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アーサー・マンビーのスケッチにおける 
女性炭坑労働者の表象について

吉　本　和　弘

はじめに
　ヴィクトリア朝期のジェントルマン、アーサー・マンビー（Arthur Munby, 1828-1910）は、女性
労働者に多大な関心を寄せ、ロンドンの街角や炭坑町などで女性労働者を観察し、彼らとその労働を
賛美する多くの詩を書き、労働条件の改善を叫び、市民向けカレッジで労働者たちの教育に携わり、
そして住み込み女中ハナ・カルウィックと階級の壁を越えて秘密の結婚をした。マンビーが遺した通
称「マンビー・ボックス」と呼ばれる資料は彼の死後40年経って公になり、彼の秘密の結婚について
も暴露されて話題を呼んだ。その中には、ロンドンの路上やウィガンの炭坑、海岸のミュッセル貝掘
りの労働者たちなどの写真のコレクションとともに、数多くの女性との会話を記録した手記が保存さ
れている。マンビーはその手記の所々に興味深いスケッチを描いている。これらの資料は文化研究や
ジェンダー研究の研究者から注目を集めており、すでに様々な議論がされているが、小論ではこれら
のスケッチにおける女性炭坑労働者の表象に注目し、これらについてジェンダー、階級、人種の観点
から再考する。

Ⅰ．マンビーのスケッチにおける三角関係
　これらのスケッチの最大の特徴は、一言で言えば女性労働者をまるでアフリカの黒人の、しかも男
性のように描いているという事である。たとえば図版 1 のスケッチを見てみよう。ここに描かれてい
るのは一人の上流階級の女性と一人の女性炭坑労働者である。

図版 1 （1）
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　左側に描かれているのはアッパー・ミドルクラスのレディであり、エレガントで清潔な服とふくら
みをつけた優美なスカートを身につけていて、頭にはしゃれた帽子をかぶっていて、髪型も凝ったも
のである。そのプロポーションは特徴的で、手や足、そして頭は、体のサイズに比べるとかなり小さ
めに描かれている。手の指は繊細で、指差しているかのように見える手は、女性労働者に対して何か
指図をしている仕草とも見える。足は立っていられるのかというくらいに小さく、先の尖った高級な
靴がそれを守っている。
　一方、向かい合って立っているウィガンの女性炭坑労働者はどのように描かれているだろうか。彼
女はつぎはぎだらけのズボンをはいて、服は男性用と思われるジャケットを着ている。腰に少し布が
巻かれているが、これは彼らが女性である事を示すために慣例的に腰に巻いていたスカートで、普段
はまくり上げられていたらしい。二の腕まで見えている腕は、向かいに立っている夫人の頭ほどの太
さがある。その手はまるで今の野球のグローブのように大きく描かれている。向かいの婦人の手の三、
四倍はありそうだ。その大きく角張った手には、おそらく横に立てかけられているトロッコの車軸に
注すための油の缶を持っている。頭には汚れたフードをかぶっており、ブーツは登山靴のように大き
い。その足を向かいの夫人のそれと比べれば、その大きさが際立って見える。さらに特徴的なのは、
この女性の手と顔の部分の黒さである。炭坑労働者であるから、石炭の煤で汚れているのは当然なの
かもしれない。とはいえ、向かいに立っている婦人の顔と手の透き通る様な白さと完全なコントラス
トをなしているその肌の黒さにはある意図が感じられる。その黒い顔の部分も向かいの婦人の頭に比
べれば優に二倍はありそうである。顔の各部分、つまり目や鼻、口もそれぞれが大きく強調されている。
　ヴィクトリア朝期において、このように階級が異なりかつ対照的な外観を持つ二人の女性が、一つ
の絵の中に描かれる事自体がおそらく非常に希な事であったに違いない。それを敢えて描き込んでい
るところがこの絵の特徴の一つである。この二人の女性はお互いを見つめ合って何を思っているのだ
ろうか。このスケッチから伝わってくる両者の思いとは、自分と全く正反対の体格、肌の色、服装、
仕草など、を見つめる事によって強烈に意識されているはずの自らの姿、つまり自己認識であり自画
像であり、それは階級の違いに対する強烈な意識である。
　注目されるべきは、向かい合ってお互いを見つめているその両者の位置関係とその構図である。二
人はまるで鏡を見ているかのように見つめ合い、階級の異なるお互いの外見的な差異を確認し、観察
しているという雰囲気だ。実はこのスケッチに描かれているのは、それぞれの女性に対する、スケッ
チを描いているマンビー自身の視線と意識に他ならない。
　次に注目したいのは、この二人の婦人の絵と非常によく似た構図を持ったスケッチ、図版 2 、と 3
である。先ほどのスケッチと同じように右側に女性炭坑労働者が描かれている。しかしこれらの場合、
左側に描かれているのはアッパー・ミドルクラスの色白のジェントルマン男性である。女性は図版 1
の女性と同様、大きなブーツを履いていて、男性の尖った靴を履いた小さな足とコントラストをな
している。この紳士と労働者女性はお互いに何か話をしているように描かれている。 “Eliza Hayes 
Aged 25, on Rose Bridge”とメモ書きされているこの図版 2 のスケッチは、まさにこの絵で描かれ
ているように、路上で女性労働者に話しかける事を趣味としていたマンビーが、自分自身の姿を第三
者の目で描いている絵であり、彼が自らの趣味を実践している姿を描いた奇妙な自画像なのだ。
　図版 2 のスケッチは珍しく着色されている。女性労働者の腰布は青の縦縞で、上から羽織っている
男物のように見えるコートは黄土色である。頭に赤い布をまいて、その上からフードをかぶっている。
コートから突き出した手は黒く大きい。何か手振りをしながら男性と会話している。図版 1 の女性よ
りも半身をこちらに向けている分、その肩と胸回りの大きさが印象的だ。顔の黒さも同様だが、目立
つのはその唇が赤く塗られている事だ。男性を見つめているその目が白くぎょろりとして鋭い。
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　図版 3 も全く同様な構図の鉛筆によるスケッチである。この女性炭坑労働者は右手で大きなスコッ
プを肩に担いでいる。左手は羽織っている大きなコートのポケットに突っ込まれているが、それと全
く同じように向かいの男性も、おそらくこれもマンビー自身だろうが、同じように手をポケットに突っ
込んでいる。しかし反対の手に持っているのは細いステッキで、女性の持っている巨大なスコップと
対比されている。
　これらのよく似た構図のスケッチを見比べてまず言える事は、図版 2 、 3 に描かれている男性が図
版 1 のレディの姿と重なって見えてくるという事だ。この男性の外見は決して力強くはなく、むしろ
ひ弱そうで、か細く、青白い。彼は神経質そうであり育ちが良さそうだ。繊細で細い手は、図版 1 の
絵のレディの手に酷似して見える。彼の足も、そのレディの細く小さな足と似ている。女性炭坑労働
者の大きな手足とがっちりした体の前に立った時、その弱々しさ、あるいは女性性が一段と際立って
見える。
　つまりこれらのスケッチにおいて、一方ではアッパー・ミドルクラスのレディと女性炭坑労働者が、
もう一方ではアッパー・ミドルクラスのジェントルマンと女性炭坑労働者が対比されているが、さら
にそれらを並べたとき、結果として、一人のレディとジェントルマンとしてのマンビー自身が対比さ
れ、そして結局両者は同一視されている。男性でありながら、逞しい体の女性炭坑労働者と対峙した
時にはほとんどか弱い女性のようにしか見えない男性として、マンビーは自己をレディと重ねて描い
ている。言い方を変えれば、マンビーは自分を同じ階級の女性と自己を同一視しながら、その二人の
肖像と対比されることによって際立つ女性炭坑労働者の男性性に熱い視線を向けているのである。

Ⅱ. 黒人男性としての女性炭坑労働者
　この三角関係の軸となっている女性炭坑労働者の男性的特徴（マスキュリニティー）は汚れたズボ
ンにジャケットという服装、筋肉質で大きな体、ごつごつした手足、によって強調されていることは
明らかだが、これは果たして実物の忠実な描写なのだろうか。マンビー・ボックスには女性炭坑労働
者の写真が多数納められているが、それらの写真（図版 4 、 5 ）と見比べたとき、このスケッチの絵
においては、服装などはかなり忠実に表現しているとはいえ、手足の大きさや顔の黒さ、については、

図版 2 図版 3
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それが実物よりはかなり強調されていると言わざるをえないのではないだろうか。写真で見る限り彼
女たちはヨーロッパの女性の顔をしており、確かに頑丈そうではあるが、女性的な体のラインも認め
ることが出来る。そのことが確認できれば、マンビーのスケッチに描かれた、男性的でデフォルメさ
れた体と顔そして黒い皮膚を持つ女性像は、少なくともマンビー個人の、あるいは当時の一般的に抱
かれていた女性炭坑労働者たちのイメージだという事がわかるはずだ。
　マクリントックは図版 1 の炭坑夫が持っている油注しが、向かい合った女性のちょうど腰のあたり
に向けられている事に注目し、その注ぎ口に男根の象徴さえ見出している。（2）つまりマンビーが、女
性労働者の姿に男性的な特徴を描き込みつつ、性的な意味での男性性の象徴をも付加しているという
ことである。これは図版 3 であれば，その象徴は彼女が抱えた巨大なスコップによって象徴されてい
るという事になるだろう。彼の写真のコレクションの画像の中でもほとんどの被写体は大きなスコッ
プやふるいなどを持たされていて、いかにも肉体労働をしているというポーズをとっている写真も多
数ある。
　そもそも過酷な肉体労働である炭坑の仕事を行う事自体が、元来男性的なことであると一応仮定で
きるならば、その仕事を常時行っていることが女性たちの服装を男性化するだけではなく、肉体、そ
して外見全体も男性化している事、そして彼らに比べた時、頭脳労働者であるマンビー自身がほとん
ど女性化されて見える事をこれらのスケッチは明らかにしている。このようなジェンダーの逆転が、
肉体労働という外的要因とそれに伴う肉体の目に見える変化とともに起きている事にマンビーは注目
していたのである。
　マンビーのスケッチをさらによく観察し、彼の集めた写真と比較すれば、彼の関心がジェンダーの
曖昧さあるいは逆転だけではない事に気づくだろう。女性炭坑労働者のスケッチの特に顔の描写に注
目してみよう。

図版 4 図版 5
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　図版 6 、7 、8 、9 、10に描かれた女性労働者の顔は、明らかにヨーロッパ人女性のそれとは異なっ
て見える。その特徴を挙げるならば、まず張り出したほお骨、平らで狭くなった額、分厚く白味がかっ
た唇と大きな口、肩に食い込んでいるように見える太くて短い首。そして最大の特徴はやはり、煤に
よってそうなっただけとは思えないその「黒さ」である。この特徴に対してマクリントックも人種的
な境界の侵犯を読み取っている。（3）つまりこの女性労働者はアフリカ黒人との親近性を強調して描か
れているという事である。この点についても、図版 4 、5 の女性炭坑労働者の実物写真と比較すれば、
かなりの強調がされている事は明らかだろう。図版 4 、 5 の写真は被写体を写真館に連れて行って撮
影させたものであって、撮影前に被写体の黒さをどこまで操作したのかは明らかではないし、炭坑労
働者が実際に炭坑の中にいる際には、石炭の粉によってかなり黒い状態である事は確かなのだが、そ
れにしても路上にいる時にその汚れを取らずに黒いままでいたかどうかは疑わしい。だとすればこの
スケッチの描き方における顔のデフォルメと黒さの強調は、かなり意図的なものと言わざるを得ない。
　マクリントックも指摘しているように、マンビーは女性労働者の「人種的他者性」ということを強
く意識していた。ゴミ収集人の女性の「黒い顔」に注目し、彼らを「色の白いクーリー（中国やイン
ドの低賃金未熟練労働者）」（‘fair coolies’）と呼んでいたし、彼らの仕事を、女性労働者の「黒い仕
事」（‘black work’）と呼んだりしていた。また、マンビーはアフリカ黒人に大きな関心を寄せていて、

図版 6

図版 8 図版 9 図版10

図版 7
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写真コレクションの中にはアフリカ黒人を撮影した写真も数枚存在している。それらの写真は当時カ
ルト・ド・ヴィジットというカード型の写真で、写真館などで売られていた物だ。彼のアフリカ女性
に対する関心の理由の一つは、彼らが社会の中で、英国であれば男性の仕事であるところの軍人や政
治家として活躍しており、一方では同時に労働者であり、苦役を行う肉体労働者でもあり得たという
事を知ったからであった。
　マクリントックはさらに、マンビーが地理協会（The Geographical Society）に巨大なゴリラの剥
製を観に行った際の彼の手記に言及し、そのゴリラの大きな手がアメリア・バンフィールドという農
場女性労働者や、その他多くの彼が出会った事のある女性労働者たちの手に似ていた事を書き記して
いる点に注目している。そこには明らかに、マンビーが女性労働者たちと類人猿との類似性を意識し
ていたことが見て取れると言うのである。（4）この事は、当時の人種に関する議論において、白人を頂
点とする人種の階層化、そしてそのさらに下に類人猿を配置する事によって、チャールズ・ダーウィ
ン（Charles Darwin, 1809-1882）の進化論との連携を図る見方がされていた事と関係していると思わ
れる。

Ⅲ. 炭坑労働と人種、ジェンダーに関する議論
　すでにヴィクトリア朝期においては、産業革命を経て手工業から機械工業への移行が進み、奴隷労
働から賃金労働者への労働力の移行が完了していた。これに伴って黒人奴隷が労働の現場から姿を消
してゆく過程において、女性の炭坑労働者が男性的な肉体労働に従事している姿が、社会の通念とし
てのジェンダーの概念を揺るがすようになり、それがある社会的論争に膨らんで行ったのであり、そ
の社会的状況はマンビーの意識に重要な意味を持っているように思われる。このことについてマクリ
ントックが解説する議論を以下に要約しておく。（5）

　ブリテン島にはイギリス人よりも前から黒人がいたが、新世界への植民地開発とルネサンス期の奴
隷制によってその数は次第に増えたとされる。16世紀おわりから17世紀はじめにかけて称号を持つ家
族にとって黒人奴隷を所有する事は威信を持つ事を意味したし、巨大な邸宅に住む裕福なジェントリ
層にとってそれはステータスシンボルであった。この事実が黒人奴隷とヴィクトリア朝期の住み込み
の使用人の間にある種の相似関係を成立させていた。富裕層のステータスシンボルだったという意味
で両者は共通していたのである。綿工業による産業化は奴隷の流入を加速し、1630年から1807年の間
に250万人の奴隷がイギリス人奴隷商人によって取引されたとされる。大金を手にしたプランテーショ
ン経営者たちは黒人奴隷を彼らの富と名声の印として見せ物にした。18世紀までには約 1 万人の黒人
が英国内に居住しており、ボーイ、従者、フットマン、御者、料理人、メイド等として働いていた。
女性は料理人や洗濯女、針子、看護婦などの仕事をしたが、経済的に困窮して売春婦や乞食になる者
もいたし、派手な色の服を着て街角に立つ歌手や楽士になる者もいた。この頃、黒人女性は抑制の効
かない性欲の象徴として見られることがあった。中世以来ヨーロッパから見た時に、黒人と性の問題
の結びつきは特に強調される事が多く、乱れた性行動は「アフリカの罪」とさえ呼ばれていた。地図
などにおける表象の際に黒人男性の生殖器も誇張されて表現されることが多かったという。
　イギリス国内では1790年代には奴隷制はほぼ収束したが、国外では英国人による奴隷売買は1807年
まで続き、奴隷制度は1833年まで続いていた。この頃には海外の植民地経営者たちは、植民地におけ
る異人種間結婚による混血を恐れていた。特に階層の低い白人女性が黒人男性と関係する事に対する
懸念が広く持たれていたという。そのような意味で、女性労働者と黒人奴隷を結びつけて考えようと
する意識は、マンビー個人に限ったものではなく、ある程度社会的に流布していたのである。

84



県立広島大学人間文化学部紀要　８，79-90（2013）

　一方で、19世紀になって女性の炭坑労働者に関しては社会から厳しい視線が向けられるようになっ
た。そこに至るまで女性の炭坑労働者は何世紀もの間存在していたのである。1800年までに世界で算
出される石炭の80パーセントは英国の炭坑労働者が重労働の伴う地下の作業によって掘り出してい
た。そしてその労働者の多くが女性だったのである。1842年に鉱山における児童労働に関する委員会
報告（First Report of the Children’s Employment Commission on Mines）が出され、その直後に炭
坑労働規制法（Coalmines Regulation Act）が施行され女性や女児が地下での労働に従事する事が禁
止された。これによって19世紀の終わりまでに女性炭坑労働者たちが地下の重労働からは閉め出され
たのだが、かれらはそれでも地表に出てスコップやつるはしで石炭を掘り、それを乗せた重いトロッ
コを押していたのである。マンビーが通っていたウィガンの炭坑における女性労働者の姿、つまり男
性労働者のようにズボンをはいてつるはしやシャベルをふるう姿は、当時の偶像的で装飾的な「家庭
の天使」としての中産階級女性のイメージと真っ向から対立する姿として、ヴィクトリア朝期の女性
労働に関する社会の論争の的になっていた。
　一方で中産階級以上の家庭において低賃金で家庭内のあらゆる家事を担っていた住み込み女中達の
方が、はるかに過酷な労働を強いられていたという事実があった。かれらはバケツの水や石炭や汚物
を持って階段を何度も上り下りし、掃除や床磨き、洗濯をし、食事を準備するなどの重労働に従事し
ていたが、それらの家事は人目につかないように行われていた。その家庭の首長である主人によって
しばしば精神的、情緒的、さらには肉体的にも支配されていた彼らの労働条件に関しては、男性労働
者との競争がなく、また人目につかないために、社会的な問題としては表面化しなかった。
　新しい産業経済の出現は、綿織物産業とそれをエネルギー面で支える石炭産業からもたらされた。
資本主義の初期段階において、資本はラテンアメリカの銀と金の採掘によって供給されたが、それで
も産業の燃料は石炭だった。これら天然資源の採掘には、それが実際は科学やテクノロジーを伴って
いたために都会的なイメージが付与され、農業と対立する概念と見なされていた。一方、17世紀以来
の考え方として、地球に穴をあけ、坑道を掘り進んで探索する鉱業は、世界に対する科学的かつ哲学
的な理解を司る隠喩として見られていた。それはとりもなおさず、性的な意味での男性による世界の
理解を象徴する活動として認識されていたという事を意味する。19世紀始めには、これらの意味から、
男性性と結びついていた中心産業としての炭坑業において、煤に汚れた、筋肉質の、力強い女性炭坑
労働者たちが働いている姿は、ますます社会的に容認できない物として認識されるようになっていっ
たのである。
　その結果として，特に女性の炭坑労働者は、当時盛り上がりを見せていた人種的な堕落に関する議
論と結びつけられるようになる。1850年代頃から、人種による人間の階層化を主張する科学者や政治
家、小説家や社会改革論者たちが石炭産業についての理論化と規律の導入について主張するように
なった。新聞や政府による報告、個人の意見書、雑誌において炭坑労働者が人種的な意味での「外部者」

（‘outcast’）、歴史的に見捨てられた存在、孤立し原始的な存在、として見られるようになったので
ある。彼らを「産業界のアマゾン」（‘industrial amazon’）で働く「頑丈な人種」（‘hardy race’）と
表現し、「半分野蛮な存在」（‘half savage existence’）と表現した。
　結果として女性炭坑労働者の姿は、人種的かつ性的な堕落という不安を誘うイメージとして社会の
中に立ち現れ、彼らを狂気や性的堕落、非理性と結びつける連想の渦を巻き起こした。ウィガンの女
性炭坑労働者を見て、「現代の文明社会が、あるところで野蛮な過去と結びついている事を示す労働
者という人種」と表現する者もいたのである。（6）つまり男根崇拝の象徴としてのスコップやつるはし
で地中を掘り進む女性炭坑労働者は、地底からのエネルギーの採掘という男性中心主義を象徴する資
本主義的産業活動の中心にいながら、その象徴される主体と全く相反する目障りな存在として、彼ら
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が持つ「汚れ」や理想の女性像からの乖離ゆえに、人種的に下等な存在にまで貶められて見られてい
たという事である。また一方で、これらの女性炭坑労働者たちが、男性と同じようなズボンとジャケッ
トを着て男性労働者と狭い坑道の中で共に働くことも問題視された。女性性の記号としての縦縞のエ
プロンと頭にはフードをかぶっていたとはいえ、このような服装に対しても社会は男装の一形態とし
て批判的な目を向けていたのである。さらには、「女性的ではない」、「男性的な」職業で肉体労働に
従事することが、女性が本来持つべき資質、つまり、母として、家庭の天使として、また家事労働を
行う者としての道徳性を損なうという議論がされていた。
　マクリントックは、このような黒人奴隷と女性炭坑労働者にまつわる歴史的経緯を踏まえて、マン
ビーがこれらのスケッチに描き込んだ黒人奴隷としての女性炭坑労働者の姿は、主として人種的な意
味におけるハイブリッドであると述べて、これこそがマンビーの関心の核心であったと考えている。

Ⅰ．黒人への変装
　ここで再度確認しておかなければいけないのは、当時の社会から目障りな存在として認識されてい
た女性炭坑労働者の強調された男性性や「汚れ」の一つの表象としての「黒さ」、それらによって表
象される人種的な「他者性」を、マンビー個人は好ましくない物として見ていたのではなく、むしろ
賛美さえしていたという事であり、それにフェティッシュな愛着を感じて、それを収集したという事
実である。マンビーのスケッチに描かれた女性炭坑労働者は、彼らを下等人種の他者として見ようと
する社会のイメージを一応反映しているという事が言えるだろう。しかしマンビーの場合が特異なの
は、女性炭坑労働者の人種的他者性を強調しながらも、彼らに押し付けられたそのイメージと、英国
社会の中で彼らと階級的、ジェンダー的にみて正反対の極にいると思われるアッパー・ミドルクラス
のレディ、あるいは自分自身のイメージとを向き合わせて、両者の差異について強い関心を抱いてい

図版11 図版12 図版13
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たという点である。
　マンビーのスケッチにはもう一つタイプの異なるものがある。“Street Nigger”とメモ書きされた
この図版11のスケッチの女性は、図版 1 ～３、６～10に描かれた女性労働者とは異なる印象を我々
に与えるはずだ。これは炭坑労働者を描いたものではなく、白人女性が顔と手を黒く塗って黒人に仮
装した大道芸人のスケッチである。当時実際に大道芸人として音楽を演奏する黒人の楽士がロンドン
にも存在していたが、この女性はその真似をしているのである。このスケッチの女性の体格は、当然
の事ながら先ほどの女性炭坑労働者の体格とは違って、最初の図版 1 の左側のレディのそれである。
小さく繊細な手足と丸く小さな頭、そして服装もレディの着るような清潔で奇麗なものである。スカー
トもエレガントに膨らんでいる。手に持っているのは楽器と思われる。このような女性は、肉体労働
によって手足や体が男性化しているという事はないが、自らを「黒く」する事によって人種の境界を
越え、当時の感覚で言えば人種的階級を下げる事によって、大道芸人としての本物の真似をしつつ、
その微妙な異質性から生じる奇妙さ、そしてそれによる人気を得るための工夫をしていた事になる。
マンビーはこのような大道芸人にも興味を持ち、かれらが顔を黒く塗っているその「勇気」を賞賛し、
その印として 6 ペンス硬貨を手渡したりしていた。マンビーが言う「勇気」とは、敢えて人種的、そ
して階級的「他者」としての黒人に扮する事における「自発的な堕落」（‘degeneration’） をおこなう「勇
気」であり、そのことこそマンビーが賛美していた資質なのである。
　この絵を見たときに思い出されるのは図版 1 で見た左側のレディの姿であろう。図版11の女性はま
さにあのレディの顔と手を黒く塗った姿に見える。それはあくまでもレディの資質を守りながらも皮
膚を黒く塗るということにおいてのみ、黒人奴隷のふりをしているということであり、実際に重労働
によって体格も変わり汚れで黒くなった炭坑労働者の結果的な黒人奴隷との類似とは大きく異なる。
とはいえこのような扮装に対する関心は、マンビーが自分の妻となった女中ハナ・カルウィックに、
煤で全身を黒く塗らせて写真を撮らせたりした事や、ハナの筋肉質の腕や手にフェティッシュな愛着
を持っていた事実と同じ意識から来ている事は明らかだ。
　図版12は、図版11に描かれたような黒人に扮し、顔と手を黒く塗った楽師の写真を小さな金の額縁
に入れたものである。その額縁には鎖を通してペンダントにできるようになっている。マンビーは自
分がもっとも気に入っていた写真をこのような金縁のペンダントにして持ち歩いていた。図版13は同
様な金縁のペンダントだが、マンビーの妻となったハナ・カルウィックが玄関の階段の石を這いつく
ばって磨いている姿を撮影した写真が入れられている。これらの写真の扱い方を見れば、マンビーが
賛美した「労働」、「汚れ」、そして人種的な「自発的な堕落」への想いが見て取れるわけだが、この
ような意識をどのように理解すればよいのだろうか。

Ⅳ．人種的ハイブリッドとジェンダー・ハイブリッド
　バリー・リーはマクリントックやその他の批評家の分析を受けて、それらの論点が最終的に人種的
な視点に収斂してゆくことを一応は認めながらも、より重要なのはやはりジェンダーの観点、そして
性的な意味での女性性への関心であると主張している。リーは、マンビーの「汚れ」、「男性性」、「黒
さ」へのフェティッシュな意識の裏には、それらの表面的な誇張された要素の下に隠れて、なおかつ
存在を主張しているところの「女性性」に対する美意識があると指摘している。つまりこれはあくま
でもジェンダー的な意味でのハイブリッドであり、マンビーが見ているのはあくまでも黒く汚れた外
面によって隠されている、そこに内在する「女性性」であり、あるいはその女性性が「汚れ」と男性
的な肉体や顔つき、黒人奴隷にも通じる他者性、によって覆い隠されて存在していること、まさにそ
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の状態にこそマンビーの関心の核心があったのだと考える。その意味で、女性炭坑労働者は原型的な
（アーキタイパルな）ジェンダー・ハイブリッドだと主張している。（7）

　ヴィクトリア朝時代、中産階級以上の男女にはレディとジェントルマンというそれぞれのジェン
ダーにふさわしい服装や行動のコードが設定されていて、それを極限まで追求して、それらしく振る
舞う事が社会の常識とされていた時代であった。その一方、リーも指摘するように、一見したところ
男性に見えるような女性労働者はヴィクトリア朝当時には町のどこにでもいたし、頻繁に目につく存
在だった。「男として通用する女」を知らないものなどいなかった。ミュージックホールには男性か
女性か区別のつかない演技者もそこら中にいたというのである。労働者階級においては、特に女性労
働者が男性と同様な肉体労働に従事するという状況のなかで外見的にもその区別が曖昧になっていた
というのはある意味で当然の状況であっただろう。中産階級では可能なジェンダーの明確な線引きと
いうことは、ある程度の財力があって初めて出来る事であるとすれば、それが不可能な下層階級にお
いてジェンダーの線引きが曖昧になる事は仕方のないことであったろう。とすれば、このジェンダー
の曖昧さに興味を抱くということは、「下層階級」という他者を見て初めて、ジェンダーの境界線を
明確に定めようとしている自分たちの姿を確認するという意味で、まさに中上流階級が労働者階級を
見る際に、エドワード・サイードが定義した「オリエンタリズム」と同質な意識、つまり「西洋」が「自
己」を規定するために幻想的な「他者」としての「東洋」のイメージを作り出したのと同質な意識が
そこにあったと考えられる。
　マンビーが収集した写真や彼が描いたスケッチに関してもう一つの重要な特質には、本来男性性の
象徴であるところの肉体労働を行いやすくするための男性的な衣装の着用、つまり異性装という問題
がある。そこでリーはさらに女性炭坑労働者におけるジェンダーのハイブリッド状態を、異性装ある
いは服装倒錯（トランスベスティズム）の観点から論じている。（8）服装倒錯における重要な意識は、
ジェンダーにおける曖昧さ、流動性、そこで見られる対照、トリック（詐欺）などの決定不可能性に
ある。服装倒錯は性とジェンダーの「記号」を非-自然化し、不安定化し、非親密化するが故に、男
性と女性のカテゴリーの枠を崩し、男性対女性という二項対立の構図を崩壊させるのである。異性装
している男女を見ると我々はその中に男と女の両方を見出そうとする。しかし同時にその表面に男で
も女でもない物を探す。異性装の本質は、一つの肉体に男性性と女性性を「意味するもの」（signifier）
が同居していることであり、その二つの間の緊張と反発と敵対心であるという。さらに、異性装のも
う一つの意義はその巧妙さ、意図的なでっち上げの感覚である。そしてそれは通常の男性性と女性性、
そしてジェンダーをめぐるすべてが、同じように意図的に作られていることを強烈に意識させること
にある。
　この事を確認すれば、我々はまた最初に見た三枚のマンビーのスケッチにおける、三者がお互いを
見つめる視線の事を思い出すだろう。ダナヘイはマンビーの女性炭坑労働者への視線に、強烈な自己
意識があることを指摘している。最初に見た図版 1 、 2 、 3 に関して、マンビーが自画像であるジェ
ントルマンの姿と、上流階級のレディを重ねているという事を述べたが、ダナヘイはこの問題につい
て「否定的自己同一化」 （‘Negative Identification’） という言葉で説明しようとしている。（9）ダナヘ
イはマンビーが収集した女性労働者の写真あるいは彼が描いたスケッチは、自分の社会的地位の裏返
し、つまり写真のネガのような物だと考えている。つまりマンビーと女性炭坑労働者は階級的には上
流階級と下層階級、ジェンダー的には男性と女性という正反対の極にある。さらにそれに加えて一つ
の屈折した関係がある。マンビー自身が男性であるにも関わらず、女性労働者たちが行っている様な、
まさに男性的な肉体労働に従事しておらず、むしろ女性的な知識労働としてのデスクワークに従事し、
体格的にも女性的であるという事実である（図版 2 、 3 で自ら描いていたように）。その自らの女性
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性と、女性炭坑労働者たちのがっちりした体格、太い腕と大きな手という男性性がそれぞれ本来の姿
と逆転しながら両極端をなしていることに注目し、これも一つのネガティブな同一化だと見なすので
ある。マンビーにとって女性労働者は、その三つの意味で自分と全く逆の極にいる存在として認識さ
れていたというのである。そこには、階級社会と産業化の進行に伴い、本来の男性性を失っているの
ではないかという自己に対するある種のコンプレックスがマンビーの中にはあったと考えられる。そ
の意味では、図版 1 のスケッチでマンビーは、ネガとしての自画像から逆に投影されたポジとしての
女性労働者を見ていた事になる。そう考えればマンビーのフェティッシュな女性労働者への偏愛は、
裏返しの自己愛という事になるだろう。しかしそれは実はマンビーの個人的な心理として片付けられ
るものではなく、ヴィクトリア朝イングランドにおける社会全体の、いや特に白人中上流階級男性に
共通した心理である事を確認しておかなければならない。

終わりに
　マンビーのスケッチには概して女性労働者に対する親愛の念、恐らく愛情と言ってもよいくらいの
情が込められていると思われる。労働を賛美する詩作の数々や、女中ハナ・カルウィックとの秘密の
結婚、労働者階級の人々のための教育に献身したこと、最下層の女性労働者や身体障害者に対する個
人的援助などを考慮すれば、マンビーには慈善家としての側面もあった事は確かである。しかし、そ
れらの行動はあくまでも当時の階級制度を基本的に当然の事としながら、自らの中産階級ジェントル
マンとしての地位を確保した上で、自らは行わない事を前提とした労働への賛美であって、根本的な
社会改革や平等を目指していた訳ではない。その意味で胡散臭いと見なされる事もあるだろうし、彼
の集めた無数の女性労働者の姿は覗き趣味の産物だと言われる可能性もあるだろう。それを認めた上
で、彼のコレクションに写し取られた当時の時代の意識をさらに探求してゆく必要があると思われる。
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Abstract

Representation of Working Class Women in Arthur Munby’s 
Sketches: Crossing the Border of Class, Gender and Race

Kazuhiro Yoshimoto

This paper is a close examination of some of Arthur Munby’s personal sketches and 
photographs of working class women at Wigan coal mine, and of street performers in Victorian 
England.　In these sketches and photographs, working-class pit women are seen, with special 
exaggeration in their manliness in their limbs, deformed facial parts and the blackness of their 
skin.　In the case of street-performers, they  disguised themselves as black musical performers, 
who actually existed in the Victorian period, by blackening their faces and hands. 

The relationship between this kind of identification of working class women with black 
slaves and the historical background of these two groups is also discussed.

The exaggeration of manliness and blackness of these working class women and street 
performers led to the hybridity in their outlook in terms of their gender, class and race, which 
Arthur Munby highly appreciated and to which he had strong fetishistic feelings.

Taking into consideration various other commentators’opinions, this paper discusses 
Munby’s complex feelings about the masculinity and femininity of working-class women in their 
outward appearance and inner selves.
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