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■　はじめに

　人の精神は経験や活動という社会過程のみでの
み，その存在を持ち，発展させている。ゆえに，
精神は社会過程を前提とする。よって，ある対象
に関して私達がその思考を完全に明瞭にするため
には，対象がおよそどれくらいの実際的な結果，
つまり行為として表出されたかを観察することで
ある。そこには必然的に対象の教育思想が反映さ
れる。
　筆者は既に報告したナイチンゲールの思想研
究，『ナイチンゲール教育思想の源流 日常生活は
心に問いを抱かせ，知性はその問いに答えを要求
する』1），『ナイチンゲール精神的危機から自立へ
のプロセス』2），『ナイチンゲールイギリス陸軍を
改革する ― 学習（経験）したことから学習せよ』3）

などからも明らかなように，ナイチンゲールはイ
ギリス経験認識論を引き継ぎ，現実社会の観察で
得られた情報とその分析によって問題を明確に
し，その問題の解決・改善・改革を積極的に推進
した女性であった。その意味でナイチンゲールは
哲学者であり，科学者でもあった。そして，ナイ
チンゲールは誰よりも“Learning to learning 学
習（経験）したことから学習する”の精神の持ち
主であった。
　それでは，ナイチンゲールがなぜ，看護教育を
開始したのか？その問いに答えるには，イギリス
社会で彼女自身が経験した，その問題に焦点をあ
てなければナイチンゲールの教育思想は理解でき
ない。
　“19世紀は女性の世紀”この言葉は一般にジョ

ン・スチュワート・ミル4）の言葉として有名であ
る。しかし，19世紀は女性の世紀という言葉の真
の実現はナイチンゲールに始まる。ナイチンゲー
ルは，“19世紀は女性の世紀”となるにちがいない，
という古い言い伝えがある5）と述べ，この時代ほ
ど女性がその能力を開発する自由ばかりでなく，
その機会を与えられている世紀はかつてないの
に，行動のための女性の教育と知識のための教育
とが足並みをそろえていないと述べた。女性が一
人の人格として尊重される事，これは重要な問題
であった。ナイチンゲールが，なぜ，女性達は抽
象的概念を理解する事ができないのか？なぜ女性
達は創造性に欠け，知性に欠け，自己決定ができ
ず，宗教的感化も少ないのか？との疑問を持った
のは，1846年のことである。この問いに真っ先に
答えたのは彼女自身の知性であった。
　かつてオーギュスト・コント6）は，「女性は知
的作業には極めて不適格」7）との意見を述べ，そ
れは知性の内在的な弱さのせいであると述べた。
コントは，女性は知性の内在的弱さの為に知的作
業にはふさわしくないと結論づけたが，ナイチン
ゲールは女性に対する教育の欠如こそが女性の内
在的知性の欠如を生んでいると考えた。そして，
その内在的知性の欠如が無知を生み，社会的不平
等を受け入れる根源になっている。ゆえに，その
問題の解決には，女性に適切な教育を施す必要が
あると考えた。彼女と同じようにミルもまた，シ
ステム的な訓練や教育の機会が女性には少ないと
述べている。
　佐々木秀美著『ナイチンゲールとミルとの論争  
－ヒューの論文を手がかりに－』8）によれば，両
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者ともに家庭内教育において，「子供達は，服従
という手段で一時的に訓練されることによって，
その感情と好意とを習慣的なものとし，ついには
それを第二の天性として身につける」9）という見
解については一致していたが，女性の権利問題で
は両者間には見解の相違があった。ミルは，女性
達に参政権を与えれば，女性は女性達に課せられ
た様々な諸問題を女性達自身で解決することがで
きる。さらに，女性を社会に解放し，女性に職業
選択の自由を与え，男性と同じ仕事の分野と同じ
報酬を与えることによって，女性の才能が自由に
用いられるようになる10）と考えた。他方，ナイ
チンゲールは，権利には自己責任と義務が伴う。
よって，その権利を執行する際には，責任と義務
が果たせるに相応しい人格が備わっていなければ
ならない。そして，その人格には自身の生涯にお
ける意志決定を自身で責任を持って為すという意
味が含まれた。女性に人格が与えられるとしたら，
その権利を有するに相応しい資質を具有する必要
があった。ゆえに，女性を社会に解放する前に適
切な教育が必要である。しかし，男性に開かれて
いる全職種に女性を開放するのではなく，その職
業が女性に適しているかどうかを十分に吟味し，
準備されるべきであると考えた。
　次に，クリミアでの経験はナイチンゲールに平
時から看護師の訓練をしておく必要性を感じさせ
ていた。ナイチンゲールは，戦争状態というもの
が，国同志の政治的な解決法として，為政者が選
択した武力行使という手段であるならば，恐らく
戦争状態を今後とも回避できるとは考えなかっ
た。又，再び，戦争が起きないとはいえない。そ
の時のために平時から看護師を訓練しておく必要
があった。クリミア戦争で死んだ兵士達との約束，
陸軍を改革するという約束は，少しずつ果たされ
始めていた。ナイチンゲールの進言を取り入れた
ヴィクトリア女王の勅撰委員会機能の効果が出始
め，“女王陛下の陸軍”として不動の地位と組織
を誇っていた陸軍の改革は，真に実現されようと
していた。
　『ナイチンゲールと看護教育－その教育目的へ
のアプローチ』11）で報告したように，ナイチンゲー
ルによれば，女性にシステム的な教育を与える事，
即ち，教育環境として整備された教育機関で医学
的な教育を受けさせることによって“看護師”と
いう新しい職業を生みだし12），教育を受けた看護
師達が病院で患者の回復に向けた支援と健康教育

を成す。その事によって，患者の健康が回復し，
再度，社会において生き生きとした活動的な生活
をすることが可能になる。
　加えて人々が生活する地域の公衆衛生は究めて
重要であり，その教育・普及に女性達が参加する
ことによって国民全体の健康の保持・増進に繋が
る。ナイチンゲールは，「明確な目的は実現して
いかなければならない」13）と述べ，看護教育の目
的は病院看護をより良くしていくことであると述
べている。そして労働によって自らの生活の糧を
得ようとする女性達を可能な限り訓練し，組織化
していくことであると述べている。それは女性達
の雇用の促進にもなり，社会的・経済的自立にも
つながる。女性達の社会的自立は，その精神性を
高め，その精神性が高まれば将来への不安から“生
ける屍（dead body）”状態から脱却できるので
ある。その状態から脱却ができたとき，初めて，
女性達の精神はよみがえり人間性を取り戻すこと
ができ，一つの人格を持ちえるのであった。ナイ
チンゲールはカイゼルスウェルト学園での短期間
の訓練でそれを経験していた。
　医療の中で，女性の専門職を創設すること，そ
れはナイチンゲールが述べたように，実験的試み
であった。彼女は，「訓練とは何が成されねばな
らないかだけでなく，どの様に成すべきかも教え
る事である。」14）と述べ，看護師がどうあるべき
かについて，又，どう教育されるべきかについて
詳しく述べている。そこで，本論ではイギリス社
会における女性問題と公衆衛生の問題に焦点をお
きつつ，ナイチンゲールが実施した看護教育から，
ナイチンゲールの教育思想について論じる。

■　女性に人格を与えよ

１）“女性の権利”運動の始まり
　フランス革命に代表される“人権思想”は，次
代を担う多くの思想家達を刺激し，多くの先進国
がこの思想を制度の中にとりいれた。わが国でも
戦後，発布された憲法はこの主権在民の民主主義
思想であり，この憲法の全文に漲っているのは国
民の基本的人権である。そしてこの基本的人権で
求められた“自由と平等”という思想は男女の別
を問わない。しかし，かの大思想家ジャン・ジャッ
ク・ルソー 15）でさえ忘れたのが女性の人権の問
題であった。そしてこの“自由と平等”という人
権思想は女性にも適用されるべきであるというの
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が，当時の女権拡張運動家達の主張であった。
　“女性の権利（Women’s Right）”運動は18世紀
のフランス革命以降，女性が平等に取り扱われて
いないことに気づいた思想家達を中心に展開され
た。オランプ・ドウ・グージュ16）は『女性の諸
権利』という小冊子に，女性及び女性市民の権利
宣言を書いた。その前文には，「母親・娘・姉妹達，
国民の女性代表者たちは，国民議会の構成員とな
ることを要求する。そして女性の諸権利に対する
無知，忘却または軽視が，公の不幸と，政府の腐
敗の唯一の原因であることを考慮して，女性の譲
り渡すことのできない神聖な自然的権利を，厳粛
な宣言において提示することを決意した。」17）と
述べられ，法のもとに女性も男性も平等であるこ
とを，第１条から第17条までの条文によって主張
した。自然的権利とは当時主流であった自然法18）

における個人の権利のことをいう。特に自然の権
利の中で忘れられていた女性の権利の問題がここ
にあった。この運動はその後，サン・シモン19）

を中心に“女性解放”運動となって展開された。
　こうした運動の中でフランス女性フローラ・ト
リスタン20）は，女性に対しても労働する事を認
めさせようとした。彼女の思想はオーウェン主義
者21）を経由して，マルクス主義思想22）へと繋っ
た。1792年に，メアリ・ウルストンクラーフト23）

は『女性の権利の擁護』という著作の中で，イギ
リスの市民革命に思想的な役割を果たしたジョ
ン・ロック24）の理性による教育を，女性にも適
用するべきであると主張した。彼女は男女間の不
平等を指摘，こうした不平等を取り除くには，女
性も職業に就くことが大事であると述べた。著作
の中でウルストンクラーフトは「深い憂慮を抱い
て過ぎし歴史に思いを巡らし，また眼前の世界を
観察してみた時，私の精神は悲憤の感情によって
極度に憂欝になった。そして自然が人間と人間と
の間に大きな差別を作ったのか，あるいは，これ
まで世界に現れた文明が極めて偏ったものであっ
たのか，そのどちらかを認めざるを得なかった時，
私は溜め息をついてしまったのだ。」25）と述べ，
女子教育の無視こそが女性差別の現実の根源であ
ると述べている。ウルストンクラーフトは，女性
は医学を学んで看護師のみならず，医師にもなれ
ると述べ，職業をもって働く女性の貴い価値につ
いて言及している。
　家庭内の男女の不平等についてはサン・シモン
主義者26）であり，功利主義者27）であるジェレ

ミー・ベンサム28）が，“女性の幸福と利益は男性
のそれと同等である”と述べ，女性の立場を擁護
した。ベンサム主義思想であったナイチンゲール
の父親，ウィリアム・エドワード・ナイチンゲー
ル29）は，ナイチンゲールに男性同様の教育を施
した。向学心の強かったナイチンゲールの知識は
この頃，当時の女性達あるいは男性たちをも遥か
に上回るものであったろう。そして，ナイチンゲー
ルは“早すぎた目覚め”の苦悩を経験したのであ
る30）。
　19世紀に入って，女性に対する運動も少しずつ
高まりを示し始め，1824年には，フランスの思想
家達の強い影響を受けて，『人類の半数である女
性の訴え』という本を書いたのがウィリアム・ト
ムソン31）である。彼が女性を擁護して社会主義
思想に転じていく中で，ベンサムと同思想であっ
たミルの父親，ジェームズ・ミル32）（以降Ｊ・ミ
ルとする）はトムソン等と反対の立場を取った。
しかし，Ｊ・ミルは妻であるハリエット・テー
ラー33）の影響を強く受け，女性解放主義運動に
次第に参加するようになった。彼等の“女性解放”
運動の手始めは婦人の参政権運動であった。1832
年，イギリス国会の第一次選挙法改正において婦
人の参政権問題が取りあげられた。しかし，“女
性の権利”運動は当時のイギリス社会においては，
あまり受けいれてはもらえなかった。結果的に
Ｊ・ミルの立場が優位となり，女性に参政権は与
えられなかった。イギリス社会における“女性の
権利”問題は，Ｊ・ミルを代表とするようなある
一部の知識階層から取りあげられていた問題でも
あり，社会全般に考えるとまだ，ほんの一握りの
主張にすぎなかった。その頃の，イギリス社会で
は，労働者階級の男性ですら参政権を有していな
い実情があった。加えて，当時のイギリス社会に
おいては，明治以降の日本社会同様，女性の教育
に関しては，フランソワ・ド・サンニャック・ド・
ラ・モード・フェヌロン34）が提唱した良妻賢母主
義教育が中心になっていた。わが国も憲法の精神
とは別に女性に対してはある一面においては従来
の，他方においては特定のといったように理解し
あえている問題とは思えないのが“女性の権利”
である。“女性の権利”問題から，女性にも教育
が必要であると考えたのがナイチンゲールであ
る。彼女自身が体験したように又，Ｊ・ミルが『女
性の従属』35）で指摘したように女性達は男性に隷
属する者として取り扱われ，一人の人格を持つ人
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間として取り扱われなかった。
　女性の権利問題が主張される中，国内の経済状
態は悪く，国民が二層に分かれるのではないかと
思われるほど，貧富の差が大きくなっていた。そ
うした中で，Ｊ・ミルやベンサム等は，雑誌『博
愛主義者』を発刊するなどして，富めるものが貧
しいものに施しをすることを基本原理とした運動
を行った。この運動は人道的な立場からの運動で
あり，ノーブレス・オブレッジ（Noblesse-oblige）
とも言われている。上流社会の娘として生まれ，
ベンサム主義者の父親を持つナイチンゲールはこ
の運動の中にあった。
　“生きる”この問題のために多くの女性達が体
を売り，精神を病んでいるとナイチンゲールは考
えた。キリストは山上の祟訓で“野の花をみよ”
と弟子達に説いている。これは明日，何を着，何
を食べようかと思い悩んではいけない。野に咲い
た花でさえ，神が与えた自然の中であれほどに美
しく咲き誇っていられるではないか。神を信じ，
物欲を抑え，魂を清らかにすれば，又，あの野の
花のように明日もまた咲き続ける事ができるのだ
という教えである。“山上の祟訓”はキリスト教
教義の“唯心論”（spiritualism）といわれる思想
の急先峰である。しかし，現実には多くの女性達
が明日への不安から生ける屍になっていた。ナイ
チンゲールは神が女性達を生ける屍にするために
お造りになったとは考えられない36）。このような
状態は神の望みではない。ナイチンゲールは，神
のなさる事は完璧であるはずだと考えた。神のな
さる事が完璧であってしかも，女性達が何もしな
いでいるようにできているのであれば，彼女の考
えでは，女性達はこれを受けいれるように作られ
ているべきであり，不安な感情等起きるはずはな
かった。しかし，現実には多くの女性達が不安な
毎日の中でその精神は崩壊したような状態であ
り，生ける屍状態になっていた。
　女性達のこの現実を神の仕業であると考えない
ナイチンゲールは，女性達にも神の教えに通じる
仕事があると考えた。しかも，現実主義者である
といわれるナイチンゲールは，キリスト教の“唯
心論”的考え方の中にあって，その考え方だけで
は女性達は救われないと考えた。そして，人間の
基本的要求である衣食住の保障が女性達の精神を
安定させ，その精神を教化することができると考
えたナイチンゲールは，キリスト教の精神の単な
る“唯心論”者であっただけでなく，同時に“唯

物論”者でもあった。“唯物論”（materialism）
とは精神に対する物質（material）の根源性を主
張する立場である。物質から離れた霊魂・精神・
意識を認めず，意識は高度に組織された物質の所
産と考える立場をいう37）。“唯物論”者は自然科
学の発達に伴って，宗教的な権威と伝統に抵抗し
たマルクス主義的思想に多いといわれる。
　女性達を救う手段としてナイチンゲールが，ま
ずは正当な雇用を促進し，相応な生活費と蓄えと
を保障する事，そして数の多少を問わず，ともか
く貧しいけれども節操のある女性達をできる限り
保護し，自制させ，高めさせ，そして清める事が
明白な目標であり，実りをもたらすことであると
述べた。ナイチンゲールの看護教育の目的はこの
言葉から考えることができる。社会における不徳
な女性達を有徳にすること，それは単に修道女会
に入って精神を教化させるようなものではなく，
もっと現実的な対応，つまり，女性達がいかに自
立して生きて行けるかという問題であった。即ち，
今日，法的に規定されている人間の基本的人権，
その内の一つ“生存権”の問題もここに存在する。
　19世紀は女性の世紀であるといわれているのに
それが女性の世紀になっていない。それは何故か，
男性のせい？いや，違う！それは女性自身のせい
なのである。多くの女性達が男女の従属関係を肯
定し，“権利と義務”からは遠くかけ離れた状況
にあった。ナイチンゲールがその知性を何かに役
立てたいと考えた時，特に，彼女の母親や姉は彼
女の自立を執拗に反対した。彼女自身が経験した
ように，母親や姉に代表されるように，当時の多
くの女性達は女性の人権問題に対し稀薄であった。
　女性達もそれを矛盾とも考えないで従順に受け
いれていたのである。この女性の権利に関してナ
イチンゲールは，「男性と女性の権利と義務は平
等であるというのが認められないのは男性でなく
むしろ女性であり，“権利と義務”に対して鈍感
なのは女性達である。」38）と述べた。ナイチンゲー
ルの言葉に従えば，男性と女性の権利と義務は平
等である，がしかし，その権利を認めないのは男
性でなく女性であり，“権利と義務”に対して鈍
感なのは女性達であった。伝統的な社会規範から
考えた場合，家庭内における男女の役割が男女の
従属関係を規定しているとは決して考えず，女性
にはそういった類いの教育が必要であると考えて
いた。
　様々に引き起こされている社会現象から，ナイ
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チンゲールは，問題解決のための手段として，女
性達に対する現実的な分析を行い，女性達をまず
教育しようという着想が生まれたのであろう。即
ち，当時の女性達に不足している知性，倫理的な
行動力，情熱を女性達が具有させる事，そうした
徳性を具有する事によって職業を持ち，経済的に
自立する事が女性達の精神を教化し，自立にも繋
ると考えた。つまり，彼女は女性達を教育的手段
によって訓育し，一人の人間として社会に適応さ
せる事を考えたのであろう。

２）イギリス女子教育の実情
　イギリスにおける女子教育は一般的にお粗末な
ものであった。イギリスではナイチンゲールのよ
うな上流社会の子女達のみが，ある一定期間家庭
で教育された後，無秩序な寄宿舎付きの私立学校
で教育された。その教育は礼儀作法や音楽，ダン
ス等社交界に必要な教育および家政的な教育が主
流であり，その内容も一貫していなかった。1846
年にナイチンゲールが父親に宛てた手紙の内容，

「なぜ，女性は男性のように抽象的概念を理解す
る事ができないのか。なぜ女性達は男性と比較し
て創造性に欠け，知性に欠け，自己決定ができず，
宗教的感化も少ないのか？」39）でも分かるように，
この当時の女性達は無学な者が多かった。しかし，
ナイチンゲールの生きた時代，高い学識を持ち得
たナイチンゲールの方がむしろ特別であり，一般
にこの当時の女子教育は良妻賢母主義思想が反映
され，行儀作法や家政中心主義であった。この教
育に関わったのがガヴァネス（Governess）と呼
ばれる家庭教師である。しかし，家庭教師になれ
るほどの教育を受けられるのも限られた人達であ
り，一般大衆は無学なものが多かった。ナイチン
ゲールの様な上流社会の子女は学校へは行かずに
家庭において教育されるのが通常であった。労働
者階級と女子教育は階級と性の二重差別構造が
あったことも否めない。
  宗教団体は貧民保護のために犯罪者や負債を
負った人々が，難を逃れる緊急避難場所的性格を
持つアサイラム（Asylum）と高齢者，孤児，病
人など世話が必要な人々の一時宿泊所あるいは養
育院的性格のホスピタル（Hospital）という二種
類の施設をつくった。中世から存在していたこの
アサイラムは18世紀末には狂気を根絶するための
施設として考えられるようになった40）。アサイラ
ムに狂人を収容して，治療的な側面で関わった最

初の人物はウィリアム・バッティ（William Battie）
である。バッティは1751年の時点で，アサイラム，
ロンドンの聖ルカ病院を創設した医務官である。
また同時に彼は二つの大きな私立の狂人の家の所
有者であり，医学専門学校の校長でもあった。バッ
ティは治療上の長所をアサイラムに帰しており，
一種の隔離療法によって患者の回復が可能である
と考えた41）。しかし，当時，多くの精神障害者た
ちは救貧院に収容されていた。キリスト教的救済，
つまり，宗教的性格が強かったこれらの施策にた
いし，国家が介入した救貧法では不労生活者は犯
罪者もしくはその予備軍として扱われ，国家の安
全を脅かす者に対しては，他の人々から隔離して
懲罰や教育を与え，その性格を改造しようという
意図があった42）。
　イングランド最初の女子基本財産学校（endowed 
school）における教育では，女子は女中見習いと
して，自分や男子生徒の服とシャツを縫い，家事
を学ぶことが学習課題であった。この学校はクラ
イスト・ホスピタル（Christ’s Hospital）という
孤児院兼教育施設の付属学校であった43）。ちなみ
にナイチンゲールが看護師学校を付属させたセン
ト・トマスホスピタル（聖トマス病院のこと，以
降聖トマス病院とする）もトマス・ア・ベケット44）

ゆかりの施設であったが，エドワード６世45）の
基金を受けたロンドン市長が，貧民対策として高
齢者と病人を収容するホスピタルにした。聖トマ
ス病院は，後に今日の病院の機能を果たす施設に
なった46）とされる。
　初等教育に関わる教育者教育は，19世紀半ば頃
から普及し始めたが，これも貧民の子が対象で
あった。女性が男性と同じ社会的地位を確保でき
る唯一の例外は，学校教師への道であったが，女
教師には十分な教育の保障をしなかった47）。教育
内容はシャーロッテ・ブロンテ48）の著作『ジェー
ン・エア』49）で記した様な内容であり，その内容
はブロンテ自身が実際に経験した事であるといわ
れている。著作によればその教育内容には，“読・
書・算”の他に音楽，図画やフランス語などの科
目が含まれた。それもやはり令嬢教育ができる為
の必須条件であり，主として社交の場で必要なマ
ナーや会話に必要な知識中心であった。権利や義
務には無関心で社交に明け暮れている女性達に対
してナイチンゲールは，「知性の足だけが前に進
んで来ているのであって実践の足は後ろに残った
ままの状態である。その意味で女性は斜めにたっ
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ている現状なのである。即ち，行動の為の女性の
教育は知識の為の教育と足並みを揃えていない。」50）

と考えた。
　上流社会の人達が高い教育を受けていても，そ
れを何等社会に役立てるわけでもなく，ただ，お
互いに“知っている”事をひけらかし，競争する
だけの為に教育を受け，知識を集めていることが
非常に無意味であると考えたナイチンゲールは，
理論（theory）と実践（practice）は一致してい
なければならず，知識（knowledge）と行動（action）
はバランスが取れていなければならないと考え
た。後年，エミール・デュルケイム51）は，理論
は特に実践が伴わなくても，学説としては十分通
用すると述べたが，ナイチンゲールの主張では，
実践が伴わない理論は空論であった。よって，ナ
イチンゲールが構想した看護教育では理論と実践
の一致は主要な課題であった。勿論，理論と実践
の不一致，知識と行動とのアンバランスという現
象は，紳士である男性にも同様なものがあった。
サイモンの『イギリス教育史』52）によれば紳士教
育というものは，わが国平安時代の宮中の皇族方
が和歌や文芸に親しんだように，ヨーロッパの古
典や歴史に通じていれば良かったのである。つま
り，働くように教育されるものではなかった。
　彼女の考えでは，そうした知識はそれを必要と
する者の為に役立てなければ何にもならない。即
ち，行動する事が大事であった。しかし，ナイチ
ンゲールの様に知性，道徳的行動力，情熱を持っ
た女性達に働く場所は開放されておらず，その選
択権もなく，自立できる可能性は少なかった。何
故，女性は情熱，知性，道徳的行動力といった３
つの徳性を具有しているにも拘らず，そのいずれ
もが社会で生かされないのか53）？これはナイチン
ゲールの率直な疑問であった。『カサンドラ』54）

におけるナイチンゲールの主張は，当時の社会に
おける女性に与えられていた権利や役割に対する
挑戦であり，彼女の強い意志の現れでもある。
　家庭教師による教育はヨーロッパの伝統的教育
ではあったが，彼女の父親は彼女の知的好奇心を
満足させるべく当時の男性同様，あるいは当時の
男性よりも優れた教育を受けさせた。この父親の
教育を通して知的に育ったナイチンゲールは，当
時の社会を広く見渡せる高い視野を持った女性で
あった。当時の女性達の多くが受けいれてきた伝
統的な生き方に対して，女性達に課せられた運命
を矛盾として受け止め，女性であっても理想を

持って生きる必要があるのだと賢明に主張した。
自分の人生に対する責任，このことを選択するの
は自分自身である。ナイチンゲール流に考えれば，
神が女性に与えた知性を活用する場所，それは家
庭にもある。しかし，彼女は自己の辛辣な観察か
ら家庭外のもっと広い場所，即ち，社会で生かす
ことはできないかと考えた。実際には彼女の様に
知性，道徳的行動力，情熱を持った女性が自立で
きる可能性は少なく，弱者としての女性は，子ど
もと同じように保護されるに相応しい存在であ
り，自己決定権を持たなかったのである。それは
人格と呼ぶには程遠い存在であり，そうした女性
の生き方は無為であるとナイチンゲールは考えた。
　女性達を救う手段としてナイチンゲールは「今
の時点では最も重要な事はこうした大勢の人々に
対して，その悲惨さを軽減する事と，この恐ろし
い罪を犯す機会と誘惑とを抑制することに焦点を
当てるべきであって，この後者を成し遂げるのに
教団の中でするのが，最も良いなどと考えて少数
の人間を精神的に高める事に焦点を当てたりする
ことではないのである。」55）と述べ，まず，正当
な雇用を促進し，相応な生活費と蓄えとを保障す
る事，そして数の多少を問わず，ともかく貧しい
けれども節操のある女性達をできる限り保護し，
自制させ，高めさせ，そして清める事が明白な目
標であり，実りをもたらすことであると述べている。

３）イギリス労働者階級の実態
　今日，日本人の多くは職業を持っており基本的
には労働者である。武家社会における身分制度，
その“士農工商”という階級社会の中で，政治を
司った武家の比率は全体の約１～２割，続いて農
工商が残りの８割～９割であったとされる。日本
同様，階級社会であったイギリスでも，政治を司っ
ていたのは上流社会であり，その比率は国民全体
の約１～２割，都市および農村の人口の約８割～
９割が労働者階級であった。この労働者階級の人
達にはそれなりの暮らし向きがあり，それなりに
楽しむ術もあったろうが，本質的には資本家の富
の搾取によって経済状況は悪く，毎日が貧困との
戦いであった。加えて産業が発展し，都市に人口
が集中するようになると町はスラム化し，悪の温
床になっていた。そうした社会状況の中で，働か
なければ食べてはいけない労働者階級の女性達に
は過酷な現実があった。出産と育児，その上，過
酷な労働，これではキリスト教の教義である男女
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の役割の方がまだ人間らしい。少なくても神が人
間に与えた罰は男性には労働の苦しみ，女性には
生みの苦しみであり，それぞれ平等に一つずつ
だったのだから。
　この階級の状態に関してカール・マルクス56）

は，『資本論』57）の中で，機械が従来必要として
いた筋力を不要にし，代わりに機械は筋力のない
労働者，即ち，婦人および児童をその筋力労働の
代用物にしたと述べている。産業革命によって資
本家が工場に機械を導入した事によって，男性の
労働から安価な女性労働，又は子供の労働に切り
替わったのである。その上，この労働は機械を休
ませない為に，昼間労働・夜間労働の交替制を
取っていた。ゆえに労働者達は12時間から18時間
という長時間の労働を課せられ，“白色奴隷（white 
slaves）”と命名される程の状況下で，事実上死
ぬまで働かされた。フリードリッヒ・エンゲルス58）

は「どちらを向いてもいたるところに我々は，永
続的あるいは一時的な貧困を，こうした状態ある
いは労働から派生する病気を，堕落を見出だす。」59）

と述べている。この様に当時の多くの労働者が最
悪の生活環境の中で，長時間に及ぶ労働にも関わ
らず賃金は低く，貧困の中で栄養失調となって，
生命は蝕まれ，子供達は饑餓状況で放置された。
　上流社会の人々の中にも弱者救済の機運は持ち
上がってはいたが，現実にはその手当てはなかな
か困難であった。エンゲルスは何度かアンソ
ニー・アシュレイ卿60）の主張を文中に挿入して
いる。アシュレイ卿という人は炭鉱に調査団を送
り，1842年に“炭鉱法”を成立させた事でも有名
である。この後，1844年に彼の下院における“10
時間工場法案”に付いての演説は，マルクスも『資
本論』に引用したほどである。そのほか，マルク
スは当時の月刊誌『公衆衛生』の内容を一部引用
しながら，労働者達の過酷な状況を供述してい
る。上流社会の人々が病気になっても多くは自宅
で療養していたこの時代，貧乏な人々を収容して
いる病院の状況はさらに悪く，暖房もなく，窓は
締め切られ，壁はどこも湿り切って滴が垂れ，細
菌が繁殖し，病人は看病する者もなく放置されて
いた。ナイチンゲールが，1840年の時点でアシュ
レイ卿から手渡された資料も，マルクスやエンゲ
ルスの指摘とほぼ同じような内容であったのかも
しれない。実際，ナイチンゲールは，オーウェン
主義者と言われているジョージ・ジャイコブ・ホ
リオーク61）を友人に持ち，彼らとの交流を通し

て上流社会の婦人というだけでは知る事もなかっ
たであろう労働者階級の過酷な実態を見聞する機
会が持てたものと思われる。
　労働者階級の健康を脅かす極貧，過酷な労働，
無知に加え，公衆衛生の悪さはエンゲルスがその
著作で再三指摘している。エンゲルスやマルクスが
指摘したと同じように『大英帝国の子どもたち』62），

『ヴィクトリア時代のロンドン』63）には労働者階
級の様子が如実に記述されている。『大英帝国の
子どもたち』には，今日の社会を注意深く見てみ
ますと，夜遅くまで街頭にたむろする少年・少女
達の群れほど悲しいものはない。そこには深刻な
危険がたくさん待ち受けており，悪い習慣が身に
付き，総じて怠け，悪徳，犯罪の温床にどっぷり
つかっているようなものであると述べられた。そ
こには「騒々しい粗暴な振る舞い，野卑な言葉遣
い，罪深いとしかいいようのない行いを倣い覚え
ていく現実」64）があり，無気力で見るも無残な母
親，その名に値しない母親が現に存在すると批判
し，母親達がその義務や特権を忘れてしまってい
るかのようであると述べられている。また，容姿
に恵まれた労働者階級の少女達にとって，売春以
上に多くの報酬と自由と自立を与える職業はほと
んど見当たらなかったとも述べている。これらの
指摘は，いわゆるヴィクトリア朝時代の世紀末の
ことである。
　これらの社会現象はロバート・オーウェン65）

やマルクスやエンゲルスが観察して以来，長く引
きずっていた問題であった。オーウェンは，
ニュー・ラナーク紡績工場の総支配人であり，自
己の工場経営の傍ら，労働者の状態改善に努めて
いた。彼は1816年に働く母親の為に，自身の工場
内に保育施設を設けた。そして１～６歳の子ども
を収容して，ジョハン・ヘンリック・ペスタロッ
チー66）の教育精神によって幼児教育を開始した。
彼は，「社会の正しい目的は，人間の肉体的・道
徳的・知的な性格の改善にある」67）と考えた。そ
の性格改善は経験する苦痛を最小に，よろこびを
最大にするのが最も良い方法で行うべきであっ
た。しかし，彼の見解では社会の現在の仕組みは
そのようにはなっていないし，労働者たちは将来
の見通しもなく，不健康で気の進まない労働に従
事しながら，生活必需品のほとんどが入手できな
い状況にあった。そして，貪欲な資本家に貪られ
ている労働者達は，飲酒癖や無気力，怠惰となり，
結果的にその子供達に暴力を振るうか，放任にす
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るなど，養育が十分にできない現実があった。特
にイースト・エンドやソーホー地区には一般庶民
でも足を踏み入れる事ができないようなスラム街
ができていた。ナイチンゲールは，後に「現事態
に置ける最大の奇跡は，健康なのかそれとも病気
なのか。また生なのか死なのか。われわれのうち
のある者にとっては，自分たちの無知と怠慢とが
作り出している環境内で卑しくも生きていられる
ということ，これは毎日繰り返されている最大の
奇跡である。」68）と述べている。ナイチンゲール
にしてみればこれらはまさに社会悪であった。イ
ギリス社会の現実は腐敗した社会であり，その病
巣は明らかであった。貧困が無知をもたらし，無
知が病気をもたらす。その病気はまた貧困につな
がる。この悪循環はたちきらねばならない。その
手当てこそが国家の重要な使命であるべきであっ
た。まさに，自己をしれという言葉は国家にも当
てはまったのである。ナイチンゲールは，貧困・
無知・病気といった社会悪への手当は人間の病気
同様，まさに現実的な対応が必要であった。

４）病院の機能と職業看護師の実態
　ナイチンゲールは，弱者としての女性の取扱い
に加え，様々な社会悪の中でも病気の人に対する
扱いが一番惨いと感じていた。人がその生を受け
て終末（end）に至る迄の発達段階に於いて，そ
の発達と発達に応じた社会生活を阻害する因子，
それは病気である。当時のイギリス社会における
病気の原因は多くが，貧困や無知がもたらす不潔
な生活環境からであった。その為，貧困や無知か
ら人々を解放し，社会の環境を制御する事によっ
て，病気に打ち勝つ力を与える必要があった。
　ナイチンゲールが有していた高邁な理想は，高
い倫理観となって現れると同時に当時の不徳な女
性達に向けられた。ナイチンゲールの様な高潔な
徳を備えた女性にとって，我慢がならなかったの
はまずは救貧院の女性達であった。ナイチンゲー
ルの目には彼女達が品性の卑しい，酒に溺れた，
堕落した女性達として映った。この中でも特に病
院の看護をしているものにその卑しさがあった。
　その病気との戦いの間，支援するのが看護師の
役割であった。それには看護師たちが人々の健康
を脅かす病気についてよく知り，その病気が回復
するよう支援する必要があった。又，その役割を
果たすのが看護師であると確信していた。しかし
ながら，看護師たちは無知であり，その役割が果

たせるようには教育されていなかった。1854年の
夏，ロンドンにコレラが大流行した69）時，多く
の看護師が死亡した。特に衛生状態の悪かった
ソーホー地区が悲惨であった。ここには売春婦達
が多く住まっていた。『ナイチンゲール伝』によ
ればそうした女性達が恐怖と苦痛で気違いの様に
なり，多くの者が死亡した70）と述べられている。
コレラという病気が貧困層から発生するというこ
と，その病気がもたらす死，その死を目の当たり
にする人々が，恐怖から混乱状態になること，そ
れは無知であるということだけでは片付けられな
い問題であった。
　ナイチンゲールは1863年に『病院覚え書』71）を
出版しているが，その著作の中で病院の衛生状況
の調査を克明に記している。これによれば当時，
ロンドンの病院での死亡率は90％であった。病院
の役割は，人々が健康を回復するための学習の場
でなくてはならないのにそうではなく，また看護
をするものが一人もいないで，残酷な取扱いの中
で患者が死んで行く酷い状況であった。ナイチン
ゲールは「病院とは患者が多くはその健康を回復
し，大概の場合，健康が増進して自分の家族達の
元に帰る為の学習の場であるべきであるのに，そ
うではなく，病院の事情に通じている者の多くが
知っている事であるが，不道徳と下品さを助長さ
せる場であるといわれているのを私たちは知って
いる。それは評判の良くない女性が看護師として
受けいれられ」72）と述べている。地域や戦時中の
病院がいかにあるべきか，そこに働く看護師たち
がいかにあるべきか？ナイチンゲールがいかにこ
の問題の改善に積極的であったかは，彼女の生涯
の仕事が指し示す。
　ナイチンゲールによれば，病院とは病気の回復
と健康の保持・増進の為の教育の場である。しか
し，現実には不道徳と下品さを助長させる場で
あった。正規の教育も受けないで品性の良くない
看護師が，ただ金品の為だけに看護を行っている
現実があった。チャールズ・ディケンズ73）は著
作『マーティン・チャズルウィット』74）の中で，
ギャンプ婦人という品性の卑しい大酒のみの看護
師を登場させた。ギャンプ婦人は常に片手に酒の
はいったカップを持ち，品のない笑い方と行儀の
悪い挨拶をするなど，いかにも卑屈な態度をする
人物として描かれている。作品の中のギャンプ婦
人は自分を専門看護師だと自認，病室では常にジ
ンを要求，夜間は患者をベッドに縛りつけ，“騒
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ぐと舌を引っこ抜くよ”と患者を黙らせ，自身の
睡眠が妨げられないようにした。当時の専門看護
師と自称している看護師たちは看護師とは名ばか
りで，その顔にずるがしこさ，抜け目なさが漂い，
アルコール臭さをプンプンさせ，インチキ占いの
様な手法が彼女の専門的な特技75）であった。ディ
ケンズはこの作品を通して，当時，存在した不道
徳な看護師を告発したのである。
　同様にエンゲルスも「一人の精神薄弱者が看護
師として雇われていて，病人に対していろんなで
たらめをやっていた。又，看護師達が寝ないで宿
直をする労を省く為に，夜分たびたび騒いだり，
起き上がったりする病人は病人の蒲団の上から
ベッドの下に綱をかけて，固く縛りつけられてい
た」76）と述べている。精神が錯乱して暴れる患者
に対して治療上，やむなく抑制をする場合は今日
でもある。しかし，当時の看護師達は自分たちの
手間を省くために，度々騒いだり，起き上がった
りする病人を綱で固く縛りつけ，放置していたの
である。看護師がいかに卑しかったかという事の
例証はブロンテの『ジェーン・エア』77）にも描写
されている。主人公であるジェーンが，家庭教師
として働いていたロチェスター家の狂気の妻は鍵
付きの部屋に監禁されていた。この妻を看護して
いたのが当時の専門職と自称する看護師である。
雇用されていた看護師は酒を飲んでは夜間に眠り
込んでしまうために狂人は，たびたび鍵を取りあ
げて住居内を歩き回り，その果てに屋敷に放火し，
自分も死んでしまう。ここでの看護師像は，“あ
の者たちにありがちな”という表現と，飲酒癖と
夜間眠り込んでしまう看護師描写に明確である。
ギャンプ婦人に代表されるような巷の看護師像
は，ナイチンゲールにしてみれば社会悪そのもの
であった。これが他方においては貧しい女性達が
その日の糧を得る為の手段であっても見逃せるも
のではない。彼女の高邁な価値規範から考えた場
合，人格を有するに値しない女性は階層を問わな
かった。その上，この事が大きな社会問題を引き
起こしていた。
　病院の役割が明確であるにも関わらず，専門職
と自称しつつ看護と呼べるべき看護をする者が一
人もいないで，残酷な取扱いの中で患者が死んで
行く酷い状況，そうした社会の病巣を知ったナイ
チンゲールは，看護をするものがいないのであれ
ば自分が看護師になろう。その仕事はキリストの
教えを実践するに相応しい仕事であると考えられ

た。しかも病院の状況を改善するには施設内の環
境改善と同時に，その中で働く人，つまり，劣悪
な看護師を一掃する必要もあった。ナイチンゲー
ルの行為は自らの進路を自ら切り開き，自らその
場所に飛び込んで，堕落の現象を改善する。ナイ
チンゲールは新しい教育システムによって，女性
を教育し，新しい看護師を創造する必要を実感し
たであろう。
　彼女には感性の鋭さがあり，知性と行動力が
あった。彼女の求めた理想的な病院は，女性の持っ
ている知性と徳性が生かされる“場”でもあった。

“神の道につながる職業”，これはわが国の仏教に
おける“看護即観音行”的思想にもつながる。観
音とは観音菩薩のことであり，阿弥陀如来の化身
を意味する。つまり，観音菩薩は他者救済を意味
する。仏教における真理の第一段階は物事の本質
の理解であり，第二段階はその理解に沿って自身
が実践し，行動変容を起こすことである。第三段
階が他者救済であり，実際に他者救済に向けて行
動を起こす。これらの最終段階が仏の世界であ
る。つまり，他者救済は仏に通じる道であると解
釈される。ゆえに，看護という職業に邁進するこ
とこそが他者救済であり，観音行であると仏教で
は考えられた。それはナイチンゲールが看護を“神
の道につながる職業”として考えたのと同じ思想
であろう。ナイチンゲールは，「優れた看護師は
優れた女性」78）であると述べ，優れた女性は「そ
の知性（intellect），倫理（moral activity），実践

（practice）において最上のものを患者に惜しみ
なく与える女性である。」79）と述べた。実際，ナ
イチンゲールは1853年から１年間婦人病院の監督
官として働いたのちに，クリミア戦争へ従軍した
のである。
　ハリエット・マーティノウ80）は1851年の国勢
調査で，病人に対する現実の看護師の比率につい
ても若干の光が投げかけられたと述べ，国内で住
み込み看護師として登録されている女性達が
40,000人に達しようとしている。がしかし，この
数は述べるのも変であるが，半分近くが５歳から
20歳の子守り女も含まれていた81）。もし，子供た
ちが病気になったとしたらこれらの子守女が看護
をしたのである。それは看護師とは呼べない類の
者たちであった。ナイチンゲールの『看護覚え書』
にもこのデータは細かく掲載されている82）。ナイ
チンゲールは「病気の赤ん坊の生命を吹き消すこ
とは，ろうそくの火を消すのと同じくらいに簡単
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なこと」83）であると述べ，赤ん坊の世話の仕方に
ついても警告を与えた。

■　女性の専門職を創設する

１）看護教育の開始
　ナイチンゲールは，「生活は心を目覚めさせて
問いを抱かせ，心は知性を目覚めさせてその問い
に答えを要求する。」84）と述べた。ナイチンゲー
ルが見聞した社会の現象が，ナイチンゲールの心
に問いを抱かせ，彼女の知性が問題解決に道筋を
与えた。それが現存する看護師を一掃させて新し
く女性の看護専門職者を育成することであった。
イギリス社会における現象，すなわち，女性の権
利問題，イギリス女子教育の実情，労働者階級の
健康問題，病院看護師の実態は人々の健康問題改
善が急務であった。特に，クリミア戦争での経験
はナイチンゲールに平時から看護師の訓練をして
おく必要性を感じさせていた。又，再び，戦争が
起きないとはいえない。その時のためにこそ，平
時から看護師を訓練しておく必要があった。組織
的な学校教育によって看護師の教育が可能である
と考えたナイチンゲールは，看護師学校設立に踏
み切った。質の高い看護師を養成する事は彼女の
最大の関心事であり，主要な目的であった。彼女
の著作『女性による陸軍病院の看護』に示された
ように，看護教育の目的は病院看護をより良くし
ていくことであり，その目的が明確であるならば，
その目的は実現していかなければならなかった。
その為には，労働によって自らの生活の糧を得よ
うとする女性達を可能な限り訓練し，組織化して
いくことであった。
　しかし，この頃のイギリスではよい教育方法は
開発されておらず，教師や医師や弁護士などの専
門職は見習い制度が主流であった。最も看護師と
いう職業が少なくても教育という形で行われてい
たのは，テオドール・フリードナー牧師85）がド
イツのカイゼルウェルト学園で始めたのが最初で
あり，これは1837年の事であった。この学園での教
育は単に看護師としての教育を目指していたわけ
ではなく，キリスト教のディアコネス（Deaconess）
という女性の伝道者養成が主たる目的であった。
その教育の一環として看護師や女教師の養成をし
ていたのである。従って，看護師という職業を女
性の職業として位置づけ，看護師という職業を定
義付け，その理念を持って意図的に教育を開始し

たのはやはり，ナイチンゲールその人である。し
かし，看護師の教育に関してその着想の基になっ
ているのは，彼女が看護師になるまでに僅かなが
ら学んだカイゼルスウェルト学園での教育方法で
あろう。しかしながら，彼女の教育は彼女自身の
経験から導き出したオリジナルなものであり，看
護の独自性を追及したものである。これは彼女自
身が経験した女子教育の在り方，イギリス社会の
環境の粗悪さ，弱者の取扱い，病院環境の粗悪さ，
戦時中の傷病兵の取扱い等が焦点になっている。
　病院の状況を改善するには施設内の環境改善と
同時に，その中で働く人，つまり，劣悪な看護師
を一掃する必要もあった。彼女には感性の鋭さが
あり，知性と行動力があった。彼女の求めた理想
的な病院は，女性の持っている知性と徳性が生か
される“場”でもあった。そして，彼女は「理論
というものは，実践に支えられているかぎりは大
いに有用なものであるが，実践の伴わない理論は
看護師に破滅をもたらす。」86）と述べるほどにナ
イチンゲールは実践を重要視した。そして，ナイ
チンゲールが行った看護教育は，見習い制度である。
　ナイチンゲールは「この仕事が規則と組織と管
理とが十分に整えられ，そのもとで行われる限り
は，いずれにせよ大きな成果が上げられるであろ
う。そしてここに道徳的な感化が働いている限り
は神によって示された道筋を進んでいきさえすれ
ば良いのである。」87）と述べている。教育をする
組織があり，その組織の機能がよく管理されるよ
う規則を設ければ，あとは神によって示された道
筋を示せば良い。まずは規則が必要であった。規
則というのはある意味，厳密で融通がきかないよ
うに考えられるが，他方，秩序を保つと同時に万
人に共通・平等の精神がある。ナイチンゲールは
自己の理念に適う看護師を養成する為に多くの

“規則”を作った。これらの規則は『ナイチンゲー
ル著作集』88）に掲載されているが，その規則には
看護師に望まれる資質も規定された。
　かつてコントが女性は知的作業には極めて不適
格との意見を述べたが，ナイチンゲールが見聞し
た社会の現象が，ナイチンゲールの心に問いを抱
かせ，彼女の知性が問題解決の方向に導いたので
ある。“19世紀は女性の世紀”その言葉が示す通り，
彼女の働きかけは真に女性の生き方の本質に迫る
ものがあり，その活動は常に人々の健康に関する
活動であった。そしてその教育は女性に不足して
いると考えられた知的内在性を克服するための機
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能を十分に果たし得るように構想された。
　マーティノウは，現存する看護師たちは「どの
ように看護すべきかについてこれまで教育されな
かった」89）と述べ，看護師は新鮮な外気と清潔が
必須である理由を学ばなければならない。そして，
人体の構成とそのニーズと病気に対する管理方法
について学ばなければならないと述べた。これら
もナイチンゲールの提言を受けての記述であると
考えられる。特に，ヴィクトリア朝中期のチャー
ルズ・ダーウィン90）等と共に代表的な科学者で
あるハーバート・スペンサー 91）の思想は，恐ら
くナイチンゲールに影響を与えたであろう。彼の
教育思想は『科学の起源』92），『進歩について－そ
の法則と原因』93），『知識の価値－教育論第一部』94）

などに明確である。スペンサーは目的論的に言え
ば自然が健康のために有効な安全装置を与えてく
れたのに，知識不足がこの安全装置の大半を無駄
にしていると述べ，たくましい体力とそれに伴う
元気とは，幸福の最大の要素であるから，その保
ち方の教育こそ他の一切に勝る重要な教育となろ
う95）と述べている。その上で，スペンサーは生理
学の一般真理と，日常行為との関係を理解するに
必要な生理学のコースこそ，合理的教育の最も基
礎的な部分であると述べた。日常生活と生理学，
それこそがナイチンゲールが後に看護教育で示し
た教育内容である。

２）看護教育の目的
　（1）看護は人格である
　医療の分野に新しい専門職を創設し，発展させ
るにはその独自性が主張されなければならない。
人格とは自立的意志を有し，自己決定的である個
人であり，それは職業も含まれる。女性を専門職
業に向けて教育する事，それは単に女性にその職
業的訓練を施す事のみではない。そこでナイチン
ゲールが実施した看護教育の目的を，彼女の手紙
の内容からも検討してみる。
　オックスフォード大学医学部教授，ヘンリー・
ウェントワース・アクランド博士96）に宛てたナ
イチンゲールの手紙には「看護とは単に芸術であ
るのみならず人格でもある（Nursing is not only 
an art but a character）」97）と書かれている。手
紙は主として看護師の国家登録問題と身分法に関
してナイチンゲールの意見を伺ったアクランド博
士に対する彼女の返信である。ナイチンゲールは

“看護は人格である”という言葉に引き続いて，

そうした人格という問題に関してどの様にして試
験などで判定する事ができるのかと反論している
のである。これは1869年頃からイギリスで起きて
いた看護師の国家登録制や試験制度導入問題にお
ける一連の論争で，ナイチンゲールが示した考え
である。その言葉はただ単に，国家登録制や試験
制度に対する反対意見として受け止めてしまえば
それだけに終わってしまうものである。が，この
言葉にはナイチンゲールの看護教育に関する哲学
があると筆者は考えている。
　ナイチンゲールは，看護とは単に art″ である
のみならずと述べている。この art″ という言葉
は通常“芸術”と訳されているが，同時に“技能，
技術”の意味も持つ。看護の役割，即ち“患者へ
の支援法から考えると skill″ の意味合いの方が強
いと筆者は考えている。しかしながら，この art″
を使用した場合の技術には，さらに深い意味があ
る。佐々木秀美著『看護教育における思考訓練の
重要性－デューイの反省的思考論を手がかりに』98）

によれば，art″ の意味は非言語的要素を分析的思
考によって患者の健康問題を探ることにつなが
る。つまり，それは五感で得られた情報のいくつ
かから，その因果関係を分析的に検証していく過
程である。そこには日本人が好む気配りの世界が
ある。ナイチンゲールは病気というものは発病と
同時に回復過程である，その回復は人間が持って
いる自然の回復力である，その自然の力が遺憾な
く発揮できるようになるまで，明るい陽光と新鮮
な空気で室内の環境を整え，体の衰弱を最小限に
するように栄養を補給するといった事が彼女のい
う看護であった。自然に即した形，すなわち，人々
の日常生活における健康問題を適切に支援する事
であった。彼女は，自然が我々に与える恩恵とい
う事に対し深い傾倒があったので，その看護ケア
の基本に“陽光”“新鮮な空気”をおいた。それ
は生命に不可欠な原則である。その原則は個・集
団，地域特性を問わないものである。よって，人々
の健康ニーズを把握することこそが，人々の生命
を守ることにつながり，健康ニーズに即した支援
が適切にできる。これはナイチンゲールが日常生
活から導き出した原則である。看護専門職者自身
が自身の職務の遂行に対して，一定の判断を下す
とき，そこには看護専門職者自身が下す意志決定
がある。それは看護に人格があるということを指
し示すのである。
　次に，この art″ のみならず看護とは character″
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であるという言葉の意味はさらに深い。character″
とは一般的に人格と訳される。逆に日本語から
人 格 と い う 言 葉 を 英 訳 す る と character ″ と
personality″ の２語がある。personality″ とはそ
の語源である persona″ の意味する仮面や殻から
考えても，“善と悪”“裏と表”“内と外”といっ
たような人格の二重構造的状態全てを包括するも
のである。しかし，character″ とは倫理的，道徳
的主体者としての個人としての意味合いが強い。
つまり，ナイチンゲールが，看護を定義づける際
に character″ という文言を使ったということに
大きな意味がある。それはこの職業における倫理
的・道徳的側面を強調したかったのではないかと
考えられるのである。つまり，看護の独自性である。
　わが国の“教育基本法”における教育の目的は

“人格の完成”である。完成された人物，この究
極の“理想的人物像”が神である。その神に近い
理想的な人間に近づく事が“人格の完成”である
と解釈される。『広辞苑』によれば人格とは道徳
行為の主体としての個人，自立的意思を有し，自
己決定的である個人となっている。『広辞苑』に
は同時に哲学者イマヌエル・カント99）の人格に
対する考え方を示している。それによれば人格と
は道徳の立法者としての人格，単に他の者の手段
となる事なく，自己自身を目的とする自律的な自
由な主体としての人格に比例のない尊厳性がある
としている。看護実践が患者の尊厳を含めた問題
として捉えるならば，人格という言葉には職業的
倫理も含まれる。
　当時の女性達が人格として扱われていたかどう
かという事は，彼女達が人生に対する決定権を持
たなかったという点からも推測する事ができる。
ナイチンゲールは自己の経験からも女性達が自身
の人生における自己決定のできる主体的な人間と
して，あるいは看護実践時の意思決定的な判断も
看護専門職者としてできるといった二重の意味で
看護を人格であると考えたのであろう。彼女の教
育目的はキリスト教という高い次元での思想と現
実社会で，人が生きるという問題に対応したもの
であり，今日の看護教育の課題から考えても一つ
の示唆を与えるものである。

　（2）健康維持に不可欠な原則と病院の機能
　ナイチンゲールが最も精力を傾け，そして実り
をもたらしたのは，公衆衛生の普及と人々の健康
教育にあった。小さい時から病気の人に対する関

心とそれを助けたいという強い熱望を持っていた
ナイチンゲールは，様々な社会悪の中でも病気の
人に対する扱いが一番惨いと感じていた。人がそ
の生を受けて終末（end）に至るまでの発達段階
において，その発達と発達に応じた社会生活を阻
害する因子，それは病気である。その病気の原因
は細菌やウィルスというミクロの世界の生物とい
う事もあるが，その微生物を繁殖させるのは不潔
であり，不潔な社会環境を作り出すのは人間であ
る。人間が作り出す不潔な環境を無知の成せる技
であり，それは無学が原因であると考えられた。
人が無学であるという事は多くの場合，貧困がも
たらすものである。つまり，貧困が無知を，無知
が病気を作り出しているのである。その為，貧困
や無知から人々を解放し，人々が身体内外の環境
を制御・コントロールすることによって疾病を予
防する。既に病気状態にある人に対しては適切に
支援し，回復に向けたケアと指導を為し，再び，
健康を取り戻し，社会でその活動が再開できるよ
うにする必要があった。しかしながら，当時の社
会状況の中でこの事に関する限り，誰も手を付け
ようとはしなかった。
　ナイチンゲールは，当時の病院の状況を『病院
覚え書』の中で述べている。彼女は独自の統計学
的な調査を行い，建物そのものの立地条件が健全
であるかどうか，建物の通気性や陽光が人間の生
活に必要な基準を満たしているかどうかといった
事などを，入念な調査結果から報告している。人
の住まう環境が健全である事，人の飲み水が清浄
である事，それは人間の健康を保持する為の必須
条件であった。しかしながら，彼女が調べた調査
結果は余りにもお粗末なものであった。当時の病
院は暖房もなく，窓は締め切られ，壁は滴が垂れ，
カビや細菌が繁殖し，更に排水や便所，流し等が
整備されておらず，下水が逆流してその発散物が
病室へ流れ込んでいた。その上，病人は看病する
ものもなく放置されていた。彼女は，病院とは患
者がその健康を回復し，健康が増進して社会復帰
をする為の学習の場であるべきであると述べてい
る。しかし，現実にはそうではなく病院の機能が
果たせないで多くの患者が死亡していた100）。そ
の原因の一つに品性の良くない看護師達の存在が
あった。この看護師達は病院としての機能も理解
しないで逆の役割を果たしているように彼女には
考えられたのであろう。ナイチンゲールは教育も
受けていない品性の良くない看護師がただ金品の
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為だけに看護を行っており，過酷な取扱いの中で
患者が死んでいく酷い状態であると述べている。
彼女は病院の建物の構造その物の欠陥を含め，人
的環境も最悪であり，悪の温床になっているのが
許せなかったのであろう。彼女が指摘したように，
当時の病院のあり方には酷いものがあった。
　その上，クリミア戦争での従軍看護師としての
活動は新たな発見に繋った。兵舎病院の粗悪さで
ある。スクタリの病院は下水も完備しておらず，
密閉した部屋に多くの兵士が収容され，患者達の
空気は汚染されていた。ナイチンゲールの証言に
よれば一つ屋根の下にいまだかつてないくらい多
数の患者を，一時に詰め込んだ病院における死亡
率は凄まじかった。それはスクタリの病院の事で
ある。この余りにも有名な例はある時期，2500人
もの傷病者を収容していたその病院で５人のうち
２人は亡くなっているというものである。一方の
クリミアのテント病院では整った建物もなく毛布
もなく，食物や薬品も不足していたが，病人の死
亡率は約半分であった。が，それらのテント一つ
一つには数人の患者しか収容していなかったので
ある。病人の一部を仮収容していたバラクラバの
病院でさえ，この様に高い死亡率は出していな
い。バラクラバより高い高地にあって海からの微
風を受けているキャッスル病院の換気のよい独立
家屋の仮兵舎では，その当然の結果として傷病者
の死亡率は３％にも満たなかった101）。この現象
は何を意味するのか？ナイチンゲールの問いは一
つ屋根の下に多数の病人が集まるとなぜ，惨事が
起きるのか？の問いであった。ナイチンゲールの
見解によれば，病人の密集は病人への注意が滞り，
結果，間違った扱いをすることにつながり，その
結果不測の事故がおきることであった。次に過密
状態は換気の不足，不潔，衛生上の欠陥をもたら
し，管理上の失態を生じやすいことであった。
　労働者階級でも特に極貧の人達を収容していた
のが救貧院であった。この救貧院はスクタリ再現
といった感があり，ありとあらゆる悪がはびこっ
ている場所であった。貧乏人や精神病者，伝染病
患者がメチャクチャに収容されていた。彼らの看
護はたまたま，一番元気の良いものがあたってお
り，粗悪であった。この様に社会環境の悪さとい
い病院環境の粗悪などが指摘されながら，この問
題に手を付ける者がいなかったのである。
　エンゲルスは，1845年に出版した『イギリスに
おける労働者階級の実態』の中で次の様に記述し

ている。「病院ばかりでなく一般の住環境でさえ，
小屋は小さくて，不潔であり，最も小さい種類の
ものである。街路は平らでなく，でこぼこで，一
部は舗装されていないし，廃水口もない。おびた
だしい汚物，廃物，胸のむかつくような糞便が，
澱んだ水溜まりの至るところに散在している。あ
たりの空気は，これらの発散するガスによって汚
染され，一ダースもの工場の煙突から出る煤煙に
よって曇らされ，重苦しくされている。たくさん
のボロを着た子供や女が，まるでゴミの山や水た
まりの中でいい気になっている豚と同じように汚
らしく，このあたりをうろついている。簡単にい
えばこの巣窟全体が，アーク河に沿った最悪の囲
い地でもなかなか及ばないほど不快で，嫌悪すべ
き光景を呈しているのである。この荒れ果てた小
屋の中に住み，こわれた防水布を張り付けた窓や，
割れ目のはいったドアや，腐れ落ちかかった入り
口の柱の後に，あるいは更に暗くてじめじめした
地下室の中に，この故意とも見えるような閉じ込
められた空気の中のこの限りない不潔と悪臭の間
に，生きている種族，この種族こそ実際に，人類
の最も低い段階にあるものに違いない。」102）

　そして，エンゲルスは「どちらを向いてもいた
るところに我々は永続的あるいは一時的な貧困を
こうした状態あるいは労働から派生する病気を，
堕落を見出だす。至るところに肉体と精神の両面
に渡る人間性の破壊を，緩やかではあるが確実な
人間性の喪失を見いだす。」103）と述べている。マ
ルクスも同様に『資本論』の中で工場労働者の状
況と工場の環境の悪さを指摘している。この様に
当時の多くの労働者が最悪の生活環境の中で，長
時間に及ぶ労働にも関わらず賃金は低く，貧困の
中で栄養失調となって，生命は蝕まれ，子供達は
饑餓状況で放置された。また，ナイチンゲールが

「すし詰めの工場や学校」104）と記述している様に，
おおよそ，一般大衆が集まるような場所は公衆衛
生が悪く，人々の健康に重大な障害を与えてい
た。“新鮮な空気“の不足がいかに身体の健全性
を阻害するか。ナイチンゲールは，工場や作業所
で働く人々の健康問題に対して何の配慮もされて
おらず，貧しい労働者たちは過密状態で無理な姿
勢，運動不足，短い食事時間と栄養不足，長時間
に及ぶ過酷な労働と不潔な空気といった中で，安
い賃金と引きかえに「労働と健康と，そして生命
を提供しなければならない。」105）と述べた。こう
した工場内の環境下では胸部疾患や肺結核が蔓延
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し，若者の生命が奪われた。劣悪な環境下で伝染
病等が流行しようものならひとたまりもなかった。
　伝染病の予防には，生活環境を衛生的にし，で
きる限り感染源をなくすことである。二つ目は伝
染ルートを遮断する事にある。三つ目は患者の体
力を高め，免疫力を付けることにある。この人間
の防衛システムは身体内における最大の自己保存
のためのシステムである。病原菌が発見されてい
なかったこの時代，彼女はまさにクリミアの経験
から一人一人が広い空間で生活すれば伝染病が拡
がらないこと，その為には個室隔離が必要である
こと，あるいは病院と病院が離れて建てられるべ
きであることを発見した。その上，空気の汚染が
人の健康を確かに阻害し，新鮮な空気が病気の回
復に不可欠であると確証した。彼女の鋭い観察力
は新鮮な空気と陽光が，患者に新しい生命を与え
る事を経験したのである。クリミア戦争での経験
のみならずイギリス社会の多くの地域の空気は汚
れていた。働く場所，病院，家屋は密閉され，新
鮮な空気が入らず空気は澱み，光は人々から遮断
されており，健康的な生活というには余りにもお
粗末であった。
　更に，個人に対して健康教育をする必要性を痛
感した。社会という広い地域の環境の整備と保全，
家庭という狭い範囲での環境の整備と保全であ
る。ナイチンゲールの著作『看護覚え書』の全編
に示されているのは自身が述べたようにイギリス
の女性達に示された日常生活における健康保持の
ためのヒントを与えようとしたものである。具体
的には飲み水や下水の完備，陽光や新鮮な空気が
人々にいかに必要であるかの認識を国民に与える
ことであった。人が生を受けた直後から養育にあ
たるのはその子の母親である。母親である女性達
が無知であっては子どもの健全育成は望めない。
その為，母親たちは子供を健全に育てる為の清潔
な衣服や住居・身体の清潔や栄養に関する知識を
有する必要性があった。又，患者達に健康教育を
することによって多くの患者を疾病から守ること
になる。その為の人材が必要であった。そこで彼
女は女性達に健康教育に必要な知識を教授し，人
間の生活にとって新鮮な空気や適当な照明，陽光，
栄養がいかに大事であるか認識させようと試みた
のである。
　これらの人々を困難から救済するためにナイチ
ンゲールは女性に教育を施し，職業として人々の
健康問題に関わらせることによって，二重の意味

で弱者救済ができる。この試みは社会悪への治療
であり，一石二鳥であった。

３）良好な教育環境と教育者の確保
　1860年，ナイチンゲールは聖トマス病院に看護
師学校を設立し，看護教育を開始した。その教育
が円滑に行われるには教育するに相応しい教育的
環境を提供する必要がある。ナイチンゲールは，
看護師の教育には立派に組織された病院と，その
教育を受ける女性達が安心して住める住居が必要
であると考えていた。病院は教育を受ける学生が
看護法を学びえる唯一の教育環境であり，寄宿舎
は女性達が人格を形成する場として必要なもので
ある。その環境が良好であるべきはあらためてい
うまでもない。イギリスで看護師の教育を行って
いるところは皆無であったから，ナイチンゲール
は既存の病院を看護教育の場にする事とした。こ
れに選ばれたのが先述した聖トマス病院である。
彼女の認識によれば，ロンドン中の全ての病院が
欠陥だらけであった。その中で，聖トマス病院は
当時としてはかなり，優れた施設であった。
　しかし，ナイチンゲールが，特にこの病院を選
択した理由は他にもあった。それはまず，この病
院に移転の話が持ち上がっていたことである。『病
院覚え書』にも示されたように病院の構造の原則
は人の健康を害する事のない衛生的な病院であ
る。そのことが配慮された病院の建築はぜひとも
必要であった。ナイチンゲールによれば，パビリ
オン方式と呼ばれる建造物は一つ一つが独立して
おり，病院としては主体となるどの部分も空気の
流通がないパビリオン方式の建築法が好ましいの
であった106）。病院が病気の人を入院させて回復
に向けて働きかける場であるとしたら，そこには
感染症の者も入院させる可能性があるということ
になる。その場合，パビリオン方式で建築されて
いたら，院内感染を防ぐことができる。つまり，
空気による感染経路を遮断することができるとナ
イチンゲールは考えたのであろう。そして，病院
の内部構造についてナイチンゲールには，床や壁
の素材，ベッド間隔，給水や排水他，事細かい理
想が限りなくあった。聖トマス病院の新築計画に
は彼女の病院建築構想が反映させられる可能性が
あったのである。
　良質な教育環境には人的環境も含まれる。看護
専門職者の教育には良質の教育者が必要である。
また，その教育者はその専門性に相応しい教育の
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できる人でなければならない。つまり，看護教育
には健康に関する専門的な教育，つまり病気に関
して基礎知識を授けてくれる人と看護法を教育す
る人が必要であった。聖トマス病院には看護教育に
協力を約束してくれたホィットフィールド博士107）

が勤務していた。ホィットフィールド博士は病院
の改革を主張し，移転問題でナイチンゲールの協
力を取り付け，成功させた人物である。聖トマス
病院の医師たちの多くが看護教育に反対した中
で，彼はナイチンゲールに協力を表明した。また，
聖トマス病院のレジデントであり，ホィット
フィールド博士の助手であったジョン・クロフト
医師108）も又，ナイチンゲールの構想した教育の
協力者であった。彼らはナイチンゲールが構想し
た看護の基礎教育で医学的知識を教授する役割を
担った。
　その次に看護師を教育する優秀な看護総監督が
必要であった。ナイチンゲールは，予てから考え
ていた看護師養成所の設立に関する計画が具体的
になった1859年から，友人のエリザベス・ブラッ
クウェル109）に看護師養成所の管理者になってく
れるよう依頼していた。ブラックウェルはニュー
ヨークの病院で働いていたが，1859年に医学研修
の為イギリスに戻っており，“女性の権利”運動
家達と一緒に女性の解放運動を行っていた。
　ブラックウェルはイギリス出身であり，1849年
にアメリカで医学博士の免許を取得した女性であ
る。しかし，彼女がイギリス初の女性医師として
登録できたのは1859年のことである。ブラック
ウェルは，アメリカで医師免許を取得したのちの，
1850年にナイチンゲール家を訪問したことがあっ
た。この頃，ブラックウェルは働く場所が確保で
きず，パリの病院で医学研修中であった。クック
の『ナイチンゲールその生涯と思想』には，ブラッ
クウェルがナイチンゲールに，パリである女性が
外科医学を学ぶために男装を思いついたという話
をし，「ズボンをはけば，学問に対する真摯な意
志を持っているとみなされて何とか受けいれても
らえるでしょうが，ペティコートは常に浮気心の
象徴とみなされているようです。」110）と語ったこ
とが記述されている。イギリスで女医達は“三流
の男性”と同じように評価されていた。ちなみに，
わが国の女医第一号は荻野ぎん子111）であり，ブ
ラックウェルがアメリカで医師免許を取得した年
より，35年も後の1884年（明治17年）のことである。
　しかし，ナイチンゲールの看護総監督就任依頼

に対してブラックウェルは，「自分自身の個人的
な目的と両立できる仕事ではないので，ナイチン
ゲール嬢と一緒に働く事はできない。」112）と彼女
の協力依頼を断ってきた。ナイチンゲールとブ
ラックウェルは，医療の分野という意味では同じ
であったが，ブラックウェルの主張は医学の分野
における女性の解放であり，ナイチンゲールが考
えていた看護の分野ではなかった。つまり，ナイ
チンゲールは，ブラックウェルを看護教育に勧誘
する事に失敗したのである。特に，ナイチンゲー
ルに協力をすると約束した聖トマス病院のホィッ
トフィールド博士が「あなたが思っているような
仕事をすべてできるようなイギリス女性を私は一
度もお目にかかったことがありません。」113）と暗
にブラックウェルの才能を否定したことである。
この事でナイチンゲールは相当にショックを受
け，女性に対する偏見や蔑視の感情が更に深まっ
た。彼女は，「女性達は自分の方向や，競争と言
うよりも他の人との知恵比べや，取り分け時間を
見つけられるような男性の専門職業へ入って行く
事を切望しています。」114）と述べ，女性達が知性
を持っていながら，その知性を自慢し，競争する
かのように男性に開かれている職業につきたがる
傾向について述べ，女性達が医師になるのであれ
ば，彼女達こそ問題の多い医学界を改革するべき
であると考えた。ブラックウェル達の主張する“男
女同権”運動が，女性が評価の悪い男性達と同じ
事をするのであれば，その主張は無意味であると
ナイチンゲールは考えた。この時期，ブラックウェ
ルや多くの女性著作家達が女性の働ける場が少な
いと叫んでいたのである。両者共に“女性の解放”
という意味では同じであったが，基本的には医療
の世界に看護師という職業の分野を開拓し，その
職業を専門職として高め，人々の健康に寄与させ
ようとする試みとは違っていた。ナイチンゲール
の輝かしい業績は多くの協力者に恵まれた結果で
あるが，彼女の生涯で知る限り女性の協力者は少
なかった。そして女性に教育を施して看護師の質
と地位を高めようとした彼女の企画に協力する最
高の女性を見つけられなかったのである。
　ナイチンゲールは元来，理想の高い女性であ
る。看護教育そのものが自己の高い価値規範の中
で，ある一定の理想的な女性像を描き，その理想
に女性を近付けさせようと試みた。ナイチンゲー
ルは現実に知識と行動が伴わない女性達に偏見と
蔑視の感情を抱いていたであろう。その中でブ
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ラックウェルは同じ女性でも尊敬に値する女性で
あった。その女性に協力を断られたことはかなり
の失望であったことが推測される。ナイチンゲー
ルが構想した看護教育システムは，医学とは違う
分野で，その新しい職務の責任を担うに相応しい
管理者と教育者が必要であった。
　ブラックウェルに失望し，適任者不足の限られ
た条件の中で，聖トマス病院の看護総監督サラ・
エリザベス・ウォード・ローパー夫人115）は適任
であるとナイチンゲールは判断した。クックの『ナ
イチンゲールその生涯と思想』には，ローパー夫
人のことを熟慮型ではなく，直感型の女性である
が組織力と管理能力，勇気と潔癖さは特筆するも
のがあり，その上決断力に優れており，彼女の考
えていること，口に出す言葉，行動の間に矛盾が
感じられず，いつも首尾一貫している女性である
と紹介している。ナイチンゲールは「事の出発に
あたっては考える限り最良の道とはいえません
が，実現可能な範囲内では最高だと思います。」116）

と述べている。聖トマス病院関係者全員が看護師
学校の設立に賛成であったわけでもなかった。充
分ではなかったが少なくとも，当時の病院の中で
最も看護教育に必要な機能を聖トマス病院は持っ
ていたのである。多くの医師達が反対した中でわ
ずかな協力者を支えにこの計画は強引に推進され
たのである。

４）ナイチンゲール看護学校の支援者達
　教育とはある一定の環境の中で，人が意図的に
行っていくものである。先述したように教育環境
を人的にも整えつつあったナイチンゲールの教育
構想を組織的に運用していく必要があった。いか
に高尚な理念があっても，教育の実現には教育の
場所の確保と教育者の確保が必要である。そのた
めに一番に確保し，恒久的に安定させておかなけ
ればならないのが財政問題である。そこで彼女に
力を貸してくれたのがイギリス国民であった。
　クリミア戦争中の献身的な看護活動，この活動
に与えられた栄誉，その栄誉が看護教育開始への
礎になった。彼女には死んだ兵士の家族や階層を
問わない多くの善意の諸氏から多額の寄付金が寄
せられていた。このお金は“ナイチンゲール基金”
と命名され，彼女の意思でいかようにも使って良
いことになっていた。当時，病弱者としてベッド
に伏せていることが多かったナイチンゲールは，
イギリス国民の善意のお金を一時，国民に返却す

べきであると考えたが，このお金を看護師学校設
立資金にする事を考えたのである。税金のシステ
ム同様，国民から集まったお金は国民に還元され
るべきである。その最も良い方法は彼女自身も熱
望してやまなかった事であり，国民も熱望して止
まない看護師の教育に，その資金を当てる事が最
も相応しいと考えられた。
　ナイチンゲール基金運用の為に，ナイチンゲー
ル基金委員会が設置され，看護教育のあらゆる面
で最も権威のある財政的支援母体が形成された。
この委員会の会長は国会議員のハリー・ヴァー
ネィ卿117）であった。このヴァーネィ卿はナイチ
ンゲールの姉であるパースィノープと結婚した人
物である。又，同基金の事務長としてナイチンゲー
ルに協力したのが詩人のアーサー・ヒュー・クラ
フ118）である。クラフはラグビー校の改革をした
高名なトマス・アーノルド119）の傑出した弟子で
あった。クラフはロンドンのユニバーシティ・
ホールの校長を務めたが，1854年にナイチンゲー
ルの従姉妹のブランチ120）と結婚，その後，ナイ
チンゲールに傾倒し，彼女の仕事に大きく貢献し
た。トマス・ヒューズ121）は『トム・ブラウンの
学校生活』122）を出版したが，著作に描写された主
人公のトム・ブラウンはヒューズ自身であり，
アーサー少年はクラフがモデルであると言われて
いる。著作に登場するアーサー少年は内気で，純
粋で宗教心に富んだ優しい少年である。トム・ブ
ラウンの学校生活にアーサー少年が加わることに
よって，様々な問題を醸していた子どもたちが理
性的になり，学校に秩序と平静が訪れる。実在の
クラフは，ヒューズと同時期にラグビー校に在籍
した学生であった。
　ナイチンゲールとクラフの精神的なつながりに
ついては『ナイチンゲールの宗教観に関する若干
の考察－友人アーサー・ヒュー・クラフとの関わ
りを手がかりに－その１・２・３－』123）で報告し
た。クラフは，ナイチンゲールの仕事に共感して
彼女の仕事を手伝ったが，元来，善良で内省的で
あると同時に病弱であり，1861年に死去した。詩
人としてのクラフを高く評価していたヒューズ
が，同本を出版したのは1862年の事であるから，
クラフの死後ということになる。クラフの死後，
ナイチンゲール基金委員会の事務長としてヘン
リー・ボナハム・カーター 124）がその地位に就き，
看護教育に大きく貢献した。彼はナイチンゲール
の母方の従兄弟に当たる。法廷弁護士としての資
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格とその卓越した先見の明は，その組織作りに大
いに発揮された。
　しかし，忘れてならないのはこの基金の大いな
る援助者は，労働者階級から上流階級に至る多く
の有志の国民であったことである。1860年６月25
日のディリー・ニュースには『ナイチンゲール基
金』125）という記事が掲載された。そこには「１つ
の結果として，我々は現在，ナイチンゲール基金
の手段によって，病院看護師の訓練が開始される
方法を知らされた。ナイチンゲール基金委員会は
看護部に対して聖トマス病院における見習い生が
看護師訓練に必要な諸条件を整備し126），入学資
格とともに提示した。イギリス陸軍省の改革をナ
イチンゲールとの共同戦線で行ったマーティノウ
もまた，彼女の教育に広報的な立場から協力をし
た。後は，設立された看護師学校に教育を受けに
くる女性達が多く入ってくることが期待された。

５）理想的な看護師を作りたい夢の実現と絶望
　彫刻家が自分の描いた様に彫刻をする時，その
彫刻をする素材に関して厳密にチェックし，選択
していくことはその分野に関心の深い人であれば
誰でも良く承知していよう。一つの職業教育にお
いてもそれは同様である。看護教育で，良質の看
護師を生み出そうとしたら，それに相応しい厳選
された良質の素材が必要である。その為，ナイチ
ンゲールは看護師の適性には至って慎重であっ
た。彼女の教育の目的は，女性達に教育を施して
看護の質的向上を図ることであったから，教育の
対象は全ての階層の女性達であった。これは彼女
が“労働によって自らの生活の糧を得ている層の
厚い階層の女性達を可能な限り訓練する”と述べ
ている事や，“看護師規則”には特に看護師の出
身階層を規定していないこと，又，後に起きた看
護師の登録問題での論争から明らかである。まず，
教育の対象は「一部の上流階級の婦人たちで，報
酬も求めず，しかも厳格な上司のもとでまったく
同一の義務を果たすという厳しい体制に基づい
て，この仕事に付く事が相応しいと考えている婦
人たち」127）であり，ナイチンゲールは先に触れた
２つの階層の女性達と協働させるという方法に
よって実現する事を提案した。
　先に触れた２つの階層の女性達とはつまり，上
流階級であれ，中産階級であれ，労働者であれ，
自活を余儀無くされている女性達であり，自分自
身で生活の糧を得なければならない女性達のこと

である。上流階級の婦人達はいわゆる淑女達であ
り，働かなくても生活できる女性達である。彼女
達は博愛主義運動の中で慈善活動として病院の中
で，奉仕活動をする意志を有する特定の婦人達で
ある。３つ目の階層の女性達とは看護活動に情熱
を注ぎ，その職業の有用性を理解し，高めようと
する女性達のことであり，専門職としてあるいは
天職としてその職業を全うしようとする女性達の
事である。この女性達とは恐らく修道女達のこと
であろう。ナイチンゲールは，これらの女性達が
協働することによって感化しあい，お互いの持っ
ている利点を影響させあうことを考えた。
　マーティノウは看護師の訓練について「我々の
良い看護師は，これからは労働者階級で30歳位の
独身女性である。彼女達は健康でしっかりしてい
て，仕事に好意的で，落ちついていて，思いやり
のある態度で，そして我々が情熱と呼ぶような，燃
えるような輝きに満ちている女性達であろう。」128）

と述べ，「彼女達は人間の形態・構造について，
主要な臓器がどこにあり，その作用は何かについ
て総合的に学ぶであろう。そして人々の健康に影
響を与える食物，衣類，清潔，運動と換気につい
て学び，さまざまな事例にあった包帯方法を学ぶ
であろう。ヒルと他の応用を管理する方法や，病
人食の準備や方法について学ぶであろう。そして，
医師が到着するまでに実施しておくべき止血法，
失神や痙攣時の対応方法，炎症や激しい発作など
に関する応急処置の方法について学ぶであろう。」129）

と書いている。さらに1860年６月30日のワンズ・
ウィークには『看護師を訓練すること』というテー
マで論評をした130）。そこには聖トマス病院が訓
練学校であること131），志願者はマトロンに申し
込まなければならないこと，希望のあるものはサ
ウスワークにある聖トマス病院のウォードロー
パー夫人の所に行き，志願表に必要事項を書き込
んで申し込みをすることなどについて説明がなさ
れた。申込書には申込者の名前，年齢，出身地，
教育を受けた場所，以前の職業，結婚しているか
独身か，または未亡人か（結婚している場合，証
明書を提出しなければならない），既婚者または
未亡人ならば子どもがいるかどうか，子どもがい
る場合にはその人数，そして紹介者132）の８つの
質問に答えるようになっている。“ナイチンゲー
ル基金による見習い看護師の訓練に関する規則”
によれば，入学資格は年齢25から35歳までである。
　『家族・性・結婚の歴史』133）によれば，当時の
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ヨーロッパにおける結婚平均年齢は25歳までであ
り，わが国とあまり変わらない。入学資格の年齢
から考えると，看護師の訓練を受けるべき女性達
は，結婚をしないと決めている女性，あるいは結
婚ができない女性，宴婦達等が対象だったのであ
ろう。それはやはり，一人で生きていく必要があ
ると認められた女性に限られていたようだ。入学
願書には年齢の証明書と性格についての推薦状が
必要になっている。更に，不品行があったり，職
務を遂行する能力がなかったり，怠惰であると判
断されたときには退学が命ぜられることになって
いる。つまるところ，彼女の教育では階層の問題
より，個人の資質が良質である事が望まれた。ナ
イチンゲールがいかに看護師の適性に関して慎重
であったか理解できよう。『看護覚え書』に書か
れているような“酔いどれギャンプ婦人”の一掃
が彼女の狙いであったから，飲酒に関しては事の
ほか厳格であった。見習い生達は採用の時点から
訓練の過程において慎重に査定され，必要があっ
たらその時点で退学が勧告された。“ナイチン
ゲール基金による見習い看護師の職務”の中で彼
女達に求められた資質は真面目，正直，誠実，信
頼性，時間厳守，平静さと従順さ，清潔と端正で
ある。つまり，このガイダンスは契約の時に渡さ
れているから，見習い生達はこれらを了解した上
で入学するということになる。見習い生として採
用された者たちは入学の時期，その教育過程にお
いて頻々と評価されるよう計画された。
　しかし，ナイチンゲールが期待し，望んだほど
充分には看護師の志願者はなかった。マーティノ
ウは1865年に，コーンヒル誌に『看護師求む』134），
デイリー・ニュースに『女性の仕事と看護』135），
有名な学問（Popular Literature）雑誌であるチェ
ンバーズジャーナル，サイエンス & アーツに『イ
ングランドにおける看護専門職』136）等を寄稿し，
ナイチンゲールの看護教育に志願者が増えるよう
協力をした。それでも志願者は少なかった。ナイ
チンゲールは「英国の婦人達よ，なぜ，あなた方
はためらっているのか。どうしてこんなに少しの
婦人しかいないのか。聞くところによれば，手の
空いたそして心の満たされていない婦人が大勢ど
こよりも英国に一番多くいるそうである。婦人の
仕事，婦人の使命を求める声は英国中に響き渡っ
ている。なぜ仕事をするものがこんなに少ないの
か。私たちは自らの血を祖国に捧げる人々の事を
良く聞いたものである。一体いつ頃から人々はイ

ンクしか差し出さなくなったのであろうか。」137）

と残念がった。当時，女性著作達は働く場所が少
ないと女性の雇用を求める運動を行っていた。そ
のため，ナイチンゲールは看護師という仕事を医
療の中で開拓することが，女性達を有用にするこ
とにつながると考えたが，期待通りにはいかな
かったのである。
　1860年のこの時期と1867年の時期に，ナイチン
ゲールは経済学者であるミルと“女性の権利”問
題で論争を起こした。少なくても，ナイチンゲー
ルの“女性の権利”問題での主張は，女性に法的
な権利を与える前に女性に教育を施し，倫理的な
行動がとれるようにすることであった。彼女がた
びたび主張したように，当時の上流社会の女性達
は，知識は有していたが行動はともなっていな
かった。彼女にしてみればそれは人格の欠落で
あったろう。行動が伴って始めて知性が輝く。自
己の行動に責任が持てる女性のみが権利を有する
のであった。行動の伴わない上流社会の女性達に
加え，下層社会の女性達はその教育が充分でない
為に，実践はするがしかし道徳的な行動はできな
かった。従って，参政権であれ，なんであれ，権
利と名付くものの執行に当たっては，その権利を
有するに相応しい人間としての社会的責任の取り
方があり，それは男女を問わないものであった。
　ナイチンゲールは女性問題に真剣に取り組みす
ぎたためか少々感情的になり，女性蔑視に陥った
ようだ。女性に法的な権利を与える前に女性を道
徳的にすることはぜひとも必要であり，そのため
に教育が必要であった。それなのに，ナイチンゲー
ルの教育に賛同し，その教育を受ける女性は少な
かったのである。他方，男性たちは違った。『ナイ
チンゲールの宗教観に関する若干の考察－友人アー
サー・ヒュー・クラフとの関わりを手がかりに－
Some consideration concerning Nightingale’s 
view of religion－Is to the clue relations with 
friend Arthur Hugh Clough－』138）でも報告した
ように，ナイチンゲールと同じような宗教観を有
し，ナイチンゲールに共感を寄せて自身の詩人と
しての能力を振り捨てて傍らで雑務を引き受けた
クラフ，彼女に共感を寄せ自分の人生と処世の方
針を変える行動を取った医務局長のトマス・アレ
クサンダー 139），ナイチンゲールの哲学的思想に
共鳴し，彼女に多くの助言を与えたギリシャ語教
授ベンジャミン・ジョウェット140）などは常にナ
イチンゲールの側にいて協力を惜しまなかった。
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もちろん，ここには陸軍の改革で前線に立ったシ
ドニー・ハーバート141）も入っていた。ナイチン
ゲールは，ある政治家はもう中年を過ぎようとす
る中で，私に共感を寄せて，自分の人生と処世の
方針をすっかり変えた142）と述べながら，自分の
人生を完全に変えてしまった男性達が真の共感で
あると考えた。
　人の腐敗した部分，即ち，人間の病巣と同じよ
うに社会に住み着く病巣，こうした社会悪に対す
る適確な治療が社会改革である。イギリス女性で
教育のある婦人は働く場所を探し求めていた。こ
れは女性解放運動家達を中心にした主張であり，
全体的な主張ではなかったとナイチンゲールは後
で気づいた。筆者らの『モール夫人への手紙に見
るナイチンゲールの女性観』143）でも報告したよう
に，ナイチンゲールは，彼女の取り組みに無理解
な女性達に絶望した。クリミアでの女性達の争い，
陸軍の改革における批判，女性の権利運動や参政
権問題での論争，看護教育やその他の一連の改革
に対する協力不在といった現実を突き付けられた
とき，彼女の中に女性不信が芽生え，女性達に対
して次第に絶望感を抱くようになった。ナイチン
ゲールは，陸軍の改革中の1858年，マーティノウ
に宛てた手紙に「女性のインク壺　female ink 
bottles″ 」144）と書いたが，1861年にメアリー・ク
ラーク・モール145）に宛てた手紙に「理論は女性
の間には定着できない所にある。」146）と書き，女
性達に怒りや絶望感を示した。しかし，ナイチン
ゲールによって看護という職業が生み出され，女
性達は実質的に社会に解放されたのである。“19
世紀は女性の世紀”という言葉が伝説ではなく，真
実味を帯びたのはナイチンゲールによってである。

■　総　括

　本論では主としてナイチンゲールが実践したイ
ギリス社会の改革の中でも特に，女性問題の改革
に焦点を当てた。フランスの市民革命以降の旗印
である“自由と平等”，この人間に与えられた“基
本的人権”が女性にのみ適用されなかったことが，
婦人問題における大きなポイントとなっている。
それは女性一個人が好むと好まざるに関わらずそ
の生涯が規定されていることにあった。ナイチン
ゲールは自己の経験から“神の下での平等”を適
用し，女性の自立を考えた。個人に与えられる基
本的人権は，その名の通り，個人にあらゆる権利

を与えるものである。女性が権利を有するという
ことは，人として社会的責任が取れる女性でなけ
ればならなかった。ナイチンゲールは女性達に看
護という職業を教育的手段によって創設し，その
職務遂行にあたってはその責任の重要性を自覚さ
せ，職業的に自立することによってその活動を通
しながら人格の完成を目指したのであろう。彼女
は“隣人愛”に基づく人道主義的思想は女性のみ
ならず，弱者であった労働者階級や病人にも注が
れた。当時の資本主義社会の弊害の中で，健康に
対する認識が著しく低い事に気づくと共に，人間
に対する扱いの中でその精神に対しての扱いが低
い事に気づいたのである。
　質の高い教育が行われるには幾つかの要素があ
る。今日，良質の医療を提供するに相応しい専門
職としての教育はいかにあるべきかという看護教
育への問いは，いつの時代にも存在する。その時
代の問いに答えようと努力した時，始めてその時
代のニーズに応えうるとも言えよう。明治期初期
に導入されたナイチンゲール方式による看護教
育，その後の看護教育の発展に関する歴史的検証
は『歴史に見るわが国の看護教育－その光と影』147）

で明らかにされている点である。それはわが国独
特の文化的・政治的・経済的背景の中で進化・発
展したものである。ナイチンゲールが偉大であれ
ば偉大であるほど，その考えは看護師達の教育に
は大きな影響力を示したであろう事は述べるまで
もない。そうした歴史が証明するように，その思
想はあらゆる所に浸透していった。
　わが国の看護師養成機関の教育課程は高等教育
機関であれ，専門学校であれ，“保健師助産師看
護師学校養成所指定規則”に準拠する。しかし，
どういう人物の育成が求められているのかは明確
にはなっていない。“保健師助産師看護師法”で
は第１条に保健師，助産師及び看護師の資質を向
上し，もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図る
ことを目的とすると規定されているから，良質の
看護専門職者育成ということでは，保健師助産師
看護師学校養成所指定規則”もこれに準拠するで
あろう。その上，これらの規程はその基になって
いる，つまり，国民の健康に関する憲法あるいは
医療法に立ち返って考えてみなければならない。
さらにその法律があるべき理想に沿って立法され
ていることに立ち返るとしたら，その教育では自
ずと成すべき姿が見えてくるのであろう。ゆえに，
各教育機関は自教育機関の特色をその理念に求め
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つつ，看護の理想を追求する。それは人格の完成
であり，ナイチンゲールが生涯をかけて女性達に
具有させようとした資質なのである。看護教育を
組織的に始めたナイチンゲールの教育目的はこれ
まで検証してきたように社会悪の改善，つまり，
人々の健康に関する問題への改善である。
　女性の専門職を創設すること，それは，病院看
護の質の向上，国民や兵士の体力向上を目指した
ものであり，公衆衛生の普及のための健康教育を
実践することであった。そのことを女性達が実践

すれば，それはイギリス社会に貢献したことにな
り，イギリス国民に女性の有用性を認識させ，位
置づけを高めることにつながる。よって，ナイチ
ンゲールの教育目的は“人権思想”に基づいた女
性の人格と国民の健康を主眼としたものである。
彼女の教育思想は，人道主義思想に根づいた極め
て実践的・行動主義的思想であり，かつ，極めて

“自然の法則”に添った考え方の持ち主であり，
社会悪を改善した偉大な科学者でもあったといえ
るのではないだろうか。
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