
1 
 

『メアリ・バートン』における母の表象 －母が

社会で教えるもの 
木村 正子  

 

1. 母の存在と価値観の見直し  

 ギャスケルの作品の特徴は、教養小説の常套手段であった〈無能な母〉

を否定し、特に子育てにおいて母の存在が不可欠であると主張した点に

ある。母の無能化の例としては、主人公が母との死別を経験し、母の存

在が子供の心象に過ぎないケースや、母が健在の場合には子供の人生に

何ら寄与するものがないケースがあるが、いずれの場合も母の言葉や行

動が価値あるものとしては描かれていない。ところが、母の存在は無能

化されつつも、語りから切り捨てられることはないのである。これは矛

盾するようだが、カロン・ディヴァーによれば、教養小説において母の

不在は子供の心に理想的な母親像を喚起し、出生に関する謎解きのプロ

ットを与える役割を持っている  (xi)。母の不在は主人公の成長プロット

を導くための不可欠な装置であり、「よき母は死か不在」(19) という前提

のもとで、母は理想化された客体として主人公の行動のモチベーション

となっているからである。  

 しかし、ギャスケルはこうした慣習に否
ノ ン

を突きつけた。「よき母は死か

不在」という前提が踏襲されれば、母を切り捨てる娘にも、やがて自分

が否定される番がおとずれる。ヴィクトリア朝初期の小説では、物語が

ヒロインの結婚で終わるのが定番であるように、ヒロインの結婚後の物

語が語られる機会が少ない。しかし、結婚プロットにおいて成長
、、

し
、
た
、
女

性が家庭や社会において、次世代にどのような貢献をするのかについて

は、非常に興味深いものがある。その点から考えると、母を沈黙から解

放し、母の価値観や行動規範が実践に役立つことを明らかにすることは、

次世代の娘たちの人生設計に寄与するのではないか。これは、将来に向

けて女性の活動領域の拡大を見越したギャスケルの戦略であると思われ

るが、同時に、ここにギャスケルによる母の前景化という新たな意義が

見出せるよう。  

 本稿では、長篇処女作『メアリ・バートン』(1848) において、ギャス
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ケルがどのようにして母を沈黙から解放し、その母に行動させていくの

かを考察する。母親による育児は一般的に「マザリング  (mothering)」と

呼ばれるが、このマザリングをギャスケルは社会における他者の養育活

動へと応用し、女性の力を家庭外活動にも活用しようと試みている。こ

の養育活動の画期的な点は、行為者が経産婦はもとより、すべての女性

だけでなく、男性の参入も拒まないこと－特に後者の場合、男性が女

性の代理として行動すること－にある。ギャスケルの時代には、男女

の役割分担において明確な線引きがあったことを考えると、この提案は

両者の境界線を曖昧化し、現行の「人間社会の形を大きく変えるような

革命的な行為」(Davis 513) となる可能性を示唆するものである。  

 『メアリ・バートン』は、1830 年代末から 40 年代にかけての、いわゆ

る「飢餓の 40 年代  (Hungry Forties)」を背景に、新興産業都市マンチェ

スターの労資問題を扱った作品である。産業革命が終盤を迎えたこの時

期、長引く経済不況のもとで労働者たちは職を失い、日々の食糧にも困

る状況であった。そうした労働者の苦境に同情し、彼らの〈声なき叫び〉

を読者に伝えるために筆を執ったと、ギャスケルは作品の「序文」で述

べている  (MB 8)。しかし、作家ギャスケルの目配りはそれにとどまらず、

広く社会的弱者の救済へと範囲を拡大していく。その中で、彼女が救済

活動の源として注目したのが、これまでフィクションの世界では無視さ

れてきた母に内在する（潜在的な）力である。『メアリ・バートン』は、

ギャスケルがプロットの中で母の有用性をアピールする試みにおいて、

女性の力が社会を変え得ることを示した作品であると言えるだろう。  

 

2. 母の沈黙と娘の危機  

 『メアリ・バートン』の執筆にあたり、ギャスケルは当初ジョン・バ

ートンを主人公にした物語を構想していた  (Letters 74) が、後に彼の娘メ

アリを主人公とした物語に変更した。その影響もあって、本作品は前半

にジョンのプロット（社会問題）、後半にメアリのプロット（恋愛・家庭

の問題）の二つの物語を有しているが、両者を対比的に読むと、ジョン

とメアリの行動領域は異なるものの、二人の失敗が同じところに起因す

ることがわかる。その原因とは、母による〈養育〉と〈教育〉の不足／

欠如から発生する無知
、、

であるが、これは本稿において重要な論点である。  
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 それでは、母娘関係を扱うメアリの問題から検証していこう。メアリ

のプロットは、母の不在が娘に危機を招くという事例を提示するのが狙

いだが、物語の導入部では、従来通り、「母より娘が優先される」(Homans 

38) 格好で登場人物が紹介されている。まず作品のタイトルである「メ

アリ・バートン」はヒロインの名前であると同時に、彼女の母の名前で

もある。だが、母ミセス・バートンは病死という形で早々に物語から退

場し、「メアリ」というアイデンティティは娘が独占することになる。母

の死がフィクションにおける常套手段であるとはいえ、母と名前を共有

している点で、娘は母の複製だとも言える。そうなると、母の早世や沈

黙は、やがて娘に訪れる運命を暗示すると考えることもできよう。  

 さらに、母の沈黙という点を掘り下げるなら、ミセス・バートンが存

命中から語る機会を持たなかった点は看過すべきでない。たとえば作品

の冒頭、二組の労働者の家族たちが久しぶりの遠出を楽しむ様子が描か

れる中で、ミセス・バートンの妹エスタの失踪が話題にのぼるが、話は

ジョンと職工仲間のジョージ・ウィルソンの間で進行する。ここでは、

ジョンが「おれの考えでは、あの娘は誰かと駆け落ちしたのさ。家内は

気を揉んで、妹が身投げをしたんじゃないかって考えているが、おれは、

身投げするやつは晴れ着のことなんか考えてないって言ったんだ」(14) と

述べる言葉に注目したい。彼は妻の考えを代弁し、その考えが間違いだ

と指摘し、さらに行方不明の義妹の事情についても自分なりの説明を加

えているのだが、この発話に対して反論する者はいない。ミセス・バー

トンの嘆く様子が伝えられるのみで、話題の主エスタはその場にはいな

いのだ。それゆえ、ジョンの観察と考察から出た言葉が、この場で女性

の物語を制御する。このようにして母
、
たち（ミセス・バートンもエスタ

も経産婦）が物語の中心から外れる。また自身の言葉で語る機会を持ち

得ないのであれば、彼女たちが不在であっても何ら不都合はない。とこ

ろが、現実問題として、娘メアリは母の言葉が得られなかったために、

危機に直面することになる。  

お針子見習いのメアリと工場主の息子ハリー・カーソンの交際は、労

働者階級の美しい娘が中産階級の若い紳士に誘惑されるという、ヴィク

トリア朝に典型的な女性の淪落プロットを暗示している。そのような罠

の存在を知らないメアリは、幸い、自分が本当に愛しているのは別の男
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性であるという自己認識を得て誘惑を回避するが、これは彼女が失踪し

た叔母と同じ轍を踏みかけたことを示唆するものである。オースティン

の作品であれば、ヒロインを道徳的に導くのは父や兄弟、もしくは未来

の夫となる男性の役割であるが、ギャスケルの作品ではそのような男性

は期待されていない。  

 メアリの場合、父は組合活動に傾倒して家を空けることが多く、彼女

は自由奔放な環境にいた。それに加えて彼女にも、自分の外見的な美を

資本にして、「レディーになって金持ちになる」(270) という野心があっ

た。メアリに心の隙があったのは事実だが、それを注意する人物がいな

いところに最大の問題があるとギャスケルは考えている。女性の淪落防

止のためには、メアリには事前に、それぞれの「階級に特化した習慣  

(class-specific conventions)」 (Jung 57) があることを熟知させる教育（“a 

role-specific education” 60）が必要であろう。ところが、当時、女性の貞

操問題は、「実の親ですらあからさまに口にすることが憚られる話題」(Ruth 

35) であり、ヴィクトリア朝の〈清らかな女性〉はこの世にはびこる悪

に無知であることを求められていた。まさにその沈黙こそが悪をはびこ

らせる要因であって、淪落を当該女性の自己責任に帰するだけでは根本

的な解決策にならないとギャスケルも考えていたはずである。後にメア

リが「母（の不在）は、娘にとって痛ましい損失です」(MB 270) という

言葉を口にする時、その言葉には物理的な母の不在だけでなく、母から

与えられたかも知れない精神的な養育
マザリング

の不在に対する嘆きも読み取るこ

とができる。  

 そこでギャスケルは、メアリの緊急事態に対処する形で、彼女への忠

告者として母を配置する。メアリの実母はすでに故人であるため、彼女

の救済に関わる代理母は、叔母をはじめ、隣人や行きずりで知り合った

人たちなど多岐に及ぶ。また他の作品においても年輩の友人や乳母、ガ

ヴァネスなどが、ヒロインの代理母として配置されていることを考える

と、ギャスケルは血の絆（血統、縦の関係）に執着せず、当事者同士の

共感による連帯（横の関係、特に女性同士の絆）を重要視しているよう

に思えてならない。これにはギャスケル自身が幼少の頃に実の両親との

別離を経験したという伝記的事実も影響しているのだろうが、ヴィクト

リア朝の家庭では、妻は夫に仕えるのが最優先の義務であり、中産階級
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ならば子供の世話は使用人の仕事であった  (Thanden 124-25) という当時

の家族観も見落としてはならない。母子関係が親密になるのは現代社会

の価値観においての話であって、当時の中産階級の育児は雇用関係のも

とで行われる経済活動であった。1 

 しかし、ギャスケルが提示するマザリングは、報酬目的なしで自発的

に参加する活動である点で、市場原理とは相容れない。この活動で強調

されるのは、人と人が相手への思いやりや共感によって結びつくこと、

すなわち精神面での繋がりである。これは、ギャスケルが「序文」で言

及した動機（労働者の苦境への共感）とも一致している。そして、他者

への献身（娘の救済）という目的を前面に出すことによって、母の変化

－見られる対象から語る主体へ－が与える衝撃を緩和できるなら、〈家

庭の天使〉という受身的・静的イメージからの逸脱を回避できるという

ギャスケルの計算があったと思われる。そこで次節では、ギャスケルが

この活動をどのようにして男性社会に適用しているか、ジョンのプロッ

トで考察してみよう。  

 

3. 父による愛情と共感の拒絶と野獣化する息子たち  

 メアリが淪落の危機に瀕するのと呼応して、ジョンはストライキとい

う名の暴動に加担し、人間性を喪失する危機に瀕していた。これら二つ

は異なる領域での出来事であるが、相似関係にあるとみなすことが可能

であり、ギャスケルもそのような効果を狙っていたと考えられる。ギャ

スケルは、この暴動の場面を描くにあたり、マンチェスターで実際に起

こった騒動を参考にしたと「序文」で述べている。そこから労働者の怒

りの原因についての彼女の考察を要約すると、次のようになる。労働者

は、自分たちの「仲間  (fellow-creatures)」、つまり同じ人間である資本家

から不当で不親切な扱いを受けたと信じ込み
、、、、

、目前の苦難を神の意思と

して受容すべきなのに、「道を踏み外す(taint)」ようなことをした。彼ら

は「教育が欠如している  (uneducated)」ので、その多くが怒りの矛先を復

讐という形で資本家へ向けた  (MB 7)。この箇所を作品内でジョンについ

て述べた箇所と比較してみよう。「教育がないので、知恵がない。知恵が

なければ、愛があっても害になるだけだ。彼は最良の判断のもとで行動

したが、それは著しく誤った判断であった」(144) という記述との共通点
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を挙げると、教育の欠如が原因で判断を誤るという結果を導き出すこと

ができる。興味深いのは、ギャスケルは、「教育の欠如した者」の行為を、

本来人間性を多く持ちながらも今は「精神  (soul)」や「善悪の判断力  

(knowledge of the difference between good and evil)」を失くしたフランケン

シュタインの怪物の行動になぞらえる  (144) 点である。「フランケンシュ

タイン」はメアリ・シェリーが 1818 年に発表した小説『フランケンシュ

タイン』の主人公で科学者ヴィクトル・フランケンシュタインのことで

ある。ギャスケルはヴィクトルが創造した怪物を「フランケンシュタイ

ン」と呼ぶが、怪物には名前がないので、これはギャスケルの記憶違い

であろう。ここで重要なのは、「我々」（中産階級）が労働者たちを「そ

のような怪物にした」とギャスケル自身が認識していることである。  

 パッツィ・ストーンマンは、工場主が労働者階級を創造したのだから、

彼らは労働者に対して責任を負わねばならない  (72) が、「技術主義の父  

(technocratic “father”)」（工場主）は子供（労働者階級）を「創造する  (create)」

ことはできても、「育てる  (nurture)」ことはできない」(73) と主張してい

る。つまり、工場主の育児放棄のせいで、労働者たちは栄養失調（正し

い判断が身についていない状態）になったわけだから、その責任は工場

主にあるという主張である。ストーンマンは、工場主と労働者の関係か

ら、労働者の無知／無教育についての責任の所在を明らかにしており、

その点は納得のいく説明である。しかし、ストーンマンの説明には感情

面での関係についての議論が不足している。それを補填するために、前

述の「フランケンシュタインの怪物」への言及が、どのような解釈を許

容するかを考えてみたい。  

 シェリーの小説『フランケンシュタイン』では、ヴィクトル（創造主）

は、外見の醜さゆえに怪物（創造物）を育児放棄した。しかしその後、

怪物は独学で言葉を学んで知識を得るので、彼は無学というわけではな

い。逆に、その知識によって彼は自分が他者とは違うことを、より痛切

に認識する。では、怪物に不足しているものは何かと言えば、他者から

の愛情や共感と言える。しかし、怪物は「哀れみと救済  (pity and redress) 

を」(Frankenstein 94) 乞いながら、それをことごとく拒絶されてきた。そ

こで怪物は、自分をこの世に送り出した父への憎しみを募らせていくの

である。  
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 ヴィクトルは、科学的な知識と技術を駆使して生命創造を操るという、

いわば神の領域にまで踏み込んだが、生命誕生後のケアを怠った。その

ケアとは、怪物が求める「哀れみと救済」を与えること
、、、、、

である。しかし、

ヴィクトルは自分が求めるばかりで他者に与えることを学ばなかったか

らこそ、怪物との間には最後まで相互理解と共感が生じることなく、そ

れが両者の和解を困難にしたのではあるまいか。  

 バーバラ・ジョンソンは、「両親に溺愛されて育った」ヴィクトルと「即

刻拒絶され、捨てられた」怪物は正反対の環境にありながら、「世間から

疎外  (alienation) され、自分を苦しめる場に行き着く点では共通している」

(242) と指摘している。結果としてはそうであるが、その過程において、

ヴィクトルと怪物の目指す方向が異なる点を明らかにしておかねばなら

ない。ヴィクトルは家族や友人との交流を否定しないが、彼が最も情熱

を注ぐ対象は新しい知識や実験である。その意味では、ヴィクトルは他

者から疎外されたわけではなく、自ら孤独を求めたというのが適切であ

る。だが、彼には、自分の欲するものに専心するあまり、その態度が他

者にどのような影響を与えるのかを顧みないという欠点があった。求め

るのみで、与えることを考えず、気に入らないものを簡単に捨てるとい

う傾向である。一方、怪物は知識を得るに伴い、他者との交流をより強

く求めるようになるが、そのためには他者に与える努力も怠らない。と

ころが、度重なる拒絶によって、怪物は自分の欲求が満たされないこと

がわかると、ヴィクトルと同様、他者を破壊する行為に傾倒する。従っ

て、結果的にジョンソンの指摘通りになるわけである。  

 これらの点を踏まえてギャスケルが描く労資関係を見ると、フランケ

ンシュタイン父子の問題はギャスケルの労資間にも当てはまるのではな

いだろうか。そこで今度は、資本家の言い分を分析してみよう。これに

は、ギャスケルが労資問題に取り組んだもう一つの作品『北と南』(1854) 

における二人の工場主、ハンパーとソーントンの意見が分析に役立つ。

彼らは労働者のことを比喩的に「（働き）手  (hand)」(136) と称して、肉

体労働をするだけの存在と考えている。ハンパーは、たとえストライキ

で工場（主）が破滅しても、資本家は「手」と「頭脳  (head)」の両方を

所有するから、工場の再建は可能だと楽観的に構えている。一方、自 助
セルフ・ヘルプ

の精神でソーントンは現在の地位を築いたという自負心があるがゆえに、
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その地位が「他者（労働者）の無知や愚かさに脅かされるのではないか

という危機を痛切に感じて」(137) いる。しかし、両者とも、労働者には

「頭脳」がないから考える力がないとみなし、労働者に対して共感を示

す姿勢を全く持たない点では類似している。  

 このような資本家の意見に対して、ヒロインのマーガレット・ヘイル

は、労働者に「頭脳」がないというならそのためのケアが必要であり、「子

供はきちんと世話をしないと言葉も分からず、飢えをしのぐ術すら分か

らない」のだから、「賢い親なら、子供に対して絶対的なルールを押し付

けるのをやめて、子供の友人や忠告者となって、子供が独立できるよう

に願うものではないか」(NS 114) と反論している。彼女の考えでは、資

本家は労働者を搾取するのみで育てることを放棄したにもかかわらず、

彼らの無知を批判していることになる。だが、工場主にとって労資関係

は、「単なる『金銭的結び付き  (cash nexus)』」(431)2 であるから、工場主

は労働者とは仕事以外の領域については関知しないというスタンスであ

る  (116)。要するに、「労働者は無知である」というトピックに対し、工

場主は無知が原因で生じる結果
、、

で判断し、マーガレットは逆に無知の原
、

因と責任
、、、、

の所在を求めていて、妥協点を見出すのは容易ではない。  

 しかしながら、『北と南』では、ソーントンと従業員が「慈善と共感」

(381) で結ばれることによって、お互いを理解し合うという結末に落ち着

く。ソーントンは、「金銭的結び付き」よりも、従業員との間の「感情の

改善  (improvement of feeling)」(381) を選んだわけだが、これこそ、怪物

がヴィクトルに対して求め続けたにもかかわらず、手に入らなかったも

のである。『北と南』では、「一方が知り、他方が知らないという無知  

(ignorance)」 (381)、すなわちお互いの意識のギャップが、労資間の交流

を阻む一因となっていた。それであれば、『メアリ・バートン』における

労資関係の亀裂も、同じところに原因があると推測できる。さらに、恋

愛プロットにおいてメアリの淪落の危機が彼女の知らないことを中産階

級の紳士は知っているという「無知」によって生じたと解釈するなら、

労資問題と女性の淪落の問題が相似関係で描かれているということが判

然とする。  

 メアリの危機回避には複数の代理母が貢献したのに対し、労働者の救

済はどうなのかと言えば、労資関係には助け手にあたる母
、
の存在がない。
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資本家のモットーは他者救済ではないから、工場主は労働者が飢えで苦

しんでも食べ物を与えるという行為をとらない。しかも、それは当時の

ジェンダー区分では女性の役割であり、家族関係では母の役目であって、

その義務は父たる資本家にないのである。  

 しかし、『メアリ・バートン』には、早世した娘夫婦の代わりに、男手

一つで孫娘を育てたジョウブ・リーが登場するように、ギャスケルは男

性が物理的に育児に携わることに否を唱えていない。ジョウブは不況で

賃金が減っても飢えるよりましだと考えるが、労働組合は仕事と引き換

えに賃金削減の要求に従うくらいなら、飢えを選べと組合員に迫る。工

場主も労働組合も共に労働者を教育するが、彼らの教えは他者を養育す

るというより、他者に我慢を強いる命令である。その点を踏まえて、ギ

ャスケルは男性にも育て方を教えるため、男性のプロットにも母の声
、、、

を

持ち込んで問題解決を図るのである。  

 

4. 父の教え（搾取）と母の教え（救済）  

 ギャスケルの世界においては、父の教えが上から
、、、

要求することである

なら、母の教えは背後から
、、、、

ヒントを与えて、他者を教え諭すことである。

その一例として、工場主カーソンがある小さな事件を目撃する場面を取

り上げよう。通りすがりに少女を倒した少年を非難する乳母に対して、

少女は「その子は自分がやったことが分かっていなかったのよ」(MB 305) 

と述べて、彼の振舞いをその場で赦す。ギャスケルは、ある人が過ちを

犯した時、その人が善悪の判別ができない状況にあれば、それを情状酌

量の対象としている。しかし、これは罪人の罪を軽くすることが主目的

ではなく、罪を裁く者に対しても、どのような対応をするべきかを問い

かけるものではないだろうか。  

 この事件において、保護の対象になるのは少年（男性）、諭すのは少女

（女性）である。それを見聞きしているカーソンもまた、当の少年と同

様に教えられる
、、、、、

立場にある。彼は息子を殺したジョンの死刑を所望し、

法律（父の法）も裁判でそれを認めるだろうと予測していた。ところが、

少女の言葉が伝える赦しは、カーソンに怒りと憎しみを放棄し、報復を

諦めるように促すのである。  

 現実的には、息子を殺された父に対し、犯人を赦して全てを水に流す
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ことを求めるのは容易ではない。だが元を辿れば、ハリー殺害の目的は、

ハリーが労働者たちを笑いものにした行為に対する労働組合の復讐であ

り、ジョンは組合の決定事項を実践したに過ぎない。ギャスケルが言う

ように、「司法は（ジョンの暴力に対する）復讐を認めるだろうが、それ

で復讐というものが減ずるのか」(MB 251) という疑問が残る。ギャスケ

ルがここでギリシア神話のオレステスの（憎しみの連環の）物語に言及

するのは、2 カーソンの復讐が果たされるなら、それがさらなる憎しみを

生み出す可能性が高いからである。さらに、暴力に身を任せることが人

間性の喪失につながることは、暴動の場面で野獣化した労働者の様子か

らも、また、ジョンが良心の呵責から廃人同様になった様子からも明ら

かである。それゆえ、カーソンによるジョンの赦しには、カーソンの寛

大さよりも、彼が得る救いの方に作者の重点が置かれていることがわか

る。事後談としてカーソンは、資本家と労働者が「金銭関係  (money 

bargain)」ではなく、「尊敬と愛情の絆  (ties of respect and affection)」で結

ばれることを願い、雇用システムを改善した  (320) と語られている。つ

まり『北と南』のソーントンと同様、カーソンも労資間に精神
、、

的な
、、

絆を

見出したということである。  

 カーソンのこの変化は男性社会の競争原理からから派生したものでは

ない。「忠告するものと受ける者との間の対等な友情」(NS 115) は、ピラ

ミッド型の階級社会におけるトップダウン方式の情報伝達からは生まれ

ない。そして、これも重要な点であるが、カーソンの功績は誰もが知る

事実となるものの、彼にきっかけを与えた少女の言葉と行動は誰にも知

られていない。女性の教えは匿名でひっそりと行われ、その成果が男性

の行為として外部に発信されるというのは、男性が女性よりも優先され

るというヴィトクリア朝社会のルールが適用されていると考えるべきで

はなかろうか。ギャスケルが現状の社会制度の転覆を目的としないなら、

これは既存の制度の枠内で解決することによる当然の結果と言ってよい。

しかし、これによってギャスケルが当時のイデオロギーに迎合している

とみなされるなら、穏便な解決策を取ったことが逆に彼女の弱点になる。  

 

5. 結び  

 『メアリ・バートン』における母の前景化は、娘の危機に際して母に
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よる救済を実現する目的に端を発している。ギャスケルの功績として、

本来は家庭内の育児活動であったものを社会における養育活動に拡大し、

他者救済の手段にまで高めた点は非常に興味深い。しかしながら、注目

すべき点はその行為者に母を指名したことである。1869 年、コンダクト・

ブックの作家セアラ・スティックニー・エリスが、男性の教育は「頭脳  

(head)」、すなわち知性を鍛え、女性の教育は「心  (heart)」、つまり道徳心

を養うものである  (37) と指摘し、特に母は教育者として適任だ  (65) と

推奨する本を出版した。だが、ギャスケルはエリスより 21 年も先駆けて、

母による心の教育が効果的であることを主張していたのである。  

 ギャスケルが前景化する母は、母の行為をする性差のない
、、、、、

者の総称で

ある。母の行為（マザリング）は、社会活動に応用されると、男性が中

心になって従事し、男性社会とは異なるシステムでの稼働も容認される

ようになる。その点で、ギャスケルの提案には、現行の社会システムを

覆す力が潜在するように見えるが、カーソンが「人間の性格は簡単に変

えられても、それを習慣や態度に表すことは容易ではない」(MB 320) と

述べているように、資本家の意識が変化しても、社会全体のシステムが

変化するまでには時間を要する。それゆえ、ギャスケルは既存のシステ

ムを生かしつつ、ソフト面での修正に重点を置き、社会に生きる人々の

意識面での改革を目指している。これはまさに心の教育、精神的マザリ

ングと呼ぶべきものである。  
 
※本稿は、2011 年度京都女子大学英文学会（京都女子大学、2011 年 10 月 29
日）にて、「エリザベス・ギャスケルの『メアリ・バートン』における母の表象」

と題して口頭発表した内容に加筆・修正したものである。  
 

注  
1 『メアリ・バートン』は労働者階級の家庭を描いたものであるが、ローズマ

リ・ボーデンハイマーも指摘するように、ギャスケルは彼女が属する中産階

級の価値観に労働者階級のメアリを巻き込んで、中産階級のヒロインの物語

にしてしまった  (210) と考えられる。  
2 “cash nexus” は、カーライルが『チャーティズム』 (1839) の中で述べた考

えであるが、ギャスケルは『北と南』で工場主ソーントンが発する言葉とし

て取り入れている。  
3 この場面でギャスケルは、語り手を通して次のように述べている。  
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   Are ye worshippers of Christ? or of Alecto? 
   Oh! Orestes, you would have made a very tolerable Christian of the 
nineteenth century! (251) 
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