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Abstract 

Samuel Bamford， though known for most of his life as a radical， left valuable materials that also describe the 

life of a man of letters. Working as a weaver， and occasionaIly as a warehouse man， he became aware of the 

writings， and radical views of Cobbett， which consequ巴ntlyled to his involvement with the Peter100 Massacre， 

one of his most significant moments in his life. The purpose of this article is， placing emphasis on the case， to 

provide a brief overview of Samuel Bamford's life from a political point of view. 
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サミュエル・パムフォード，ピータールー虐殺，ウィリアム・コベット，へンリー・ハント. 19世

紀初頭イギリス労働者文学

1. Samuel Bamford 

The Dictionary of National Biography には、 Samuel

Bamfordについて以下のような記述がある。

BAMFORD， SAMUEL (1788-1872)， weaver and poet， at 

Middleton， Lancashire， on 28 Feb. 1788， was the son of an 

operative muslin weaver， afterwards governor of the 

Salford workhouse. He was sent to the Middleton and the 

Manchester grammar school. He learned weaving， and 

was subsequent1y occupied as a warehouseman in 

Manchester. While thus employed he made an accidental 

acquaintance with Homer's‘Iliad' and with the poems of 

Milton， and his life was thenceforward marked with a 

passionate taste for poetry， which brought forth fruit in the 

shape of several crude productions of his own 1 

Samuelは地元の学校に通い、織物製造に携わり、職を得

る。そして、労働者でありながらも、彼は Homerの Iliad

や Miltonの詩という、いわゆる「文学Jに運良く出会う

ことが出来たのである。“crude"という表現に関しては議論

の余地があるが、いずれにせよ、文学との出会いが彼の

様々な活動や著作に少なからず影響を与えている。

後世における彼の著作の評価については、それに関する

研究や論文が比較的少ないという事実からも容易に想像で

きるが、総じてよいとは言い難い。彼の著作の評価に関す

る、典型的な例を紹介する。

It was not common for a working man to write his 

autobiography during the nineteenth century. About sixty 

are known to have surviv巴dof men whose lives cover 

some part of the period up to 1850s， ranging in length 

from abbreviated memories in radical journals and brief 

autobiographical introductions to volumes of poetry， to 

fuIl length life histories such as those of Samuel Bamford 

and Thomas Cooper which have rightly taken their place 

as minor c1assics of Victorian literature.2 

労働者が自叙伝を書くことは稀であったという事実はさて

おき、特に“minorclassics"という表現に注目したい。但し、

これは上記の著者の個人的な意見というよりもむしろ、

Bamfordに関するこれまでの一般的な評価だと捉えるべき

だろう。しかしその一方で、 E.P. Thompsonが対照的な評

価をしていることは注目に値する:“明le‘sensibleand 

modest man from Middleton' was Samuel Bamford， the weaver 

and-when every criticism has been madeーthe greatest 

chronicler of early 19th-century Radicalism.，，3ηlOmpsonは

Bamford を“thegreatest chronicler of early 19thーcnetury

Radicalism"という表現で賞賛しており、その価値を認めて



26 呉工業高等専門学校研究報告 第66号(2004)

いる。また、別の機会には、“SamuelBamford's Passages in 

the L砕 ofa Radical (Heywood， 1841)， and Wil1iam Lovett's 

L砕 andStruggles in Pursuit of Bread， Knowledge， and Freedom 

(1876)-both of which have appeared in subsequent editions-

are essential reading for any Englishman.，，4 という彼の言葉

からも分かるように了 Bamfordの著作の一つである

Passagesはイギリス人にとって“essentialreading"であると

まで言い切っている。因みに、 WiJliamMatthewsが編纂し

た 1951以前の自叙伝リストに Bamfordは以下のような表

現で掲載されている:“BAMFORD，Samuel. Passages in tbe 

L砕 (1844);Early Days (1859). Education; middle-cJass life in 

Lancashire; weaving; Corn Law riots; work as agitator， poet & 

joumalist; imprisonment; Iife of a radical; good."s ここで用い

られている、“middle-cJassIife"や“workas agitator"という認

識については解釈が分かれる所であろうが、いずれにせよ、

彼の自叙伝が当時の状況を知る上で貴重な資料であるとい

う見方に異論はないであろう o

Bamfordは自叙伝だけではなく、刀le砂匂averBoy(1819)や

Home今Rhymes(1843)といった詩作も出版しているが、ここ

では彼の自叙伝を中心に、労働者文学という視点から彼の

半生、とりわけ彼の人生の転機となったある事件までを追

ってみる。

11 .労働者と文学

Bamfordの著作の具体的な検証に入る前に、 19世紀初頭

における労働者と文学との関わりについて少々説明が必要

であろう。当時のイギリス文学界は、いわゆる上流階級

(upper cJass)に支配されていたことは言うまでもない。特に、

貸馬車屋の息子として生まれ、医者ではなく薬剤師の訓練

を受けた JohnKeats (1795-1821)の詩に対して、当時の Tory

党系文芸雑誌が展開した数々の辛練な批評は有名であり、

George Chapman (1559?-1634)の翻訳でしか Homerを読むこ

とができなかった、つまりギリシャ語(そしてラテン語)

を知らない中流階級(middlecJass)には詩人の資格はない、

と彼らは K巴atsの詩を徹底的こき下ろした。そのような抑

圧を受けていた当時の状況下において、ここでは日常生活

における文学の役割について概観する。

そもそも一般の労働者が文学に接するには、大きく二つ

の問題が生ずる。一つは、金銭的なものである。書物や刊

行誌等を自由に手にすることができる裕福な人々とは状況

が異なることは想像に難くない。さらには、個人差もあろ

うが、リテラシーの問題がある。そのような制限された自

由の中で、当時の人々の教養は上流階級のそれと較べて劣

っていたのかと言えば、必ずしもそうとは言い切れないよ

うである。当時のいわゆる“gentJemen"よりも遥かに

Shakespeareや Miltonに精通した労働者の話や、仕事前に

Shakespeareをみんなで読むために毎朝早起きするという

女性工員らの話、 ShakespeareのCambridge版を作成する編

者に有益な注を送ったという真鍛職人の話、さらには

Shakespeareの知識が豊富な肉屋の話等、当時その類の逸

話は数多く存在したようである。 6 そして、記録に留め

られているこれら以外にも同様の事例は多数存在したと考

えることは自然であろう。

111. Bamfordと文学

大雑把ではあるが、以上のような当時の状況下における

当時のイギリス社会について、“weaverpoet"と呼ばれた

Bamfordの著作を例にとり、労働者と文学との関わりを考

察する。彼の自叙伝からその一端を垣間見ることができる。

As spring and autumn were our only really busy seasons， 1 

had occasionally， during other parts of the year， 

considerable leisure， which， if 1 could procure a book that 

1 considered at all worth the reading， was spent with such 

book at my desk， in the little recess of the packing room. 

Here， therefore， 1 had opportunities for reading many 

books of which 1 had only heard the names before， such as 

Robertson's history of Scotland， Goldsmith's history of 

England， Rollin's ancient history， Hume's decline and fall 

of the Roman Empire， Anachaises' travels in Greece; and 

many other works on travels， geography， and antiquities. 1 

also enlarged my acquaintance with English literature， 

read Johnson's Lives of the Poets， and， as a consequence， 

many of their productions also. Macpherson's Ossian， 

whilst it gave me a glimpse of our most ancient lore， 

interested my feelings and absorbed my attention. 1 also 

bent my thoughts on more practical studies， and at one 

time had nearly the whole of Lindley Murray's Grammar 

stored in my memory， although 1 never so far benefited by 

it as to become ready at parsing. A publication of a 

different description also fell in my way. Mr. Hole was a 

reader of Cobbett's Weekly Register， and as 1 constantly 

saw the tract Iying on the desk at the beginning of the 

week， 1 at length read it， and found within its pages far 

more matter for reflection than， from its unattractive title 

and appearance， 1 had expected to find there.7 

以上のような 1808年頃の回想録から、普段の仕事をこな

しながらも仕事場の片隅にある机に向かつて、空き時間を

見つけては読書に没頭する Bamfordの姿が容易に想像でき

る。文学だけにとどまらず、様々な歴史書など Bamfordは

かなり広範囲な読書をしていたことも読み取れる。

さらに、 Bamfordは当時の読書の習慣について以下のよ

うに描写している。

1 thenceforce became as constant a reader of Cobbett's 

writings as was my master himself， and was soon， 
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probably， a mor巴ardentadmirer of this doctrines than was 

my employer. As 1 generally attended the counting house 

when the book keeper and salesman were absent-unless 

called out by other employment-I had many 

opportunities for these perusals. 1 seldom indeed failed to 

examine whatever bOOK 1 found upon the desk， and if 1 

happened to be left to lock up at noon-which would 

sometimes be the case-I would hasten to the next shop 

and buy a cold lunch for dinner， thence return to the 

warehouse and lock myself in， that 1 might have an 

opportunity for examining some book which had attracted 

my attention. And in this way， during nearly all the four 

years which 1 passed in the employ of this firm， 1 

continued to examine or to read every book which fel1 in 

my way， or which 1 could r巴adilyprocure.8 

ここでは、先の引用よりもさらに具体的に、どれほどの情

熱を持って読書の時間を獲得していたかが記されている。

そして、さらに注目すべきは、上記のどちらの引用にも見

られる Cobbettという人物である。

N. Cobbettとの出会い

先の引用より明らかなことは、 Bamfordが(雇い主であ

る)George Hole氏の“Cobbett'sWeekly Register"を毎週読み、

期待以上の内容を得ていたという事実である。“Cobbett's

Weekly Register"とは、 Cobbett'sWeekly Political Registerと

して知られており、滞在先のアメリカから l帰国した

William Cobbett (1763-1835)がその数年後の 1802年に創刊

したもので、当時の労働者に最も多く読まれた新聞の一つ

である。因みに創刊当初は Tory的な思想を展開していた

が、数年後には完全に“radical"な路線に転向している。ま

た、文脈からも分かるように、 Cobbettの radicalな思想に

Bamfordが多大な共感を覚えたであろうことは容易に想像

できる。

その Cobbettと彼の PoliticalRegisterに関連して、

刊 ompsonは以下のように述べている。

Cobbett throws his influence across the years from the end 

of the Wars until the passing of the Reform BiIl. To say 

that he was in no sense a systematic thinker is not so[to] 

say that his was not a serious inteIlectual influence. It was 

Cobbett who created this Radical intellectual culture， not 

because he offered its most original ideas， but in the sense 

that he found the tone， they style， and the arguments 

which could bring the weaver， the schoolmaster， and the 

shipwright， into a common discourse. Out of the diversity 

of grievances and interests he brought a Radical consensus. 

His Political Registers were like a circulating medium 

which provided a common means of exchange between 

the experiences of m巴nofwidely differing attainments.9 

Thompsonは、 Cobbettこそが“Radicalintellectual culture"を

作り出した人物であり、労働者という共同体をある共通の

言説、彼がここで“aRadical consensus"と呼ぶ共同の認識に

導いたという点で高い評価を与えていることが伺える。そ

して、彼の PoliticalRegisterは、知識的にも経験的にも多

種多様な背景を持った労働者に対して、ある共通した思想

や理念を広く提供する重要な役割を演じていたのである。

Bamfordと Cobbettとの関係について、ある書簡の中で

Bamfordは後に以下のような体験を報告している:“In

1817，1 attended a meeting of delegates at 1ρndon， and won over 

the powerful advocacy of Mr Cobbett to suffrage at 21 years of 

age， he having previously pleaded for household suffrage 

only." 10 これは、 1817年 1月、下院 (Houseof 

Commons)に提出する議案について話し合うためにロンド

ンで開催された集会の記録であり、当時彼は Middletonの

代表として参加していた。この集会の議長は Francis

Burdett(1770-1844 )で、当時としては珍しく議会改革の推進

を支持し、Whig党にも Tory党にも属していなかった人物

である(しかし後に変節し Toryに入党する)。文面から

も明らかなように、当時話題の中心となっていた選挙権の

あり方について、 Bamfordが自らの意見で Cobbettを説き

伏せたというものである。

この同じ集会での Cobbettとのやりとりについても自伝

でさらに詳しく記述している。

...a resolution was introduced and supported by Cobbett， 

limiting the suf合ageto hous巴holders.This was opposed 

by many and especially by the delegates from the 

manufacturing district. ... Cobbett advocated the restricted 

measure， scarcely in earnest， and weakly， and alleging the 

impracticability of universal suffrage. The discussion 

proceeded for some time and no one grappled the 

objection; until， fearing the resolution would be adopted， 1 

in a few words explained how universal suffrage might be 

carried into effect， by taking the voters from the Militia 

list， or others made on the same plan. Hunt took up the 

idea， in a way which 1 thought rather annoyed Cobbett， 

who at length arose， and expressed his conviction of its 

practicability， giving me aIl the merit of his conversion. 

Resolutions in favour of universal suffrage and annual 

parliaments were thereupon carried.. ..11 

引用の“takingthe voters from the Militia list"という表現から

明らかなように、彼の具体的な提案の内容は、“universal

suffrage"実現のために“theMilitia list"を根拠として投票権

を与えるという提案であり、 Cobbettも自分の主張を取り

下げBamfordの案を支持したということである。
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また彼は、この集会で議決された内容について、別の機

会に以下のように説明している。

On the first of January， 1817， a meeting of delegates from 

twenty-one petitioning bodies， was held in our chapel， 

when resolutions were passed decIaratory of the right of 

every male to vote， who paid taxes; that males of eighteen 

should be eligible to vote; that parliaments should be 

elected annually; that no placeman or pensioner should sit 

in parliament; that every twenty thousand inhabitants 

should send a member of the house of commons; and that 

talent， and virtue， were the only qualifications necessa!y. 

Such were the moderate views and wishes of the 

reformers in those days， as compared with the present: the 

ballot was not insisted upon as a part of reform. 

Concerning our whole energy for the obtainment of 

annual parliaments and universal suffrage， we neither 

interfered with the house of lords; not the bench of 

bishops; not the working of factories; nor the corn laws; 

not the payment of members; nor tithes; nor church rates; 

nor a score of other matters， which in these days have 

been pressed forward with the effect of distracting the 

attention， and weakening the exertions of reformers;ー-any

one， or all of which matt巴rswould be far more likely to 

succeed with a house of commons elected on the suffrage 

we cIaimed， than with one returned as at present.12 

当時の状況を振り返る Bamfordらの議会改革に関する主張

は、概して“moderate"であったと考えている。しかしなが

ら、皮肉にもその後実際に制定されたのは有名な 1832年

の ReformBill (Act)であって、確かに腐敗選挙区(“rotten

boroughs")が廃止され、 ManchesterやLeeds等の新興産業

都市に議席が確保されるなど、一定の改革は見られるもの

の、 universalsu百rageを主張する彼ら (Bamfordを除い

て)が満足できる結果ではなかったことは明らかである。

V. ピータールー虐殺とその後

1817年の 1月の集会で重要な役割を演じた Bamfordは、

1819年 8月 16目、マンチェスターの St.Peter's Fieldで勃

発した、通称“Peter100Massacre" ピータールー虐殺)と

呼ばれる事件でさらにその名が知られるようになる。因み

に、“Peter1oo"という名称は、“Water1oo"と“St.Peter's Field" 

から作られたものである。この事件の主な経緯はこうであ

る。議会改革を求めて広場に集まった数万人の群集に対し

て、増大する参加者に不安を募らせた治安判事らが、集会

の首謀者 HenryHunt (通称‘Orator'Hunt)とその他の中心

人物を逮捕するべく、兵を派遣して制圧し、その結果十数

名が死亡、数百名が負傷したというものである。その集会

に Bamford自身も民衆を率いて参加しており、平和的な集

会の開催を試みたにもかかわらず、違法な旗を掲げて違法

な集会で群集の不安を増大させたという罪で有罪判決を受

け、 1年間拘置されることになる。 13 因みに、 Bamfordと

同じくその集会の首謀者として起訴されていた“Orator'

Huntは、 2年半の禁固を言い渡されている。また、

Bamfordは、自叙伝において、その経緯、特に逮捕時の様

子などを韻文で描写している。 14 裁判において、特に何

の暴力行為もなく、また違法行為も見られないという裁判

官の見解にもかかわらず、結果的に彼は有罪判決を受ける。

以下はその陪審員に関する記述である。

During the whole of the ten days' investigation， 1 did not 

observe that any one of the jury took a single note of the 

evidence， or that they indicated by the action of a single 

muscIe of countenance， that any impression was made on 

their minds. They sat motionless， and like men who were 

asleep with their eyes open; and it was cIear， from the 

bungling form in which they presented their first verdict， 

that they had agreed upon it from a vague recollection of 

some points in evidence， and a cIumsy misapplication of 

the counts in the indictment.15 

Bamfordを有罪に導いた陪審員の様子について、彼は怒り

を込めて裁判の様子を描写していることが伺え、その判断

がいかに不当であったかを訴えている。

この事件に関する人々の関心は高く、当時イタリアに滞

在していた P.B. Shel1ey (1792-1822)は、このような悲惨な

事件に心を痛め、一種の民衆弾圧とも思われる一連の行動

に対して“ηleMask of Anarchy: Written on the Occasion of the 

Massacre at Manchester"という詩をもって非難したことは有

名である。しかしその一方、このようなデモに危機感を抱

いた 1ρrdLive中001(1770-1828)と中心とする Tory党は、有

罪となった指導者たちへの同情の声とは真っ向から対立す

る形で、すぐさま“SixActs"と呼ばれる法案を可決したこ

とは言うまでもない。それは、“radical"な新聞の発行や集

会を封じ込めるためのものであり、イギリス社会は時代の

流れとは逆行するような形で保守的な傾向を強めていくこ

とになる。

最後に、蛇足ではあるが、上記の有罪判決に伴い

Lincoln Castleで牢獄での生活を送る Bamfordが描いた、牢

獄内部の様子を紹介する。

We mounted two heights of stone st巴ps，and our rooms 

were the first two on the right hand. Our day room was a 

very good apartment， with fire-place， table， chairs， and 

every requisite; lofty over head， a smooth floor of 

hardened mortar or composition， and a sash window， with 

a strong grating of iron before it. Our bed-room was the 

next to it， and of the same dimensions. In it were two good 

cIean beds， a table， some chairs， and 1 think， a cupboard or 

two， for cIothes or other articIes. The rooms were 
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remarkably c1ean， airy， and agreeable， and we e事pressed

more than satisfaction， thankfulness， for the indulgent 

feeling which had assigned us such comfortable 

quarters.16 

“good"や“clean"という言葉が強調されていることからも明

らかなように、彼の牢歎での生活は彼が思っていた以上に

快適であったようだ。また、食事が与えられないことはほ

とんどなく、現地の治安判事がわざわざ出向いてきて、不

満がないか等を聞きに来たという。 17 書簡等のやりとり

については、以下のような記述がある。

1 was in a habit of rec巴ivinga considerable numb旬、of

letters， newspapers， and pamphlets-perhaps four or five 
where Healey received one. Letters of a general nature 1 

read to him， those of a private nature 1 of course did not. 

Letters containing money for myself 1 sometimes read to 

him， and sometimes did not， as 1 judged most proper; 

those with money for both of us were open to both， and 

when 1 divided the money， 1 always took his receipt for it， 

giving him mine when he had to pay.18 

友人との書簡のやりとりが多かったこと、また金銭的な援

助を定期的に受け取っていたことなどが強調されている。

さらに自叙伝には、 Huntとの手紙のやりとりや、 (彼の

妻を含めた)数々の訪問者について事細かに書かれており、

Bamfordは牢獄での生活に不自由さや不満を微塵も感じて

いなかったようである。
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