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ImpactofScienceinAndrewMarvell，sHTheDefinitionofLove”

SaoriFujimoto

SYNOPSIS

Dealmgwithafrequenttopicofanunattainablelove，AndrewMarvell’S

“TheDefimitionofLeve”showsagreatinterestinSCience．Fortheillustration

of the conventionalsituation ofthelover8Separated by fhte，8Cientific

element88uChasgeometryanda8trOnOmyareintroducedintothelatterhalf

ofthepoem．Thi8reneCt8theinpactof8Cienceinhi8age・

ThethemeofthiSpOemiSthehmitationoflove，butthefocuBinthepoem

moveSfromthedepictionofthebirthandfhteoftheunfortunateloverinthe

firsthalftotheapplicationofSCientificelement8tOthepoeminordertodepict

theSeparatedloversinthelatterhalL TheSCientificexpre88ionsrenderedby

MaLZVen・SeXqui8iterhetoriCalskinmakethispoemuniqueandunconventional・

1．Introduction

Theperiodfromthelatesixteenthtotheearlyseventeenthcenturywa8

thetimewhenintereStinlawSandprinciplesofumiver8eincrea8edandpeople

begantOaCquirescientifiCknowledge・ThenewSCienceShadchangedboththe

co8mOlogyandtheworldviewofcontemporarypeople・TheSeCircumStanCeS

affbctedtheintellectualS，andtheliteraryworkSWerea180influencedbythe8e

change8．ForinStanCe，Euchdwa8Circulatedamongintellectua188incethe

publication ofhis色相t tran81ationinto EngliShin1570by Sir Henry

Billingsley；anditcausedthephenomenoninwhichEuclidiangeometrywas

referredtobysomemetaphysicalpoet88uChasJolmDonne（1572・1631）and

RichardLevelace（1618・57）．l

In“TheDefinitionofI．ove”AndrewMarvell（1621・78）alsouse80neOfthe

articleSinEuclidiangeometryintheSeVenthstanZa：thede血itionofparanel

lmes．2GrowthofscientifiCknowledgei8reflectedinother stanzaSinthe

poemaswell・HeintroduceSSCientifictermsandimageSfromthelatterhalfof

thiBpOem8uCha8geOmetryandaStrOnOmyL
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The theme of the poem“The De丘nition ofLeve”is to deSCribethe

Obstacleswhichpreventtheloversfrommeetingeachother，andinterm80f

theexpressionofthethemeofthepoemitisdividedintotwopartS．Inthe丘r8t

fourstanZaSMarve11talksaboutwhatkindofloveisborninthenarrator，s

heartandhowFateinterfereswiththenarrator・Inthelatterhalfofthepoem，

Marvell，adaptingvariouSSCientifiC丘guresofSpeeCh，demonStrateSthatthe

narratorandhisbelovedhavenopoSSibilityofmeetingeachother．InthelaSt

fourstanzasthethemeiStheSameaSinthefirStfo叫butthefocuSi8upOn

SCientifictermsandimagesemployedforillustrationoftheSeParatedlovers．

Marve11writeSabouttheSeParatedloverSbyfate－athemecommonand

frequentinconventionalpoems－SOtheannotator80nMarvellhavecla88ified

thispoema80neWiththetraditionalthemeofloveinseparation．3WhatiS

remarkableinthelatterhalfofthispoem，however，isthatMarve118eemStO

be more eager to make uSe OfSCientific element8into hiS POemthan to

delmeatethetraditionaltypeofanunattainablelove・Ashrasthelatterpart

Ofthisworkisconcerned，anOVerteXpreSSionoftheSu脆ringsoftheloveror

thedeclarationofsupremacyoflove－thepointthepoetscelebrateintheir

COnVentionalpoems－isnotfoundasisseenintheconventionalpoemsoflove

inseparation．

TheaimofthisessayistoShowashiftoffocusinthispoem．ⅠShall

丘rstlycallattentiontotheoldmeamingoftheword“de丘nition，，as“lmitation：，

and show thatthe theme ofthis poemisthelimitation oflove，nOt the

de丘mition oflove．Then，I shalldiSCuSS how Marve11utilizeS the SCientific

elementstodepictthelimitationofloveinthelatterpartofthiSPOem．The

Simileintheseventhstanzawillbeanalyzedcloselyintermsofthedenmition

Of parallellmes，On Which　the annotators tend to　giveinadequate

interpretations．4

2．TheLimitationofLove

From the title“The De丘nition ofIJOVe”byAndrew Marvell，mOdern

readerswouldexpectthethemeofthiSPOemtObeadefinitionofthee88ential

natureoflove・Nosuchdefinitionoflove，however，i8foundinthepoem．The
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narrator，SCOnCernistorelatehisownplightregardingtherelationBhipwith

hi8beloved．ThiSdiSCrepanCybetweenwhatthetitk8ugge8t8・andwhatthe

poemreanycontain8i8CauSedbythefhctthatthewordHdefinition’’inthe

poemhadtwolayer80fmeaningwhenMarvenCOmpO8edthi8pOem：hmitation

anddefimition．Theoldmeaning“limitation’’whichhadbeenuSedfromthe

latefourteenthcenttuy to Marve11，8age，andthe new meaming“a preCi8e

StatementOfane88entialnature”whichcameinfrequentu8eatarOundthe

SeVenteenthcentury15

MarvellwriteS“The De丘nitionofLeve’’u8ingtheword“de血血tion”to

mean“1imitation，”whichwas Stillthe normaluSage atthe period・Tbthe

contemporary reader8，thetitle ofthiB pOem meant“the hmitation of

love：，Thefocu8inthispoemisnotuponthedefirhtion（“apreci8eStatementOf

ane88entialnature”）oflove，butuponthelimitationoflove．

The poem begin8With the declaration ofthe birth oflovein the

narrator・8heart．Marvelldepictstheambiguousnatureof“MyLeve’’inthe

丘r8tStanZa：

MyLevei80fabirth80rare

As，ti8forobject8trangeandhigh：

Itwa8begottenbyDespair

UponlmpoSSibihty．（1・4）6

ItiSt。ldthatthenarratoriSdevotedtoapreciou80bject（“8trangeandhigh’’），

butatthesaznetimeMarvellsuggeSt8thenegativea8peCtOfhi8lovea8he

de8CribeSitaStheo飽pringofdespairandimpo88ibihtyl

ThiBCOntradictorynaturebestowedupon“MyLOVe，，fromit8birthiB

amphfiedinthefonowing，SeCOndandthird8tanZa8・Inthe8eCOnd8tanZathe

objectof‘‘MyLove”iSideali2X，daS“divine”（6）・ItiStheobjectwhichi8tOOhr

awaytoreacha8thepoemfigurativelyshowS：“WherefeebleHopecouldne’er

haveflown／Butvainlyflappeditstin8elwing”（7・8）．Thefir8ttWOline8inthe

thirdStan2iateutheattemptofthenarrator・lovertoreachtheplace〃where

myextendedSouliS触ed，，（10）like anamorou880ulwhichlongSforit8

bel。VedinPlato，8maed・uS．ThelasttwolmeSinthe8ameStan21a，however，
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announcetheappearanceoftheinterferingFatewhoendeavorstoseparate

theloverfromthebeloved（“ButFatedoeSironwedgeSdrive／AndalwayS

crowdSit8elfbetwixt，，【11・121）．Inthesedescription8，MarvellShow8thathiS

lovei8borntOlove80mething“high”and“divine”and，attheSametime，that

hi8loveinherit8　an unfortunate hte　fromits parent8，deSpair and

impo88ibility．ThiSiSaPremOmitionthatlimitationisimposeduponhiSlove．

TheinterventionofFateistherestrictingfactortohislove．Inthefourth

Stan21atheobtruSiveFatewhoappearSinthelaSttWOlinesofthethirdStanZa

is deSCribed as a woman whoiS“jealous”（13）and haS“tyranmick power”

（16）．Shei880jealou80f“Twoperfectlove8”（14）thatShecannotenduret08ee

theirintimaterelation8hip．Shei8alsodescribeda8aPer80nWhohateStOloSe

herpowertocontrolhervictimS．ThefutureOftheloverandthebelovedi8

underthe reignofthisjealouS and tyranmicalwoman．The exerciSe Ofher

arbitrarypoweri8thedetermimingfhctortodelimittheirlove．

UptothefourthStanZa，thiSPOemiSareCOuntingofatragicstoryofan

unfortunateloverwho dedicates hiS heartfor80me nOblelady and Su蝕rS

fromunrequitedlove．Fromthefir8ttOthefourthStanZa，MarVe118how8that

theloveinthepoemisdedicatedto80methinghigh，butiti8doomedtobea

fhilure．BytheappearanceoftheintervemingFate“MyLeve”isgoingtobean

unattainablelove．Fate trie8　tO SPOil“Two perfectlove8．’’ThuS，“The

DefinitionofLeve’’depict8thelimitationoflove．

3．TheLimitationofLeveintheImageoftheGlobe

InthelaStfour8tanZaS，MarvellcontinueS tO Showthatlimitationi8

impO8ed upontheloveinthe poem，butfrom thefifth8tanZa8Cienti丘c

elementSareintroducedtothepoem：namelytheimageofglobeinthefifth

and8ixth8tan乙aS，the8imileofparallellmesintheSeVenth8tan21aandthe

imageofacoSmicmovementintheeighthStan2；a．Marveuexert8his artof

rhetoricupontheu8eOfscientificelementStOeXpreSStheextenttowhichthe

lover8CannOtmeetWitheachother．

In　the　fifth and sixth StanZaS Marvell continueS tO　8how Fate as

80mething whichinterfereswithlove．In thefifth8tanZa，Fate makeS a
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decisiononthelovers，fate，anditsreSulti8depictedintheimageoftheglobe：

AndthereforeherdecreesofSteel

UsasthedistantPoleshaveplac’d，

（ThoughLeve’SWholeworldonu8dothwheel）

Notbythemselvestobeembraced，（17・20）

Fate set8the twofarapartat“the distantPoles，”andthusthelovers are

placedattheremotestpartsintheglobeleSttheyshouldholdeachother・

Lines址etheseimplythattheloversinthiSPOCmarepureandchasteinbody

andsoulincontrasttotheotherloverswhoMarveuSuggeSt88tayCloseeach

otherontheearthas“Leve’swholeworld”（19）．

TheimageoftheglobecontinueStObeusedintheSixthstanza，andthe

celebratedhyperboleisemployedtoshowthattheycannotmeetuntiltheend

oftheworld：

Unlessthegiddyheavenfh11，

Andearthsomenewconvulsiontear；

And，uStOjoin，theworldshouldall

Becrampedintoaplanisphere．（21・24）

The desperate narrator・loverimaginesthat some diSaSter Winhappen to

destroytheearth，WhetheritiSthefhllofheaven，agreatearthquakeorthe

actualcruShoftheglobeintoaplanelikeanastrolabe・71fheandhisbeloved

areplacedatthe80uthandnorthpolesbytheorderofFate・itistheoulyway

inwhichthetwocanmeet．WhatiSleftforhimistowiShforthecollapseof

theearth，thatiS，theendoftheworld．AcertainlogicexistSinthisabsurd

idea．Inboththe丘氏handSixthstan21aSMarvellShowshowthoroughlythe

loversaredeprivedofthepoSSibilityofmeetingintheimageoftheglobe・
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4．TheLimitationofLoveintheSeventhstanza

In the seventh StanZa，tWO tyPeS Oflove areillustratedinterms of

lineS・TheoneiSCOmParedtoobliquelinesandtheothertoparallellineS：

AslineS（soloves）obliquemaywell

Themselvesineveryanglegreet：

Butours80trulypara11el，

Thoughinfinite，CanneVermeet．（25－28）

Ifthetwolmesareoblique，theywillmeetorcrosSatSOmePOintwhenthey

areextended．Onthecontrary；ifthetwolmesareparallel，theywillnever

meetnorcrosSeaChothereveniftheyareextendedendleSSly．Thei皿ageOf

SlantinglineSWhichintersectatsomepointistherepresentationoftheloverS

Whomeeteachother，andtheimageofparallellineSWhichrunendlesslyi8

the visualization of thelovers who cannot meet permanentlyMarve11’S

adaptationofparallellinesintothe seventhstanzais basedonone ofthe

fundamentalidea80fEuclidinwhichparallellinesruninfimitelyandnever

meet．8

The contrast of two sorts ofloveis a variation of the traditional

dichotomy ofthe heavenly一閻uSthe earthly，in other words，SOmething

higher nzTuS SOmethinglowerin terms of placement as well aS Value

judgment．ObliquelineSStandforanearthlylove；theloversinthiStyPearein

”LeveSWholeWbrld”（19）Shownasinthenfthstanzaandtheycanenjoya

rendezvous aS Slantinglines cancrosS．Para11ellines representaheavenly

love；theloverSinthiStypearePlacedfarfromeachotherleSttheyshouldnot

embraceeachotherasSeeninthenfthstanza．ThedualisticschemaiSClearin

thi8StanZa：theloveof“oblique”loverswho“greetateveryangle’’iSearthlyl

andthey enjoythe umion with each other；onthe other hand，thelove of

“parallel”lovers，Whoseloveis“infimite”asparallellines，isheaveuly，andthey

endureseparationandtheirlovecannotbeconsummated．

TheunattainableloveinMarvell’8POemisSimilartothesituationofthe

COnVentionalpoemS．Thepoemsofthisthemeexaltthestateofseparationand
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8howthatlovecanendure andovercome anytroublesome conditionorfate

8uCha88eparation．Apoetmayarguethatalthoughtheloverscannotmeet，

theirloveiSinfinite．9Supremacyofloveshouldbestressedinthiscase，eVen

thoughthelover has to su脆rfrom the torment of his unrequited or

unattainablelove．Whenthe word“infinite”is employedto modifythelove

thatgrowSbetweenmanandwomaninconventionallovepoems，itisthe

SupremeWOrdofpraise・Thatisbecause“innnite”isanattributeofGodand

means“having nolimit”（OED）．John Donne，forexample，uSeS the word

“infinite”whenhewritesanepithalamion：

Sinceseparation

FauSnOtOnSuChthingsarein丘nite

Northingswhicharebutone，Candisunite，

Ybuaretwiceinseperable，greatandone．（47－50）10

Iflovei8bornandgrowsinone，shearttobemodinedas“infimite，”itisthe

mo8tideallovethatshouldbecelebratedinanorthodoxlovepoem・

MarVellusesthe word“infinite”to characterize thelove between the

l。VerSintheseventhstanza，buthisargumentisdi脆rentfromthetraditional

one．HeargueSthatalthoughtheirloveis“in丘nite，”thelovers“cannever

meet：・ThepointMarvellemphasizesisnotinnnityoflove，butimpossibility

ofmeeting．InfimityiWhichhadbeenthefeaturetorepresentthesupremeand

idealized State Oflovein conventional poems，is treated as one of the

limitationoflove．Thismakesthispoemuniqueandunconventional・

Euclidian parallellines play animportant rolein this stanza・The

definitionofpara11ellinesmaybeknownastheparallellinespostulate，but

theoneMarve11referstoisclassinedinoneofthe dennitionsinMarvelrs

agellaSWellasinthelatesttranslationofEuclidinEnglishas“dennition

23．”12Theworddefinitionhassofhrconveyedthemeaningoflimitation，but

theuseofthedefinitionofparallellinesremindsthereadersofthemeaningof

de丘血tionas“apreciseStatementOfanessentialnatureofathing・”Herethe

twomeamingsoftheworddefinitionconverge・Theparallellinessimi1einthe

8eVenth8tan21a COnVeyS anOther meaning of the title of the poem“The
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Definitionofhve．”Thede丘nition（limitation）oflove，thethemeandtitleof

thiSPOem，isexpressedbythesimileofthede丘nition（aprecisestatementof

aneSSentialnature）ofparallellinesintheseventhstanza．

5．TheSeparatedI．oversintheLaStStan21a

Inconcluding“TheDefimitionofIj）Ve，”MarvenuSeStheastronomicaltermS

WhichwereoriginanyastrologiCalones：“coIわunction”（31）and“Opposition”（32）13：

Thereforethelovewhichdothusbind，

ButFatesoenviouslydebars，

Istheconjunctionofthemind，

AndoppoSitionofthestars．（29－32）

Inastronomy“conjunction’’means“thepointofcloSeStPrOXimitybetweentwo

StarSOrplanet8’’and“Opposition”“the pointofmaximum di8tanCe between

thetwostarsorplanetS．”14“Conjunction”and“Opposition”respectivelySignify

theclosenessoftheloversinsoulandtheremotenessofthetwoinbodylThe

COmParisonoftheconditionsoflovetoconjunctionandoppositiongivesthe

poemacosmicdepth．

TheideaofcorreSpOndencebetweenmacrocoSmandmicrocosmhelps

Marvelltodescribethelovers’destinyinastrological，aStrOnOmicaltermSin

thisstanza．Inthe丘rsttwolinesoftheeighthstanza，Marve11suggeststhat

the relationShip ofthelover and the belovedis almostpredestined．Their

unioninsoulandseparationinbodyalikearedeterminedregardle880ftheir

will．InthelaSttWOlinesheassimilatestheirrelationtoamovementofstarS

andplanetSWhichfollowtheirorbitSinSpaCeperPetuallylIftherelationand

fhteofthetwopersonsislikethemovementofplanet80rStarS，therei8nO

WayOfchangingit．ThisisafhirlyastrologiCalwayofthinking，butMarvell

doesnotassertthatstarSdeterminethefhteofthelovers．Marvellexplains

thefhteoftheloversintheexampleofanastralmovement．

The explanation ofthelovers’hteinthe eighth stanZa embodiesthe

COSmicmovementinwords．ThiSStanZaisafinelycomposed，COmpletestanzain
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。ne SentenCe．Thefirst twolmes are the subject and thelast two arethe

predicateinasentence・RhymingababthefirstandthethirdlmeStalkofthe

uni。n。ftheloversandthesecondandthefourthlmesteutheseparatiOnofthe

two．Thefourlmesrespectivelymeanunion・SeParation・umion・Separation・Which

perfectly accords withrhyming・The agreementofmeaning and rhyming

producesarhythminthisstanza・Thisrhythmisfeltintheimagewhichthis

stanzapresents・TheregularandalternativerhythminthisstanzaimitateS

themovementofplanetsorstarSWhichrepeatunionandseparationin8PaCe・

6．FromConventionaltoUnconventional：aConclusion

In“TheDefinitionofI．ove，，itistoldhowthelimitationiSimposedupon

theloveborninthenarrator，sheart．TheoriginofhiSlovegivenbydespair

andimpoSSibilityimpliesthatamiSfortuneistofhnuponthenarrator・Which

isrealizedbytheappearanceofFate・Asaresult・thelovebetweenthenarratOr

and his beloved remains unattainable and unconsummated・A氏er the

interventionofFate，thelovershavetosufEbrfromseparationthroughOutthe

poem・Thenarratorisatypicalunfortunatelover；hisloveisdedicatedtoan

ideahzedwomanandthisloveishtednottoberewarded・

Fr。m　the nfth stan2；a OnWard Marvell keepsillustrating this

conventionalthemebymean80fscientiAcimagesandterms・Theviewofthe

earthasaglobeisemployedinthefifthstanza・InthesixthstanzaMarveu

imaginesthatsomeunnaturalandsupernaturalphenomenahappenonthe

earth．Intheseventhstanzathede丘山tionofparallellinesisadaptedintothe

poem．IntheeighthstanzatheconditionoftheloversisaSSOCiatedwithastral

phenomena・From the nfth tothelast stanzain the description ofthe

limitationoflove，MarvellbringsinmanyscientifictermSandimagesoveran

orthodoxframework．

BytheemploymentOfscientificelements，Marvelldidmorethansimply

expresStheoldthemeinnewwords・Thereisashiftoffocusinthepoem

betweenthefirstandthelastfourstanzas：fromthestoryofanunfortunate

lovertotheapplicationofscientificknowledgeintothepoem・Inthelatter

fourStanZaS，Marve11breakStWOOfthe mostcommonconventionsinthe
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POemS Whichdealwiththe same theme as“The DefinitionofI．ove．”Firstly，

theso－Calledlover’scomplaint，inwhichawoefulloverusuallytellstheinSide

feeling ofhis aching heart，is notfoundin“The Definition ofLove．”While

Marvellexhibits his scientiLic knowledge and his rhetoricalarteagerly，he

doesnotcaretodescribethelovers’sorrowindetail．Therepetitiveuseofthe

SCientificelementsweakenstheimpressionthattheloversinthispoemreamy

grievefor theirfhte astheloversin the traditionalpoems do so．Secondly；

infinityofloveisnotregardedasasupremevirtue asisoftenthecaSeWith

the traditionalpoems，butis treated as one ofthelimitation80flove aS a

resultoftheadaptationofthedefinitionofparallellines．ThesefhctSSigmify

that there exists Marvelrs banteringonconventionalityofanunattainable

loveinthispoem．TheexpressionsMarvellcreateswiththemodiSh，SCienti丘c

termsandimagescontainunconventionalpoints，Whichpossessacritici血ng

fhcultyontheliteraryconventionalism．

Thedevelopmentofscientificknowledgefromthelatesixteenthcentury

COntributedalotto atransformationinmany丘eldsincludingreligionand

politics．Literaryworkswerenotexemptfromthissurge；rather，itenriched

them・“TheDe丘mitionofIJOVe”iswrittenunderthewaveofincreasingintere8t

inscience asis seeninthe enumerationofscientificelementsfromthe丘fth

StanZatOthelaststanzaonend．InthispoemMarve11importedthenewborn

SCientifictermsandimagesasaseriesoffigurativespeeches，Whichmadehim

POSSibletocreateauniqueandoriginalworkofart．

Notes

I SeeChapter2inMarjorieHopeNicoIson，Tne伽akit7gOltheChTh：studiesit7thee肋t

OltheJhewscjeDCe”LPOnSetでDteeDthceDtuZyPOetZYreV．ed．（NewYbrk：ColumbiaUR

1960）．

2　The view that Euclidis the source ofthe seventh stanza，however，is not so widely

accepted・TheeditorsofthedennitiveeditionofMarvell’spoemsandletters，forinstance，

annotate asfollows：“the‘obliquelines’are meridians represented as straightlines，

intersectingateitherpole，inequatorialprojectionsofthenorthernhemispheres”（H．M．

Margoliouthed・，TnehemsaDdLettezYOf’ADdTeWMbz・VeN3rded．，reV．byPierreLegois

WiththecollaborationofE・E．Duncan・Jones【oxford：OxfordUR1971】260）．Concerning
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parallellineS，theyjustmention“literaryparallels・”Partlyfollowingtheinterpretation

above，RobertWilchersaysthatobliquelineSandparallellinesinline825・27are“line80f

longitude，Whichformangleswheretheyconvergeatthepole8，andline80flatitude・Which

runparalleltotheequator，，uDdbw脇L・帽〟：助CedLbeLZyand触e（I・Ondon：Methuen，

1986】note89）．EliZabethStoryDonno，anOthermajoreditorofMarYell’8p00mS，doe8nOt

mentionanyofEuclidianparallellinesinherannotationofobliqueandparallellines

umbwMhTtW：TheCb叩血teheL77S；HarmondSWOrth：Penguin，1972）・

Ontheotherhand，SOmeCriticsrefertotheinfluenceofEuclid．MaIjorieNicolaDn，for

example，argueSthat“delightinmathematicsledMarVelltothinkofloverBintem80f

parallellinesthatnevermeet，，（The月闇kingola℃ね6）・B・J・Sokol・foranotherlre飴r＄tO

“Mazvell・8inageofEuclidianparallellines”in‘‘TheSympO8ium・TwoKind80f‘De丘nition・’

andMarvell，S‘TheDe丘nitionofLDVe，”，JVbteS＆Que血June1988：169．HeevenarpeSthat

‘・Mazvell，spemCitesthecomphcationinspheriCal群のmetryWhereininprdcctionorPlamiphere’

notonlypolesmeet，butparallelsmeetat‘everyAngle：”（170）butthiSgOe8伽hr1

3“TheDe丘nitionofLeve・・is“incommonwithseventeenth・CenturytreatmentSOfthetheme

ofpartingandseparation”suchas“Donne，S‘AⅥllediction：forbiddingznouming’and

I．ovelace，8‘TbLucasta，gOingbeyondtheseas”’（Wilcher224）；itiS“al80tObelinkedwith

・absence・poemSSuChasDonne，S‘AⅥllediction：forbiddingmouming・，Carew’＄■TbMy

Mi8treSS’：

YbtletourboundleSSSpiritSmeet，

Andinlove，ssphereeachothergreet（9・10），

andI．ovelace，S‘TbLucasta，GoingbeyondtheSeas’：

OurEhithandtroth

Likeseparated80ulS

AlltimeandspacecontrolS（14・16）”（Donno232）・

4　Thede丘nitionofparallelline88houldbeconsidereddulyintheinterpretationofthiS

stanZainordertoavoidinadequateinterpretation8・Margoliouthedition．8andWilcher’8

interpretationofobliqueandparallellinesseemtoresultfromtheima酢Oftheglobeinthe

previou8tWOStanZaS・ThiS，however，trOublestheinterpretationofthe8eVenthstanza・

Margoliouth・seditiondoesnotmanagetoexplainwhatMarvellintend8tOmentionabout

parallellines・Ifparallellinesare“linesoflatitude・WhichrunSparalleltotheequator”aS

Wilcher notes，theselines make only circles and circleS are nOt alway8】皿Odined a8

in丘nite．BeSide8，line80flatitudeSaretOOmanyinnumber・Wbneedtohaveonlytwo

lineSbecau8eline8arerepreSentedasthelover8，andtheyaretwo・Nordoweneedto

concernWhethertheangle8houldbearightone（90degree8）ornota8Donno8ayBSincethe

p00mtellsthatobliqueline8meetat“eVeryAngle・”

5“De丘nition”0riginallymeant“thesettingofboundsorlimit8；limitation・re8triction・”which
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isnowobsoleteandnolongerused．OEDcite8theexampleofthismeaningfk・OmChaucer

inc1386andfromCaxtonin1483．Duetotheincreaseofscienti負Cknowledgefromthelate

Sixteenthcenturytotheseventeenthcentury，“de丘nition”acquiredanewmeaningwhich

WenOWuSe：“theactionofde丘ning，OrStatingexactly whatathingis，OrWhata word

means”（for the3rd meaningfor“dennition”in OEZB；or more commonly，“a preCise

Statement Ofan e88entialnature ofa thing”（for the4th meaningfor”dennition”in

OELD．Thismeaningofde瓜nition，Whichweuseinthepresenttime，Cameinusearound

theseventeenth．Seealsotheheadnotefor“TheDennitionofLeve”in恥renceDawsonand

Robert Scott Dupree eds．，励tuteentかCbDtuZy血〆由hlbetLy（New「brk：Harvester，

1994）．

6　All subsequent quotations of Marvell’s poemisfrom Donno’s AD血ew脇r叩〟：Tne

CbDUktelben7昂andthelinenumbersappearinparenthesesintheessay．

7　See，forexample，thenotesonthisstanZabyDawsonandDupree．

8　Strictlyspeaking，parallellinesdonotrun“in丘nitely．”AccordingtothestudyonEuclid

fromGreekinthetwentiethcentury，theword“innnite”isnottherightwordtomodify

parallellines：“咤dmJ）OV CannOtbetranslated‘toinfinity’becausethesewordsmightseem

tosuggeStareglOnOrplacein瓜nitelydistant，Whereas密血fLFX）V，Whichseemstobeused

indi飴rentlywithE7Td花fLPOV，isadverbial，meaning‘withoutlimit，’i．e．‘inde丘nitely’”（Tne

Tnit・teeDLbohsolEucHdもBUementstranslatedfronthetextofHeiberg，Withintroduction

andcommentaryby’SirThomasL．Heath，2nded．，reV．Withadditions，lbl．1【NewYbrk：

Doven1956】190）．

9　SeeJohnDonne’S“AValediction：forbiddingMourning”（A．J．Smithed．，ゐhD肋De：Tne

CbDUJbte埴hlbemslHarmondsworth：Penguin，1971】84）．Inthispoemthenarrator

arguesthattheloversaremadetobethebettersthantheordinaryonesthroughthelove

betweenmanandwoman．I）onnemakescontrastof“Dullsublunarylovers’lovers’love”

（13）withtheirhollyloveintheforthand丘fthstanzas‥

DullsublunaryloverS’love

（Whosesoulissense）cannotadmit

AbSenCe，becauSeitdothremove

Thosethingswhichelementedit

Butwebyalove，SOmuChre丘ned，

Thatourselvesknownotwhatitis，

Inter・aSSuredofthemind，

Carelesseyes，lips，andhandstomiss．（13・20）

Theirloveis“somuchrenned”（17）thattheydon’tmindoftheirseparation．Inthistypical

SeParationpoemtheabsenceoftheother，Separationofthetwo，0脆rsanOCCaSionforthe

narrator・lovertoassertthattheyareareennobledbylove．Inthelatterpartofthispoem

Donneidealizestheirlovebyusingsimilessuchas‘‘goldtoairythinnessbeat”（24），“Still
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twincompasses”（26），andtheimageof“circle”（35）・

10“AnEpithalamion，OrMarriageSongontheLadyEliZabethandCountPalatinebeing

MarriedonSt．Ⅵllentine’sDay”inSmith．

ll Thede丘nitionofparallellinesinBillingley，sisthat：（dennition35）“Parallelorequidistant

linesaresuch，Whichbeinginoneandtheselfesamesuperncies・andproducedinLinitely

onbothsides，doneuerinanypartconcurre”（OEDunder“parallel”）・

MarvellwasproncientinLatin，SOhemighthavelearnedEuclidinLatin・Which

versionofEuclidhereallyreadisdifnculttoknow，butitiscertainftomthesimilethatthe

oneMarvellreferredtoisthedefinition．

121nthedennitivetranslationofEuclid，sTneEh，mentSfromGreekbySirThomasL・Heath，

parallellinesaredennedasfollows‥‘‘（de餌ition23）parallelstraightlinesarestraight

lineswhich，beinginthesameplaneandbeingproducedinde丘nitelyinbothdirections，do

n。tmeetOneanOtherineitherdirection”（190）・

13These were the termsin astrology，butalSo usedin astronomy since the observed

phenomenaofstarsandplanetsarevirtuallythesame・

14　SeeDawsonandDupree’snotes．





RegencyDandyismandtheFashionableNovels：

BrummelledandPelhamized

AkariFuruse

SYNOPSIS

ThestudyofRegencydandyisminvoIvesboththerealhistoricalfigures

that dominated　the society of high　fashion andliterary heroes of the

fashionable novels．Regencydandyismhadflourishedundertheinfluence of

Beau Brummellwhose greatcrazeforclothes made a whole generation of

youngmeninEnglandkeenaboutfollowinghisexample，eStablishing，aSa

result，a umique cult offhshion．Brummelrs exampleinspired theliterary

dandyismandthedandycharactersinthefhshionablenovels．Ofthegenre，

EdwardBulwerIutton’S食仏am，WtheAdV即tureSOFa伽thman（1828）is

the chiefexamplethat has SurVived to the present day．Through免肋am，

BulwerIuttonbroughtittolightagainsttheirdandy丘guresthatvanityof

socialaSCentWaSatWOrkbehindRegencydandyism，andthereforethevogue

of dandy style entailed absurdity，Which was amplyillustrated by the

COntempOraryCaricatures．

1．1ntroduction

TheRegencyinEnglandwastheAgeofPleasure．Menandwomenofthe

fashionable society were engrossedin eating，drinking，gOing to clubs，

gambling，andsoon．Givingtheagesuchanamboyantatmospherewasthe

outStandingpresenceofPrince Regent，laterGeorgeIV，Whowascalledthe

PrinceofPleasure．

Historicallyandpolitica11yspeaking，theexactyearsofRegencyperiod

dateSbetweentheyears1811to1820．But，thegeneralacceptanCeOftheterm

Regencycoversamuchlongerperiod・Forthemostpart，theRegencyperiodin

Englandreferstothe丘rstthreedecadesofthenineteenthcentury；thefirst

decademarkingthesocialchangeanddeclineofthereignofGeorgeIII，and

1830theendofthereignofGeorgeIV．
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ItwasduringthisRegencyperiodthatthehistoryofdandyismbegan．

The dominatingpersonage ofBeau Brummelloriginatedit．And，in1820S，

therecameintobeinganotherconspicuousdandyfigure－HenryPelham，the

hero ofBulwerIutton’s nove1月e瓜am，αrtheAdl′a〃tZmOf’a aⅥtL？man

（1828）．ThedominatinginfluenceofbothBrummenandPelhamwassignifiCant．

Theywerelookeduponas the modelofmale fashions andmannersofthe

earlymineteenthcenturyiandtheywereliterallyimitatedbyeveryone・

However，inspiteofalltherespectthatBrummellandPelhamreceived，

theworddandy，inRegencyperiod，impliedasenseofabuse・Thedandie80f

that period entailed a sense ofvanityl arrOganCe，and absurdity as their

predecessors，SuChasMacaronis，COXCOmbsandfopsusedtodo・Inthispaper・

Iwouldliketoreexaminetheterm“dandy，”bylookingintothedandyfhshion

andthedandyspiritofBrummellandPelham．Bydoingso，WeCanalsosee

the outcome of the dandy principles，depictedin　the representative

fashionablenovelsandfamouscaricaturesinprint8．

2．BeauBrummellandtheRegencyFashion

Firstofa11，thehistoryofdandyismbeganwithGeorgeBryanBrummell

（1778・1840），betterknownasBeauBrummell．Allofthe fashionable novels

includedthelegendaryepisodesofBrummell．Forinstance，inBulwerktton’S

鬼仏am，BeauBrumme11appearSaSthecharacterofMr．Russelton，aOnCe

autocratofthe fashionable society，forwhomPelhamcannotbutcherish a

feelingofawe：

At the name ofthe personthusintroduced to me，athousand

rec011ections crowded upon mymind；the contemporary and rivalof

Napoleon－theautocratofthegreatworldofhshionandcravats－the

mighty gemiuS before whom aristocracyhadbeenhumbled and ton

aba8hed－atWhosenodthehaughtiestDObksseofEuropehadquailed

－Whohadintroduced，byasingleexample，StarChintoneckclothS，and

hadfedthepamperedappetiteofhisboot・tOPSOnChampagne－Whose

coatandwhosefriendwerecutwithanequalgrace－andwhoSename
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was connected withevery triumph that the world，S great virtue of

audacitycouldachieve－theillustrious，theimmortalRusseltonstood

beforeme．（125）

Andalso，inBenjaminDisraeli’sl万I壷D勒′（1826），anOtherexampleofthe

fashionablenovels，Brummellislookeduponas

the male authorityin coats，CraVatS，and chargers；who，Without

fortune and without rank，and sometimes merely throughthe bold

。btrusionofafantastictaste，becomesthe glassoffashioninwhich

evenroyaldukesandthe most aristocratic nobles hastento adjust

themselves，andthemouldbywhichtheingeniousyouthofawhole

nationisenthusiasticallyformed．（419）

ThisDisraeli，spassagerevealsthatBeauBrummellwasasortofanazTjti

Hecameintotheworldwithoutrankandwithnolargefortune．Despitewhat

he did not have，With his elegant dandy fashion，Brummell won great

applauSefromthesocietyofhighfashion・Beingsurroundedbytheunworking

andwen・0ffclassofpeople，heledsucharistocraticlifeas wouldbeonly

allowedforamanofconspicuouswealthandleisure・

Brumme11was actually adominantngureinallrespects・Brummell

wasthefirstandtheonlypersontosetthestandardsofmalefashioninthe

earlynineteenthcentury・HisfashionbecamethedresscodeforAlmack’S，the

m。StCelebratedclubinLondon．AsBrumme11putthe powderedwigs and

make・upS Ofthe Macaronis out offashion，Cleanliness became the most

importanthctorinmalehshion・

InCaptainWilliamJesse’s TneL脆oF鹿au及ummeH Brummell’s

weu・known episode ofhislegendary toih，tteisintroduced・For example・

havingcleanedhisteeth，Shaved，SCrubbinghisbodywithapigbristlebrush・

andpluckinghiseyebrowswithtweezers，itissaidthathistoilettelastedwell

overtwohours．Finally，afterthetoilettewasover，Brumme11starteddressing・

andtiedhisfamouscravatinperfectform：
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Theywerethenwornwithoutsti飴ningofanykind，andbaggedoutin

front，ruCkinguptotheclminaron；toremedythisobviousawkwardness

andinconvenience，heusedtohavehisslightlystarched．（45－6）

Inaddition，Whatislegendaryaboutthisepisodeisthat“ifthecravatwasnot

PrOperlytiedatthefirste放）rt，Orinspiringimpulse，itwasalwaysrejected”and，

asaresult，“PraCticehkethis【‥．］madehimperfect，andhistie800nbecamea

modelthatwasimitated，butneverequalled”（Jesse46）．Evenasthedictatorof

fhshion，Brummellhadhisshareofpainandpleasureofdressingup．

And，Surely，Brummellwasnotoulyknownforhismasteringofmen，S

払shion but alsofor the spirit that made Regency dandyism whatit waS．

Dandies distinguished themselvesfromthe aspiringsocialclimbers ofthe

middle・Class by wasting time and moneyl and，aCCOrdingly，by hopelesSly

runmingintodebt・Dandiesspentmostoftheirhoursatthegamblmgtablesin

theclubsofLondon．Thebeautyofgamblingisthatthedandiescanshowoff

theirpretentiousnessandpompositybywastingtimeandmoneyattheSame

time・However，aSamatterOfcourse，Brummell，WhoalsotookupgamblmgaS

apastime，WaSdoomedtocometothegroundinduetime，forhehadrisento

thehighestscaleofsocietybysheergoodfortune．InMay1816，hewasobliged

totakenighttoCalaistoavoidimprisonmentfortheinsoIvencyofhiSdebt

incurredbychronicgambling．

Dandyism propagated by Brumme11was rampant，however，andthe

ParticularBrummelliancravat，thecutandcolorofthecoatwerefeverishlyin

VOgue amOngthe dandyaspirants．Whereoriginalityissubstitutedforby

imitation，there prevails absurdity．Thisis one ofthefundamentalreason8

WhyRegencydandyismbecameabuttofRegencycaricature8．

3．RegencyDandyisminCaricatures

Just asthe Macaroni style，the vogue of fashion prior to Regency

dandyism，isrememberedbythe払ntasticpresentationof“PantheonMacaroni”

（1773）byPhilipDawe，theRegencydandieswerelivelydepictedbythepencilof

GeorgeCruikshank．Cruikshank’S“TheDandiesCoatofArms”（1819）（丘g．1），for
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inStanCe，8atiricallysummarizes allthe absurditie80ftheRegencydandies・

The Shield standsfor a dandy’8COat With a pinched waist．The creStiS a

wig・blockwithass’ear8，theneckclothiStiedextraordinarilyhigh，andthe

bulgingbreaStSareSupPOrtedbystays－alltheseitemsareindiSpenSableto

thedandyhshion．Furthermore，theape・headeddandiesoneithersidewear

fo018，caps，holding a bottle of eau・de・COlogneintheir hands・Al1these

exceSSiveandprofligatequalitiesofadandyaresummedupinCruikshank’s

inu8tration．

ExtravaganzasofthedandieswhoupholdthiskindofcoatofarmSareWeu

zepreSentedbyanothercaricatuze，WhichCruikShankproducedunderthetitleof

“DandieSDres8ini’（1818）伍g．カ．By1818，thedandieshadbcomemoreridiculouS

thaneVer，eSPeCia11yinthe matterofneckcloths．Inthi8Print，a grOup Of

dandiesworklaboriouslyatdresSingup．Oneofthedandie80nthefhrleft，

havingmanagedtowindahighestandhardestclothpossibleroundhiSneCk，

isfumblmgwithhiS trOuSerS，Saying：“IreallybelieveImusttake offmy

cravatorIShaunevergetmytrouSerS On：’Asthe ornamentofthe male

fhshion，aCraVatOriginallyuSedfrinSandlaceSandsoftmaterialssuchaSSiH・

Instead，BrummenintroducedtheuSeOflinenwithatouchofstarchinorder

to makethe perfectformofcravat．Makingthe clothtoo sti旦dandiesin

general8tumbled when they tried toimitate Brummell’8CraVat・Though

Started a8PleaSure Of dressing，it800n turnedinto a painstakingand

time・WaStingexperience．

Inanotherexample，GeorgeCruikshank’S“Monstrositiesof1816：Scene，

HydePark’’（1816）仏g．3）ShowSagrOupOfoutrageouSly・dm88eddandiesStrO11ing

inHydeParkwithfaShionableladiesnolesSShockingthanthemselve8・These

caricatures show up how vamity and vulgarity came toprevailamong the

dandyaspirantsordandymamiacS，COmparedtotheneatandre丘nedStyle

originallysetbyBeauBrummell・

Cruikshank’s repreSentations ofdandie8inthe8e Caricatures are not

necessari1yexaggerated，forMr・Clarendon，anOldbeauinBulwerI・yttOn’8

novel助仏am，feelS diSmayed at SuChvulgarity oftaste，aS Shown by the

imitatorsofdandystyle，andexpreSSeShiSSentiment：
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ThelowergradeSCatChthe contagion，and血jtatethosetheyimagine

moSt hkely to knowthe pzYWjgtds of the mode；andthus manners，

unnaturaltoall，aretranSmittedsecond・hand，third・hand，fourth・hand，

tiutheyareultimately丘lteredintosometlmgworsethannomannersat

al1．Hence，yOuperCeiveallpeopletimid，Sti茸unnatural，andinateaSe；

theyaredresSedupinagarbwhichdoesnotfitthem，tOWhichtheyhave

neverbeenaccustomed，andare aSlittle athomeasthew止dIndianin

thebootsandgarment80fthemorecivilizedEuropean．（305・6）

Thoughthese wordsexpressthe exclusivenessofthe fashionable societyin

tone，theydoholdsometruthabouthowfhrthemannerOfimitationhasgone．

FaShiondiSPlayedbysuchdandiesstoodforthepompsandvanitiesoftheage．

Thus，in contraSt tOthe gracefu1and exquisite styles ofthe original，the

dandiesingeneralwereoftenfoundover・dreSSed，Orrather，badly・dresSed．

4．RegencyDandyiSmandtheFashionableNovels

In spite of becoming alaughing spectaclein caricatures，Regency

dandyism attracted so much attention bothin and out ofthe fhshionable

SOCietythatpeoplewereeagertoreadabouttheminthefashionablenovelS．

Thenovelsoffashionwerealsoknownasthe“silver・forkschool，”andgained

immenSepOPularityinthesecondquarterofthenineteenthcentury．Ofthe

genre，EdwardBulwerIqtton’8月ま肋a呵WtheAdI′entLLTeSOf’A触tkmaD

（1828）isthechiefexampleofthefashionablenove18．

月三助am，Celebratedas“thehornbookofdandyism”（EnenMoer868），WaS

literallyuSedasthemanualfor丘nemannersbymanyyoungmenaspiringto

dandyism．The book gained suchimmense popularitythat the name of

Pelham became“an accepted血cknamefor a fhstyoung man about town”

（MichaelSadleir189）．Itis saidthat the book was actuallyinfluentialin

bringingaboutachangeinthefashionofdreSS．Pelham’sa脆ctionatemother，

LadyFrancisPelham，Whowaseveranxiousaboutthestyleofhisson，Sends

him an emphatic notion that helooks“bestin black”（14）．Putting thiS

motherlyadvicetopractice，PelhamestablisheSaneWmOdeofstyle，andthuS
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playedaroleofmodifyingtheoldRegencystyleandintroducinganewoneof

blackcoats．

Inaddition，Pelhamdidmorethanjustchangethecolorofevemingcoats．

In the丘rst edition，Pelham distinctly showed what was properfor dandy

hShion：

Inthe丘rstplace，Ideemitthesupremeexcellenceofcoats，nOttObe

toowellmade；theyshouldhavenothingofthetriangleaboutthem；at

thesametime，Wrinklesshouldbecarefu11yavoided；thecoatshouldfit

exactly，thoughwithoute放）rt；Iholditasadecisiveopinion，thatthis

canneverbethecasewhereanypadding，（beyondone thinsheetof

buckram，Placedsmoothlyundertheshoulders，andslopinggradually

awaytowardsthechest），isadmitted．Thecollarisaveryimportant

point，tOWhichtoomuchattentioncannotbegiven・IthinkIwouldlay

down，aSageneralrule，（ofcoursedependentuponthemodel），thatit

shouldberatherlowbehind，broad，Short，andslightlyrolled．（465）

Hecontinuestocommentonrings，Waistcoats，trOuSerS，CraVatS，andgoesa11

thewaydowntoShoestrings．Althoughtherulesweresetineverysmalldetail，

themostimportantpointhemakesintheendisthat“Allthingsdependupon

theLr arrangement”（466）．Interestingly enough，in sharing his common

interest about dandy hshion with Brummen，Pelham emphaSized the

necessity of cleanlineSS：“above all，the most scrupulous attention to

cleanlinessisaninvariablesignofapolishedandeleganttaste，andisthe

lifeandsoulofthegreatestofallsciences－thescienceofdress”（467）．

Alongwithhisprinciplesoffashion，Pelhamwascelebratedastheleader

ofdandyfashionbecauseofhismanners－thatis，hewaspretentiousandvery

excluSive．ForinstanCe，WhenhemakeShisappearanCeataParty，Pelhamis

carefulaboutleavinghisimpressionamongthefashionablesociety：

IhadresoIvedtosetup’bcbaracteLl’”forIwasalway80fanambitious

nature，and desirous ofbeingdistinguishedfromthe ordinary herd．

［‥．］accordinglyIarrangedmyhairintoringletS，dressedmyselfwith
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singularplainnessandsimplicity（alowperson，bytheby，WOuldhave

donejustthecontrary），andputtingonanairofexceedinglanguor，

mademymaidenappearanceatLOrdBennington’S．（30）

AsPelhambecametherolemodelforthedandyaspirants，peOpletriedoutthe

affbctations demonstratedin BulwerIutton’s novel．In one ofthe cases，

Benjamin Disraeli，himselfknown as the dandy writer ofl万一壷旧Grqylis

rememberedforsayinghowhehad“Pelhamized”peopleinsocietyafterthe

characterin BulwerIytton’s novel．Asmam came to be read as the

handbookforsuchdevoteddandies，thegenreitselfcametorepresentvanity．

Inspiteofhispopularity，BulwerIqttonwasoftencriticizedforputting

such absurd behaviorin vogue．BulwerIqtton was very sensitive tothe

criticisms brought upon his workand thus fb瓜am went under a drastic

changeinlatereditions．In1828，Withinthesameyearofthepublicationof

the且rst edition，上も肋am’s second edition was published．This edition was

greatly changedinits tone respecting thefrivolity ofdandyism，and，in

consequence，BulwerIqttoncutoutthe rules ofdandy fashion，aS before

mentioned，andputnew“Maxims”ofdandyisminitsplace．Despite these

changes，itisdiscernablethat，eVenfromthe丘rstedition，PelhamdoeSnOt

symbolizevanity，but，Onthecontrary，Sharestheearnestnessandambition8

0fhispeers・And，itisherethatRegencydandyismmadeachangeofcourse

fromwhereBrummellhadstarted，leavingquiteacontradictoryimpressionof

thewholephenomenon．

InBrummell’stime，duringthe丘rsthalfoftheRegencyperiod，dandies

took pridein beingindolent and unpracticalas a man ofpleasure，and

despisedwork・However，bythetimefb肋amwaspublishedin1828，dandyism

wasnotlookeduponastheeccentricitiesoffashionanymore・InhiSPrefhceto

the1840edition，Bulwerkttonmakesitclearthatdandyismshallhave a

usefu1end．

Weliveintheworld；thegreatmajorityofusinastateofcivilization，

must，mOreOrless，bemenoFtheworld．ItstruCkmethatitwouldbea

new，auSefu1，andperhapsahappy，mOral，tOShowinwhatmannerwe



RegencyDandyismandtheFashionableNovels 且ヲ

mightredeemandbrightenthecommonplacesoflife；toprove（whatis

reauythefact）thatthelessonsofsocietydonotnecessarilycompt，and

thatwemaybebothmenoftheworld，andeven，tOaCertaindegree，men

ofpleasure，andyetbesomethingwisernoblerLbetter・（xxii）

TheindolentandirresponsiblelifethatBrummellledasadandywouldonly

leadtocorruption．WithPelham’sdandyism，however，hewasabletoconquer

hiSVanityandtheposehetookasadandyprovedtobeasuccessintheend・

Pelhamhadenoughsensibilitytoseethroughpeopleoftheworldthat“live

whollyfortheopinionofothers，”andlearnedthatsuchpeople“alwayswant

thatself・digmitywhichaloneconfersahighcastuponthesentiments；andthe

moSt really unexceptionablein mode，arefrequently theleast genuinely

patricianinmind”（333）・Pelham’sa脆ctationduringhisyouthhadtaughthim

ale880ninlifeandthus Pelhamis determined to translate hisidealsinto

e飴ctivesocialaction．

5．Conclusion

InEhghndandthe血gbkb，BulwerLyttOneXPlainshowthefashionable

novel8playedtheirvitalroleinenl1anCingthevogueofRegencydandyfashion：

Thenovelsoffashionablelifeillustratefeelingsverydeeplyrooted，and

productiveofnocommonrevolution・Inproportionasthearistocracy

had become social，and fashion allowed the members ofthe more

mediocreclassesahopetooutsteptheboundariesoffortunes，andbe

quaSi・aristocratsthemselves，PeOPleeagerlysoughtforrepresentations

ofthemannerswhichtheyaspiredtoimitate，andthecirclestowhich

itwaSnOtimpossibletobelong．（287－88）

Alongwiththe hshionable novels，the popularity ofRegency caricatures

contributedtodistinguishingthewholephenomenon・Regencydandyism，aS

8eenincaricatures aswellasinfashionable novels，WaSPOPularbecauseit

received admiration while being ridiculed．Theinconformity of such
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appreciationwasdevelopedundertheinfluenceoftheaudience；thatiS，the

WOrk80fcaricaturesandfhshionablenovelsdidnotsharethesameaudience．

Commonpeoplelaughedheartilyatthemannersofthedandiesridiculedin

CaricatureS，Whilethere stillpersisted among the higher classthe cult of

dandyheroesportrayedin払shionable novels・Workingexceedinglyhardat

reachingforperfectionintheformofacravat，dressingupwasnojokeforthe

Regencydandies．

Asaresult，theappreciationofRegencydandyismwasleftambiguousin

thatdandieswereadmiredandridiculedatthesametime．AsaneXampleof

thi8COntradictoryevaluation，Weneedonlytocomparethetwodandy丘gures

OftheRegencyperiod．Brumme11’SfaShion，Whichintroducedwhitestarched

CraVatS，diStinguisheditselfbyitscleanliness，SimplicitylandmaSCulmityand

SuCCeededinrulingthefhShionablesociety．Brummellhadlostgroundafter

an，butthe dandyStylehehadinventedremainedinfluentialforsometime

even after he had　fled to exilein France．And，Pelham’s dandyiSm，

Characteri2XBdbyitSeXquiSiteande飴minatetaste，inturn，WaSfeverishlyin

VOgue・DespitethecaricaturesandcriticismbroughtuponRegencydandyism，

the fhctremainsthatyoungmenoftheRegencyperiodfeverishlyStrOVe tO

imitatethedandyfaShionsofbothBrummellandPelham．

AfterBrummellandPelham，however，Regency dandyismwas onthe

decline．A允er GeorgeIV’S deathin1830，a neW mOOd began to pervade

England．People began to appreciate the more respectful virtue80fthe

Victorianperiod，SuChaSSelf・help，theGoSPelofWbrk，andearneStne8Sabove

all．Alongwiththisshiftinvalue，dandyprinciple80ftheRegencyperiod，SuCh

a8Brummeu’SandPelham’8，lostitSSignificanceandhadvirtuanyremained

dormantduringthebestpartoftheVictorianperioduntiltheywererevived

mutatjkmutaDdikbyOscarWildeattheendofthemineteenthcenturyl

＊Anearlier dra氏ofthi8paper WaS read at the62nd Conference ofJapan Comparative

LiteratureAssociation（OtemaeUmiversity）onJune3，2000．
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Fig．1．GeorgeCruikshank，“ThcnandiesCoatofArms”（1819）



Fig．2．GeorgeCruikshank，“DandiesDressing”（1818）

Fig・3・GeorgeCruikshank，“Monstrositiesof1816：Scene，HydePark”（1816）





『ドンピー父子商会』におけるプリンバー学校の教育

大森幸享

SYNOPSIS

Dr．Blimber，the proprietor and headmaster of a Brighton schoolin

Dickens’DombqvandSbn，isanOtherMr．Dombey－anOtherinthesensethat

regardlessofhispupils，feelmgs andcapabilities，hecoercestheminto the

agonizingprocessofprematureflowering，thusmakinghavocofthem・InhiS

school，“agreathot・house，Pupilstakepaintolearnvastquantitiesofthe

claSSics．Dr．Blimberbelievesinthesuperiorityofhiseducationalsystem，and

fhilS tO reCOgnizethe diSaStrOuS e飴ctSit ha80nthe pupi18．His SyStem

operateslikeafactory；SOthatpupilsareexhausted・InPaulDombey’scaSe，

his healthfailS．Dr．Blimber’s management of8Choolis not genuinely

educational，buttomakeamanofhimintheshortestperiodpossibleatthe

loweStCOSt．Dr．Blimber’sschoolfailstotallytoeducateitspupilse飴ctively

ortorespondtotheirphysicalandmentalneedSaStheyaregrowingup・The

greatclockintheschoolresoundsthroughthebuilding，anditsoppressive

chiming symbolizes the equauy oppreSSive system of education that Dr・

Bhmberadvocates．

序

『ドンピー父子商会』（肋ムqy8月d肋，1846・48）のなかで、ドンピー父子商会

を経営するドンピー氏（Mr．Dombey）と同じように、プリンバー博士（Dr．

Bhmber）はプリンバー学校を経営する。ふたりはそれぞれの経営方針を正当化す

るかのように子どもの成長を早め、すぐに結果を求めるという点において類似し

ており諷刺の対象となっている。19世紀産業社会の金銭崇拝の非人間性を象徴す

るドンピー氏と同様に、プリンバー博士の教育は子どもたちを鋳型にはめ、まる

で工場で物を作るかのように子どもたちを一人前にしようとする人権を無視した

機械的なものである。「世界の工場」と称された19世紀のイギリスは、教育の現

場でも文字通り工場と化す。とはいえ、プリンバー学校はドンピー父子商会のよ
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うに崩壊することはなく、物語を通してその存在や性質は変わることはない。で

は、時代とともに教育の意味が変わってきたなかで、プリンバー学校の教育とは

いったいどのようなものなのであろうか。本稿では、プリンバー学校を構成する

教育の意味を考察してみたい。

教育は、その組織や統制の性質ゆえに最も強力な社会的諸勢力の影響を受け

やすい。そして19世紀の最も強力な勢力とは産業主義であり、そのなかで教育は

資本主義制度の経済哲学をともなっていた。19世紀初頭から中葉にかけてのイギ

リスの教育政策は、資本と労働の期待を背負い、社会は近代ビジネスの方法や能

率を称賛し、それらを人々の心のなかで、進歩と改革とに結びつけた。産業主義

がリードする社会では、18世紀末頃から機械工の学校が多く設けられ、その教育

も促進・奨励された。1ピプチン夫人（MrS．Pipchn）が学校の月謝の高さをメリ

ットのひとつと見なすように、プリンバー学校のような私立学校の学校経営はビ

ジネスの問題であるとされた。

大陸のヨーロッパ諸国からイギリスの教育にもたらされた影響は、16世紀の宗

教改革に始まる英国国教会の福音主義的運動、ルソー（Jean・Jacque8Rou88eau，

1712－78）による急進的教育論、そして1790年代の政治的急進主義、功利主義、

自由経済主義、それからフレーベル（Friedrich WilhelmAuguSt Froebel，

1782・1852）の進歩的な思想である。しかしながら、これらの影響は少数の個人経

営の学校に限られ、パブリック・スクールやグラマー・スクールにはほとんど影

響を与えなかった。私立学校のひとつとして描かれるプリンバー学校の教育シス

テムもイギリスの伝統的な教授法を採用し、この物語では特にプリンバー博士の

詰め込み式やり方と強制的な密室方式を槍玉にあげ非難する。

18世紀後半頃からグラマー・スクールでは古典語に加え、自然諸科学、フラン

ス語やドイツ語といった近代言語を科目に組み入れる傾向にあったが、2　プリン

バー学校ではそのような変化は皆目見当たらない。プリンバー学校で諷刺される

ラテン語やギリシア語の古典語は、パブリック・スクールやグラマー・スクールの

重要科目として位置づけられるが、プリンバー学校では誇張するかのようにラテ

ン語とギリシア語の学習が行われ、そして宗教教育や道徳教育さえ排除され、そ

こにはまともな子どもはひとりもおらず、不適切な教育によって人生や人格を歪

められる。
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1．プリンバー博士の教育方針

『ドンピー父子商会』において、ドンピー氏の経営するドンピー父子商会が商業界

の権化であるとするならば、プリンバー博士が経営する学校は教育界の権化として描

かれる。プリンバー学校は、いわば、ドンピー父子商会のもうひとつの組織として、

倣慢と非人道的教育のシンボルをなす。その「偉大なる温室」（“agreathot・house”）

で行われる教育は能率を崇拝し、物を生産する工場の様相を呈する。19世紀、

イギリスの産業革命によってもたらされた機械化はまさに教育界のなかにも浸透

していた。つまり、『ドンピー父子商会』のなかで描かれる教育のプロットは、産

業志向によって教育が人間味を失い、機械的になった悲劇を物語っている。

プリンバー学校の最高権力者プリンバー博士もドンピー氏と同じように横柄で

尊大、そして認識の甘い人間である。彼は外面的な生徒管理を優先させ、管理上

の能率本位に仕組まれた教授方式を行う。フィリップ・コリンズ（PhilipCo11ins）

が述べるように、プリンバー博士は教師という職業の先頭に立ってはいるが、結

果的には、悲惨的なものを生み出している。3　プリンバー博士は今のところ12人

の子どもを預かっているが、少なくとも100人の子どもをあずかる準備を常に整

えており、それは彼にとってビジネスであり、子どもたちに知識を詰め込むこと

は彼の人生の喜びでもある。プリンバー博士は子どもたちを無理に苦しめようと

はしないけれども、軽率で無分別な子どもたちの親の称賛に励まされて満足して

いるため、自分の学校の教育を見直して方針を変えるとはとても思えない。そし

て「偉大なる温室」のプリンバー学校では古典語の授業が多量に課せられ、子ども

たちを苦しめる。

Al1thetx）ySblewbeforetheirtime．Mentalgreen・peaSWereprOducedat

Christmas，andinteuectualasparaguS antheyearround．Mathematical

g008etXrries（verysourOneSbo）werecommonatuntimelyseasons，and

frommeresproutsofbu8hes，underDoctorBlmber’scultivation．Every

deSCriptionofGreekandLatinvegetablewas gotoffthe driesttwigsof

boys，underthefrostiestcircumStanCeS．NatureWaSOfnoconsequenceat

a皿．4

プリンバー博士の無分別な教育は、トーマス・カーライル（Thomas Carlyle，

1795－1881）の『衣服哲学』（助rねr励ga正明1833・34）のなかでトイフェルスドレ
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ック（Tbufbls血ocklJという哲学者が主張するように、5　非人道的で功利主義に

基づいた考えであることが分かる。その「偉大なる温室」の温度がどんなに高く

設定されていようとも、プリンバー博士は子どもの親の要望があれば常に温度を

上げる用意がある。彼はドンピー氏の要望、それも不適当な要望に対し、教育者

としてドンピー氏の息子ポール（Paul）の教育について適切な助言をしない。プ

リンバー博士は幼いポールを見たとき、少しあきれたように“Shallwe make a

manofhim？”（142）と言う。プリンバー博士はポールが学校に入るには早すぎる

と思っているので、ポールの“Ihadratherbeachild．”（143）という返答に対して

同感の意を表す。そして、プリンバー博士は、遠慮がちにドンピー氏の意向をう

かがいながら“「ゐuwouldstillwishmylittlefriendtoacquire－”（143）と言いか

けると、ドンピー氏は‘Everything，ifyouplease，Doctor．”（143）と間髪をいれず

答える。ポールの入学はプリンバー博士とドンピー氏との間で交わされるビジネ

スとしての契約である。ポールを介してふたりが利益を求める一方で、ポール自

身は大好きな姉のフロレンス（Florence）から引き離され、望まない入学という不

適切な扱いを受けて死を早めることになる。

ドンピー氏にとってポールは“infant’’でも“boy”でもなく、早くもビジネスパ

ートナーであり、ドンピー氏がポールに施すのは初歩的な養育でもなく教育でも

ない。したがって、ポールが「お金って何？」という初歩的で根本的な質問をする

と、ドンピー氏は、うろたえてしまう。そして金銭に絶対的な信頼をおくドンピ

ー氏は、金銭の全能性をポールに言って聞かせる。しかしドンピー氏にとって価

値のあるものでも、ポールにとっては何の意味も持たない。

ドンピー氏が金銭を絶対視するのと同じく、イギリスにかなり強い影響を及ぼ

していた18世紀のフランスの哲学者たちは、教育は「相当なこと」ができ、「何

でもできる」と考えていた。6　ルソーが、子どもはもともと善良なのであり、堕落

した社会が子どもを堕落させるのだと『ェミール』（血鵜1762）のなかで述べる

ように、7プリンバー学校の多くの子どもたちはその堕落した学校によって堕落す

る。ポールはますます“01d・hshoned”（古風じみた）になり、彼の異変に気づい

たプリンバー夫人（Mrs．Blimber）はプリンバー博士にそのことをもちかける。プ

リンバー博士は夫人の言うことを否定はしないけれども相変わらず安易に多くの

勉強をさせることで解決しようとする。そして彼の娘コルネリア（Cornelia）に
“Bringhimon，Cornelia！Bringhimon！”（182）と命じ、彼女は絶えず可能な限り

活発にポールを教育する。子どもたちの中には、やがて詩人の想像力も、聖人の

教えも、ただ単に言葉と文法の寄せ集めにすぎず、まったく意味のないものだと
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いう結論に達し、そこから永遠に抜け出せなくなってしまう者もいた。そしてプ

リンバー学校の生徒で最年長のトクーツ氏（Mr．1botS）は、ある日突然、花が咲か

なくなり、単に茎だけになって学校に留まっているのである。他の子どもたちは、

プリンバー博士がこのトクーツ氏に勉強をやらせすぎたのだとか、髭が生え始め

ると脳の成長が止まってしまうのだと噂する。フィリップ・コリンズが述べるよ

うに、トクーツ氏は『ドンピー父子商会』のなかで誤った教育方法の危険性を示

している象徴的な人物である。8

プリンバー博士と同じように、彼の家族やプリンバー学校の教師も機械的な人

間として描かれる。教師の一人として働いているコルネリアもまたプリンバー博

士に教育された機械的な人間のひとりで、“コルネリア”というラテン系の名前が

プリンバー学校の古典語教育の徹底ぶりを強調する。彼女は使われなくなった古

い言葉の墓場で働く情味に乏しい人間で、自分が育てられてきたやり方を単純に

信じている。ポールはなぜコルネリアの髪はフロレンスのように長くないのか、

なぜ男の子のようなのか不思議に思う。そしてポールはコルネリアのメガネが光

の反射で彼女がどこを見ているのか分からず、彼女には目がついていないのでは

ないかとすら思う。ポールを担当する彼女は、ポールのような幼い子どもにとっ

て過酷な課業を当然のようにやらせ、自分は良いことをしているのだと心から思

っている。彼女は“AnalySisofthecharacterofP．Dombey”（180）というポールの

調査書を彼の前で読みあげ、ポールの性格や能力を数量評価し、ポールという人

間を知り尽くしたつもりでいる。しかし、ポールは彼女の言う数字が何を意味す

るのかわからず、ただじっと黙って聞くだけである。

プリンバー博士の助手として働いている文学士フィーダー氏（Mr．Feeder，

B．A．）は“akindofhumanbarrel・Organ”（140）と措かれるように機械的で単調な

人間である。彼はいつもプリンバー学校の「偉大なる温室」に風を送り込み、ま

すます温度を上げるかのように子どもたちを教育する。もっと早くからその
“barrerの速さを変えることを身につけていたかもしれなかったが、不幸にも彼

はひとつのテンポしか持っていない。子どもたちがフィーダー氏から教わるもの

は“stony・hearted verbs，SaVage nOun・Substantives，inflexible syntactic

passages，andgh08tSOfexerciseSthatappearedtothemintheirdreams”

（140－41）であり、彼の単調な教育は子どもたちを当惑させる。

プリンバー学校の指導者たちの意図は純粋に教育的、人間的なものではなかっ

た。そこでは誤った教育論がまかり通っており、認識の甘いプリンバー博士にそ

の誤りを正すだけの考えはなく、またコルネリアもプリンバー夫人も、それから
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フィーダー氏をはじめとする教師たちも、プリンバー博士の考えを疑うことなく

信じているので彼を諌める人は誰もいない。

2．教育の産業化

プリンバー学校の教育が19世紀イギリスの産業主義に大きく影響を受けてい

るということは明らかである。ディケンズは産業主義と教育とを重ねて、プリン

バー学校で行われる非人道的な教育を非難の対象として描く。ディケンズは『ド

ンピー父子商会』以前に『ニコラス・ニクルビー』（Akムαあぶ胞あわ11838・39）

のなかで学校教育の問題を取り上げている。そのなかでディケンズが非人道的な

私立学校を暴露したことを契機に、イギリスの多くの私立学校が廃校に追い込ま

れたのは事実である。9　ヨークシャー寄宿学校で起こった虐待問題を扱った『ニ

コラス・ニクルビー』とは異なり、『ドンピー父子商会』ではプリンバー学校で行

われる機械的で功利主義的な教育を非難の対象とする。

プリンバー学校では、子どもたちが休暇をとることがまるで工場の労働者が仕

事をさぼるかのごとく、けしからぬことと考えられている。そして長期休暇のと

きは喜びの声を上げることも、また一斉に休暇に入ることもけしからぬ事と考え

られているので、子どもたちは学校から潜み出すかのようにじわじわと休暇に入

ることになっている。それはまるで工場を遊ばせずフル稼働させ、少しでも物を

生産しようとするかのようであり、あるいはまた子どもたちを少しでも「偉大なる

温室」の中に入れておこうとするかのようである。子どもたちにとって重要な学校

の建物のなかは、子どもの学校生活のために気を配っているとはとても思えない

居心地の悪い場所である。窓には、寸足らずで傾き、くすんだ色をしたカーテン

がかかり、机と椅子は算数問題の数字のようにいくつも列をなして置かれてある。

儀礼の間の炉はめったに火が入れられず、食堂はとても食事をする場所とは思え

ないような場所である。プリンバー学校の教育は子どもにできるかぎり金と労力

を費やさずに能率よく一人前の人間を作り出そうとする。子どもたちには次から

次へと課題が与えられ夕食がすむとすぐにまた勉強が再開する。“Gentlemen，We

willnowresume ourstudies．”（159）という合図がプリンバー博士によって頻繁

に発せられ子どもたちを勉強に駆り立て、“The studies went roundlike a

mighty wheel，and the young gentlemen were always stretched uponit．”

（159）と述べられるように子どもたちにとってプリンバー学校の課業は苦行でし

かない。そしてプリンバー博士の“Gentlemen，We Willresume our studieS at
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8eVentOmOrrOW．”（156）という閉めの言葉でその日の勉強が終わる。

プリンバー学校でひときわ存在感のあるのが広間の大時計である。その屋根裏

にいても聞こえそうな大時計はまさに管理の象徴である。プリンバー学校に入学

するために父親に連れてこられたポールは、プリンバー博士の口調とその大時計

の針が刻む音との区別がつかず、プリンバー博士が“How do you do，mylittle

friend？’，（142）と言う言葉を、大時計が“how，is，my，lit，tle，friend？”（142）と言っ

ているように聞こえ、ポールはその両方に対して返事をする。プリンバー学校を

統制しているのはプリンバー博士でありまたその大時計なのである。ポールはそ

の大時計の針が刻む音に強くひきつけられ、じっと聞き入る。大時計によって表

される時間の経過は、老いそして死へと向かう一方通行の絶対的な流れを示す。

プリンバー学校で生活するようになったポールはますます“01d・払shoned”の様

相を呈し、その大時計は人の一生を管理する死のイメージとしてポールの死を暗

示する。

19世紀後半いくつもの労働にかかわる法律が制定され、たびたび工場法が改正

されるが、そのポイントは年齢と性別、そして時間であった。労働時間に制限を

もうけ24時間を形式化することによって経営者と労働者の時間の概念に一貫性

を持たせることになる。そして時間自体が商品価値をもち、時間を管理すること

が重要なこととなった。それは結果的に経営者によって労働者が管理されるとい

う仕組みを作り出した。

時間という点で、ポールがその大時計の整備にやってきた作業員に鐘と時計に

ついてたずねる場面はとても興味深い。

Paula8kedhimamultitudeofquestionsaboutchimesandclockS：aS，

whetherpeoplewatchedupinthelonelychurchsteeplesbymightto

makethemstrike，andhowthebellswererungwhenpeopledied，and

whetherth08eWeredi鮎rentbe118fromweddingbells，OrOnlysounded

di8malinthefanciesoftheliving．（188）

ここでもポールの関心は死から離れることはない。彼は自分が死んでこの世を去

った後に起こること、そして残された人々の様子を知りたいと思い、自分がその

場を去った後の様子を思い浮かべる。彼のこうした視点は彼がプリンバー学校を

去るときにも見られる。
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Hehadtopeepintothoseroomsupstairs，andthinkhowsolitarythey

would be whenhe was gone，and wonder throughhow many Silent

days，Weeks，mOnths，andyears，theywouldcontinuejustasgraveand

undisturbed．Hehadtothink－WOuldanyotherchild（old・hshioned，

like himself）straythere at any time，tO Whomthe same grotesque

distortions ofpatternandfurmiture would manifestthemselves；and

wouldanybodytellthatboyoflittleDombey，Whohadbeenthereonce？

（189）

ポールが思い描く未来のプリンバー学校もやはり重々しく寂然としている。

ポールはさらにその大時計を修理する作業員にアルフレッド大王（mng

Al血ed）がロウソクの炎で時間を計ったことについてどう思うかと尋ねると、その

作業員ば‘itwouldbe theruinoftheclocktradeifitwastocomeup again．”

（189）と答えるのはユーモラスであると同時に非常に現実的な応えであり、産業主

義社会の住人であることを示している。大時計の整備が終わると、大時計は再び

いつものように動き出し、ポールにはいつものような質問が大時計から聞こえて

くる。ここで、ロウソクの炎と時計とは有限と無限というコントラストを生み出

している。ロウソクで時間を計ったならばいずれ終わりが来るけれども、時計は

修理と整備を繰り返すことによって半永久的に動きつづけるということを示唆す

る。それは死の世界を意識するポールの“01d・fashioned”にも結びつくことであり、

ロウソクによる時間の観念と時計による時間の観念とにおける二つの死生観をし

めす。そしてまたその厳粛で古い大時計は産業主義の工場にそくして考えると、

休みなくそして終わりなく働きつづけるということになるであろう。皮肉にもロ

ウソクは子どもたちが次の日の予習をする時に使用される。

3．プリンバー学校の古典語教育

18世紀後半から19世紀前半にかけて、アダム・スミス（AdamSmith，1723－90）

の自由経済思想とベンサム（Jeremy Bentham，1748・1832）の功利主義は教育の

カリキュラムにも変化をもたらした。古典語を教えることを目的として設立され

たグラマー・スクールでの科目は、古典語に加えて近代的な科目が導入されはじ

めた。しかしながら、ほとんどのグラマー・スクールやパブリック・スクールは

それらの新しい思想や教育理論の影響を受けず、その体質は変わらなかった。プ
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リンバー学校でもイギリスの伝統的教育が続けられ、子どもたちは古典語を中心

とするカリキュラムを受ける。

TheycomprisedalittleEnglish，andadealofLatin－nameSOfthings，

declensions of articles and substantives，eXerCises　thereon，and

preliminaryrules－atrifleoforthography，aglanceatancienthistory，

awinkortwoatmodernditto，afewtables，tWOOrthreeweightsand

measures，andalittlegeneralinformation．（158）

カリキュラムの大部分を古典語に割かれ、ラテン語をまったく解しないポールは、

ふたっ目の単語を書くあいだにひとつ目の単語を忘れたり、ある単語の断片が別

の単語につながったりして混乱する。ポールは大好きな老水夫グラブ（01d

Glubb）と話がしたいと訴えるが、コルネリアは‘Icouldn’thearofit．Thisisnot

theplaceforGlubbsofanykind．’（159）と言ってそれを却下し、山積みの課題を

ひとつひとつこなすよう命じる。グラブはポールの乗った手押し車をブライト

ン（Brighton）の浜辺まで押してゆき、そこでポールに深海の素晴らしさなどを話

して聞かせ彼の想像を駆り立てた人物である。古典語の暗唱と反復練習ばかりを

課すプリンバー学校では想像の世界は価値をもたない。フィリップ・コリンズに

よれば、ディケンズのプリンバー博士に対する主な批判は、子どもたちに古典語

の学習を強制するのが早すぎたという点と、子どもたちの能力や興味関心は、各

人それぞれ違うということを許容しなかった点である。1【）ポールはグラブと話を

させてくれたら行儀よくすると懇願するほど、グラブの話を聞くことに関心を持

った。コルネリアがポールの担当となって、彼女はまず彼に年齢を尋ね、その次

には‘HowmuchdoyouknowofyourLatinGrammar，Dombey？’（148）と、ラテ

ン語の習熟度について尋ねる。プリンバー学校では当時のイギリスのパブリック・

スクールやグラマー・スクールで一般的だったように、子どもたちの評価は古典語

の到達度によって測定される。そして、‘Noneofit．’（148）と応えるポールに彼女

はショックを受ける。ポールが訴えるように、ほんの少しでも老水夫グラブと話

をすれば、ポールはもっとよく勉強ができたかもしれない。

ポールが自分の虚弱体質を訴えると、コルネリアは強くならなければならない

と彼に言う。厳格なコルネリアの態度は、ピプチン夫人の言葉にあるように「辛

抱強くやらせる」ことにある。
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‘Thereis a great dealofnonsense－and worse－talked about young

peoplenotbeingpressedtoohardat丘rSt，andbeingtemptedon，and

allthe rest ofit，Sir，’said MrS Pipchin，impatiently rubbing her

hooked nose．‘It never was thought ofin my time，andit haS nO

busineSStObethoughtofnow．Myopimionis“keep’ematit”：（137）

ピプチン夫人は、ポールがプリンバー学校に入る前に預けられた未亡人であるが、

彼女は“agreatmanagerofchildren”（98）として知られており、その管理の仕方

は子どもたちに彼らの嫌いなものをすべて与え、彼らが欲しいものを一切与えな

いというものであった。そしてピプチン夫人は自分の職業の伝統に忠実で、たと

え子どもを苦しめようとも辛抱強くやらせることを強く主張し、「子どもの心を

瑞々しい花のように、自ら成長して咲くように促すのではなく、牡塀の殻を力ず

くでこじ開けるようなやり方」で子どもたちを教育する。

ポールと同じ部屋のプリッグス（Briggs）は悪夢のような課業に悩まされ、トウ

ザ（1b er）もまた悪夢にうなされて眠っているときもギリシア語やラテン語の習

っていない言葉の断片を口にすることさえあり、そうした言葉は夜の静寂のなか

で口にできないほど不快なものとなっていた。そして彼は学業を終える頃には古

代の事柄を本物の古代ローマ人とほとんどおなじくらいに修得したのだった。プ

リンバー博士は無理やり子どもたちに教え込もうとはしないけれども、20時過ぎ

に床につき7時に勉強が再開するプリンバー学校のスケジュールは、眠りについ

てさえも子どもたちを悩ませる。トウザは悪夢のせいでよく眠れず、朝起きると

顔が脹れる。ポールは心地良い眠りのなかでフロレンスと手をつないで一緒に美

しい庭を歩く夢を見る。しかし、起床を知らせるベルによって夢がさえぎられる

と、再び暗くてもの寂しい現実へと引き戻される。

結び

プリンバー学校で行われる教育は、そこで学ぶ子どもたちのためというよりも

むしろ、彼らの親や社会のためにどうあるべきかを考えて施されるものである。

そして学校で行われる教育の内容が重要なのではなく、行われる行為それ自体が

重要視された。しかしそれは、カーライルが『衣服哲学』のなかで、アリストテ

レスの言葉を引用してトイフェルスドレックに反論するように“乃eend（が腸月

お8月Acと血刀，8月d刀Ofa7加l融土．”11ということがプリンバー学校の教育を正当
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化することになる。ただし、ディケンズは『ドンピー父子商会』のなかでパブリ

ック・スクールやグラマー・スクールの伝統的な教育自体を非難しているのではな

く、ディケンズの非難の目はプリンバー学校の教育方針に向けられる。プリンバ

ー博士は強制的な詰め込み式教育を子どもたちに施し、コルネリアや他の教師に

それを実践させる。そしてコルネリアはポールが学校を去るとき、自分は強制者

であるにもかかわらずDombey，Dombey，yOuhave alwaySbeenmyfhvourite

pupu．GodbleSSyOu！’（198）と述べるように、ディケンズは教育者たちの無知を

非難する。ポールの教育をすべてプリンバー博士に任せるドンピー氏も、プリン

バー博士の教育システムを称賛する親たちも同様に、無知でおろかな人間である。

『ドンピー父子商会』におけるプリンバー学校の教育に対する批判は、無分別

で不適切な教育がなされることにある。それはプリンバー学校の描写に明らかな

ようにすべて歪んでいる。プリンバー学校に対する非難は、古典語の強制と、間

違った教え方、そして子どもらしい想像力が無視されたことである。「偉大なる温

室」の不適切な教育は子どもたちを苦しめ、彼らの人間形成に大きな弊害をもた

らす。ポールはプリンバー学校の教育によって死を早め、トクーツ氏はプリンバ

ー博士によって詰め込まれすぎて、プリンバー学校ではもはや彼にすることは何

もなく、また彼にできることも何もない。そしてプリッグスやトウザは休みなく

与えられる古典語の勉強によって眠りさえも侵されてしまう。

プリンバー学校とドンピー父子商会との違いを挙げるとするならば、それはプ

リンバー学校は崩壊しないということである。金銭崇拝と能率崇拝の教育という

点において、プリンバー博士はドンピー氏に相当する人物として考えられるけれ

ども、その人物描写は必ずしも悪人として描かれてはいない。プリンバー博士は

何の報いも受けることなく、またドンピー氏のように絶望と死の境地に立たされ

ることもなく、プリンバー学校の経営者の地位から退く。プリンバー博士が引退

した後、彼の助手の文学士フィーダー氏が後継者となり、さらにフィーダー氏は

プリンバー博士の娘コルネリアと結婚するという展開をむかえる。そして、プリ

ンバー博士は自らの過ちを償うかのように経営者の地位をゆずる。

The Doctorhaddeterminedtopaintthe house outSide，andputitin

thoroughrepair；andtogiveupthebusineSS，andtogiveupCornelia・

（814）

この引用文にはプリンバー学校の方針転換がほのめかされているけれども、経営
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者がプリンバー博士からフィーダー氏に変わっても、プリンバー博士と同じ機械

的で子どもたちを苦しめるフィーダー氏とプリンバー博士の教育を受けた厳格な

コルネリアが経営する学校も、プリンバー学校の広間にある大時計の整備をする

のと同じように、今までどおり変わらない。ドンピー氏は倣健で非人間的なふる

まいの結果、会社の倒産という報いを受け、富と名誉を失ったけれども、フロレ

ンスの変わらぬ愛情を受け入れることによって人間的ぬくもりをもった人間に生

まれ変わることができた。プリンバー博士は金儲けを優先し、子どもたちに不適

切な教育を施しさんざん苦しめた挙句、経営者から退くときには、学校の外観を

取り繕おうとするだけで、物を生産する工場のような「偉大なる温室」は子ども

たちを苦しめ続けることに変わりはない。

注
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ル』の冒頭部分を次に引用する。“GODmakesallthingsgood；manmeddleswiththemand
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－Gradgrindの教育と功利主義一

吉　田　一穂

SINOPSIS

ThepurposeofthispaperistoshowwhattheGradgrind’sprincipleof

educationinHbz・d那加es（1854），‘TbachtheseboysandgirlsnothingbutFacts’

bringstothepupilsofhisschoolaswellaStOhischildren，andtomakethe

meaning of the utilitaria山sm of the novel clear・Dickens reveals that

utilitarianiSmbasedonself・interestexertSharmfulinfluencesonmanypeople

in Coketown．The unhappy fates of Tbm and LOuisa，and eventually

Mr．Gradgrind，8tragedyareDickens，scriticismofutilitarianphilosophybased

onSelfinterest．TheworldoffancyofSissyJupeasanaltruistandthatofthe

circustroupe，PreSentaCOntraSttOtheworldoffhctS；Dickensteachesusthat

fhncyand‘achildhoodofmind，areindispensableforhappyhumanlifeby

providingsuchacontrast・Sissy，sbehaviorisbasedonherunconditionallove

andshegivesrelieftoothersbyherinsightintotheirmentalities・Dickens

dem。nStrateS thatsuchaconsiderationforothers as Sissyshowsin助Z・d

乃血esiSrequiredforwhatJ・S・Millproposesas“idealutihtarianism・”

1．Gradgrindの教育

チャールズ・ディケンズ（CharlesDickens，1812・70）は、助zd乃mes（1854）

において、学校における事実に基づく管理とそのいきつく先を示し、読者に教育

が子供の心にいかなる影響を及ぼすかというテーマを考えさせる。トマス・グラ

ッドグラインド（ThomasGradgrind）は学校経営者であるが、彼の学校は、空想

よりは事実を、心よりは頭を優先する学校である。グラッドグラインドは作品の

最初で、「事実だけが人生で必要なものじゃ。」、「仮にもあなたが理性的動物の精

神を育て上げようとするならば、事実を以てするはかないのであり、その他の何

ものも役立たぬにちがいない」1と自身の見解を述べている。これが、グラッドグ

ラインドが自身の子供を教育し、学校の子供達を教育する原理である。

ポール・デイヴィス（PaulDavis）は、グラッドグラインドを「経済学と功利主
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義の代弁者」2　ととらえ、フィリップ・ホブスバウム（Philip Hobsbaum）は、グ

ラッドグラインドの信奉する功利主義哲学を「ベンサム（Jeremy Bentham，

1748－1832）の立法行為に関する言明、すなわち行政は最大多数の最大幸福をめざ

すべきであるという言明に基づく哲学」3　ととらえる。このような功利主義哲学は、

作品において登場人物に悲劇をもたらすが、幸福をもたらすはずの功利主義がな

ぜ不幸をもたらすかを考える時、功利主義の持つ矛盾点をディケンズは描き出し

ているといえるのである。しかしながら、現在のところ、功利主義の持つ矛盾点

について論述している批評家はいないように思われる。例をあげるならば、月加ゼ

7hesのシシー・ジュ∵プ（SissyJupe）やサーカス団の世界は、ベンサムやミ

ル（JohnStuartMill，1806－73）の功利主義論が否定する世界ではないのである。

ディケンズは、作品の中でベンサムやミルの説く功利主義を批判しているのでは

ない。現在までの批評家は、「功利主義」という言葉の意味を詳細に説明していな

かったのである。そのため、ベンサムやミルの功利主義論と作品の中の功利主義

を混同してしまう危険性があったのである。ここで功利主義について明確に説明

しておく必要がある。功利主義とは、哲学で人間が幸福になることを、人生、ま

たは社会の最大目的とする考え方であるが、（1）自分の幸福だけを主とする考え

方、（2）他人の幸福を主とする考え方、（3）世間一般の全ての人々が幸福になるこ

とを主とする考え方とがある。倫理学では、この最後のものを指していい、「最大

多数の最大幸福」を原理とするベンサムやミルの倫理・政治学説に代表される。4

厳密に言うと、ディケンズが肋rd乃me5・で批判している功利主義は、（1）の自分

の幸福だけを主とする考え方である。本論文では、功利主義という言葉に注意を

払い、グラッドグラインドの教育とディケンズの批判した功利主義の相関関係に

ついて考えていきたい。

退職したもと金物の卸売り業者であったグラッドグラインドは、第1巻第2章

の最初で、自身のことを「現実家」「事実と打算の人間」（3）と簡単に説明してし

まう。グラッドグラインドは、「事実に支配されるべきであり、空想などしてはな

らない」という方針を持つが、このような方針を学校に浸透させると子供は生き

生きとした子供本来の姿をなくし、将来のため今を犠牲にする小心翼々とした人

間になるのは目に見えている。

第1巻第2章の授業風景において、ディケンズは、2人の生徒を対照的に描く。

馬の定義について尋ねるグラッドグラインドにシシー・ジュープは、すっかり驚

いてしまう。旅回りのサーカス団、スリアリー（Sleary）の曲馬団の一員であるシ

シーは、グラッドグラインドの言い方で彼女のなじみのある動物を語ることはで
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きない。グラッドグラインドの問いに、この学校における理想的な答えをする生

徒はビザー（Bit聡r）である。5　ビザーは馬を「四足獣、40本の歯、すなわち、24

本は臼歯、40本は前歯、春に毛がぬけます。沼沢地方ではひずめもぬけます。ひ

ずめは、堅くありますが、でも、蹄鉄を打たれる必要があります。年齢は口の中

の班痕で分かります。」（5）と定義する。

ビザーの馬の定義は、人間の感情や感覚を完全に無視した定義6であるが、こ

のような定義こそ「事実と打算の人間」グラッドグラインドの信奉する
‘8elf・intereSt，に基づく功利主義にとって望ましい定義である。グラッドグライン

ドの教育は、個人的レベルにおいても徹底していて、グラッドグラインドの子供

達は、月に顔のあることを想像することもなく、‘Twinkle，tWinkle，little star；

howIwonderwhatyouare！’（9）7という歌を覚えたこともなく、星のことを不思

議だと思ったこともなかった。

ともかく、不思議は禁物であり、第1巻第1章‘NeverWonder’で説明されてい

るように、コークタウン（Coketown）の町では幼い時から子供達を不思議がらせな

い方針が貫かれているのである。このような子供達であったが、ある日、グラッ

ドグラインドは自身の子供ルイーザ（b山8a）とトム（Tbm）がサーカスをのぞき

見しているのを見て驚く。子供達は餓えきった想像力を満たすためサーカスを見

にきたのだが、グラッドグラインドは子供の心理を理解できず、後に残念でなら

ない自身の心情を友人のバウンダピー（Bounderby）に訴えるのである。ディケン

ズはグラッドグラインドとバウンダピーの友情を、感情の欠けた人間への精神関係

に近づく限りの意味においての親友と説明する。バクンダピーに関しては、コーク

タウンの銀行家、商人、製造業者、その他いろいろなことを業としており、貧窮か

ら身を起こしたことを自慢しているセルフメイドマンである。このバウンダピーは、

想像をつまらぬものとする点において、グラッドグラインドと一致する。助。

7貰血egにおいては、事実と空想の対立が重要な基調であり、グラッドグラインドと

バクンダピーは事実に基づく世界を形成し、子供達の空想を締め出そうとする。し

かし、注目に値する点は、ディケンズがグラッドグラインドとバウンダピーを比較

し、グラッドグラインドは残酷な人間であったがバクンダピーのような粗野な人間

でなく、それほど不親切でなかったと説明し、救いを与えていることだ。後にこの

説明が重要な意味を持つことになる。

グラッドグラインドの方針は、彼に悲劇がふりかかるまで続く。グラッドグラ

インドの家に引き取られたシシー・ジュープは、第1巻第9章において、ルイー

ザに自身がM，Choaknmchild8の質問に対し間違いばかりすることを言う。次の
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質問は、その間違いの典型を示す。

‘ThenMr．M’Choakumchildsaidhewouldtrymeagain．Andhe

said，ThisSChooh・00misanimmensetown，andinitthereareamillion

ofinhabitantS，andonlyfive・and・tWentyare Starvedto deathinthe

streets，in the course of a year．Whatis your remark on　that

proportion？Andmyremarkwas－forIcouldn’tthinkofabetterone－

thatIthoughtitmustbejustasharduponthoSeWhowere8tarVed，

whethertheotherswere amiuion，Oramillionm止lion．Andthatwas

wrong，tOO．’（57）

この箇所は、第1巻第4章で現れるトマス・グラッドグラインドの息子
‘Malthu8，の名前からも推察されるように、ディケンズが英国の経済学者トマス・

マルサス（ThomasMalthus）の書いた『人口論』（AnEbsqYOnthehit7C擁of’

物l通血を意図する部分と考えられる。マルサスはこの書物の中で、私有財

産制度を防衛し、貧困は貧民自身の責任であり、社会の責任でないとしたが、「飢

え死にした人達はやっぱりつらかったに違いないと思います」というシシーの言

葉は、ディケンズの『人口論』に対するアイロニーであるとともに、シシーの慈

悲深い性質を表す言葉であると考えられる。自身は勉強ができないという意識を

持つシシーは、問題に対して感情を優先させているが、グラッドグラインドの方

針にとって、この感情優先こそ貧民への同情を喚起するものとして、不必要なも

のなのである。

H云Z・d Th7eSが出版された時、ある教育雑誌は‘Description ofa Modern

TrainedandCertificatedSchoolmaster’というタイトルでM’Choakumchildに

ついての小記事を転載した。しかし、後になって投書家が、もしM’Choakumeud

が教えるのに適しているなら、彼が多くのことを知っていたとしても不都合では

ないと抗議した。9　投書家が抗議するように、教師たるものは十分な知識を備え

ていることが必要であるが、教師が子供の心理を洞察できるかどうかが問題なの

である。フィリップ・ホブスバウムは、ディケンズの書いたグラッドグラインドの

やり方がバークペック（Birkbeck）の学校からきている」と指摘する。この学校の

創設者は、功利主義者でジョン・スチュアート・ミルの友人であるウイリアム・エ

リス（WilliamElhs）である。彼の意図は、貧乏人が産業社会の機能となるよう準備

させることであった。10
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功利主義について注意すべき点は、功利主義が全体の幸福につながるか否かと

いう問題である。ミルは1861年『フレーザーズ・マガジン』誌に『功利主義論』

（肋∫血刀血由を発表し、功利主義の擁護をした。ミルは『功利主義論』にお

いて、内部的制裁としての良心の声ということを強調している。ミルは、良心の

有力な「自然感情」の基礎は、「人間の同胞としての感情」11であり、そのような

感情を持ち全体の幸福につながるなら、功利主義は、望ましいと考えている。ミ

ルは、「功利説は、人々が徳を望むことを否定しているだろうか。あるいはまた、

徳は望ましいものでないと主張しているだろうか。その正反対である。徳は、望

ましいだけでなく、利害を離れて、それ自体のために望まれるべきものだと主張

しているのである」、12「功利主義の基準は、一方で後天的欲求（金銭欲、権力欲、

名誉欲）を社会全体の幸福を侵害しないかぎり容認しつつ、他方で、全体の幸福

にとって何より大切なものとして、徳への愛好心をできるだけ強く育てあげるこ

とを命令し、要求するのである」13　と述べている。

伽乃m即の学校経営者グラッドグラインドと工場経営者バウンダピーの事実

信奉の理由は、利己的動機に基づいているが、ミルの考えでは、動機が全体の幸

福につながらず、利己的である限り、決して功利主義の困難は解決されないので

ある。14　グラッドグラインドは、人間の同胞としての感情から引き起こされる

良心の声を無視し、自分の幸福だけを主とする功利主義に陥っていたが、家庭を

襲う悲劇により、改俊の必要に迫られるのである。

2．Coketownと功利主義

グラッドグラインドの家庭を襲う悲劇について考察する前に、コークタウンと

功利主義について考察する必要がある。コークタウンにおいては、功利主義が雇

用者側に浸透していて、町に住む人々に少なからず影響を与えるからである。コ
ークタウンのモデルははっきりしない。マンチェスター（Manchester）と言う人

もいれば、プレストン（Preston）と言う人もいる。プレストンの雇用者は長く組

合に反対しているということで知られていた。1842年頃、貸金の増加がいたると

ころで認可されたが、プレストンでは認可されなかった。この年、4人のストラ

イキ参加者が軍隊に撃たれて死んだ。1853年には、激しい労働運動の行われた年

であって、運動により貸金が増加され、労働時間が短縮された。そして、6月に

は1842年のストライキ以来、綿織物市場で最後の争いとなるものが始まった。

動力織機の織工は雇用者に全ての織物に関する労働に関し、1847年に行われた
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10％の賃金削減を元に戻すよう求めた。ほとんどの雇用者は、労働者達の代表と

会うのを断った。そして、労働者達の多くが解雇された。こういった人達や貸金

要求を支援するため、組合が再編成され、いくつかの工場ではストライキが始ま

った。プレストンの雇用者の会は、9月から労働者達をしめ出し、彼らが労働組

合の一員であることを断念しないかぎり、彼らを再び雇わないと迫った。そして、

ストライキをなくすため、組合のリーダー達に対する訴訟を始めた。15

助Z・dTh2eSにおいて、スラックブリッジ（Slackbridge）は労働組合の運動家で

あるが、彼は決して「想像」の産物ではなく、現実のモデルがいたことが指摘さ

れている。ハンフリー・ハウス（HumphryHouse）は、Tne此滋ens棚でス

ラックブリッジが“Gru鮎haw”を発展させた人物であることを指摘している。
“Gru飽haw”は、ディケンズが“On Strike”で描写した代表者である。また

“Gru脆haw”が現実のストライキのリーダーの一人“Mortimer GrimShaw”を描

いたものであることがわかっている。ディケンズは、プレストンを訪問した際、

彼が会を呼びかけていたのを聞いた。16　スラックブリッジは、月rr　乃乃ロegにお

いて、次のような演説をする。

‘Ohmyfriends，thedown・trOddenoperativesofCoketown！Ohmy

friends andfenow・COuntrymen，the slaves of aniron・handed and a

grinding despotism！Oh my　friendS and　fenow・Su飴rers，and

fe1low・WOrkmen，andfellow・men！ItellyouthatthehouriSCOme，When

WemuStrallyaroundoneanotherasOneumitedpower，andcrumble

intodusttheoppressorSthattoolonghavebattenedupontheplunder

Ofourfamilies，uPOnthe sweatofourbrows，upOnthelabourofour

hands，uPOnthestrengthofoursinews，uPOntheGod・Createdgloriou8

rights of Humamity；and uponthe holy and eternal privileges of

Brotherhood！（138）

スラックブリッジは、労働者の代表者として演説を行うが、バウンダピーの工

場の動力織機工のスティーブン・ブラックプール（StephenBlackpool）は、組合

参加を拒否したため仲間はずれにされ、あげくのはてに銀行泥棒の嫌疑もかけら

れてしまうのである。労働者階級であり、織工であるスティーブンは、自身の利

益のため功利主義を乱用するバウンダビ一により、無慈悲な産業システムの犠牲

者となるのである。
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無慈悲な産業システムの犠牲者になるのは、大人だけではない。イギリスにお

いて18世紀と19世紀の間には大きな変化があった。蒸気機関の発明の後、イギ

リスはすぐれた産業国家となった。工場が建てられ、人々は仕事を見つけられる

よう工場の近くに移り住んだ。産業都市では、人口が急速に増えたが、多くの人々

が貧困に苦しんでいた。新しく発展した産業は、石炭、鉄、綿、羊毛を生産した

が、女性や子供を雇うのにあまり費用がかからないので、すぐに彼らは労働力の

3分の2となった。

多くの労働者階級の人々にとって、この時代はたいへんな時代であった。大人も

子供も1日の労働時間はしばしば15時間にも及んだ。子供は若い大人として扱わ

れ、標準仕事量をこなすことを期待された。工場主達にとって子供は重要な労働

力であったのである。171832年児童労働特別調査委員会が工場・炭鉱の惨めな少

年連の実情を暴露した。この結果として1833年、工場法ができ、9歳以下の繊維

産業の児童労働が禁止され、1日2時間以上就学することが決められた。ディケ

ンズは、肋rd乃meg第2巻第1章で、「工場主達は、少年労働者を学校へ通わさ

なければならなくなった時に、一度破産した」（“They were ruined，Whenthey

wererequiredtosendlabouringchildrentoschool”）（110）と工場法について言

及している。工場主達にとって、少年労働者を失うことは痛手であったのである。

当時の子供時代は、今日知られているような子供時代ではなかった。ガムrd乃血eg

の時代は、工場法以前の考え方が多分に残っていて、子供が意見や権利を持つこ

とは十分に許されていなかったと考えられるのである。

ただ注意しなければならないことは、助rd乃megの工場経営者バウンダピー

も学校経営者グラッドグラインドも中産階級に属するがゆえに、トムもルイーザ

も中産階級に属し、労働者階級に属するスティーブン・ブラックプールやレイチ

ェルとは、立場が異なることである。階級のことを考えると、グラッドグライン

ドは、労働者としてではなく、将来産業のリーダーないしはその妻として自身の

子供達に事実による管理をさせるため空想を禁じたといえるのである。ルイーザ

にバウンダピーとの結婚をすすめるグラッドグラインドは、「お前の一生も総体

的に生命を支配している法則によって支配されているということはわざわざ言う

必要もあるまい」（100）と言うが、グラッドグラインドの言葉は、多分に階級を意

識したものである。

労働者階級の人々は、初期的段階において、社会秩序を神の意志として受け入

れていたが、次第に自分達が人間並に扱われていないことに気づき、ついに怒り

を爆発させることになったのである。人々の怒りは、公の会議、行進、機械の破
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壊によって爆発したが、労働者階級は、最初メンバーを組織することが下手であ

るがゆえにさしせまった変革を行うことができなかったのである。彼らが団結し

状況を変化させるには長い時間が必要であったが、ついによきリーダーが現れ、

初期の労働組合運動を組織したのである。18　ェリザベス・ギャスケル（Ehzabeth

Gaskell，1810－65）は腸Jy励〟α】の中でマンチェスターでのストライキを描写

しているが、工場主達は低賃金で労働者達に仕事をさせることを自分達の当然の

権利だと考えていたのである。

トムもルイーザもこのような労働者階級を統制する側に立つと想定し、グラッ

ドグラインドは事実に基づく教育を行ったと考えられるのである。コークタウン

では、空想は、労働者への同情を喚起するものとして許されないのである。「人間

の生存は生まれてから死ぬまで、その1インチ1インチが勘定台の上の取引きで

あるべきだ。こういう方法で天国に行けないというのであったら、天国は金もう

けの場所でない。天国など我々に用のないところだ。」（288－9）というグラッドグ

ラインドの哲学は、明らかに神を冒演するものである。スティーブンの死は、こ

のような功利主義へのディケンズの批判と考えられる。シルベール・モノ

（SylvereMonod）は、スティーブンの死を、「ディケンズが陶酔したすぐれたペー

ソスの独特の例」19と考えるが、この場面で章のタイトルである「星光」が示す

ように星が重要な意味を持つ。星は、スティーブンの心の中を照らし、スティー

ブンは、その星が自身を救世主のところへ連れていってくれる星だと思うのであ

る。このようなスティーブンの最後は、空想に満ちており、スティーブンは星の

ことを不思議に思ったことのない子供達と対極に立つのである。

ディケンズは、スティーブンの死以外にグラッドグラインドの哲学と対立する

ものとして「スリアリーの哲学」を示した。スリアリーは、「人間というものは、

どうにかして娯楽を求めずにはいられませんからねえ」、「人間は不断に働いてい

ることもできず、不断に勉強していることもできません」（41）と言うが、スリア

リーの哲学は、グラッドグラインドとバウンダピーの‘self・intereSt，に基づく功利

主義にとっては邪魔になり、それゆえ排除すべきものである。注目すべきことは、

スリアリーの哲学が、ベンサムが『道徳および立法の諸原理序説』（A月

血かpduc加わ班efヒ血頭壷gar加点β刀dム融点血で述べている功利主

義と対立する考え方ではないということである。『道徳および立法の諸原理序説』

の基本は、【功利：utility］という観念であり、快楽を助長し、苦痛を防止する能

力こそすべての道徳および立法の基本原理であるとする。この見地から快や苦は、

その強度、持続性、確実性、範囲によって客観的に計量され、人生の目的は【最
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大多数の最大幸福‥thegreatesthappinessofthegreatestnumber］の実現にあ

るとされる。ベンサムは、この著書の中で、功利主義が禁欲主義を主張している

わけでなく、快楽という名のもとに全てを非難することは行き過ぎであると考え

ているのである。20　グラッドグラインドは誤った功利主義の幻想に陥っていたが、

家庭を襲う悲劇により自身の教育が誤りであったと悟るのである。

3．家庭の悲劇

ゴム（A．H．Gomme）は「助Z・dTh2eSは悲劇である。その悲劇の中心は、ステ

ィーブン・ブラックプールではなくグラッドグラインドである」21と述べる。ス

ティーブン・ブラックプールも悲劇的人物であるが、彼の場合、悲劇性は個人的

レベルにとどまる。しかし、作品においてはグラッドグラインドの教育法が登場

人物に大きな影響を与えていて、彼の教育こそが悲劇の原因となっている。

まず、悲劇は娘のルイーザに掛、かかる。彼女はジョサイア・バウンダピーと

結婚するが、彼女の結婚は、彼女の意志が全く反映されていない。20歳のルイ
ーザは、父親の強い勧めにより30歳も年上のバクンダピーと不釣合いの結婚をす

る。グラッドグラインドは、娘の結婚に関しても事実を重視し、統計上の一般的

基準を持ち出すのである。第1巻第15章の「父と娘」‘FatherandDaughter’で

グラッドグラインドは、イングランドとウェールズの結婚の続計を参考にし、非

常に年齢の異なっている者同士の結婚がかなり多いことから、問題はないとする0

自分が街にうろついていた宿なしで、共同水道のところ以外では顔を洗ったこと

がない自分が、国会議員のトマス・グラッドグラインドの娘と結婚しようなどと

は夢にも思わなかったと述べるバクンダピーの演説は、彼の結婚がルイーザへの

愛情ではなく、社会的地位への執着心に基づいたものであることを示す0バウン

ダピーは、「わしがここまできたことについては自分以外の誰のおかげも被ってい

ないよ。」（15）と言い、自分の過去を作り変える。彼は母親に置き去りにされ祖母

に育てられたが、意地悪な性のよくない老婆であったと過去をふりかえる0　しか

しながら、後に彼には教育を授けるため献身的に働いた母親ペグラー夫人がいた

ことがわかるのである。このようなバクンダピーをルイーザは嫌い、折りしもジ

ェームズ・ハートハウスの誘惑にあい自分を見失いそうになるが、父親のもとへ

逃れ帰る。「私の知っていることといえば、お父さんのお教えでは、とても私を

救うことができないということだけです0」、「何か他の方法で私を救い出して下さ

い。」（219）というルイーザの言葉を聞き、グラッドグラインドは完全に打ちのめ
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されてしまう。親を裏切ったという自己懲罰の感情に襲われているルイーザに必

要なものは、親からの承認であり、不完全な自分であっても受け入れてくれる無

条件の愛である。

ここに至るまで、ルイーザは感情のはけ口を弟に対する愛情に兄い出すが、父

親の教育法の犠牲で利己的で卑劣な若者となった若者となったトムは、銀行泥棒

となってルイーザを裏切るのである。グラッドグラインドの信念はぐらつき、「わ

しは頭脳というものが全能だと思っていたが、頭脳は全能でない場合もあるらし

い。今朝わしはそれが全能だとどうして力説できよう。」（223）と述べるが、グラ

ツドグラインドの反省的態度が見られるのは第3巻第3章「断固たる決意」‘ⅥⅣ

Decided’においてである。そして、この章でグラッドグラインドとバウンダピー

の決裂もまた明確になる。グラッドグラインドの教育に対する考え方が変化する

一方、バウンダピーの考え方はいぜんとして変わらず、両者は見解の相違をあら

わにする。しかし、バウンダピーの論理は後にペグラー夫人が現れ真実を語るこ

とによりくつがえされる。ペグラー夫人は、バウンダピーが存在を隠していた彼

の母親で、彼の語っていた生い立ちが全く嘘だったことがわかる。実際には、バ

クンダピーの母親は非道な虐待などせず、父親がバウンダピーの8歳の時死んで

からずっと彼を教育し、年季奉公に出してやるのである。名門と結びつこうとい

う卑しい欲求を持ち、自分を卑下することを自慢にしていることを看破された彼

は、全く当惑する。

ただ1つ注意しなければならないのは、バウンダピーの強調するセルフメイド

マンのイメージが雇用者に影響を与え、出世への動機づけを行う点である。ベン

サムは、『道徳および立法の諸原理序説』の第10章第3節で、動機ということに

ついて述べている。ベンサムは、名声への愛を社会的動機とし、金銭的関心や権

力への愛は、自己中心的動機としている。これらの動機は、助Jd7‡血紺におい

て、産業の発展を促進する一方で、登場人物に不幸をもたらしているがゆえに、

ベンサムの目指す「最大多数の最大幸福」を阻害していると言えるのである。グ

ラッドグラインドのイギリスの産業社会を支えた功利主義哲学とバウンダピーの

「下品で現実的な実利主義の態度」22とが合体し、産業社会の機能となる人物を

生み出そうとするが、グラッドグラインドは自分の思惑と全く反対の結果を招い

てしまう。息子のトムは、バウンダピーの銀行の金を盗み、銀行の職員ビツァ

ーは、トムに不利な証言をする。第3巻第8章において、ビツアーはトムをバウ

ンダピーに引き渡すため、コークタウンへ連れ戻そうとする理由を自身の出世の

ためだと言う。ビツァーは、他を蹴落とす競争原理を肯定し、次のようにグラッ
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ドグラインドに理論的説明をする。

‘IbegyourPardonforinterruptiilgyOu，Sir，’returnedBitzer；‘butI

am8ure yOu knowthatthe whole socialsystemis a question of

8e甘intereSt．Whatyoumustalwaysappealto，isaperson’sself・interest．

It’syourouly hold．We are so constituted・Iwas brought upinthat

catechismwhenIwasveryyoung，Sir，aSyOuareaWare．’（288）

自身の行った教育のしっぺい返しを受けたグラッドグラインドは、まだ、望み

を捨て切れず、ビツアーが学校にいたころ、彼のため骨を折ったと述べ、息子を

兄のがしてくれと頼む。ビツアーは、グラッドグラインドの申し出に対し、月謝

を出していたという理由で断わる。エゴイズムに支えられた仮面の結束は崩壊し、

グラッドグラインドは、自身の教育の失敗を目の当たりにする。彼の教育は、彼

の信奉する功利主義哲学に基づくものであるが、この功利主義哲学は、結局自分

の幸福だけを主とする考え方であり、自分の子供さえ救うことのできない考え方

なのである。

グラッドグラインドの学校の運営は、当時の監督生制度（monitorialsyStem）に

基づくものであった。この制度は、500対1という非常に経済的で能率的な教師対

生徒の比率でやっていくことを可能にするものとして宣伝された。23　まず教師が、

彼ら自身生徒である監督生（mo山tor）に教える。すると今度は、監督生が自分の

組に戻って生徒達に今習ったことを伝えるのである。この方法を考案した人は、

この方法を「精神界の蒸気機関」と誇らしげに呼んだ。ひとつの蒸気機関が多く

の機械を動かす工場に似ているからであった。24　ある枢密院特別委員会の報告が

あった後、この制度は教主制度（pupil・teaCher system）というものに発展してい

った。つまり、生徒はある一定期間、正式な見習いとして一人の教師につき、教

授法の訓練を受ける。期間の終了時に、彼らは「師範学校」（“traimingcollege”）

に入るための試験を受けることができる。この師範学校のカリキュラムを終了すれ

ば、教師の免許状を取得するのに申し分のない条件がそろったことになる。25月加ゼ

7貰血邸のMCl旧akumcl山dもこうした教育の産物であるが、師範学校の重視する

事実暗記型のカリキュラムは、実際にはそれほど能率的ではなく、ディケンズは、

「もし彼の暗記量がもう少しでも少なかったら、どれほど上手に多くのことを教

えられたであろうか。」（8）とアイロニーをこめて批判している。グラッドグライ

ンドの学校における教育は個人を無視しているが、グラッドグラインドは、自分
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の子供達にも個性を無視した教育を行うのである。エリクソンは、「心理・社会的

モラトリアム」という言葉を使った。青年には、試行錯誤の期間が必要であり、

多少常識から逸脱した行動がみられても、暖かく見守り、それに深い理解を示す

人間の存在が、自己形成には欠くことのできない重要性を持つ。助d7肋egの

グラッドグラインドはモラトリアムを無視し、子供に期待をかけ、圧力をかけ、

自身の価値観を押しつけたがゆえに自身の子供が成長してからしっぺい返しを受

けるのである。

4．サーカス団と精神の幼年時代

グラッドグラインドの子供が、事実一点張りの世界から逃避する場所を求める

とすれば、それは飢えた空想を満足させられるサーカス団しかない。第1巻第3

章でルイーザとトムがサーカスのテントの穴から中をのぞき見ることが、それを

裏付ける。ディケンズのサーカスに関する描写は、主に少年時代の娯楽について

の思い出と19世紀初頭の文化、すなわち、人形劇、パントマイム、サーカス、

縁日、健闘、PunchandJudyなど26との連想から生まれていると考えられる。

月bd黒血egのシシー・ジュープは、スリアリーのサーカス団の道化の娘である

が、ディケンズのサーカス団の道化の記憶は、有名な19世紀の曲馬師アンドリ

ュー・デウクロー（AndrewDucrow）の弟、ジョン（John）の公演を見たことに基づ

いている。ジョンは、1820年代第一級のアストリー座の道化であった。彼は、

1825年になって初めて道化になった。その時まで、彼はアクロバット、演技、馬

術に取り組んでいた。27グラッドグラインドの子供達がテントの穴からのぞきこ

んでいたのは、「チロール流花の舞」であるが、この出し物に関係するのがルイー

ザ・ウルフォード（buisaⅥわ01brd）である。このことから、グラッドグライン

ドの娘ルイーザの名前が皮肉な意味でここからとられたと推察される。肩を並べ

るもののない女性、綱渡り芸人であり女曲芸師ルイーザ・ウルフォードは、1828

年4月7日アストリーズ・ロイヤル劇場で初舞台を踏んだ。出し物は‘TheFlower

Girl’、すなわち‘LaRosiere’であった。彼女は、1830年代サーカスの経歴におけ

る絶頂期にあった。ディケンズの蝕血朗々γ及ぼの‘Astley，8，において、ルイ

ーザは、優雅な演技で円形劇場を走り回っているものとして描写されている。そ

して、老いも若きもみな観客は、彼女の演技に喜んだのであった。28　ソロの出し

物をする他に、彼女は未来の夫であるアンドリュー・デウクローと組になって、
‘The Tyrolean Shepherd and Swiss Milk Maid’、‘The Mountain Maid and
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TyroleanShepherd，、‘TheSwissMilkMaidandTyroleanShepherd’など様々に

名前を変えた2人組の曲馬を演じた。この出し物は、1853年アストリー座で演じ

られた。29　アストリー座は、St．George CircusとWeStminster Bridge Road

がLambethPalace Roadと交わるところにあった。メロドラマや曲芸で有名で

あった大衆娯楽場で乃eO〟仇エrあゆぶゐ呼（1840－1）のキット（mt）が最初に給

料をもらって、母親と弟とバーバラ（Barbara）を連れて行った劇場である。フィ

リップ・アストリー（PhilipAstley；1742・1814）によって1774年に始められ、3

度も火災に会いながら直ちに復興するほど人気のあった「アストリーズ・ロイヤ

ル曲馬劇場（Astley，sRoyalEqueStrianAmphitheated」は、1895年についにそ

の幕を閉じた。30

さて、このようなサーカスであるが、月かd乃megにおいては、サーカスはグ

ラッドグラインドとバウンダピーの世界との対極にあるものとしての意味を持

っ。ただ、グラッドグラインドが個人的レベルにおいて想像の世界の代表者とも言

える31シシーを全くないがしろにしているわけでないことは、次の引用によりわ

かる。

He rea11yliked Sissy too well to have a contemptfor her；

0therwiseheheldhercalculatingpowersinsuchveryslightestimation

thathemusthavefa11enuponthatconclusion．Somehoworother，he

hadbecomeposseSSedbyanideathattherewassomethinginthisgirl

whichcouldhardlybe Setforthin a tabularform・Hercapacity of

de丘mitionmightbeeasilyStatedataverylow丘gure，hermathematical

knowledgeatnothing；yethewasnotsurethatifhehadbeenrequired・

forexample，tOtickheroffintocolumnsinaparliamentaryreturn，he

wouldhavequiteknownhowtodivideher．（92）

事実シシーは、グラッドグラインドの想像の及ばない女性である。第2巻第12

章の最初でディケンズは、グラッドグラインドを善きサマリア人を拙劣な経済家だ

と考えるような人物であると描写しているが、シシーは、善きサマリア人の持つ慈

悲深い心を持っているのである。例えば、グラッドグラインドの信奉する功利主

義の経済学に基づいた事実による結婚に失敗したルイーザが自己嫌悪に陥ってい

ると、自己嫌悪が自己肯定になるよう傍らにいて導く。この点についてディケン

ズは、シシーの自発的意志を強調している。ルイーザの「お前は、お父さまのお
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言いつけで来たのでしょう」（225）という言葉に対し、シシーはあくまでも自分の

意志で来たと言う。ただ、シシーの方にもルイーザの傍らにいることがルイーザ

の気にいるか不安に思っている。自分がふだんからシシーを不安がらせるほど嫌

っていたかどうか尋ねるルイーザにシシーは次のように答える。

‘Ihopenot，forIhavealwaySlovedyou，andhavealwayswished

thatyoushouldknowit・Butyouchangedtomealittle，Shortlybefore

youlefthome．NotthatIwonderedatit．「払uknewsomuch，andIknew

SOlittle，anditwassonaturalinmanyways，gOingasyouwereamong

Otherfriends，thatIhadnotlmgtocomplain0もandwasnotatanhurt．，

（225）

ルイーザはシシーの言葉をやさしいかこつけ‘thelovingpretence，（225）と理解す

るが、シシーの言葉が彼女の性格からきていることは、その後のディケンズによ

る一貫した描写で明らかである。また、シシーは、ルイーザを誘惑しようとした

ハートハウスに会ってルイーザに関する希望を捨てるように言う。この際もシシ

ーは、頼まれてきたのかと尋ねるハートハウスに「私の愛と私に対するあの方の

愛に動かされて参っただけでございます」（232）と自身の行為が自発的意志に基づ

くものであることを伝えている。さらに、シシーは、トムの逃亡に関し、スリア

リーのところへ行って自分が行くまでかくまってもらうように言う。トムはサー

カス団の団長スリアリーの努力で国外に逃げるが、第3巻第8章でスリアリーは、

グラッドグラインドに、「人間というものは何か楽しみがなくちゃならねえもので

す。始終勉強ばかりしたり、始終働いてばかりいられるものじゃありません。」

（293）と言う。スリアリーの言葉は、グラッドグラインドの教育への批判である一

方、人生には娯楽が必要であるというディケンズの見解でもある。ディケンズは

Bounderby－Gradgrindシステムの価値と対照をなす価値を示すことにより、

前者を批判するのである。またディケンズは、無条件の愛情の持ち主であるシシ
ー・ジュープの教育的価値を示している。月毎rd7肋egにおいて、シシーは頭脳

の教育家ではないが、深い心理的洞察により他者を導いているので、人間教育家32

といえるのである。

F．R．リーグィス（Leavis）が指摘するように、33　シシーが事実や教義を習得す

ることができないことや教育に合わないことは、彼女の最高のそして無視するこ

とのできない人間性の一部として現れている。また、シシーが20番であるとい



H云zdThe㌻一・一Gradgrindの教育と功利主義－ J7

うことを理解できなかったり、おとなしく従うことができないこと、あるいは、

他の人間が算数の単位として存在するとは考えられないことは、彼女の美徳であ

る。シシーは他者のために生きることが自然であると考え、愛他主義を実践する。

ミルは、『功利主義論』の中で、このような実践を功利主義にとって望ましいもの

であると教えている。なぜなら、ミルは「ナザレのイエスの黄金律の中に、我々

は功利主義の完全な精神を読み取る。おのれの欲するところを人に施し、おのれ

のごとく隣人を愛せよというのは、功利主義の理想的極地である」34と述べ、愛

他主義を功利主義にとって理想的な考えであるとしているからである。一方、
‘self・interest，に基づく功利主義の信奉者であるバウンダピーは、「誰かが自分に

親しくするのは、その人間が自分を征服することを望んでいるからだ。」（240）と

考えるのである。バクンダピーは、かつてグラッドグラインドに自分がコークタ

ウンのジョサイア・バウンダピーであり、この町の家々、商売、煙突、煙はもち

ろん、労働者達も全て知っていると言う。そして自分に空想じみたことを言うも

のがあれば、その人間が何を言っているか言ってやると言う。バクンダピーによ

ると、その人間が意味していることは、海亀のスープや鹿の肉を金のさじで食べ

たり、6頭立ての馬車を備えつけたりすることであり、グラッドグラインドの娘

もそれを望んでいると言うが、バウンダピーは、イマジネーションが欠けている

がゆえに、労働者達の気持ちも、ルイーザの気持ちも理解できないのである。ル

イーザも自分の人生が統計や計算通りにいかないことを悟り、シシーの価値を知

るのである。そして、グラッドグラインドは、空想や精神の幼年時代が欠けてい

たがゆえに、ルイーザが反動としてそういったものを無意識に求めていたと知る

のである。

ディケンズは、トムとルイーザの不幸な運命をもたらしたものは、グラッドグ

ラインドの・seは・interest，に基づく功利主義であることを我々に示した。ディケ

ンズは、動機が利己的である限り、決して功利主義の困難は解決されないことを

作品の中で示している。ディケンズは、全体の幸福ということを考えるならば、

他者を不当に扱ったり害を与えたりしないだけでなく、助d乃megのシシー●

ジュープのような心理的洞察と積極的な意味での他者への思いやりの表明・実行

が必要だと考えていたのである。そして、グラッドグラインドの改心を示すこと

により、我々に空想や精神の幼年時代の大切さを教えたのである。
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甲南英文学会規約

第1粂　名称　本会は、甲南英文学会と称し、事務局は、甲南大学文学部英語英

米文学科に置く。

第2条　目的　本会は、会員のイギリス文学・アメリカ文学・英語学の研究を促

進し、会員間の親睦を計ることをその目的とする。

第3粂　事業　本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。

2．研究発表会および講演会

3．機関誌F甲南英文学』の発行

4．役員会が必要としたその他の事業

第4粂　組織　本会は、つぎの会員を以て組織する。

1．一般会員

ィ．甲南大学大学院人文科学研究科（英語英米文学専攻）の修士課程

の在籍者、学位取得者、および博士課程・博士後期課程の在籍者、

学位取得者または単位修得者

ロ．甲南大学大学院人文科学研究科（英静英米文学専攻）および甲南

大学文学部英語英米文学科の専仕教員

ハ．上記ィ、ロ以外の者で、本会の会員の推薦により、役員会の承認

を受けた者

2．名誉会員　甲南大学大学院人文科学研究科（英文学専攻、英語英米文学

専攻）を担当して、退織した者

3．賛助会員

第5粂　役員　本会に次の役員を置く○会長1名、副会長1名、評議員若干名、

会計2名、会計監査2名、編集委員長1名、幹事2名

2．役員の任期は、それぞれ2年とし、重任は妨げない。

3．会長、副会長は、役員会の推薦を経て、総会の承認によってこれを決定

する。

4．評議員は、第4粂第1項ィ、ロによって定められた会員の互選によっ

てこれを選出する。

5．会計会計監査、編集委員長、幹事は、会長の推薦を経て、総会の承認に

よってこれを決定する。

6．会長は、本会を代表し、会務を統括する。

7．副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合、会長の職務を代行する。



8．評議員は、会員の意志を代表する。

9．会計は、本会の財務を執行する。

10．会計監査は、財務執行状況を監査する。

11．編集委員長は、編集委員会を代表する。

12．幹事は、本会の会務を執行する。

第6条　会計　会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。なお、会計

報告は、総会の承認を得るものとする。

2．会費は、一般会員については年間5，000円、学生会員については2，000

円とする。

第7条　総会　総会は、少なくとも年1回これを開催し、本会の重要事項を協議、

決定する。

2．総会は、一般会員の過半数を以て成立し、その決議には出席者の過半数

の賛成を要する。

3．規約の改定は、総会出席者の2／3以上の賛成に基づき、承認される。

第8条　役員会　第5条第1項に定められた役員で構成し、本会の運営を円滑に

するために協議する。

第9粂　編集委員会　第3条に定められた事業を企画し実施する。

2．編集委員は、編集委員長の推薦を経て会長がこれを委嘱する。定員は、

イギリス文学・アメリカ文学・英語学各2名とする。編集委員長は、

特別に専門委員を委嘱することができる。

第10条　顧問　本会に顧問を置くことができる。

本規約は、昭和58年12月9日より実施する。

この規約は、昭和62年5月31日に改訂。

この規約は、平成7年7月1日に改訂。

この規約は、平成11年6月26日に改訂。

この規約は、平成13年6月23日に改訂。



『甲南英文学』投稿規定

1．投稿論文は未発表のものに限る。ただし、口頭で発表したものは、その旨明記

してあればこの限りでない。

2．論文は3部（コピー可）をフロッピーディスクと共に提出し、和文、英文い

ずれの論文にも英文のシノプシスを添付する。ただし、シノプシスはA4判

タイプ用紙65ストローク×15行（ダブルスペース）以内とする。

3．長さは次の通りとする。

ィ．和文：ワードプロセッサー（40字×20行）でA4判15枚程度

ロ．英文：ワードプロセッサー（65ストローク×25行、ダブルスペース）でA4

判20枚程度

4．書式上の注意

ィ．注は原稿の末尾に付ける。

ロ．引用文には、原則として、訳文はつけない。

ハ．人名、地名、書名等は、少なくとも初出の個所で原語名を書くことを原則とする。

二．その他については、イギリス文学、アメリカ文学の場合、枇A肋ndbooた，

Sthed．（NewYork：MLA，1999）（『MLA英語論文の手引き』第5版、

北星堂、2002年参照）に、英語学の場合LinguisticInquirystylesheet

（上れ卯fsdc加担吻vol．24）に従うものとする。

5．校正は、初校に限り、執筆者が行うこととするが、この際の訂正加筆は必ず植

字上の誤りに関するもののみとし、内容に関する訂正は認めない。

6．締切は11月30日とする。



甲南英文学会研究発表規定

1．発表者は、甲南英文学会の会員であること。

2．発表希望者は、発表要旨をA4判400字詰め原稿用紙3枚（英文の場合は、

A4判タイプ用紙ダブルスペースで2枚）程度にまとめて、3部（コピー可）

をフロッピーディスクと共に提出すること。

3．詮衡および研究発表の割りふりは、『甲南英文学』編集委員会が行い、詮衡結

果は、ただちに応募者に通知する。

4．発表時間は、一人30分以内（質疑応答は10分）とする。
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