
“心地よさ’’とは何か   

キャサリン・ビーチヤーのストーブと中庸の言説  

杉 本 裕 代   

1．はじめに  

アメリカ家政学の祖と称されるキャサリン・ビーチヤーCa‡herineBeecherは不思  

議な存在だ。妹であり、共著も出しているハリニット・ストウは、アメリカ文学史  

のなかで、1980年代の再評価から始まり、様々な議論の対象となってきたし、19  

世紀アメリカの歴史を語るための好材料として登場する。それにもかかわらず、ビ  

ーチヤーの存在が、それ以降の批評実践の中に組み込まれることはほとんどなかっ  

た。それは、彼女が小説を著していないからだろうか？ならば、エマソンはどうだ  

ろう。小説や物語を書いていないことで、アメリカ文学史から排除される理由には  

ならない好例だ。ビーチヤげは、家庭指南書を執筆するだけではなく、mOral  

philosophyや自らの宗教体験とから導き出された論文集を、彼女の執筆活動のごく  

初期に出版している。   

その大きな理由には、彼女が19世紀中庸から激しい高まりを見せた女性権利擁  

護運動に対して否定的だったことも幾分かは影響しているかもしれない。ストウが  

再評価されるに至ったのは、人種の問題自体というよりはむしろ、19SO年代までの  

アメリカ文学におけるジェンダーにまつわる議論の話であったし、『アンクルトムの  

小屋』（1851）は、人種と同時に、何よりジェンダーを含めた差異di拝もrenceが呼応し  

あう物語として、再評価の波に乗ってきたのだ。女性にとって家庭を守ることが最  

優先の仕事であると、ストウが小説で広めかした以上明確に断言したビーチヤーの  

文章は、20世紀以降のフェミニズム批評が積極的に行ってきた家庭小説の再発掘運  

動の中でも、あまり相手にされて来なかった。唯一、彼女自身は、海難事故で恋人  

を失って以降、生涯独身のまま、学校経営や職業婦人として、プロフェッショナリ  

ズムを実践した女性だったことを言及されるに留まっていた。   

皮肉なことに、ビーチヤーが現代家政学専門家の先駆的存在として位置づけられ  

てきたことも、アメリカ文学史・文化史から遠ざけられていた二つ目の理由になる  

だろう。家政学という領域は「実用性」を追求するために、思想性や哲学的な知見  

が考察されることはなかったからである。家政学という領域において、「実用性」を  
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追求することは、一見するとなんら不自然なことはないし、しごく尤もなスタイル  

だとも言える。ビーチヤーの家事に関する助言も、利便性を追求した結果であると  

表面的な分析がなされてきただけで、思想史的文脈から検討されることが極端に少  

なかったのである。   

しかし本当に、「実用性」とは、それだけで片づけてしまってよい概念なのだろ  

うか？  

「実用性」とはベンジャミン・フランクリンに始まって、共和国期以来、一貫して  

続いてきた関心事であったと言えるが、とりわけ、1850年代のアメリカにおいては、  

「有用性」や「実用性」という概念が生活空間においても、学問や思想といった観  

念の世界においても、追求されていた時期であ ったことは看過できない。例えば、  

アメリカン・ライシーアム運動は、アメリカでの導入着であるジョシュア・ホルブ  

ルックが、アメリカの小さな町村の講堂で開催される運動の第1の目的に、「有用な  

知識の普及」（Di軌seofUsefulKmowledge）を掲げている。   

確かにビーチヤーの著作の中で、有用性や利便性と安直に結びつく要素はいくら  

でも見つけることができる。図表を用いて、家の間取りや家具のレイアウトを指示  

し、キッチンの棚には小麦粉はどこに置けばよいかも図示してある。また、オーブ  

ンを使用するにあたって小麦粉を使用する場合に都合がよいと説明されている。   

しかし、実用性の追求と実際に使用することとが、ビーチヤーのテクストの中で  

ある種のズレが生じていることを吟味する必要があるだろう。後述するように、ア  
メリカでは、ベンジャミン・フランクリンが  

前開き鉄製ストープを設計したのに始まって、  

ストープの構造や設計に対する一定の技術的  

な系譜が存在していた。フランクリンが考案  

した前開き鉄製ストーブは、その名を冠して  

フランクリン・ストーブと呼ばれ現在も広く  

普及している。一方、ビーチヤーのほうは、  

ストーブの設計は行っても、ストーブが製品  

化されたり、実際に販売されたという記録は  

残っていない。   

ビーチヤーのテクストは、実用性・有用性  

の原理を追求しながらも、その実、本当に使  

用できるかどうかという視点からは帝離した  

言説が構築さ叫ているのだ。たとえば、『アメ  

リカ女性の家庭』において、家屋の設計図の  
図1r乃ピ」〃丁ピJ・fα丁〃肋椚〟〃ゝ〟の〝7eより  

第1章タイトルページ   
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中に寝室は存在しない。昼間はリビングとして使用するスペースを、夜間は寝室と  

して利用するのである。ベッドは、昼間の間は壁際に設置してある棚をひっくり返  

すと背面にはベッド部分が隠されているので、それを使用する。ビーチヤーの家政  

学には、実際の数値が示されているところもある。が一方で、縮尺を検討してみる  

と奇妙に見えてくるケースが散見される。その最たる例が、大小の無効化である。  

ビーチヤーとストウの共著、『アメリカ人女性の家庭』の冒頭、American Christin  

Homeと題された章の最初のページには、挿絵として大樹の下にある一軒の家が登  

場している。（図1）一見すると、屋敷の間取りについて語る章にとっては、ごくあ  

たりまえの挿絵に思える。しかし、家を葎うように豊かに茂る二本の樹木は、屋敷  

の高さの二倍ほどもある。こうした縮尺によって、強調されるのは、屋敷の大きさ  

が実際にはどれほどなのか、検討もつかなくなっている点だ。章のタイトルが示す  

通り、キリスト教徒の家を樹木が神の愛のごとく家を覆っている図は、どちらかと  

いえば、神に対して人間の小ささをも示しているかのようだが、そうした場合、縮  

尺の基準が観念の世界へと移行しているのである。   

家庭指南書もフィクションである。本論文は、そうした立場に立ちながら、ビー  

チヤーの家政学は、サイエンスの実験場として、どんな思想を含んでいたのかを分  

析の対象としたい。特に、「温かい」というイメージが家庭とどのように結びつけら  

れていたかに注目し、当時のテクノロジーの産物であったストーブを通して、ビー  

チヤーがそうした空間を心地よさ（Comfbrt）という概念で置き換えていく様子を検  

証する。そうすることによって、身体感覚を重要視し、またそれゆえに、思想史な  

文脈や文化史的批評からは切り離されてきたビーチヤーの著作が、調和（uniり）や、  

分配・調整（economy）という理念に巻き込まれながら、COm払止という身体感覚が奇  

妙に排除された理想像に到達する過程を見ることになるだろう。   

2．温かい暖炉と熟すぎるストーブ  

家庭と火のイメージは、ランプの灯りが家庭の温かさを示すといった数々のコン  

ヴェンションと共に想起することができるが、中でも暖炉は、台所や団欒の場所と  

しての機能も担う重要な場所として、しばしば19世紀アメリカ文学に登場する。特  

に、この時期に女性作家たちによって、措かれてきた。この時期の女性作家による  

作品群のなかで代表的な作品、スーザン・ウオーナーSusanWおnerのT77emde，mde，  

肋r／d（1850）においても、火のイメージは、主人公エレン・モンゴメリ Ellen  

Montgomeryの幸福感と結びつけて描かれる場面がしばしば登場する。次の場面は、  

暖炉のそばでE11enが読書を楽しみ、それが至福の時間として表現されている場面  
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である。  

昼も夜もなく一日中、家の仕事の合間には，その手に本を持っているエレンの   

姿がありました。ソファのクッションの中に潜り込んで、あるいはちらちらと   

燃える暖炉のそばの小さな椅子にすわ得て、読書の喜びを味わうのでした。‥・   

エレンの顔は夢のような幸福感に満ちていた。（拙訳以下同）（Ⅵねnler265）   

暖炉のそばのソファで炎にちらちらと照らされながら読昏に耽るE11enの顔からも  

連想される通り、暖炉は「夢のような幸福」をもたらしてくれる場所なのである。   

また、Ellenは、両親から離れニューイングランドの片田舎の叔母の家に身を寄せ  

ることになるが、この叔母の家にEllenが初めて入る場面でも、台所とともに巨大な  

暖炉（theenormous伽eplace）が描かれ、その暖炉の炎が台所中を明るく照らしているこ  

とによって、この家の家事が秩序を以てきちんと営まれていることを表現している。  

ちょうど良い大きさの、気持ちの良い雰囲気の台所だった。大きな暖炉のなか  

に炎が蝮々と燃えていた。白塗りの壁と天井はその炎の灯りで黄色く照らされ  

ていた。蝋燭など必要ないのだろう、そこには一つも見当たらなかった。食卓  

は、真っ白なテーブルクロスとびかびかの食器が整えられ、とても快適そうに  

見えた。（Warner96）   

このように暖炉を幸福のイメージと重ねて描くというコンヴェンションは、19世紀  

アメリカの、いわゆる家庭小説群のなかで盛んに用いられた。またこうした小説で  

のステレオタイプに呼応するように、家事全般に関する指南書（DomesticManuals）  

においても、暖炉の炎を利用した料理を推奨するなど、暖炉に重きを置く傾向が見  

られた。1850年代までに数多くのDomesticManualsが出版されていたが、それらの  

多くは、乃e椚七ね椚血勒rJdで措かれていたような台所風景を理想としていたので  

ある。たとえば、当時出版された指南書の一つであるEster A．HowlandのAmerican  

放0〃0∽′c〟仙∫g鹿甲er（1845）では、扉絵に、中世風のスタイルで描かれた、暖炉のあ  

る台所風景図を掲げている。  

1840年代以降、アメリカの台所には、もはや暖炉ではなく、鉄製のストーブが徐々  
に登場するようになっていった。にもかかわらず、暖炉は平和な家庭を象徴するイ  

コンとして依然として機能しているのだ。   

一方で、ストーブは設置の容易さや便利さによって、広く普及していった。当然  

のことながら、ストープの利用を積極的に擁護する指南書も出版されている。キヤ  
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サリン・ビーチヤーもその一人であった。彼女の代表的な著作であり、家政学の先  

駆的存在とされるme月椚er∫c卸肋∽朗よ〃0〝ほ（1841）において、Beecherは台所で使用  

するcookstoveに一章を割き、ストーブのモデル図などを提示して、台所ヘストー  

プを導入することに積極的な姿勢を示している。当時はまだ技術的欠陥が多く、家  

庭での使用を警戒する者が多かったのに対して、使い方を正しく理解すれば、スト  

ーブは「経済的かつ便利な道具」“economicalandconvenientapparatuS”として、合理  

的な家事運営に大きな役割を果たすと主張した。（Beecher58）   

アメリカにおけるストーブの開発史には、ベンジャミン・フランクリン以降、一  

定の蓄積があったごフランクリン・ストーブ以外にも多くのストーブが製作されて  

いるが、例えば、画家でありナチュラリストとしても当時の文化に影響を及ぼした  

チャールズ・ウイルソン・ピールも、長年の課題であったストープの排気問題に取  

り組んでいる。ピールの設計したストーブは、排気ダクトに彫刻をあしらうといっ  

たスタイルで、胸像の中にダクトが通してあり、胸像の頭部から煙が吐き出される  

仕組みになっていた。いずれにしても、フランクリン以降は、ストープの性能を検  

討すると言うよりは、外見的な意匠の問題が】9世紀になるまで盛んであったことも  

言えるだろう。   

また燃料の面にも目を向けてみると、暖炉とストーブに関連した特徴を見つける  

ことができる。アメリカにおいて、斯から石炭への移行、いわゆるエネルギー革命  

は、時代的には遅れながらも、イギリスと形態はほぼ同じように進行した。しかし  

ながら、国全体のエネルギー供給源が石炭へと大きくシフトする中で、アメリカで  

の特徴が浮上した。それは、1870年代になっても、家庭用のストープの燃料の90  

パーセントは薪や木炭など、木材を原料としたエネルギー を使用していたという点  

である。どんな都市、農村にも森林は豊かだから、伐採以外の処理が必要ない木材  

はもっとも手近なエネルギーであったのだ。そして、ストーブの開発が進み、時代  

が下るにつれ、イギリスなどでは、ストープの燃料として石炭が使用される割合が  

高まっていったが、アメリカでは薪への依存度からしても、薪という共通の燃料を  

介しながら、両者がアメリカ家庭の中で括抗していた様子がわかる。   

3．快適さとストーブ  

家庭における火の使用をめぐって、暖炉とストープについてのこうした心象風景  

が広がる一方で、1830年から1850年代にかけて、鉄製ストーブの増産は進んでい  

った。この時期は、鉄工業もまた発展していた時期であり、石炭の登場によって製  

鉄時の高温が確保できるようになり、鉄製品の質自体も向上していった。  
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しかしながら、初期のストーブには技術的な欠陥が多く、家庭での使用を瞥成す  

る者が多かった。ビーチヤーもストーブが改善するべき問題点として、空気の汚れ、  

臭いや煙による不快感、部屋に籠もる熱気などを挙げている。   

ビーチヤーとストウの父親、ライマン・ビーチヤーがカリスマ的で、第二次宗教  

覚醒運動の中心的な人物であったことはよく知られていることだが、こうした父親  

の影響もあって、ビーチヤーは人々を集めて啓蒙する場としての学校と、その運営  

にも積極的であり、自らもマウントホリヨーク・セミナーを始め、いくつかの学校  

を経営していた。ビーチヤーにとって、人々が集まり啓蒙を受ける場所としては、  

学校も家庭も同じ位置にあった。   

ビーチヤーは、学校の校舎の環境について、ストーブが十分には設置されていな  

い現状を批判的に報告している。ビーチヤーが、家事や家庭についての思考を、健  

康という概念にも結びつけていることはしばしば指摘されることである吉家族の健  

康維持のために、ビーチヤーが提案しているのは、栄養学的なアドヴアイスではな  

く、住環境の快適さ・清潔さという面からであった。そして、この発想過程は、人  

間が現実世界でいかに神と交流するのかを模索したモラル・フィロソフィーの影響  

を受けている。ビーチヤーは、宗教的思索を通じて、これらの思想に接触し、彼女  

自らも初期の著作釘e椚e庸げ墟〃ぬ／α〃d肋rαJ掬わ叩卸（1831）で、住環境などから  

与えられる外的刺激が、人間の身体ひいては情換にいかに影響するかを論じているこ   

このモラル・フィロソフィーの視点を、家庭指南書の文脈に戻して考えてみると、  

ストーブから発生する熟も、環境を左右する要因として考えられている。ビーチヤ  

ーが見聞した当時の学校の様子をまとめた論文、“The evilssu飴red byAmerican  

lVOmenandAmericanchildren．，では、ストーブの使用に関しての次のような報告があ  

る。  

ヒビが入って壊れかけのストーブを頻繁に日に入る。その扉部分には蝶番がも  

鍵もついておらず、錆付いたパイプはサイズもバラバラである。古ぼけて部分  

的に朽ちかけたり、雨に儒れたか雪に覆われたかしている、生木が、傷んでい  

ないよく完走した木材よりも、よく使われる。（48）  

燃料にするには乾燥が不十分な薪を使用すると、ストーブの欠点が露呈することに  

なる。煙やいやな臭いが発生するし、なにより温度自体が上がらない。   

ビーチヤーによる報告を更に読み進めると、彼女が学校の温度管理、それも温度  

の上昇に強い関心を寄せていることである。  
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ある学校では、ストーブの温度がすぐに上がりすぎ、子供たちは汗をかく。そ  

して、教師はすぐに窓を開けてしまうので、汗が冷えて風邪を引いてしまし、   

時には死んでしまう子さえいる。それが「天の配剤！」でよいのだろうか？（62）   

ストーブの性能上、熱を過剰に供給しすぎてしまうという現象が、寒さから子供た  

ちを守るどころか結局は、体調を崩す原因になっていることがわかる。極度に寒い  

か、極度に熱いかの環境に晒されている子供たちにビーチヤーは強い同情を示し、  

こうした扱いは、「家畜同然」の扱いだと述べている。（63）室温の維持が、文化的  

生活の基準にさえなっている。   

こうした室温管理の意識とストーブというテク  

ノロジーは、ビーチヤーの著作の中でどのように結  

びついて行くのだろうか。教室の温度を上げるにし  

ても、経済面からいっても様式面からいっても教室  

には暖炉を設置することはできない以上、室温を上  

昇させるにはストーブの存在が欠かせなかったが、  

人々を悩ませてきたストープの過剰な熱供給のせい  

で、ストけブには、暖炉のようなノスタルジーに満  

ちた暖かさのイメージが重ねられることはなかった。  

また、ビーチヤーがデザインした家には、暖炉の存  

在は消えている。ストーブによって発生した熱を、  

家中に配管したダクトで循環させるという仕組みを  

紹介している。最早、家庭のイメージから暖炉のイ  

メ「ジが消却されているのである。（図2）   

代わりにビーチヤーが提示するのは、「快適さ」と  

いう概念である。暑い、あるいは温かいという熱の  

積極的な表現ではなく、暑くもなく寒くもない、と  

いう状況こそ、「家畜扱い」にはならないための必須粂  
図2  

件であった。   

バランスがとれた状態をいかに確保するかは、ちょうどストーブをいかに扱うか  

（m肌age）という発想と重なってくる。ビーチヤーの『アメリカ女性の家庭』よれ  

ば、ストープとは原理（Principles）に基づいて製造されているものであり、利便さと  

快適さとエコノミーが絶妙に結びつけられている。“【T］hetrue SCient描cprinciples，  

whichunitesconvenience，COmfbrt，andeconomyinaremarkablemannen”（45）そして、熱  

に関する知識を学ぶだけでなく、こうしたprincipleの管理こそが、家事に心地よさ  
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と健康をもたらすための重要な仕事なのだと述べている。  

女性はみな、この熱に関するサイエンティフィツクな原理や、それを現実の過  

程に適用する方法について知見を与えられるべきであり、それは自分自身の利  

益にもなり、同時に、自分の子供たちや召使いたちに、心地よさと健康の典拠  

となる、家庭生活の中の重要な仕事を身につけさせることが出来るようになる  

のだ。（58）   

このように、ストーブを通じて見えてくるビーチヤーの家庭像とは、牧歌的かつ封  

建的な暖かさのイメージをではなく、サイエンスの見知を援用しながら、原理を把  

握することなのである。ここにおいて、ビーチヤーのストーブの炎は、暖炉に温か  

い炎でもなく、過剰に燃えさかり煙を立てているストーブの炎でもない。温度の感  

覚自体が消えてしまっているのだ。そして、熱い／冷たいという指標を無効化させ  

る形で、心地よさという 〈中庸〉 の地点が提示されているのである。   

こうして、身体感覚が身体機能や情操に与えるという立場から出発したビーチヤ  

ーの議論も、ストープの技術的な不備や合理性の追求によって、いつの間にか、暖  

かさという漠然としたイメージ、温寒の感覚などが捨象されて、便利さと心地よさ  

とエコノミーといった諸原理のバランスがとれた状態に対する観念的な喜びが優位  

を占めるという、ダイナミックな逆転現象がテクストの中に出現してくる。   

それでは、ビーチヤーの言うところの、バランスのとれた心地よい状態、中庸の  

地点とは、どのようにすれば獲得できるのだろうか？その答えのためには、『アメリ  

カ女性の家庭』におけるストーブに続くセクションで、空気の循環について論じて  

いることが重要な示唆を与えてくれる。先に挙げたストーブの欠点のうち、空気の  

汚染については、現在でいう一酸化炭素が原因によるものであるが、当時は空気の  

中に何らかの伝教性物質があるために起きていると考えられていた。それにより、  

空気は循環させることによって、そうした汚染が解放されると考えられていた。ビ  

ーチヤーもその方法を採用し、ストーブからの熱を循環させる方法を採用している。  

空気を循環させることで、有害物質を分散させることで、快適な空気が獲得される  

原理である   

そしてこうした循環と分散一分配の原理とは、ニコラ・トンコヴィッチ押icole  

恥nkovich）が指摘するように、ビーチヤーが家庭指南書において、アメリカに標準  

モデルを提示しようとした側面と連動してくる。西部開拓が進み、48年組と呼ばれ  

るゴールドラッシュの出現など、この時期のアメリカは社会変動が激しく、人々は  
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一夜にして大金持ちにもなったものもいれば、また全財産を失うものもいた。こう  

した混沌状態のなかで、ビーチヤーが民主主義国家として、平等に標準的なモデル  

を普及させようとした姿勢を読み取ることは可能だろう。   

4．心地よさと家屋一分配と平等の関係性  

アメリカにおける文化事象に対して、アメリカの民主主義を重ねて語り、アメリ  

カ政治のエートスを読み込もうとする態度というのは、エマソンやホイットマンな  

どの名前を挙げるまでもなく、19世紀前半から中期にかけて、取り立てて珍しいこ  

とではなかった。こうした超絶主義者に限らずとも、建築においても、アメリカ民  

主主義の契機を見いだしたのがアンドリュー・ジャクソン・ダウニングである。   

風景作家として出発したダウニングは、イギリスの風景をアメリカに移植する際  

に、彼なりの読み替えを行っている。それは、Englishmanが田舎で飾り気のない  

（uTICOmPlicated）やり方で、寛ぐための家であった。（34）こうした屋敷をアメリカ  

に導入する際、ダウニングは、階級が存在しない国アメリカでは、無条件にその飾  

り気のなさを体験できると考えていた。そして、そこで感じる解放感を民主主義的  

風土として捉え、自らの建築の主たる目的とした。   

ダウニングは、建築家としてアドバイスブックを登場させ、そこで施主たちにさ  

まざまなアドヴアイスを寄せている。それまでの建築が、ギリシア・ローマ文化リ  

バイバルに乗って、装飾の追求を求めるばかりで、施主にとっては、そうした装飾  

はすでに興味の対象とはならなくなっていた。そこで、ダウニングを始めとして、  

新しい世代の建築家たちは、自らのパンフレットを作成して、施主の関心を高める  

必要があった。こうして建築をみずからの芸術作品として提示させる契機が誕生し  

たのである。したがって、ダウ  

ニングの本も、ビーチャーの家  

庭指南書と同じく、読者へのア  

ドヴアイスに満ちており、建築  

に対しての彼自身の思想が標示  

された本となっている。   

ダウニングが見いだした建  

築の中の民主主義的な側面とは、  

田舎作りの屋敷にある、「飾らな  

い」美しさであり、ギリシア・   
図3 ダウニングが設計した邸宅の外観  
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ローマ建築のように形式に縛られたものではなく、自然と一体化する解放感なので  

あった。こうした建築スタイルによって、現代まで続くアメリカ郊外の住宅地の様  

式を確立されたご   

ダウニングがピクチャレスクを希求し、視覚から民主主義的契機を見いだした一  

方で、ビーチヤーは、感覚から出発して民主主義の原理そのものを捉えている。ア  

メリカの民主主義を考えるとき、ダウニングが捉えたような、解放感にみちた自由  

さ、精神風土ばかりが注目されてきた。しかし、ビーチヤーが注目したような、民  

主主義の原則つまりは、平等な分配の原理について、改めて検討することで、アメ  

リカにおいての民主主義がどのように駆動されていったのかに目を向けることにな  

るのではないだろうか。  

注  

lフランクリンストープ（前開きの鉄製ストープ）。フランクリンがストープの改良を試みたのは、薪の価   

格の高騰に対して、より効率の良い形を選ばうとした結果であった。その結果、熱効率は2備になった。   

ニこでいう熱効率とは、熱のエコノミーを追求するという意味で啓蒙主義的な縮図と考えられる。  

2 ビーチヤーの健康管理について、本論では1830年代のニューイングランドを中心とした地域の知旅人た   

ちに盛んに読まれていたモラル・フィロソフィーあるいは、観念連合説の文脈で身体感覚を取り扱う。同   

時代の文脈として帝国主義の言説も無視することはできないが、これについては「払ket肌i参照。  

ユ ニうした循環と分散の原理は、少し戻って、ストープの熱についても同じものを当てはめることができる   

だろう。熱すぎたストープの熱ではなく、また冷たすぎる空気でもなく、心地よい室温とは、人間の経験・   

感覚から考察した熱力学のモデルと重なってくる。つまり、実体こそ見えないが何か熱の分子のようなも   

のがあって、その分子が均等に分配されていけば、温度は均等に保たれるという考え方である。分子レベ   

ルの熱力学の三原則が、柑30年代～1850年代に発展していったことを考え合わせると興味深い問題であ   

る。  

4Sweellng参照。  
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