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序 章 研究の意図と構成

(1)

メカニックス･インスティチュート(Xechanics's Institutes,以下MIと

略す)は,ほぼ19世紀を通じて英国の国民教育制度が確立する基盤の龍成に寄

与したが,その間, 1830年頃より185"0年頃にかけて~,教育経営上の苦境におち

いった｡そのさい,経営の改善･刷新･再編をめざした種々の試みを精力的に

おこなった｡本研究は,そのような経営行動のうち,各種の親睦的催事

(social activities)を企画したことの意義をめぐって考察する｡具体的に

紘,会員の増大と収入増を期して企画されたエクスカーション,博覧会,音楽

会,茶会･クリスマスパーティーなどといった催物である｡

MIにおけるこれらの親睦的催事は, MI自身の教育経営の革新策として大

きな意義をもっていただけではない｡実は,社会的に重要な意義も有していた

ように思われる｡

近年の英国における｢余暇の社会史｣あるいは｢レジャーの社会史｣研究に

よると, MIにおける親睦的催事は,公園の完備,公共図書館の発達などとと

もに,英国民衆の余暇･娯楽形成史上に大きく位置づけられているのであるo

国内でも,管見のかぎり,川島昭夫の論文｢19世紀イギリス都市のF合理的娯

楽』 ｣,あるいはR. W.マーカムソン(川島昭夫ほか訳) F英国社会の民衆

娯楽』など,娯楽の歴史研究の成果はあらわれており, MIにおける親睦的催

事の歴史的考察に有益な視点を提供している(1) 0

本研究では,それらの成果に学び, M Iにおける親睦的催事の企画と実践が,

向上心と自己改善の意欲をもった成人たちの学習活動と余暇活動を充実するた

めの活動として,大きな意義をもつことに着目した｡これまでの先行研究に徹

して,全国的な傾向をめぐる分析とともに,個別事例の分析を深めることを通

して,できるだけ実態の具体相を明らかにしたいと思う｡

全体的な歴史像をより特級に解明するには,個別事例の分析を深めることが
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捷径であろう｡ MIのばあいも例外ではなく,その教育改革ならびに種々の親

睦的事業の内容と意義を深く理解するには,個別事例を分析する必要があるこ

とはいうまでもないであろう｡そのさい,個別事例は全国的な傾向を代表する

事例を取りあげることが望ましい｡全国のMIのなかからそのようなMIを選

ぶとすれば,マンチェスターMIの歴史こそ, MI一般の標準的な発展史を示

していると考えられる｡既往の実証研究によると,同MIは｢初期の窮境とそ

の後の展望の変化,それに活動ならびにメンバー構成の性格の変化,という典

型的な(typicaり局面を経験した｣ (2)といわれるからである｡

(2)

本研究では,以上のような見地から,まず,第1章｢MIの経営改革｣にお

いて,英国全体のM Iにおいて見られる経営行動の一般的な動向を整理する｡

第2章では,マンチェスタ-MIにおける革新的な教育改革,とりわけ親睦的

事業の様相について,具体的に分析する｡第3章では,そのマンチェスタ-M

Iにおいて親睦事業を先導した一人の人物をとりあげ,その人物像,ならびに

かれの意図および経営行動をめぐって考察する｡

序章 注

( 1 )臥Cunninghan, Leisure in the lndustrial Revolution, c. 178__0_-_c1839.

croom且el恥 London, 1980
;川島昭夫｢19世紀イギリス都市のF合理的娯

楽』 ｣
,中村賢二郎編F都市の社会史』ミネルヴァ書房,

1983, 294-318

頁所収; R. Y. Xalcolmson, Popular Recreations in English Society

1700-1850. Cambridge肌 P., London, 1973.ロバート･W.マーカムソ

ン(川島昭夫ほか訳) F英国社会の民衆娯楽j平凡社, 1993;小関隆｢ヘ

ンリ･ソリと労働者クラブ構想: F合理的レクリエイション』の試み｣

『東京農工大学一般教育部紀要j第31巻(1994) 19136頁所収.

(2 )X. Tylecote,

be fore 1851

The lechanics' institutes of Lancashire and Yorkshire

≠anchester U. P., Xanchester, 1957. p. 129.

-2-



第1章 メカニックス･インスティチュートの経営改革

1.革新的な経営行動

(1)

MIは, 1820年代以降,とくに1824年2月のロンドンMIの開校をきっかけ

に,各地に族生し,世紀なかばまでに｢グレート･ブリテン島の至るところに

きわめて広範に普及することになった｣
(I)'o

しかし,そこに至るまでの進展はかならずしも順調なものではなかった｡軒

余曲折の歴史をたどっている｡ MI自体の人的･物的な｢資海と視野の不足｣

が主たる原因で,早くも1830年頃,当初の篇導理念と運営原理は変質をせまら

れた｡大部分のMIは,発足後ほどなくすると, ｢どんな教育プログラムであ

れ,それを持続する上で慢性的ないくつかの難しさに直面した｣のだった0

｢それらの難事のなかには土地･土地の事情に関わるものもあったが,かなり

共通的なものもあり,それを解決することは共通の関心事であった｣
(2)0

大部分のM Iが当初構想した教育プログラムを推持しがたかった(3)のは,

諸種の事情によるが,基本的には大きな要因として3点考えられる｡ ①有能な

教師の不足とかれを契約するのに要する財源の欠如, ②財政ならびに管理運営

技術の未熟さ, ⑨学習者のリテラシーの欠如,の3点である｡

このうち,財源を確保することは,いずれのMIにおいても活動の開始当初

からつねに最大の課題であったといってよい｡元来M Iは基本財産を有するこ

とも,また公的な補助金を受けることもなく,その活動資金は,会員ないしは

利用者から徹する会費,ならびに地元の篤志家から贈られる寄付金という,い

わば不確定な要素に大きく依拠せざるをえなかったからである｡しかし,上記

の三大要因のうち, ⑧はとてもー朝一夕に解決できる事柄でないとしてや,①

および②についてなら,なんらかの措置を講ずればこれをある程度は克服でき

るであろうということが,一部の先覚者のあいだに共通の認識として存在して

いた｡実際, MIの全国的な普及を推進したH.ブルーム著F人びとの教育に
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ついての実際的観察』 (1825)にも,それらをめぐって論及されている(4)0

それでは難局にどのように対応すべきか｡いかなる方途を選択したらいいの

だろうかo叩Iがこのような難局に直面したとき,それを克服する上で改善の

資とすべき予備的な知識や経験は,まだ明確に存在していたわけではなかった｡

何分にもM I運動は世俗的な成人教育運動の先駆ともいうべきものであったの

だから,解決方法の範を他に求めることができなかったのである｡しかも, M

I運動はかならずしも統一的な理念にもとづく統一的な指導者によるものでは

なく,また,全国各地にあるMIを強力に統轄する中央組織も当初はまだ出現

していなかった｡そのため,窮状に対応する仕方は,個々のMIによる各個各

様の暗中模索と試行錯誤の連続であったといってよい｡

もっとも,試行錯誤とはいっても,すべてが闇雲に試行を重ねていたのでは

ない｡一部の先覚者たちは,それぞれの経営事情を熟慮のうえで,意欲的に現

状の克服を目括し,創造的な教育経営に進もうとしていた｡ ｢改善,刷新ない

し再編をめざす諸々の試みは精力的におこなわれた｣ (5)のである｡

いきづまった教育経営を打開するためにかれらが起した経営行動は,個々の

MIの沿革史に明白にしるされているように,実に多様をきわめていたのだが,

この多方面における経営行動は,大別すると三つに一般化することができるよ

うに思われる｡自己改造をなして独力で新機軸を打ちだすか,同じ解決課題を

もつ他のM Iと提携するか,第三者に種々の援助を要請するか,の3点である｡

これを19世紀の第2四半期について具体的に示せば,第1は会員の増大と収入

増を期して博覧会,コンサート,エクスカーションなどを企画すること,第2

は適宜の地域内にあるM I同志が連合組殺(hion)を形成し合理的･効率的

な経営を図ること,第3は,地元の有志に対しいくたびとなく支援を訴えるに

とどまらず,政府に対しても国庫助成その他の支援を要請すること,であった｡

このうち第1 ･第2の経営行動は,いずれもかなり長期間にわたり全国各地

において大量現象として認めることができる｡先進的なM Iにおける鮭営成果

杏,ある場合には確認したうえで,またある場合には期待しながら,先例にま

ねてみずからもそれに追随しようとしたMIが数多く出現したのである｡
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本研究でいう親睦的活動とは, M Iの教育経営の改善,刷新ないし再編をめ

ざした経営行動のうちの,第一の経営行動をいう｡ MIにおいて展開されたこ

の親睦的活動は, M Iに対する教育経営の点で大きな意味をもっていただけで

なく,その社会的な意義においても重要な意味をもつように思われる｡次節で

詳述する次第である｡

(2)

第二の経営行動として注目される地域連合体の形成とは, M I同志で連合組

織を形成し,その管内において有能な講師の共同雇用と巡回派遣,運営技術や

教育方法に関する情報や経験の相互の交換,人的な交流などを促進することで

もって,効率的な教育経営を招来しM Iを再建しようという経営行動である｡

このようなM Iの連合化という構想自体はすでに運動の初期からあったが,

1837年7月に組織されたウェスト･ライディング連合(一est Riding thion of

Xechanics' Institutes)を噴矢とする｡これは1841年にヨークシャ連合

(yorkshire Union of Xechanics' Institutes)に発展し,当該地域のM Iの

興隆に｢きわめて強大な影瞥｣を与えただけでなく,他のMI連合体のモデル

になったと考えられる(6)0

経営効率の改善に腐心していたM Iが多かっただ捌こ,ひとたび先進的なM

I連合が形成されるや,それに続いて類似の連合組織が各地であいついで結成

された｡管見のかぎりでも,第1表に示すように, 20余を数える｡同表は,筆

者がこれまでに刊本史料(7)ならびに研究文献(8)のなかで確認しえた, M I連

合ならびにM Iを含む連合組織の一覧表である｡

連合組織に参加するM Iが広域に及べばおよぶほど,管内における連帯的経

営行動が円滑かつ効率的に営まれるためには,経営上の経験や情報,さらには

人材をひんばんに相互交流できることが前提である｡したがって, MI連合が

各地で形成されるのは,都市と都市を結びつける本格的な鉄道網が発達し,し

かもまた全国均一の低額郵便制度が整備されはじめる1830年代末期以降の事柄

に属する｡

MI連合が形成されたことは, MIの合理的･効率的な経営を図ることにな
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第1表 M l連合ならびにM lを含む連合組集

名 称

2 !i
i
j

1839年IO月

3 i 1839年11月
f

4‡【
1
1
I

[1839年11月

[1839年]

8 11839年

8 il[……欝7

1847年3月

10

ll

1

1
I

壬7

1847年
1847年

1847年

1848年1月

1848年6月

[1851年]

1852年7月

[1853年1月
18 I [1853年き年]

[1855年]

1856年

……i壬…55:*;3

23il
[1860年2月]

本部の所在地
t Riding thion of lechaT)ics'

l†lStitutes

Vest of England lhioll 0f

Xechanics' lllStitt)tes

London Association of Institutions

for ^dult Edt]cation

kanchester District Åssociatio11

of (Popular) Literary aTld

Scientific Institutions

Yidland Col]nties Literary and

Scientific Association

Sussex AssociatioT1 0f甘echanics'

Institutes

HanIPShire Union of Institutes

Yorkshire VTlion of Xechanics

lnsitutes

I,ancashire and Cheshire Union of

甘echanics and Other Literary

and Scientific ITIStjtutiollS

Bristol AssociatjoT)

1idland Association of yechanics'

and Other Literary Institutions

Kent Association (of Yechanics'

TTIStitutions)

Scottish Union of Literary, Scien-

tific Yechanics' Institutions

NortherTl lhion of Literary, Scien-

tific and Yechanics' Institution

North-YesteTn Union

General Union of Literary, Scien-

tific and Yechanics' Institution

Leicester Union of Institution

East AngliTlg Union of Literary

and ‡echanics' Institutions

f]aⅦpshire and Yiltshire Adult

Education Society

East I.ancashire Union of

lechanics' and Other InstitutioT)S

Dorset and So7BerSet lhion

Yorcestershire Union of Education

lnsti tutes

South Staffordshire t7nion of

Educational Institutes

Leeds

Bristol

I,ondon

ranches ter

Bi rm inghaTD

-Nott i ngha甘I

Leyes

Lee°s

甘anches ter

Bristnl

Sbeffield

Can teTbury

G'lasgoy

甘exhan-→

Neycast 1e

London

Dorset

賛｢設立年月｣偶の[ ]は,史料･文献における初出年月を示すc

脊r名称｣棉の( )は2種類の表記があることを示すc
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るという点だけでなく,次の2点においても重要な意味をもっている｡

第1に, M Iの連合組織の形成は,個別的にはM Iの教育経営を合理化する

ものであるが,全体的にみれば, M I運動の量的発展にともない必然的に要請

される運動組織の整備であった,ということができるからである｡英国におけ

るMI運動の基準的な歴史像を提示したT.ケリーが, MI連合の形成をMI

運動の｢世紀なかばにおける進展をもたらした諸要因のひとつ｣ (9)と位置づ

けたのは,そのような意味においてである｡

第2に, 1851年にロンドン万国博覧会が開催されたのち, MI連合を基盤に

全国的な技術教育試験制度が成立し効率的に実施されたこと,しかも, M Iの

なかにはこの試験制度の活用により｢教育的に破綻するところを助けられた｣

ものもあった(10)こと,である｡英国試験制度の発達史をまとめたR. ∫.モ

ンゴメリーが指摘しているように, ｢1830年代以降に成人教育協会ないし機関

の連合組織が形成されるとともに,技術教育試験が以前よりも広い地域で実施

できるようになったが,これは,主として講師が定期的にF巡回する』という

経済的な方法が確立し,それによって有能な講師の不足を補うのに役立った｣

(ll)のである｡

(3)

M Iに関心あるものに対し種々の援助を要請するという第3の経営行動ち,

やはり広く認めることができる｡おおくのMIは地元の期待と熱意のなかで組

織され,有志から相当額の寄金をうけて好調に発足することができたが,それ

でもやがて財源の確保に苦闘しなければならなかった｡学習者自身の拠金をも

とに設立され具体的な活動をはじめ,かれらが自主的に運営したM Iのばあい

(たとえば,グラスゴウ,キースリ, -リファクス,ブラッドフォード,スタ

リーブリッジ,ウイルズダンの各MI)ち,とうぜんその例外でなく,ほどな

くして第三者に支援を要請することになった｡そのさい, MIが地元の関係者

に向けてなした財政の援助,施設や物品の貸与,人材面の協力という要請は,

ある程度の成果があったけれども,政府に対してなした国庫補助金の給付要請

ということになると,これは, 19世紀後半に入るまでまったく成果があがらな
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かった｡

MIは確たる基本財産をもたず,会員ないし利用者から徹する会費,ならび

に地元の篤志家から寄せられる拠金を主要な財源として推持経常されていたの

だった｡しかし,それらはなにぶんにも不確定な要素が強く,恒常的に期待で

きるものではなかった｡活動の一段の充実を期すには,どうしても広範に拠金

者を募り,できるだけ確固とした財源を確保しなければならない｡そこで,い

わば株主を募って出資金を調達するという方策を取りいれるM Iもあらわれた｡

とくに活動の拠点となる校舎を建設するさい,この方策がとられたばあいが多

い｡

たとえば,マンチェスターMI時,後述するように,イングランドではどこ

よりも早く専用の校舎を建設するさい, 7,017ポンドの般経費(すなわち,逮

築費5,412ポンド,敷地代金1,523ポンド,登記その他の諾軽費82ポンド)杏,

年5パーセントの利息で一口600ポンドの株を11口分発行して,調達しようと

試みた｡リバプールM Iは､校舎および敷地の絵経費6,600ポンドを償還する

ために,寄付金1,000ポンド,ならびに博覧会を開催して得ることのできた収

益800ポンドを充てたはか, 1口1ポンドの株を発行して2,300ポンドという

大金を調達したのだった｡リーズMIも開校当初から1口2ポンドの株を発行

している｡ここでは,この株を所有し年10シリングの会費を収めた会員たちが,

運営権を握った｡デヴォンポートM Iは1842年に校舎建築計画をたて,年利息

5パーセントで1口2ポンドの株を発行したo ロザ-ラムのMI (Rotherham

Literary and斗echanics' Institute)のばあいは,設立時に1口1ポンドの

株を発行して2,000ボンドを集め, 1853年に二階建ての校舎を建設することが

できた,といったぐあいである｡
(12)

大部分のM Iは財政基盤が軟弱であったのに,校舎を建設ないし所有するこ

とを目ざすばあいが少なくなかった｡それは, MIは会費ならびに寄付金に頼

るところが大きかっただ捌こ,できるだけ多人数の注目を喚起し大勢の人びと

を参集させようとしたからにほかならなかったであろう｡けれども,逆に,校

舎を建設ないし所有すれば,それに要した経費の償還にさらにいっそう苦闘す
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ることになったo次章でとりあげるマンチェスターMIもその一例である｡

(4)

株の発行による資金の調達という経営策とともに注目されるのが,政府に対

し助成を要請するという経営行動であるo国庫助成を求める動きは1830年代か

ら認められるが,記録に残る最初の事例はグラスゴウMIのそれと思われる｡

グラスゴウM Iでも財藤の確保が懸案事項であって, 1830年には創設以来の

自立原則を捨てさり広く世人に資金援助を求めたのだったが,さらに1833年に

は,他のM Iに先んじて政府に助成を請厳したのである,政府-の請願は翌18

34年にもおこなわれ,さらに40年, 41年, 42年, 51年と繰り返された｡請廟は

都合6回を数えたが,いずれも成功をみていない｡そのうち, 1840年6月の請

願はエディンバラ技芸学校と共同でおこなっている(13)0

このほかに,たとえば,ウォリントンMI (ラン.カシヤ)も国庫助成を請厳

したし,ターントン(Taunton,サマーセットシャ) MIのばあいは,議会に対

し地方税の軽減を請願したo シェフイールドMIになると, 1834年4月28日の

総会で,教師の十分な活動を保証するに足る基金ないし給料分を下付してくれ

るよう,議会に請願することを決議している(14)0

M Iに対する国庫助成はMI側の関係者が訴え出ただけでなく,議会人もそ

の必要性を認識していた.そのさい,社会問題対策の一環として認識されてい

たことが注目される｡ ｢人口の密集した都市における労働者階級のモラルの低

下や不健全な娯楽,不衛生,暴動などの問題は,国家存亡の危機として認識さ

れ,教育と健全な娯楽の必要性を増大させた｡そこで,かれらはMIをこうし

た社会問題解決の一手段と考えたのである｣
(15)0

1841年3月11日に下院でおこなわれた審議がこれをよく象徴している｡これ

は｢MIへの公費助成｣という案件をめぐる審議であって,動議を提出したの

は,エディンバラの西方にあるフォルカ-ク(Falkirk)選出のジロン議員(Y.

D. Gillon)である｡かれは,その前の会期中に国庫助成を申請したエディン

バラ技芸学校のF1840年報』を手に,同校の主要な目標が,職工たちに職業準

備教育を与えるとか,生産力の増大に寄与するとかにあるのではなく, ｢余暇
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時間をもつ勤労者に健全で教育的な活動を提供すること｣にあるということを

強調した｡また, M Iはとくに工業地方において勤労者の道徳的改善に貢献す

るという重要な機能をもっているのに,目下,財政窮状のために活動が衰退し

ている｡会費を上げようとすれば勤労者を遠ざけることになってしまう｡これ

に国庫から助成をするなら, ｢大部分のMIは活力を取り戻して前進し,もっ

とも大切な便宜を提供することができるであろう｣と訴えたのだった0 (16)

ジロンの動議に関連して6名の議員が発言したが,彼らはいずれもこの趣旨

を支持した.たとえば, R.ピール(Robert Peel, 1788-1850)卿は, ｢有益

な情報や合理的娯楽(rational anusenent)の手段を労働者階級に提供するこ

とば,規律を呼び起こすこと,職工たちが社会から尊敬されるようになること,

それに大都会の風紀にとってたいへん重要である｣ (17)と陳述しているのであ

る｡

ただし,かれらは社会問題対策の面だけからジロンの動議を支持したわけで

はない｡むしろ, MIにおける美術教育に注目し,それを振興するという見地

からM Iへの国庫助成の必要性を力説する者がおおかった｡リバプール選出の

W.ユーアト(Yillia皿Ewart)もそのひとりであって,かれは早くから英国

の工業意匠の水準を憂慮し,美術教育への国庫助成を唱道していた(18) 0

以上のようなM Iに対する国庫助成動議は,民間の自主的な組織体であるM

Iへの国家関与の歴史の点から注目される事柄であるが,これは実現をみるこ

とはなかった｡しかし, 1843年になるとMIの敷地ならびに建物に対する課税

が免除されることになった.ウッド(G. Y. food)が提出した｢科学協会ある

いは文学協会が所有する敷地ならびに建物にかかる,州,自治都市,教区その

他の地方税を免除する法案｣が, 1843年7月28日に成立をみたものである(19)0

｢この法案は自分の建物をもつ協会ないし機関にとって大きな救済になった｡

そして,ロンドンMIを含め,たいへん多数の協会ないし機関がこれを活用し

た｣という指摘がある(20)けれども,この免税措置がMIの財政難を大幅に好

転させたという記録はこれまでみられない｡
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2.親睦的催物の企画

(1)

MIの革新的な経営行動として注目される親睦活動といっても,種々様々で

ある｡具体的にあげてみると,主として3種類に大別できる｡

第1はエクスカーションといって,おもに鉄道を利用して適宜の地にある動

物園,造船所,桟橋,大邸宅,城壁,旧跡などを訪問し,時にはその地にある

M Iの会員たちとの交流が計画されたり,また現地で関連のある事柄に関する

講義も組みこまれた安あがりの見学旅行である｡ MIの会員だけでなく,会員

の縁者や友人も参加することができた｡ 1830年代から全国網が敷かれはじめた,

鉄道を利用したプランが企画されることが多かった｡それだけに,このエクス

カ-ションは, MIの｢人気ある年次行事になった｣
(21)0

第2に,各種の親睦の集い(Social gatherings)がある｡ M Iの校舎内,

もしくは近接の施設において,一般の労働者でも支払うことのできる低料金で,

随時もしくは定期的に開かれた茶会,コーヒー･パーティ,クリスマス･パー

ティ,夕べの集い(soir`)などである｡ここでは,音楽演奏,演劇,興味深

い物理や化学の実験ならびに講演, M Iの会員による学習成果の発表,それに

軽食も提供され,地元の名士をはじめ各層からの参会者があった｡

第3は,公開の博覧会(exhibition)の開催である｡ MIの会員の労作のほ

か,一般の有志から提供された自然科学を例解する各種の模型や図面類,美術

工芸品,博物の標本,新式機械の模型や産業技術の成果を示す諸品などを一堂

に集め,これを一定期間一般の観覧に供する.会場では,実演ならびに関連事

項の講演,さらには,適時,コンサートや飲食物もまた用意された｡これらは,

それぞれ単独で開催されただけでなく,博覧会見学を売り物に企画された鉄道

を活用したエクスカーションというように,組みあわせて企画されることも少

なくなかった｡このような博覧会事業は,多彩な親睦的催物のうち, ｢もっと

も多数の人びとをMIに接触させ｣ (22),屈指の経営実績をもたらしたのだっ

た｡

MIの歴史上,博覧会はすでに1835年から開催されている｡リンカンシャの
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第2表 博覧会を開催した M I (1840年まで)

…開催年 名 称(地 域)

1835

1836

1837

1838

ルイス(リンカンシャ)

ブリストル(グロスタ-シヤ)

マンチェスクー(ランカシヤ)

マンチェスクー ○ニューカスルアポンタイン(ノーサンバラ

ンド) ○ポタリーズ(スタッフオードシヤ) ○サンダーラン

ド(グラム) ○トドモードン(ヨークシヤ)業

バーミンガム(ウォリックシヤ) ○ダービー(ダービーシヤ)

○リーズ(ヨークシャ) ○マクレスフィールド(チェシヤ)

○ポタリーズ ○プレストン(ランカシャ) ○ソルフォード

(ランカシヤ) ○ シェフイールド(ヨークシヤ) ○ソウ

アビブリッジ(ヨークシヤ)

アバディーン(スコットランド) ○ビークルス(スコットラ

ンド) ○バーミンガム ○ブラッドフォード(ヨークシヤ)

○ゲーツヘッド(ダラム) ○ダービー ○-リファクス(ヨ

ークシヤ) ○リーズ ○レスタ- (レスクーシヤ) ○リバ

プール(ランカシヤ) ○マンチェスクー ○ニューカスル･

アポンタイン ○ノリッジ(ノーフォーク) ○ノッティンガ

ム(レスタ-シヤ) ○オールダム(ランカシヤ) ○プレス

トン ○リボン(ヨークシヤ) ○ソルフォード ○シェフイ

ールド ○ストックポート(チェシヤ) ○ストラウド(グロ

スクーシヤ) ○ウィガン(ランカシヤ)

･X･Tobmorden姓echanics' institution and Literary and Scientific

Assoc iat ion.
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ラウス(Loutb) MIが開いた博覧会が最初である｡つづいて,その翌1836年

にはグロスクーシャのブリストルMIで開かれている｡けれども,博覧会を開

催することがM Iの経営刷新策として進取的なM Iのあいだで注目を集めはじ

めたのは, 1837年から翌年にかけてマンチェスターMIが企画し開催した博覧

会が,経営的に大成功を収めたことを契機とする｡ (23)このマンチェスターM

Iにおける第1回博覧会の成功をきっかけに,全国各地のMIにおいて博覧会

事業が展開されるに至った｡その普及ぶりは,第2表に示すとおりである｡そ

のさい,とくに博覧会事業がMIのあいだに普及する最初のころ,マンチェス

タ-MIが先導的役割を果したことが知られる｡次章で,具体的に考察したい

と思う｡

以上にあげた種々の経営策は,いずれも｢おおいに親睦的な(social)性格

の,しかしそれでもかなり教育的目的をもった種々の事業を発展させる傾向｣

(24)を含んでいた｡元来は骨休めとなるような催事であるが,そのなかに知的

な学習をも組みこんだ事業である｡これらの事業は, MI運動が開始された初

期には明確にこれを認めることができないものであった｡このような親睦的で

娯楽的な催物を取り入れることば,有用知識を学習するというM I本来の活動

日標を希薄にしてしまうとして敬遠されていたのだが,ハダズフィールドMI

のような大きなMIであれ,ヒチンMIのような小規模なMIであれ, ｢これ

らは1830年代末までに進取的などのM Iにおいても,そのプログラムの定評あ

る一部となりつつあった｣ (25)のである｡

(2)

このような学習を兼ねた親睦活動は,至るところで認められる｡具体的な事

例を紹介すると,たとえば, 1834年12月に設立されたチェスタ-MIのばあい,

実に精力的に親陸的催物を企てている｡ 1850年代末に至るまでの催しは下記の

とおりである(26)0

1838年 博覧会｡

1843年12月 夕べの集い｡

1844年4月 夕べの集い｡
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1845年度

1846年度

1847年11月

1848年8月

1849年度

1850年8月

1851年度

1853年度

1854年度

1856年

夕べの集い｡コンサート3回｡

音楽会2回｡

音楽会｡

鉄道エクスカーション(ウェルズ北西部の港湾都市バンガ-

Bangorまで) a

音楽会3回｡エクスカーション(行先はバンガ-,およびノ

ルマンの古城があるカナ-ヴォンCaenarvon) 0

見学会(行先はイングランド北西部の湖水地方) 0

コンサート5回｡音楽会｡腹話術などの演芸会｡

コンサート｡夕べの集い｡

演芸会2回｡

演芸会｡夕べの集い｡小型蒸気船の旅(行先は荘園領主イー

トン氏の邸宅) 0

1856年度 コンサート7回｡

1857年度 マンチェスターM. Ⅰ.の博覧会見学o

1859年 舞踏会｡

また, 1840年(一部は1839年)におけるイングランドのMIの実態調査を試

みた有用知識普及協会(The Society for the I)iffusion of Useful Knoy-

1edge)紘,そのF報告書』のなかで, ｢M Iにおける娯楽(anusemen.ts)の件

について最近大いなる関心が払われてきている｣ (27)ことを清摘し,以下のよ

うな事例をあげた｡①ブリストル,シェフイールド,ニューカッスル･アポン･

タイン,トドモデン, -リファクス,ストクポート,ダービィ,コベントリ,

ルース,ベクレス,ノッチンガム,リヴァプール,エディンバラにおける博覧

会, ②グロスタ-,チェルテン-ム,チエ-クスバリ(Tewkesbury)からバー

ミンガムまでのエクスカーション,ヨークからリーズ,またり⊥ズからヨーク

までのエクスカーション,さらには, ⑨数多くのところで開かれた茶会とコー

ヒー･パーティなど,である(28)0

上記のうち,茶会およびコーヒー･パーティのばあいは,労働者でも支払え
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るほどの料金で開かれ,ここでは音楽,おもしろい物理の実験,朗読,時には

ダンスも取りいれられている｡

グロスタ-からバーミンガムまでのエクスカーションは1840年5月3日にお

こなわれ, 400余名が参加した｡グロスクーMIの会員用に特別列車が仕立て

られ 往復の料金が1等料金なら7シリング6ペンス,二等料金なら5シリン

グ, 3等料金は3シリング6ペンスと定められた｡参加者はこの3グループに

わかれ,各グループから一人が選ばれてリーダーとなり,それぞれのグループ

を指揮した｡かれらは朝6時に,音楽隊を先頭にしてグロスタ-MIを出発し

て鉄道駅に向かった｡バーミンガムでは,まずフィロゾフィカル･インステイ

チエ-ション,自然史博物館,二三の工場を見学したのち,バーミンガムMI

を訪れて開催中の博覧会を見学した｡工芸品,博物の物品,動く機械模型,稼

働中の小型機械などを見てまわっている｡ボルタ電気に関する講義も聴いた｡

午後には飲食物がふるまわれた｡ 6時になるとバーミンガム駅に集合して,棉

途についた｡この企画はグロスクーMIに48ポンドの収益をもたらしたし,会

員増も期待することができた｡
(29)

ヨークシャーMI連合のばあいも,たとえばF1842年報』の末尾に,傘下の

MIにおける親睦活動についての調査結果がまとめられて,第3表(3O)のよう

に報告されている｡同連合の本部があったリーズを中心にして,鉄道および蒸

気船を活用したエクスカーション,博覧会の見学,ティ･パーティ,音楽会,

講演会などが,年に1回ないし2回開かれ,参加者の半数から三分の一が女性

であったのである｡

一方, M.タイルコート著F1850年以前のランカシャおよびヨークシャのM

I』では,アシュトン･アンダーライン,ブラッドフォード, -リファクス,

キースリ,ハダズフィールド,マンチェスター,スタウアプリッジの各MIで

開かれたチェス･クラブ,クリスマス･パーティ,舞踏会と演劇会,エクスカ

ーション,祭典(gala) ,体育祭,夕べの集いについて,詳しく論及されてい

る(31)0

ヨークシャならびにランカシャといった大工業地域だけではない｡ウォリッ
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第3表 ヨ-クシャMl連合における親睦的活動

親睦的活動

1838年6月

183!I年7月

1840年1月

1840年6月

184】.年1月

1841.年8月

1842年1月

ナバー･ンロックまでの

小型蒸気船によるエク
スカーション

第1回冬季集会

リーズまでの鉄道エク

スカ-ション

第2固冬季集会

リーズMI会員のヨ

-ク訪問

第3回冬季集会

ハルまでの鉄道エク
スカーション

第4回冬季集会

活 動 内 容

テイ･パーティ,音楽会･科学

の進展に関する講演

テイ･パーティ･音楽会･骨相

学に関する律義･スピーチ

リーズ博覧会の見学,チ

-テイ,スピーチ

L
J

":7丁~

ティ.パー･ティ,スビ-チ

テイ･パーーティ,講演

パーティ,英国の旋律

関する講義,スピーチ

テイ･)ヾ--･テイ,音楽会, ス

-･チ,新設された講堂の見学

テイ･/ヾ-･テイ,音楽会,ス

-･チ

参力

(二s

販売され

チケット
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クシャ,ウ-スターシャ,スタッフオードシャといったイングランド中部ない

し中西部地域においても,やはり同じ傾向が認められる｡これらの地域におけ

るMIの歴史を分析したC. M.ターナーは,イープシャム(Evesham)
,バ

ーミンガム,スタウアプリッジ,ウエスト･ブロミッジ(Vest Brom甘ich),

ウルバーハンプトンの各MIが, 1835年から1850年までに,コンサート,茶会,

談話会,花の品評会,晩餐会,バザー,エクスカーション,産業博覧会を開催

したほか,チェス･クラブ,合唱団,喫茶室を組織ないし開設したことを紹介

しているのである(32)0

(3)

以上のような各種の親睦的催物がM Iにとって大きな意義があるのは,以下

の諸点による｡

まず第一に, MIの会員以外にも参加を勧め,大勢の人びとをMIに近づけ

たことは,会員の増大と収入増をもたらし, MIの経営基盤の確立に寄与した

点で重要である｡ ｢親睦的催物を施行してみることに成功しなかったMIはそ

れがないためにしばしば死滅した｣､(33)ことを, T.ケリーは指摘しているo

第二に,各層から参加者を集めたことは, ｢ずっと以前からあったMIに対

する大きな偏見をたくみになくする好機を与えるものであった｣ (34)と考えら

れる点で重要である｡

第三に,なによりも,親睦的催物の盛行は, MIの教育プログラムのなかに

娯楽的要素が教育と結びあわされて忍びこんだことを意味するものであり, M

Iの基本的な性格ならびに機能が変質したことを表示する点で注目される｡す

でに早く1844年,同時代の評者は, ｢この変化はその歴史上たしかにもっとも

重要なできごとである｣と位置づけている｡かれが正しく指摘したように,そ

れは, M Iが,熟練職工に各人の仕事に関連ある科学の基本原:哩を教えるとい

う,創設当初の唯一の目標ないしは支一配的な目標を事実上放棄して, ｢それよ

りも下層の者にFなるべくたくさんの安あがりで.罪のない娯楽を兼ねそなえ

たなるべく多くの健全な教育』を広く提供するという,より大きな目標を採択

した(ただし,そうはいっても当初の目標を放棄したのでもないし軽視するの
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でもない) ｣ことをあらわしている(35).,

MIにおける親睦的催物は, MIに対する以上のような意義だけでなく,社

会的に注目すべき意味をもっている｡同一のタイム･テーブルに従って行動す

るうちに,人びとは一日に何度も,しかも毎日同じ顔に遭遇することで親密さ

を増すことになるのだから,社会の一体性ならびに均質性をはぐくむという点

で大きな社会的意義をもつように思われる(36)｡余暇･娯楽の社会史研究でと

りあげられるのも,まさにこの点からである｡
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第2章 マンチェスター･メカニックス･インステイチューションにおける

親睦事業

1.教育経営の刷新

｢1 1
＼ ⊥ ノ

マンチェスタ-MIは, 1824年7月,このまちの技術者,発明家,政治家の

一団が発起し,これを事業家や銀行家が後援して生まれたo その趣意は, ｢ど

んな仕事の人であれ,熟練職工(Xechanics and Artisans)が仕事をするさい,

実際に応用できるような科学の諸分野に習熟できるようにすること｣にあり,

講義ならびに学級の提供,図書室の開設,実験室と作業室の付設,模型や器具

の収集が構想された(1)｡じっさい,機械学ならびに化学の講座,数学および

機械製図･建築製図の学級が提供され,いずれも当初ずいぶん盛況であった｡

活動の拠点が求められ,まず市内のクロス通りに図書室,閲覧室,学級用の

部屋を借用し,ついで旧荘園領主の邸宅や小劇場を,さらにはソルフォード

(Salford)のクイーン･ストリート･チャペルを講義用に活用することがで

きた｡しかし,それに安居するのではなく, 1827年になると,果敢にも,市内

のクーパー通りに見つけた1160平方ヤードの敷地に,他のMIに抜きん出て,

どこよりも早く壮大な校舎を建設した｡活動の一段の充実を期したのである｡

学習の動機づけとして賞品･賞金や証明書を授与することを試みもした｡

1828年以降になると, ｢急速かつ着実な進展をみせはじめた｣ (2)｡同年か

ら1830年までの3年間,常勤の講師により機械学,自然哲学,化学の体系的な

講義がおこなわれた｡化学講義は1832年に中断したが,かわって翌年から化学

の学習クラスが開設され,学生たちは実験を楽しむこともできた｡

博物学の物品についても,充実がはかられているo 1836年には植物億本なら

びに昆虫コレクションが購入され博物館の核とされたし,翌年にはさらなる物

品の購入と寄贈とによって,充実したものになった｡学芸員も任命されている｡

展覧用のスペースが広められ,内外の鳥類の剥製標本のコレクションが収蔵さ
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れるなど,一段と充実されたo

新聞閲覧室についても用意され,これは1840年に開かれている｡

規約も,合理的･効率的な運営をめざして整備された｡構成員がおおくなり,

多彩な活動を展開するようになればなるほど,組織体は確かな規則と規約をも

つことが不可欠となる｡マンチェスクーMIにおいても,早くから明確な規則

と規約が定められていたo もっとも,当初の規約には独特のものがあって,た

とえば,党派的な政治学と論議を呼びそうな神学の本は,図書室から除かれて

いた｡貸し出し国書が破損せずに返却されるよう,利用者には所定の用紙に署

名させる,などという制度もできていた｡そのほか,授業を4回欠席したら除

籍となる,などという規定もあった｡

以上のように,学習の拠点となる専有の校舎が確保され,講義･学習クラス･

図書室･実験室･作業室･模型などといった多彩な学習形態ないし学習手段が

提供され,専任の教師が任命され,規則と規約が策定されたということは,マ

ンチェスターMIが教育･学習機関としての体裁を一段と整えるに至った,と

いうことを表すものである｡

けれども,マンチェスタ-MIはかならずしも順調に進展したわけでなく,

活動はじょじょに振わなくなった｡少人数で基礎的な学習をおこなう学習クラ

スが成果をあげているほとんど唯一の部門であるという有様となった0 1820年

代末の不況のあおりをうけたこともあって, 1830年10月には,会費納入者数が

創立以来の最低を記録し, ｢即座に積極的な措置を講じなければ,われわれは

救いようもない衰退の極みに落ちこむであろう｣とまで危倶された｡とくに18

29年から1831年までは,マンチェスクーMIが経験した｢唯一の真に危機的な

時代｣であり｢最大の窮迫期｣であった,といわれる(3'｡年次絵会では積極

的な会費納入と募金活動の必要性が訴えられ,対応策が提言されている(4) 0

このような新事態に直面したとき,マンチェスクーMIは,これを敏感に知

覚し,意識的に適応しつつ,そのなかで将来の教育経営の進展方向を機敏に構

想した｡現状克服を目ざした創造的な経営変革にあえて乗りだすことで,経営

の存立を守ろうとしたのである｡そのような経営行動を先導したひとりがB･
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へ-ウッド(Benjamin Heywood)であるoかれほど実状を的確に判断し,自覚

的に経営の進路をあらたな方向に切り開こうとした者は少なかったように思わ

れる｡

創立時から1841年2月まで一貫しで会長職にあっただけに,へ-ウッドは継

続的に実態を認識することができ,それにもとづいて従来の教育経営を振りか

えり,あたらしい経営方向を打ちだした｡他の運営陣もこれに協力を持しまず,

へ-ウッドの提言を容れて,マンチェスクーMIはたくみに経営方針を転換し

た｡本研究にいう親睦的な催物を企画したのであり,教育プログラムのなかに

それを積極的に位置づけようとしたのである｡発足当初はまったく予期されな

かったが, 1830年代から｢レクリエーションと娯楽｣への要求が高まったので

ある｡こうした経営改革により,マンチェスターM王はこれ以後着実な進展を

示している.｡

(91
ヽ､ ▲■J ノ

親睦的な催し物の企画は,教育経営上の刷新策として考え出されたのだが,

刷新策はこれひとつだけではなかった｡それぞれの局面に応じて,実に多様な

対応策が講じられている｡そのなかでも特筆されるのは,以下の諸点である｡

マンチェスタ-MIにおいて試みられたこのような刷新策は,マンチェスタ一

に固有のものではなく,全国各地にあるMIにおいても共通してみられた刷新

策であろうと思われる点で重要である｡

マンチェスターMIが打ちだした第一の対応策は,株の発行により運営資金

を調達しようとしたことである｡マンチェスターMIといえば,各種の部局を

擁する施設を備えた｢イングランドで最初｣のMIであったといわれる(5)0

そうした施設を確保するのに,土地代は1,523ポンド,建設費は5,412ボンド,

登記代82ポンドを要したo これらの資金を調達するために, 1株600ポンド,

年利息5パーセントの株を11株募集したのである｡

創立されて9年目の年末になっても,負債はまだ8,195ポンドも残っていた｡

この負債を少なくするための積極的経営が企てられることになった｡ 1839年に

紘,バザーの開催,博覧会の企画,終身会員への寄付の依頼によって, 11株の
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うち6株を同MIが3,083ポンドで購入することができた(6-o

さらには, 1842年ならびに1844年に開催された博覧会による収益,一般会員

および終身会員からの寄金, 500ポンドでの土地の売却により,本校はようや

く負債から解放されることができたo

第二は,労働者階級の子弟の教育のあり方にも関心を払い,かれら向けの終

E!学校(day school)を開設したことである｡安い料金で学習の機会を提供し,

優秀な人材を育てようという意図からである｡男子の終日学校は1834年に,女

子の終日学校は1835年に,それぞれ開校している｡

両校の教師の研修も計画された｡男子終日学校の教師はエディンバラのセッ

ショナル･スクールに派遣されたし,女子終Ej学校の教師はその男子終日学校

において翁導をうけたのであるo これらの教師から,男子生徒は読み,書き,

算術,代数,幾何,地理,歴史,文法を,女子生徒のばあいは代数と幾何にか

わって裁縫と編み物が教えられたo 図書室も用意され,蔵書の貸し出しもおこ

なわれて,学習に活用された｡

両校は3年間ほど存続した｡設備の都合で男子は230名に,女子は110名に制

限されたので,入学待ちの者が出たころもあった｡毒受業料は会員の子弟および

その兄弟姉妹は-季4シリング,その他の一般生徒は5シリングと定められ,

年間80ポンドの収益があったというのに, 1838-39年になると閉校を余儀なく

された｡類似の学校がほかにも創設されたことによる競合,ならびに経営陣が

第一回博覧会の開催に専念することで同校への■配慮が欠如したこと,などの理

由があげられている(7)0

第三の対応策は,学習クラスに教育経営の力点をおいたことである｡講義部

門については衰退傾向がみられたが,学習クラス部門は全般的に成功であった｡

相当の需要があり,学習クラス部門を充実することばますます重視された｡と

くに夜間の初級学習クラスが人気を博していた｡同クラスは週に三晩開かれ,

読み方,書き方,計算,文法,綴り方の教育が与えられた｡やがて数学クラス

ならびに機械･建築製図クラスが盛んになった｡

こめ学習クラス部門においては,商工業の要請にこたえた学習機会が提供さ
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れている｡つまり,フランス語,ドイツ語,書き方にはとくに強い要望があっ

たo フランス語の知識の持ち主は職場で重宝がられ, ｢高い地位｣を獲得した

のであった., ｢科学のいろいろな分野に関するフランス語の本は, 『卸売店,

機械工場,染色工場,ガラス工場やそれと類似の工場』でたえず参看された｡

また,ドイツ語の通信文が扱えたうえに,ドイツ語を話せる者はより高い給料

を要求することができた｡また,書くのに堪能であれば,年間50ポンドも余分

に手にすることができたのだった｡ ｣
(8)

第四の対応策は,褒賞制度の導入である｡学習を継続し奨励させるために,

賞品(prizes)と熟達証(certificate of prQficiency)を授与するという制

度であり,これを受賞した｢生徒にはそれ以後,行状の改善がみられた｣とい

うのである｡このうち,熟達証の授与という企画は,エディンバラ技芸学校で

これを創始したL.ホ-ナ- (Leonard Ⅱorner)からヘ-ウッドに知らされた

ものであった(9)｡この企画は1837年の年次総会で提案され,翌年から実施さ

れている｡

第五に,女子教育のあり方についても検討され,終日学校も開設したことが

注目される｡年次総会や講演会その他においてしばしば論議されていたが, 18

37-38年になってはじめて,女子が-季5シリング(後には4シリング)で講

義と図書室を利用することが認められた｡ 1845年になると,女子専用の終日学

校(Higher Day Classes Females)が設けられたo これは,商店主や熟練職工

層の子弟にふさわしい学習機会を与えようというものであり,また,女性教師

の供給を増大し,ガヴァネスを志望する者に学習機会を与えようというもので

もあったというから,注目される(10)o

第六は,相互学習が促進され,博物学学習会(Natural History Society)

と相互改善会(htual lmprovetBent Society)が組織されたことである｡前者

紘,広範な植物標本と昆虫棲本を収集して学習をすすめたo植物書叩ヨと昆虫部

門に分かれており,博物館を開き, 『マンチェスタ-の植物(Flora姓ancuni-

ensis) 』という図書を出版するほどの活動をした｡ 7年ほどで消滅したけれ

ども,これ以後, ｢植物学はマンチェスター地方の労働者階級の間で伝統的な
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興味の対象になった｣のだった｡後者の相互改善会は,後述のように,マンチェ

スクーMIの親睦行事をおこなう拠点になった点で,重要であるoクラス学習

や講演を通して,切瑳:琢磨しあう組織体であった｡
(ll)

2.多彩な親睦的活動

｢教育的傾向をおびた娯楽｣事業としては種々あるが,マンチェスタ-MI

のばあい,エクスカーションの組織化,懇親会の開催 クリスマス･,ヾ-ティ

の企画,低料金で活用できる音楽の催物(musical entertainments)の実施,

博覧会の開催がとくに注目されるo これらの事業は,マンチェスクーMIに特

有のものではなく,他の多くのMIにおいても同じように企画され実施された

ことが認められる｡

(1)エクスカーション

マンチェスタ-MIでは,既述のよう`に, 1830年代から, ｢レクリエーショ

ンと娯楽｣への要求の高まりがみられた｡この種の最初の革新策(正規の活動

と関連のある革新策は別にして)が,エクスカーションの組織化であった｡

エクスカーションは,マンチェスターMIが打ちだした｢教育的傾向をおぴ

た娯楽｣事業の第1の事業である｡もっとも,エクスカーションを実施するこ

とばはなかなか定着しなかった｡ヘ-ウッドは,すでに早く1827年に,この種

の旅行(trip)を提案していた｡リバプール,ついでコンウェイおよびメナイ

海峡(Xenai Straits)までの旅行である｡しかし,実現をみたのは1833年に

なってからであって,この年の秋の一日, 30名ないし40名から成る一団が鉄道

を利用してリバプールに出かけたのである｡早朝の列車で出発し,リバプール

M Iの会長や事務長の出迎えをうけたのだった｡まず市内の動物園へ誘われる

と,そこでは参加者の一人が動物について解説をした｡ついで,市内にある種

々の公共の建物を見学してまわり,最後は造船所を訪れた｡この造船所ではア
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メリカの定期船ススキ-ナ号に乗りこみ,船内の構造や設備を見学することが

できたoその後,リバプールMIに至り,その講義室で開かれた交歓会に出席

し,同MIの会員から歓待をうけた｡ロイヤル･インステイチエ-ションの博

物館の見学を終えてから,･大半の者は,予定の時間どおりに,マンチェスクー

に戻って同MIで講義をうけたが,その一方,
･とどまってリバプールMIの講

義の方にでて,翌日になって戻ってきた老も少数いた｡ (12)

エクスカーションは,その後も機会あるごとに勧められている｡たとえば,

へ-ウッドは, 1838年には,地理学･植物学･動物学の面で興味深いところへ

の旅行を企画すべきであると説いた(13)｡また, ｢目下発展中のいろいろな鉄

道,とくにリーズ･マンチェスタ一線の切通しの一部を訪問するよう｣にとか,

ウォーズリ(Yorsley)の炭鉱あるいはノースウィチ(Northwich)近くの岩塩

鉱への見学とかを,しきりに勧めたのだった｡さらにまた,ボールトンからワ

イア(Tyre)までの鉄道が完成した折には,眺めのいい海とすばらしい日没が

楽しめるからといって,ブラックプールにある自宅を訪ねるよう申し出ている｡

しかし,エクスカーションは1833年に渚についたけれども,次がなかなか続

かなかった｡記録に残る第2回目は, 1849年のブラックプール市までのエクス

カーションであって, 3,508名が参加している｡かれらはブラックプールで水

泳を楽しみ,貝類や植物の採集などに興じた｡翌1850年にも同じ試みが行われ

ている｡ 1849年のばあいの料金は会員一人1ペンス,会員の友人のばあいは6

分の1もしくは6分の2ペンスであったo
(14)

(2)懇親会

｢教育的傾向をおびた娯楽｣事業の第2は,相互改善の会やコーヒー･パー

ティといった懇親会の開催であるo この懇親会はただちに成功をおさめたo 18

34年4月に, M Iの創立10周年と相互改善の会の創立1周年を祝って最初の懇

親会が開かれ,会員およびその家族180名が参加している｡かれらは,コーヒ

ーを飲み, ｢電気仕掛けの機械を使った目を見張るような実験｣や化学実験が

展覧されるのを楽しんだ｡釘灯にも興奮して見入った.軽い飲食物を共にし,

-29-



スピーチや歌に興じた(15)o

こうしたコーヒー･パーティは,相互改善の会がそのパイオニアであった｡

同会によって, 1836年から年4回の割で開かれている｡最初の1836年のばあい

の出席者は平均して140名を数えた｡ 1839年になると論文が報告されたし, 18

40年には学習クラスの生徒むけのコーヒー･パーティが開かれた｡このような

パーティは,日ごろはまちまちの事柄を学んでいる者を-一同に集めるという点

での意義が注目された｡ 1843年には,月例のコーヒー･パーティが組織された｡

そのさい,会員の-人により｢女性の権利と社会的状態｣という報告がなされ,

活発な論議がおこったこともある｡

相互改善会の構成員たちは,ほかの協会が主催した懇親会に招待されること

もあった｡リバプールMI･の相互改善会の｢夕べの集い｣には,代表者3名が

出席している｡マンチェスタ-･アシニーアムからは1847年に招かれているo

会員の友人や縁者も参加するこの種の催し物においては,だれもが感動や喜

びを共有するところから,社会的協調が青くまれるであろうと期待されていた

のだったo

(3)クリスマス･パーティ

第3の親睦的行事であるクリスマス･パーティは, ｢1年間の親睦行事のな

かでもっとも印象深かった｣催し(16'であった｡最初は1833年に相互改善会の

私的なパーティとしてはじまり, ｢クリスマスとその風習｣という論文が発表

されている｡ 50名の出席があり, ｢論文をめぐって論じあったのちに,階下の

教室に場を移して,内容たっぷりのクリスマスの食事をとった｣ ｡その後も年

々開かれ,出席者が増大するようになるにつれて,大がかりになり手の込んだ

行事になった｡そして,全会員でもって組織されるようになった｡このパーティ

では,珍奇な博物や骨相学の標本が展示された教室で,クリスマスの食事をと

もにしたのだった｡その食卓には猪の頭,サーロイン,プラムプッディング,

酒盃が順々にだされた｡愉快な歌や会話がはずみ,中世の奇跡劇や合唱,講演,

仮装行列なども楽しむことができた｡

-30-



1839年のばあいには,見世物を楽しんだo･翌年には500名の会員とその友人

が出席している.｡この1840年からまちの多彩な名士を招くことが慣例になり,

一段と規模を増した.同年の賓客は600名,饗宴の会場を市庁舎に移さなけれ

ばならなかった程であった.｡ 1847年になると,参加者は市長を含めて1800名に

のぽり,当初予定していた市庁舎では間にあわないというので,自由貿易会館

(Free Trade IIall)に会場を移すことになった｡この年から数年間,古いイ

ングランド貴族のホールに似せて飾り立てたこの自由貿易会館で挙行されるこ

とになる｡大掛かりな行列と野外劇が企てられ, M Iの会員40名は仮面劇(mu

glning)に加わっている｡

1848年のクリスマス･パーティはMI内で開かれ,えせ貴族風の酒宴が開か

れている｡スピーチや歌が取りいれられ,軽食が用意され,ダンス,野外劇と

続いた｡

同じパーティといっても,クリスマス･パーティのような定例のものではな

くて,随時に開かれるばあいもあった｡たとえば, 1848年6月には,塑像術教

師バリー氏の骨相学コレクションが会員に展覧され,茶会が開かれている｡合

唱曲が歌われ,デザートが用意されたo なお, 1835年7月には, H.ブルーム

卿が訪問するというので,それにあわせて特別の絵会が開かれ大規模なパーティ

が催されている｡

誰も彼もしばし地位や身分を忘れて平等に交わることのできるこのクリスマ

ス行事では,地域社会の階級間の共感や協調を増進するという目的が強調され

ていた｡もちろんそれを企画することの財政的な効用も同様に重視されたので

あって,とくに博覧会事業が中止されて以降は,その資金調達機能を補うため,

クリスマス行事の経営の効率化が図られている｡

(4)音楽の催物

マンチェスターMIは,だれでも支払える程の入場料でもって, ｢高級な音

楽の催物(musical entertainments) ｣を親殺した最初のひとつであるといわ

れる(17)0 1836年ころから始まり,類似の催し物が他機関でも開かれ,それと
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競合するようになった1850年まで続いた｡この,誰でも支払いのできる低料金

で開かれた(会員は無料という年もあった)音楽の催物が,第4の親睦的催事

である｡

当初は年2 ･ 3回の頻度であったが, 1843年以降の6年間は年間24回から36

回の剖で定期コンサートを催しているo音楽クラスの教師による講演にはじま

り,同クラスの受講生も賛助出演したoギリシャ神話のアンティゴネの歌曲や

オラトリオも上演されたo興行としては成功しなかった年もあったけれども,

｢かなりの収益があった｣事業である｡一流のタレントを招くことを目標とし,

高級な音楽作品を手ごろに享受させることで, MIの会員やその友が,音楽演

奏を呼物にしている居酒屋やビヤ-ウスに足しげく適わないようにする,とい

う所期の目的を達成することができた,と主催者たちは確信したのだった(18)o

(5)博覧会の開催

第5は,博覧会事業である.っマンチェスクーMIが企画した｢大規模な公開

の催物のなかでもっとも野心的なもの｣であって, 1837年から】.845年までに5

回も開催し,抜群の興行成凄をあげた(19)i,博覧会事業は財政危機を乗り切る

ために企画されるという側面があったのであるo 5回の開催で占めて5,000ポ

ンドの収益があり,これは校舎建築のさいの借入金の支払いにあてられたのだっ

たo

この博覧会事業こそ,マンチェスターMIにおける親睦事業を代表すると考

えられるので,以下,その具体的な様相について詳述する(20)0

マンチェスクーMIにおいて博覧会を開催することの発意は,これもやはり

B.へ-ウッドがなした｡ 1837年2月23日の年次絵会における会長挨拶のさい

の, ｢■MIの人気と魅力を増す｣一策として｢講義室でときおり公開博覧会を｣

開催するというかれの提案(2‖に端を発し,開催されるはこびになったt:, 12月

9日付の『マンチェスター.ガディアン』紙上などで,開催の趣意を公にし,

あわせて有志からの出品を勧誘したo

その趣意とは, MIの会員ならびに一般大衆にマンチェスタ一における産業
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と技術の現状を観覧する機会を提供し,講義室で説明された科学の諸原理を実

際に応用して製作された諸物品を展列することで教育と娯楽を結び合わせ,こ

のなかから｢知的改善と合理的娯楽の源｣が生まれ出ることを意図している,

というものであった｡とりわけ創意に富む熟練職工たちには, ｢機械組立てに

おける科学的原理の実際的応用について調べてみる好機を与えてやる｣ことで,

かれらの｢科学的探究心を刺激する｣ことになるであろうと期待している,と

いうことも力説した(22)0

この構想は人気を呼び, 150名の有志から物品が寄せられた｡ 1837年12月27

日から翌年2月3日までの5週間の会期中, MIの講堂,製図教室,読書室を

機械器具の模型,植物標本,美術品の展列用にそれぞれ充てたほか,さらに3

室を藷品の展列用に開放した｡ 6ペンスの入場券もしくは半クラウン-2.5シ

リングの定期入場券を手にした50,000余名の観覧者のほかにも,観覧無料の特

典が与えられた人たち(近隣の駐屯連隊員,救貧院の在院者,慈善学校の児童,

あるいは観覧割引の便を活用した各種の学校の児童生徒たち)が,大挙してこ

こに押しよせたのだった｡

まことに大入りの盛況であり,終わってみれば純益は850ポンド近くにのぽっ

た(, 『マンチェスクーMI年報』は,博覧会を｢過去一年間のうちもっとも光

り輝く行事である｣と記し,これは｢MIの有用性を増し,種々の特典を広め,

繁栄状態を永続せしめる,あたらしい大きな分野を切りひらいた｣と位置づけ

た(23'｡そこで,再度,次年度も開催することを早くから決め,周到な計画と

施策をなしたことにより,第2回博覧会の有料観覧者は120,000余名という大

勢に達し,収益も1,354ポンドに達した｡つづいて, 1840年, 1842-43年, 1844

-45年にも,より長期におよぶ博覧会を企画し実施したのだった｡それでも飽

きられることばなく観覧客が雲集し,いずれも顕著な実績をあげている｡ただ,

1840年の第3回博覧会は不況期のなかの開催であり,また近隣のソルフォード

MIの博覧会との同時開催を避け,例年よりも会期を操り下げたことから,そ

の経営実演は他の博覧会に劣ったけれども,それでも268ポンド余の収益をあ

げることができたo第4表に示すとおりである(24)o
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第4表 マンチェスターMIにおける博覧会東棟

収 益(£.s.d.)

収 入 支 出

848. 0.ll

車重亘互互工
1354.0.9

〔二2332. 9.ll 978.9.2

268.12. 5

重工互亘r6i@1j
1522.8.6

2583.0.1 工重工巨Ii
1326.14. 0

IIU--- ･

---------｣3249. (). 0 :1922. 6. 0

------ -----･--

-----1

有料入場者数

(名)

約50,000

120,000

43,450

150,000以

95,000

ただし,1845年

2月28日まで)

_____________｣



この間,一般の注意を喚起し興味をそそり続けるための各種の創意工夫をな

している｡まず,観覧の便を考えて,第2回博覧会から,毎回, 『出品物カタ

ログ』を用意した｡同部同類の物品を比較対照して観覧することの効果をねら

い,部類別に展列された諾品について,部類別,展示会場別に,出品者･製作

者･寄贈者の氏名,出品物番号,ならびに時には主要展列品の簡単な説明を付

したものである｡観覧者はこれを一部3ペンスで手に入れ利用することができ

た｡

第3回博覧会では,地元の名士たちから寄せられた名画の展示室を校舎2階

に特設したことが出色であった｡まちのどの画廊よりも秀作が集まっていたの

で好評であったといわれる｡夕べの集いとか音楽プロムナードとかいう新企画

が呼物であった.会場では飲食物も用意され,軍楽隊の演奏が一段とはなを添

えた｡このような催物や見どころを案内した『博覧会報』が,週1回, 1部1

ペニーで販売されたo その第1集(1840年)は各号わずかに4頁,第2集(18

42-3年)と第3集(1844-5年)でも8頁であるが, ｢会場見てある記｣と

いう連載(25)は見どころを簡便に知る上で便利であり,また｢博覧会評判記｣

とでもいえるコラムも含んでいて興味深い(26)a

第4回博覧会では,まちの有志2名が供出した中国の古器物コレクションが

見ものであったo珍鳥珍獣を含む100種以上の動物が演ずる｢オースチンの愉

快な家族｣と称する見世物は,ロンドンのオースチン兄弟社が30年かけて蒐集

しただけに,見物するには一人1ポンドの観覧料を特別に要したけれども,輿

味をあつめ大入りの盛況であった｡

第5回博覧会では,再度の観覧を誘おうとして,多彩で新奇な展列品を求め

てロンドンにまで出向き,デザイン学校やその他の共鳴者に出品依頼をなして

協力をうることができた｡

博覧会はその収入の大部分を観覧客の支払う入場料に依存したので,できる

だけ多くの観覧客を誘致するための種々の企画に全力が傾倒されたのだった｡

たとえば,既述のような,出品勧誘,観覧客誘致と宣伝紹介,趣旨の周知徹底

の努力,効率的観覧を助ける出品部類別カタログや会場案内書の作成のほか,
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ガス灯照明･動的展示･装飾など観覧効果を高めるための工夫,観覧料を徴す

るアトラクションの選定,再度の観覧を促すような展示物の交換,などなどで

ある｡

博覧会事業は財政面で抜群の興業実績をあげたと先に記したが,さらに,年

次を追って会計薄を整理してみると,以下のことが明らかになる｡同事業は最

初から軌道に乗り,ことごとく経営面で顕著な成功を収めたということのほか

に,第1回博覧会こそ会費収入(1,111ポンド7ペンス)にわずかに及ばなかっ

たものの,以下4回の博覧会事業はいづれも,講義,学習クラス,図書館,コ

ンサート等の諸部門に優って,当該年度における最大の収入書BPヨであったこと,

そして,その割合は各年度の収入絵額の実に38パーセントないし45パーセント

を占めるものであったこと(27),であるLlこのようにして得た博覧会事業収益

は,校舎建設にともなう負債の清算にあてられただけでなく,適時,一般会計

にこれを操り込み(28)M. Ⅰ.の経営の充実を助けることができた｡のベ5回,

長期におよぶ博覧会事業を企画し施行したゆえんである｡

最後に,マンチェスタ-MIはのベ5回の博覧会を開催したが,その成果に

着目して特徴点をあげれば次の3点が重要であろうo

第1は,実物を観察することの啓蒙効果である｡ H.カニンガム著『産業革

命期の余暇』において,博覧会は｢労働者階級の聴衆にはおそらく講義よりも

受け入れやすい科学的教育の一形態とみなされたであろう｣ (29)と述べられて

いるように,科学と技術の成果が展観され,時には製作工程をも実見できる博

覧会場は,好個の学習機会であったにちがいない｡展列された諸品がたとえ種

々雑多なものであれ,当時は一般大衆の基礎的教育が不充分であっただけに,

天産の奇物や人造の妙器,とくに産業技術上の具体的な成果を一堂に集めた博

覧会の啓蒙的意義は,想像以上に甚大であったように思われる｡

第2に,あらゆる層から大群衆が殺到したのに,会期中展列された諸品が損

傷も紛失もこうむらなかったことば,実に貴重な経験でありあたらしい教訓を

生みだした｡労働者が大挙して集まれば騒動がおこり風紀が乱れるという心配

はまったくのヰ己憂でった｡家族をひきつれた,さっぱりした身なりの上機嫌の
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労働者がやってきて,行儀よく会場をゆきかい展列品に見入るさまは,思いが

けない感動を与え(30-,これが,それまで労働者には門が閉じられていた美術

館や動物園や庭園を,広く開放すべきであることの論拠にされたというのであ

る｡たとえば, 1839年2月28日に開かれたマンチェスタ-MIの年次絵会の席

上,運営委員のひとりは,マンチェスタ-MIならびにニューカスルMIの博

覧会における労働者の行状に触れたあと,労働者に対し｢今や大英博物館の門

を閉じる口実はまったくない｣と演説している｡また,マンチェスターMIの

第1回博覧会の開会直後から,地元の新聞Fマンチェスター･ガーディアン』

栽の読者欄には,これと類似の主張が認められる｡ Ⅰ843年4月7日の下院の委

員会においても,下院議_員でありマンチェスタ-M王会長でもあるF.エジャ

トン(Francis Egerton)が同様の演説をなしたことが知られている(31).〕

第3は,博覧会を開催することの財政的効果であるL:, ｢知的改善と合理的娯

楽の源｣になるであろうことが期待され企画されたが, ｢博覧会の興行価値が

立証されたらたちまち財政的な面が優勢になった｣
｡学習クラス用の部屋が物

品の陳列室に充用されるとか連続講義が中断されるとかしても, ｢博覧会を相

当期間開催しつづけることの正当な理由として, 『金銭的利益』が申し立てら

れた｣のである(32)｡事実,博覧会の宣伝ビラには,趣味の向上と健全な良識

の育底,ならびに合理的娯楽の提供という目的に加え, ｢これまでMIの進展

を妨げ,しかもその効用範囲をいちじるしく狭めてきたところの,負債を返済

できるだけの財療がえられることを借越ながら希望する｣という一文が,明確

に表示されている(33'｡しかし,博覧会による顕著な興行成果やその他の努力

により負債を精算し終わったら,一転して,もう一度博覧会をという提案は

｢学習クラスの活動を邪魔し損なう｣という理由で承認されなかったのである

(34)
Cl

一般的にいって, MIは基本財産をもたず,篤志家からの拠金ならびに会員

が支払う会費収入を主たる財療としていたo したがって,その財政基盤は軟弱

であり,経営の存立をはかるため悪戦苦闘の連続であった｡マンチェスターM

Iもまた,不況のあおりをうけて活動瞥金の不足から不振におちいることがあ
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り,これに種々の対応を積極的に試みるのだが,ここでは,活動の一段の充実

を期し,また部屋の賃貸料収入を見こんで, 1827年5月には, 1000名を収容で

きるという大講堂も備えた,校舎を建築したことに由来する負債の返済が,経

営上の積年の課題となった｡博覧会事業がその解決策として期待されたという

わけである｡

すなわち,新校舎の建設費6,600ポンドは年利5パーセントで11名の株主か

ら調達したが,見込んでいた部屋賃貸料収入はあてがはずれ また経営効率化

の努力もそれほどの成果があがらなかったようで,校舎建設に関する収支決算

の内容がはじめて公開された1838年2月28日の年次総会の時点では,負債総額

は8,195ボンドにのぽっていた(:i5)し,この時から償還のための活動がはじまり,

まず,予想外の興行成績をあげて同年2月3日に閉会したばかりの博覧会事莱

に着目し,これを連続して開催することにしたのである｡回を重ねて開催して

も種々の工夫をなし,観覧客の誘致をはかったことにより,都合5匝!における

博覧会事業の純収益は,筆者の計算によれば,総額5,300ポンド余にのぼって

いる.〕もちろんこれだけでは十分というわけでなく,このほかにもさらに,塞

飾品その他諸品のバザーを企画するとか,年次会員に10ポンド10シリングの支

払いで終身会員になるよう勧奨するとか,償還のための財源を調達する試行を

いろいろ重ねている(36)o こうした苦闘の結果,最後の博覧会を開催した年度

のF年報』に,懸案の｢借金から抜けだし｣た,そして｢一連の博覧会を始め

た主要な目標が今や幸いにも達成された｣
,と記すことができたのだった(37-･｡

第2章 注

(1)創立定款の前文より｡ Report of the I)irectors of the班anchester

姓echanics' Institution. (以下,姓anchester HI, AEと略す) , 1828, pp.

23-25所収o

(2) J.育. Hudson, op. cit., p.126.
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(3) ｢一年の相当期間におよぶ景気の不振が､かなりの程度この〔会費納入者

数･････筆者〕減少の原因であろう｣
oぬnchester XI,些(1829) p.6; B.

耳eywood, Addresses I)elivered at theぬnchester班echanics' Institu-

tion. Charles Knight, L･c)ndon, 1843, p.35; #. Tylecote, op. °it., p.

141, p.76.

(4)その主たるものとしては,特別の学習クラスを開設,講義および図書室

に名誉会員を認める,会員のなかから選出される理事を9名に増員する,

などといった提案があるo 1830年代には,鉄道によるエクスカーションの

企画,相互改善会の組織化,クリスマス･パーティの開始などが,提案さ

れている｡本研究の第3章参照｡

(5) I. Y. hdson, op. cit., p.125.

(6)以上は, ibid., pp.125-126.

(7)臥 Tylecote, `The Xanchester Hechanics' Institution, 1824-50', in

D. S. L. Cardwell ed., Artisan to Graduate. Kanchester U. P.,謎an-

chester, 1974, pp.74-75.

(8) Xanchester XI,壁(1844) (1845); H. Tylecote, `The Manchester

媒echanics' Institution, 1824-50', ibid., p.63.

(9) B･ Heyyood,
9吐主., p.109; X. Tylecote, ibis.

(10)臥 Tylecote, ibis., pp.75-76.

(ll) Ibid., p.71.

(12) B. Heywood, op. °it., p.66; X. Tylecote, The班echanics' Insti-

Lancashire and Yorkshire before 1851. op. °it.
,p.

173.tutes of

(13) B. Heywood, j旦担., pp.26-27, 41, 66, 110-111;姓. Tylecote, `The

ぬnchester Hechanics' Institution, 1824-50', op. c托. , pp.72-73.

(14)臥 Tylecote, The甘echanics' institutes of Lancashire and York-

shire before 1851. op. °it., p.174.

(15) Ⅰbid‥

(16) Ibid., pp.175-176.
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(17) Ibid., p.176; I)o., `The Xanchester姓echanics'王nstitution, 1824-

50', op. °it., p.72.

(18) X. Tylecote, The Xechanics' institutes of Lancashire and York-

shire before 1851. op_ cit., pp.176-178.

(19) ib主垂.,p.178.

(20)以下の｢~博覧会の開催｣についての記述は,拙著『英国メカニックスイ

ンスティチュートの研究-一生成と発展』 (神戸商科大学経済研究所, 19

87)第3章第3節と重複するところがあるo

(21) B. Heywood, op. cit., p.92.

(22)姐anchester妊Ⅰ, AR (1838) pp. 62-66; The耳anchester Guardian (9 I)ec.

1837) p.1.

(23)姓anchester姓I, AR (1838) p.21.

(24)ぬnchester XI,些(1838) pp.5, 70-71, (1839) pp.6, 8, 80-81, (18

40) p.7, (1841) pp.8, 36, (1843) p.21, (1844) p.18, (1845) p.15,

(1846) p.25 より作成o The Exhibition Gazette: A削scellany, Pub-

1ished in Connexion with the Fifth Polytechnic Exhibition at the

姓anchester Hechanics' institution, Held at Christmas, 1844-5.

姐anchester, 1845, p.35からも,第1回から第4回までの収支の概略を

知ることができる｡

(25) 'Yalks in the Exhibition', The Exhibition Gazatte (1840) pp.5-7,

9-ll, 13, 17, 21-23, 25-26, 29-30, 33, 37-38, 4ト43;些_(1843)

pp.9-13, 17-20, 25-29, 33-37, 4ト45, 49-53, 57-59.

(26) !坦.(1840) pp.35, 40;阜旦担･(2nd Series, 1842-43) pp･16, 38-40,

47-48, 79; ibis.(3rd Series, 1844-45) pp･40, 4ト48, 62･

(27)拙著F英国メカニックスインスティチュートの研究-一生成と発展』前

出, p.272,注(63)参照｡

(28) 1841年2月には£110.6.5を, 1843年2月には£920.18.2を,それぞれ繰

り込んだ｡姓anchester XI, AR (1841) p.8, (1843) p.21.
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(29)臥 Cunningham, op. °it., p.101.

(30)博覧会終了直後の年次総会(1838年2月28日開催)において,ヘ-ウッ

ドは,これまでこのような機会に恵まれたことのなかった｢労働者やその

妻子が,展示室につぎつぎ押しかけ種々の展列品をみつめるとき,喜びに

満ちた顔をしているのを目にするのはうれしいものだ｣と述べている[B.

Heywood, op. c托., p.102; Kanchester XI,壁(1838) pp･28-29] o翌

1839年2月28日の年次総会では,副会長チャールズ･カンパ-が｢博覧会

は適切にも最良の禁酒協会だと呼ばれている｣旨の紹介をしている

(Manchester XI,皇軍(1839) p.56) o

(31)媒anchester XI, AR (1839) p.58; The Xanchester Guardian (3, 10, 17,

Jam. 1838)それぞれp.3; The Exhibition Gazette (Second Series),

班anchester Hecha-In Connexion 甘ith the Fotlrth Exhibition at the

nics' Institution, No.10 (22 April 1843) p.81o いづれについても, X.

Tylecote, The.Vechanics' institutes of Lancashire and Yorkshire

before 1851. op. °it., p.180, n.5に既出である｡

(32)臥 Tylecote, ibid., pp.178-179.

(33)第5回博覧会の宣伝ビラ(姓anchester Xechanics' institution, Cooper

street. Fifth Polytechnic Exhibition Christmas, 1844-5)の文面より｡

(34) Kanchester XI,些(1850) pp･19-20; D･ S･

to Graduate. op. °it., p.74.

L. Cardvell ed., Artisan

(35) Xanchester HI,些(1838) p.6.

(36) 1839年9月に3日間開催し, £771.1.6の収益をあげた｡ちなみに, 1839

年度(1839年2月28日-1840年2月28日)の建設費会計簿(Building

Account)における収入内訳は,次のとおりであるo些i4.(1840) p･7･

銀行預金残高(1839年2月28日現在) £1733. 17. 5

終身会員費(22名分)

博覧会(18年2月28日-4月6日)

バ寸デー｢1穴三伯生q目)
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コンサート(1839年4月) 13. 5.10

貸室代 12.16. 0

銀行預金利子 19. 18. 6

計 £3467. 13.10

(37) Xanchester WI,

_A3
(1846) pp.10, 20. F博覧会報』の最終号(すなわち

第5回博覧会の最終日の号)にも,同じ一節がみられる｡ The Exhibition

Gazette (Third Series), No.9 (29媒arch 1845) p.65.
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第3章 ベンジャミン･へ-ウッドの親睦事業の推進

1.へ-ウッドの成人教育活動

(1)

B.へ-ウッドは,英国成人教育史上に特異な位置をしめている｡いわゆる

｢合理的娯楽(rational amusement)｣の提供をつうじて労働者の訓化をめざし

た点においてである｡

合理的娯楽とは,下等かつ退廃的な娯楽にあけくれ,集団化･群衆化しかね

ない民衆にむけて提供された,改良された規律ある健全な娯楽のことをいう｡

余暇時間にあたらしい娯楽を組織し,労働者を｢合理的｣な存在にすることが

できる｡これによって望ましい社会改革を実現できる,という発想である｡そ

のさい,かれらを｢中産階級の価値観において教育するための恒久的な施設｣

が用意された｡この施設では, ｢諸階級が娯楽活動において日常的に接触･交

歓し,階級間の融和が行なわれ,同時に上位階級が下位の階級に道徳的な範を

垂れ,浸透的に影響を与える｣ことが望まれた｡また,教育と娯楽が緊密に結

合して提供されたし, ｢教育･啓蒙は,娯楽という糖衣に包んで｣施された｡

それも｢労働者のあいだの社会的上昇志向をたくみに利用｣し, ｢倹約･自助･

禁酒･性的禁欲･家庭の尊重｣といった｢中産階級的な価値｣が施されたのだっ

た｡
(1)

もっともへ-ウッドといっても,あまりなじみはないであろう｡ 『英国人名

辞典』には,次のように紹介されている｡

｢ベンジャミン･へ-ウッド卿(1793-1865年)
o銀行家o銀行家である

ナサニァル･へ-ウッドの子息で, 1793年12月12日マンチェスターに生ま

れ グラスゴウ大学で教育を受ける｡成人になるや父の銀行の共同事業者

に認められ,のちに同社社長となる｡勤労階級の福祉,とりわけ教育に大

きな関心があった｡マンチェスター･メカニックス･インステイチエ-ショ

ンはおもに彼により設立され, 1825年の発足時から1840年までその会長で
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あった｡同インステイチエ-ションで見事な連続講演をおこなっている｡

それはまとめられて1843年に出版されたが,そのうちの2つの講演はそれ

以前の1825年と1827年に出版された｡ 1831年にホイッグ党員としてランカ

シャ選出の国会議員に選ばれたが,議員生活は健康にあわず翌年引退｡ 18

31年に准男爵の称号を授けられた｡ 1843年ロイヤル･ソサイエティ会員と

なるo 1816年にマンチェスターのウドランド家のトマス･ロビンスンの娘

ソフェイア･アンと結婚,数人の子どもを残しているr, 1865年8月11日マ

ンチェスタ-のクレアモントで死去｡ブラッドリィ作の肖像画がマンチェ

スター･テクニカル･スクールにある｡｣
(2)

ここにいう1843年に出版された本というのは, 『マンチェスクーM王におけ

る講演集』
(3)

(以下ではFヘ-ウッド講演集』と略す)のことである｡

この種の『講演集』は, MIなど成人の教育･学習機関の歴史像を分析する

さいに貴重な,第一一次史料となる｡

F講演集』とは,いろいろな機会に,とりわけ創立絵会,年次総会,定礎式,

開校式,創立何年目かの記念祭とかの行事のさいに,その機関の指導者か,あ

るいは招待された人士がなした講演ないし演説を,後日,パンフレットの形で

印刷刊行した資料をいう｡一回分の内容をまとめただけのものもあれば,同一

機関における種々の講演ないし演説記録をまとめたものもあるし,同一人物の

多年におよぶ講演記録を一括したばあいもある.そのうち,多年におよぶ複数

の講演を一括して収曝したものは,論点の変節があらわれている可能性がある

のだから,歴史分析のさい興味深い史料となる｡

この『講演集』では,当該機閑の沿革のほか,活動の内容と実績など,その

機関の景況にかかわる事項についても論及されている｡それも,他の年度ある

いは他の機関と比較した景況に論究されるとか,問題点の指摘あるいは改善方

策の提示まで含まれるとかのばあいもある｡それだけに, F講演集』は,各種

機関の歴史像を分析するさいの主要な分析素材となるのである｡

本章の主要な分析素材であるFヘ-ウッド講演集』もまた,第一級の史料で

ある｡これは,表題が示すように, B.へ-ウッドという一人の人物が,折々
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の機会に,マンチェスタ-MIという同じ機関を舞台にしておこなった,講演

ないし演説の記録集である｡そのさい,同MIにおけるかれの立場は変わるこ

とがなく終始一貫して会長職にあっただけに,その講演ないし演説の内容はマ

ンチェスクーMIの活動と性格を反映していると考えられる｡

もっとも関係者ないし指導者による講演集は, MIの実像,あるいは実像に

ついての受けとめ方を伝える直接史料として貴重であるといっても,講演ない

し演説という性格上,論拠が具体的に示されることば少なく,しかも,成功の

物語りとして語られがちであるという点から,分析史料として活用するさいに

は慎重を要することを忘れてはならないであろう｡

｢91
＼ ▲■■ ノ

へ-ウッドはマンチェスターの出身である｡銀行業を営む家の出であり,両

親ともユニテリアンであった｡母はマンチェスクー文暫協会の創立者で社会改

良家として知られたT.パーシヴァル(Thomas Percival)の娘である｡

いくつかの寄宿学校で学んだのち, 1804年,スコットランドのグラスゴウ大

学に進んだ｡非国教徒には,イングランドにあるオックスブリッジ両大学は門

が閉ざされていたからである｡ 1811年にはマンチェスターに戻って銀行業にた

ずさわりはじめ,成人に達した1814年に父の事業のパートナーとなるo しかし,

父の死去,ならびにその後のベンジャミン家を守ってきた伯父の死去以後,ベ

ンジャミン家とその事業を引きつぐことになる｡

ヘ-ウッドは実業家であるかたわら, 1831年には推されてランカシャ選出の

国会議員となった. 1832年末串こ議会が解散されるまで議員をつとめるが,この

間の国会では,選挙法が改正されている(4)0

へ-ウッドは教育についてまとまった諭著をものしてはいないけれども,か

れが教育問題に関心を寄せ,とりわけ成人教育の必要性を認識していたことは,

かれの行実からうかがわれる｡教育を推進するための各種の機関や協会に関与

したし,その一方では,おおくの機会に演説をなしたなかで,成人教育に対す

る所信を披渡している｡

へ-ウッドは｢勤労階級の福祉,とりわけ教育に大きな関心があった｣
(5)0
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まず第一に,マンチェスクーMⅠを舞台に活躍したことが特筆される｡ 1824年

の創立時から1840年まで会長職にあって先導し,その進展に多大の影響を与え

たのである｡マンチェスター文哲協会にも関与し, 1815年から50年まで,その

会計係をつとめている｡

第二に,かれの教育活動は成人教育分野にとどまらず,子どもの教育にもお

よんだ｡少年少女のための幼児学校ならびに終日学校(day school)杏,アク

レスフィールド(Acresfield)の地に創設したのである｡終日学校では,週4

ペンスで(ただし,織布工の子弟のばあいは週1ペンスで)
,読み･書き･計

算の学習機会が提供された｡

1830年代後半にマンチェスクーその他で最盛期を迎えた,全国的な初等教育

普及運動にも参加している｡内外学校協会を支援したし, ｢社会の全階層に対

して改良された永続的な教育制度を確保する｣ことを目ざした,マンチェスタ

一国民教育推進協会の終身会員でもあったのである(6)o

第三に,マンチェスター統計協会への参画も注目される｡その創立会員の一

人であり,初代会長(1833-34年)でもあった｡同協会は1833年に創立されて

から8年間,マンチェスター,ソルフォドその他における教育の実情調査をこ

ころみ,その調査結果をもとにして教育を改善することの必要性を世間に覚醒

した点で大きな意義をもつ(7)0

以上のような教育振興活動は,実は,かれの一連の社会改良活動の一部であっ

たことに注意しなければならない｡かれが友愛協会,貯蓄銀行その他の倹約協

会を組織化し,公衆浴場を建設し,オープン･スペース-公園ならびに野外レ

クリエーション施設の提供などを振興することに尽力したのも,社会改良活動

の一環としてであった｡

マンチェスクーにおける公園設置運動の指導者

へ-ウッドの社会改良活動の性格は,労働者の住環境の改善にむけた施策の

なかにもよく伺われる｡マンチェスターは, 1830年代のなかば以降になると,

急激に発展するにともない,市内とその近辺における労働者階級の住宅状況が

悲惨をきわめた｡そのなか,かれらの住宅環境の改善にも乗りだしたのである｡
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ヘ-ウッドは宅地を取得し,そこにとりわけ悲惨をきわめた織布工のための住

宅を建設し貸与した｡ 1832年ころには,マンチェスクー束部のマイルズ･プラッ

ティングで,大多数は綿織物の織布工が住んでいた住宅104軒,店舗3軒,居

酒屋1軒,空き地を含む住宅地を購入し,そこにさらに10軒の住宅をたてたし,

その地区に,住みこみの相談員や教師を配置している｡織布工は,アイルラン

ドおよびイングランド農村部からの労働力の流入,ならびに力織機の競争の高

まりにより, 1830年代なかばまでに,極貧寸前の生活状況にあったのである｡

1843年には,マンチェスタ-選出の国会議員マーク･フィリップスが主唱し

た｢酷使され栄養不良な人たちに遊歩道(パブリックワークス)ないし娯楽場

(遊技場)を提供するキャンペーン｣ (8)に賛同して, 1,008ポンドを寄金して

いる｡この寄金をもとに購入された土地は,クイーンズパーク,フィリップパ

ーク,ピールパークとなって今に至っている｡

1830年代の後半には,ライシャム(Lyceum)といって, ｢教育と娯楽の入り

まじったも0,を安い料金で提供する,大衆向けの機関ないし協会｣の意義に着

目し,マンチェスターのアンコ-ツ,コールトン･オン･メドロック,ソルフォ

ドの地にこれを開設してもいる｡ MIよりもさらに一般受けのする機関ないし

協会であって,ここでは,新聞閲覧室,平易な講演,コンサート,声楽および

管弦楽クラス,初級学習クラスが提供され 家族的な雰囲気のなかでコーヒー

を飲みチェスを楽しみながら仲間と憩うことができた｡ (9)このライシャムに

おいて, ｢ 『雇用者と被雇用者とが相互感情』をつくりだすようなF喜びの共

同体』が成立することを,かれは念願していた｣ (10)のだったo

ヘ-ウッドは,マンチェスクーMIの1832年度の年次総会で, ｢労働者階級

の改良が最大かつ緊急に重要な目標である｡何人も仲間たちにとって有益な活

動分野を計画してやるという義務があるので,自分としてはこの目標を推進す

ることを選択したいと思う｡ ｣ (ll)と述べたことがある｡これはかれの生涯の

座右銘とでもいってよく,かれの教育事業や社会改良活動に貫いているように

思われる｡
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2. 『へ-ウッド講演集』

(1)

『へ-ウッド講演集』と呼んでいるが,正確な表題は次のとおりである｡へ

-ウッドの死後,マンチェスターMIの理事たちによって編集され刊行された

ことが記されているo

｢Addresses I)elivered at the姓anchester班echanics' institution.

By Sir BenjaE)in Ⅱeywood, Bart. F. E. S. The Late President. C･ol-

iected and Published by the Directors.｣
(12)

本書の出版地はロンドンで,書韓チャールズ･ナイト社から1843年に出版さ

れている｡

体裁はオククーヴォ版型｡総頁数は122頁あり,パンフレットともいいがた

い手厚さをもつ｡ただし,目次も索引もない｡内表紙のつぎに,すぐ前書きが

2頁あり, 3頁目から本文がきている(〕

まえがきは233語という短文にとどまっている｡試訳すれば以下のとおりで

ある｡本『講演集』は, ｢実用的で科学的な知識を大衆に普及するため｣
,お

よび｢合理的な娯楽と高尚な気晴らし-の趣味を会員のあいだに呼び起こす｣

という,二つの意図から編集され刊行されたとあるo また, ｢労働者階級の便

宜と改善のために,大量の道徳的･知的な楽しみを明らかにしたいと思ってい

る人たちへの興味ある手引き書となる｣ことも,期待されていた｡

｢以下は,マンチェスター･メカニックス･インステイチエションにおい

て,さまざまな機会におこなわれた講演集である｡これらの講演を聞いた

者はだれもが,興味深く受けとられたこと,また,その実際的傾向からす

ぐれた効果が生まれたことを,覚えているであろうo この講演集がひろく

普及されるなら,その実用性は高まるであろうと思う一人の紳士が,何度

も勧められ,しかも偏見がなかったことから,このたび出版されることに

なったものである.そんなことより,本インステイチエーションの理事た

ちは,インスティテューションの設立に至った民衆教育の推進にたいする

意欲的かつ純粋な熱意をもった者の記録を,みずからのため,および彼ら
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が振興しようとした機関の会員たちのために,確保したいと久しく願って

きている｡かれらの意欲的な援助と精力的な考え方があったから,本イン

ステイチュ-ションは窮地の時代にも切り抜けてきたのだった｡それに,

かれらのかわらない根強い友情が,たい-ん効果的に働いて成功するに至

ったのだったo かれらはまた次のようにも思うところがあったo つまり,

この講演集が意図したのは,実用的で科学的な知識を大衆に普及するため

に,ほぼ実験的に設立されたこのインステイチュ-ションの目標と成果を

説明するということであり,また,わかりやすい本心からの言葉でもって,

合理的な娯楽と高尚な気晴らしへ′の趣味を会員のあいだに呼び起こすとい

うことであったので,これは,類似のインステイチエ-ションを発起する

ことで,労働者階級の便宜と改善のために,大量の道徳的･知的な楽しみ

を明らかにしたいと思っている人たちへの興味ある手引き書となるであろ

う,ということである｡｣
(13)

本文には章･節の区分がいっさいない｡へ-ウッドがなした十回の講演内容

が, !頃にそのまま収められている｡最初の講演のばあいについていうと, ｢18

25年3月30日,本校開校式での講演(Address delibered st the opening of

the institution,姐arch 30th, 1825) ｣という見出しがついているo

これを含めて,のべ十回分の講演の日時および見出しは次のとおりである｡

1825年3月30日

1827年5月14日

1830年10月11日

1832年11月19日

1834年1月14日

1835年2月26日

1836年2月25日

1837年2月23日

1838年2月28日

1840年1月3日

開校式での講演

新校舎の開校式での講演

授賞式での講演

総会での講演

総会での講演

年次総会での講演

年次絵会での講演

年次総会での講演

年次総会での講演

年次総会での講演
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このうち,第一回目の開校記念講演ならびに第二回目の新校舎開校式記念講

演については,別にパンフレットとしても刊行されている(14)｡

｢ワ1
＼

▲■■ ノ

本『講演集』はへ-ウッドー人の講演記録であり,しかも,マンチェスタ-

MIにおけるかれの立場は一貫して変わること･がなかったのだけれども,講演

内容には論点の顕著な変化が認められるD会長としての講演であるだけに, M

Ⅰの基本的性格の変化を反映していると考え.られるから,注目されるo

最初2回の講演,すなわち1825年3月30日の開校記念講演ならびに1827年5

月14日の新校舎落成式における講演では,科学がもたらした驚異的な成果,料

学学習の重要性, M Iの教育内容を地元産業と関連づけることの必要性などに

っいて言及され, MIにおける教育･学習面のことに論点がおかれていたoそ

れが,第3回目以降の演説では,いずれにおいても,教育･学習面よりも親睦

的催事を開催することの方が力説され推奨されるに至っているのであるo

たとえば, 1827年には早くもエクスカーションを推奨してはいるが, 1832年

になると体育(体操)クラブを, 1833年には鉄道を活用したエクスカーション

とクリスマス･パーティを,翌1834年にはクリケット･クラブを,さらに1837

年には低廉なコンサートと博覧会を,そして1838年にはもう-度博覧会を,そ

れぞれ組織化ないし開催することを提言しているのである｡ 1830年代に入って

から,マンチェスタ-MIにおける経営方針にはあたらしい精神があらわれは

じめたのである｡

へ-ウッドの発言を,もう少し具体的に見てみると,まず1830年10月11日の,

成績優秀者の表彰式における演説では,マンチェスターMI会長としてこれま

での経営方針の反省と現状認識,およびそれにもとづく教育経営の改革構想を

述べている｡かれのいうには, ｢われわれの失策は種子を播く前に土壌を十分

に整えておかなかったことである｡労働者階級にはまず改善意欲を起させるべ

きである｡これは,わかりやすく魅力ある形で知識を提供することによっては

じめて可能になる｡ ･-･･われわれは科学的教育に専心しすぎてきた｣きらい

がある｡ ｢科学の教育がどんなに重要であれ,その前に何か予備的な措置を必
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要とすることが今や明らかになっているo科学の諸原理は学びにくいものであ

るから,まず,それを理解できるほどの学力をつけておくことがぜひ必要であ

る｣
｡そこで考えられるのは,

｢われわれの教育を労働者階級の好みと能力に

よりいっそう合致したものにすること｡つまり,より基礎的でしかもよりおも

しろい(more elementary and EIOre entertaining)ものにすることoより多

様な科目にまで幅を広げること｡そして,より道徳的な改善と関連づけること｣

である,というのである｡
(15)

1832年11月19日の年次総会になると, ｢われわれは娯楽や気晴らしと人格向

上との統合(the union of pleasure and relaxation with improvement)をもっ

と望んでいる｣
,という言辞があらわれてくる(16)｡また,

1837年2月23日の

年次総会においても,同じ論調の発言が認められる｡ ｢人は一日の仕事に精を

出したのちは骨休めとくつろぎを求めるものである｣から, ｢気晴しや娯楽

(relaxation and amusement) ｣と｢知識の伝授｣とを結びつけることもまた

重要である｣というのである(17)u

『英国議会議事録』によれば, 1839年における｢マンチェスタ-とその周辺

地域の成人のうち,読めるか書けるかできる者はだいたい4人に1人の割合で

しかなく,その他の人びとはどうしようもないぼど無知の状態にあった｣ (18'

というのであるから,へ-ウッドが認識し打ちだした方向は的確であったとい

わなければならない｡

へ-ウッドは,さらに,このような判断なり構想なりを,所与の経営上の諸

条件と結びつけて具体化しようと努めた｡他の運営陣もこれに協力を措しまず,

へ-ウッドの轟言を容れて,マンチェスターMIはたくみに経営方針を転換す

ることになる｡一般教養的･娯楽的な催物を適時に企画し,これを教育プログ

ラムのなかに積極的に位置づけたのである. M.タイルコートは,これを-｢一

般に教育的傾向をおびた娯楽のための便宜の発展｣ (19)と約言している｡こう

して打ちだされた各種の催物が経営面で成功を収めたことで,マンチェスター

MIはもはや大幅な後退を余儀なくされてしまうようなことばなかった｡変動

はあったものの,漸次,着実な進展を示している(20)0
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(3)

MIといえば,自然発生的に生まれてきた民間の自主的な学習拠点である｡

そのような自主的な組織体の,とりわけ草創期においては,開明的な指導者の

経営能力のはたす役割は甚大である｡すなわち,問題を捉える感度,将来に対

する透視九 とらえた問題を所与の経営条件と結びつけて進路を確定し,新企

画を開発するといったもろもろの能力である｡

マンチェスクーMIにおいても例外でなく, --ウッドの機敏で的確な経営

構想力が,マンチェスターMIの経営行動の変更に大きな影響を及ぼしたこと

が認められる｡へ-ウッドは,上述のような｢教育的傾向をおびた娯楽｣事業

のいずれについても,これを企画することの必要性を, 1830年頃から弁じ訴え

ていたのだった｡しかしながら,練りあげた構想なり打ちだした企画なりが,

現下の動向に適応した形をとったものであり,実状とあまり大きくは隔たった

ものでなかったならばこそ,一定の経営成果をあげることができたのあろうと

考えられる｡

そこで,これまで解明されてきたマンチェスターMIの歴史を通覧してみる

と,一つの特徴的な傾向が認められるo同MIの歴史研究者M･タイルコート

の用語を使えば, 1830年頃から,その｢教育方針の広まり｣がいずれの部局に

おいても確認される(21)のである｡すなわち,野心的な長期の講座はより短期

なものになり,その内容も多様で,当初ほど科学的ではない科目が導入される

ようになった｡講義開設数が減少し講義内容の本格的で科学的な性格が減退す

るにつれて,学習クラスがますます重要性を増すが,ここでもやはり, 1830年

頃から,基礎的で一般教養的な内容の学習クラスが登場し,これが盛況であっ

たのである｡旧来の機械製図ならびに建築製図の学習クラスとならんで,スリ

ー･アールズを学ぶ基礎的な学習クラスがとくに重視された｡図書室において

も同様で,一般文学書が科学関連図書よりも数を増すに至ったoそれに加えて,

少年少女のための終日学校や婦人学級もまた新設されている(22)oこのような

動向のなか,博覧会をはじめとする｢教育的傾向をおびた娯楽｣事業が,
MI

の活動のなかでますます重要な位置を占めることになるのであるo
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第4章 注

(1)川島昭夫｢19世起イギリス都市の『合理的娯楽』 ｣前出｡

(2) L･. Stephen a S. Lee eds_, The Dictionary of National Biography,

Vol. ix (1968) pp.779-780.そのほか, F. Boarse,姓odern English Bio-

grapby. Frank Cass, London, 1965, c. 1457も参照｡

(3) B. Heywood, Addresses Delivered at the姓anchester妊echanics'

Institution. op. cit., 1843.

(4) E. & T. Kelly eds., A Schoolmaster's Notebo()k, Being an Account

of a Nineteenth-Century Experiment in Social Yelfare, by David

晋instanley of Xanchester, Schoolmaster_ The Chethan Society,

妊anchester, 1957, pp.2-17参照o へ-ウッドの生涯と活動については, T.

.qeywood,
A姓emoir of Sir Benjamin IIey甘00d, Baronet, with Two Chap-

ters of Domestic Life and Letters, 1840-1865. Thomas Fargie,

.qanchester,
[1888]にも詳しい. .

(5) E. &T.監eily eds.,ibid.

(6) Lbi9., p.4.

(7)王bid., pp.4-5.

(8) iiij., p.4.

(9) T. Kelly, George Birkbeck, op. °it., pp.246-247.

(10) B. Heyyood, op. cit., p.120; P. Bailey, Leisure and Class in

England, Rational Recreation and the Contest for Control 1830-1885.

Routledge 良 Kegan Paul, London, p.36;川島昭夫,前出, 307頁より再

引｡

(ll) B. Heywood,主担., p.60.

(12)この本はいちじるしく稀栽であり,くわしく検討された例をみない｡筆

者はマンチェスター市立図書館所蔵本を用いている｡所蔵番号はL942. 72.

姐312｡グラスゴウ大学付属図書館所蔵本のばあいは,著者へ-ウッドの献
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第4章 研究の成果と課題

1.親睦事業の教育的･社会的意義

(1)

M Iにおいて企画され開催された種々の親睦事業は,教育史上･社会史上に

重要な意義をもっている｡

まず第一に, MIにとっては,教育経営の刷新策として打ちだされたことが

特筆される｡精力的に展開されたことで,会員の増大と収入増をもたらし,経

営基盤の強化に寄与したからである｡

第二に, MIの基本的な性格ならびに機能が変化したことのあらわれであり,

MIの歴史像理解のうえで大きな意味をもつ｡親睦的催物の開催は, ｢MIの

教育プログラムのなかに娯楽的要素が教育と結びあわされて忍びこんだことを

意味する｣からである｡講座,学習クラス,図書室,博物室,実験器具などを

活用した教育･学習活動とならんで,博覧会･エクスカーション･音楽会･コ

ーヒーパーティなどという娯楽的･親睦的活動も,精力的に展開されるように

なったのである｡しかも,そのようなMIの活動内容の変化は,会員構成の変

動と連動しているのであって,元来は熟練職工層を主要な対象として措定して

いたのに,下層中産階級-と利用者層が拡大することになるからである｡

第三に,教育的プログラムのなかに娯楽的･親睦的活動が導入され,しかも

それが盛況であったということは, MIがいわゆる｢合理的娯楽｣活動の一大

拠点として期待されたという点で注目される｡ ｢安全･健全な娯楽の場を与え

て,それにかこつけて教育も施そう｣という意図がみられたのである｡

合理的娯楽活動は,マンチェスターMIならびにB.へ-ウッドという個別

事例を取りあげて考察したように,社会改良策ないし社会統制策の一環として

展開されたという性格をもっている｡望ましい社会特性や労働規律の確立･維

持を図るために,労働の場ではなく,労働者の余暇時間を活用して,階級間の

相互理解,階級融和を促進することを意図した活動であったのである｡ M Iは
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向上心と自己改善の意欲をもった成人たちの学習活動と余暇活動を充実するた

めの拠点であったのだが,社会史的に見れば,社会の一一体性ならびに均質性を

はぐくむ拠点としても,期待されていたのである｡

M Iにおける教育学習機能と娯楽的･親睦的機能の結合は, 19世紀の後半以

降に一段と進展することになる｡

2.今後の課題

筆者は,英国教育史･学習史におけるMI運動の意義に着目し,これまでそ

の歴史像の解明につとめてきた｡具体的には,その起源･成立･発展･変革の

歴史を順次分析し,その成果をまとめて, 『英国メカニックス･インスティチュ

ート研究の成果と動向』 (1986), F英国メカニックス･インスティチュート

の研究-一生成と発展』 (1987) , F英国メカニックス･インスティチュート

資料研究』 (1992)などと題して発表した(1)0

これらの研究の過程で, M Iの教育経営の刷新策として開催された各種の親

睦的催事の分析が, MIの歴史像の解明に不可欠であることに着眼した｡この

分析は,同時にまた,英国民衆の余暇･娯楽の形成史を解明することになるで

あろうことも,展望することができた｡ MIにおける各種の親睦的催事の開催

は,実は,向上心と自己改善の意欲をもった成人たちの学習活動と余暇活動を

充実するための活動として大きな意義をもつと同時に,上記のような社会的意

義も有するのである｡

このような意義に着目して, ｢英国MIにおける親睦的活動の教育的意義に

関する研究｣と題する本研究を企画したのだけれども,当初予定した計画のう

ち,親睦的催事のそれぞれについて,個別具体的な事例をとりあげて詳細に考

察をするという構想は,これを十分には展開することができなかった｡本研究

では,マンチェスターMIについて,親睦的催事の様相とそれを先導した一人

物の活動内容を考察の対象とするにとどまったo

親睦的催事のそれぞれについての,個別具体的な事例にもとづいた実証的な
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分析作業は,今後に検討すべき課題として残されているo この検討課題は,

｢MI運動は19世紀中葉には衰退してしまったどころか,発展途上にあり,国

民の学習生活に重要な寄与をなした｣ (2)という,研究史上の仮説を論証する

ことにつながる重要な課題であるように思われる｡

教育･学習と余暇･娯楽を結合する拠点づくりというなら, MIだけにとど

まらないo労働者クラブ(Yorking班en's Club)という, MIと類似の目標を

もった拠点も注目される｡これは1850年代ころから徐々に設立され, 1862年に

は労働者クラブ･インスティチュート同盟(Yorking姓er{s Club and insti-

tute union)という全国組織が結成されている｡ MIが｢厳しい労働の後,余

暇時間に慰安を求める労働者の望みに充分応えていない｣という反省にたち,

｢教育的機能ばかりでなく娯楽や社交の機能をも｣もった,拠点づくりを展開

したのだった｡ ｢余暇時間の労働者にパブ等から切り離されたいわば安全･健

全な娯楽の場を与え,それにかこつけて教育も施そうということ｣が意図され

たのである｡
(3)

このような労働者クラブにおける教育的機能と娯楽的機能の結合策をめぐる

考察は, MI運動が｢労働者クラブ運動の直接の先駆者とみなされた｣ (4)と

いわれるだけに, M Iの親睦事業の特質について理解を深めるために不可欠で

あり,英国における余暇･娯楽形成史研究上の検討すべき重要な課題であると

思われる｡これもまた,今後の重要な検討課題となる｡

第4章 注

(1)いずれも,神戸商科大学経済研究所より刊行o

(2) T. Kelly, op. °it., p.277.

(3)小閑隆｢へンリ･ソリと労働者クラブ構想: 『合理的レクリエイション』

の試み｣ 『束京農工大学一般教育部紀要』第31巻(1994) 19-25頁o

(4)同上, 22頁o
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