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はじめに

啓蒙主義の時代と呼ばれる18世紀も後半になると、アメリカ独立戦争、フ

ランス革命が立て続けに勃発し、イギリス人の精神に大きな影響を与えた。

フランス革命が掲げた「自由、平等、博愛」の精神は、イギリス社会では周

縁化されていた存在に対する認識にも変化をもたらさずにはいなかった。す

なわち、女性、奴隷、そして動物に対する認識である。18世紀後半から、19

世紀前半にかけて、この三者の解放を求める運動が、ほとんど連動して発生

したのである。

父権的な男性中心社会の中で周縁化されていた女性たちは、同様の境遇に

あった奴隷や動物の境遇に、自らの境遇を重ね合わせ、彼らの解放のための

運動に積極的にコミットしていった。18世紀後半から19世紀を通じて、多く

の女性が動物解放や奴隷解放のために声を上げていったのである。その一人

に、今日ではほぼ忘れ去られたと言ってよいスザンナ・ワッツがいる。

１　スザンナ・ワッツについて

スザンナ・ワッツは1768年に生まれ、1842年に没した女性文筆家である。

ワッツは、今日ではA Walk through Leicesterと題した、Leicesterのガイド

ブックでその存在を知られている程度である。しかし、動物愛護精神を示す

詩や発言、そして奴隷制度に抗議する活動で、近年フェミニスト系の研究者

に再評価されている。なにより、ワッツは同時代のイギリスにおける動物虐

待に強く憤っていた。当時のイギリスでは、動物同士を戦わせ、それを観戦
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して楽しむ、あるいは動物を殺害することを娯楽とする、いわゆるブラッド・

スポーツが流行していた。動物愛を歌ったワッツの仕事は、ほぼ同時代のメ

アリ・ウルストンクラフトのOriginal Storiesにも通じる、動物愛護の精神

を説く、啓蒙的な役割を果たしたと言えるであろう。

同時に、ワッツは奴隷制廃止論者でもあった。彼女は、執筆活動を通して

の抗議にとどまらず、奴隷を使役して生産された、西インド諸島産砂糖の不

買運動を展開している。奴隷制廃止運動で中心的役割を演じたウィリアム・

ウィルバーフォースは、女性にふさわしくないとの理由から、ワッツら女性

活動家の動きを軽視していたようだが、ワッツはそのウィルバーフォースと

も友人を介して親交を結んでおり、そうした彼女の活動は1833年に奴隷解

放令が国会を通過するまで続いた。ワッツの活動は、当時の女性の活動規範

を遥かに逸脱するもので、今日の女性活動家の先駆けと言えるだろう。そし

て、ワッツの詩『虫の議会』（The Insects in Council）は、彼女の動物解放、

奴隷解放、そして女性解放が結びついた作品である。

２　昆虫学の発展

18世紀は科学の時代と呼ばれることもある世紀で、科学の進歩に伴い、昆

虫を含む自然に対する人間の態度が大きく変容した時代であった。ラブジョ

イの『存在の大いなる連鎖』によると、16世紀の末から18世紀末にかけて、

「動植物という全生物を、次から次へといれこ式に中に包まれている集合的

単位より成り立つ階層組織に分配する事業」が博物学者の心をとらえたとい

う（1）。自然は飛躍しない、という観念のもと、微小な昆虫も「存在の大い

なる連鎖」に組み込まれていき、やがて19世紀後半に至り、ダーウィンの

進化論の登場をみることになる。また、『ヴィクトリア朝の昆虫学』を執筆

したジョン・Ｆ・Ｍ・クラークによれば、19世紀前半には、それまでのア

マチュア博物学者の手から、専門の研究者の手に昆虫学は引き継がれ、本格

的な学問研究の対象になっていく。つまり、昆虫学が科学の一分野として確

立されたのである。19世紀には、William KirbyとWilliam Spenceの大著An 
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Introduction to Entomology （1815-26）が広く読まれ、国会議員も務めた

John LubbockもAnts, Bees, and Waspsをはじめとする昆虫学に関する書物

を執筆している。こうした動きは、同時代の昆虫への関心の高まりの証左と

なろう。1833年には、ロンドン昆虫学会が設立されている。

こうした昆虫学の発展は、具体的には刑務所の六角形の構造が、ハチの巣

の構造から着想されるなどの成果を社会にもたらしている。文学に関して言

えば、イソップ童話の「アリとキリギリス」の例が示すように、ヨーロッパ

文学において昆虫が描かれる場合、その多くは擬人化され、人間社会を映す

鏡として用いられてきた。しかし、昆虫学が科学となり、昆虫の「自然」の

状態が解明されるにつれ、その解明された自然な昆虫の生態が、人間社会の

あり方に関する観念に影響を与えるようになった。イギリス文学において、

昆虫の社会における「自然」が、人間社会の規範となることを示した例とし

ては、早くも18世紀初頭に、バーナード・マンデヴィルの『蜂の寓話』が登

場している。この詩が『国富論』で展開されるアダム・スミスの自由主義経

済論構築にヒントを与えたことは広く知られている。この時代の自然と人間

社会の関わりについて、クラークは次のように述べている。

Nature was at the heart of the Enlightenment: it was grand, orderly, 
objective and rational. As the post-Enlightenment faith in science grew in 
the nineteenth century, systematic knowledge of the natural world became 
associated with objective authority, shorn of obvious political and religious 
sectarianism. […] An altogether more enigmatic relationship between 
science and political ideology emerged. Despite the proclaimed separation 
of the two, description of the natural world mixed with competing 
ideologies. Even a nineteenth-century natural history transformed into 
‘biology’, a science of life, nature continued to provide powerful support for 
diff erent social arrangements. （Bugs and the Victorians, 6-7.）
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客観的権威を帯びるに至った昆虫学の成果も、政治的イデオロギーを支え

る根拠の一つとして利用されるようになったのである。とりわけ、いわゆる

社会性昆虫の研究成果が重要である。

3　社会性昆虫―ハチとアリ

社会性昆虫の代表といえるハチの社会は、アリストテレス以来、「男（オス）

が支配する都市」と記述されてきた。ハチの社会においては、メスがその中

心にいることがヨーロッパ人に認識されたのは17世紀のことである。そして、

男を支配する女傑としての「女王バチ」queen beeの概念が生まれたのである。

しかし、17世紀後半に至ると、さらに研究が進み、女王バチが複数のオスと

交尾し、夥しい数の子を生んでいることが解明されてきた。つまり、女王バ

チの多産性が注目されるようになったのだ。クラークは18世紀後半に起こっ

た女王バチに関する認識の変化を次のように述べている。

The queen, as fi erce warring Amazon, was replaced by a pacifi c ‘mother’ 
whose principal role was that of egg-layer. Within British society, greater 
rigidity in depictions of femininity arose from essentialist definitions of 
maternity that were grounded in ‘natural physical-biological ’ attributes. 
This ‘cultural revolution’ in gender definitions was transferred to the 
beehive, where the queen became a mother bee who was strictly defi ned 
by her reproductive role. （Bugs and the Victorians, 59-60.）

このように、19世紀前半における昆虫学の知見の拡大が、好戦的な支配者

としての女王バチから、生殖者、子の養育者としての母親バチというイメー

ジの転換をもたらし、それが自然の摂理ゆえであるとされた。それが人間社

会にも敷衍され、子を産み、育てることこそ女性の役割であるとするイデオ

ロギーを支えるために利用されたのだ。

18世紀後半～ 19世紀前半は、イギリスの人口が増加し続けた時代である。
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折しも、ナポレオンの登場を受けて、イギリスでもフランスによる侵攻への

恐怖が高まっていた。1800年に初めてイギリスで本格的な国勢調査が行わ

れたのも、民兵・義勇兵の徴用のためであった。本格的に調査されたことが

なかったため、1800年以前のイギリスの人口は明確には判明していなかっ

たにもかかわらず、根拠もなくイギリスの人口は減少していると考えている

ものが多かった。リンダ・コリーによれば、対フランス戦争で失われる命を

補充する出産増を求める声が高まり、「産めよ増やせよ」といった類の言説は、

人道的な見地だけでなく、実用的な見地からも、当時の学者や慈善団体にとっ

て魅力的なものになっていたという。コリーは次のように述べている。

And anxiety about keeping British women fertile, busy and contented 
within the domestic sphere only deepened as more and more of them 

appeared to be active outside it. （Britons, 240.）

マルサスが『人口論』で人口増加からくる食糧不足に警鐘を鳴らしたのは、

まさにこうした時代であった。子をたくさん産み、「家庭内で忙しくしてい

て、それで満足する」存在とは、母親バチの姿に他ならない。母親バチの存

在は、人口増加を望む人々のイデオロギーの補強には格好の存在だったので

あろう。

ハチと並ぶ社会性昆虫アリについては、19世紀初頭に、ある種のアリに奴

隷使用があることが発見され、アリがより人間に近い存在であると認識され

るようになった。ダーウィンも『種の起源』の中で、アリの奴隷使用につい

て言及しているが、この部分が同書の中でも最も注目されていたとの指摘も

ある。この時代のイギリスは、西インド諸島植民地で多くの奴隷を使役し、

莫大な富を築いていた。ダーウィンはアリの奴隷使用を自然淘汰の末の本能

の変化の結果であると考えていた。アリ社会における奴隷の使用も、生物学

的本能に帰され、ダーウィン自身は奴隷制度に反対していたにもかかわらず、

一部の科学者は人間社会の奴隷制度の正当化のために援用した。アリについ
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て多くを書き記しているLubbockも、奴隷制度には反対しつつも、アリの社

会に奴隷が存在することを認めている。

なお、この時代にアフリカで活躍した昆虫学者のヘンリー・スミースマン

は、シロアリの研究で、今日でも専門家にその名を知られた存在である。ス

ミースマンはアフリカのシロアリの「女王」に、その多産性ゆえに注目して

いた。コールマンによれば、スミースマンにとっては、シロアリの女王の多

産性の解明は、アフリカ大陸の多産性、そして産業革命後のイギリス工業

の多産性の正当性を証明するものであった（2）。シロアリ研究の成果もまた、

イギリスが目指すべき人口、工業生産両面における多産性や植民地経営の正

当性を支えるイデオロギー補強に用いられたのだ。

以上のように、スザンナ・ワッツが生きた18－19世紀の世紀転換期は、女

性に多産性と、家庭内での子育てへの専念を求める声が高まり、同時に、イ

ギリスが世界に進出し、植民地を拡大し、奴隷を使役して富を築いた帝国主

義の時代でもある。そうした時代の中で、社会性昆虫の研究の成果が、母親

バチが示すような、女性としての「自然」の状態にあることを女性に要求し、

同時に、奴隷制を正当化される言説に利用されるようになったのである。

４　昆虫の解放

『虫の議会』は、擬人化された虫たちが集会を開き、人間による暴力、虐

待に抗議し、最後には嘆願書を制作する、というストーリーをもった物語詩

である。登場する昆虫はハチ、アリの他にも、バッタ、カマキリ、チョウな

ど様々である。詩の冒頭で、昆虫の世界の平穏を脅かす人間の姿が、ハンター

のイメージで描写される。

Not a nook of a bank－not a chink of a tree
From these daily and nightly invaders was free;
In habit of sportsman, with net, bag, and knife;－
With poison and pins for destruction of life,
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And portable prisons, in which to ensnare
The captives they seize in the water or air;－ （The Insects in Council, 1.）

ここで描かれる人間のイメージは、同時代に増加した昆虫学者のそれであ

る。18－19世紀の世紀転換期のイギリスは、個人所得の増大と、都市化の進

行が相まって、昆虫採集・コレクションがブームとなっていた。経済的ゆと

りが生まれ、かつロンドンなどの大都市に住み、自然から遠ざかりつつあっ

た人々にとって、昆虫採集は、自然との接触を維持する良い趣味となってい

たのだ。しかし、ワッツにとって、昆虫コレクターたちは、学問や知識のた

めに、ときには自らの喜びのためだけに昆虫を殺戮する存在であった。それ

は、昆虫採集者の姿を、娯楽のために動物を殺す、スポーツ・ハンティング

に興じる人間の姿になぞらえていることからもわかる。ワッツは昆虫学者の

仕事を完全に否定していたわけではない。ワッツは聖書の教えに基づき、人

間が自然を利用することを正当とみなしていた。ワッツが否定したのは、娯

楽のために他の生物を殺戮することであった。そして、ワッツの目には、科

学の名において、多くのtortureが行われていると映ったのだ。『虫の議会』

の最後で虫たちが制作する嘆願書に、次のようにある。

By Charter Divine we （insects） are subject to you （humans）,
And if we can serve you, our life is your due;
But should that be claim’d on a lawful pretence,
To take it by torture is, sure, an off ence. 

（The Insects in Council, 21. Original emphasis）

昆虫を観察することが科学となった時代に、そこにキリスト教に根差した道

徳心が伴わなければ、科学のもたらす知識は人間を誤らせる、とワッツは考

えていた。『虫の議会』に付せられたNotesで、ワッツは次のように述べている。
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If science, which may be simply defined, the knowledge of the works 
of God, does not lead the human mind to the exercise of those highest 
intellectual feelings, awe of his power－admiration of his wisdom－and 
grateful love of his goodness, it can never benefi t mankind, but must fatally 
mislead them. （The Insects in Council, 51.）

また、序文では、当時流行していた昆虫のコレクションについて、“delicate 
sense of humanity”を鈍らせるものとして、コレクションのために生命を奪

う行為を非難している。

昆虫採集・コレクションに対する抗議とともに、同時代のイギリスで行わ

れていたブラッド・スポーツの野蛮さについても、議会は議論する。ワッツは、

具体的には1825年６月26日にオーウィックで行われた、ネロと名付けられ

たライオンと６匹の犬を戦わせるショーに言及しているが、牛いじめ、熊い

じめ、闘鶏といった動物同士の戦いを観戦するイギリスの娯楽に強く反発し

ていた。‘Roman and English Pastimes’と題した詩の中で、ワッツはこうし

た残酷なショーについて次のように述べている。

Bears, tigers, lions, rage and slaughter breathe,
And, tam’d to slay, engage in furious fi ght. （24-25.）

Could’st thou－wise, learn’d, the glory of thy age,
Enjoy and revel in the savage scene? （48-49.）

Protect the race of brutes, support their cause!
A cause well worthy of the Patriot’s zeal. （116-117.）

動物の血を見て喜ぶ人間に対して、トンボを議長とする議会は、いかなる

態度を取るか議論する。人間に対して戦争を仕掛けようとする過激派の中心
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はミツバチであり、その中心は女王バチである。昆虫のもつ、人間にはない

能力を生かして、団結して人間と戦おうと議会を鼓舞する女王バチの姿は、

19世紀初めに生み出された「母親バチ」のイメージではなく、まさに「女王」

のイメージである。

In dignifi ed grace, rose the QUEEN of the Bees.
Aloft on an elm stood her majesty sweet, 
With her subjects obedient in swarms at her feet.
－

Such honor is due to the feminine Throne.
（The Insects in Council, 13. Original emphasis）

ワッツは、母親バチに女王バチとしての地位を回復させたのだ。ここでは、

勇ましい女王バチの姿を通して、昆虫（動物）解放と、女性の家庭からの解

放が結びついている。しかし、最終的に議会は、人間との争いは避け、嘆

願書を制作するという結論に至る。その主張を一言で述べれば、 “We crave 
but one favor－permission to live!”である。次に引用する嘆願書の一節は、

科学の為に昆虫を殺傷するコレクターへのメッセージである。

Some captives, impatient for freedom and air,
Beat the walls of their prison in restless despair;
－

In the dread boiling water or poisonous pin!
Should we suff er for science－ （The Insects in Council, 20-21.）

なお、動物虐待を抑止するための女性協会が1830年代に組織されている。

ブラッド・スポーツ禁止においても、ワッツをはじめとする女性が少なから

ぬ貢献をしたと言えるだろう。
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４　奴隷の解放
既に述べたように、18世紀には、西インド諸島におけるイギリスの植民

地で、黒人奴隷の果たす役割が極めて大きくなった。しかし、とりわけアメ

リカ独立戦争の成功が、奴隷制度の在り方に大きな疑問を投げかけることに

なった。1807年には奴隷貿易が禁止され、1833年には奴隷解放令が国会を

通過している。奴隷制度廃止の要因は様々だが、ワッツらの、道徳的側面か

らの非難の声が一定の役割を果たしたことも否定できないだろう。

イギリスにおける反奴隷制運動は1792年に最初のピークを迎え、19世紀

半ばまで続く。『虫の議会』が出版されたのは1828年だが、1831年には、奴

隷解放を求める嘆願書が5000件以上議会に提出されている。そして、これ

らの嘆願書運動においては、女性が大きな役割を果たした。17世紀には、ア

フラ・ベーンが『オルノーコ』でスリナム植民地での奴隷の姿を描いていたが、

19世紀にも、例えばImmediate, not Gradual Abolitionを書いたElizabeth 
Heyrickは奴隷制度廃止を、著作を通して主張した女性として比較的その名

を知られた存在である。1833年に議会に提出された嘆願書には、187,000人

の‘ladies of England’が参加していた。翌年に提出された嘆願書には、実に

およそ50万人の女性が署名したという。1830年代のイギリスにおいて、奴

隷解放運動を通して、女性たちは団結して、男性が支配する政治に介入する

ようになったのである（3）。

『虫の議会』における、昆虫たちの嘆願書製作の背景には、こうした女性

たちの運動があると思われる。団結して男性の支配する政治に挑戦する女性

たちの姿が、団結して人間たちに抗議する昆虫たちの姿に置き換えられたの

だ。母親としてのイメージから脱し、人間に対して抗戦論を唱える女王バチ

の姿は、政治参加を希求する当時の女性たちの姿であり、カリブ産砂糖の不

買運動まで展開したワッツ自身の姿を映しているのかもしれない。

虫たちの議会においても、奴隷制が問題にされる。既に述べたように、19

世紀の初め、ある種のアリの社会に、奴隷の使用があることが発見された。

ワッツも『虫の議会』のNotesの中で、イギリスには生息しないred antが
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black antに「戦争」を仕掛け、捕虜を奴隷として使用していることに言及

しているが、『虫の議会』本体にも、以下のようなアリに対する非難がなさ

れる。

You （emmet） imitate man in a certain base trade,
Making slaves of your Negroes－in that you’re
His debtor,
He gives the example－you ought to know
Better!
Come, free all your slaves, and deserve our
Applause,
And nobly unite in our patriot cause! （The Insects in Council, 11.）

Negroという語の使用からも、このアリに対する非難に、イギリスの黒人

奴隷使用に対する抗議が込められていることは歴然としている。

まとめ

ジョン・クラークは『ヴィクトリア朝の昆虫学』で、18世紀のイギリスの

昆虫学者ヘンリー・スミースマンについて言及している。スミースマンは４

年間アフリカに滞在し、自らを「採集人」（fl y catcher） と呼び、昆虫採集で

生計を立てていたが、同時に奴隷商人でもあった。彼はアフリカ人のことを

「動物」と呼び、昆虫と同じ「自然」の一部として同列に扱い、売りさばく

べき商品と考えていた。19世紀の昆虫学を語る際、最初に語られるべき人物

であるスミースマンは、この時代の科学者を象徴するような人物である（4）。

ワッツの生きた時代は、主としてフランス革命、ナポレオン戦争を契機と
して、イギリス的男らしさ、masculinityの概念が形成された時代であった。
そして、その男らしさは、自然を制圧することで達成され、顕示されるもの
であった。例えば、ブラッド・スポーツにおいて動物を殺すことや、スポーツ・
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ハンティングで動物を殺すことは男性性の発揮と考えられた。リンダ・コリー
は、19世紀前半に最も人気の高かったキツネ狩りについて、「イギリス的な
もの、男らしさ、そして活動的な支配階級を象徴していた」としている（5）。
キツネ狩りの衣装は軍服を模したものであり、また、この当時は女性が狐狩
りに参加することは禁止されていた。『虫の議会』の冒頭で描かれるように、
昆虫コレクターもスポーツマンのような服装をしていた。そして、昆虫学者
スミースマンは奴隷商人でもあった。ワッツの中では動物、女性、奴隷の抑
圧の原因が、イギリス的男らしさによる支配という一点に収斂したのであろ
う。

ヨーロッパの人々は、古くから自然を女性とみなしてきた。その見かたに

は二通りある。一つは人類を育む「慈母」としての自然であり、いま一つは、

災害などで人類を脅かす、無秩序としての自然である。しかし、およそ17世

紀以降、科学文明の発展に伴い、こうした自然観は失われていった。キャロ

リン・マーチャントの表現を借りれば、「自然の死」の時代が訪れたのであ

る（6）。有機的自然観の時代から機械的自然観の時代への変遷と言ってもよ

い。人類は科学の力でもって自然を支配し、その謎を解明し、機械に還元し

ようとした。デカルトは動物を動く機械であるとしたし、昆虫を採取し、コ

レクションする動きも、こうした自然観の変化から生まれた。女性は男性

よりも自然状態に近い存在とされ、黒人奴隷もまた同様である。ルドミラ・

ジョーダノヴァによれば、科学は「観察」するものであり、その主体は男性

である。一方、観察される客体は自然であり、女性である。科学の担い手は

男性であり、自然を支配することこそ、男性的力の発揮だと考えられるよう

になった（7）。18 ～ 19世紀イギリスにおける自然科学の発展や、昆虫採集、

狩猟、動物を使ったブラッド・スポーツの流行、黒人奴隷の使役、そして差

別的女性観らは、こうした自然観がその一因として考えられる。こうした風

潮の中、女性たちが動物解放や、奴隷解放に力を尽くしたのは、必然であっ

たと言えるかもしれない。
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※本論文は2015年5月24日（日）に立正大学で行われた第87回日本英文学会

大会で行った口頭発表を加筆、修正したものです。

Notes:
（1） アーサー・O・ラブジョイ著『存在の大いなる連鎖』（ちくま文庫）357ページ。
（2） このことについては、Coleman, Deirdre. Romantic Colonization and British 

Anti-Slaveryの第１章‘Henry Smeathman, imperial fl ycatcher and aeronaut’
に詳しい。

（3） このことについては、Howard TemperleyのBritish Anti-Slavery 1833-1870
に詳しい。

（4） Note（3）と同様、ColemanのRomantic Colonization and British Anti-Slavery.
の第１章’Henry Smeathman, imperial fl ycatcher and aeronaut’参照。

（5） このことについてはリンダ・コリー著Britons: Forging the Nation 1707-1837
の第４章‘Dominance’に詳しい。

（6） キャロリン・マーチャントは、科学の発達により「自然が死んだ」と考え、
その著書に『自然の死』というタイトルをつけたエコ・フェミニズムを代表
する研究家である。

（7） このことについては、ルドミラ・ジョーダノヴァがその著書『セクシャル・ヴィ
ジョン』の中で詳しく論じている。
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