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1丘llo，sInnovationsin乃eムユロ血伽aBt

AbkoOko

1．Pop叫of也ePlay

me血血伽aDthadcreated asensationinthe theatriCalworldof

Englandintheeighteenthcentu工ySinceitwasfirstperformedintheDrury

I．aneTheatreonthe22ndofJuh1731．me杵をekb，鮎bz・datedthe21stof

Augustwrote：

TheBeglmgOfthefirstActoccaSionedaSneerintheAudience，”．but，before

the End ofit，the Case was qultealter’d，．．．aS the Plot advanc’d，and new

C血mstances of Guilt　and Distress aggravated the Concem Of the

Spectators．．．andI believe there was hardbT a Spectatorthere that did not

witnesshisApprobationbyhisTbars．1

AndthenextyearmeEhZit7eZd邸ectabwdatedthe22ndofJanuaⅣWrOte：

meplay．．．a飴ctstheMindwiththefeelingSenseoftheunhappyStory；and

ShewshowagoodDispositionmaybe00rruPted；andseemshappilycalCulated

todoGoodinsuchaCityasIJOndonwhereThousandsofyoungPeople are

prettynearinthesameCondition．2

Theophilus Cibber（1703・58），managerOfDruryLane，aPPreCiatedthis

WOrk as“almost a new species of tragedy；WrOte On a Very unCOmmOn

Subject．”3Indeed meムⅥChu2MBndiaDろashe said，broughtthe two new



thingsintothethentheatriCalworld・Onewas，aneWgenreOftragedywritten

inprose，nOtinversesaswastraditionanydone；andtheotherwasthechoice

Ofhero notinaristocratic society butinbourgeois societylTbese two

CharacteriBticsswayedthetheatresomuchthattheplaysubsequentbThada

gTeatinfluenceonEdwardMoor（1712・57）inWriting乃eaL22eSb，Z・（1753），

GottholdEphraimLessing（1729・81）inWritingA払ぎ免招．5bDPぷ皿（1755），

andHenrikIbsen（1828・1906）inwritingA肋〟をaLLSe（1879）・LadyMary

WortleyMontagu（1689－1762），anOtedplay・gOen uSedtodeclare，aSher

ServantquOted，“・・・thatwhoeverdidnotcryatGeorgeBarnWeumuStdeserve

tobehanged・”4Butnoteveryonepraisedtheplay；therewerealsoharSh

Criticisms・SamuelJolmson（1709－84），forexamPle，COmmentedonthisw。rk

that“・・・thewritingofproseisthepleaandexcuseofpovertyofgenius．”5

Undauntedbycriticism，itsperformancescontinuedtohaveastrongholdon

thepublicmind・AlthoughBritishtheatreswerecontrouedbytheLicensing

Actof1737，Which止teralbThtedtheproductionoflegitimatedramat。tW。

Patenttheatres，itrecordedasurpriSingfigure：180performanCeSOVerforty

Six seasons at Drury Lane，at Covent Garden，and at minor theatres．

Enthusiasmoftheaudienceforthe鮎sttwoyearSWaSSOgreat，thatwhen

QueenCarolineheardthereputationoftheplay；Shelongedtoseeit．Butshe

WaSunabletodosobecauseshewasawqyfromLendonatthattime，SOShe

hastenedtogetitsmanuscriptsent・TheperformanCeWaSStagedalBOatFairs

SuChaSBarth0lomewFairandSouthwarkFair16“On22May1732yet

anotherproductionappearedatLincolm，sInnnelds，andonthelstofJume，

withaperformanCeattheNewHaymarket，Lillobtragedycompletedits

CircuitofeverytheatreinI・Ondontheno飴ringplays．”7

Bythemiddleoftheeighteenthcentury；howeveちthisplaywasshpping

awayfrompeqple’smind，buttheperformanCethatDavidGarrick（1717・1779）

PreSentedintheDruIyLaneOnthe26thofSeptembeち1765，revivedits

reputationagainSarahSiddonB（1755・1831）actedMinwoodinLiverpoolin

1776・Thus，thisplayrepeatedacycleofdisappearanceandreviVal，and230

PerfomanCeSWerereCOrdedinthewhole18thcenturylGenera職playswere

PutOnthestageforseveraldaysanddied，Ortheycamebacktolifelongafter
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theirfirstperformancewasover．Butinthecaseofme血血伽aDろit

hadarunfortwentymights．ThisperformanCereCOrddidnotmerelyinustrate

the popularity ofthis play；those who wereinterestedinmoralproblems

PrOvidedfinancialaidforthisplaylAsCibberdescribed，“Theplaywa8．．．

frequently bespoke by some eminent merchantsand citizens who much

approveditsmoraltendency”（McBurney127）．LendonmerchantSfoundthat

itdepictedtheirlivessymPatheticauyandthatitwelcomedtheirnewpower

andstandinginsocietylThosewhofoundthatitsmorallessonwase飴ctiveto

apprenticesandyoungpeoplesupporteditstronglylItwasrecommendedasa

guidanceforapprenticestoIJOndonmerchants，andmanyapprenticeswentto

Seethisplaybecausetheirmasterstoldthemto．

AsforthetextofmeムⅦ血伽aDちLiuodidnotcorrectoralterthe

firstedition，withtheexceptionofpunctuationmarksandinconsistentstage

directions．Inthe丘氏heditionwhichwaspublishedon23January1734，hefor

thefirst time added a sceneinwhich a丘nalconfrOntation ofBarnwen and

Minwoodbelow the galbws takesplace，andinwhichBarnWellpersuades

Minwoodinvaintobepenitent．8

ThepopularitythisplayenjoyedandtheimportancethiBplayhadinthe

theatriCalhistoryaresooutstandingthatIwanttolookatitfromitsfirst

COnCePtionanditssubsequentdevelopment．FirstIpayattentiontothebanad

GeorgeBarnWellonwhichIdlobasedhistragedy；andthendealwiththeway

hedramatiseditaddinghisowninnovations．

2．Ⅵhtj血gaDramadcPieceoutofaB曲d

AsGeorgeulohimselfSaidinhisprologue，Tne血血胞℃カaDtWaS

dramatisedfromabanadentitled“GeorgeBarnWell，”whichgainedpopularity

Whenitwaspublishedinthemiddleoftheseventeenthcentury．Ba皿adswere

OneOfthecommonsourcestowhichdramatistsresortedforwritingnewplays．

Butofcoursetherewasagreatdi飴rencebetweenthebanadandtheplay

baseduponit．ulohastransformedacriminalstoryintoagreathterarywork
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WhichwouldatonceentertainandinstruCtagreatnumberofaudiences．

Inwritingafive－aCtPlayoutofthebanad，Lillointroducesthreethings

thatarenotexistentinthebanad‥characterisations，aClearmoralconcept，

andthecriminalS，sattitudewhenhcingdeath・First，theIJOndonmezt：hant，

Whointheba肋dwasreferredtoasthe masterofBarnWell，is named

Thorowgood，engagedincommerce on alarge scaleinthe drama．He

POSSeSSeSgentlemannersandhighsocialstanding，holdingafimphilosophy

Ofa merchant・He playsaneXCeedingbTimportant roleinthe drama．

ThorowgoodteacheshisapprenticeTheman“themethodofmerchandise”aII，

iii，1），Whichhesays‘竹山bewenworth鮎S】painstostudyasascience”（ⅠⅡ，i，

3・4）・Itisnotonlyameanstomakeoneselfrich，butalsoutilizesteclm0logy

andindustryinordertopromotewealthandpeaceamOngthenations‘by

mutualbenefitsdi乱Singmutuallovefrompoletopole”CII，i，8・9）．He

PreaChesthatthemoralityofmerchantsishighandthattheyshouldw。rk

hardatmerchandisingwithprideandconfidence．

OnthedayfollowingtherhghtwhenBarnWenStaySatMinwood，sh。uSe

Withouthispemission，ThorowgoodlooksBarnwellinthehce，andsays‘T

Winnothearasyllablemoreuponthissubject…・Whateverisyour払ult，Ofthis

I’mcertain；’twasharderforyoutoo飴ndthanmetopardon”aII，鴫，35・41）．

Thorowgoodsuspectsfroml3arnWen，sexpres＄ionthathehascommitteda

heinouscrime，buthedoe＄nOtWanthimtosu飴rbycon鮎Singit．Hebelieves

thatBarnwenwillcorrecthiserrorbyhimseuandsohepassesale山ent

judgmentonlmandgoeso圧WhenBarnWenhearSit，heisprofoundbT

moved・Hecurseslmselfas‘Ⅷain，Viuain！Baselytowrongsoexcenenta

man！”吼V；1）andimmediatelydeclares，‘1renounceher・Ⅰgiveherup！”（H，V；

5）

SecondkthecharaCterizationofBamWeuisveryconvincin如done．In

theballad，BamWenVOluntaribsuggestskimnghisuncleformoney；hisonbT

relative・Whenheisabouttobeseizedbythepolicebecauseofaccusationon

thepartofMinwood，heescapesabroad，WherehechargeSMinwoodwitha

CrimeofmurderandsendshertothegaⅡows．Hefurthercommitsamurder

inPoland・AsagainstBarnWenWholackshuma山tyinthebanad，Barnwe止in
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theplayisanexceedinglyg00d・naturedperson・Hemakese氏）rtStOreCOVer

hisformerSelもatanearly＄tageOfstunblmg．Nevertheless，heistempted

intothepathofevi1，andconsequentlyistDrmentedbyaguiltyconscience・He

isdescribedasapersonwhoisriddenwithguilt・

Thir恥BarnWeu’stotalpemitenceandMinwood’sself・defenseareputin

marked contrast．In contrast to BarnWell who remains an honest man，

MillwooddoesnotchangemuCh．SheseducesBarnWeuintobed，Cajoleshim

intostealingmoneyfromhismaster；driveshimtokillhisunCle，andwhen

moneylSuSedup，indictsBarnWell・Butsoonsheisarrested，andhanged・

L山oportraysanattractiveandcunningwomanwhocandeviseaseriesof

trickstoexploitaninnocentyoungman・

Intheplay，LucyandBlunttakesideswithMiuwoodatfirst，butwhen

theyknowthatMillwoodisgoingtomakehimkinhisuncle，theyfeelthe

pricksofconscienceandchangetheirmind・AsforMillwood，Sheisdescribed

asaviuainesswhoexploitsBarnwenformoneyl

Therefore，indeveloping a plotfor his play out ofthe bal1ad，Lillo

emphasizes the contrast between BarnWell and Minwood，theformer

attai血lgSalvatiOnbyrepentanCeandthelattercondemnedforrefuSingto

repent・MariatriestohideBarnwell，sembezzlementfromherhtheちand

troublesherselftosaveBarnwen，thusleavinghiminthedilemmaoffateand

love，andheighteningthesentimentahtyofthetragedylL山oemphasi2X！Sthe

an訂lishofBarnWel1whohasstrayedfromthepathofChristianmorahtyand

repentswhathehasdoneJtenhancestheimportanceofthelessonoftheplay，

anditsinstruCtivepurposefortheaudience．

3．ulo，8InnovadonS

Lillo’SinnovationB are traCedbycomparinghis tragedywiththosein

Restorationdrama．

（1）Transitionoftheideaofherointragedy

Therewasatacitunderstandingthatheroesandheroinesintragediesof
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theRestorationDramaarethoseofhighsocialstandingsuchaslords，the

Charactersofmythsandlegends，andmiLtaryo伍cers・Forexample，Cato，

WhoistheheroofChb（1713）byJosephAddison（1672－1719）isageneralof

Rome；Calista，Whoistheheroineofme伽hzzibnt（1703）byNicholaB

Rowe（1674－1718）isadaughterofnobility・Inboth略几如月閻eryed（1682）by

Thomas Otway（1652・85）and　乃e hLal脇吻（1694）by Thomas

Southerne（1660－1746），theheroorheroineiseitherano伍ceちOranariBtOCrat．

Itisrarethatcommonersplayaleadingpartintragedy；althoughthey

frequentbTgOinandoutincomedy Peachum，theheroof乃e物を

（わem（1728）byJohnGay（1685－1732），isadealerinstolengoods；andinsuch

COmediesas me azm由yI佗あ（1675）byⅥⅦiamWcherley（1640？・1716），

an点Ekmq，（1705）byJohnⅦnbrugh（1664－1726），and動徴γ腸Di9月お

月iLmOW（1598）byBenJonson（1572－1637），theheroesareordinarypeoplein

theireverydaylife．

InatimewhentheideaoftheherowasfiⅩedwithintherulmgclasses，it

WaSboldandunprecedentedtomakeanaPPrenticetoamerchantplaythe

PrincipalpartofatragedylL止lo，sexperimentwasquitenovel・Howevel；Pardy

a＄areSultofthePuritanRevolution（1642－49）andtheGloriousRevolution

（1688），thecentreofpowerinBritishs∝ietygradual1ymovedawayfromthe

aristocracy andthe bourgeOis classincludingmerchants who had gained

economicstrengthstartedtoseizerealpowerinsocietyInthismovement，it

WaSinevitablethatthebourgeoisbecametheheroofanewage．

LilloexpressedatthebeginmingofhisdedicationofhistragedytoJohn

Eyle＄，WhowasbaronetandMemberofParliament：

IfTragicPoet工ybe，aSMr．妙hassomewheresaid，themostexceuent

andmo8tuSehlKhdofWhting，themoreextensivelyusefultheMoralofany

Tragedyis，themoreexcellentthatPiecemustbeofitsKind．（StefEbnsen151）

Subsequently，Lino aimed at“the excitingofthe PaSSionsinordertothe

COrreCtingsuchofthemasarecriminal，eitherintheirNature，Orthrough

theirExcess”（ibtd）andheclearlystatedthathewould“enlargetheProvince

OfthegraverKindofPoetIy”（ibLd152）．HereL山oannouncedhisdidactic
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aimsanddeclaredthathewouldrevisetheexistingtragiCtheorytomakehis

dramaaccomplishitsmoralandinstrumentalgoalS．

…Tragedyis so hrfromlosingitS Dig血ty；bybeing accommodatedtothe

CircumStanCeSOftheGeneralityofMa血nd，thatitismoretrulyaugustin

ProportiontotheExtentofit8Influence，andtheNumbersthatareproperly

a飽ctedbyit．（jbid151）

Thus，heemphasizedthat‘PlaysfoundedonmoralTalesinprivateL脆，

maybe ofadmirable Use”（ibjd152），and said：“…nOthingcanbe more

reasonablethantoproportiontheRemedytotheDisease”（jbid152）．Herethe

“disease”meant the problemwithtraditionaltragedywhich neededtD be

renderedmoredemocratic；andthe“mmedy’meantashiftofcharaCterSfrom

theroyaloraristocratictDthebourgeois，andashiftofsituationsfrompublic

andpolitiCaltoprivate anddomestic．Inclassicaltragedies，the herowas

necessaribTOftheroyaltyorthenobility；andthedisasterthathappenedto

him was relatedwith the fate ofhis country or ofhis socialposition．A

sympatheticidentificationwiththe tragic hero，uPOn Whichthe mora山y

reformative puq）OSe Of tragedy depended，COuld be achieved when the

dramatistsucceededin“theexcitingofthePaSSionsinordertothecorrecting

suchofthemasarecrirninal，eitherintheirNatureorthroughtheirExcess．”

0nlyonthebasisoftheirsymPatheticidentificationwiththeherocouldthe

audiencesharethehero’smoralenlightenment．

Inwritingatragedybasedontheballad，Lillopaidattentiontoitshaving

acloserelationtothedailylifeoftheaudience，andnecessari1ytransformed

theideaoftragedy；COnferringestheticlegitimacyonpopularculture．What

distinguished TneムⅥCkm腸適aDtfromtraditionaltragedieswasthatit

appealed to the audience’s sense of moralityand to theidentity ofthe

bourgeoiS Classthey belonged to．Althoughordinary people occasionany

appearedinformer drama，includingsuchplays asA FfbLZZen互肋dm地

点血dL2eS＄（1607）byThomasHeywood（1574？・1641）andthe anonymOuSA

肋乃聯dvandAzYhnofPbt℃r写bam，but these couldnotbe caued

‘Ebourgeois”dramas，becausetheydealtwiththeruralpoor．Lilloopenedanew
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PageintragedyintermSOfbringingitdowntothelevelofeverydaylifeof

peqple，andhewasthefirstdramatistwhoanabTSedthemoraloutlookand

SOCialawareneSSOfthebourgeoismerchant．

（2）Memhantashero

Tnehht7MaDtiSdi飴rentfromotherdomestictragediesinthata

merchantOCCuPi？Squiteanimportantplaceintheplay；aSWeunderstand

from the double－title‘TheLendonMerchant；or；The HistoryofGeorge

Bamwell・”HeretheLendonmerchantandhisapprenticearejuxtqposed．At

theverybeginningofthisplay；Thorowgoodta址sofbelie伝andcapabihtiesof

themerchantS，Who，inatimeofnationalCriSis，COntributetobringlngPeaCe

inthewholecountryaswenasintheworld．

TheBankofGenoahadagreed，ateXCeSSiveinterestandong00dsectdtyto

advanCetheKhgofSpainasumOfmoneysu伍cienttoeq巾phisvastAmado．

Ofwhich，OurPeerlessElizabeth（morethaninnamethemotherofherpeqple）

beingwellinformed，SentW山Singham，herwiseandfhitl血lsecretary；tO

COnSultthemerchantsofthisloyalcity；Whoallagreedtodirecttheirseveral

agentstoinfluence，ifpossible，theGenoesetobreaktheircontractwiththe

SpanishCot血，Tisdone・ThestateandbankofGenoa，havingmaturely

Weighedandrightlyjudgedoftheirtrueinterest，preferthefriendshipofthe

merchantsofLeふdontothatofamonarchwhoproudlystyleshimselfKingof

bothIndies．（Ⅰ，i，31，43）

FromhiSWOrds，itisclearthattheplayissetatthetimewhenthe

invincible SpamihAmadais going to attack England．He te止s how

merchantSSOftentheantagomimbetweenEnglandandSpainandcontribute

tothesecurityofthenation・Hefeelsproudofhisprofessionandsays，‘Asthe

nameOfmerchantneVerdegradesthegentleman，SObynomeanSdoesit

excludehim”a，も26－27）・Thorowgoodisatraderofgreatwealth，With

Penetratinginsight and admirable personality His premises are viSited

frequentbTbycourtiersandnoblemenandhetreatsthemrespectfu11y．He

WantShisdaughterMariahappilymarriedtooneofthem，andsaystoMaria

thatifsheisnotathomewhentheyvisit，theyw山bedisappointedandregret
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havingvisitedThorowgoodthemerchant．ButMariaanSWerS：

HethatshaⅡthinkhistimeorhonorlostinvisitmgyoucansetnorealvalue

OnyOurdaughter’scompany；Whoseoulymeritisthatsheisyours．ThemanOf

quality；Who chooses to converse with a gentlemanand merchant Ofyour

worthandcharacter，mayCOn鈷rhonorbysodoing，buthelosesnone．仕，h，

20・25）

Mariarepresentsherhtheras“agentlemanandmerchantoflhis］worth

andcharacter”．Astheword“gentleman”indicates a nobleman，it sigrhfies

thatThorowgoodasmerchantisasgoodasanobleman－atleastinmentahty；

ifnotinactua上tyl From the sixteenth century to the eighteenthcentury；

England has attained remarkable economic growth，tO Which merchants’

COntributionissogreatthattheyhaveraisedtheirsocialpositiontobeinone

withrespectabilitylThereforeamerchantcanbeequalorsometimessuperior

toageneral，hketheheroofAddison’splayorThomson’S．Truemanrightly

say＄that“fewmenrecoverreputationlost；amerchant，neVer”（III，hi，37－38）．

This showsthe great difEbrencebetween the merchants and the generalS．

GeneraLsmayloseawar；butiftheywinthenextwarbiggerthanthe丘帽t，

theycanreCOVertheirreputation．ButifmerchantslosetruStamOngPeOPle，

theywi11neverrecoverit．Accordingly；Whenmerchantsgiveajudgment，itis

alwaysexpectedtobesoundandprudent．Hegoesashrastosuggestthat

merchantSmaySurPaSSgeneralB，becausegeneralsruletheworldbyforcebut

merchantsachievethe sameaimwithoutspillmgblood．Theyachieveitby

mutualunderstandingandbypeacefulsolution．Tbsumup，Linoconsiders

thatmerchantsstandasworthyoftheroleofherointragedyasgeneralS，and

thattheymaybe superiortotheminpromoting“arts，industry，peaCe and

Plenty”andindi凪ISinglovefrompoletopole．

（3）RepentanceandNewLife

BarnwellissentencedtodeathbyhanかlginthesamewayasMillwood．

Heremainscalmevenwhenhehearsthepronouncementofthedeathpenalty

HedevoteShimselftoreadingtheBible，Sittingpeacefuuyinthecondemned

Cell，WhenThorowgoodenters．BarnWelliscon五dentthathewinsoongotDthe
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KingdomofGod・ThorowgoodpointshisfingeratBarnWen，andspeakstothe

audience：“Seetherethebitterfruitsofpassion，sdetestedreignandsenSual

appetitesindulgedrseverereflections，Pemitence，andtears”Nh，1・3）．ThiS

SCenedearlywarnStheaudienceofthedangerofgivmgfreereinbone，s

desirethroughtheexampleofBamWen・MeanwhileBamWellisreadyto

acceptthepunislmentwhichhehasbroughtuponhimselfAsBarnWe11and

Thorowgoodpart，Thorowgoodpersuadeshimto‘Ebearalittlelongerthepains

thatattendthistransitorylife，andceasefrompainforever”Ⅳ立，62－63）．The

fo1lowingarethewordshespeaks，WhenheiSleftalone：

Ⅰ丘ndapowerwithinthatbearsmysoulabovethefearsofdeathand，Spiteof

COnSCiousshameandguilt，givesmeatasteofpleasuremorethanmOrtal．Ⅳ

通，1－3）

ForBamWell，deathisnolongertobeafraidoLHeovercomestheterr。r。f

deathandevenfindspleasureinit・Byrepentance，hefeelshimselfpurified

andhi＄SenSeOfguiltandshameOVerCOme・ThispleasureOfregenerationis

払rlo氏ierthanthecarnaldesireforMinwood・BarnWen，sdiscoveryofpleasure

beyondthisworldbelongstothelifea鮎rdeathinChristiamity；andub

emphasizeshowpurifiedthehero’ssoulisbeforedeath．ItwouldbeabsolutebT

impossiblefor Minwood to understandthis ascetic pleasure．BarnWen

PrOCeedstothesca助ld，0飴ringthefollowingleSSOntOtheaudience．

Ifanyyouth，likeyou，infuturetimes

Sha11mournIny払te，thoughheabhorsmycrimes；

Ortendermaid，hkeyou，mytaleshallhe叫

AndtomysorrowsglVeaPityingtear‥

Tbeachsuchmeltingeyeandthrobbingheart，

WouldgraciousHeaventhisbenefitimpart

Nevertoknowmyguilt，nOrfeelmypain，

Thenmustyouownyououghtnottocomplain；

Sinceyounorweep，nOrShauIdieinVain． ⅣⅩ，23－31）

BarnWeufirmiybelievesthathiso伍ceinthisworldistosavepeqplefrom
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theirfuturedestruCtionbyhisexample．

（4）M迅wood’sb由c

Inthe丘rsthalfoftheeighteenthcentury；itwascustomarytopresent

WOmenaSthoseeasilytemptedandruinedbymen，iftheycannotprotect

theirchastity．Inhmeh（1740・1）bySamuelRichard80n（1689・1761），the

heroine，Pamela，is agirlof16yearsold，beaut血landinnocent．Sheisa

daughterofahrmhghmily；pOOrbutpious．Shegoesintoserviceasamaid

toa鮎lehouseofMnBwhoisalandlord．Buttheyoungmasterisanotorious

PrOfligate，andtriesinvariouswaystoviolatehe】二butshefirmlyprotectsher

innocencetotheend，andfinany，ShebecomestheyoungmaSter’slegalwifeon

accountOfherconstancさらbeautyanda飴ction．

Millwood，Onthe otherhand，iB aPrOStitute，Whofromthe be由nIliIlg

approaches Barnwellwiththeintentionofdeceivinghim．She succeedsin

Seducinghim，and thendriveshimto ruin．M山woodis anintricate，nOVel

Characterinthosedays．Sheismalicious，itistrue，butshedefimitebThasher

Principlestowhichsheremainsloyalthroughout．BarnWenk山shisunclein

the country and，Stunnedbythe atrocity ofcrime，forgets to stealmoney．

Whentheblood－SPatteredBarnwencomesbacktoMillwoodwithoutmoney；

SheiB enraged athim andblames him as a murderer and hypocrite．She

heapscursesonhim：

Whining，prePOSterOuS，Canting villain！Tb murder your uncle，rOb him of

l如lature’Sfirst，lastdearprerogative，aRerwhichthere’snoinjuryLthen

feartotakewhathenolongerwanted，andbringtomeyourpenuryand訂lilt！

Doyouthinkmhazardmyreputation－nay；mylife－ioentertainyou？qv

x，39－44）

Postulatingthehideousnessofhisguilt，Shesaysitisnotenoughtogivehim

uptothepolice，Shepersuadeslmthatthereisnopointinregrettingatthis

latetimewhathehasdone．Whenheraccusationisover；Shechargeshimfor

agTeaterCrime－thecrimeofthreateningherproperty；rePutationandlife．

BarnWellis convincedthat MⅡlwoodis a heartless and cruel woman who

takesnoheedofhishfe．
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InmehD血か丑如法aDHheconfrontationofTborowgoodandMiuwood

hig址ghtsitsdramaticinterest・Whenallherwickeddeedsareexposed，

Minwooddoesnotgiveherselfuptojustice，butattributeSal1herdoingstothe

eviltraditionofthemalesex，andthemale・CentredsocietylTheyhavedriven

hertobehaveastheydo■Even‘thejudgewhocondemnsthepoormanfor

beingathiefhadbeenathiefhimselthadhebeenpoor”（ⅣⅩViii，64・66）．

MuwoodassertsthatgoodandevilisliketwosideBOfthesamecoin‥whether

toinClmetogoodorbad，dependsonthesituationoneisin．Sheremarksthat

Whateverclassesandoccupationstheyarein，men，Swickednessisbottomiess，

andwomenarepitilesslysacrificedbythem．ShebitterbrcurSeSthemfr。m

herexperiences：‘1hateyouall！Iknowyou，andexpectnomerqy；Iaskfor

none”（ⅣⅩViii，40・41）・M山woodrejectSmerCyOfmenaSSh。b。li。VeSthat

thereisnomoraldistinCtionbetweenherinClmationSandthoseofmen・Why

Shouldshebepumishedforpursuingherdesires，WhereastheyarereWarded

forfonowingtheirown・Men・guidedbytheirdeBires，invadeandconquer

foreigncountriesor，indeed，Otherpeople，andruinthemandwhtheirreward．

Whereis the distinCtion betweenright and wrong，She questionB．She

Challengeswhatmenbelieveisright，byattackingtheir‘bretendedpiety”and

theirbarbarouscrueltyl

IamnOtfo01enoughtobeanatheiBt，thoughIhaveknownenoughofmen，s

hypocrisytomakeathousandsimplewomenso・WhateverreligioniBinitselも

aspracticedbymankindithascauSedtheevilsyousayitwasdesignedtocure．

Wねplague，and伝minehavenotdestroyedsomanyOfthehu皿anraCeaSthis

Pretendedpietyhasdone・andwithsuchbarbarousCrueltyasiftheonlywayto

honorHeavenweretotumthepresentworldintoHen．（ⅣⅩviii，49－56）

Shedoesnotembracerehgionasitdoesnotredeempeoplefromsorrowand

destruCtion・Rathershedenouncesitasitbringsdownevduponpeoplein

reaLtylPietyandmoralityareloudlytakedabout，andneverpracticedin

deed．

Thorowgoodregretstheirreligiousfeelmginherphilosophyoflife，but

admitsthat‘nuthistruth，thoughfromanenemyandspokeinmabe”（Ⅳ
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xviii，57）．Heisfhrfromconfutingherargument；heevengiveshertDleration

andmakessomeconcessionstohet二Thoughhigh－PnnCipled，hecannotcontrol

herinthisdispute，andevenseemsahttkdistuibed・

Miuwood，Ontheotherhand，iscapableofturningchargesbackagainst

heraccuser．SherefusestoaccepttheChristianmorahtywhichThorowgood

andBarnweufirmbTSuStain．協tshecarehllydistinguisheshermateriahsm

from outrightirreligion．Here DavidMazella draws our attention to the

dialogue betweenThorowgoodandMillwood，aSinit the argument over

religiousproblemsofthosedaysiSaPtbTreflected・

IJil10，8discourseofmoralinclusion，Whichisdisplayedinthislittle dialogue

betweenMillw00dandThorowgoodonthedangersof“pretendedPiety’totrue

religion，COn＄Ciouslydetachesitselffromthefixitiesofexistingreligiousand

pohticalsystemsandrecognlZeShistoricauyconflictingpositionsintoalarger；

moreabstractandcomprehensivemoralsystem．（Mazeu．a813）

According to Mazena，thereisin the eighteenth century；a COnflict

between Cathohcs　and Protestants，throughout Europe．By making

Thorowgood and Miuwood argue about rehgious problems　from an

unrestrictedstandpoint，Li1lotriestodefineathirdpositionneitherCatholic

norprote＄tant．Minwoodarguesthatlawandreligionmustbeseparated，and

thatStateauth0ritymustbedivertedfrom“pretendedpiet〆’OnbTinthatcase

anautonomousethicsisestablishedr・増neWhoseframeofreferenceiseither

thesocialorderortheconscience．Millwoodattackslaw，Saymgthatlthoseon

thesideofpun逼hingpeoplethemsekeshavehults：

Whatareyourlaws，Ofwhichyoumakeyourboast，butthe丘hl，Swisdomand

thecoward，svalontheinstrumentandscreenofallyourvinainiesbywhich

youpunishinOtherswhatyouactyourselvesorwouldhaveacted，hadyou

beenintheircircumStanCeS？Thejudgewhocondemnsthep00rmanforbeing

athiefhadbeenathiefhimsel£hadhebeenp00r．Thus，yOugOOndeceiving

andbeingdeceived，haraSSing，plaguing，anddestrcyingoneanother；butwomen

areyouruniversalpreylCVxviii，60－6g）
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Miuwoodanalyseslawfromthepointofviewoftheexploited，Whoare

pumihedseverelyfortheirinfractionsandgainnoprotection．‘Women”are

“universalprey〃formen，andtheyarehabitual1yexploited・‘Athousandways

Ourruinyoupursue，／協tblameinusthoseartSfirsttaughtbyyou”（ⅠVxviii，

71－72）・Minwooddeploresthatwomenarenotgivenafairdeal，andblames

SOCietyforits unLhirness to women・Meanwhile，Thorowgood cannot

SufBciently refute her argument・Lillo presents Thorowgood as one who

CultivatesProtestantvirtuesaswellasthoseofmerchantSWhocontributeto

thesafetyoftheircountrybymeansoftheirmercantilegainS・Consequently

Thorowgoodsu飽rsfrommoralambi卯itylHecannot魚山ydenywhat“a

femaleMachiaveue，〃asMcBurneytermS，rePre＄entS．10

0h，mayfromhence，eaChvi01atedmaid，

Byflatt’ring，fhithless，barb，rouSmanbetray，d，

Whenrobb，dofinnocenceandvirgin払me，

FromyourdestruCt，ionraiseanoblername：

Tbrighttheirsex’swrongsdevotetheirmind，

AndfutureM山Woodsprove，tOplaguemankind！OVxviii，73・78）

MwoodmaintainSthattheadministrationofjusticeiswrongandthat
thereforewomendonotobeyitbutbehaveaStheyl血e，Miuwood，slastthreat

that“futureMiuwoods乃wiuappearandrevengetheirkindonmenimprints

itselfupontheaudience，smindandmakesthemexaminetheirsinandresoIve

to avoidfuture o飴nces・Miuwood’SthoroughrefuSalof mercy and

repentance一寸endering her destruCtion unavoidable・．・ぺarries　withit a

Signiacantdramaticirony：Minwood，sargumentPlaysasubstantialrolein

arousingintheaudience，Smindasenseof‘加hatsinis”・Hence，Millwoodis

depicted as a womanWhowishes to exercise Hautonomy”andto make

Se旺assertionameansofgainingpowerovermen・Shede血esGod，butatthe

Sametime，Godalsodeniesher・ubo飽rsBarnWeuaSamOdelof“thesaved”

andM迅woodasamodelof‘thedamned，”totheaudienceinordertogauge

thesocialmorahtyandreassertitssoundness・Butonecannothelpthinking

that址eMilton，hehasanunCOnSCiouSSymPathytowardShis“devil．”



Lillo，sInnovationsin7迅eLozZ（わD助aDt 15

4．Aubnomyver8uS取a血dondV山ues

Becauseofitsclearmoralpurpose，me血hzZMbzdaDtmaynOtCreate

asensationtodaylButtheaudienceoftheeighteenthcentuⅣardentlysought

OutperformanCeS．

By the middle ofthe centuryit had become the traditional o飴ringfor

ChristmasandEasterholidays，Sinceitwas‘1udgedaproperentertainment

fortheapprentices，＆C．”asbeingamOreinstruCtive，mOral，andcautionaly

drama，thanmanyPiecesthathadusualbbeenexhibitedonthosedayswith

littlebutfarceandribaldrytorecom皿endthem．”Itwasalsousuanygivenon

IJOrd Mayor’s DayinNovembeIちPreSumablyfor the same season．EmeSt

Bembaummaybecorrectinspeculatingthat“thefrequentperformanCeOf

George Barnwen was encouragedbyinfluentialcitizens，nOt becausethey

themsehTeSenJOyedit，butbecausetheythoughtyoungpeOPleshould．”11

The play gainedpopular払vourwellinto the nineteenth centu王y and

marLy merChants五manCed the performanCe Of this play and put their

apprenticesunderanobligationtoseeit．In aut伽ecLgtibns（1861）by

CharlesDickens（1812－70），WhenPipisgoingtobeanapprenticetoJoe，Mr．

Ⅵbpslereads乃eム∽血凡才由℃カaDttOlmandsays，‘drAkewar血g，boy；take

Warning！”12　Dickens’sreferencesto meムⅥLhD励めaDtSuggeStalively

hmiliaritywiththeplayamonghisreadersandadevotiontoitamongactors

Whoroamedthecountryside，Whilethetragedyhaslongbeenconsideredasa

guideforapprentices．

Forthe audience of the eighteenth century；the story of a訂111ible

apprenticeandaE；Chemingprostitutemayhaveseemedmorelikelytobethe

materialofcomedythanOftragedyl ButthereisinmeムⅦ血刀伽aDta

COnCemtOimpressthe audiencethatwhathastoooftenbeenthe stapleof

COmedyisindeednolaughingmatter；thattheviciousnesstheaudiencewho

areuSedtolaughingatismoreproperbTthesubjectoftragedy．Ofcourse me
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rate，hasconceivedthistragedymoreasanextensionofthanadeparture

fromthepreviouspracticeoftragedy；byplacingtheq）Prenticeasaheroin

histragedyIndeeditpossesSeS manyqualitiesofheroicplayssuchas

Addison’s Cktoand Thomson’S軸honisba．13What makes乃e bnhn

腸適aDtdi飴rentfromotherdomeStictragediesinthe丘rsthalfofthe

eighteenthcenturyisthatIJinousesthisplaytoteachamoralless。n．He

PreSentSinthisplaythesolidmerchantmOrality；WhichisampbTinustrated

inTborowgoodもvirtuouscharacteちandbyBOdoing，enhancesthepoSitionof

In乃ebL7ゐD伽aDiulomanipulatesvariouscharacterstospeak

theirviewsonsocietytherebytx）relativisevaluesandmakethemshama

moreelasticviewofsocietylBarnWenandMillwoodareo飴redasmodekof

“thesaved〃and〟thedamned，〃withtheformerembodyingthetraditional

PietyofChriStiami転andthelatteranthropocentricautonomydiscarding

‘bretendedpiety’awaylmeideatoconsiderMillwoodasanaut。n。m。uS

CharaCterhasitsoriginsinthetwentiethcentuwFortheaudienceofthe

eighteenthcentuWMillwoodissimplyaprostitutewhohasaglibtongue．In

hct，u鮎rendershisheroevenmoreacceptableandhisviuainyetmore

detestabletotheorthodoxaudience・Miuwoodisinnovativeinthosedaysfor

herselfiustification・ButthisstoryisthestoIyOftheLendonmerchant．Asis

ClearinthevetbalexchangeofThorowgoodandM山wood，thedesireonthe

PartOfL山otocreateanewcategoryofreligiousbelietiscornectedwitha

moreautonomousdefinitionofhumanbeings・Therefore，uloもmodelofthe

autonomousbeingseemstobetheobedientBarnWell，nOtthei血telymore

ChallengingfigureofM山wood・Thatis，inmakingChristianmoralitystand

OutClear玩uohasplacedMinwoodandThorowgoodatboth。Xtrem。Sinth。

Protestant ethic，and BamWeninbetween，SOthatthe audience will

SymPathisewithBarnwe11who，inastateofindecision，hastoconsiderwhat

mora五秒由．

Li1lohasconfrontedtheproblemsoffatalityandprivateresponsibilityin

W血gBarnweⅡ，sdestruCtionandsalvation・Buttotheaudience，aSPrObably
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totheplaywrighthimself；thelogicoftragedyorofargumentislessimportant

thanthemoralexampleandtheevocationofawakingsympathyinthem・
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AStudyofDandyism

inRonHutchinson，S蝕u伽皿LZ2eu

AkadFllmSe

SynopSは

InRonHutchinson’splay鹿aulhzmmeH（2001），Wefindthatthebitter

endingofthelegenda工ydandy’slifewasanduetohiBnarCissismandhiswitty

tongue．With thefour fhmous words，‘Wh0’s your htfriend？”Brummeu

instantlyfe11fromhissublimestpointofglorysurroundedbythepeopleof

bloodandwealthinRegencyEnglandandhadtofleefromhisdebtcreditors

toCalaisinFrance．Weareledtopresumethatthecauseofhissadfhtethat

broughthimtopovertyandinsanitywasinhisnarcissistictrait．Certain

Self，bveandself・COntainmentmightsurelybetracedintheRegencydandyas

Wellasthe血・ゐ壷k）dandyas OscarWilde．However，inContrasttothe

ephemerala印eCtOfhshion，thedandyspiritwaspermanentlyestabhshed．

BeauBrummell，inhishshionandmarmerism，SuCCeSSfu11yembodiedwhatit

takestobecometheleaderofasocietyl

htmducdon

Tbroughout　the history of men’s fashion，the　focus of sigmificant

attentionhasbeenonthisoneman：GeorgeBryanBrummeu（1778－1840）．

Betterknown as Beau Brummell，he was the autocrat ofhshioninthe
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Regencyperiod（1811－1820）whochangedthewaymendresstothisdayandis

Celebratedastheoriginaldandy．Withsomanylegend＄attributedt。this

famous man，Brumme丑もhshionand manners display what de丘nes

dandyism．

Inthetwo－aCtPlay励au点meH（2001）byRonHutchiwn，although

heissu飽ringgreatlyfrompovertyandinsa血ty；Brummellissti11coveredin

gl0ⅠyaSthegreatdandyinhisheydaywhenhewasinLendon，andtheirony

liesintheLhctthat，nOWthathelivesinexileinanasyluminFranCe，heis

叩PrOaChedbynone・Somesettingsandthehi8tOriCaltimelmemayvaryfrom

the血ctualdetailS，butmanyanecdotesrelatingtoBrummellarerecountedon

StageeXaCtlyasthehmouslegendaryfigurehimselflived，enal）lmgusto

appreciatetheghmourandtranSienceoftheRegencylifealmosttwohundred

yearslaterl

TheaimofthispaperiStOdet是rminethatBeauBrumme】lwasnota

merecelebrityinthemodernSenSewithaStrOngtraitfornarCiSSismandyet

hecontinuestoappealtouswithawonderofdandyiSmbecausehecontrolled

andestabhshedtheahofdistancmgasane飽ctivemethodtoacquiresocial

POWerandmakelmselftheleaderofasociety

RonH血止血抑止P肝Lr野ddBrumme皿：

AModernhterpzt，tationoftheDaLndy

Hutchinson，splaydepictsthepathosofBeauBrummellblifeatitsend．

Setinthewinterof1819whenBrummellisinexjkinCdais，longa鮎rhis

鈷血fromtheelegant勉・ShionablesocietyinRegencyEngland，0nlytwomen

areonstage・OneisBeauBrummellandtheotherishisvalet，Austin，a

fictionalcharaCterTbsettherecordstraight，itisin1816thatheSeCretlyflees

fromhiscountIytOthecontinent・OnarrivinginFrance，Brummellfirststays

inahotelinCaenanditisnotunt止1839，ayearbeforehisdeathin1840，that

hegoesintoanasyluminCalaiS・Inspiteofsuchalterationsinthehi＄tOriCal

background・thephyhasaltogetherandcomprehensivelycapturedthe

essenceofBrummell，slifeasalegendaryfigureand，Whatismore，aSan
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individual．

Withhis growing state ofinsanity，the play starts with Brummell

holdingaknilbathisthroatandtryingtocommitsuicidewhileheistaking

hisbath，aPartOfhisfamousrOutineoftoik，tb・BeinghmiharWiththis

impulsiveandself・destruCtiveact，forithascontinuedsincehisarrivalatthe

asylun，the valet distracts Brummen and takes the krhfe　away by

announCinganimaginaryvisitofBrumme11，S鮎endfromthepast，theDuke

ofNorfo1kNotonlytheDukeofNorfo1kbuttheDukeofDevonshreandall

othervisitorsareperson追edbyAnStinonstage．Manyyearsa氏erhelefthis

homecountry，thecelebratedfashionleaderoftheRegencyhighlifeislong

forgottenandfriendless；thevisitsareal1inthedandy’smindandnotreal・

Hereandthere，duringtheplay；theanecdotessurroundingBrummen

areretoldintheconversatiOnbetweenBrummeuandAustin．First，thereis

onewhenBrummell，aSthecaptainofthetenthLightDragoons，refusestogo

toManchesterforhe“couldn’tpossibbTbeseensomewheresounfashionable”

（Hutchinson9）．Otherstories，inwhichhetDSSeSOuthispileofstocksthathe

Lhiledtotierightandhowhehasdi鮎rentglovemakersforhis血gersand

thumb，areal1renownedlegendarytalesrelatingtoBrummellthataretold

onceagalnOnStage・Everyaccountpresentshisstrictprecisenessinfashion，

asBrummellspeaksinauthoritythat“Styleisinthedetails”（12）．Inanother

legend，the greatmasterof魚．shionisalBOknowntohave hadaristocrats，

royalpersonages，andevenPrinceRegentwatchhimdress；0nly，COnSidering

thepresentstateofpovertyinaconfinedinstitution，SuChfhmeisworthless．

In the play；inorder toimprove the血lanCialsituation，Austincleverly

suggeststhattheytakeadmissionfrompeopleinCalaistowatchBrummell

dress：

AUSTIN．Ihadtodosomething．

BRUMMEIL．Tbmakeashowofme，adisplay二

AUSTIN．「ゐudidthesameinEngland，

BRUMMEIL．Now and again men of distinCtion，Of taste，Of

re丘nemenレーthenobility10ften，OCCaSionanyroyaltytoo，yeS，WOuld

expressawiShtodbservemeaSIdressed．Averydj飴rentthing



22

fromturmingmeintoacarmiValattraction．

AUSTIN・Itwouldbe done verytastefunylIwas goingto hire a

harpsichord．（20・21）

Thoughitiscomicanypresented，thisepisodeprovesthatitwasBrummen，s

excenent tastein払shion that gavelmthe admittanceinto the high

fhshionableworld，red盟rmhgthat，aSLewisMelvinein蝕t伽LkmaDOf

ELZWeObserveS，thegreatestdandyofhisdayHdom血atedallhisriValB，and

eventhePrinceofWalesacceptedhimasanequar，（134）．

FurthermOre，Brummenismostcelebratedformoderatingmen，S鈷shion

byusingcleanlmenwithstarchforthestockandaddingstrapsunderthe

heel ofpantaloons．For these changes，he takes his own creditinthe

innovation：“Itamedthem，SirlItooktheDandiesinhand，aSItookthe

Englislmaninhand”（36），Thesignificanceofthechangeisinofhringa

StrOngCOntraSttOthe且ashyandcolorfulmacar0mifashionthatwasinvogue

atthetime：

Amanweamgsimpleclothes，Cleanlmen，nOthingtootightortoo

hshionable，nOthingwhichdrawsattemiontoitselforthewearerLthe

Wearerhimselt carryinghimselfwithdignity，quiet，reServeJthese

thingsmakehimanenemytoexces計「乱ndexcessistheantithesisof

Style．（37）

What Brummellsetastheru1esin払shionisalso directedtowards the

PrinciplesofwhattheidealEnかlmanshouldfonow＝“Thecoat．Thetr。uSerS．

Theshirt・Honest，Sinvle，understated・AllthethingsItriedtogetthe

EnglislmantObe”（39）・Criticizingtheoverindulgenceandextravagan。e。f

the macar0mihShion，Brummenbelieves the exactness andpreciSeneSS

Shouldbeapparentinthewearer，sclothesasaresultofhisdisciplineand

selfcontrol．

Brummell，sphilosophyagainstexcess，however；Standsoutbecause，in

realitytheglamOurandeleganCeOftheRegencysociallifeowesagreatdeal

tothePrinceofPleasure」〉rinceRegent・Brummellalsoeruoysthe許eat

bene丘tofhisconnectionwiththePrinceandhisextravagantlife＄tyle‥‘1had
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access，influence，greaSe”（44）．Itisthanks tothe Prince’spatronagethat

Brummeuisgivensuchahvorablepositioninballmoms，Clubsandeventhe

court．BeingongoodtermswiththePrincehasbroughtBeauBrummeumOre

wealthyhendsamongthe aristocrats；however，hisindulgentwaysoflife

wouldnotlast．

Forsome time，before hisflightto CalaiS，BrummeuSenSeSthatthe

relationshipwiththe Princeis notas close asbefore，aS hisbiographyby

KathleenCamPbenrecounts．IJOrdAIvanleyonceinvitesPrinceRegenttothe

bau atⅥhtier’s club，inthe hope that the Prince and Brummeu would

reconcile．Arriv血gattheentranceoftheArgyllRooms，PrinceRegentgreets

LerdAIvanleywitha graciousbow．Now，On SeeingBrummell，the Prince

staresandpasseson，meaningthePrincehas“cut”himinpubliC・Thereisa

tense silenceinthe room．Then，Brummeu SayS Charmingly，Clearly and

nonchalantbTtOIJOrdAlvanley，‘rWh0’syourht丘iend？”Campbenconcludes

that‘℃rummellhadhisfullrevengeinthosefourwords”（117）．Inhct，the

whole play by Hutclmson arises　from and centers on this anecdote，

representingthetumingpointofBrummelrslifeasthegreatestdandy．

TbunravelthemysteryofhowBrummeuhnsoutwithPrinceRegent，

twoflashbackscenes ofthisepisodeare O飴redintheplaylContrastingly；

Hutchinson’sdepictionsoftheincidentShghtbTdi飴rfromCampbell’sbecause

Brummellis portrayed not simply as a dandy symbol but more as an

individualwithhumanattributes．Inthefirstrecollection，Brummeu．loseshis

temperandself・COntrOlinutteringthefourwords：

BRUMMEIL．Mystomachrebels．MyheadspinS．Ⅰ’mbeingcu仁一Cutby

thisgrotesquefo01，thisRoyal1aughngstock．

AUSTIN．％upromiSed－

BRUMMELL．Ⅰ’d　given him my　friendship，tried tD teaCh him

everythingIknowofStyleandWitT

AUSTIN．Itdoesn’tdoyouanygood－

BRUMMELL．Heads are turned towards us．Ⅵmispering．LaughteL

Everyoneknows．ThePrinceiscuttingBrummell．Iclearmythroat．I

sayⅦ0，syourhtfriend，Akanley？，andit’sover；allofit，OVen（15）
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ConsideringthemiseryandmadnessofhiscurrentStateinexile，Brummelrs

OWnfeelmgandreconectionoftheincidentseemtohavechanged；stin，itis

ClearthatthisinstanceofthecasualposeinpaymgreVengetOthePrincehas

e飴ctivelymade“cutting〃oneofthedistinguishedaspectBOfdandyism．

Inthesecondscene，Brummencanbesympathizedmoreinthathe

acknowledgesafeelmgofregretandpredictstheihllfromhisposition‥

TheArgyleRooms．．．

ThePrinceisexpres81ynotinvited．．．

Music・Art・Poetry・．．

Ⅶ10’syour払t鮎end，Alvanley？，

Silence・Anintakeofbreath・Someonedropsatrayofglasses．The

Princestaggers・There，sacuriouSmetamCtaSteinmymouth．Ⅰknow

thatnothingwineverbethesame・Someonewaks払ce鮎stintoapinar

inastomihment・Itis，Ithink，theSublmestmomentofmy臆・ItisalBO，

Ofcourse，theworSt．（41・42）

Atonce，aSareSultofhiswittytongue，Brummenloseseverytlmg一心S払me

andwhatevercomesalongwithit・AmuBingly；thevaletpressesBrumment。

impartthesecretofbeingwittyWitandStyleareoneandthesamefor

Brummell・Hiswitis“moreanattitude”（42）andtheadvicehegivestohi＄

ValetisthatHyouwouldhavetoapprenticeyourselftoWit，aSyOuWOuldtD

Style”（43）・NotonlyhiSeXquisitestylein鮎hionbutalBOhisspirit，mainly

representedinhissharpwit，haspreparedthepathforBrummelltoenter；

andtobethrownoutotthehighsocietyofariBtOCratSandroyaltiesin

RegencyEngland・ThecurtainclosesforActOneasBrummellanxiously

awaitsPrinceRegent’sarriValinCalaisandentertainshighhopesofbeing

forgivenandg血gbacktoEngland，tOgetherwithPrinceRegentasg00d

丘iends．

InActlVo，WefindBrummellpreparingnervOuSlyandshakinglyto

receivethePrinceinhischamberintheasylumandcarefunydmssinghimself

withhisonlysetoffilthyattire・GreattensionarisesinBrummeuasthe

Royalcamiagecomesnear，but，tOhisdismay；thesoundofthecarriagedoes

notstopandPrinceRegentisnotcominguptheStairstoseehisold鮎end．
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And，thisiswhatactuauyhappenedinhistorylOnhisstatevisitin1821，

EuenMoerswrites，PeOpleheardthePrincesay，“IleaveCalaiS，andhavenot

seenBrummeu”（30）．BrummenaStheru1erofhshionrivalSthePrince，but，

asanon－aristocrat，heisobviousbTnOmatCh：“TheKhghadwon・Hehadseen

hisold丘iend，hisoldfoe一一Whichyouwi11－hisoldcomrade，beaten，bankrupt，

humbled，andhehadpassedhimby”（Mebille151）．Thedj飴rencebetween

BrummellandPrinceRegentisclearwhenwecontrasttheminthee鮎ctof

〟cutting”・HavingawittytongueisnomorethanaconspicuousPOSeforthe

dandy，maknganon－aristocratl止eBrummellseemsuperiortootherswith

hisexclusivepretensions；however；forthePrince，theconductofrefusingtD

recognizeotherscomesnaturalbandisnothingworthpayingregardsto・In

theend，Brummeuwi11notandcannOtleavethe asylumandislefttohis

con血1edchamberwithhisimaginaryvisitsfromPrinceRegent．

AsHutchinson’sBeauBrummenrePreSentS，the21st－CenturyCOnCePtion

ofdandyconnotesambivalence．Ontheonehand，aSanarCissist，thedandyis

selfcontained，absoIもedinhis own reflection，andvain about his taste of

hshion，While，aSaCelebrityBrummenisanattraction，COnStantlyadmiredin

publicona止occasions・BothcharacteristicshavebeenadoptedaspartSOfthe

philosophy ofdandyism，leavingtheinconclusive aspects as a mystifying

SearChtothepresent．

Brummena8Narci88iBt：Ij鈷W地aMirror

ThroughOuttheplay；HutchinsoncontinuouslymakesBeauBrummen

lookathiBOWnreflectioninthemirrorLAsamanofhshion，itismorethan

understandable and should be taken as a matter offact that，When Beau

BrummeuaSksforamirroralongwithtweezers，heshouldcheckhisdress

andappearanCeWithminutestattention；yet，theuseofthemirrorimplies

morethanjustBrummell’sobsessiontowardsfashion．

Tbbeginwith，inthescenewhereheiscutbyPrinceRegent，Brummeu

isnotplacinghimselfinfrontofthePrince．HemerelyobserveSthePrince

enteringthebaboom“inthereaectionofamirror”andBrummelliscertain
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thatPrinceRegentisawareofhimbecause“theglasstellsmethatmuch”（14），

And，afterBrummeuOnlysensesthathehasbeencut，hegiveshiswitty

remarkinthefourwords・Whentheflashbackends，hedespairingbTaSksfora

mirrortoraisehisspiritsbecause，takingagoodlookinthechevalglassathis

pro丘kfromrightandleft，he‘qikeswhaLthesees”（17）．Brummeudoesn。t

actualb hce whatis going on．He uses themirror to seeitand av。ids

approaclmgothersdirectlyl

Moreover；theuseofm血〕rSinmanyotherpartSOftheplaycertainbT

ShowsthetraceofBrummell，snarCissistictrait・WhenAustinpointsouthow

unnaturalitisforamanHtodevoteeverywakinghourofhislifetohowhe

looksinamirror・”BrummenrePlies了TIowcanonebelonelywithalooking

glassγ’（38）・Again，inanother scenewith the chevalglassinfront。f

Brummen，Austinsarcasticalbcomments：

AUSTIN・TherereauyisnotlmggolngOninthatheadofyourswhen

youlookinamirror；isthere？Excepthowyoulook

BRUMMELL・Whatharmwaseverdonebyamaninhischambers，

tyinghisstock？Whattimecouldbemoreinnocentlyspent？（56）

WheneverhisanxietygrowS，BrummellrepeatedlyasksfororrunStOWards

themirrorsincethereflectionoflmselfintheglassishi80nlyresort．Upon

preparingtoreceivePrinceRegent，BrummellcarefullytieshiBStOCk・Leoking

attheperfecttie，he〃seemsreluctanttOPulllmselfawayfromtheimageof

hinself’（73）・AsthemomentofthePrinceもarriValcomesnear；Brumm。ll

restlessly‘もeadstothechevalglassagain”（75）・Then，hearingthecarriage

pasSbyandrealizingthatPrinceRegentdidnotcometoCalaiSforhim，he

Seizesthemirror，‘lookingintoitwithhorror”（80）．Atthesametime，itisnot

juStthereditywithwhichheisunabletoconfront．Brummeurefusestosee

his own reflection because he cannOt払ce himself：‘Thatisn，t me＿．”

Brummellisentrappedinhisownreflection・Hisimageintheglassistheonly

thinginwhich，Brumme止believes，Perfectioniskept．Facingthemirrorhas

becomehiswayofprotectinghimselffromreahty・Novv，withhishopeofgoing

backtoEnghndutterlygone，heisle氏aspoorandinSaneaSeVer．

Austin，then，PainfunybringsBrummelltodealwiththe払ctthatheis
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nowforgotten・Hehasalwaysspenthistimewithhisownreflection，justas

Narcissuswould，andnotwithreality：

AUSTIN．％udidnothingwithyourlifebuthveit．

BRUMMELLWhatelsecouldIhavedonewithit？

AUSTiN・LiveditinfrOntofalookingglasswitha皿theotherbuggers

Standing aroundwatchingyoulooking atyourselfknowingthey

WereWatChingyoulookingatyourself

BRUMMEIJL．Ialwaystriedtolookmybest．

AUSTIN．Isthatanthereistolife？

BRUMMEI．LAn？

AUSTIN．Isn’ttheresomethingmore？

BRU皿EI．LMore？

AUSTIN．ThewordNarcisSuSSPringstomind．（81－82）

BrummenCanOnbTdefendhisNarcissismbysayinghedidnotlmgtohurt

anyone except himsel【He，then，“turnS tOthe chevalglass，”stares“with

deSperatelongingintotheglaBS”，and“standBrivetedinfrontofthecheval

ghss”（83）．In the end，Pathosalone remains against the brimanCe Of

Brummen’S臆inthepast．BeforeAustinis dismissedbyBru皿menand

leaves his occupation as a valetfor good，Hutchinson makes Brummeu

actual1yadmithisNarcissism：

BRUMMELL．ThatthingyousaidaboutNarcissus－

AUSTIN．YttS？

BRUMMELL．ThatwasreauyveryL－70uknow－

AUSTIN．Itwas？

BRUMMEIJL．Itmight bethe nearest you’11ever come to saying

SOmethingworthrepeating．（86・87）

As　Austin　takes hiB　丘nalleave，Brummell resumes hisimaginary

COnVerSation，thistimewithPrinceRegent，and“retreatsintotheultimate

privacyofmadness”（88）．Whenweseenarcissismasanaspectofdandyism，

therelies some truthbut thereis more than selflove orself・admiration to

Capturethewholehshionandspiritofdandyism．Amerenarcissistwouldnot
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andcouldnotouthvehis払meinhistDryl

Brumme皿a8Cdeb軸

JustreCently，thelegendaIydandyhasnotonlybeeninbutwashterany

underspotligh→ntheatenOrigin抽Hutchinson，sjおau及7伽eHwas

firstperformedattheTheatreRoyalBathinEnglandon27February2001

withPeterBowlesplayingthedandylAnd，in2006，aSapartOftheBrits

O伊BroadwayFestivalat59E59TheatersinNewYbrk，IanXeqyportrayed

thebitterendofadandyasthehalfgonemadmanonstage．

Inthe reviews ofbothproductions ofthepl叩BeauBrummenis

appreciatedas a modern－dayversionofacelebrity．InhiBreviewofthe

performanCeinBath，PaulTaylorregardsthedandyas“theprecursorofall

thosemodernSWhoare払mousmerelyforbeinghmous”（1）・A血taGates，in

herreviewformeAをW‡白虎Zh2eSOftherecentproduction，alsowritesthat

‘Mh Hutchinson’sscriptissometimesunnecessaribTheavy・handedab。ut

ParallelsbetweenBrummell’S伝・meandcurrentcelebrityculture”（1）．It

CannOtbehelpedthatBrummenisperceivedasacelebritysincetheidea

resultsfromhisownlmesintheplay；Wherehesaysheisreceivedby

everyoneas“toomuchtheMonument〃‥山ThereisBeauBrummen，theywould

Say；nOVisittoEnglmdiscompletewithoutasightoftheTbwerorofhim”（10）．

Inare亭peCt，BrummellishmousforbeingBrummem，forhewas，Whenin

RegenqYIJOndon，thefirstguesttotheba鮎everymightandwasconstantly

referredtoamongthepeopleofthehighsociallife．

An0therrevieweroftheO伊Broadwayproduction，BrianScottLipton，

explainSfurtherthatBrummenismirroredas“theParisHJtonofhisday；

SOmeOneWhowas魚・mOuSSimpbTforbeing伝・mOuS”（1）andthat“thefleeting

nature”（2）iswhatthedandyandtoday，scelebrityshareincommon．Howeveち

LiptonalsoacknowledgeshowBeauBrummelldi飴rsfromParisHiltonand

the址e－Celebrity：

It’struethattheman，sonlyrealtalentwashissupremesenseof

StyleTknowingjusthowlongac蝿howshortasleeve，Orhowtighta
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cravatshouldbe－yetitcatapultedhimintothehighestranksofsociety

andhadalastinge飴ctonmen’S払shion．（1）

ItisBrummell’ssingulartastethatleftapermanentinfluenceonhowmen

dress，and，COnSideringtheageinwhichpeopleplacedgreatimportanCeOn

rankandclass－distinction，BeauBrummell’sremarkableascendancyintothe

hShionable societyofRegencyEnglandwasexceptionalinContrasttothe

celebritiesofthepresent．

Kelly；WhoplayedthepartoftheBeau，hasalsorecentlypublishedthe

dandy，sbiographylk）aU及・ummeu’me E肋atelhD（か（2005）and，init，

describestheconfusionandmultitudeofde丘nitiontheword“dandy”entailS：

T）andy’can belevied as compliment andinsult toal1the many

vamities ofmen．Dandies are Macaronis，SeXualadventurers，SOldiers，

chinless wonders，Or anthese tlmgs．Brummen’slifedescribed these

variousquahtiesalso；tDSOmehewasDonJuan，tOOthersafop．Hewas

brieflyasoldierandakaysaposeur．Brummeuhimselfsawoneofthe

peremialshiftSinthemeaningoftheword，fromthepositivetDatermOf

derision．Hewasinitiallyhappytobedescribedasadandy；justashewas

tobecalled‘Buck’atschool，and‘Beau’asayoungman．Butthedandy

crazethat，fonowedinhiBWake，inIDndon，thenPariSandbeyond，greW

inhislifetime to suchridiculousproportionsr－men SOtightlycollared

thattheycould not Seetheirfeet－－JhatBrummellsoughtto distance

himselffrom the term．His dandyism，mOreOVer；invoked morethan

clothes：itwasawayofbeing．（4）

Nobodyhasyetcompletelydefineddandyism；evena氏erthegreatrulingby

Brummeu，thedandy払．shionhasundergonesomanyvariationsthatallthe

transientandephemeralimagesofadandybeartruthsthatareaccurate

Whilecontradictory．

Anarcissistisoneimage；theself・loveortheundevelopedabsoq）tionof

selfofanarcissistisbrilliantbTdepictedinHutchinson’sportrayalof

Brummeu．However，aSErikH．Eriksonpointsout，byacqthring“afeelmgof

continuedcommunalmeaning”（71），narCissisminanindividualislater
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absotbedintomorenaturalselfeSteem．A払shionabledandysurebradmires

himselfexcessively；onthecontramheisalsomatureandcon丘dentofhis

masculinity・ThedelicatenessandshakinessofanarCiSSistinBrummen，aS

Seenintheplay，aremOreOftheresultofadandyimagethathasevoIvedover

thelengthoftime・And・thedandyasacelebrityisanothertruePublic

perception・Evenso，ittakesmoretlmsuchhumanea印eCtOfselfloveorthe

merereputationof“払mousforbeinghmous”forthehshionandthe

Philospphyofthegreatdandytosurviveandcontinuetoappealtosomanyl

Moretruly，BeauBrummell’simpactlivesonsinceitishewhocreatedthe

modemCOnCePtOfmannersandmascuhty・ThekeyliesinhowBrummell

e＄tablishedtheartofdistancingasthenecessaryskintobecomethe

Self・aSSuredandauthoritativeleaderofasociety．

Br皿即皿aSbader：

E8t濾鮎bhg仇eAdばD如皿血g

His exceuent and distinct tasteinhshion undeniably characterizes

Brummen’s dandyism・‘℃y becomlngthe supreme dictatorinmatters of

dress，”StephenRobinswrites，‘もebecamemoreimportantthanrqyalty，（75）．

InreaLty；BrummennOnethelessca皿eintotheworld‘加ithoutfortuneand

withoutra止’（419），aSBenjaminDisraelisunsupBrumell，slegendary

reputationinhishshionablenovelI伽血日仏町Heneverbelongedtoany

individualorclass・EventodaynOteVeryOneCanbecometheleaderofasociety；

withorwithoutbloodandfortune・Frankly；theissueofhowBrummellwas

able，Simplywithhissenseoffashionalone，tOaCquiresocialPowerandstand

atthetopofasocietyastheleaderisstiuopentoquestion・Byrevealmgthe

SeCretOfhis dominance andmastery；We Caninteq）retthe true SPiritof

dandy由m．

AsseeninHutchinson’splay；bothcharacteristicsofanarcissistanda

CelebrityinBrummen，sdandyismsharetheuniquequalityofhowtoseparate

anddistanceoneselffromtheoutsideworld・Theclosenessorhrnessinspace

betweentheselfandtheotheriscruCialbecauseSuChdistancingcanbecome
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bothan advantageand a disadvantage．Asthe originator ofdandyism，

Brummellisanexpertinpracticingthisskinfulartofdistancing．Itisthe

Perfectstretchofspace，SeParatingthe selffromothers，Whichenables an

individualto diBplaysome airofsupremacyandexcellence．Marjorie Fink

ⅥばgaSfromtheviewofproxemiCssuggeststhattheleaderofa groupis

generanyplacedhigherandoccupies abiggerandmoreprivate space．In

COmparison，Brummen，eminent，aCClai皿ed and confinedinhis stature，

SuCCeSSfu11ymakeshisleadershipintheeleganthshionablesocietyofthelate

18th－andearly19th・CentunTEngland．Duringtheplay，Brummeuadmitsthat

itwashismasteryofhowtowearthestocksohighthat‘bropelled”（70）himto

thehighestrahk，andthegeniusoftheEnglishistoletaman“risebymerit”

（68）・Brummeuhasneverbeenamongthecrowdbutabove＝hee飴ctively

keepsagooddistancefromtheothers．

ForBrummell，theartOfdistancingisatonceanaturalcreationanda

designed one．Tb consciously mark the space between him and others，

especiauythosehigherinrank，Brummelldoesoften“cut”－Jhesharpnessin

鮎hionandinWitwhichdefinesthespiritofdandyismJntailoring，theneat

andprecisecutofhiscoatandtrouserssetsoutrecognitionthatBrummenis

notjustanyOtherindividualamongthecrowd．Suchsplendidtasteinhshion

COmeStOthedandyinstinctivelylOntheotherhand，〃cuttingn，aSinsnubbing

andignoringothersinpublic，isana飴ctedposethatBrummelldeliberately

takestogiveoffanairofindi飴renceandexclusiveness．Throughthesharp

Cutin］hshion and a飴ctation，Brummell ongmauy employs the art of

distancing to provethat apersonage whois aspⅡ1ng tO become aleader

requiresagooddistancetoseeandtobeseen－thetwosideSOfviewthatare

Sign追cantlyimportantforadandy．Bycarefunyseeingothersinresponseto

theved）alcuttinginpubhcandbeingseenas aperfectmodelof払shion，

Brummellestablisheshimselfamasterfu1andauth0ritativepositioninthe

SOCiety；COntrOlling othersfrom his own naturalandintended e鐙bct of

dandyism・Therefore，Cutting，VerbalbTandnon・VefbaⅡy；nOtOnbTSeParateS

himselffromothersbutalsoconveystheairofeminenceandexcellencewhich

addstothedandyanessentialqualitytobecometheleaderofasociety．

Moreimportantly；thise飴ctiveartofdistancingempowersthedandyas
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WeuaSanypersonwithoutfortuneandrank，because，aSJolmHaⅣey

ObserveS，itis“thestyle，COngicuousbru姐ash沸Ofanimpeccableselfrespect，

Ofa selfLreSPeCt nOt tied to rank”（29）・FurthermOre，Harveyfindsin

Brummen’sdandystyleoffhBhionthe‘もonorable”qu軸whichisnecessary

inmahngaleaderinanySOCietyofanyage：

Thedandystyledeclinestheassertionofrank，butisstillastyle

moreofassertionthanofconciliation，aSSertingacharactereqdⅤalentto

rank，the charaCter Ofthe山gentleman，」a termthat had many

inflections，butwhichsteadibTtendedtoemanCipateitselffromth。tie8

0fmoneyandblood．（31）

Alongwiththecoldandlevel・headednessinmaknghiBObsessiveneedfor

PerfeCtiontheessenceofthedandystyle，itishisdictatorialrukngofhshion

andmannerismthatadmitsBrummellintothe鮎hionablesocietylJemld

Seigelagreesthat‘Brummen，spowerwasinthee飴ctheachievedoverothers，

buthewasneverreauydependentonthem，aSaPerformermaybeonhiS

audience”（100）・Astheresultofhisself・rehance，Brummend。m血ates。Ver

Othersashemaintainshisimageascontained・reServed，andal00£therefore，

noonedarestosetfootinthespacetoapproachthegreatpersonage．The

independentandmoreprivateselfisthefoundationforBrummelltouphold

lmselfasasocialleader・Withtheadequate印aCebetweenhimselfandthe

Other；BrummemskillRdbTPraCticestheartOfdistanCingine飴ctt。Creat。

“theposeofsupposedbTe伍）rtlesssuperi0rity；eleganceor‘cool，【that】was

admiredandcqpiedinBrummell，swake，aStyleandmannerthathavealso

endured”（Keny469）；ultimately；Brummell，sdandyismcontinuestoseta

StandardofthemodemhshionandmannerSforthosewhoaspiretoinfluence

andcontrolastheleaderofasociety．

Co血由on

SeeingBrummenasanarcissistandacelebrity；dandyismstinentailsso

manya血bivalentandcontradictoryaspectsthatdefirhgitsgenuinespiritis
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Stillameaningfulchanenge．Melviuementionsthat“withthedeparturefrom

EnglandofBrummen，thecultofthedandybegantodeclme”（153）．onthe

COntrary；thewritersofthefashionable societylike EdwardBdwerIytton

and Benjamin　Disraeh，andlaterⅥctorian　nOVelists，SuCh as Wiuam

MakepeaceThackerayandCharlesDickens，tOOkmoreinterestinthedandy

Characters・Brummell’sdandyismhasnotgoneoutofvogue．Hislegendary

talesagamandagainappearinvariousworksofart．Thehshionandspiritof

the great dandycontinue tohscinate us even today as portrayedinRon

Hutchinson’sjおau肋meH
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超絶主義者ブロンスン・オールコットの教育観

－自己教育と自己信頼－

水本有紀

mPSIS

InstudyingAmosBronsonAIcott鬼viewsofedllCation，itisimportanttDhs

on theideas of“selfeducatiod’and“selfrehaIICe：’H由educationalideas are

Characteri2Xed by tran5CendentaliSm aS We】l as his simnarity w止h Pestaloz亘

Whosephihsqphyofeducationwasconsiderablya飴ctedbyRousseauも．Bronson，

Whohadeducatedhimselfthmughpeddlingandteaching，thoughtthatitwas

Very Signi五cantfor children toleamtheimportance of self・mOtivationand

Selfeducation．Headqptedintohisowneducationalconceptthetranscendental

idea　that children were created equal，StreSS血g　theirnportaue ofthe

individuahtyofeachptq）il．Bronson，Whowascalled‘theAmericanPestaloz亘”

thoughtthe goalofeducatiDnWaStO develqp‘the thildreh’s tenden町tOWard

truth．”Histr7mSCendentalideaofeducatiDn，Of止血theover－ridingpurposewas

toletchndrenpe℃eivethe‘qnfluenCeOfnatu代andProvidenoe，”wouldleadtothe

refomationofsociety

はじめに

2（氾6年度ビューリッツァー賞を受賞したジェラ／レディン・ブルックス（Ger血e

Br∞』，1955）の似通おレイザ・メイ・オールコット圧力u由aMayAk吼1838－88）

のエ艇あI偽me乃（1868）などに登場する父親マーチ氏を主人公にした小説である。マ
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ーチ氏は当然のことながら′レ十ザの父親であるエイモス・ブロンスン・オーソレコット

仏mosBmn幻nAIcott，1799・1888）がモf／レであり、作者ジェラルディン・jルック

スは、ブロンスンの書簡や日記を詳細に読んだ上でこの作品を書き上げた貧しいな

がらも自分を信じて前向きに生きる四姉妹の姿、プランテーションの主人に隠れて奴

隷の子どもに読み書きの勉強を教えるマーチ氏の姿に、ブロンスンの教育観を垣間見

ることができる。

伽で措かれているとおり、ブロンスンは13歳で学校を終え、小間物の行商な

どをした後、23歳で教師となったピューリタニズムの影響がさまざまな形で残って

いた当時のニュー・イングランドでは子どもの自発性を抑えることが教育であると見

なされ、体罰も教育の重要な要素として取り入れられていた超絶主義者であったオ

ールコットは人間性の覚醒と天賦の才能の調和的発達を説くスイスのペスタロツチ

OolmHehdchPestaloz或1746・1827）に感化されたこともあり、子どもの自発性

を尊重して子どもを一人の人間として扱ったやがてその教育法が注目を集めるとこ

ろとなり、35歳で新しい学校を開いたが、逆にその斬新な教育法が保守的な親たちの

反感を買い、さらに黒人の女子児童を学校に受け入れたことが追い討ちをかけて学校

を廃止せざるを得なくなった結局、その後も教育者として成功することはなく、ブ

ロンスン・オールコットは世間的には失敗した教育者であった

ルイザが書いた短編集的FmeeISku滋Sに収められている・Ⅶi，sEducati。n”

は、物事を学ぶにはいかに多大な努力を払わなければならないかを子どもに教える教

訓話であるが、その中に次のような一節がある。

His血l∝entandtendernaturemadealldddrenlovehim，andgaNehima

rem正kablepoweroverthem；sowhenthefirsthardmonthswerepast，and

hise助rtsbegntobear叫hefoundthatwhathadseemedan血血n

WaSabkssing，andthatteachingwashis印edalgi＆．（均血血町I触

肋毎75）

この作品には主人公イーライが16歳から30歳までの間で様々な経験を通して自らを

教育していく過程が措かれているが、実はこのイーライも、ブロンスンがモデルであ

る。この作品は時代設定や家族構成など、ほぼ事実に基づいて描かれているが、プロ

ンスン自身はイーライと違ってまったくと言ってよいほど経済観念を持ち合わせて

おらず、また大学教育を受けていなかったしかし、作品で描かれている行商や教師

という仕事を通して自己を教育していくイーライの姿はまさしくブロンスンそのも
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のであり、この自己教育こそがブロンスンの教育観の根底を成している。

ブロンスンはかなりの読書家で、読書を一つの手段として自らの自己教育を行って

きたが、決して先人の見様見真似で教育改革を行ったのではない。ブロンスンの教育

観を正面から取り上げた宇佐美寛氏も「彼［オルコット］は読書によって知ったことを

使って、彼の目の前にいる子どもたちを解釈し説明しようとしたのである」（『ブロン

スン・オルコットの教育思想』，151）と指摘するように、書物から得た知識を参考に

しながら、しかし最終的には己の内なる声に忠実に行動してきたのである。これが、

ブロンスンの教育観の中核を成す姿勢であり、この姿勢はエマスン（叫hW虹do

Emerson，1803・82）も次のように賞賛する、「自己信頼」を遂げた人間のあるべき姿

なのである。

FamiliaraSthevoiceofthemindistDeaCh，thehghestmeritwea託r払eto

Moses，PhtoandMiltonisthattheysetatnaughtbooksandtraditions，and

spokenotwhatmen，butwhattheythougl＊．AmanShouldleamtDdetect

andwatchthatgleamOfhghtwi1ichflashesacrosshismindhm咄

morethanthelustreofthefirmanentOfbardsandsages．（勧az2d

ム甜血椚喝259）

このエマスンの「自己信頼」の考えは、例えばブロンスンが当時は禁忌とされてきた

黒人児童の入学を快諾したエピソードに顕著に表れている。子どもは生まれながらに

して平等であるという超絶主毒知勺考えを生涯持ち続けたブロンスンは、自らも自己の

声に忠実であり続けた。社会を改革しようとする者は時として周囲から非難を浴びる

ものだが、ブロンスンの場合も黒人児童を入学させたことが災いして、結局1839年

にテンプル・スクールは廃校に至った。ブロンスンが実践した教育は、賛同する者も

多くいた一方、当時の社会にとってはあまりにもリベラルで革新的なものであった。

プロンスンは教育に従事する中で、時には疑問に直面し、思索に耽りながら、それ

でも不動の信念に到達しようと奮闘した。ブロンスンの目指した自己教育とは、超絶

主義のいう「神聖なる自己」を発見し人間が人間らしく生きる道へと導くべきもので

ある。さらに、教師という職業の意義について彼は

ThetaskoftheteacherishoherthanthatoftheministerbecauseitdealS

withsoulsnew－COme，unStained，andstin“tra血lgCloudsofglory．”（月ヲ励・古

物79）
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と述べ、次のような考えを示している。

OfanemplWInentS，thatofaninstruCtOrOpenSthemosthlland印aCious

ChfLMIsofeI再0yment・Fmmourfe鮎wbeingsareweinddbtedfora許eater

PIOpO血on ofourhappiness；andininstruc血nthe very s鴫ect ofour

attentionisafelbwbeing，theveryo旬ectofourhbouristhe meanSOf

dbtainingandimpartingthathappiness・HenαOnthissubjectevenTthingis

hvorabletotheindulgenceofthose飴elmgswhichcarrycomplacenqrandjW

andraptu托tOtheheart．（乃eehw22abafhAhDtt6）

このように、ブロンスンはより崇高に、より神聖になりうる可能性を秘めた子ども

の成長に直陰事を貸す教師という仕事を「牧師よりも神聖な職業」と賛美し、理想的

な教育は社会の改善につながると考えた。当時のアメリカで最も敬意を払われていた

牧師を「書籍にとらわれた理論家」に過ぎないと椰掩し、教師をそれ以上に重要なも

のだと断言したところに、教育と教師に対するブロンスンの並々ならぬ情熱が感じら

れる。

以下、本稿では、プロテスタンティズムが自由主義化しつつあった時代に、教育者

でもあり社会改革者でもあったブロンスンが築き上げた教育観について、主に超絶主

義の観点から、そしてしばしばブロンスンとの類似性を指摘されてきたペスタロツチ

などとの関連性を加味しながら考察する。

1．時代背景

ブロンスンの教育観を見ていく上で、その時代背景として、ピューリタニズムの教

育観を考察しなければならなしヽなぜなら、超絶主義を始めとする当時の様々な思想

がそうであったように、ブロンスンの教育観は、衰退してきていたとは言えさまざま

な面で隠然たる影響を与え続けていたピューリタニズムに対抗する形で生まれたも

のだからである。ピューリタニズムの根源には、アダムの堕落後、人間は「悪しきも

の」となっているため、まだ回心を経験して「あるべき」人間の段階に至っていない

子どもは、体罰を伴う厳しい教育を受けさせなければならないという考え方があった

しかし、ブロンスンは、子どもは本質的に善良なる存在であり、教師はその子どもに

生まれながら備わっている真理へと向かう力が十分に発揮されるよう補助的な役割
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を果たすべきだと考えた。

ブロンスンの教育思想に深く共鳴し、自分の設立した学校にブロンスンの名をとっ

てAlattHouseと名付けたグリーヴスOamesPierrepontGreaⅥ釦が、ブロンスン

に送った1837年12月16日付の手紙の中に‘qrhechildhasaninward，SaCI℃d，and

unChangeablenature；whichnatu托istheTbmpleofLeve．”（肋血血血路血

A WW　如d27（カという言葉がある。この手紙へのブロンスンの返事は残念ながら

残っていないが、このグリーグスの言葉に表れている、子どもは神聖な不変の性質を

備えているという考え方が、人間の可能性を主張する超絶主義者ブロンスンの教育思

想の核心となっている。

先行研究では19世紀におけるピューリタニズムの衰退の歴史を背景にブロンス

ンの教育観を考察したものは決して多くないが、宇佐美氏は「自由主義的」あるいは

「左翼」プロテスタンティズムと関連付けてブロンスンの教育観を解釈するべきだと

し、「ブロンスン・オルコットは、このような時代、19世紀前半において、「左翼」プ

ロテスタンティズムの持つ意味を教育思想にまで再構成し、教育実践を自ら行なうこ

とを通じてそれを検討・吟味し、自己の思想として具体化していった思想家であり、

ピューリタニズムに反対する契機を自己のうちに最も明確に自覚した教育実践者で

あった」（『ブロンスン・オルコットの教育思想』，細と述べて、ピューリタニズムの

影響が根強く残っていた当時のアメリカでのブロンスンの業績を研究する上で、ピュ

ーリタニズムとの関連を軽視するのは不自然である、と指摘している。また、シェパ

ード（OdenShepard）は、ブロンスンがピューリタニズムの影響が比較的緩やかであ

った南部の人々のヨーロッパ貴族風文化に強い感慨を覚えた点を指摘した上で、

‘hstantlytheCormec血tpedlar（Bk）reali次dthattheywererightin鮒

doin賢一」乳ndatthatmomenteveryragortagofamerelynegativePuritanism

whichmaystinhavebeenclmgingtohimfenaway；fomrl”触主

物53－54）

と、この出来事が今までブロンスンの心のどこかに存在し影響し続けていたピューリ

タニズムを払拭する機会になったと述べている。

さらにシェパードは“thatthesdleandunsupported印iritofamanmay（氾me

intx）anirrmediaterehtionwithitsMaken”（jをdku・主物70）を指摘し、宇佐

美氏が言及している「左翼」プロテスタンティズムの中で反ピューリタニズムの傾向
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が最も顕著なクェーカー主義とブロンスンとの関連を示唆し、ブロンスンが行商で訪

れたノース・カロライナでのクェーカー教徒との出会いが、ブロンスンの人生観、教

育観に強い影響を与えたと述べている。この運命的な出会いを契機として、ブロンス

ンはウイリアム・ペン獅Ⅶ血mPem，1644・1718）やロバート・バークレイ伽b止

BⅢ℃1叩1648－釦）といったクェーカー指導者の著作を読んだり、クェーカーと議論

を交わしたりし、神があらゆる人間の内に宿るというクェーカー主義の核心とも言う

べき信念に傾倒していったさらに、シェパードも述べているように、このようなク

エーカー主義の影響は、後に開花するブロンスンの超絶主義思想へとつながっていく。

Withthepowerofpiercingtoirmeressen恍S血hhewastoshowonmarLy

Other∝C舶ioru，hesingledoutasthecentralteachingoftheFhendstheir

dKtrineoftk日加肥rlight，’theirbeliefthattheindividualEX）ulmaykso

ilhninatedbythedivine印iritaStO印eakitswordtomen．Thisbeliefand

ddrinehemadehisown－－drPe血apsonemightbettersaythatitmadehim．

It helped him，Orfomd him，tO take hisfirstlmg st印tOWard

tran託endentahBm．（地を触70）

ブロンスンの思想、特に教育観は、子どもの善性を信じるという点で協業」プロテ

スタンティズム、更にはクェーカー主義の流れを汲むものであり、反ピューリタニズ

ム的立場にある。

体罰に関しても、ブロンスンはピューリタニズムとは全く別の考えを持っていた。

当時の教育で体罰が日常的に行われていた要因はピューリタニズムの影響以外にも

考えられるが、ピューリタンの原罪観が体罰を正当化する一因であったことは確かで

ある。しかし、ブロンスンは、最高の善である真理が（クェーカーの内なる光のよう

に）子どもの心の内に生まれたときから存在しているため子どもは内部から良くなっ

ていくものだと考え、体罰のような外部からの矯正はいっさい行わなかったその代

わり、子どもの自律性を重んじて、子どもに対する罰を、クラス全体の話し合いで決

めることにしていた。

そうして決めた罰のひとつに、ある一定期間、クラスから仲間はずれにされる方法

があった。同じく超絶主義者であり、テンプル・スクールでブロンスンの助手をして

いたェリザべス・ピーボディ馳abethPalmerPeabody；1804－94）はその教育の様

子を記録した勉感db5bαガ（1845）で次のように記している。
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Hetakedwiththem，OntheMondaybefoethislastanabTSis；andhaving

againadvertedtothenecessityofpainandpunislment，inageneralpointof

view；andbroughtthemtoacknowledgetheusesofthishurtingofthebdy；

ashealwaysphrasedit，inconcentratingattention，＆C・，hesaid，thathenow

intendedtohaveitadmin適tereduponhisownhand，insteadoftheirs；but

thatwouldneverdoit．Buthe約0nmadethemunderstandthathewas

serious．meysaidtheyprefemdbeingpunishedthemselves・Buthewas

detemhedthat they should not escapethe pain and the slme of
themselvesadmiteringthestmkeuponhim，eXCePtbybeingthemse加es

blameless．廟145）

プロンスンは問題を起こした子どもに体罰を与える代わりに、教師が責任を負うべき

だと考え、その子どもにブロンスン自身の手を叩カせたそうすることで、その子ど

もの中に羞恥心、痛みを感じさせ、自分の過ちがクラスというコミュニティ全体に及

ぼした影響を認識させるのがブロンソンの狙いであった。ちなみに、ブロンスンやエ

マスンを始めとする超絶主義者が当時、孔子や孟子などの中国古典思想に翻訳によっ

て通じていたことを考え合わせると、この羞恥心が、性善説を唱えた孟子が説いた「四

端の心」の中の羞悪（悪を羞恥すること）と重なる点で極めて興味深い。ブロンスン

自身が著した文献が少ないため、ブロンスンへの東洋思想の影響についてはあまり知

られていないが、アーサー・クリスティ　仏正hlrCh癒け）が‘lnhshmeAloo恍

probablyhadnoequalasapopuhrofOrientalism・”（乃e肋扉蜘

73）と指摘しているように、ブロンスンはエマスンやソロー田enWD甜ddmo代au，

1817・62）と並んで、当時のアメリカにおける東洋思想の普及に中洞勺な役割を果た

した人物であったプロンスンが孟子の思想に通じていたと考えるのが自然であろう。

教室に体罰用の鞭や棒が常置されていた時代において、このブロンスンの「罰」の

与え方は人々の注目を集めたが、その点に関してピーボディは次のように述べている。

mee飴ctwasaprofoundanddeep stillness・Boyswhohadneverbeen

a飽ctedt光fore，andtDWhombodibpunishmentwasaveIySmal1脆元as

払rasitspainwasconcemed，WereCOmPletelysdbered・Therewasamore

completes止ence，andattention，anddbedience，thantherehdeverbeen・

触145）

特に、体罰を受けることを何とも思っていなかった子どもには多大の効果があり、子
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どもの自らの反省を促すのに役立っているとして、ピーボディはさらに、‘Th由由比e

mc6t00mPkytepunihrrt也如amastereverilWeSted，一一1VaSthedbsemtbnofone

Of血e極，如homeL‥】・”勧149と記している。この独特の体罰の方法が子ども

達に与えた影響の大きさがよく分かる。体罰に関するブロンスンの考え方も、外部から

の圧力によって子どもを矯正するのではなく、子どもに自分の良心に触れさせ、心からの

自己反省を促すという点で、自己教育の特徴を多謝こ含んでいる。・址e出血er血陀。f

也edd正也e00Ⅰ鳩deI既”（肋昭血喝功という言熱こ示されるように、ブロンスンはこ

の良心を神的なものとして扱った教師の指導によって幼い子どもが自分の中に存在

している良心に気付き、それに従うことを身に付けることができれば、子どもは自己

を信じ、自己に従うようになる。

Itisbyitswiseandhappycultivadonthatthe血血ntmindfindswithin，the

SOurtmOfselfdependence，andself00ntml，andbyitsdivinesuggestiOnsis

ledtotheknowledgeandworshipofitsauthor；andtothedivinetruthsofthe

C血S也m托Vebtbn．（α馳憫血喝9）

神的な存在である良心とは、超絶主義の観点から考えると、神を内包する自己に他な

らない。つまり、ここで言う良心に従うことは「自己僑軌と同義である。

また、孟母三遷とまではいかないが、‘The立通hem驚くぱdhm∬ぬnαSispWe血相

叩e血皿仇eyou唱dl弧”（〔わ鮎八白血管13功　という言葉からも分かるように、ブ

ロンスンは環境が子どもに及ぼす琶響を重要視していた具体的な例としては、学校に手

本とすべき人物の肖像画を飾り、それが子どもに与える影響の大切さを重んじていた

‘¶bphysidhyoutpmdded血individualwo鹿野a控，eqPjppedwith血蜘dud

血並S弧dbb戊bads，水性蛤組me血meas止∂皿抑陀d鮎「仇e匹髄鮎叫yぱ

grot甲ingsamundtheⅡはぎ血AlargeGd－icwirM血wdominabdthem，witha

bas・rehefofα血standbⅧ癒sofScxmi，PhtD，Shake印eare，旭bn，andSir

W貼r良加t許血喝血wIlu匹n也eddd托n”施肥ぬ最払戚如87）

ブロンスンは環舞が子どもたちの感情に大きく影響を及ぼすことから、教育とは見本

とすべき人物を通して子どもの感情と想像力を養うことであると考えた数刃郵ナの長い

机が主流だった当時において、子ども「人「人に一つの机をあてがったことも、プロンス

ンが個人としての子どもを尊重し、子どもの学習環境を重視していたことを物語っている。
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2．自己教育と自己橋桁

ブロンスンの教育観を考察する上で、キーワードとなるのが本稿の副題にも挙げた

「自己教育」と「自己信頼」である。ブロンスンは自分の考えを書物の形で残すこと

をあまり得意としなかったが、自身の講演を基に書いた（加地e入らぬ摺a〝d伽dr

彪汀か血由肋血J月払毘血が上お血αd血伽e血伊という論文の中で自己教

育に触れている。ブロンスンは子どもを対象にした初等教育において、‘Ⅵ旭u血血m

develppmentofthechild’snattm，bywhichhepmglX！SSivelyexperienceshimself

andhi8relations，andispreparedforselfguidan伊，andse】feduはtion，”（129）の重

要性を述べ、自身の考える至琉軸勺な教育を受ければ、子どもは「自己管理」と「自己

教育」の術を体得できると主張している。

この自己教育と自己信頼は、超絶主義の核心を成す概念でもある。悪魔の誘惑に負

けて堕落するまで人間は善なる存在であるので、キリスト教に性悪説は本来当てはま

らないが、ピューリタニズムの教育観を、誤解を恐れずにあえで性悪説と見なすなら

ば、ブロンスンの超絶主義的教育観は孟子、ソクラテス、プラトン、ルソー

Uean・JacquesRousseau，1712・78）、カント任mmanuelKant，1724－1804）など

が説いた性善説であると言える。ピューリタンは子どもを邪悪さの権化とみなし、子

どもは生まれたままでは地獄に行く運命にあるのだから、天国に入るためには教会が

天国への道を案内できるような信心深い信者とならなければならないと主張した。そ

して、邪悪な存在として生まれた子どもは、大人の厳しい指導によってその邪悪な本

性を抑制する力を身に付けなければならず、そのためには体罰などを通して正しい行

いを大人が教えなければならないとされたそれに対して、ブロンスンの超絶主義的

性善説は、子どもを本来善い、正しい性質だけを持って生まれてくるものと見なした。

ブロンスンの立場からすると、子どもの悪い性質は全て後天的に身に付いたものであ

り、まわりの環境によって子どもの心の中に悪が入り込むb　したがって、ブロンスン

が実践した教育では、多くの学校で行われていた読み書き、語句の暗記よりも、むし

ろ道徳教育に力が注がれることになった。

道徳教育を重視するという点では、ブロンスンのよき友人であり、超絶主義の創始

者でもあったェマスンも同じであった。教育とは、神と直接つながる広大な「自己」

に頼ること、すなわち「自己信頼」を教えることだとしていたエマスンも、子どもが

自己を信頼するよう導き、また教師や観など教える側の人間が子どもを一個の人間と

して尊重する（“rttSPeCtingthepupirlanpk由肋由10，143】）ことを、教育の
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最大の意義としている。

megreatotわectofEducationshouldbcommensuratewiththeo切ectoflife．

Itshouldbeamoralone；toteachse旺tmst；toinspiretheyouthfu1manW氾1

aninterestkH厄mselfwithacl血sibTtOu止血ghBOWnruture；toacquaint

lmwiththeresouz聡SOfhismind，andtDteaChhimthatthereisanhis

Strength，andto血且amehimwithapiebTtOWardstheGrandMhdinwhich

bhes．（坤由肋毎10，135）

エマスンは教育の最大の目的として、自己の信頼と自分の本性に対する注意深い関心

を抱かせることを挙げているが、いずれも神を内在する自己を尊敬することにつなが

る。ブロンスンとェマスンは共に、超絶主義の中心既念である自己信頼を教育観の礎

としていたC‘¶10uartthelaw”、‘1houartuntOthyselfahvq／Andsincethe80ulof

thingsisinthee，／Thouneedestnothingoutofthee．”（ゐumab2，397）というェマ

スンの詩行は、超絶主義の中核を成す言葉であると同時に、エマスンの超絶主義的教

育観にもつながる。自己の中には神が内在しており、それゆえ自己は偉大で禅的であ

る0その自己を自身の捷とし、自己を知り、その自己に頼ることが人生の目的であり、

それを教えることが教育の目的であるとェマスンは考えたそれと同様、ブロンスン

の‘Thechildbe00meSalawtDhim馳1f”（α阻Ⅶ血喝22）という言葉も、子どもを個

人として尊重し、何よりも子どもの内にある神生を重んじるブロンスンの教育観を表

している。プロンスンによれ払子どもは自己の声に忠実になることを教われば、自

己を統制できるようになる。このような自己信頼を礎とする思想は自己に全幅の信頼

をおいて、その可能性を信じる。

では、実際にブロンスンはどのような学習活動を通じて自己信頼に礎を置く教育を

実践したのだろうれブロンスンがペスタロツチの教育観に共鳴して設立した学校、

テンプル・スクールのカリキュラムでは日記を書く作業にかなりの時間が割かれ（資

料参照）、ブロンスン自身、12歳から生涯日記を付け続けることによって自己を省み、

自身の自己教育の一環としていた子どもたちは一週間の終わりに自分が書いた日記

をもう一度振り返り反省することを習慣づけられており、ブロンスンの考えるところ

によれば、日記を書くことは単に文章力を磨くというよりは、むしろ日々の出来事の

中で自分自身が感じたことを知ることによって、自分自身を向上させていく手段であ

った。
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meylChildmn］haveoftenerhbodiedthesubstancxt，thusehcited，intheir

卵mbnguage，andtransferTeditintob00kskeptbyeachforthispurpose・By

thismeal鳩，theya代ledtofomtheimportanthabitofsel aswellasof

relative，Observation；andtokeep ajotunaloftheirintenectualprogmSS，

co鮎ctingandpreservingthematerialswhichenterintotheformationof

theirmentBlbeing．LifeiswroughtupintDinterestingandimprovingfonns

ofdidplme．Tbcultivatethehabitofse旺introspection，aSamatureでmOdeof

dbservation，ethicalreadinghasalsobeenempl呼ed．（a2theAねtLUち142）

日常で起こった出来事に対する自分の考えを自分の言葉で日記に記すことにより、こ

のような子どもの思考回路をより効果的に、より深く働かせることにつながるとブロ

ンスンは考えた。更に、日記は自己反省の手段として利用されただけでなく、日記に

書かれている子どもの経験が作文や読み書きといった言語活動の授業でも利用され

た。

また、ソクラテスの会話の方法を参考にして編み出された「会話」と呼ばれる授業

では、子どもにとっては神秘的すぎるほど抽象的であったり、たとえば宗教や性の問

題など、当時はまだ年齢的に早すぎると考えられていたテーマについて話し合われた。

ブロンスンは、‘qrhechild盲inquiriesindicatehisinte址光tualconditionandwants．

mey should be treatedwithsacred regard，and aweredwith二払ith血l

aLXWaCyl”（012ibeAなtzLt号144）と述べるとともに、‘WbcanneVerbesureofthe

g∞dorevilimparted，unti1thechildhasreturnedtoustheideasasrefleded

throughhismhd．”（017Lhe入らぬ喝145）と指摘する。子どもがどのようなことを考

え、教育によってどのような影響を与えられているかを確かめるためには、教師は子

どもの自由な発言を真筆に受け止め、その裏に隠されている本当の意味を知らなけれ

ばならないと考えている。子どもから湧き上がる疑問を軽視し、誤った方法で対処す

ることを問題視し、ブロンスンは次のように主張している。

‘qrhe originaltendemy tOWard truth，aS manifestedininquiry；isthus

Perverted，byinducingadoubぱ山andbrokenexperience，inwhichtruthand

errorareindijSCriminatelyblended，andthefoundations ofauthorityand

色止hwantOnlydestroyed．”（仇tbe八白tzLZq144）

教師が真理とは何かを教えてやらなければ、生まれたときから子どもに備わっている
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真理を追究する力は歪められてしまい、それが教育における問題のひとつだとブロン

スンは考えていた。日記や「会話」といった独特の学習活動を通して、ブロンスンは

子どもの潜在能力、つまり真理を見出し獲得する力を引き出そうとしたのである。

3．アメリカのペスタロツチ

以上、超絶主義の観点からブロンスンの教育観を見てきたが、ブロンスンの教育観

を見る際、先に触れたペスタロツチとの類似性にも目を向ける必要がある。ブロンス

ン同様、ペスタロツチも草木の持つ向日性のように子どものうちに存在する真理へ向

かう力を重視していた。ブロンスンとペスタロツチの閑垂に関してはいくつかの先行

研究があるが、たとえば自身も超絶主義者であったフロシンガム（0止飢血S BIpOb

Fm血hgham，1822－95）は、ブロンスンとペスタロッチの教育観の類似性を指摘しな

がらも、ブロンスンはペスタロツチの思想をそのまま受け売りしたのではなく、ブロ

ンスンの中に潜在的にあった独自の考えが、ペスタロツチの思想と極めてよく似てい

たのだとしている（‘The plan，albeitneadythe samewiththatpractkedby

PestalozziinSwitzedand，WaSOriginalwithMkAIcott，theproductofhispeculiar

philosqphicalideas．”【2hnSMdbD由鹿m血八をⅣ風面4264］）。またシェパード

も、ブロンスンがペスタロツチの思想に精通しており、その影響を受けたことを指摘

している。

Duringthesecondandthirddecadesoftherh鳩teenthcentⅦγPestalOzzib

teaching wasizwscapable anydlereinEⅧ叩）e，England，Or Amerin．

Bron斡nAkxrttdidnotescapeitevenintheCorme血thib．鮎fopehehad

beenmanymonthSinCheshirt！hecertainbTknewthechiefPestalozzian

Principles，Whichtaughtthateducationoughttobe：moralandreligious；

Organic，harmOniDuS，and complete；not mechanicalbut designed to

PenetrateandI℃gulatetheenhpebeing；free，natural，andindividual；based

uponintuitionrathertlmtq）OnmemOryandthebwerreason；gmdualand

PrOgreSSiveandhiked，likeachain；獣X：ialanddomestic，andclosebTrelated

tolife．AllthissoundBVerylikeAlcott．ItactualbisPestalDZZi．（姐b

物85）
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シェパードは、ブロンスンがジャーナルの第一巻の副題を‘The Cheshire

PestahzzianSch001”としていることや、ウイリアム・ラッセル（ⅥuliamRussell）の

蝕怨あ血を乃極左〃dAお盆α由d肋血〝の編集を手がけたことなどを挙げ、

ブロンスンがペスタロツチ主義にかなり通じていたことを示唆している。ところが、

シェパードもプロシンガムと同様、ブロンスンがペスタロツチの影響を強く受けはし

たものの、そのまま模倣したわけではなく、むしろペスタロツチの考え方がブロンス

ンの中にあった独自の思想を補強したのだと考えている。

He had not a dependent mhd・AIways remarkAble quitk to seizethe

essentialideaofaman，ab∝屯aninStitution，hewasequanyqthckin

a）rrVertingitintx）thesubstanαOfhisownthought，inmakingitoverinto

hiⅡ1栄は”（jも励・主物85）

したがって、「アメリカのペスタロツチ」と呼励1．たブロンスンとペスタロツチの関

連性については、ペスタロツチ主義が既に築き上げられていたブロンスンの教育観を

補強する手段の一つであったと考えるべきである。こういった解釈の傾向を踏まえた

上で、ブロンスンの教育観をペスタロツチ主義の観点から考察する。

ブロンスンは、当時流布していた教育とは違い、子どもの中にある真理へと向かう

潜在的な力を重要視したペスタロツチが真理へ至る道を教えることが正しい教育だ

としたように、ブロンスンもまた、真理へと導く教育こそが真の教育であると見なし

たそれは画一的な既成の科目内容を教え込むのではなく、子どもの中に潜在的に備

わっている能力・才能を引き出すというものであり、その第一歩が自己自身の根底を

探ることに他ならない。言い換えれぼブロンスンの言う真の教育とはペダゴジーで

はなくエデュケーションである。（ちなみに、ペダゴジーbe血卯訂］は、もともとは

「子どもを学校に連れていく奴隷」という意味のギリシャ語F匝idag6由S，〕が言論原

であり、「外部からの強制的な教育」を意味した一・方エデュケーションkduca血dは、

ラテン語のFもducam”（tobringout）］が語源で、「子どもの能力を引き出す」という

意味があり、子どもの可能性を伸ばすことに重点を置いたブロンスンの教育方針と重

なる。）さらに、子どもは本質的に善きものであり、「子どもの心の中には知識と真理

への志向性が存在している」としたブロンスンは、知識・真理を学ぶことにより子ど

もは内面から純化され高められると考えた。彼は

‘ThetenderKytOWardkwledgeandtruthexistsintheyoungmind，andif
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itdαSnOtmamifestitsact軸andbe（氾mevigomusande飽Ctive，itiSOwing

tDOurne如t，Ormi酢IidanCe．”（ChtbeAあtu喝142）

と述べているように、知識や、神により示された「真理」を得る能力は、子どもに生

まれつき内在しているが、もしこの力がその働きを発揮しなければ、その子どもが受

けた教育は誤ったものであるとブロンスンは考える。したがって、ブロンスンが理想

とする教育は、外部から強制的に行うのではなく、子どものうちから自然と真理に目

覚めるよう補助することを最大の目的としていた。

次に、ペスタロツチがその教育思想を形成する上で大きな影響を受けたルソーのこ

とを考えてみたい。ブロンスン、ペスタロツチ、ルソーは、多少の違いはあるにしろ、

その教育思想において、立場と方向性を同じくする。「教育論」という副題が付けら

れたルソーの代表作『ェミーノ相は、親も兄弟もいない一人の孤児に、一人の教師が

人里離れた僻処で理想的な教育を施すという小説であるが、その前半部分では子ども

の誕生から15歳までの時期は人間の肉体と感覚を磨き、個人として完成させること

が理想的教育の目的とされている。プロンスンが15歳未満の子どもを対象に教育活

動を行い、何よりもこの時期の教育が自己教育にふさわしいものだと見なしていた点

は共通点の一つとして注目に値しよう。ルソーは、後天的な習慣や環境に影響を受け

る以前の生まれたままの純粋な人間の状態、人間性を最高の善（真理）と見なし、そ

の自己に内在する善性が自己自身を教育することが理想の教育であるとルソーは考

えた。そして、ルソーは三種類の教師、つまり自然という教師、事象という教師、人

間という教師を定め、それぞれの役割を説明している。自然の教育というのは、生ま

れたままの純真無垢な状態をいかに開花させるかに尽き、人間の教育とは、自然の教

育によって導かれた感覚、器官の内部的発展をいかに用いるかを教えることである。

そして、事象による教育というのは、われわれ人間を刺激する事象から経験を獲得す

ることであるとしている。

このルソーの事象による教育とほぼ珊Lを一にする形で、ブロンスンは実際に教育に

おける日常での経験を重視し、一般原理を教えてから身近な出来事を解釈する演緯法

ではなく、身近な事象から」投原理を導き出すという帰納法を採用していたたとえ

ば、地理を教える場合にも、まず子どもが日常生活でなじみのある森、小川、道、山

などといった身近な風景に言及することから始めた。そして実際に子どもに地図を書

かせ、想像力を働かさせ、そうすることで地理という学習をより具体的に体得させた

のである。その様子について、ピーボディも次のように賞賛の声を残している。
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Whenthechildrencometodrawthesebkesandrivers，Ofwhichtheyhave

SeenPictures，OrW止hwhichtheyぉsodatescenesofhuman1ifefromthe

journakoftravelersandnaturalists，theyw山血ditmuchmore easyto

remehbertheirnameS，thaniftheyhadnootherideathanamereblack

mayconveylItisnotimpossihle，also，forthehsb血・（sic）toassistthe

youngimagination to take birαS・eyeviews oftheriversandlakes ofa

OOntinent，bysuggestingtothemtol00kdownasfromabal100nupOnthe

earth，andseehowthese血ersflowfromthemountains，mindetogetheI；

andfindthesea．”（瑚123）

文法や読書の時間でも、ブロンスンはとにかく、子どもの生活に密着した事象を取り

上げることから授業を始めた。そのことは、ブロンスンの‘Educationisap傭SS

institutedinhumaneXPerienαbytheaaselesslyqperatinginfluenceofnature

andPrDvidence：’（Oz2the八白tzL喝149）という言葉によく表れており、ブロンスンが

子どもを教育する上で日常生活の大切さをいかに重視していたかが分かる。

1820年代の末から1830年代にかけて、ボストンを中心としたニュー・イングラン

ドでは、ピューリタニズムの流れを汲む伝統的な教育に対する批判が展開され、それ

に代わるものとして、ペスタロツチ主義や帰納法原理に基づく新しい教育が提唱され、

ロック00hlL∝ke，1632－1704）、ルソー、ペスタロツチなどのヨーロッパの教育思想

を参考としながら、新たな教授方法の確立が模索された。具体的には、伝統的な体罰

による支配と強制的な権威を特徴とする教師一生徒の教育関係、ならびにモニトリア

ル・システムにおける生徒の′L身の細部にまでおよぶ監視、非人格的な権威にもとづ

く教師一生徒の関係を批判し、子どもへの眼差しを否定的で強制的なもの仁外在的な

もめ）から、肯定的で自発的なもの巨内在的なもの）へと、教育の方針を180度転換す

る試みであった。（『アメリカ公教育思想形成の史的研究8，240・41）

当時のマサチューセッツにおいて、こうした新しい教育を推進した代表者の一人が

エリザベス・ピーボディの義弟となったホレース・マン田oraαMann，1796－1859）

であるが、このマンの教育法は保守派から強い批判を浴びたその批判とは、例えば

「欠点と従属が自然にともなう幼年時代には、恐怖が最も支酉甜勺であり、私たちはそ

れを利用すべきであり、それが良い目的に役立つようにすべきである。しかし、もし
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も私たちが服従を確実にするために恐怖の利用を認めるならは私たちは、その結果

として体罰の利用も認めるべきである」というものであった（『アメリカ公教育思想

形成の史的研究』，253）なお、こうした保守派と改革派の争いを一歩離れて別の角度

から見ていた人物がいる。ホレース・プシュネル田oraαBush鳩札1802－76）であ

る。

ブシュネルは自身の「養育」論を当時流行の熟しな自己教育とは区別したこの自

己教育の計画は「人間性は根源的に善であると思う多数の人びと」（‘ha叩Who

assuェnetheradicalgoodne8SOfhumanrntum”buDtedin乃eAmentat2A血喝

7d））の考えであって、その範噺こブロンスンの「向日性」にたとえられる教育法も入

るが、ブシュネルはこれを、ピューリタニズムとは正反対の・bgetableprooess”

匂00bdin乃e血e血A血喝7功に似た脆弱なものと見なした。乃eC払由血刀

jVhTizLZPで、‘Althoughhthild］waBtX）rnaSdktarOfnaturalprdudiceordamage

asAdambeforehisSin，giritualeducabnl…】wouldstininvolⅦaneXperiment

Ofevi1，there丘）rea以1andatx）ndageunderthelawsofevil．”毎uotedin7鮎

Ame血d血喝70）と述べていることからも分かるように、ブシュネルは、たとえ

子供が罪を犯す以前のアダムのように生来の偏見や害毒を免れて生まれたとしても、

精神的な教育は悪の経験を、悪の法則のもとにおける堕落と屈従を伴うであろうと考

えた。ブシュネルにとって、人生とは「悪との闘いと堕落と救済とを伴う」ぐhⅥ山花S

astrugglew裏山evil，a以landarescue”huotedin乃eAme血A血叫7d）もの

であり、成熟とは「悪の苦痛と善の価値という……二重の経験」ぐa double

experienα‥・thebitteme鎚Ofevi1andtheworthofg∝ば’huotedin乃e

血血A血喝70】）を伴うものであった。

こうした熱い議論が戦わされた中で、19世紀のアメリカの教育思想が確認した原理

は、本稿でブロンスンを通して確酪したものとすべて重なるが、

①子どもは個人として尊重されるべき人間である。

②子どもは、望ましい方向に自ら発展しようとする力を内に持っている。

③教師は、子どものこのような自己発展を助けてやればよし㌔子どもの自由な精神

活動を助ければよいのであって、強制的方法を排するべきである。

の3つであった。18世紀から19世紀のアメリカにおけるプロテスタンティズムの歴

史は、このような個人主義化・自由主義化の歴史である。こうした時代に、このよう

な思想の変化をもたらした教育思想家・実践家として、まず挙げるべき人、それがプ

ロンスン・オ」ルコットである。言い換えれぼプロンスンにおいて19世紀のアメ
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リカにおけるキリスト教の個人主義化、自由主義化、大衆化が教育思想の側面で最も

明瞭な形をとって現れたのである（『現代に生きる教育思想1アメリカ』，187・鱒）。

むすび

ブロンスンは大学教育を受けたことがないため、教育の理論、指導方法を専門的に

学んだことはなく、また大学教育（高等教育）をそれほど重要視していなかった。そ

れよりも、社会の悪にまだ染まっていない神に最も近い存在である子どもの教育の重

要性を強調していた。それは、何らかの癖を身に付けてしまった大人よりも、まだ修

正の余裕が十分ある子どもの方がブロンスンの目指す教育にふさわしいと考えたか

らである。ブロンスンの考える真の教育を受けた子どもは、日常生活での観察や経験

の中で真理を見出す力を獲得し、自己を管理し教育する状態に到達できるのである。

自然という教室で正しい教育を通して真理へと導かれていく子どもの様子をプロ

ンスンは自身の教育論について書いた論文“OntheNattⅡeandMeansofEady

IntenectualEducatiDnaSI）edu（驚dFmmExperience”の中で次のように記している。

IfhisobervatiOnisdisciplmed，andhismindinterestedinanalDgy；ifhehas

truehthintheteachingofnatureandexperience；ifhiswhole mindis

placedunderthewiningguidanCeOftheseagencies，heisalreadyinthepath

Whichconductstotruth；hehasfoundthekeywhichunlditsgates．Heis

abletoappreciatetruthwhichexistsforhimeverywhere：itisnotconfinedto

thebwk，nOrdi印enSedsole】y五℃mtheteaclmgsoftheschcx）1－Ⅰ℃Om．Nature

istohimavastsch∞1－rmm；andhedehghtstDtakehisprimallessonsfrom

thepointingfingerofProvidence．（Ot2tbeAbtuzq141）

この教育を受けずに成長すると、人間は真理を見出すことは出来ないとブロンスンは

考え、次のように締めくくっている。

meemrsofprevi0usageSOfexternalobservationareallaccumulatedin

man’sdiS00rdantandbrokenexperienoe，withoutorder；SequenCe，uni切Or

analogousdata；dbscuringtruth，bythecloudsanddaiknessthusgathered

OVerit・ButthiserawinpassawaylLightwJlbreakforthfromthesupposed
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desertoftheinhrrtmind．TheBtarOfdbsezvahonwi11卯idethewiBementO

theinhntcradle，tOStudytheyoungddd，WhoiBtK｝mateadhertolmmamity

（仇虎eAb血喝163）

子どもが生まれながらに備えている‘他ebn血叩bw訂db旧Wkd紆eand地，を

伸ばすことがブロンスンの教育の目指すところであり、その教育は他e（黒a覚kゆ

qperahnginfluenceofnatll代andPmvidenα”でもある。つまり、プロンスンの言

う教育の究極にあるのは自然とその自然を創り動かしている神である。その神へ至る

ことがプロンスンの教育が目指す究極の目的であると言えよう。その過程で人間は自

己に目覚めて「自己信頼」を遂げ、真理を把匝する。神が内在している自己を信じ、

その自己に頼ること、つまり「自己信頼」とは、言い換えれば“仇epa也wh血

00nducbtoh血悲’に到達することであり、その段階で人間は‘他eby血h

u止光ks血血道南関bs”を手に入れることができる。プロンスンにとって自然は広

大な教室であるが、その教室で教育されると人間は神の指から直接教えを授かること

となる。つまり、ブロンスンの考える教育の最終目標は神を知ることである。

プロンスンは自分の思想を体系化して、論理的に表現することが苦手であり、この

ことが教育改革者として誤解される一因であり、さらに従来低い評価しか与えられて

こなかった原因のひとつともなっている。エマスンはプロンスンと出会ったとき、プ

ロンスンの思想に深い感銘を覚え、ブロンスンに金銭的援助を申し出るとともに、コ

ンコードへ移るよう勧め、以後、ブロンスン闇顔色主義の牽引者の一人としてエマス

ンたちと行動を共にすることとなったそのプロンスンの‘Ⅶ旭keywl血hu山女s

itBgateS”をエマスンは代表作八白tzLtPで‘¶旭gOldenkey／Wt血hqpesthepaha

Ofetemiげ’と表現することとなる。エマスンの次の文章はプロンスンの思想を集約

する文章とも言えよう。

Onoeinhaletheuppera亘玩血gadmittx！dtobeholdtheab90hbnature80f

justiceandtruth，andweleamthatmanhasa∝eSStDtheentiremindofthe

Creatonishimselfthec陀atOrinthefinite．Thisview；Whidladmonishesme

Whe柁thesouI℃eSOfw血bmandpowerhe，andpointStOvirtueasto

‘Tb評ldenkey

WhidlqPeSthepalaoeofeternity；”

Carriesuponits血oethehighestcertificateoftruth，becauseitanimatesmeto

αeab叩mWdd血ouか仕把匝血nofⅢy弧止（軸aα7ム血脈琴
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41－4分

教育者ブロンスンは娘のルイザほどには世間に知られず、教育の世界では失敗者と

いう印象が強く、実際、大きな成功を収めたというわけではない。しかし、現在コン

コードにあるAkd薫Ekh0011という学校や仇卸び糎血〆卸町（㌦

月mn幻。A血〟a月dAm血旨伽e二肋段通適という子ども向けの本などを、ブ

ロンスンの教育思想が現代に生き続けていることの証拠として挙げることができる

だろう。教師（大人）中心の教育が普通だった時代に、子どもの目線に立ち、子ども

中心の教育を行おうとしたブロンスンは、子どもの個人としての尊さと自発性を信頼

し、自分の経験と思想を中心に自己信頼を体現した教育家として今後高い評価を受け

るべきだろう。最初に触れた伽という小説などがそのきっかけとなるのではな

いだろうか。

注

★本稿は、言語文化研究会第24回例会（2008年3月16日　於聖トマス大学）における口頭発

表の原稿に加筆したものである。

l Ak此鼓l℃dの可←☆÷一ジ晦hWW趣にブロンスン

に関する簡単な紹介文が載っている。‘ⅦlilemostassⅦnethatAlcottwasnamedforL）uiSa

MayAIcott，thetruthisthatitwasnamedforher血theちBrt）nSOn，Whoservedasthe

SuperintendentofConoordschooIsinthenineteenthcenturylBmn紺nWaSaWriterand

Philosopherofsomerenowr，Whoseideasoneducationandchild－rearinghaveledtohis

beingviewedbysomeasthe払therofAmeriCandhildp野Chology．”
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甲南英文学会規約

第1条　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条　事業　本会は、その日的を達成するために次の事業を行う。

1．研究発表会および講演会

2．機関誌『甲南英文学』の発行

3．役員会が必要としたその他の事業

第4条　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（英語英米文学専攻）

および甲南大学文学部英語英米文学科の専任教員

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、退職した者

3．賛助会員

第5条　役員　本会に次の役員を置く。会長1名、副会長l名、評議員若干名、会計2名、会

計監査2名、大会準備委員長1名、編集委員長l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条第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、大会準隋委員長、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、会長の職務を代寺子する。



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．大会準備委員長は、大会準備委員会を代表する。

12．編集委員長は、編集委員会を代表する。

13．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条　大会準備委員会　第3条第1項に定められた事業を企画し実施する。

2．大会準隋委員は，大会準備委員長の推薦を経て会長がこれを委嘱する。

定員は3名とする。

第10条編集委員会　第3条第2項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11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．ノ＼名、地名、書名等且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。

こ．その他については、イギリス文学、アメリカ文学の場合、ル比」ガム〃db00烏，

6thed．（NewYork：MLA，2003）（『MLA英語論文の手引き』第6版，北

星堂，2005年）に、英語学の場合Linguisticlnquirystylesheet（LinguLstic

叫〟叫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。



NEWS

6月30日（土）甲南英文学会総会

研究発表

根之木朋貴「Slu血1gにおける継承体系分析」

上野未央「BmyBudd，Sa丑肝における吃音の象徴性に関する一考察」

シンポジウム「英語英米文学研究と英語教育の実践」

司会：：有村兼彬

講師：坂井浄子（富田林立藤陽中学校）

田中基洋（鳥取城北高校）

東田真輔（神戸市立向洋中学校）

堀　和也（岡山市立芳田中学校）

高内由夏（園田学園高等学校）

特別講演

司会：井野瀬久美恵

講師：小関隆（京都大学人文研究所准敦郵

「ウイリー・レドモンドと塑壕の夢－アイルランドはいかに第一次大戦を経験したか」

10月10日（水）岩田良治氏（天理大学教陵）、「英語の不連続構文の歴史的考察」の論文に

より甲南大学より文学博士号を授与。



この2年間に会員による次の書物が出版されました。今後、この蘭に順次掲載してま

いりますと出版物（単著、編著、共著）をご連絡いただきますようお願いいたしますも

会員の著書（単著、編著、共著）

2006年4月～2008年6月末

松村昌家・村岡健次訳『ある時代の肖像－ヴィクトリア朝イングラン†瑚

ミネルヴァ書房、2006．12

中島俊郎『イギリス的風景一・一教養の旅から完成の旅へ』m出版、2007．2．

松村昌家（編）『夏印軟石における東と西』思文閣出版、2007．3．

井野瀬久美恵『大英帝国という経験（興亡の世界史16）』講談社、2007．4．

西候隆雄他（㈲『ディケンズ鑑賞大事典』南雲堂、2007．5

横山三鶴（部分訳）『わ．H．ロレンス書簡集ⅠⅤ』吉村他編、松柏社、2007．9．

．（部分訳）防．H．ロレンス書簡集Ⅴ』吉村他編、松柏社、2008．3

岩田良治隅静の不連続構文の歴史的考察』英光社、2008．3．

松村昌家（共編）『阪神文化論』思文閣出版、2008．4．

甲　南　英　文　学

平成20年6月18日　印刷

平成20年6月28日　発行
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ー「非　売　品－

編集兼発行者　甲　南　英　文　学　会

〒65か哉氾1神戸市東灘区岡本8一針1
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