jとは「女性の領域」ωの呪縛を断ち切り，それを超え

ることによってなされるものである，という考え方に傾斜し始めていたのである。南北戦争の結果，

憲法修正15条によって，黒人男性参政権が承認された。しかし，白人も黒人も女性には選挙権は認

められなかった。女性参政権運動は，こうした状況に疑問を持った女性たちによって起こされ，次

第にその活動は活発化される。反対運動による逆境を乗り越え，女性が参政権を獲得したのは1920

年のことであった。

　このような女性参政権獲得にいたる歴史において，ビーチャーの思想は非常に微妙なものであっ

た。f母」，「主婦」のエキスパートとなることを女性たちに鼓舞した彼女の議論は，女性参政権運

動の組織化につながるような，キリスト教福音主義にねざした禁酒運動などの社会改革運動の活動

原理をその根本において支えている。現に，女性参政権への反対運動は，政党間の政治抗争の場で

繰り広げられたと共に，蒸留酒製造業者たちがその職業の生き残りをかけてその財を投じて起って

いた。しかし，ビーチャーは，この女性参政権獲得運動に対して，反対の意見表明をした。それは，

時機尚早を訴えるというものであり，真っ向からの非難ではなかった。しかし，当時勢力を増しつ

つあった女権運動に対して，守旧的なキャンペーンをはったのであるCLD。

　ビーチャーは，南北戦争前（アンテベラム期），すなわち19世紀前半期において，多くの著作を

手がけ，その足場を固めるとともに，活躍の場を広げた。アンテベラム期という時代が，彼女の思

想の根本的原理を形成したのである。南北戦争を境に，女性参政権運動に典型的に見られるように，

女性たちの生き方や，価値観は急速に変化を遂げつつあった。アンテベラム期においては進歩的な

女性を先導したビーチャーの言説は，戦後，ポストベラム期においては，このような時代の流れに

抗するようなものとなっていたのである。しかし，戦後も，その著作の数々は重版され続けた。新
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たに出版された著作においても，彼女は初期の思想をその根本において貫徹する。女性への啓蒙的

言説のなかで彼女が強調する「母」についての主張は，その長い著作活動の期間を通じて変わるこ

とはなかった。時代の人ではなかったとはいっても，ポストベラム期（南北戦争後の時期）におい

ても，彼女の思想に賛同する人々は少なからずいたのである。価値観や人生観などの意識は，ある

事件や出来事によって大きく左右されるであろうが，その変化はたちどころにして起るわけではな

い。参政権運動に象徴される男性と平等の権利を獲得していこうとする女性たちにとっては，ビー

チャーは守旧派として存在したのは確かである。しかし，ポストベラム期において着実に進んだ家

政学や医学の分野での女性の地位獲得，また，婦人宣教師の活動の基盤をつくったのは，ビーチャー

の思想なのである。このような揺藍期に書かれた言説に注目する意味はここにあるといってもよい

であろう。つまり，歴史の流れとその過程に現われた葛藤を言説を通して内側から眺めるというこ

とである。

　この『母と教育者』は，ビーチャーの諸著作のなかで，「母」を正面きって論じた唯一の書物で

ある。「母」は，以下の分析で明らかになるように，ビーチャーの思想の根本原理であるにもかか

わらず，「母」を表題にあげた著作は他にはない。彼女の思想の根底をなす『母と教育者』におい

て，「母」とは女性の「専門職」として最も重要な地位を与えられる。しかしながら，「母」とは，

その重要性，すなわち，「専門職」を確定し承認させる際のその効用のみによって立っている。

　子育てや教育の歴史におけるビーチャーの「母」思想の位置と機能については，先行研究におい

て言及されてきている（3）。それによれば，ビーチャーは「共和国の母」の思想を基盤として，「母」

の役割を「家庭」から「社会」へ，「学校」へと拡大させたという。この思想は，女権運動にまで

つながる女性の「社会」の場における活躍の道を用意し，結果として，まずは「母」の代わりとし

ての教師という職業に，女性が進出することを促し，「教職の女性化」現象を支えた。また，十九

世紀後半に活発化し，近代日本の女子教育の発展にも多大なる影響を与えた，「婦人宣教師」の運

動や協会の組織は，ビーチャーの「女性牧師」の主張にその活動の原理をみることができる（4）。更

に，それに若干後れをとったが，医学の世界に女性が進出したこと㈲は，「家庭」のなかの「健康

管理者（health　keeper）」となることを勧めたビーチャーの思想が，その根底を支えているといえ

るであろう。

　ビーチャーの「母」思想の形成要因をその個人史に求めている議論もある。ひとつは，同学な「牧

師」としてその役割を果たした父の影響が大きかったというものである（6）。また，「母」を実際に

子どもを産んだ女性に限らなかったのは，彼女が生涯を独身で通したからであるという議論もあ

る（7）。

　しかしながら重要なのは，そのような要因探しではなく，アンテベラム期の時代の子ども観，教

育観，女性観などに大きな影響を与え，以後の歴史に決定的な枠組を用意したビーチャーの思想，

その「母」言説が，いかなる構造を有していたのかを明確にすることであろう。

　以下にみるように，ビーチャーの語る「母」の仕事は，キリスト教の「神」が企図した「普遍的

原則」として疑いもなく規定される「男女の領域主義」によって，極めて明瞭かつ明快に定義づけ
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られる。「性別役割分業」は，ビーチャーにとって，打破すべき束縛ではなかったのである。「女性

性」をめぐってアンビヴァレントであったチャイルドの言説と比べて，この明快性は際立っている。

　ビーチャーの議論において最も重要なのは，女性の「名誉」ある経済的「自立」である。そのた

めの「優越性」（具体的には「寄付金」という経済的「優越性」）の獲得，その読者への請願が，こ

の書物の主たる目的である。「母」とは，そのための「有用性」に他ならない。［経済的自立」の必

要性についてのあからさまな主張は，この言説が発表されたポストベラム期という時代性を物語っ

ているといえよう。なぜならば，アンテベラム期の女性は，「神聖な消費者」を期待され，自らの

糧を稼ぐことは，望ましいこととは思われなかったからである。それは，「金稼ぎ」という面では

大いなる成功者であったシガニーが，その著作のなかで描く世界においては，決してそのような面

を出さなかったことにも現われている。

　しかし，「母」という役割が，f社会」においてこそ発揮されるべきであるという主張は，ビーチャー

の初期の著作から一貫している。それは次のような論理に支えられている。「家庭」におけるその

役割は，それが「家庭」の外の世界で「名誉」と「優越性」を与えられてこそ，女性の「幸福」と

「有用性」が価値づけられる。男女は，この「幸福」と「有用性」において平等である。ただし「神」

によって定められたように，男女の「有用性」は異なる領域において発揮されてこそ，真の力を持

つことができる，という。

　このような論理の上で，ビーチャーの言説における「母」とは，その具体像を捨象されながら，

女性の「自立」にこそ有効な基点として語られるのである。以下，この『母と教育者』という書物

の言説を精査することによって，その「母」言説の構築過程を明らかにしていくことにする。

1．思想の明快性と一貫性

　1、著作一覧と版数

　ここでは，ビーチャーの主張の系統性と，その影響力の大きさを明らかにするために，その著作

のタイトルと，再版された年数を，初版の年代順に列挙してみよう（8）。

1）単　　著

‘The　Evening　C　loud．’　The　Christian　SPectator　2，　no．1，　Jan．，　1820

‘Female　Education．’．んnerican／burnal（）f．Education　2　nos．4　and　5，　Apr．＆May，1827

Suggestions　ResPecting　lnzProvements　in　Education，　Presented　to　the　Trustees，　1829

The　Elements　of　Mental　and　Moral　PhilosoPhy，　Founded　mpon　ExPerience，　Reason，　and　the　Bible，

　　1831

Arithmetic　SimPlzfied，　1832，　1833

Prima7zy　geogrmphy　for　children，　on　an　imProved　Plan．　With　eleven　engravings，　1833

An　E∬の，　on伽Education　of　Female　Teachers，　written　at伽request｛）f　the　American　lyceum　and
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　　　communicated　at　their　annuat　meeting，　1835

The　Lyceum　Arithmetic　in　three　Parts．　By　an　exPerienced　teacher，　1835，　．1836

Letters　on　the　Dzfficulties　of　Religion，　1836

An　Essay　on　Slave7　y　and　Abolitionism　with　Reference　to　the　Duty　of　American　Females，　1837，　1837

　　　（second　ed．）

The　Moral　lnstructor　for　Schoot　and　Famities：　Containing　Lessons　on　the　Duties　of　Li　e，　Arranged

　　　ノ「or　Study　and　1～ecitation，ノllso　1）esigned　as　a　1～eading・Bookノわr、Schools，1838，1838　（second

　　　ed．））

‘An　Essay　on　Cause　and　E旋…ct　in　Connection　with　the　Difference　of　Fatalism　and　Free　Will’

　　　American　Bibliocal　RePository　2，　no．4，　Oct．，　1839

Do〃zestic　EoO〃0〃zy∫being　aω〃zptete　treattSe　O〃”3e　a7tsρプめ，eing　and　clean　ing　Of　clO”ting，　bedS，

　　　ca71）ets，　etc．，　1841

Treatise　on　1）o〃zestic　Econo〃リノノ「or〃乞e　乙lse（ゾ｝を）ung　Ladiesα’Ho〃ze　and　at　School・，1841，1842，

　　　1843，　1845，　1846，　1847，　1848，　1849，　1850，　1851，　1852，　1854，　1855，　1856

The　Evils　Suffered　by　American　Women　and　American　Children：　The　Causes　and　the　Remedy

　　　Presented　in　an　add7ess　PreParedめ7　Miss　C　E．　Beecher，　and　delivered’by　her　bro〃2er　to

　　　〃zeetingS（）f　ladies勿．．．New　yb娩，　and　other　cities．ノllSO，ノ1〃addreSS　to”ze　Protestant　clergy（ゾ

　　　the　United　States，　1841，　1846，　1847

Letters‘o　Persons　VV］zo／lre　Engaged勿1）o〃zestic　Service，1842

Letter　in　Co〃z〃zon　Schootノ∂z〃nal　5，1843

The　BiograPhical　Remains　of　Rev．　George　Beecher，　1844

The　Duty　of　American　MZomen　to　Their　Count2　y，　1845

Miss　Beecher’s　domestic　receiPt－book，　designed　as　a　suPPIement　to　her　Treatise　on　domestic　economy，

　　　1846，　1847，　1850，　1852，　1854，　1856，　1857，　1858，　1859，　1862，　1863，　1864，　1867，　1869，　1872

An　Address　to　the　Protestant　Clergy　of　the　Un　ited　States，　1846

Letters　to　Benevolent　Ladies　in　the　United　States，　1849

Truth　Stranger　than　Fiction：　A　Narrative　of　Recent　Transactions　imProving　lnquiries　in　regard　to

　　　〃ze　P7inciPlθs　of　Honor，　Truth　andノ初S廊6θwh　ich　obtain　in　O　distinguished　A〃zerican乙lniversity，

　　　1850

The　T「ue　Re”zeめ2　for　the　Wrongs　of　W（）〃zen，1851

Letters　to　the　PeoPle　on　Health　and　HaPPiness，　1855，　1856

1ワリ’siotogy　and　｛：altS〃zenicsノわ7　Schools　and　Fa〃z　ilies，1856，1860，1862，1867，

Common　Sense　APPIied　to　Religion，　or　the　Bible　and　the　PeoPle，　1857

An　APPeal　to　the　PeoPle　on　Behalf　of　Their　Rights　as　Authori2ed　lntezPreters　of　the　Bible，　1860

Calisthenic　exercises，　for　schools，　fam　ilies，　and　health　establishments，　1860，　1862
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The　Religious　Training　of　Children　in　the　School，　the　Family，　and　the　Church，　1864

Woman’s　Profession　dishonored，　1864

Work　for　all，　and　other　tales，　1871

VVoman　suffrage　and　woman’s　Profession，　1871

Women’s　Profession　as　Mother　and　Educator　with　Views　in　OPPosition　to　MZoman　Suffrage，　1872

Miss　Beecher’s　HousekeePer　and　HealthkeePer，　1873，　1874，　1876

Educational　Reminiscences　and　Suggestions，　1874

2）妹のハリエット・ビーチャー・ストウとの共著

The　American　Wemen　’s　Home，　or　Principles　of　Domestic　Science；　being　a　guide　to　the　formation　and

　　maintenance　Of　economical，　healthful，　beautzful，　and　Christian　homes，1869，1870（ユニオン

　　カタログには三種類）

Principles　of　Domestic　Science；　As　APPIied　to　the　Duties　and　Pleasures　of　the　Home．　A　Text　Book　for

　　the　Use　of　Young　Ladies　in　Schools，　Seminaries，　and　College，　1870，　1871，　1873

The　New　HousekeePer’s　MaMual：　Embracing　a　New　Revised　Edition　of　the　American　Woman’s

　　Home；　or　Principles　of　Domestic　Science．　Being　a　Guide　to　Economical，　Healthful，　Beauttful，

　　and　Christian　Homes，　1873，　1874

　2．活動経歴とそれを支えた思想の根幹

　キャサリン・ビーチャーは，高名な牧師ライマン，ロクサーナの9人の子どもたちの長子として

生まれた。8人の家弟たちのなかには，父の後を継ぎ，同じく牧師として名を残したヘンリー・ワー

ド，エドワード，そして当時においてもベストセラーを誇り，いまだに読み継がれている『アンク

ル・トムの小屋』の作者として有名なハリエット・ストウなどが名を連ねている。ビーチャー家と

は，その家族，そして子孫にも著名な人物を輩出した偉大なる家系であるといえよう。その高名な

大家族の，金銭的にはさほど裕福とはいえなかったが，文化的教養的には非常に豊かな環境のもと

に，彼女は育った。

　家庭的なこと，料理裁縫などの家事や家の管理，家族の健康管理などに詳しく，それをよくこな

していた母のもとで，また母とは異なり文学的な才能に長けていた叔母（同居していた）のもとで，

彼女は当時の「女性の領域」に含まれる様々なことを仕込まれた。彼女が5歳の時に，母と叔母が，

父の指導でそうしたことを教える私的な学校を家に開いた。10歳のときに，父の仕事でコネチカッ

ト州リッチフィールドに移り，そこの女子学校に入学し，絵画や音楽を学んだ。］6歳のとき母が亡

くなり，以来2年間，父が再婚するまで叔母と共に，幼い妹弟の世話をしながら家庭をきりもりし

た。20歳近くなって，またピアノや絵画を学びつつ，地元の女子のための私立学校で教壇に立った。

ほとんど独学で，数学やラテン語や哲学の知識を得た。1823年，フィアンセの突然の死に直面する。

彼は，当時エール大学の教授であり，ビーチャーが結婚しその信仰生活を共に生きていこうと誓い
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合っていた人物であった。翌年，ハートフォードにて再び女子学校で教え始める。その優れた教授

法と進歩的なカリキュラムによって，女性のための高度な教育がまだ少なかった時代に，大いなる

成功をおさめた。

　1832年には，父が神学校の学長をつとめることになったオハイオ州シンシナティに移り，そこで

「西部女性協会（The　Western　Female　Institute）」を設立した。それは1837年まで続いたが，彼女

の病気と財政的逼迫によって断念する。健康への気遣いから休息と旅行をしながらも，そのヴァイ

タリティによって様々な協会を設立し，東部の女性たちが，南部や西部で教師として献身できるよ

うに便宜をはかる努力をした。そのなかでも興味深いのは，『母と教育者』においても，詳しくそ

の活動の経緯がのべられている「西部における教育促進のための女性協会（The　Ladies’Society　for

Promoting　Education　at　the　West）」（1846）であり，アイオワ州パーリングトン，イリノイ州ク

インシー，ウィスコンシン州ミルウォーキーの女子カレッジ設立に貢献したことである。

　このような活動において，彼女が公衆に対して要請したのが，こうした女性のための各種の学校

制度設立と維持に対する寄付であった。人名事典（9）においては，これは『教育についての追想』（1874）

からの引用によって裏付けられているが，『母と教育者』における主張が，これと全く同じもので

あることは，以下の分析によって明らかである。多くの女性に高等教育の機会を与えるためには，

完備された設備，そして何よりも良質の教師の雇用が必要不可欠であった。そのためには，それを

支える資金が無くてはならなかった。人々の寄付と，また出版や演説による収入を得るために，ビー

チャーは多くの演説とその公刊に奔走した。

　戦後，女性参政権運動が盛んになると，ビーチャーは，女性は自らの「領域」に踏みとどまりそ

の義務を果たすべきであると主張した。そして，女性参政権運動に反対し，初期の女性参政権反対

運動の指導者となったのである。その意味で，彼女は，表面的には弟のヘンリー・ワードと，その

主張と活動において似通っている（’o）。

　彼女の生い立ちと，その著作を並べてみると，その思想の根幹をなすものが見えてくるであろう。

　初期の，地元の女子学校の教師時代においては，そこで使う初歩の教科書をいくつか出版してい

る。それが，1830年代半ばからは，女性の「影響力」を行使した「教師」としての活動を鼓舞する

ような著作が名を連ねる。「母」の役割を，「家庭」の外でなす最良にして最適の職業として，「教

師」がクローズアップされるのである。

　そして，その頃から，彼女が後世までその功績を称えられることになった家政についてのマニュ

アルブックの出版が始まる。改訂や妹との合作などによる大幅な書き換えなどもなされるが，それ

らの書物の根本的な性格は同一であった。すなわち，「家庭」の「主婦」向けのものではなく，「主

婦」の仕事に関する「教科書」なのである。つまり少女たちに，「主婦」の仕事を教えるときに使

われるべきものとして出版されたのであり，実際の「主婦」が，家事のあれこれをなすときに参考

にできるようなマニュアルとして使うということは，少なくとも著者ビーチャーの側の考えにはな

かった。それは，上に挙げた著書のタイトルから明らかであり川，以下に第三節において明らかに

するように『母と教育者』のなかでもそのような考え方は述べられている。
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　ライアンは，ビーチャーの家政に関する助言の数々を，アンテベラム期に氾濫した「家庭的著述」

の第二波を代表するものと位置付けている。この第二波とは，「共同体の奉公人」として「両親や

祖父母，近隣や親戚の人々」の「代弁者」として，「家庭」についての規範を伝授した著述として

整理されていた｛E2）。しかし，それらの著作のタイトルや，ビーチャー自身の言説には，そのような

整理はあたっていないことを確認できるであろう。ビーチャーによる家政書は，「主婦iにむけた

助言書ではなく，「主婦」の専門家を育てるための女子教育用の教材であった。

　この家政についての助言書の出版とその増版は，南北戦争後にも続く。そして，これらの「母」，

あるいは「主婦」としての仕事を，体系的な知識として専門的に教育する場として，女性の高等教

育の必要が主張されるのである。それと並行する形で，1840年代半ば頃からは，「家庭」のみなら

ず「社会」において，その「幸福」と「道徳」と「健康」を守り，維持していくべき女性の力とそ

の義務を訴える著作が並ぶ。「美容体操（calisthenics）」の考案については『母と教育者』におい

ても言及されているが，女性の「健康な身体」へのビーチャーの関心の高さとその独創性を証言す

るものといえる。

　南北戦争後，参政権運動への反対とともに，女性の職業生活の改善に関心が向かうことになる。

その根底には，女性の工場労働などによる腱康」の実態への憂慮があった。女性が「名誉」ある

「専門職」を手にするためには，貧困層，中上流階層を問わず，参政権よりもまず，「母」「主婦」

としての仕事において専門家となることのほうが先決であるという考えである。『母と教育者』は，

サブタイトルにもあるように，まさにそのような意図のもとに，書かれたものであった。

　ビーチャーの思想は，国家社会の「道徳」と「健康」と「幸福」の向上のために，女性は「母」

としての力と影響力を行使するべきである，というものであった，とひとまずここでいうことがで

きる（13）。では，そこで鍵概念とされた「母」言説とは，いかなる構造を有していたのか。以下，ビー

チャーの思想の根幹となった「母」を論ずる『母と教育者』における言説過程からそれを明らかに

することにしよう。

　3．r母と教育者』の位置づけと性格

　『母と教育者』は，3ヶ所において行われたビーチャーの演説を文章におこし，付録としてふた

つの補をつけて出版されたものである。それは，以下の通りである。

　1．『ボストンミュージックホールにおける女性参政権に関する演説（1870年12月）』（3～106頁）

　2．『コネチカット州ハートフォードのレディたちに対する演説：全ての宗派からの招待を受け

　　　て：ハートフォード女性セミナリーの美容体操ホールにて（1871年5月）』（107～169頁）

　3。『アメリカのキリスト教徒の女性に対する演説（年代不明）』（171～202頁）

補1．『著者の昔の生徒や親しい友人たちへ』（203～210頁）

補2．『女性の健康についての統計一「健康と幸福についての手紙」の十八信より一』（211～223頁）
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　従って，章立てなどはなく，それぞれの演説の中においても繰り返しが多い。しかし，聴衆に訴

えかけるようなその文章は，非常に明快でわかりやすく，読み手にとっても，とても読みやすいも

のになっている。

Il．「普遍的原則」としての性差

　1．「良識」としての男女の「領域」

　1）女性観

ビーチャーは，当時の女性を以下のように区分し，女性参政権の獲得の悪を訴える。

　〔女性が投票をするという〕広い特権は，同様に広い義務を意味します。…もし女性参政

権が実現するようなことになったら，私たちは，その義務から離れているわけにはいきませ

ん。…投票せずに悪の天秤を重くするようなことをしてはならないのです。私は，家事とい

う仕事で家庭にいて，政党の幹部会や主要な政治集会に行くことはできません。それなのに，

議員候補者の是非や政党の機能について何を知り得るでしょうか。〔だから，女性に選挙権

は必要ないのです。（〔〕内は引用者による補足，以下同様）〕このような明快な言葉が，こ

の国の最も知的で良識のある女性の十人のうち九人によるものです。この階級（class）の

女性によってのみ，この差別撤廃決議がなされるとしたら，危険は小さいのです。

　しかし，全ての階級の女性の参政権が含まれるということを想像してみてください。…こ

のような…知的階級の次には，理性や経験の冷静な決断よりも，生来の衝動が先に立ってし

まうような大きな集団があります。国家の事柄を最も大胆に，自信をもってなそうとしてい

るのは，この熱狂的な階級なのです。

　その次に，従順な親切心と信心深さから，父や兄や夫が助言するままに投票するであろう

忙しく安易な女性たちがいます。

　これらの最も尊敬すべき階級の次に，浅薄な，無遠慮な，そレて陽気な階級が，政治的な

黒幕の道具となるためにのみ存在しています。…

　次に，牧師たちによってその良心と票を支配されている多くの無知な女性たちがいます。

　そして最後に，最も堕落した卑しむべき階級がいます。彼女たちは，不快感と侮辱をもっ

て自分たちを見下している人々に対して，無礼であったり反発したりする以外のことは一切

しないのです。

　これら全ての階級の女性たちを投票所に連れていってご覧なさい。結果は，無能かつ危険

な投票者が増えるということだけです。（9～12）

ここには，平等性をうたう当時のアメリカ大衆的民主主義の政治的言説とは裏腹に，ビーチャーの

階級意識の強さをみてとることができる。ここで注目すべきは，中上流層と下層貧民層との差異だ
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けではなく，中上必滅自体を，「良識」の有無によって区分していることである。その「良識」と

は，「家事という仕事で家庭にいて，政党の幹部会や主張な政治集会に行くことができ」ない女性

は，政治についての知識を得ることはできない，従って女性に参政権はいらないという判断ができ

ること，とされている。すなわち，女性の本分たる仕事をきちんとこなし，「男性の領域」である

政治の世界のことには口を出さないという考えをもっていることが，ビーチャーのいう「良識」を

もった女性であるといえよう。参政権運動は，中上率直の女性のなかでも，このような「良識」や

「理性」や「経験の冷静な決断」の力をもたず，「生来の衝動によって行動してしまう人々によっ

て煽動されているとし，このような人々を批判するのである。

　また，女性のための学校への寄付を要請する言説において，ビーチャーは，再び女性批判を繰り

広げている。それは，神学校や技術学校，大学などの男性のための学校には多額の寄付をするが，

娘たちのための学校には寄付もせず，その教育にも投資しない女性たちである（39，54）。

　以上のことからは，次のようなビーチャーの女性観と女子教育観をみてとることができよう。す

なわち，f良識」ある女性とは，男女の「領域」におけるそれぞれの義務を心得た上で，自らにあ

たえられた「家庭」における「家事」という重要な「義務」を専門的に行うべきであると考え，そ

の「義務」を若い女性たちに「教育」するために「投資」をするような女性である，という考え方

である。

2）男性観
男性についても，女性の参政権をめぐる「良識」によって区分がなされている。

　男性による女性の評価は，彼らが関わった母や妻や姉妹たちか，彼らが最もよく関わって

いる女性社会の性格によっています。浅薄で弱々しく無節操な女性と関わっている男性は，

女性全体を誤謬にみち不正で程度の低いものとみる意見をもつようになります。反対に，純

潔で力強く，女性の顔の表情に重きを置くような高い階層の女性と関わっている男性は，女

性を過大評価するのです。女性参政権を擁護するのは，この後者のような人々です。彼らの，

市民国家に対する女性の能力への評価は，名誉あるものですが，これは考えものです。

　友愛的であまり思慮深くないような階級の男性は，騎士道的な訓練を受けており，「わが

愛する女性」のためなら何でもする用意があるけれども，それも考えものです。次に，〔参

政権を女性に与えるということで〕欲望を満たすことだけを考えているような政治的な黒幕

たちがいます。・

　最後に，知的で愛国心のある，多数の男性がいます。彼らは，この市民的問題についての

根本的な改革については，まだ考慮の最中であり，結論を出してはないのです。（13～14）

女性参政権をめぐる男女についての論評において，その指標となっている「良識」は，「理性」や

「知性」などと表現されている。しかし，先の女性についての論評に現われているように，それは，
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男女の領域区分による性別役割を心得ているかどうか，という意味なのである。

　2．男女の「領域」区分の新奇性と「普遍性」

　先にも触れたように（D，「男女の領域主義」は，アンテベラム期の人々の生き方や価値観に影響

していた。ビーチャーの言説には，上でみたような女性観，男性観にも現われているように，この

「性別領域主義」について，チャイルドの言説にあったような葛藤やゆらぎはない。明快に，かつ

疑いも迷いもなく，この分業制を論じる。

　投票権の獲得が，もう少し延期されなければならないということの第一の理由は，それが，

市民生活のケアと家の外に男性たちを連れ出した激しい労働が強い性（男性）に与えられ，

軽い労働と家族のケアが女性に与えられたようなキリスト教徒の慣習に反するからです。社

会が文明化し，キリスト教文化のなかで進歩すればするほど，より完壁に，二つの性の責任

の明確な区分が維持されるのです。（5）

性別による明確な役割区分は，「文明化」された「キリスト教徒」の「社会」において成立した，

新しいものであるという認識を，この言説に確認することができる。それは，具体的には以下によ

うに述べられる。

　女性は，自分たちに適したビジネスのための，より科学的で実際的な訓練を，男性よりも

もっと必要としているのです。女性たちは，とても困難で重要な義務を遂行しなければなら

ないのであり，それは種々様々なのです。

　男性は通常，息子のためにビジネスの一つを選んで，学校教育のあとで実際的な技能を磨

かせるために，何年間か徒弟にやるものです。…〔しかし女性はそのようなことを娘にはし

ない。〕

　いまや，私たちは女性たちに，妻，母，主婦，そして使用人たちの女主人としての，様々

な困難な仕事について自覚させなければなりません。まずは，家族国家（family　state）の

経済管理という仕事があります。というのは，普遍的な規則（general　rule）として，男性

は稼ぎ，女性はその稼ぎを管理する（woman　administer）からです。この管理には，家（house）

が純粋な空気と日光と労働に最適にアレンジされ，便利性がもっとも良くなるべくして準備

され設営されるような方法をも含んでいます。もし女性が，この特別なことについて科学的

に訓練されるとしたら，その影響力によって，多くの労働と多くの富が貯えられるでしょう。

（21’一22）

　女性は，母として，子どもの不死の魂を形成し，導くことが課せられています。彼女は他

の誰よりも，今現在から将来にわたる永遠の人生のために，よるべなき子どもたちの性格を

決定付けなければならないのです。そのために，女性にリベラルな教育がなされなければな
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らないのです。（28）

ここにあるのは，「普遍的原則」としての，男女の「領域」区分である。ビーチャーの言説におい

て，「妻，母，主婦，そして使用人たちの女主人」としての「家族国家の経済管理という仕事」は，

「普遍的」なものとして語られているのである。

　3．「神の摂理」としての「家族国家（family　state）」と女性の使命

　ビーチャーのいう女性の義務は，これまでに引用された箇所においても書かれていたように，キ

リスト教の「神の摂理」に基づいている。男女の「領域」区分とそれぞれの義務についての「普遍

性」が付与されるのは，「神」によってなのである。

　現在の女性の権利や悪についての煽動は，家族国家の義務についての評価の欠如と無視に

よって，もたらされた自然かつ必然の結果です。全ての男性が，妻を求め家族を確立するべ

きだということは，神による明白なデザインなのです。そしてその家族国家は，達成すべき

ふたつの目的を持っています。一つは，私たちの民族（race）の増加と永続，そしてもう一

つがその教育（education　and　training）です。それは，この人生を楽しむために主としてあ

るのではなく，来るべき人生において永遠なる幸福を守るためにあるのです。（43）

　…女性たち全てに，家族国家についての義務についての新約聖書にある言葉を調べさせな

さい。そうしたならば，女性の地位と義務についてのキリストとその使徒たちの考え方を困

難なく知ることができるでしょう。彼女は，父や夫や兄たちが市民国家（civil　state）に服

従しているのと同様に，家族国家に服従するのです。そして，彼らを導いているのと同様の

規則が彼女を導いているのです。…

　男性に対して授けられている，より劣った身体的な力よりも，より支配的で永続的なもの

が，家族国家において女性に与えられている道徳的な力にはあるのです。（180）

「神による明白なデザイン」によって，女性の「家族国家についての義務」は予め設定されている

のだというビーチャーの信念を，この言説に確認することができるであろう。そのような女性の義

務は，男性が「市民国家（civil　state）」に「服従」しているのと同様に，女性が「家族国家（family　state）」

に「服従」しているというキリスト教の社会観に即した，「自然かつ必然」的なものである，と述

べる。ここで重要なのは，この引用の最終部にある女性観である。それは，「道徳的な加におい

て，女性は男性より優れているという考え方である。このような，「道徳」における女性の優越性

は，アンテベラム期における女性観のひとつとされてきたq4＞。ビーチャーのこの言説は，それを証

左するものであろう。そして，この女性の役割の規定を，実際に聖書において求め，キリスト教徒

の福音を広めるのである。以下は，男女の義務を説いた上記の引用箇所に続いて示された，聖書の

一部分（新約聖書『エフェソの信徒への手紙』の五章22から32の途中まで）である。
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　妻たちよ，主に仕えるように，自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であり，自ら

その体の救い主であるように，夫は妻の頭だからです。また，教会がキリストに仕えるよう

に，妻も全ての面で夫に仕えるべきです。夫たちよ，キリストが教会を愛し，教会のために

御自分をお与えになったように，妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは，ことばを

伴う水の洗いによって，教会を清めて聖なるものとし，しみやしわやそのたぐいのものは何

一つない，聖なる，汚れのない，栄光に輝く教会を御自分の前に立たせるためでした。その

ように夫も，自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は，自分自身を

愛しているのです。わが身を憎んだものは一人もおらず，かえって，キリストが教会になさっ

たように，わが身を養い，いたわるものです。わたしたちはキリストの体の一部なのです。

「それゆえ，人は父と母を離れてその妻と結ばれ，二人は一体となる。」この神秘は偉大です。

（182”v184）‘i5）

「夫」を「キリスト」に，「妻」を「教会」にたとえながら夫婦の義務を説く聖書の言葉を示すこと

で，ビーチャーは，自らの思想がキリスト教福音主義の信仰に基づくものであると強調する。第二

次大覚醒運動運動の指導的役割を果たしていた父や弟たちと共に，ビーチャーも，福音の再興とし

てその社会改革思想を組み立てたのである。

　後の家政学の成立に貢献した，実際的かつ詳細な家政についての助言書群も，この信仰によって

裏付けられた「クリスチャン・ファミリー」「クリスチャン・ハウス」「クリスチャン・ホーム」の

設立とその維持という目的を掲げたものである㈹。その目的において女性が果たすべき使命を説き，

「普遍」化していくことが，ビーチャーの活動であった。その「普遍」的な使命とは，「神」が定め

た使命，すなわち「クリスチャン・ホーム」における「母」の仕事である。

川．「母」の不在とその効用

　1．「家庭」の「母」の不在：家事訓練の教科書としての家政書

　「家族国家」における女性の義務，すなわち「母」に集約されるような，家庭の管理と家族（特

に子ども）の性格決定という役割は，ビーチャーの思想にとって最も重要なものであった。しかし

ながら，彼女の思想とその活動は，当時の一般「家庭」でその役割を果たそうとしている「主婦」

に対するものではなかった。ライアンは，アンテベラム期の「家庭的著述」「氾濫」の第二波とし

て，ビーチャーをチャイルドと共にまとめている。しかし，先にも論じたように，ビーチャーの著

作は，チャイルドのような，「主婦」の実用書をめざしたものではなかった。それは，この『母と

教育者』の言説にも確認することができる。

娘たちに，家事訓練（domestic　training）をするのは，母親であって，学校は文学と科学
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を教えれば良いという意見があります。これは以前の時代であったならば真実であったで

しょう。娘と母が家庭の労働の多くを行い，生活様式も簡素で経済的なものであったときに

は。しかし，現代の，2～3人以上の使用人が必要であるような家においては，母や主婦が

自分がしなければならない多くのことのなかに，娘への家事訓練を加えることなどは不可能

です。（133～134）

この言葉に端的に現われているように，家事訓練は，「家庭」ではなく「学校」で行うのが現実的

であるとビーチャーは考えていた。この「学校」とは，彼女が構想し実際に設立に関わり，教鞭を

執っていた女性のための「学校」である。第一節にみたように，彼女の多くの著作は，自らの教師

としての教育活動や，あるいは学校経営者として教師教育に利用するためのガイドブック，つまり

教科書であった。

　なおかつ，重要なことは，この『母と教育者』において，「母」は，その義務が女性にとって重

要であるという意義付けにおいてしか積極的に論じられることがない，ということである。その他

には，非常に忙しく娘に教育などしていられない場面か，家庭管理の術を心得ていないために失敗

している例などに出てくる程度である。「母」を論じたはずのこの書物において，「家庭jにおける

「母」については具体的に叙述されることがないのである。つまり，この書物において，「家庭」の

「母」そのものが議論の対象なのではない。それは絶えず議論の前面に顔を出しているにもかかわ

らず，それについての言説は非常に少ないのである。

　その代わりに強調されるのが，理想的なf母」に必要とされている知識や技能を持ち，それによっ

て自ら収入を得ることができるような仕事を獲得することである。すなわち「専門職」につき，「経

済的自立」をはかることが，女性にとって最も必要なことであるというのが，この『母と教育者』

における主題なのである。

　2s経済的「自立」への渇望：女性の結婚難という問題の解決

　経済的「自立」が，当時の女性たちが不幸に陥ることにならないための，最も必要不可欠なこと

であるという認識は，この書物の議論の根底を支えるものであった。それは，どのような状況のも

とで成立した認識だったのだろうか。

　私たちの国が，富と文明化によって発展すればするほど，家族国家の労働と義務が回避さ

れようとしています。多くの有徳の若い男性たちが，妻を探す人々の無能力や途方も無い習

慣や趣向によって，結婚することから遠ざけられています。あるいは，結婚という骨の折れ

る自己否定を要求するような試みを避けて，富を得るような別の楽しみや安楽さを好む人々

もいます。さらに，多くの若者が破壊的な戦争によって死んでしまったことや，早く結婚が

できないような新しいセツルメントなどに男性たちが入会したことなどによって，多くの女

性が，妻や母として，家族国家に入り，生活を始めることができないのです。（45）
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アンテベラム期の「家庭性」の礼讃は，女性たちに対して，「家庭性」を中核とした「女性の領域」

に生きることを要求するようなものであった。そしてビーチャーは，キリスト教福音主義の信仰に

よって，この観念を「神の摂理」として受け入れていた。しかし，現実には当時の女性が，それを

体現できるような「家庭」の「母」としての役割を全うしようにもできないような状況が生じてい

たのである。それは，結婚難である。

　〔統計によれば，結婚可能な年齢の女性は，同じ年齢の男性よりもかなり多いのです。〕そ

して，悲しむべきことは，このような〔結婚可能な年齢であるにもかかわらず結婚していな

い〕女性のほとんどが，独立した稼ぎを得るような仕事の技能と知識を訓練されていないこ

とです。（111）

　貧困女性のための職業斡旋協会によれば，彼女たちの最も大きな障害は，きちんと裁縫な

どの仕事ができる者が少なく，正しく働くことができないということです。…

　そして，こうした不幸な娘たちの多くはふたつの道しか残されていません。ひとつは，貧

しい家に住み，粗末な服を着，一日八時間から十時間あるいは十五時間働くことです。そし

てもうひとつは，誘惑者が提供した素晴らしい家で，仕事をしてくれる召使いと素敵なドレ

スと劇場と舞踏会に囲まれて暮らすことです。（112）

「独立した稼ぎを得るような仕事の技能と知識を訓練されていない」ために，不幸に陥っているの

は，このような貧困女性に限ることではない。次の引用にみるように，それは，中流以上の富裕層

の女性に対してもいえることである。

　〔私たちの期待についての〕困難は，父や夫や兄たちが，女性たちの集まりに寄付をしな

いことではなく，むしろ女性がこのような嘆願をするために団結することの重要性を感じて

いないことです。…もし，〔女性の寄宿学校やアカデミーやカレッジや公立の学校に寄付を

し，優越性を与えることができて〕娘たちを，自分の生計をたてるだけの稼ぎをえることが

できるような名誉ある専門職に訓練することができたならば，そして彼女たちが仕事の威厳

を保ち，不幸がきても貧困に陥ることがないようにできたならば，二重の祝福が得られるの

です。イエス・キリストの訓戒と模範が，十分に社会に浸透したときには，手による労働は，

義務というだけではなく，特権としてみなされるようになるでしょう。（202）

　先にふれた研究が述べているように，このような未婚女性の実態とその状況への問題視は，ビー

チャー自身の体験が大きな要因，動機づけとなっているのかもしれない。しかしながら重要なのは，

おそらくはそうした体験から女性の「経済的自立」の必要性を感得した彼女の言説において，その

ためにもつとも有効であるとされたのが，「母」であったということである。
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　ビーチャーの議論のなかでは，女性がその「領域」において生きるべきこと，すなわち「家庭」

における「義務」を果たすべきことは，「神の摂理」として「普遍」なものであった。それゆえに，

女性の「経済的自立」も「女性の領域」の内部にいながらにしてをはかられなければならない。「母」

としての義務とは，そのために重要な拠点となったのである。ビーチャーの言説において，女性た

ちが「訓練」されなければならないとされた，「独立した稼ぎを得るような仕事の技能と知識」，「自

分の生計をたてるだけの稼ぎをえることができるような名誉ある専門職」とは，女性が「神」によっ

て定められている「母」に任されるような仕事である。ここには，「母」としての仕事を「専門職」

として身につけることによって，賃金を得て「経済的」に「自立」することを奨励するビーチャー

の思想の根幹をみてとることができよう。ビーチャーの思想において，またその活動において，「母」

とは，女性の「自立」を可能にする最も有効な戦略として機能しているのである。『専門職として

の母と教育者』というタイトルに現われているように，この書物における言説構築の過程は，「女

性の領域」を「神の摂理」として受け入れた上で，かつ「自立」を志向するという，原理的には矛

盾を孕んでいるその思想の表明と，それを不整合なく語ろうとする試みであるといえよう。

　ここで明らかとされたのは，そのようなビーチャーの言説構築の過程で，「母」は，女性の「自

立」のための有効性という機能をもたされ，称揚されながらも具体像を欠いた抽象的な理想像とし

てのみ書かれたということである。

　3．「母」の効用1女性の「優越性」，「有用性」と「幸福」との獲得への有効性

　女性自身の経済的「自立」，そしてそれを保証し（教師として働かせ），教育し支援する（将来の

教師や裁縫などの仕事の専門家を育成する）ための機関を運営していくこと，これがビーチャーの

生涯にわたっての活動の原理であった。しかしながら，女性のためのこのような機関は，全ての面

において男性が通う学校に比べて劣っていた。それは教師の質，設備，環境などである。ビーチャー

は，その学校設立運営の経験談を交えながら，男性の学校（神学校やカレッジ）の運営に寄与して

いる多くの寄付金が，女性のための学校には集まらないことが，第一の原因であると述べる。

　男性の専門職は，教師の支援を，変動しやすい授業料にのみ頼るのではなく，寄付金によっ

て，独立した給与体系によって教師の水準を保つという方法によって供給されています。寄

付によって，それぞれの教師は分野とクラスは一つか二つ，そして授業も一日一時間か二時

間という分担を許されるのです。…学長は教師陣の先頭に立っているというだけであり，全

ての問題は多数決で決定されます。…こうしたカレッジメソッドによって，全ての教師が，

自分の学部についての名誉ある，そして独立した支配者となることができます。そして，こ

の方式によって，全ての教師が，…自らの専門について自己向上し，進歩するべく，多くの

時間をそれに捧げることが可能になるのです。寄付金は，カレッジに，教育課程と能力の維

持についての永続性を保証します。学長が変わる毎に変化するようなことにはならないので

す。そしてまた，寄付金は，教師になろうとする…多くの若者たちに名誉の保証と支援を与
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え，その道を拓いています。こうした独立への道は，女性には拓かれていません。…さまざ

まな技術や職業が，それを学んだ教師たちを支援する寄付金によって保証されればされるほ

ど，多くの名誉ある，そして有利な職業が若者たちに与えられるのです。しかしながら女性

は，一，この例外を除いて，そういう機会はないのです。（30～32）

男性のカレッジに与えられているような「寄付金」がないために，女性のための学校は多くの困難

をかかえているという。せっかく教師を育てても，給料のいい学校に引き抜かれてしまう，設備な

どに投資するお金がない，生徒が少なくなってしまう，仕方がないので自分の原稿料を学校の資金

に充てる，などといった苦難によって，すっかり疲れ果ててしまったとビーチャーは訴える。

　労働と勉強と責任の入り組んだ10年間で，私はすっかり健康を害してしまいました。〔男

性の〕カレッジの教師たちには与えられている優越性は，私たちには少しも与えられること

はなく，そのために疲労困慰してしまったのです。その時以来，私は，自分の収入と力と時

間を全て捧げて，私たち女性が，男性たちに与えられているのと同等の教育についての専門

的な優越性を与えられるべくして努力を重ねてきました。40年以上も，私はこの努力を続け

ているのです。（34～35）

ここで重要視されている「優越性」とは，「寄付金」の額そのものに比例する。そして，これらの

演説，そして書物は，この「寄付金」の提供を要請し，懇願する言説であることはいうまでもない。

「女性」は，「男性たちに与えられているのと同等の教育についての専門的な優越性を与えられる」

べきである。これがビーチャーの主張における，第一の主要な論点なのである。

　「家族国家」における「母」の役割が強調されたのは，「母」に与えられた仕事についての専門家

を養成する女性のための学校が必要であることを訴えるためである。その学校を優れたものとする

ためには，男性のための学校と同様に「寄付金」を提供してもらわなければならない。さらに，以

下の言説には，それは男性の専門職養成のためよりももっと重要視されるべきものであるという考

え方が現われている。

　若い男性たちには，農場を賢く経営できるように農業化学を教える大学があります。それ

ならば何故，女性に家庭化学（domestic　chemistry）や家庭哲学（domestic　philosophy）を

教えないのでしょうか。文明が進めば進むほど，女性が主として責任を負っている責務は，

複雑になっています。釜やストーブやレンジや，火床のような熱を制御する法則や，貯水用

タンクやボイラーやパイプ，蛇口など，また他の様々な近代的な便利なものに使われている

水力学の原理は，この家庭的義務についての教育を受けていない女性には不可能な科学的，

知的な見識を必要とするのです。

　また，若い男性たちは，政治経済（political　economy）についての講義を受けているのに，
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家庭経済（domestic　economy）はまだそれほど重要視されていません。ほとんどの女性が，

・全く無知のままにその家庭での義務を果たしているのです。女性の専門職についての最も

重要な懸案は，女性のための大学や高等学校が，こうした女性の義務に対して，何も適切な

準備をしていないことです。女性は，母として，不死の魂を形成し導くことを課せられてい

ます。母は，他の誰よりも，今現在と将来の永遠の人生双方のために，よるべなき子どもた

ちの性格を決定づけなければならないのです。そのために，女性にはリベラルな教育がなさ

れなければなりません。そしてこの重要な義務をこなすことができるようになるまで，女性

たちは，科学と訓練がなしうる全てによって教育されなければならないのです。

　教会の義務についての若い聖職者のためになされている準備教育が，育児室や教室の聖職

者〔つまり，母や教師〕の訓練よりも重要であるとはいえません。聖職者が教育のために人々

に会うのは，週に2，3回です。しかし母や教師は，…日中ずっと人々と会うのであり，ど

んな聖職者よりも強力な影響力を持っているのです。（26～29）

「週に2，3回」の「教育」に携わる「聖職者」よりも，毎日「一日中」その「影響力」を行使し

なければならない「育児室や教室の聖職者」の「教育」の方が重要である，というのである。ここ

には，第一章において論じたような，アンテベラム期の男性「聖職者」の文化支配力や権威の低下

状況をみてとることができよう。それは，以下にあるように，「女性の専門職」は「男性の専門職」

よりも「聖1なるものであるという，先にもふれたアンテベラム期に広く認められた女性観に連動

したものであった。そして，「優越性」つまり具体的には「寄付金」の額においては男女平等が訴

えられる一一方で，「女性の専門職」訓練の場は，男性のそれとは区別されなければならないという

主張がなされるのである。

　私たちは，女性の専門職は，男性むけの大学に接近しただけでは，より聖化されたその必

要性を学ぶことはできない，男性の専門職とは異なった訓練を必要としているということを

主張します。（29）

男性とは異なる女性ならではの専門職とは，上の引用にあるような，科学的知識を備えた家事の遂

行である。そのなかで，ビーチャーが最も重要視したのは，子どもを含めた家族全員の「健康管理

者（health　keeper）」としての役割であった。

　私の知っているなかで最も正統かつ優れた教育を受けた医者の一人が，このように述べて

いました。「この町の多くの家族が結託して，訪問医師に給与を与えたならば，健康面のみ

ならず，経済的にも多くの利益が得られるでしょう。訪問医師とは，個々の家に訪問し，家

族の習慣と健康に注意し，それが悪くならないように見守るような聖職者のような医者のこ

とです。」…私たちには，社会一般の病気に向けられるような，このような医者の永続的な
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関心のみならず，全ての病気の予防が，その名誉と俸給にかかっているような専門職が必要

なのです。この専門職のために，全ての女性，特に学校教師が注意深く訓練されなければな

らないのです。

　もしこの国の女性教師が全て，教育のある高レベルな医者の監視のもとで，健康管理者と

して訓練されるならば，そして彼女たちが健康の法則…などを校区の母親や主婦たちに教え

に出かけるならば，健康と長寿が国中で倍増することでしょう。（160～161）

ここに述べられているような女子教育の特別性の強調，つまり女性の存在そのものの特別視，「二

化」，特権化こそが，ビーチャーの思想の根底にあり，その言説を支えている原理であるといえる。

この原理をもって，女性が参政権を獲得すること，つまり「政治領域」という「男性の領域」に生

きるということに対して，反対するのである。

　以下の文章は，婦人参政権論者たちへの反論として，「文明化されたキリスト教社会」に約束さ

れた男女の役割分担についての議論（第二節2の最初の引用箇所）を展開する直前の，いわば「こ

こまではあなたたちに同意する（がしかし…）」というところである。

　わたしは，普遍的原則として，女性の幸福と有用性は，男性のそれと同じ価値があるとい

うことに同意します。また，女性は男性たちと平等な優越性（advantage）をもつ権利があ

るということにも同意します。そして，私たち女性は，この時代この国においてさえ，男性

と同じ優越性を与えられていないし，この不公正によって多くの悪が生じています。そして，

男性には与えられているが，女性には与えられていない優越性を得るために，組織化や煽動

言動の力をつける権利と義務があるということにも同意します。（4）

女性は，その「幸福」と「有用性」において男性と同等であり，同等の「優越性」をもつ権利があ

る。そのための運動については，同意するという。

　しかしながら，先に見たように，その「幸福」と「有用性」は，「神」の下にある「家族国家」

において，つまり「母」と「妻」の役割を十全に果たすこと，それによって「クリスチャン・ホー

ム」を守ることによって，得ることができる，というのがビーチャーの信念であった。従って，こ

の『母と教育者』の言説において，女性が「優越性」をもっことができるとされたのは，以下にみ

るように，この「母」と「妻」の役割においてのみである。

　〔女性参政権が認められてしまったとしたら〕そこから生まれる単純な問題は，結婚や家

族国家が女性から離れてしまったとき，女性が女性としての最も価値の高い有用性と幸福を

守るために一体何がなされうるのか，ということです。（45）

　科学と文学においてさえ，最も教育のある男性でも，知的なバランスを実行する力が全く

欠けていることは頻繁に見出されることです。彼らの，あまり教育のない母や妻たちの方が，
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賢く実際的なカウンセラーとして尊敬されているのです。（131）

　もし，婦人参政権運動派の目的が達成されるようなことになったとしたら，女性は…法廷

や議会や他の，女性を家事仕事から引きずり出すような職業に向かって訓練され，より悲惨

なことに，女性を自らの真の領域から引き離して，男性に対して神が授けたような仕事を与

えられるという大きな過ちを冒すことになるでしょう。

　そして反対に，もし女性が自らの真の専門職について科学的実際的に訓練されたならば，

そしてそれが，今現在男性の仕事にのみ排他的に与えられているような名誉と賃金が与えら

れたならば，全ての女性は，家族と学校の奉仕のために必要とされるでしょうし，自分自身

の神聖なる職務（sacred　ministry）よりも，男性の仕事をより重要かつ望ましいものと考え

ることもなくなるのです。（133）

女性の「幸福」と「有用性」は，「母」や「妻」としての仕事，つまり「自らの真の領域iにおい

て守ることができる，という。それは，「女性が自らの真の専門職について科学的実際的に訓練」

されることによって，さらに望ましいものとなり，女性自身もその仕事を「重要かつ望ましいもの

と考えるjようになるとされる。そして，繰り返し述べてきたように，そのために，「名誉」，贋

金」という価値的あるいは具体的金銭的な「優越性」が付与されることが，なによりも肝心である，

というのが，この書物の主題であるということがいえよう。

　私たちの若い女性たちは，結婚のためにのみ教育されています。そしてそれに失敗したと

き，父や兄弟たちは，自分自身の不面目であるかのように，娘や姉妹たちの自立とそのため

の賃金労働を禁じるのです。こうした問題全てに対する有効な改善策は，男性がそのさまざ

まな仕事の価値を高めたのと同じ方法で，女性の仕事を名誉あるものとすることです。

　女子大学（Woman’s　Universities）の確立は，全ての女性が，兄弟たちと同様の学問教育を

受けることを保証したのです。そして，彼女がそれによって家庭や自分自身を確立するよう

な，自分の趣向と能力に合った専門職に向かって訓練されているのです。これが，すべての

女性が，自らの性の最も高度な有用性と幸福を保証する，最も短距離で，確実で，安全な方

法なのだということを，正当に主張し，そしてそのために努力することができるのです。（52）

ここに書かれているのは，女性が「名誉」ある「専門職」として「訓練」されることが，女性の「幸

福」と「有用性」，そしてそれを守り保証するべき「優越性」を獲得するための，「最も短距離で，確

実で，安全な方法」である，ということである。「神」によってその義務を定められた「母」は，こ

の言説に現われているように，その「専門家」となり，「名誉」ある「優越性」を獲得するために有

効な概念なのである。ビーチャーの「母」言説構築の過程は，その効用のみが書きこまれ，その具

体像は捨象され，ひたすら観念的に理想像が繰り返されていく過程である。「神」に定められた「女

性の領域」としての「母」の義務についての議論が，明快であり一貫しているのは，それゆえであ
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ると考えられる。ビーチャーの言説において，「母」とは，女性の「経済的自立」を可能にし，男

性に勝る「幸福」と「有用性」，「優越性」を獲得する拠点として機能した，ということができよう。

おわりに

　キャサリン・ビrチャーは，アンテベラム期の女性著作家，思想家，活動家として最も著名であ

り，また後世への影響も最も大きかった女性であるといって過言ではないであろう。自らの頭で考

え，自らの足で立つ女性を育成すべく，女性のための教育機関を設立し，女子教育用のテキストを

書き，運営資金獲得のための寄付を訴える演説をし，それを刊行するなど，学校の経営を支えるた

めの努力を惜しまなかった。この活動を支えたビーチャーの思想において中軸である「母」の観念

は，アンテベラム期の「母」礼賛現象を支える大きな柱であった。それと共に，』この時期に成立し，

後の教育のあり方についての原型となった考え方を構成する重要な論理となったのである。

　ビーチャーの思想が，19世紀後半以降の教育や社会福祉制度の展開を支えたことは，従来指摘さ

れてきたことである。それは，「家庭」の「母」に任された義務を，女性が「社会」において発揮

することは，女性自身が「社会」において重要な役割を果たすことを可能にする上に，「社会」の

浄化につながる，という思想である。

　本論文における『母と教育者』の分析によって，このような「教育」像を成立させているひとつ

の重要な言説の構築過程を明らかにすることができた。それは，その思想の鍵概念である「母」が，

具体性を欠いた，ひたすら観念的で脆弱なものであった，ということである。その脆弱性を隠蔽し

た形で，「社会」における「母」は理想化されたのである。

　ビーチャーの思想の根幹を支えたのは，キリスト教福音主義の信仰に基づいた男女の「領域」区

分主義であった。「女性の領域」において「母」という義務を全うすることが，キリスト教徒の女

性としての「普遍的原則」であるという信念である。そこでの「母」の仕事とは，「家庭」の中の

みならず，「家庭」を超えて広くアメリカ国家のために重要なものであり，女性は，この「母」と

いう仕事のエキスパートとなることによって，経済的「自立」をはかることができるというのが，

ビーチャーの思想の根幹であった。

　ビーチャーの思想における「母」への意義づけは，シガニーの『母への手紙』（’7）に通じるものが

ある。シガニーの言説においては，「愛」による「子育て」にこそ，女性は「幸福」と「特権」を

見出すことができる，という過程がみられた。ビーチャーの言説においては，それと同様に，「母」

を基点にして，しかしそれとは逆向きに，「家庭」の外での活動が高く位置づけられた。「名誉」「優

越性」「有用性」という意義を付与することによって，その「母」礼讃言説は組み立てられたので

ある。その「母」言説において最も強調されたのは，「女性の領域」を超えることや，それを拡大

するといったことではなかった。むしろ，「神」によって与えられたその「領域」のなかで慎まし

くその義務を行うことによって得る「名誉」であり，それによって経済的に「自立」できる知識と

力を女性たちに養成することであった。

　「女性の領域」の中核としての「母」は，ビーチャーの言説においては，女性の「名誉」ある「自
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立」を保証する理念としてのみ言説化された。それゆえに，「家庭」のなかでの「主婦」や「母」

は，その言説のなかでは意味を持つものではなかった。結婚難は，現実に「母」となることを妨げ

ていたのであり，その問題から出発したビーチャーの言説では，理念としての「母」のみが，意義

づけられ，その効用が論じられたのである。当時においても数多くの読者を持ち，かつ後世の家政

学の発展に最も影響を与えた彼女の「家政書」が，「家庭ゴの「母」向けの実用書ではなかったと

いう事実は，このような彼女の言説の構造において理解されうることであろう。

　「自己」意識と「女性性」のあいだのゆらぎが「母」言説に書きこまれたチャイルドの『母の本』

とは異なり，ビーチャーによる『母と教育者』において「母」は，一貫し明快に語られる。ビーチャー

の言説において，「自立」は，「女性の領域」においてのみはかられることが可能であり，その間に

葛藤はみられない。『母と教育者』に書かれた「母」には，『母の本』や『母への手紙』のようなゆ

らぎはない。しかしながら，その「母」は，ひたすら観念的なものであった。「母」が子育てに向

かう際に生じる様々な障害や困難，チャイルドやシガニーの言説に溢れていた「不安」や「不満」

などの葛藤には，ビーチャーの言説何ひとつ触れない。「家庭」における具体的な「母」の姿が書

かれないのである。それゆえに，矛盾なく「母」の「有効性」を論じ，それに基づいた「自立」を

主張することができたといえよう。

　この『母と教育者』が書かれた1872年当時において，「女性の領域」の内部にとどまったままで

「自立」を志向するこの思想は，女性の権利運動の文脈においてはすでに時代遅れであったともい

える。その言説には，自信に満ちた強さと共に，理解を示そうとしない人々に対する焦燥感が混在

することになった。

　ビーチャーの思想は，その業績にみられたように，アンテベラム期の「家庭的著述」の氾濫現象

において，大きな位置を占めていた。その思想は，アンテベラム期の「母」礼讃言説の形成とその

氾濫を支えたひとつの重要な論理となったのである。本章の分析によって明らかとなったのは，ビー

チャーによる「母」の言説は，アンテベラム期に女性によって書かれた代表的育児書であるリディ

ア・マリア・チャイルドの『母の本3やリディア・パントリー・シガニーの『母への手紙』の言説

と非常に似通った構築過程を有していたことである（17）。『母の本』と同様に女性の「個」や「独立

心」あるいは噛立」への希求を，そして『母への手紙』と同様に女性の「誇り」や「特権」への

欲望を汲みとりつつ構築されていた。『母と教育者』に集約されているビーチャーの「母」言説も，

これら二つの書物と同様，アンテベラム期に氾濫した「家庭的著述」の読書空間を構成した女性た

ちの意識を共有し，その空間に生み出されたものということができよう。

　しかし，ビーチャーの「母」言説は，他の二つと比較すると，その具体像は捨象され，観念的な

脆さをもっていた。その脆弱性，観念性は隠蔽され，明快で一貫した自明性をもって，後の女性の

「教育」や「職業」における地位向上をめぐる強力な論理となった。かつ，ボストベラム期以後の

社会における「教育」のあり方，およびその「教育」における女性の位置と機能を決定していくひ

とつの道筋を用意したといえるであろう。19世紀後半における「母」言説の展開は，以下のような

二極分解の過程であった。
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　第一の動きは，「母」役割への社会的な価値づけを根拠に，「母」に課せられた仕事を「家庭」と

いう「私的」な領域ではなく，「公的」な場で行なう仕事を女性が担っていく過程である。「母」の

「公化」であり，「公的領域」つまり「政治」の「母化」，「家庭化」である。「母」とは，女性が「名

誉」ある「専門職」として職業進出をはかる強力な論拠となったのである（18）。これは，主にビーチャー

の言説過程にみられたモーメントであったといえる。そして，そのための「科学的」かつ「専門的」

な知識体系が，ビーチャーがその足場を確立した女性のための高等教育機関において進展し，かつ

教育されたのである。女性は，アンテベラム期の女性が女性に向かって説いた「自立」や「力」を

実践し発揮すべく，「母」としての義務と責任を「専門家」として果たすべく努力した。アンテベ

ラム期に普及した医者による女性向けの助言書は，この動きを支えた論理を用意する，もう一方の

モーメントであった。

　この動きは，別の局面で「母」のイメージの固定化につながる。移民や「労働者階級」の母親を

支援する社会福祉事業の展開は，これらの「専門家」である女性たち（「中産階級」であることを

意識した「教育」をうけた女性たち）によって担われていった。そもそもアンテベラム期において

は，女性による私的な慈善活動として行なわれていた「貧民」への支援は，19世紀中葉に「半公的

（semi－officia1）」な中間団体に引き継がれ，世紀転換期に社会福祉事業として制度化していく。そ

こに一貫しているのは，「母」が「欠損」している家族の，「家庭」の「母」の代わりを引き受ける

という論理である。このような事業は，その家族における母親に対する，あるべき「母」であるか

否かの判断と，否と判断された場合の，代用としての「母」による家族の管理の機能を負った。

　第二の動きは，「家庭」における「私的」な「母」の「科学化」すなわち「専門化」である。ア

ンテベラム期の家庭教育書・育児書にみられた「母」としてのモラリスティックな心構えや態度な

どについての助言は少なくなっていく。その代わりに，母親向けの育児書は，医者や心理学者によ

る「科学的」「専門的」な言説によって覆われていくのである（’9）。このモーメントも，主としては

アンテベラム期に書かれたビーチャーによる家政書（家政についての教科書）にあったものといえ

る。ビーチャーがそれを書いた当初の目的は，第一の動きに収擁するような，「経済的自立」を可

能にする職業教育のためのテキストであった。しかし，その意図は，「家庭」の「私的」な「母」

役割自体を「専門化」し「科学化」することになった。19世紀末から20世紀に至る，「中産階級」

の「教育」のある母親による「教育」問題についての議論，その組織化や組織の活動，あるいは雑

誌や書物による「教育」知識の取得などは，女子教育がそもそも担った「母」としての「専門的」

知識の伝授という機能が，「私的」な「子育て」の場面で具体化した様相を示している。

　「母」言説は，第一の「公的」な相，第二の「私的」な相という二つの極に分離しながら，「規律

化」と「合理化」の道をたどることになるのである。ビーチャーの思想は，このような「母」言説

の展開において強力な論理となったといえよう。
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注

（1）　19世紀初頭から中葉にかけての女性の生き方を大きく規定していた「女性の領域」について

　　は，Welter，　B。，‘The　Cult　of　True　Womanhood，1820－1860’，American　Quarterly　18，1966

　　（邦訳「女は“女らしく”というモラルがつくられた」立原二二訳『愛と性の家族の歴史　ア

　　メリカの女たち』教育社，1986年）。アンテベラム期の「女らしさ」と，f家庭性礼讃」に関す

　　る研究史については，高橋裕子「いわゆる「家庭生活崇拝」についての解釈をめぐって一十

　　九世紀初期アメリカ女性史研究の最近の動向」『低湿g15，歴史人類学会，1987年を参照。ま

　　た，アンテベラム期（南北戦争前の時期）におけるf家庭的著述」の氾濫とそれに書きこまれ

　　た「母」礼讃言説については，野々村淑子「南北戦争前のニューイングランドにおける家庭教

　　六書・育児書の氾濫と〈母〉の主題化3『大人と子供の関係史　第二論集』大人と子供の関係

　　史研究会，199．・6年。

（2）ベス・ミルステイン・カバ他著『われらアメリカの女たち』，花西社，1992年置143－169頁（Kava，

　　B．M．　and　Bodin，」．，　We，　The　Anzerican　Women，　Jerome　S。　Ozer，1983）；サラ・M．エヴァ
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（5）　Rosenberg，　R．，　Beyond　SeParate　SPheres：　intellectual　Roots　of　Modern　Feminism，　Yale　U．　P．，
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　　1982；十九世紀末の女性の高等教育については，高橋裕子「女子大学の可能性一M・ケリー・

　　トーマスとプリンモア大学一19世紀後半のアメリカ女性史の視座から」，および坂本辰朗「19
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　　の医学教育と女医たち」『アメリカ西部の女性史』明石書店，1999年）。
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　Fanny　Fern，　Margaret　Fuller，　Mississippi　U．　P．，　1997，　pp．3－14
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　A．Study　in　American　1）omesticity，　Yale　U．　P．，1973）の文献リストと，　The　National　Union
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　Economy　for　the　Use　of　Young　Ladies　at　Home　and　at　School，　1841；　PrinciPles　of　Domestic

　Science；　As　APPIied　to　the　Duties　and　Pteasures　of　the　Home：　A　Text　Book　for　the　Use　of　Young

　Ladies　in　Schools，　Seminaries，　and　College，　1870
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　　Haworth　Press，　1982，　pp．21－22

（13）　石原圭子「キャサリン・ビーチャー：19世紀アメリカの女性・家庭・国家」『東海大学文明

　　研究所紀要』第16号，1996年；Boydson，　J．　etc．，　op．　cit．，　P．114

（14）　Welter，　oP．　cit．

（15）聖書の和訳は『聖書』（新羽対訳，日本聖書協会，1987年）を参照した。

（16）Boydson，　J．，　etc．，　op．　cit．，　P．142；なお，ビーチャーの思想を含むアンテベラム期の「クリス

　　チャン・ホーム」については，以下の文献に詳しい。McDannell，　C．，　The　Christian　Home　in

　　Victorian　America，　1840－1900，　lndiana　U．　P．，　1986

（17）　『母の本』および『母への手紙』については，以下の二論考を参照。日野淑子（拙稿）「リディ

　　ア・マリア・チャイルドにおける娘の教育と〈母〉一アンテベラム期アメリカの家庭教育書・

　　育児書をめぐる一考察」『東京大学教育学部紀要』第34巻，1994年。野々村淑子「19世紀アメ
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野々村淑子

　　リカにおける女によるく母〉礼讃言説と〈教育〉一リディア・パントリー・シガニー『母へ

　　の手紙』（1834）をめぐって一一」『九州大学大学院教育学研究科研究紀要』創刊号（通巻　第44

　　集），1999年。

（18）　Baker，　P．，　“The　Domestication　of　Politics：　Women　and　American　Political　Society，　178（）一

　　1920”，　Dubois，　E．　C．，　and　Ruiz，　V．　ed．，　Unequal　sisters：　A　Multicultural　Reader　in　U．　S．　Women　’s

　　thstor＞，，　Routledge，　Chapman　＆　Hall，　lnc，　1990

（19）　Grant，　」．，　Rais　ing　Baby　by　the　boole：　The　Education　of　American　Mothers，　Yale　U．　P．，　1998
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19世紀アメリカの「母」言説：不在とその効用

　　　　　　　　　　　　　‘Motherhood’　in　19th　Century　America：

Catharine　Esther　Beecher，　Moman’s　Profession　as　Mother　and　Educator，

　　　　　　Mith　Views　in　Opposition　to　Moman　Suffrage，　1872

Toshiko　Nonomura

　　　　Chatharine　Esther　Beecher　was　one　of　most　famous　women　in　19th　century　America．　She

made　efforts　to　advance　institutions　for　women’s　education　and　wrote　many　advice　books　for

women．　Her　major．　books　on　housekeeping　are　said　to　be　the　foundation　of　the　modem　domestic

sclence．

　　　This　paper　discusses　what　‘motherhood’　is，　and　how　it　functions．　‘Motherhood’　is　the　most

important　image　in　C．　Beecher’s　works．　Yet　Woman’s　Profession　as　Mother　and　Educator，　With

Views　in　OPPosition　to　Woman　Suffrage，　written　by　her　in　1872，　is　the　only　book　which　has　the　key

word　‘mother’　in　the　title．

　　　C．　Beecher　says　being　a　‘mother’　is　the　most　suitable　work　for　women．　She　believes　women

should　live　in　‘women’s　sphere’ C　as　emphasized　in　19th　century　America．　This　idea　is　based　on

Providence　in　Christianity，　and　requires　women　to　obey　‘the　family　states’．　However，　she　says

almost　nothing　about　the　real　and　practical　mothering．　‘Motherhood’　in　her　thought　acquiring　skills

as　‘ 高盾狽?ｅｒｓ’ C　C．　Beecher’s　advice　books　on　housekeeping　were　textbooks　for　girl’s　education　and

intended　to　give　skills　made　them　to　earn　for　themselves．

　　　This　image　in　C．　Beecher’s　thought　was　the　basis　for　two　ways　of　thinking　about　‘motherhood’

in　the　late　19th　century　and　20th　century．　The　first　was　the　‘matemalization’　of　public　affairs．

Since　the　late　19th　century，　Women　have　marched　into　the　public　arena，　especially　in　the　fields

of　public　education　and　social　welfare，　in　the　name　of　‘motherhood’．　The　second　was

‘scientification’　and　‘ 垂窒盾?ｅｓｓｉｏｎａｌｉｚａｔｉｏｎ’　of　‘motherhood’．　The　advice　books　to　mothers　came

to　be　written　by　doctors　and　psychologjsts．　These　images　of　‘motherhood’，　regularized　and

rationalized，　would　provide　the　important　idelolgy　for　thought　about　not　only　parent－child　relations

but　also　modern　systems　of　‘education’．

一105一


