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論文要約　本論では，クリミア戦争従軍中にナイチンゲールが経験し，戦争後にナイチンゲールが実施した兵士
たちの衛生問題改善のためのイギリス陸軍省との闘いについて論じた。過去に知ることが出来なかった学習をク
リミアでの経験から学んだナイチンゲールは，戦地における兵士の生命は野営からの危険・包囲攻撃からの危険
のみならず，健康のための原則が損なわれることによっても奪われることを知った。兵士の死亡率の高さは陸軍
の怠慢がもたらしたものであり，人災であると考えた。ナイチンゲールの直接的行動は，実際に起きている悲惨
な現象に見てみぬふりができない彼女の高邁な感情と社会的責任の強さを示しており，兵士たちのための更なる
闘い，すなわち，陸軍を改革することにつながった。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”の精神を有していた。

キーワード： ナイチンゲール，イギリス陸軍の改革，インド人民の衛生問題，学習（経験）した
ことから学習する（Learning to learning）

■　はじめに

　人が過去に遭遇したある経験は一つの学習であ
り，その知性的側面は次に引き起こされる困難な
状況に対処するのに役立つ。それは前の経験の結
果を基礎として行動を修正する力，性行を発達さ
せる力を有するからである。つまり，我々は経験
（学習）することから学習するのである。フロー
レンス・ナイチンゲールは誰よりも“経験（学習）
することから学習せよ”の精神の持ち主であった。
　既に筆者は，クリミアの天使から看護教育の母
として，あるいは世界の理想的人物像として知ら
れるナイチンゲールの，その行為がいかなる思想
から生み出されたのかについて，『ナイチンゲー
ル教育思想の源流』1），『ナイチンゲール精神的危
機から自立へのプロセス－真実の目は真理の探究
につながる－』2）で報告した。ナイチンゲールの
時代，経験論的認識論がイギリス思想の中核をな
していた。イギリスにおける宗教的・社会的・政

治的変動はプラトン主義3）の復活を促し，その代
表的人物がフランシス・ベーコン4）である。彼の
思考方法は人間理性の働きに基づく経験論的認識
論である。その後，真理と善なるものとは究極的
に一致するとの立場を探究するケンブリッジ・プ
ラトニスト（Cambridge Platonists）たちが出現
した。彼らはプラトン主義とキリスト教とを結び
つけ，宗教的対立を解決する手段にしようとした5）。
近代民主主義の祖とも言われるジョン・ロック6）

の哲学は経験論的認識論の立場であるが，この立
場である合理主義的思考が，哲学の分野から自然
科学の分野に広がるにつれて，伝統や宗教的制約
から脱却して個人の合理的主知主義的判断に基づ
く自由の要求が高まった。神秘主義7）とプラトン
主義の影響を受けたとされるのがトマス・アーノ
ルド8）とサミュエル・コールリッジ9）であり，当
時，イギリス思想界の中核を占めていた。
　さらに，ヴィクトリア女王治世下の19世紀中期
は，チャールズ・ダーウィン10）に代表されるよ
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うに科学主義11）黄金時代の幕開けでもあった。
そうしたイギリスの教育思想の影響を受けたナイ
チンゲールは，成長・発達段階において，神の存
在と日常生活の様々な現象とが，神との一体感の
中で生まれるものであると感じ，真実の目は真理
の探究につながると考えた。その考えは，日常生
活における様々な現象を原因と結果の関係におい
て解釈しようとする科学主義的要素と相まって，
全て実際に起きている現象を科学的な目で観察・
認識しようとした。その真実の目と真理の探究が
彼女をして，批判のみならず一歩進んで，自身の
取るべき行為を導き出した。
　ナイチンゲールの知性は常に自身の取るべき行
為を指し示したが，それは，いわゆるイギリスの
伝統的な社会規範を覆すものであった為に，家族
や周辺の人々との対立をもたらした。そうした対
立はナイチンゲールの精神を脅かすものでもあっ
たが，しかし，彼女の知性は日常生活で遭遇する
様ざまな困難を解決する人間的強さを獲得し，そ
の経験が又，次の困難な課題を解決する力の根源
となりえた。彼女の思想の背景には人間存在の問
題として人格と生存権の問題がある。その根本思
想はゆるぎのないものであり，日々の生活でなし
た新しい経験は又，新しい学習へとつながるので
ある。クリミア戦争従軍中での経験は人々の生命
が不当に奪われていくまさに忌まわしい現実で
あった。
　人々の生存の問題は，イギリス国民の健康ニー
ズであり，国家が保障しなければならない正当な
権利である。人々の健康を維持するための清潔な
水の供給や身体の清潔の維持が国内で求められる
よう，外地に派遣された兵士たちにも同様に保障
されなければならない。ゆえに，バラックでの生
活であれ，野営地であれ，健康を維持するのは，
戦争という手段を選択し，国民の一人である兵士
達にその生活を強いた国家の義務である。季節や
気候によって衣服を調整し，体温を一定に保つそ
の行為を本国の安全な自宅に生活する全ての人が
自発的に行うように，外地の環境，すなわち，暑
さや寒さなどの気候に対する備え，外地で働く兵
士たちに降りかかるであろう，様ざまな危険を回
避する為の手段を講じるのは軍関係者の当然の責
務であった。
　過去に知ることが出来なかった学習をクリミア
での経験から学んだとしたら，その経験から学習
し，衛生学における新しい知識を開発し，実践へ

の応用が求められるのであった。そして，それは
平時に組織され日ごろから訓練しない限り，実践
に適用できるものではなかった。ナイチンゲール
は，戦地における兵士の生命は野営からの危険・
包囲攻撃からの危険のみならず，健康のための原
則が損なわれることによっても奪われることを
知った。兵士の死亡率の高さは陸軍の怠慢がもた
らしたものであり，人災であると考えた。
　私が軍の為にするべきことがあったのにもし，
それをしなかったとしたら私は火あぶりになって
しかるべきとのナイチンゲールの言葉は，実際に
起きている悲惨な現象に見てみぬふりができない
彼女の高邁な感情と社会的責任の強さを示してい
る。ナイチンゲールにとってその責任を果たすこ
と，それはイギリス陸軍省の改革である。兵士た
ちのための更なる闘い，それは彼女の次なる行為，
すなわち，陸軍を改革するという行動を引き起こ
させた。いかなる経験も彼女にとって無益なこと
はない。フローレンス・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”の精神を有していたのである。そ
こで，本論では，クリミア戦争従軍中にナイチン
ゲールが経験し，戦争後にナイチンゲールが実施
した兵士たちの衛生問題改善のためのイギリス陸
軍省との闘いについて論じる。

■　兵士たちの衛生問題改善のための闘い

１）イギリス陸軍省の衛生問題
　国外での戦争で十分に予測可能な問題では有っ
たが，現地特有の環境と国外での物資の供給・保
存の問題，兵士の派遣の問題などに関する調査報
告が不十分な状況で開戦されたクリミア戦争で兵
士達は，戦う前に自沈するという悲惨なもので
あった。
　前稿『ナイチンゲール精神的危機から自立への
プロセス－真実の目は真理の探究につながる－』
でも述べたように，1854年に勃発したクリミア戦
争は，トルコという東方の地におけるキリスト教
徒の取扱いに対し，ロシアとフランスとの戦いに
イギリスが参戦したものであった。
　ハリエット・マーティノウ12）の歴史大著『British 
History and Military Reform vol.6, England and 
her Soldiers（イギリスの歴史と陸軍の改革第６
巻 , 英国と彼女の兵士達）』13）には，クリミア戦争
がもたらした様ざまな問題を過去からの連続とし
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て捉え，クリミア戦争で実際に引き起こされた問
題を今後の問題として様ざまな側面から検証し，
予測されることに対しては平時から備えるべきで
あるとの見解を示している。それはナイチンゲー
ルの見解とも一致していた。
　ナイチンゲールの観察に寄れば，大多数の兵士
の死が戦闘に寄るものではなく，明らかに衛生状
態の不良が原因であった。彼女は予防できるもの
であることを経験から確信したのである。事の結
果には原因がある。それらをじっくり振り返り，
問題が残れば解決しておく。事が起きてから対処
するのではなく，予測できればその為に準備して
おくのは必然のことであった。これらについては，
彼女が後に戦時中の看護を総括した『平時および
戦時の陸軍病院へ女性による看護を導入する件に
関する補助覚え書』14）を読めば良く理解できる。
　現地特有の環境を配慮しない軍服は，暑さと汗
で兵士達の喉や身体全体を締め付け，汗はこれら
をさらに助長し呼吸抑制を来たした。道なき道の
沼地での進軍は兵士達の靴を奪い，むき出しの足
はヒルの攻撃に遭い，乾いた喉を潤すために飲ん
だ水はヒルが寄生し，兵士たちは感染症を引き起
こすという悲惨さであった。タイムズ紙によれば
戦地では軍医の数が足りないだけでなく，衛生材
料も不足している。回復を図るような設備も整っ
ておらず，最もありきたりの医療器具さえない。
救貧院の病院にも劣るような不潔さの中で，治療
も受けられないで兵士が死んでいく。そしてこの
報道の最後には，フランスの優秀な看護師達の活
躍で締め括られ，いかにイギリス兵士が劣悪な状
況下にあるかを訴えていた。この様な事態に大衆
の驚き怒りもさる事ながら，人一倍，感受性の強
いナイチンゲールが黙っているはずがなかった。
彼女はこの兵士達の窮状を救う事こそが，自分に
与えられた任務であると考えた。
　時を同じくして戦争大臣シドニー・ハーバート15）

からナイチンゲールに，クリミア戦争従軍の依頼
文書が届いた。政府の依頼によってナイチンゲー
ルは従軍看護師として戦地に赴いたのである。彼
の手紙には従来，軍隊では男子の看護しか認めて
こなかったが，看護師の派遣が必要である事態に
なっていることが述べられていた。加えて手紙に
はナイチンゲールの権限が明確に述べられ，現地
での看護活動が円滑に進むよう手配された。タイ
ムズ紙に掲載された戦地での兵士達の窮状を救う
事こそが，自分に与えられた任務であると考えて

いたナイチンゲールは一つの覚悟と戦略を持って
その求めに積極的に応じた。
　有資格者がいた時代ではなかったので，戦時中
の看護師達の働きは一重にナイチンゲールの組織
力と統率力にかかっていた。しかし，彼女のクリ
ミアへの従軍は，当時の宗教問題とも微妙に絡み
合い，前途多難な船出であった。イギリスの宗教
問題と道徳的退廃による繊細で不安定な国民の感
情は，シドニーとナイチンゲールが有している宗
派，あるいはナイチンゲールが選任した看護師の
宗派などにも矛先が向けられた。
　そしてクリミアでは実際，宗教問題・女性問題
が起き，兵士の処遇問題とも相俟ってクリミア軍
医総監ジョン・ホール博士16）達との闘いは熾烈
であった。ナイチンゲール達一行がまず到着して
最初に直面したのは彼女達一団が陸軍から拒否さ
れたことであった。女性による看護を認めてこな
かった陸軍は，陸軍の規則を盾にとってナイチン
ゲール達の看護活動を認めようとはしなかった。
「女が戦争とどう関係があるのだ？」17）と。軍医
や将校たちは突如，やってきた女性の一群に対し
て警戒心と嫌悪感を持ち，敵意の目を向けた。ナ
イチンゲールの使命感と社会的責務を考えた場
合，拒まれたからとそのまま，それを受け入れる
ほどナイチンゲールの意志はそう弱くはなかっ
た。観察は直後から始まった。
　基地に建てられた病院は衛生上の問題が多く，
兵士たちの健康を回復に向かわせるどころか死に
追いやっていた。『ヴィクトリア朝時代の偉人た
ち』を書いたストレイチーは“汝この門に入るべ
からず－”との引用文を入れ，病院が死への入り
口であった18）と述べた。実際，基地の総合病院は，
決して患者が回復する場所ではなかった。あらゆ
る苦悩を知っている外科医や殺戮の戦場を見てき
た兵士たちも飢餓と悪疫を見てきた宣教師たちも
かつて経験したことのない恐怖の淵にあり，病院
の入り口から入った兵士たちの向こうには地獄の
口が開いていた19）。兵士達は総合病院への入院が
決定すると，死の宣告が為されたと考え，絶望し
た。次々に降りかかる様ざまな悲惨さから逃避す
ることさえ許されない兵士たちは，無気力となり
道徳的退廃も著しかった。マーティノウも著作の
中で，かつての戦争では，兵士達が総合病院に入
院するということは死ぬためであると言われてい
たと述べている。
　対立を続けながらもナイチンゲールの冷静な観
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察は続けられた。バラック病院は建物そのものに
構造上の欠陥があった。巨大な下水溝が建物の下
にあり，その下水溝に溜まった汚水は悪臭を放ち，
上部の床を湿らせ，床は腐りきっており，信じら
れないほど害虫がうごめいていた20）。戦地から送
られてくる兵士達は伝染病の者も単なる外傷の者
も一緒に収容されていた。病院の混雑の中で負傷
兵達は裸のままで，衣服もなく，衰弱しているの
にその身体の状況に相応しい食事が準備されてい
るわけでもなかった。切断創はむき出しのまま包
帯もなく，適切な手術が成されていなかった。飢
えと寒さ，伝染病，出血で兵士達は次々と死んで
いった。そうした中でも負傷兵は次々と送り込ま
れ，その数は多くなる一方であった。
　状況の悪化が対立を続けさせなかった。混乱の
度合いが増すようになると，医師達はナイチン
ゲールと対立している余裕がなくなった。次々と
送られてくる傷病兵を相手に戦場のような混乱が
続き，その混乱に乗じてナイチンゲール達はいつ
の間にか陸軍病院の内部に入っていた。「言いよ
うのない汚物の中に彼らが横になったために，そ
れは十分に考えられたことであるが，創傷のある
兵士は寄生虫でいっぱいになった。衣服と寝具は
共に洗濯に出された。洗濯物の量が多いとき，そ
の洗浄力の質は，大概悪かった。寄生虫をつけた
まま返却される毛布とシャツは洗濯の意味がな
かった21）。当局は，実際，現地ではシャツの中で
這い回る物体を完全に除去するために，煮沸消毒
の必要性を感じていなかった。ナイチンゲールは
自費で洗濯室を設立し，月々につき2000着の清潔
なシャツを供給した22）のである。
　つぎに兵士達の病気と死の重要な原因として
“過密状態”が挙げられた23）。1854年から1855年
の冬の初めに患者は，病室のみならず通路にも収
容しなければならないほどの混雑状態であった。
そういうところでは悪臭が漂い，誰にとっても耐
えられなかった。病院内はコレラによる下痢，負
傷者の壊疽で空気はよどみ，無差別に兵士達を死
の世界へ追いやった。12月末までには，歩兵連隊
の半分以上が病気で入院中であり，その死亡率は，
1665年に流行したペストによる大規模で最悪な死
亡率より高かった。翌年の一月だけで病院に入院
したのは11,290人であり，死亡者数は3,168人で
あった。この莫大な数の犠牲者の内，915人は，
壊血病という不十分な栄養に起因する疾患で死亡
した24）。食事は全く悪かった。まずは食材の保存

の仕方が悪かった。そのため，キャンプにおける
壊血病は悲惨なものであった。明らかに生命に不
可欠な原則が不足していた。ナイチンゲールはこ
れらの特別食を料理するために自費で台所を設立
し，入院患者に適切な食事を供給した。“ナイチ
ンゲール嬢の台所”はどんなに多くの医薬よりも
多くの生命を助け，そして，外科治療なしで患者
の回復に寄与することができたのである。
　陸軍との対立や傷病兵の看護の間にもナイチン
ゲールの本国への連絡は続けられた。1855年の１
月28日付けのシドニーへの手紙には，食料の供給
や備品や衣類の支給といった日常的な手順が円滑
に行われるようにする必要があると述べている。
難しい規則が存在する軍隊ではそこに品物があっ
ても，上官の命令なしには何一つ事が運ばないの
である。物資不足もさることながら，供給に関す
るシステムのありかたが大切な兵士の命を奪って
いた。彼らの精神は人の生命に関わる重大な問題
より，規律を破ることによって秩序が保たれず，
混乱をきたすことを恐れた軍律と，その軍律を破
ることにより，自身に向けられる罰則に恐れを抱
いていたのであろうか。ナイチンゲールの強烈な
個性はその規則を打ち破った。彼女の知性は何が
優先されるのかという問いをもたらし，その問い
は知性を目覚めさせ，現実的な判断をせよと彼女
を促したのであろう。目の前にある規則という壁
は，ナイチンゲールの責任下で破られ，物品管理
倉庫のドアは開かれた。
　ナイチンゲールの管理者としての能力は多くの
兵士達の命を救い，着実に成果を上げつつあっ
た。彼女は自己資金で洗濯場を作り，自己資金で
衣服や包帯を調達し，病状にあった食事を作り，
患者の傷の手当てを手伝い，病院を清潔にし，患
者の体を洗い，換気をして新鮮な空気を患者に与
え，適切な陽の光が患者に注ぐようにし，夜間の見
回りの強化と事実上，昼夜を徹した看病を行った。
　物品管理問題もナイチンゲールの力で中央シス
テム化が進み，非常時でも混乱なく円滑に供給が
できるようになった。本国から衛生委員会がやっ
てきて至る所に換気口が取り付けられ，浄化が為
された。最初に悪臭の原因になっているものが取
り除かれ，空気流通のための開口部が作られ，悪
臭がなくなった。そして，病院の内部は徹底的に
清潔になった25）。戦争が終わる頃には基地に静け
さと快適さがもたらされた。
　この戦争では，総合病院がどんな場所に設立さ
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れようとも健康を回復することが現在，間違いな
く証明された26）と述べている。ナイチンゲール
達の活動は病気の回復のみならず，兵士達に人間
らしい心を取り戻させたのである。彼等は酒を止
め，給料を家族に送るほどの心の平静さを取り戻
した。彼女達の看護が今にも消えそうな生命に新
しい生命を吹き込んだのである。戦争が終わる前
に東部駐屯のイギリスの兵士達は，衛生条件の改
善で自国のどんな階級の男性より優れた兵士に
なっていた27）。そして，イギリス国民の何人かは，
彼らの衛生問題と道徳的態度との関連を通して次
世代の兵士のための食物の改善について示唆を与
えることができるようになった28）。
　ナイチンゲール達のクリミアでの活躍が新聞紙
上で報道され，彼女は一躍時代の英雄となり，“ク
リミアの天使”として後の世まで語り継がれる伝
説的な女性となったのである。しかし，彼女の心
の中には無念の思いのみが残った。ナイチンゲー
ル達の傷病兵達に対する心温まる看護活動の背後
では常に軍医達との熾烈な闘争が続いていた。彼
等の無理解と技能不足のために助けられる人が助
けられなかった。ナイチンゲールの手紙に「とも
かくも私は義務を果たしたのだ。私は自分の運命
を，英雄的な死を遂げた人々のそれと重ねて考え
ていた。」29）と書いた。この手紙に感動した友人は，
ナイチンゲールの文章の一部分を引用し，以下の
ような詩を作った。（文中……はナイチンゲール
の文章の一部分）

　「彼らはここにはいない！
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

　　そう，この土の下には彼らはいない。
　　彼らの魂は私達の近くにある。
　　新しい生命を神から享けて。
　　土ならぬ，生ける魂のうちに
　　入りこんでいるのだから。
　英雄的な死をとげた人々

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

はあなた
　　の霊の耳に崇高な楽の音
　　悲哀の影もない調べを注ぐ。
　われわれはすぐ近くにいる。

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

　　そう語りかけるかのように。
　　彼らは確かにあなたの近くにいる。
　　天使の助けをあなたの事業に添えるべく。
　　愛の払ったすべての犠牲はいつの日か，
　　必ずや勝利を獲らえるに違いない。」30）

　クリミアでの医療体制は完全に崩壊していた。

８連隊の73％が病気で死んだという事実，その兵
士たちを助けることができず，クリミアの墓に置
き去りにしたまま母国に帰るという罪悪感，これ
はナイチンゲールの心を大きく捕らえていた。無
残に死んでいった兵士達のことが頭から離れず，
きちっとしたことができていれば兵士達はもっと
死なずに済んだはずであった。
　平和な状態に置かれたイギリス陸軍省の呑気な
役人たちが考えもしなかったクリミア戦争での医
療体制の崩壊という現実，それはイギリス陸軍省
組織の機構全ての欠陥からもたらされたもので
あった。ナイチンゲールは陸軍の改革を決心し，
彼等の墓前に誓ってクリミアを後にした。弱者に
対する優しい心の一方でナイチンゲールは，時の
軍医たちと彼らを統率する立場にある陸軍の権力
者に対して執念のような思いを内に秘めてクリミ
アから帰還したのである。

２）イギリス陸軍省を改革する
　イギリス陸軍省の改革はナイチンゲールとマー
ティノウとの共同戦線で行われた。マーティノウ
の『英国の歴史と陸軍の改革』には，病弱者であっ
た両者の協力体制は主として文書を通じてであ
り，一度も会うことはなかった31）と記述されて
いる。人にはそれぞれ自身の目的を追求してい
る。それが集団としての目的につながったとき，
例外なく個人はその目的に協力する。それが国家
の目的になったとき，相反する目的を持った個人
はいやおうなしにより大きい目的に包括される。
その中で大きな対立を生むのである。陸軍当局の
「感情鈍磨と一流の愚かさ」32）によってナイチン

ナイチンゲールの墓　前方左右に複数の兵士た
ちの墓がある。筆者撮影　　　　　　　　　　
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ゲールの主張は無視され続けたのだ。
　クリミアでの対立もそうであったが，イギリス
陸軍省の改革はまさにそれであった。イギリス国
家に深く根ざした病弊である管理体制の崩壊から
くる巨大な災禍の兆候はクリミア戦争が始まる前
からあった33）。鉄の公爵と呼ばれたアーサー・
ウェズルリー・ウエリントン34）が近衛騎兵旅団
の司令官の椅子に座り続け，改革を弾圧するとし
た空気の中で，新しい医療体制を創設するなどと
いう着想を起きえなかった。その旧体制下でも彼
らは1815年のワーテルローの戦い（The Battle of 
Waterloo）に勝利したのだ。クリミア戦争に女
性を従軍させるという着想事態，一笑に付される
ことでありえた。
　クリミアから帰還するとナイチンゲールは直ぐ
に隠遁生活に入った。それは戦時中の看護活動と
いう過激な体験によって引き起こされた，ナイチ
ンゲールの精神的・肉体的疲労状態を癒す為とも
受け取れるが，他方では，彼女の生涯を考えると，
それは改革のための一つの戦略的で計画的な行動
であったと考えることもできる。一人の人間とし
て責任を遂行する事，それは兵士達との約束を果
たすことであった。国民は彼女の事を“クリミア
の天使”として褒めたたえている。ナイチンゲー
ルは“鉄は熱いうちに打て”の言葉の実践者であっ
た。国民の気持ちが燃え上がっている今，まさに
陸軍の改革を押し進めなければならない。これは
時の巨大な政治機構である陸軍省とその官僚機構
への挑戦であり，今日，わが国や諸外国でまさに
行われている政治改革である。
　ナイチンゲールはヴィクトリア女王に謁見した
際，陸軍医務局徹底改善の必要性を説き，その為
に勅撰委員会の新設を申し入れた。結果，ナイチ
ンゲールの進言はヴィクトリア女王によって，即
刻取り入れられた。正式に委員会が発足し，委員
長に行政力のあるシドニーが選出された。この委
員会はナイチンゲールの進言どおり，４つの部門
に分割され活動が開始された。その一つは，すべ
ての陸軍兵舎の衛生状態の整備と改善である。他
には陸軍の統計，陸軍医学校の創設，陸軍医療部
門の徹底修復であった。これらは全てクリミアで
の看護活動の際に調査した事柄である。
　陸軍医務局徹底改善の構想は一重に彼女の緻密
な戦略とこれを忠実に実行する男性政治家との協
働によって行われた。彼女の改革に行政面から大
きな協力をしたのが先述したシドニーであり，学

問的な見地から協力をしたのがジョン・サザラン
ド博士35）であった。そして誰よりも卓越した事
務能力を有するアーサー・ヒュー・クラフ36），ク
リミア戦争に外科医として従軍し，戦後，陸軍医
務局長になっていたトマス・アレクサンダー 37）

も，ナイチンゲールに共感を寄せ，側面から協力
した。
　クリミアでは傷病兵の看護をする為に本国から
派遣されたナイチンゲールたち一行と，あくまで
も陸軍に女性を入れる事を拒んだ軍医達とは，患
者の看護という問題を越えて辛辣な戦いになって
いた。任務の遂行に宗教的な対立や女性達の問題
が存在した事は事実である。しかし，最も大きな
原因は陸軍そのものの機構の在り方であった。こ
れには忍耐強く相対したナイチンゲールではあっ
たが，本国における陸軍の改革では，直接的に対
決する方法が必ずしも良い結果が得られるとは考
えられなかった。クリミアでの経験から彼女は，
その事は十分に学習していた。そもそも女性が社
会の中で先陣をきって何かをする事，特に政治に
関して意見を述べる等考えられもしない時代で
あった。そこでナイチンゲールは女性が前面に
立って政治的・社会的改革をするより，政治的な
力を有している男性にそれを行わせるほうがより
有効であると考えたものと思われる。
　1858年12月４日にナイチンゲールはマーティノ
ウに手紙を書いている。「私は，あなたに本日付で，
掲載する文書を送ります。もしもあなたがあなた
の主張の仕方で私の報告書を活用することができ
るとしたら，あなたにとてもとても感謝します。
私やあなたの強い関心事は病院看護をより良くす
ることです。私の『Subsidiary Notes on Female 
Nursing（女性による看護の補助的な覚え書き）』
を貴方が読み込みたいと思うか，あるいはそれが
貴方に役立つとしたら幸いです。でもあなたが私
の文書を読んだあと，あるいはもしあなたが文書
を読む時間がないか，あるいは読む意志がない場
合，これを全て焼却してください。」38）

　実際，それは暴露本に近かったし，ナイチンゲー
ル自身がこうあって欲しいと考えている理想と現
実の相違の記載でもあった。ナイチンゲールは事
の重大さが分かっているからこそ，自分の文書が
人目に触れることを嫌ったのであろう。これらの
実際的な目的と勧告はマーティノウの記述の中に
も認められる。まず，Ⅰ．衛生部門の分割につい
てであり，続けて，Ⅱ．医学の会議の設置，Ⅲ．部
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門間の協議，Ⅳ．衛生上機能の拠点，Ⅴ．医学教
育，Ⅵ．総合病院と学校，Ⅶ．軍医科，Ⅷ．機構
についてである39）。内容はほぼ以下のようなこと
である。
　Ⅰ．衛生部門の分割－軍衛生部の原則と技術は
我々の兵隊を保護するためのものであり，そのた
めに，衛生部門は分割され，我々の国防の維持の
ために機能しなければならない。
　Ⅱ．医学会議の設置－軍本体を担当する会議は
３つの部門を有する健康管理部から構成されなけ
ればならない。それは医学，衛生学，統計の３部
門である。
　Ⅲ．部門間の協議－軍と健康管理部間には協議
が必要である。そして，健康管理部と衛生部間に
は明確な配置と調節が安全になされなければなら
ない。
　Ⅳ．衛生機能上の拠点－科学と芸術の特別な質
については疑いがなく，機能の特別な管理につい
ても疑いがない。しかしながら，唯一の疑問はそ
れが医学の機能にリンクすることができるか，あ
るいはリンクされるべきであるかどうかである。
　Ⅴ．医学教育－軍外科学において現在，どこに
も十分な教育をなし得る手段が少しも講じられて
いない。エジンバラとダブリンでの講義は理論上
の教育だけを提供している。よって彼らが非難す
る一般の医療や研究より価値がない。チャタム
（Chathamロンドンの東，テムズ河口に近い軍港）
にある教育研究施設は，単なるヒントとして必要
であるということであり，共に医療サービスには
不適当である。そこには能力のある学生が在籍し
ているが，スタッフまたは教授が不在であり，管
理がなされていない。臨床教育はベッドサイドで
なされないし，衛生学的な指導は全くなされてい
ない。必要な軍医学教育はモデル総合病院と関連
して為されなければならない。
　Ⅵ．総合病院と学校－総合病院は直接的ではな
く，一定の指揮の経験や知識・習慣がないところ
で設立され，業務が為された。我々が母国でそれ
らに慣れていない限り，海外で良い病院機能を有
することはできない。我々にとって平和時に良い
病院でない限り，我々の病院は戦時争中に良い病
院ではありえない。
　Ⅶ．軍医科－長官の報告は，軍の健康管理部の
明らかな原則や兵士の状態を理解する原則的な理
解は，おそらくその関係者以外の人にとって理解
不可能だったことを示した。ゆえに，軍関係者と

一般社会の不確かな関係は機能不全であり，その
ことに対する不満は部門間に広がった。
　Ⅷ．機構－機構には組織上の支障があった。衛
生改善のその特定部門はバラックに関することで
あり，確実に改善が進むことである。週ごとに我々
は下水，換気，清潔保持のために入浴ができるよ
うにバラックが改良されていく様，そして特に特
定領域で必要数が復元される様や，傷病兵が再収
容されている記事を読んだ。そこには多くの種類
の治療食があり，多くのセンスの良い衣類があり，
方法上からも職業的にも活動性という点からも，
より大きな変化があった。それは，戦場病務やキャ
ンプ生活術に向けて兵士を訓練するという大きな
目的であるように思われる。現在，我々はクリミ
ア半島の厳しい学習（経験）より前のどんな時代
よりはるかに，我々の軍隊は戦争のための準備が
より良くなされていることに対して疑いを持って
はいない。そして，この改善は完全なシステムの
基礎がしっかりし構築されることによって安全に
なされなければならない。全て個々人は自身の役
割と義務を知るべきである。そして，個々人の任
務は完全に機械的な機構システムとして規定さ
れ，極力単純化されなければならない。さらに，
この種の問題に関しては衛生関係部門の長に誰が
任命されるかどうかに関係なく，我々の国家を守
るためには，そうした軍の問題に我々一般市民の
参加が認められなければならない。－道を開くこ
とである。－全ての良心的な市民を苛立たせた遅
延の原因についていろいろ思索することは，イギ
リス国民すべてにとって当然の権利である。食物
と衣類はほとんど目に見える範囲内にあったが，
しかし，それは手の届く範囲内ではなかった。
　主張の多くはクリミアで経験したことによる陸
軍組織と病院の機構の問題，物資供給システム，
医師の技術不足などの問題であり，これらに対し
て平時からしっかりとした手当てが成されない限
り，戦時においてその機能が十分に活かされない
というのがナイチンゲールの主張であった。今，
まさにシドニーは政治家として改革の真ただ中に
あり，その最前線で働いていた。ナイチンゲール
は「事をせいてはいけない。多くの規則に初めか
ら縛られてはいけない。物事がどう動いていって
いるのか，最善の答を引き出すにはどうすればよ
いのか，仕事はどう進められているか，この仕事
を受け入れこの仕事に喜びを見出すことを神がど
れだけ喜ばれるか，についてじっくり見極めよ
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う。あらゆる種類の失意について心の準備をして
おこう。」40）と述べ，最後に神の御心は天に行わ
れると同様に地にも行われるのであると述べてい
る。ナイチンゲールの心境とすれば，矢は放たれ
た。自ずと結果はそこについてくる。それが神の
御心であるならばであったと考えられる。他方，
これは自身の逸る心を制するためとも受け止めら
れる。
　マーティノウはシドニーとナイチンゲールの改
革を後押しするために次々と新聞記事を書いた。
『連隊の病院システムを改革すること』，ディ
リー・ニューズ，1859年１月26日41）。『市民軍の
医学訓練』，ディリー・ニューズ，1859年２月42）。
『軍隊の衛生改革』『何が実施されたのか？』，ディ
リー・ニューズ，1859年２月16日43）。
　その他，ナイチンゲールは「成人が24時間に輩
出する炭酸ガスの総量は約40,000立方インチであ
り，16名が収容されている兵営の部屋では一日に
370立方フィートにも達する。」44）として，換気の
重要性を論じるのに客観的データを示しながら論
じている。加えて排出された炭酸ガスの量，水分
の量，発散した水分が腐敗して有害になる。その
有害な空気を吸い込むということは，体内に排泄
物を吸い込むことと同じであり，それが病気をも
たらすと述べている。
　当時，一流の統計学者アドルフ・ケトレ45）から，
統計学を学んだナイチンゲールは卓越した統計学
者であった。イギリスにおける公衆衛生推進の為
の様々な改革は，彼女の行った綿密な調査とその
調査結果の分析からのものである。調査結果は社
会の病理を正確に現していたために，彼女の提言
が絶対的な威力を持ったのであろう。ちなみに
カール・マルクス46）が『資本論』47）の中で参考に
している公衆衛生方面での資料は多くが，グリー
ン・ハウ博士48）の報告資料であるが，彼女はハ
ウ博士の統計の甘さも指摘している。彼女がエド
イン・チャドウィック49）に宛てた手紙にも彼ら
の形而上学的（meta-physical）な長ったらしい
報告書は好まない50）と書き，彼らの方法は伝統
的であると書いている。ナイチンゲールは，原因
と結果の関係において一方のデータが上がるか下
がるかすれば，他方の結果も変化するのであると
書いている。
　しかし，この改革は並たいていではなかった。
「私が軍の為にするべきことがあったのにもし，
それをしなかったとしたら私は火あぶりになって

しかるべきである。」51）というナイチンゲールの
言葉は，悲惨な現象に見てみぬふりができない彼
女の高邁な感情と社会的責任の強さが現れてい
る。ナイチンゲールにとってその責任を果たすこ
とが彼女に課せられた使命であると考えたのであ
ろう。さらに，1855年に陸軍に女性を導入するこ
とに反対して提出された“秘密報告書”に対して
もナイチンゲールは言及を避けつつ，「この仕事
は多くの障害のもとに遂行されたのであるが，中
には不可避のものもあれば，避けようと思えば避
けられたものもあった。深く遺憾に思うものもい
くつかあったと述べ，修道尼たちとの間に起きた
抗争事件や看護師たちの泥酔事件などは組織の面
目を傷つけるものであった。又，虚栄と饒舌と不
服従のために，どんなに実務的に役立とうとも女
性にはこの仕事は不適で有害であるとの世評が正
当化されることになる。」52）と述べた。一方では
クリミア従軍中の内部スタッフから，他方では外
部からの匿名の攻撃に対して説明を加えたり，回
避したり激しく抗議したりした。1858年にマー
ティノウに宛てた手紙の中で，貴方は含まれませ
んよと前置きし，あることない事を書き散らす女
性たちに対して「女性のインク壷（Female ink 
Bottle）」53）と強く非難した。
　陸軍との対立の中で，ナイチンゲールに対する
熾烈な攻撃もあり，改革の途中でストレスからか
シドニーが体調を崩し死亡，もともと病弱であっ
たクラフも死亡した。そして，ナイチンゲールに
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アレクサンダーも死亡した。
彼らを失ったことはナイチンゲールにとって大き
な衝撃であると同時に社会的にも大きな犠牲をは
らったことになる。それでもナイチンゲールは改
革の歩を止めなかった。ストレイチーは最大の皮
肉をこめて，ナイチンゲールの猛烈なペンは神を
も殺してしまうであろう54）と評した。がしかし，
国民の健康対策と兵士の衛生改善は必ずしも提言
どおりではなかったが，その多くが推し進められ
改善されたのである。

３）インド人民の生命とイギリス陸軍省の衛生問
題改革への提言

　当時，イギリスは多くの植民地を有した。その
植民地における内乱が頻発した。鎮圧のための闘
いは戦争に発展する。クリミアの惨状を経験した
ナイチンゲールにしてみれば，戦争が起きる度に
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“クリミア再現”だと騒ぐのも無理はなかったろ
う。ナイチンゲールとマーティノウ両者の共通の
信念は，学習［経験］したことから学習すること
であった。新たに戦争が起きる度に，いかにナイ
チンゲールが多くの提言をしたかという事は
『ヴィクトリア女王』55）からも認めることができ
る。著作の中でナイチンゲールは“女戦士”とし
てその一章を使って語られている。これはヴィク
トリア女王が，いかにナイチンゲールの影響を受
けていたかということである。女王も従来の宮廷
人は違って，ナイチンゲールが実践したように，
一般の兵士に心をよせたと思われる数々の行為が
認められる。
　植民地政策におけるイギリス人による長い圧政
の中で1857年，インドでイギリス政府に対する反
乱が起きた。同年，５月にミアラトで始まったイ
ンド人の反乱に対する鎮圧は，恐怖から生じた極
度の凶暴さを持って押し進められた56）。イギリス
の植民地政策でインドは，東インド会社57）を中
心としてその政治的支配下にあった。独自の軍隊
を持つようになった東インド会社の勢力は絶大な
ものがあった。イギリスの資本家達，ほとんど奴
隷状態の現地のインド人，こうした二層状態の中
でインド人達はその収入の大半が搾取され，貧困
と飢餓状況の中で，その生命が失われつつあった。
　ナイチンゲールはインド人の生死に関して最も
敏感に反応した人物であった。ナイチンゲールは
インドのイギリス陸軍省に関しても，クリミアと
同じく不必要な死亡事故が起きているのではない
かとの疑念を抱いていた。彼女がいかにインドに
対して熱心に提言をしたかは，『インドの病院に
おける看護』，『インド駐在陸軍の衛生』58），『イン
ドにおける生と死』59）などからも明らかである。
しかし，インドにおける衛生問題の改善や看護法
の定着に関しては，日本におけるよりはるかに困
難な事業であった。
　1857年に“インド駐在陸軍の衛生状態に対する
勅撰委員会”が組織された。ナイチンゲールは，
早速調査を開始し３年がかりでこれを収集・分析
した。ナイチンゲールはインド駐在軍に要求され
る衛生活動改良に関する覚え書を完成させ，1863
年『インド陸軍の衛生状況に関する勅撰委員会に
よって考察を委託された駐屯地報告書中の調査報
告に関する所見』60）を勅撰委員会委員長である下
院議員エドワード・ヘンリー・スミス・スタン
レー卿61）に送り付けた。『インド駐在陸軍の衛生』

によれば，インド陸軍は１．インド駐屯地の野営
病，すなわち，これら，熱病，下痢，赤痢などの
伝染病と肝臓病に起因し，気候が悪化を加速す
る。２．インド駐屯地は野営地と同様の衛生上の
欠陥，すなわち，不良な水，不良な排水設備，無
秩序な小屋で作られた糞の山の不衛生なバザール
（Bazaar 市場），換気の不足，兵舎と病棟におけ
る床面積の過密がある。３．飲酒による不節制，
５．仕事と運動不足，６．劣悪な病院建築，７．
マラリアが蔓延する高原駐屯地，８．原住民部隊
の健康に必要な兵舎が供給されていなかった。
　原住民たちは「ジャングル，湿地，狭苦しくじ
めじめした住居，不良な食物と水，放置された汚
物溜め，糞の山，人間や動物の死骸，排水設備の
欠如，そして阿片などを原因とした」62）健康問題
を有しており，最も基本的な衛生上の予防策がな
されていないなど，いたるところに衛生上の欠陥
が認められた。「糞の山はインドにおける未来永
劫ついて離れぬ常態」63）なのであった。加えて，
カースト制度についても一部触れられた。そして，
不幸にも現地で寡婦となり置き去りとなっている
イギリス兵士の妻たちの処遇問題にまで言及し，
改善方策について提言している。
　しかし，こうした委員会の報告・勧告にも関わ
らず，膨大に膨らんだ軍事費削減という時の流れ
の中で，全て完璧には整備・改善はでき得なかっ
たのが実情であった。加えて政府はインドに関し
て数々の難題を抱え多くの批判に晒されていたの
で，この報告書によって更に窮地に立たされる64）

ことを控え，様々な政治的駆け引きの中で結局，
改革案は廃案となり，ナイチンゲール達の努力は
無に期したのである。
　1863年５月～10月のマクミランマガジンには
『インド人の死と生命』65），同年，８月15日付けの
ワンズ・ウィークには『フローレンス・ナイチン
ゲールの最新の慈善団体』66），という記事がそれ
ぞれ掲載された。インドにおける兵士の問題は感
染症であった。４つの感染症－すなわち発熱，赤
痢，肝臓病，コレラ等による死亡率は全インドで
並外れて高かった。当時のイギリスでは1,000人
につき10人は死亡していたが，インドでは1,000
人につき67人が死亡した。この67人の死亡のうち，
実に58人がこれらの４種類の病気からの死亡で
あった。そして，これら疾病の問題は全て温度，水，
腐敗物が原因であった67）。ナイチンゲールは「イ
ンドの水を調整するというこの偉大で絶対不可欠
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の事業は，今の時点でおそらく世界中で最も重要
な問題であろう。」68）と述べ，人々の精神面の進
歩は物質面の進歩に依存すると述べた。ナイチン
ゲールには人間がある程度貧困と欠乏の束縛から
解放されるにはそれ以外にないという考えがあっ
たからである。其の点では灌漑と密接な関係を有
している工業生産の問題があった。ナイチンゲー
ルは『インドにおける生と死』で，「低賃金労働，
廉価な動力と運賃，そして安価な食料を持ってイ
ンドでは，高価な工業生産，文明，日常生活等を
持ちうるだろうし，それら全部が，この世界を，
神が野獣よりも上で，ほんの少しだけ天使よりも
下に造り給もうた人間にとって生きる価値のある
ものにするのだ。」69）と結論づけている。
　インドにおける改革は絶望的かと思われた。と
ころが1863年11月になって，インドの総督が急遽
し，その後任にジョン・ロ－レンス卿70）が選任
された。彼は任地に赴任する前にナイチンゲール
に助言を求めてきた。ナイチンゲールは，全イン
ドの衛生問題を要約した文書をローレンス卿に提
供した。しかし，インドにおける衛生改革は彼の
熱意程には進展せず，業績ははかばかしくなかった。
　1865年，ロバート・コーネリア・ネピア卿71）

がマドラス総督に任命された。ナイチンゲールは
前任者のローレンス卿に助言したのと同じ提言を
ネピア卿にも成した。ネピア卿はナイチンゲール
の考えていたインド陸軍の衛生改革に非常に関心
を持ち，道路や学校の建設，下水設備や灌漑設備
の着工，刑務所や病院の改築等堅実に業績を上げ
た72）。気を強くしたナイチンゲールは，続けて中
断していた懸案事項，すなわち，病院に女性を導
入する件を英国陸軍看護婦規則に基づく『インド
の病院における看護システムについての助言』73）

をネピア卿に提示・提案した。
　提案された『インドの病院における看護システ
ムへの助言』はネピア卿夫人によって実行に移さ
れた。彼女の指導によって，インドの病院に女性
の看護師を導入する実験的な試みが実現されたの
である。ここにナイチンゲールの後押しでインド
の衛生問題の改革運動がはじまると共に，看護教
育に関しても，その基礎が出来上がろうとしてい
た。しかし，本国陸軍省とインド省との関係悪化
もあって，その改革は熾烈極まりないものがあった。
　本国とインド省との関係悪化に加え，ナイチン
ゲールの提唱する“新鮮な空気”と“陽光”，こ
の日常生活上の原則は，人々の健康維持に不可欠

な基本原則である。ゆえに，ナイチンゲールはク
リミアの兵士たちの健康問題改善に非常に効果的
であったことから，インドの衛生の改革でも本国
同様に提言をなした。しかし，この提言が逆に問
題視されたのだ。インドの常識では熱風を避ける
ために窓を締め切っている。インドの気候の特徴
である熱風の中で窓を開けるように提言したナイ
チンゲールは熱風の持つ意味を知らないというこ
とであった。
　同じくイギリスの植民地であったエジプトに内
乱が起きた時も同様にナイチンゲールは兵士に強
い関心を示した。1883年の『看護婦と見習い生へ
の書簡』に寄れば，エジプト勤務を志願した看護
師が目覚しく働いていること，エジプトから帰還
する歩兵連隊を25年ぶりに迎えに行ったことなど
が記述されている。ナイチンゲールこの兵士たち
を見たものは誰もが誇らしく感じたことでしょう
と述べ，「彼らの軍服はすり切れていて，しゃれ
てもいなければ気のきいたものでもなく，人目を
引くようなものでもなかったが，しかし，彼らは
きびきびしており，静かで，規律が身に備わって，
自分たちの成果を誇示するものはおりませんでし
た。」74）と述べた。そして，彼らが有する真実と
義務と忠実性においてこそが英国民の精神である
と述べ，見習い生達に謙遜を求めた。
　リットン・ストレイチー 75） の『Eminent 
Victorians（ヴィクトリア朝時代の偉人たち）』
には，ヘンリー・エドワード・マニング76）大司教，
トマス・アーノルド77），フローレンス・ナイチン
ゲール，最後は『ゴ－ドン将軍の最後（The end 
of General Gordon）』であり，ゴードン将軍その
人である。彼もまたイギリスの歴史に残る英雄で
あり，ナイチンゲールのクリミアでの働きに感銘
を受けた将軍であり，ストレイチーが格別に関心
を示した人物であった。
　ゴ－ドン将軍は名をチャールズ・ジョージ・
ゴードン78）と言い，クリミアに従軍した軍人で
ある。クリミア戦争後にインドに派遣され，さら
に中国赴任を経験した後に，エジプトのスーダン
に将軍として赴任した。彼は戦地に赴任する前に
ナイチンゲールを訪問している。「エジプトの内
乱で窮地に陥ったゴードン将軍は，本国へ応援を
要請するが，ウィリアム・エバント・グラッドス
トン79）率いる時の政府は経済的理由から，エジ
プトへの兵士派遣を渋った。援軍が到着する２日
前に起きた彼の壮絶な死は国民のみならず，ナイ
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チンゲールをも驚愕させるものがあった。ナイチ
ンゲールはゴードン将軍について「神と人との大
儀がかかっている場に臨んで，この上なく勇敢で
した。彼の勇気は孤高の境遇の中でかえって強ま
りました。」80）と述べた。

４）インドにおけるイギリス陸軍省の衛生問題改
革評価

　特にインドにおけるイギリス陸軍省の衛生問題
改革に関するナイチンゲール評価が辛らつなのは
ストレイチーである。つまり，ナイチンゲールの
提唱した“新鮮な空気”と“陽光”は人々の健康
維持に不可欠な日常生活上の基本原則である。ナ
イチンゲールはスクタリで新鮮な空気や陽光が，
病気の回復に効果的であることを経験した。そし
てそれは自分にとって充分に満足のいくもので
あった。インドにおける調査結果を分析した結果，
同様問題が存在したことを知ったナイチンゲール
は，クリミア従軍中に実際行った兵士たちの健康
問題改善をインドの衛生問題改革にも適用するよ
う提言した。
　ストレイチーは行動という言葉を使うならば，
恐らくナイチンゲールは全ての男性たちのように
経験主義者（Empiricist）であったと評価した。
そしてむなしいことにナイチンゲールは簡単に人
の言葉を信用しない人であり，ただ彼女自身が経
験で得たことのみを一つの価値として信じたと述
べている。そこに見えない生物が存在していると
は考えても見ない。ストレイチーはそうしたこと
が何か原則的なことに基づいているのではない
か，何か原則的な原因があるのではないかといっ
た事も一切考えてみなかったと述べている。
　ストレイチーは持論の妥当性としてナイチン
ゲールが，ルイス・パスツール81）やジョセフ・
リスター 82）の発見が後年発表されても，決して
それらの論文を読まず，あまつさえ，彼等のこと
を“病原菌狂信者”（Germ Fetish）として彼ら
を取り扱ったと述べている。パスツールはフラン
スの細菌学者である。彼は“近代細菌学の父”と
呼ばれ，ロベルト・コッホ83）の研究を発展させ，
ワクチンによる予防接種を創始した。又，肺炎菌
やレンサ菌の発見も彼の業績である。リスターは
“近代外科学の父”と呼ばれ，石炭酸を消毒液に
使って外科手術法を開拓し，術後の感染防止に貢
献した。ストレイチーはナイチンゲールが両者の
業績を認めず，彼等のことを“病原菌狂信者”の

烙印を押してしまったことを辛らつに非難した。
彼はナイチンゲールが病原菌と感染とを関連付け
て考えようともしなかったことを非難しながら，
目に見えるもの以外，何も信じない単純な人間で
あると批判した。しかし，ナイチンゲールはアメ
リカ統計協会の名誉会員になり，統計分野におけ
る国際的栄誉を受けている。その見識からハウ博
士の統計の甘さを指摘し，彼らの方法は伝統的で
あると書くほどに，卓越した疫学的感覚の持ち主
であったろう。彼女は原因と結果の関係において
一方があがるか下がるかすれば，他方の結果も変
化すると，物事の因果関係について論じている。
したがって，ナイチンゲールが決して，目に見え
るもの以外，何も信じない単純な人間であったと
は言い難い。ナイチンゲールほどに自然科学上の
現象を，原因と結果との関係で捉えようとした者
はいなかったであろう。
　インドにおける衛生問題は本国におけるものよ
りはるかに深刻なものであるが，総じてその必要
性はイギリスと変わらない。新鮮な空気が病人に
良い結果をもたらすことを経験したナイチンゲー
ルはインドの衛生問題について，内容的にほぼイ
ギリスと同様の提言をしている。しかし，現地の
実情にあわせて考慮するようにとも提言してい
る。従って，ストレイチーが述べたように単にナ
イチンゲールが持論を強要したとは考えられな
い。ナイチンゲールの指導を受けて，現地で，衛
生状態の改善を為した実質的人物が，現地の実情
を配慮せず，とおり一遍に実践しようとしたとこ
ろに問題があったのかも知れない。現地特有の宗
教的感覚もさることながら，女性がおおっぴらに
陽光を浴びて生活することが制限されているとい
うこともあって，看護師として社会で活動するこ
とは認められないことであったろう。カースト制
度の厳しい社会ではヨーロッパ以上に決められた
規範の中で生きていくことが，男女いずれにおい
ても重要な思想であったと思われる。
　1898年にナイチンゲールのもとに，インドのイ
スラム教徒の最高指導者アガ・カーン84）が訪れ
ている。ナイチンゲールは公衆衛生という側面に
おいて，都市と田舎にどのような変化が生じたか
を説明したが，彼はあまり，理解しなかったよう
だ。逆にナイチンゲールはアガ・カーンから「あ
なた自身は進歩したのか？」85）と質問され，答え
に窮したと記述されている。アガ・カーンにとっ
ての進歩は，神を一層信じるようになることで
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あった。ナイチンゲールは彼が衛生問題よりも神
への信仰心により強い関心を持っていたと述べて
いる。ナイチンゲールは彼に対し，「彼はとびっ
きり魅力的な人物であるが，およそ，衛生という
概念を教え込むことは不可能である。」86）との結
論に至ったようである。文化という意味で大きく
遅れをとっていた東洋の一地域であるインドは，
インド独自の宗教的価値観があり，わが国同様，
科学的思考が根付くには困難な土壌にあったので
あろう。カースト制度の中で翻弄された一人の女
性の生々しい生き様は『女盗賊プーラン』87）の中
に顕著である。多少，脚色があるにしてもプーラ
ン自身の自叙伝であり，本人自身が認めている著
作であることから，記述された内容は多少誇張が
あったにしても，ほぼ事実に基づいていたと考え
られる。

■　ナイチンゲール改革のアメリカへの影響

　1776年，アメリカはイギリスからの独立を宣言
した。1783年にイギリスはパリ条約に調印し，ア
メリカの独立を承認した。しかし，アメリカは独
立後も政治形態，教育，思想面では常にヨーロッ
パに目を向けており，特にイギリスとは親密な関
係を維持した。クリミア戦争終結後の1861年，ア
メリカで内乱が起きた。それは奴隷問題を焦点と
する南北対立の中で，南部十一州が連邦を脱退し
て，アメリカ南部連合を結成し，連邦側はそれを
阻止し，連邦を守ろうとしたもので南北戦争とよ
ばれた88）。南北戦争は1850年にストウ夫人が著し
た『アンクルトムの小屋』を契機に始まった奴隷
解放運動の決着をも意味した。北軍のリーダーは
エイブラハム・リンカーン89）である。
　アメリカで起きた奴隷解放運動は，イギリスで
は早くから思想家達を中心に展開されていた。ナ
イチンゲールの極身近には母方の祖父ウィリア
ム・スミス90）も政治家として活動する一方，奴
隷解放主義者としても知られている。イギリスに
おける博愛主義運動の一貫である奴隷解放運動，
貧民救済運動はアメリカにもたらされ，これがハ
リエット・ピッチャー・ストウ91）達の運動とし
て発展したものである。ストウ夫人の兄弟である
ヘンリー・ウォード・ピッチャーは牧師として集
会に参加した人々に政府の病院や戦場に行って傷
病兵のケアをするよう懇願したりしている92）。ナイ
チンゲールも著作『看護婦と見習い生への書簡』93）

の中で，ストウ夫人との交流の事実を述べ，ユー
ナの運動94）を展開しましょうと見習い生達に投
げかけている。南北戦争中，献身的なシスターや
ボランティア達の活動によって傷病兵の看護が成
されていた。この中にはクララ・バートン95）の
名前も発見する。
　南北戦争の際，ワシントンの陸軍省よりナイチ
ンゲールに対して，病院の組織と負傷兵の看護に
ついてアドバイスを求めてきた。ナイチンゲール
が成した兵士たちの為の改革を好ましく受け止め
たのはアメリカ国民とアメリカ陸軍省であった。
ナイチンゲールのクリミアにおける兵士の状況改
善に関する記事は，マーティノウを通じてアメリ
カに配信されていたのである。イギリスにおける
ナイチンゲールの看護教育はアメリカ女性達の関
心事であり，提言や論文の内容は彼女たちにも良
く読まれていたようだ。実際，ナイチンゲールは
王立委員会で証言した文書をアメリカに送ってい
る96）。
　1861年９月20日付のマーティノウからナイチン
ゲールに宛てた手紙によれば，彼女たち二人の共
同の仕事『イングランドおよび彼女の兵士たち
（England and her Soldiers）』はアメリカの医学
雑誌に掲載され，繰り返し読まれているとのこと
であった97）。実際，アメリカの戦争大臣私設秘書
であるサイモン・キャメロン（Simon Cameron）
からナイチンゲールに宛てた手紙には，ナイチン
ゲールの文書が非常に熱烈に受け入れられた98）

と記述されている。これらはナイチンゲールがク
リミア従軍中に実践した看護システムが，アメリ
カに大層熱烈に受け入れられたことを示してい
る。『看護・医療の歴史』によれば，この南北戦
争の際に陸軍看護婦部隊の編成補充の権限と資格
が与えられたのはドロティア・リンド・ディクス99）

である。1861年６月10日付けで陸軍大臣から陸軍
看護婦部隊の編成補充の権限と資格が与えられた
との記述がなされている100）。ディクスはこの年，
59歳であった。
　ディクスは精神障害者の改善に精力的に取り組
んだ女性として有名である。ディクスの精神障害
者の改善に対する取り組みについては筆者も『明
治時代における我が国の近代的精神医療の萌芽と
挫折に関する歴史的考察－精神病院設立経緯と精
神障害者看護に焦点を当てて－』101）で報告した。
ディクスの個人史『ドロティア・リンド・ディク
スの生涯（Life of Dorothea Lynde Dix）』102）には，
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ディクスが二度ほどイギリスを訪問した事実が述
べられているが，直接ナイチンゲールと連絡を取
り合ったという事実は，発見できない。むしろ，
ディクスの精神障害者の改善に対する取り組みの
方が大きい。『リーダース・ダイジェスト』103）に
も“ここ300年間にアメリカが生んだ恐らく尤も
卓越した女性，“狂人病院の天使”という見出し
でその業績が紹介されている。また，マーティノ
ウもナイチンゲールへの手紙でディクスについて
触れ，精神障害者のケアをしている女性であると
説明を加えると同時に，アメリカ人の素晴らしい
感性について触れつつ，ディクスについて大きな
エネルギーを有した女性である104）と評価してい
る。
　ディクスの部隊で看護に当たったジョージア
ナ・ウールセイ105）は，1864年に「初めから見て
いない人には，これらの看護女性がどんなに多く
の反対と悪意，そして薄情に耐えねばならなかっ
たかを分かる人はいるまい」106）と述べ，いかに軍
医たちの荒々しさに耐え，障害を克服しなければ
ならなかったかについて述べている。南北戦争中
に従軍した女性達も，ナイチンゲールがクリミア
戦争で経験したような問題に直面したことにな
る。軍医たちによる劣悪な看護体制がそこには
あった。アメリカもまた，この戦争の経験を通し
て，平時から女性達に看護に関する教育をするこ
との必要性を感じ，その事によってより良い看護
が実践されるというナイチンゲールの考え方を理
解するに至ったのであろう。すなわち，アメリカ
女性達も戦争の経験から学習したのである。
　この南北戦争の経験を契機に1871年，雑誌『レ
ディー・ナース』に看護婦は専門的知識を基に，
十分検討したプログラム下で教育される必要があ
るとの記事が載った107）。1872年，ボストン，ニュー
イングランド病院に初めて１年コースの看護婦養
成学校ができた。この翌1873年，ボストン，ニュー
イングランド病院の看護婦養成所は第一回目の卒
業生を出した。この中にリンダ・リチャーズ108）

がいた。リチャーズはわが国の初期の看護教育に
大きな貢献を与えてくれた女性である。以降，ア
メリカでは３つの看護婦養成学校が設立され，正
式にナイチンゲール方式による看護教育が始まっ
た。

■　おわりに

　本稿では主としてナイチンゲールが実践したイ
ギリス陸軍省の改革に焦点を当てた。その改革に
見る限り，ナイチンゲールの行為の源としての思
想には人間存在に関わる一般原則があった。それ
は人々が日常行っている健康的な生活は，兵士た
ちが生活する戦地においても維持されなければな
らないという原則である。それは，人の生存に関
わる問題であり，最も尊重されなければならない
基本的人権である。国のために戦う兵士たちの戦
地における衛生問題の責務を担うのは国家であ
り，イギリス陸軍省である。
　現地特有の季節や気候によって衣服を調整し，
体温を一定に保とうとする働きは自宅にいる全て
の人が自発的に行うのと同様に，バラックでの生
活であれ，野営地であれ，それは維持されなけれ
ばならない。ゆえに，外地の気候の暑さや寒さか
ら来る様ざまな危険を回避する為の手段を講じる
のは軍関係者の当然の責務であった。陸軍の医療
体制の崩壊，それが多くの兵士の命を奪い，兵士
たちの道徳性の退廃と崩壊につながったのであ
る。医療体制が十分に整備されていれば予防でき
た兵士たちの人命であり，その整備を怠ったイギ
リス陸軍省の責任，それは明らかに人災であっ
た。クリミア戦争における残酷で悲惨な現実を経
験したナイチンゲールは現地の混沌とした状況か
ら秩序を取り戻した経験をし，陸軍の改革という
実際的な行動に出たのであった。
　インドにおける衛生問題は本国におけるものよ
りはるかに深刻なものであるが，総じてその必要
性はイギリスと変わらない。新鮮な空気が病人に
良い結果をもたらすことを経験したナイチンゲー
ルはインドの衛生問題について，内容的にほぼイ
ギリスと同様の提言をなした。しかし，この提言
は，ナイチンゲールの無知さがもたらしたもので
あるとストレイチーは評価した。彼によれば，そ
の国土特有の熱風に対するナイチンゲールの無配
慮は，ナイチンゲールが，その経験だけを頼りに
理論を展開したのであり，インドにおける彼女の
教訓はその極致であると述べている。
　しかし，ナイチンゲールは統計分野における国
際的栄誉を受けているほどに，その見識からすれ
ば卓越した疫学的感覚の持ち主であろう。インド
における調査結果の緻密な分析から得られた提言
は，観察で得られた現象も含め，原因と結果の関
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係において述べていることから，ナイチンゲール
が決して，目に見えるもの以外，何も信じない単
純な人間であったとは言い難い。逆に，ナイチン
ゲールほどに自然科学上の現象を，原因と結果と
の関係で捉えようとした者はいなかったであろう。
　ストレイチーは行動という言葉を使うならば，
恐らくナイチンゲールは偉大な男性たちのよう
に，いや，全ての男性たちのように経験主義者で
あったと評価した。経験主義者を見下して評価し
たのかは推測の域に過ぎない。一般に哲学が経験
を超越する理性とか論理性を根本原理とするのに
引き換え，経験の哲学（Empirical Philosophy）
では，あくまでも経験に根拠を求め，全ての知識
が経験的起源より発生したものであることを主張
する哲学である。つまり，経験主義者とはそうし
た立場で学究する人のことを言う。
　イギリスにおける宗教的・社会的・政治的変動
がプラトン主義の復活を促した。べーコンに代表
される経験論的認識論は人間理性の働きに基づく
ものである。ロックの哲学は経験論的認識論の立
場であるが，この立場である合理主義的思考が，
哲学の分野から自然科学の分野に広がるにつれ
て，伝統や宗教的制約から脱却して個人の合理的
主知主義的判断に基づく自由の要求が高まった。
ナイチンゲールは特にギリシャの歴史や哲学に造
詣が深かったと考えられるのは，彼女がジョウ
エットと神秘主義とプラトンのイデア論109）との
合体論の正当性等について語り合ったとされてい
ることである。さらには，ナイチンゲールがクリ

ミア従軍中の兵士の衛生問題改善では個人の生き
方の問題もさることながら，特に国家の責務とい
う点からの主張がイギリス陸軍省の改革につな
がっていると考えられる。「ある一つの階層だけ
が特別に幸福になるように，というのではなく，
国の全体ができるだけ幸福になるように」110）と述
べるプラトンの理想国家のあり方と類似の思想を
ナイチンゲールにも見出すことができる。
　プラトンは著『国家』111）で，理想国家の成員は
三つの階級に区分されなければならないと述べて
いる。その三つの階級とは統治者，戦士，普通の
人である。この三つの階級を金・銀・銅に大別し
た。まず，第一に政治に関わる国家統治者は最も
善なる人々でありこれは金の資質，防衛に関わる
戦士は銀の資質，最後に普通の人は銅である。こ
れらの区分から考えると兵士は統治者を助け国防
に当たる銀の資質のものである。特に兵士の衛生
問題改善で論ずるならば，ナイチンゲールが格別
に兵士を大切に考えているように見受けられるの
は，何人にも生存権，つまりは基本的人権が有る
との問題も含め，特に国家の為に命をささげる覚
悟の兵士達の処遇に対する統治者の徳の問題を論
じたかったと考える。統治者の徳は智恵であり，
戦死の徳は勇気であり，普通人の徳は節制であ
る。国家が正しく運営されてはじめて，それに属
する各個人の徳も正しいものになるのである。ナ
イチンゲールは，イギリス国民それぞれが己に課
せられた徳を実践することで，全体としての徳つ
まり公正が実現されるとしたプラトンの国家論の

フローレンス・ナイチンゲールの銅像　　 　
（トラファルガー広場近くの交差点）筆者撮影

戦争大臣　シドニー・ハーバートの銅像
（左記ナイチンゲール銅像隣）筆者撮影　
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思想にも影響を受けているのではないかと考えら
れるのである。
　そして，イギリス経験論を引き継ぎ，現象学的
側面を有するのがプラグマティズム（Pragmatism）
である。アメリカのジョン・デューイ112）等はこ
の立場である。彼らはナイチンゲール以降の，し
かもアメリカで発展した思想ではあるが多くの点
でナイチンゲールとの一致点を見出す。その思想
は総じて，実践的な行動が科学的であるというこ
とである。ある対象に関して私達の思考を完全に
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，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
るから，精神は社会過程を前提とする。人間は経
験（学習）から学習するのであるから，思考態度
を持つように個人に働きかけることが，思考の訓
練であり，それが学習であるということになる。
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。
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108）リンダ・リチャーズ；（Linde Richards 1841-1930）；ボストン市立病院の看護婦であった．看護を

習おうと病院にいったが，その内容に失望し，再度教育を受けることを決意，1872年に一年課程の
ニュー・イングランド病院付属看護婦養成所に入学した，卒業後，ベルビュー病院の夜間監督者の
仕事をしていたが，ボストン養成学校設立にいたって，そこの校長として赴任した．その後に，日
本からの看護婦の教育者としての要請に応じた．

109）イデア論（idea）；プラトン哲学の中心概念で理性によってのみ認識される実在．価値判断の基準
となる．近世以降，観念，または理念の意となる．

110）プラトン著，藤沢令夫訳；国家論上，pp.291-292，岩波文庫，2010．
111）プラトン著，藤沢令夫訳；国家論上・下，岩波文庫，2010．
112）ジョン・デューイ（John Dewey 1859-1952）アメリカの哲学者．プラグマティズムの大成者．新

しい行動的ヒューマニズムによって，進歩主義教育の創始者となる．ヴァーモント大学を卒業，ジョ
ンス・ホプキンス大学で学位を取り，シカゴ大学，コロンビア大学の主任教授としてアメリカの哲
学界のみならず，思想界全体を指導した．彼の哲学の根本特色は，哲学的真理を知ることが生きる
ことの最高の意義であると考え方，古代，中世を通じて西欧を支配した主知主義的伝統，哲学の有
閑階級的伝統からの決別を意味すると同時に知ることを科学に結びつけることによって，社会と人
生のうちに知識を生かそうとする合理主義的立場の再建を意味する．
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