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序論 (Introduction)

老化 とライフコースのイメー ジは、世代間 の関係 において重要な役割を演 じて い る。社会的 な慣
行 を反映 しなが ら他面 ではそれを制御す る手段 として、老化 とライフコースのイメージは、若者 と
老人 のあいだでの権力 と資源 と介護 の配分 の仕方 を規制 した り、正当化 したり、 あるいはその正当
性 に疑間を抱 かせた りす る。 だか ら、老化 とライフコースの イメージを研究す ることによ って、世
代間 の文化的 な次元 を洞察す ることが可能 になるであろ う。
不幸 なことに、老年 について過去 の人 々が抱 いていた考 えは、主 として哲学 や神学 の原典 のなか
で述べ られてお り、 それは普通 の人 々の経験や実際 とはかけ離 れて いるように思われる。 そのよ う
な隔 た りが生 じないように、 この論文 は、洗練 された理論 ではな く単純 な絵 で表 されたイメージ、
すなわち人生 の階段 を扱 う。 その他 の図像表現 に比 べて、 このモチー フは歴史上異常 ともいえる成
功 をおさめた。少 な くとも 3世 紀 にわたって、 およそ 1600年 か ら1900年 まで、 それは、西洋世界
のいた るところで、特 に中欧 において、老化 とライフコースについての最 も普及 した世間一般 のイ
メージであ った。
第 1節 では、人生 の階段 の創造 と普及 と衰退 について述 べ る。第 2節 では、人生 の階段 のイメー
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ジと社会構造 との関係 について論 じる。 もし両者 のあいだになにか関係 があるとすれば、 それは複
雑 で一義的 なものではない。 しか しなが ら、人生の階段 の長期的普及 とそれに特有 の時間的・ 空間
的背景 は、気 ま ぐれで も偶然で もないよ うに思われる。 む しろ人生 の階段 のイメー ジは、 自己の社
会的地位 が家族 における世代間での富 と財産権 の移転 に左右 された人 々の 目標 と期待 と経験 に、 き
わめてよ く適合す るものであ ったように思われ る。私 の仮説 は、人生 の階段 に描 かれたライフサイ
クルにおける老年 と、 19世 紀末 まで中欧で優位 を 占めていた特殊 な社会的関係 である「 家族的生産
様式」 ない し「 小商品生産」 とのあいだには、 ある関係 があ った、 とい うものである。
したが って、 この論文 の 目的 は 2重 である。す なわち、人生 の階段 を論 じることによ って、小商
品生産内部 での世代間の関係への洞察 を与 え、小商品生産内部 での世代間の関係 を論 じることによっ
て、人生 の階段へ の洞察 を与 えたい。 この生産様式 の歴史 は、老化 とライフコースについてのこの
特殊 なイメージが世間一般 に普及 し、長期 にわた って存続 し、 そ して衰退 して いった事情 を説明す
る助 けとなるはずである。

昇降の 2つ の部分から成る階段 一一老化 とライフコー スの「 原型」イメ…ジ

(The Dud Stairs:An

Archetyplcal"Images of Aging and the Life Course)

1540年 、 アウクスブル クの ヨル ク・ ブロイ息子

(Jё rg

Breu der Jingere)と アムステル ダム

の コル ネ リス・ ア ン トニス (Cornelis Anthonisz)は 、同時 に、新 しいモチー フによって、老化
とライフコースの図像表現 の多様性 をいっそ う豊かな ものに した。すなわち、 かれ らの木版画 は、
昇降 の 2う の部分 か ら成 る階段 (dual sLirs,

Lebenstreppe")の 形 で人 の ライフコースを表 し

た。 ライフ コースの前半 は上昇 で、 40歳 で ピー クに達す る。 vetich」 aer wel ghedaen"(40歳
で裕福 になる)は 、 ア ントニスの木版画 に見 える低地 ドイツ語 の表現 である。50歳 は、頂点 である
と同時 に ライ フ コー スの転換点 で もあ る。 それ は、 方向 の逆転 が始 ま る短 な静止 であ る 一一
つ まり、上昇 も下降 もしない〕)。 ライフコースの
Viiftich Jaer stilgestaen"(50歳 は静止状態 〔
後半 は下降で、死 を もって終 わる。階段 のアーチを通 して最後 の審判 が見 えるが、衰退 と退化 とし
ての老化 の強烈 な表現 は、 それによ って和 らげ られるもので はない。永遠 の生 へ の希望 は後景 に退
いてい る (図 1)nt
ヨル ク・ ブ ロイとコル ネ リス・ ア ン トニスの着想 の もとにな ったパ ラダイ ムは、 1540年 頃 の中
欧では新 しい もので はなか った。古代 の哲学者 たちによ って展開 されていた人生 の段階論 は、少 な
くとも知識階級 のあいだでは知 られて いた 一一 例 えば、 ライフコースを一定数 の時期 に分 けること
(こ

れは ソロ ンに由来す る)、 あるいは、 ライフコースの頂点 を中年期 に見 るア リス トテ レスの「 中
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年楽観主義 (mid̲life Optimism)」

(Rosenmayr,1979,p.285;Monois,1987,p.234)。

また、

人生を神聖な宇宙 の一部 と解釈 して、 ライフコースを日出か ら日没までの太陽 の運行や四季 の移 り
変 わ りと比較 した中世 の著述家 たち も、知 られて いた (BurrOw,1986,pp.55f。

)。

トマス・ アク ィ

ナスは、 ライフコースを上昇 と下降か ら成 るとみな し、中年期 に完成 に最 も近 づ くとい う考 えを抱
いていた (MinOis,1987,pp.93ff.;Beauvoir,1977,p.94)。

ダ ンテは、人生 を「 35歳 に最高 の

中点 を もつ シンメ トリカルなアーチ」 として描 いた (BurrOw,1986,p.35;Sears,1990,pp.103
ff:)。

このよ うな人生 のモデル は、 16世 紀初 めの ドイツ語圏 で謝肉祭劇 の一部 とな った。 バ ーゼルで
1515年 に初 めて上演 されたパ ンフ ィ リウス・ ゲ ーゲ ンバ ッハ (Pamphilius Gegenbach)の 演劇
「世界 の 10の 年齢 (The x Ages of the World)」

は、50歳 まで の上昇 とそれ以後 の下降 を10の

役割 を配 した ドラマ に仕立 てたが、 各役割 は年齢段階 を表 して い た (JoeriSen,n.d.b,Winter
Jones,1853,p.179)。

こうして、上昇 と下降 のモチ ー フは、知識階級 の範囲 をはるかに超えて広

く普及 し、世間一般 に知れ渡 るようにな った。
中世末期 にはライフコースの図像表現 もまた発展 したが、 そ うした動 きはおそ らく 12世 紀 に始
ま って いた。最初 は、人 の一生を円、輪、樹 で表す のが支配的 なモチー フで あ った (Setts,1990,
pp.140ff.)。 よ く知 られた運命 の輪 の変形 であ った一生 の輪 は、 ライフコースを上昇 と下降か ら成

ると見 る観念 をある程度 まで表現 して いた 一一「 若者 たちは昇 ってゆき、全盛期 の男 は頂点 にあ り、
全盛期を過 ぎた者 たちは、 しば しば厳 め しく足早 に降 りてい く」 (Sears,1990,p。

145)。

他方 で、

このモチー フでは、 すべての年齢段階 は女神 が座 して い る輪 の精神的中心か ら同 じ距離 にあった。

15世 紀 と 16世 紀初 めに、年齢段階の配置 にお いて直線的 な配列 が重要性 を増 した。初期 の図像
ではさまざまな年齢配列 が共存 して いた 一― 例 えば、 4年 齢体系 もあれば、 7年 齢、 9年 齢、 ある
いは 11年 齢体系 もあ った 一― が、今や 10年 齢体系が優勢 にな った。個 々の年齢段階 は、主 として、
個 々の人物 の姿勢、身振 り、衣装、 アクセサ リーによ って特徴 づ けられた。それに加えて、個 々の
年齢段階 の肉体的・ 精神的能力 と社会的地位 を強調す るために、動物 のシンボルが用 い られた (図
1を 参照)② 。

10

years a child

10歳 は子 ども

20

years a youth

20歳 は若者

30 years

a man

30歳 は一人前 の男

40 years

well done

40歳 は裕福 である

50

50歳 は静止状態

years stand still

60 years

60歳 で老年 が始 まる

old age begins
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70

70歳 は老人

years old man

80 years wisdom gone

80歳 でぼける

90 years

90歳 は子 どもたちの笑 い もの

100

the children's ridicule

100歳 で神 に召 される

years God have mercy6)

このよ うな形で、年齢段階 の 10分 割 は、 さまざまなイラス トーー 銅版画 や、挿絵 などの木版画
ヘ
― に浸透 していった (Dal,1980)。 16世紀 には、年齢段階 のモチーフが、主にボ ミア、 モ ラヴィ
ア、 オ ース トリアで、都市 の壁画 に も現れ た。下 オ ース トリアの レツ (Retz)市 の著名 な市民 の
家 のフ ァサ ー ドに、年齢段階 の文学や絵画での表現 に くり返 し現れ るモチー フのひとつ 一―「 若者
による年寄 りの嘲笑」 (「 90歳 は子 どもたちの笑 い もの」)一 の と りわけ入念 な表現 が見 られ る
(図 2を 参照)。

ライフコースを直線的 に表現 したきわ めて印象的 な事例 のひとつが、 アナベル ク (Annaberg)
の聖 アネ ン教会 (Sto Annen― Kirche)の 浅浮 き彫 りに見出 される。 それは、 1520〜 1522年 にフラ
ンツ・ マイ トブル ク (Franz Maidburg)に よって彫 られた。 1497年 の銀鉱発見以後 に建設 され
たアナベル ク市 は、 わずか の年月で、 ザクセ ンのエルツ山脈 (Erzgebirge)の 銀鉱山業 の中心 に
な った。 1499〜 1525年 に建 て られ た同市 の教会 は、 ドイツ初期資本主義 のすば らしい遺産 の ひと
つ である。年齢段階 の図像 は、 16世 紀 の あいだに、教会 の装飾 と都市 の壁画を通 じて大衆 を観衆
とするまでにな った。
こういった証拠が示唆 しているように、中欧では近代 の初 めに、年齢段階 についての広 く行 き渡 っ
た見方 が、画像 と概念 が密接 に結 びついた規範 に表現 された。 ヨル ク・ ブロイとコル ネ リス・ ア ン
トニスの本版画 は、 こうした見方 とイ メージを借用 したのである。 さらにかれ らは、昇降 の 2つ の
部分 か ら成 る階段 のイメージで もって視覚 モデルを創 り、上昇 と下降 とい う哲学的・ 文学的概念を、
当時広 く行 き渡 っていた年齢段階 の図像表現 と結 びつ けたのである。昇降 の 2つ の部分 か ら成 る階
段 の ヒエ ラル ヒー的構造 は、若者 と老人 にたいす る中年 の特権 を強調す るのに最適 であった。同様
に、 ピラ ミッ ドのモチー フは、社会 の身分秩序 一一「 身分 の階段 (Sttndetreppe)」

一 の ヒエ ラ

ル ヒー を象徴 して い た。「 人生 の 階段」 の モ チ ー フは、 ひ とつ の「 原型」 とな ったので あ る
(Beauvoir, 1977,p. 137)。

研究 の現段階 か らみると、昇降 の 2つ の部分 か ら成 る階段 のモチ ー フは、 16世 紀 にはほとんど
普及 しなか ったよ うである (Schenda,n.d。 )。 1550年 もしくは 1560年 頃 に、 このモチ ー フは、 そ
デナの ク リス トフ ァノ 0ベ ル テ ッリ (Christofano Bertelli)の 銅版画 に現 れたが、 この時期 につ
いて はそれ以上 の事例 は今 の ところ発見 されて いない。 17世 紀 にな ってや っと、 このモチー フは、
ドイツ語圏 とその他 の中欧や西欧 の各地 へ急速 に広 が った。 オランダ、南 ドイツ、北 イタ リア、 フ

一
‑70‑―

人生の階段
ラ ンスか ら、 多数 の事例 が見 つ か って い る …―「 世界 の大 きな階段 (Le Grande Esmlier du
Monde)」 (パ リ、 1630年 )、 「 人 の年齢 (Les Aages des Hommes)」 (パ リ、 1680年 )、 「 人 の年
齢 と生 涯 (The Age and Life of Ma■ l)」 (ロ ン ドン、 17世 紀 )、 「 10の 年 齢 段 階 (Das
Zeheniahrige Alter)」 (ア ウクス ブル ク、 1660年 )(図 3を 参照 )、 スウェー デ ンの「 年齢階段
(Alderstrappa)」

(1680年 頃)、 その他 い くつか (B■ ckner,1969,p.81;Fehrman,1952,p.289;

Adhemar,1968,plate 7;Halliwell,1856,pp.154f。

)。

われわれは、製造技術 と潜在的 な購入者

に関 して、多様化 が進 んだ ことを知 ってい る。 つ まり、人生 の階段 はさまざまなかたちで作成 され
た 一―油絵、豪華 に仕上げ られた大 きな銅版画、小 さめの質素 な本版画。 またそれは、 カ レンダー
に描 かれた り、葬儀 の式辞 に付 けられ た り した (Imhof,1884,p.144)。 そ して、 16世 紀 には男 の
人生 の階段 と女 の人生 の階段 が別 々に描 かれて いたけれども、一緒 に同 じ人生 の階段 を歩 む夫婦 を
描 いたものがますます1増 えて い く。 この時 までに、昇降 の 2つ の部分 か ら成 る階段 のイメー ジは周
知 の シンボル になった。 イギ リスの風刺詩人 トマス・ バ ンクロフ ト (Thomas Bancroft)は 、
「人
の段階的変化 (Man's Gradation)」

(1639年 )° という詩 のなかで、 ライフコースの視覚 モデル に

言及 した。若 い恋人 と裕福 な年配 の男 のいずれを選 ぶべ きか決 めかねている少女 を描 いたヤ ン・ ス
テ ー ン (Jan Steen)の 絵 の ひ とつ で は、 そ の 場 面 の 背 景 に人 生 の 階 段 の 版 画 が 見 え る
(Bialostocki,1957,p.544)。

18世 紀 には、人生 の階段 の「 ブルジョヮ化」 (embourgeoisement)が さ らに進んだ。 ますます
拡大 してい く観衆がターゲッ トにな った。 そして、 ニュルンベルクのヴォルフ (W0110や バ ッサ
ノ・ デル・ グラッパ (BassanO del Grappめ

の レモンディーニ (Remondini)の ような、大 きな

出版印刷会社 は、新 しい製造技術を用 いた。登場人物 は、 ターゲットである消費者集団の地域と社
会に特有の衣装を着せられ、動物のシンボルは消えた。死 はバ ロック時代の人生の階段 にはまだ認
め られたが、その死 も絵から消え失せた。砂時計のような時間 と人生の経過を象徴するその他の も
の も、 ますます稀 になった。家庭 を描 いたものであることが歴然 とな り、今や階段のアーチを通 し
て見えるのは、最後の審判 にとって代わ った中産階級の居間である。 フランスでは、革命の時まで
に伝統的な シンボルは消滅 してしまっていた゛
。
「 ライフコースは今や ブルジョヮの経歴の性格を帯
びるのである」(Hoinisch,1991,p.42)(図 4を 参照)。
19世 紀 には、人生の階段の人気 は頂点 に達 した。 それは、新 しい大量生産 イラス トのお気 に入 り

のモチーフであり、 リトグラフや版画のかたちで何百万 も売れた。それらを販売 した最 も重要なヨー
ロッパ の印刷会社 としては、 ミラノのピエ トロ・ バ レッリ

(Pietro Barelli)、

ニュル ンベルクの

フ リー ドリヒ 0カ ンペ (Friedrich Campe)、 エ ピナル/ヴ ォージュ (Epina1/VogeS)の イマジェ
リ・ ペ レラン (Imagerie Pellerin)が ある°。
「 その後す ぐに、 このパ ターンは大西洋 を渡 った」

(Chew,1948,p.165)。 それを作成 したの は、 ニ ュ=ヨ ー クの クー リエ・ ア ン ド・ イー ヴズ
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(Currier&Ives)や ジェームズ 0ベ イ リ (James

Baillie)、

マサチューセ ッツか らイ ンデ ィアナ

ポ リスまでの印届1業 者、 そ してペ ンシル ヴァニアのカー リスル (Carlisle)の ドイツの印刷会社 モー
ザ ー・ ア ン ド・ ペ レス

(Moser&Perres)で あ った゛。人生 の階段 のモチー フは、西洋世界 のほ

とんどいたるところで、 タイル、 ビールのジョッキ、 タバ コの箱、 カレンダーに見 られる。人生 の
階段 を印刷 したものが、居間、宿屋、仕事場 に掛 けられて い る。 ヤーコプ・ グ リムの「 老年者 へ の
ス ピーチ (address t6 old age)」 (1863年 )に は、彼 の両親 の居間 にあ った人生 の階段 の絵 とそ
の 印象 ――「 私 の記憶 に刻 み込 まれ た消 す ことので きな い」 イメ ー ジ ーー が述 べ られて い る

(GFimm,1863,p.43)。 19世 紀末 の ドイツの著述家 たちは、 バ イエル ンの農家 や地方 の定期市 で
人生 の階段 のモチー フを 目にした (Boll,1913,p.92ff。

)。

第 1次 世界大戦 の頃 には、人生 の階段 の絵 にたいする大 きな需要 は減少 した。人生 の階段 の絵 は、
出版社 のカ タログか ら消 えはじめた。第 2次 世界大戦 の終 わ り頃 には、 それは ヨーロ ッパ の経済的
後進地域 で しか見 られな くな った (Lebenstreppe,n.d.,pp.160f。

)。

人生 の階段 の普及 と受容 の研究 は、始 ま ったばか りである。 しか し、 これが異常 な成功 をおさめ
たモチー プであったことは、疑いえない。 16世 紀 に創 りだされたそれは、 17世 紀 と 19世 紀 のあい
だに最 も広 く受 け入れ られたライ フコース と老化 のイメージであ った (Cole&Winkler,1988,p。
146)。

年齢段階 の言葉 による説明 (40歳 は裕福 である、 50歳 は静止状態 ……90歳 は子 どもたちの

笑 い もの)は 、 ドイツ語圏では絵 と同様 に長 く続 いた。年齢段階 の直線的 な表現 のこうした定式化
は、早 くもア ン トニスの 1540年 の人生 の階段 に現 れ、 19世 紀半 ばにいたるまで世間一般 に流布 し
たイラス トの永続的 な構成要素 であ り続 けた。
一般 に、広 く行 き渡 ったパ ラダイム と図像表現 は、強 い持続性 を もって いる。人生 の階段 のよ う
なイメージは、 おそ らく、
「 長期 の持続」 の領域 に、 フェルナ ン・ ブローデルの言 い回 しを使 えば、
長期間 の「牢獄」 であるあの思想構造 に属す る (Braudel,1958,p.750)。

それに して も、ただひ

とつの図像表現 のモチー フが、老化 に関す る哲学的・ 宗教的・ 科学的・ 通俗的 な言説 における、老
化 についての種 々の競合す る見方 を退 けて、 3世 紀 もの長 いあいだ広 く普及 したの は、注 目に値す
ることである。歴史上 のどの社会 をとってみて も、 ライフコース と老化 についてのい くつかの見方
が同時 に存在 して いた。 つ まり、老化 を衰退 と退化 とみる悲観的 な解釈 と、上昇 と完成 とみる楽観
的 な解釈 の両方 が、常 に並存 して いた。人生 の階段 のイメージが登場 し普及 して いった けれども、
こうした多様 な解釈 もまた存在 して いた。
老化 の悲観的な解釈 は、人文主義者 による「 家父 の権力 (patria potestas)」 の批判 においてだ
けでな く、演劇や文学 における人生 の階段 を通 じて表現 された。 これ とは対照的 に、 ル ターや カル
ヴァンの ような宗教改革者 たちは、
「 神 と主 と父 (God,Lord and Ftther)」 の同一性 を強調 し、
老年者 の権威 を強化 した。 この楽観的 な解釈 が広 め られたの はとりわけ教理問答書 の教 えを通 じて
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であ り、 この点 ではプ ロテス タ ン トとカ トリックの対抗宗教改革 とのあいだにほとん ど差がなか っ
た。 16世 紀 か ら 18世 紀 に広 く普及 した「 家父 の指南書 (Hausvaterliterttur)」

のなかにも、父

と老年者 の権威 の確認 が見出 される (Borscheid,1987,p.113;Thomas,1976)。
さらに、老化 とライフコースについてのさまざまなイメージには、一定 の「景気循環 (business
cycles)」

があるよ うに見える。 ほとん どすべ ての老化 の文化史 によれば、 16世 紀 は老化 を きわ め

て否定的 に捉 えたの にたい して、 18世 紀、特 に啓蒙主義 の時期 は、老年 を非常 に高 く評価 したが、
19世 紀 には若者 と老人差別 (ageism)の 社会 へ の移行 が始 ま った0。 このよ うな時代区分 が正 しい

か否 かは、 ここでのわれわれの関心 ではない。特定 の時代 には特定 の老化 の解釈 が優勢 であ り、支
配的 な老化 のイメージは歴史的 に変化 したとい うの は、 そのとお りであると思われ る。
これ らのことすべてを考慮すれば、人生 の階段 が長期 にわたって広 く普及 した事実 は、 ますます
もって注 目に値す るもの となる。人生 の階段 が具現す る観念 は、対立す るさまざまな言説 と優勢 な
見方 の長期的 な循環 を凌駕 した。人生 の階段 のイメー ジに込 め られたメ ッセージは、間違 いよ うの
ない ものである ―‑50歳 以降 の人生 は衰退 と退化 であ り、 これを受 け入れる ことので きな い者 は
子 どもたちのジ ョークの標的 になる。

老年 のイメージの意味 (The Meaning of hages of Old Age)

何 が このモデル を長期 にわた ってか くも魅力的 な ものに して きたので あろうか。 この モデルが

16世 紀半 ばか ら徐 々に広 が っていったの は何故 であろ うか。 そ して、 それが第 1次 世界大戦 の頃
に突如 として消 えて しま ったの は何故 であろうか。 これ らの疑間 に答 えるためには、 まず老年 のイ
メー ジは何 を意味 しうるかを論 じる必要 がある。
確 かにわれわれは、人生 の階段 の画一性 と厳格 な配置を、以前 の数世紀 における人生 の人 口面 と
社会面 での不確実性 を文化的 に克服す るための試みとみなす ことがで きる。 イ ムホー フとア リエス
が示唆 したよ うに、 それ は安定 を求 め る努力 の一 部 を成 して いた

(Ariё s,1978,p.81;Imhof,

1984, p. 136)。

われわれは、 こう考える こと も可能か もしれない。 つ まり、 16世 紀 か ら 17世 紀 へ の変 わ り目に
人生 の諸段階が人 々の心を とらえたの は、 この時期 に死 に関す ることへ の関心、 とりわけ良 い死 に
方 へ の 関心 が 強 ま ったか らで あ る、 と。 15世 紀 の後半 には、 書物 や絵画 が 「 往生術 (artes
moriendi)」 を教 えは じめた (Imhof,1991)。

冊儀 や骨、 あるい は弓矢 で武装 した骸骨 によ って象

徴 され る死 は、人生 の諸段階 を描 いた図像 では時 には各段階 に存在 してい る。 ここで は死 と人生 の
諸段階 の テーマは一体化 して い る (Aritts,1978,p.81)。
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する ことへの公衆 の関心 が消えてか らもず っと後 まで続 いたので ある。
コール (C61e)と ヴ ィ ンクラー (Winkler)は 、心性 (menね lit6)の 歴史 に社会構造的解釈を
つ け加えた。かれ らは、上 り階段 と降 り階段 の形状 に、中産階級 の成功 をめざす闘争 と社会的衰退
への恐れを見てい る。 かれ らにとって、人生 の階段 は「 ブル ジ ョヮに特有 の ライフコニスのイメー
ジ」 を表 している (1988,p.46)。

この後者 の解釈 は、人生 の階段 を時間的・ 空 間的 にもっと正確

に位置づ けることに貢献 した。実際、 それはブルジ ョヮ社会 の勃興 にともなって生 じた老化 のイメー
ジである。 しか し、社会的 な上昇 と下降 の テーマが、非常 に長 いあいだライフコースと老化 の特定 °
の解釈 と結 びつ くの は何故 であろ うか。 そのようなイメー ジと社会構造 は、 どのよ うな関係 にある
のだ ろうか。
人生 の階段 の私 の「 読 み方 (reading)」 は、老化 のイメー ジと社会的現実 の あ いだには複雑 な
関係 があるとい う仮定 か ら出発す る°。老化 と人生 の さまざまな解釈 は、恣意的で もなければ、好
き勝手 に選ばれたので もない。 しか し、 それ らは社会的実践 の単純 な反映で もない。 それ らは、社
会的 な経験 を圧縮 してつ くられた抽象的なステ レオ タイプである。 こうして、老化 とライフコース
のイメー ジは社会的 な規範 とな り、 そ うなると今度 はこの規範 が実践 に影響 を与 え、期待 と行動 を
規制す るのである。
このことを背景 として、われわれは、老化 のイメージの社会的機能 の考察 を開始できる。 ゲル ト
・
ゲケ ンヤ ン (Gerd G6ckenjan)は 、老化 のイメージにはい くつ もの意図が潜 んでい ると考 えた。
すなわち、老化 のイメージは、 ライフコースの設計図を提示 し、
「 目標 と目的、欲望 と空想 の合流
地点」 となる。老化 のイメー ジは、各 自の社会的地位を指定 し、社会問題 を映 しだすスク リー ンの
役割 を果 たす。 だが老化 のイメージの中心観念 は、 とりわけ、世代間 の関係 を規制す ることにある。
つ まり、老化 のイメー ジは、世代間での期待 の地平 ―― 社会的 に受容可能 な世代間での慣行 ―― を
形成 し、家族周期 にお ける世代間 の関係 を規制す るのである (Glckenjan,1989)。
こうした観点 か らすれば、人生 の階段 は、上昇 して くる若 い世代 か ら年老 いた世代 へ のメ ッセー
ジを具現 して いる 一― あなた方 はすでに絶頂期 を過 ぎ、 あなた方 の肉体 と精神 は衰 えるばか りだ。
引退 して場所 を空けて もらいたい。 さもな くば、あなた方 は子 どもたちの笑 い もの になるで しょう。
人生 の階段 は、老年者 とって代 わろうとす る若者 たちの願 いを正 当化す ると同時 に、老年者 がそれ
を受 け入れて退 くよ う促 して いるのである。
こうして、 われわれは、人生 の階段 のモチー フに含 まれた、社会的 な上昇・ 下降 と個人の ライフ
コース と家族周期 との結 びつ きの説明を試 みることがで きる。 われわれは、 それを、社会的な上昇

0

下降 と社会的地位 が家族 にお ける世代間での財産 と富 の移転 に依存す るさまざまな社会階層 の実践
に関係 づ けることがで きる。 そのよ うな社会的関係 が優勢 だ ったあの長期間 にわたって、実際 に、
人生 の階段 のモチー フは異常 なほど広範 に受 け入れ られた。中欧では、 そうした時期 が、西洋世界
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の他 の地域 よ りも長 く続 いた。

財産 の移転 と世代間の関係 (Transfer Of Property and Generttiond Relations)

家族 の構造、発展周期、 および老化 の歴史 について、過去 20年 間 に非常 に多 くの研究 がなされ
た。 それ らの研究 によ って提出 された証拠 によれば、近世 の中欧では、世代間 の関係 は財産 と富 の
移転 によ って大 きな影響 を受 けた。財産 のある農民、手工業者、 そ して都市 の中産階級 において は、
特 にそ うであ った。
南西 ドイツの農村 と小都市 にお ける世代間 の関係 については、例 えば、 17〜 19世 紀 の ネカーハ
ウゼ ン (Neckarhausen)に 関す るデー ヴ ィ ド・ サ ビー ンの研究 において、詳 しく研究 されて いる
(Sabean,1990)。

近世 の南西 ドイ ツは、特 に柔軟 で流動的 な社会構造 によ って特徴 づ けられた。

南西 ドイツは、小規模農家 によ って営 まれる集約的 な市場向け農業生産 と手工業が混在す る地域 で、
そ こでは土地市場 が発達 し、すべ ての相続人 に質量 ともに同等 の財産分与 を保証 する分割相続 の制
度 が広 ま って いた。
このよ うな条件 の もとで、両親 の資産 の次世代 へ の移転 は、継続的 な「 漸次的」過程 であ った
(Sabean,1990,p.248)。

結婚 に際 して、花婿 と花嫁 はかれ らの将来 の相続財産 の最初 の部分 を受

けとった。 どのよ うな形態 でどれだけ移転 され るかは、両親 によ って決 め られた。 しば しば結婚 の
ときの分与 は、貸与 にとどまるか、用益権 だけが移転 され るにす ぎなか った。正式 な財産譲渡 が取
り消 されることさえ あ った。 のちにな って、男Jの 財産 が分与 されることもあ った。 これ らすべては、
とりわけ、両親 の健康状態に依存 して いた。両親 が肉体 の衰 えを感 じた場合 には、子 どもたちの労
働 および援助 と引 き換 えに、財産 を譲渡 した。両親 が死 ぬ前 に完全 な富 の譲渡 (ウbθ rgα bの が行
われる ことは、 この地域 では稀 に しかなか った。老年世代 は、 自分 の財産 と経済的独立 にたいす る
支配権 をできるだけ長 いあいだ手放す まい とした。財産 の移転 にお ける最後 の決定的 な手続 は、 か
れ らの死 まで行 われなか った。
「 若 い世代 の財産 へ のアクセスは、絶 えぎる交渉 の もとに置かれて
いた」 (Sabean,1990,p.322)。
中規模 と大規模 の農家 が優勢 だ った中欧 の地域 では、土地市場 も発達 してお らず、単独相続 が規
範 であ うた。 そ こで は近世 に、 異 な った財産移転 のモデル、 すなわち、生前譲渡 (inter宙 vos
inheritance)が 広まった。農村社会では、隠居 (4 sg″ れま)の 制度 とともに、契約 によって決

め られ法的に規制 された、生 きている当事者間での財産移転の形態が発展 した。隠居制 は、相続人
たちが両親の死を待 たずに農家を引 き継 ぐことを可能 にし、隠居 したあとの両親の生計を保証 した
(Gaunt,1983,p.250)。
こ う したや り方 で の財産移転 の存在 を示 す徴候 は、 ヨー ロ ッパ の各地 で早 くも 13世 紀 に見 られ
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る。 しか し、隠居 の普及 に関 して は、 ほとんどなに も知 られて いない。 それは、 15世 紀末頃 の デ
ンマー クとスウェァデ ンで、 しば しば出現 したようである。 ドイツ語圏のい くつかの地域 (例 えば、
上オ ース トリア、 G■11,1969,p.92を 参照)に お いては、 16世 紀 に隠居契約 の数 が多 くなるけ
れども、他 の地域 では隠居制 はこの時期 にはまだ知 られていない。現在 の研究状況か ら判断すれば、
隠居制 は一般 に 17世 紀 の ヨーロ ッパ で見出 され、 19世 紀 にその頂点 に達 したようである (Gaunt,
1983;Taeger,1990)。
しか し、隠居制 の「 普及」 とはどのようなことを意味す るのであろうか。 それは、世代間でのこ
の種 の財産移転 が利用可能 な もの として一般 に知 られて いたことを意味するにすぎない。 ドイツ語
jみ
圏 には、 この種 の財産移転 の概念 を表す言葉 が種 々の方言 に見 られる 一 Aじ sgaご j昭 ら スJι θ
れι
θ

Lο jbz

cん

ι等 々。隠居制 の存在 は、隠居世代 のためのスペースを備 えた農家 の建物 の レイアウ トか

らも知 られる。隠居 のためのスペースは、裕福 な農家 の母屋 に隣接 した小 さな家 や、貧 しい農家 の
別棟 であ った り、 あるいはまた小 さな部屋 にす ぎないこともあった。
隠居制 の「 普及」 とは、 この生前 の財産移転 が唯一の形態 ない し支配的 な形態 として行 われたこ
とを決 して意 味す るものではない。隠居制 の可能性 は、 さまざまな外的要因 ―一 生死にかかわる不
確実性、農家 の生産力 …― に左右 された。大規模 な農家 だけが、 2組 の家族 を扶養 で きた。 とりわ
け、隠居制 の可能性 は、財産 を支配す る老年世代 の意思 と頑固 さと戦略 に依存 した。

17世 紀 か ら 19世 紀 のオース トリアの史料 を調査 した トーマス ●ヘル ドの数量的 な研究 によれば、
隠居制 はきわめてわずか しか見出 されない。隠居 していたのは、平均 して、 51〜 70歳 の老人 のお
よそ 8パ ーセ ン トであった。 11パ ーセ ン トの世帯 が隠居人 を含 んでいた (Held,1982)。 この こと
は、大多数 の老人 が死 ぬ まで家父 や主婦 の役割 を果 た した ことを意味す るわけではない。多 くの人
はこの地位 に達す ることがなか った し、独身 の親族あ るいは同居人 として農家 に住 んでいた。 この
時期 のオ ース トリアのい くつかの農村 では、世帯主 とその配偶者 が 60歳 以上である世帯 の割合 は、
めったに 50パ ーセ ン トを超え ることがなか った (Ehmer,1982,p.85)。

しか し、 この地位 に達

して いたものは、 めったにそれを手放 さなか った。
したが って、隠居制 が広 く行われていたところで も、家族内での財産 の移転 が 自動的 に起 こるわ
けではな く、世代間 の交渉 の もとに置かれていたので ある。 これは、年配 の農民 がそ もそ も隠居す
るか どうかだ けでな く、 かれ らの隠居 が農家 に課す負担 の程度 に も関連 して い る。隠居契約 では、
隠居す る所有者 はしば しば莫大 な収入 の保証 を受 け、 それによ って次世代 に重荷を負 わせ、 ときに
はかれ らを破滅 させ ることもあ った。確 かに、契約 で合意 された金銭 と現物 での年金 は、実際 には
その完全履行を要求 されることのない上限を意味 したが、隠居人 の権力 を強 める手段 に もなりえた。
ハ ーマ ン・ レーベルが研究 した 17世 紀上 オ ース トリアの農村 では、農家 の収入 の 4分 の 1か ら半
分 が隠居人 の もの とな った (Rebel,1978)。

かれ らのなかには、地元 の金貸 しとして活動 して い る
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者 もいた。 そのような場合 には、
「 隠居制 は、老人 たちを引退 させてかれ らのわずか の福祉 を整え
るための社会的便法 ではな く、 む しろ、世帯主 が家庭 と家族 の範囲を こえて新 たな経済的・ 社会的
活動 を探す ためのオプ シ ョンであ った」(Rebel,1983,p.173)。 言 い換 えれば、 これ らの活動 は、
隠居契約 で保証 された分与 の ほかに、付加的 な経済力 を隠居人 に与 えたのである。
また、老年世代 は、重荷 や義務 や責任 や負債 か ら自由になるために、 あるいは レジャーを楽 しむ
ために、農場経営 を放棄す る必要 があ ったのか もしれないm。 裕福 な農民 は、 しば しば、家族内で
の継承 の継続 を保証す るタイム リーな隠居 を戦略 として用 いた。例 えば、 ヘ ッセ ンのシュヴァルム

(Schwalm)の フェル テス農場

(Vtttes―

ねrm)は 、 1776年 か ら 1970年 まで、 ヨハ ネ ス・ フース

家 (a」 Ohallnes Hooss)の ものであ った。代 々の ヨハ ネス・ フースは、次世代 へ の農場 の移転 を
注意深 く計画 した。 かれ らの平均的 な隠居年齢 は 60歳 であ った。 そのあとかれ らは 一一 平均 して
一 隠居人 として農場 でさらに18年 生 きた (Imhof,1984,p.142)。
中欧 の これ らすべ ての農村地域 では、家族 における財産 の移転 は、種 々の相違す る利害 が集 まる
焦点 とな った。財産 の移転 は、世代間 の絶 えぎる複雑 な交渉 のプ ロセスであ った。単純明快 に図式
化 されたライフコースのモデルが必要 とな ったの は、 このプ ロセスの複雑 さと継続性 の故 であ った。
人生 の階段 のイメージは、 こうした絶 えぎる交渉 の当事者 たちのなかにその市場 を見出 した、 と言
えそ うである。

夫婦が ともに歩む人生の階段 (The Partnership Conception of the Life Stairs)

すで に述 べ たように、 16世 紀 と 17世 紀初 めには、人生 の階段 の圧倒的 に多 い タイプは男女別 に
描 かれたものであ った。人生 の階段のモチー フが普及す るにつれて、夫婦 が一緒 に描 かれる頻度 が
増 して いった。
この変化 は、財産移転 の観点 か らしてま った く適切 な ものである。 オース トリアの村落 の研究 が
明 らかに したところによれば、財産移転 は高 い確率で再婚 と結 びついて起 こっている。調査 された
事例 の 30〜 40パ ーセ ン トにおいて、夫 が死 んだあと寡婦 が農場 の所有権 を継承 した。 これ らの寡
婦 の多 くは再婚 しなか ったのであるが、 その場合 で も、彼女 たちによる遺産 の継承 は将来 の相続人
にとって脅威 とな りえた。
「 確 かに、再婚 した寡婦 たちは推定相続人 との利害衝突 に直面 したであ
ろう。後者 は、 よ くて も相続財産がかな りのあいだ手 に入 らないことを考慮 せねばならず、悪 くし
て女性 が 2度 目 (あ るいは 3度 日)の 結婚 で子 どもを生むような ことになれば、 これ らの子 どもの
か ら相続人 が選 ばれて財産 を横取 りされ るか もしれな いこと も考慮 せねばな らなか った」 (Sider

&Mitterauer,1983,p.313)。

19世 紀 には、再婚 の減少 が隠居 の増加 とパ ラ レルに進 んだ。 さら
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に、 デ ンマー クの ある事例研究 が示 して い るように、 18世 紀後期 に始 ま った現象 であるが、 農民
たちは男女 ともに一定年齢以後 はもう再婚 しな くな った (Johansen,1987,p.297)。

約 60歳 を過

ぎると、配偶者 の一方 が死 んだあとは、農場 の移転 が完全 に行 われた。隠居 が 自動的な性格 を帯 び
たのは、 このよ うな場合においてだけであ つた。
こうした戦略 は、隠居制 が普及 して いない ところで もある役割 を果 た した。 1700〜 1870年 の ネ
カーハ ウゼ ンでは、生前譲渡 が行 われたの は相続財産全体 の 14パ ーセ ン トにす ぎなか った。 それ
らはほとんどすべて、一方 の配偶者 が死亡 し、残 された配偶者 が隠居 した場合 に起 こった。 サ ビー
ンが見出 した夫婦隠居 の事例 はただひとつであった (Sabean,1990,p。

341)。

一般 に寡婦 と男鰈

は、 で きるだけ長 いあいだ財産 にたいす る支配権 を保持 しようとす るか、 そ うでない場合 には再婚
しようとした。 2度 日あるいは 3度 目の結婚 は、財産相続資格者 の数 を増 や し、最初 の結婚 で生 ま
れた子 どもたちの分与財産 を減少 させた。夫婦 が ともに歩 む人生 の階段 は、残 された配偶者 が隠居
す るよう促 したので、世代間での交渉 においてひとつの論拠 とな ったであろう。

人間 の寿命 と人生の階段 に見る生涯

(Hum田 l mfe Spttm ttld the ChЮ nology of the Lfe Stdrs)
人生 の階段 の表現 では、人間 の寿命 は、50歳 を人生 の頂点 として、 100歳 に及 ぶ とされている。
勿論、 これは近世 にお ける実際 の人 口現象を反映するものではない。すでに見 たよ うに、 それは、
現実 ではな く、哲学 と図像 の伝統 と10進 法 の シンメ トリーに従 って いる。実際、生涯 を 10年 きざ
みで 10段 階 に分 けるの は、特 に後半部 の後半 の解釈 について問題 をひき起 こす。
「 10の 年齢段階
は要す るに多す ぎる」 (Burrow,1986,p。

73)も

しか し、 100歳 とい う長 さも、50歳 の転換点 も、

当時 の人 々の経験 や願 い とまった く矛盾す るわけではない。
平均寿命 は低 かった けれども、老年 まで生 き延びるチャンス も勿論 あ った。 イギ リスでよ く知 ら
れた シ リーズで ある「 歴史名士録 (Who is Who in History)」

を用 いた S.R.ス ミスの調査 に

よれば、 16世 紀 の巻 に挙 げ られた人 々の うち約 3分 の 1が 、 また 18世 紀 にはほとんど半分 が、 70
歳 もしくは 70歳 を超 えて生 きた。宗教改革期 のヘ ッセ ンの牧師 の死亡年齢 も、 ま った く似 たよう
な数字 を示 して い る (Borscheid,1987,p.46)。

す べて の年寄 りが実際に正確 な出生 日を憶えて

いた、 と考 えることはで きないであろう。 1681年 3月 に哲学者 のジョン・ ロックは、オ ックスフォー
ドのア リス・ ジ ョー ジ夫人 一 「 108歳 だ といわれて い る女性」 ― を訪 ねた。隣 の部屋 に住 んで
い る彼女 の息子 は、77歳 だといわれていた。 これ らの数字 はどちらも誇張 されて いるであろう。 し
か し、人間 の ライフコースが官僚行政 によ って完全 に捕捉 される以前 には、老齢者 はおそ らく自分
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や親族 や隣人 を実際 よ りも年寄 りだ と見 て いた。 かれ らにとって 100歳 の寿命 のイメージは、現代
の注意深 数 える歴史人 口学者 にとって と同 じほど途方 もないことではなか ったであろう。
,く

われわれにとって もっと興味深 いの は、人生 の階段 の転換点 である。 さまざまな研究 が提供 して
い る証拠 によれば、50歳 は実際 にもライフコースの決定的 な時点 で もあ った。
分割相続 の制度 のゆえに世代間の財産 の移転 が漸次的・ 継続的 な仕方で行 われた南西 ドイツでは、
個 々人 の財産総額 はライフコースにわた ってかな り変動 した。例 えば、 18世 紀 と 19世 紀 の ネカー
ハ ウゼ ンでは、
「 個人 が保有す る財産 の平均総額 は……徐 々に増加 し、 およそ 45〜 54歳 で ピークに
達 した……30歳 までは、富 に恵 まれ ることはほとんどなか った。30〜 44歳 の時期 に、人 々 は結婚
持参金や相続財産を手 に入 れた り、資産を購入 した り し、 この過程 は 45歳 かそ こ らの年齢 で完了
した……そのあと、 おそ らく富 の移転が始 まると、資産 を維持す る段階 に入 った」 (Sabean,1990,
pp.257fO。
隣接するエス リンゲ ン (Esslingen)の 農民や ブ ドウ栽培者 の個別 の家族史 は、同 じ傾向 を示 し
て い る (Schraut,1989a)。 19世 紀 には、若 い夫婦 は老夫婦 に依存 し、頻繁 に両親 と一緒 に暮 らし
続けた。一連 の財産 の移転 はかれ らを完全 に独立 させ、 およそ 40歳 で 自分 の家 をもてるようにな っ
た。 50歳 になるとさ らに財産 が蓄積 され、 かれ らのなかには税 を納 める豊 かな農民 グループに入
る者 も現れた。不動産 の最大総額 は 50〜 60歳 で見 られた (Schraut,1989,p.196)。

しか し、 ラ

イフコースのその段階 に達すると、かれ ら自身 の子 どもたちが成長 し、結婚 しはじめるようにな る。
こうして世代間での財産移転 の新 たな循環 が始 ま り、年配世代 の財産 は減少 した。
東 ガ リキアにおけるウクライナとポー ラ ン ドの農民家族 の ライフサイクル は、似 たよ うなパ ター
ンを示 している。
農民 の息子が成人 したとき、 かれは両親 か ら 2〜 3エ ーカーの土地を与 え られ、彼 の妻 の結
婚持参財産 が 1〜 2平 ―カー加わる。辛 い労働 と倹約 と出稼 ぎによ って、彼 はさらに多 くの
土地をなん とか購入 した。 そ して彼 は、両親 と親戚が死 ぬ とさらに多 くの土地を相続する。
彼 の保有地 は彼 が 50歳 の頃 に最大規模 に達す る。今 や彼 の子 どもたちは成長 し、彼 は 自分
が死 ぬ前 にかれ らに数 エーカーの土地を「 分与」 せざるをえな くな った。彼 はその生涯を小
規模保有者 として開始 し、少 しのあいだ中規模 の所有者 になったが、小規模保有者 として死
んだ。 (Kieniewicz,1969,p.212;Rudolph,1986,p.32か ら引用)
単独相続 の地域では、財産 の移転 はあま り漸次的ではなか った。 ここでは、隠居が、 ライフコー
ス と家族周期 にお ける大 きな転換点 であった。 18世 紀 と 19世 紀 に関す る多数 の研究 が、隠居 した
ときの年齢を証明 してい る。 ある上 オース トリアの教区 (1813〜 173年 )で は、隠居 した年齢 は 37
歳 か ら 80歳 までに及 んでいたが、 50歳 か ら 65歳 に集中 していた (Krabicka,1980)。

1900年 頃

には、隠居時 の平均年齢 は、 ボヘ ミアで 46歳 、 モ ラヴ ィアで 52歳 、上 バ イエル ンで 45〜 50歳 で
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・ ゴーン トによ って、 18世 紀 と 19世 紀 のフ ィ ンラ ン
あ った。似 たよ うなデ ー タが、 デー ヴィッド
ドとス ウェーデ ンについて提出 されて い る。 18世 紀末 と 19世 紀 のオ ース トリアの農民 に関する一
連 の個別家族史 は、隠居時 の年齢 が 50歳 、51歳 、55歳 であ ったことを示 して い る。 もっと遅 い時
点 で の 隠居 は、 成 人 した相 続 人 が 身 近 に い な い場 合 に しか見 出 され なか った (Sieder&
Mitterauer, 1983)。

ノル ウェーにおける「 所有者 の ライフサイクル」 の分析 も、似た ような結果 を提供 して い る。
1664〜 1930年 のノル ウェーのセ ンサスか ら抽 出 された年齢集団 ごとの豊 かさのイ ンデ ックス は、

考察対象 とな った全期間 を通 じて驚 くほど安定 したパ ターンを示 して い る 一一「収入、富 と所有地、
土地 占有 ない し土地所有 の統計 は、一般 に放物線状 のパ ター ンを示 して い る。豊 かさは 20歳 か ら
上昇 しておよそ 50歳 で ピークを迎え、 その あとに、年老 いた人 々においては少 な くともい くらか
下降す る」 (Soltow,1990,pp.445f)。
近世 の都市社会 における世代 の関係 と財産 の移転 は、 これまのところあまり研究 されて いない。
しか し、 われわれが手 に してい るわずかな証拠 は、農村地域 と似 たような傾向 を示 して い る。 シュ
ヴ ァー ベ ンの ネル トリンゲ ン (Nё rdlingen)市 の市民 の大抵 の男性世帯 主 は、 結婚 してか ら
50〜 55歳 まで の時期 に、 かれ らの財産 のかな りの増加 を経験 した (Friedrichs,1979,p.326)。

1500年 頃のヘ クス ター (Hё xter)市 ―― 下 ザクセ ンの小都市 一 ―に関す る研究 は、50歳 以後 に富
が移転す ることをはっきりと示 して い る。息子 や義理 の息子 の新所帯 の創設 は、両親 の富が減少す
る重大な局面であ った (Rithing,1986,p.433)。 ライ フコースにわたる財産 の変化 は、人生 の階
段 のカー スとぴ った りと平行線 をな して い るので ある。
都市 の手工業者 にお ける世代間 の関係 と財産 の移転 の研究 は、 や っと始 ま ったばか りである。 こ
れまでにわれわれが手 に して い る唯一 の証拠 は、親方手工業者 に雇 われた奉公人 の数 を、親方 の年
齢集団別 に示 したもので ある。 この数 は、 ライフコースにわた って変化す る経済活動 の指標 になる。
チ ェル ッティによる 1705年 の トリノのセ ンサスの分析 によれば、 なん らか の奉公人 を雇 ってい
る親方 の数 と、親方 に雇 われた使用人 の工房 あた りの数 は、両者 とも、親方 の年齢 が 40〜 49歳 の
ときに頂点 に達 した。
「徒弟 と職人 の数 は親方 が分別盛 りの年齢 の世帯 でよ り多 か ったが、40〜 50
歳 の範囲 にある世帯 で特 に多 か った」 (Cerutti,1991,pp.1140。 19世 紀 の ウ ィー ンでは、手工
業者 の工房 に雇 われ る労働力 は 40歳 まで増加 し、奉公人 と子 どもたち ―一 かれ らはときには父親
の手助 けを した 一― の数 は 40〜 50歳 で ピークに達 した。55歳 を過 ぎると、正式 の奉公人 (徒 弟、
職人、女中)と 潜在的 な使用人 (息 子 や娘たち)は 、 ともに急激 に少 な くな った (Ehmer,1980,p.
55)。

1840年 頃 の ドイツの絹織物都市 ク レー フェル ト (Krefeld)で も似 たような カー ブが観察 さ

れる。 ここでは、親方手工業者 の経済力 は 37〜 46歳 にその ピー クを迎 えた (K五 edte,1991,p。 16
6)。
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勿論、 これ らす べ ての事例 は、 断片 的 でば らば らな証拠 を提供 して くれ るにす ぎな い。 しか しな
が ら、 これ らはす べ て 同 じ方 向 を指 して い る。 16〜 19世 紀 中欧 の さまざまな社会環境 にお い て、
人 々 は、人生 の階段 の理想 的 なイメ ー ジか らあま りか け離 れて い なか った ライ フ コー ス を経験 した
よ うに思 われ る。

結び (Conclusions)

最後 の数節 では、 い くつかの社会環境 で見 られる、 ライフコース と世代間 の関係 と老年 との結 び
つ きの事例 を紹介 した。抽象的 な観点 か らみれば、 これ らの環境 はすべてある社会経済的特徴 を共
有 して い る。す なわち、 これ らの社会環境 では、家族 ない し世帯 が最 も重要 な生産単位 であ り、 そ
れら

(も

っと正確 には、 その成員 のある者 つ まり世帯主)が 生産手段 の所有者 であ り、 かれ らはそ

の財産 を家族内で相続 によって移転 したのである。 こうした社会的構成物 を特徴 づ けるのに、歴史
家 たちは異 な った用語 を用 いている 一―「農民的生産様式 (peasant mOde of produce)」 、
「 家族
的生産様式 (familial mode of production)」 、 あるいは「 小商品生産」。
この論文 の中心的 な議論 は、小商品生産 とい う特定 の社会的構造物 と、人生 の階段 の画像 に表現
されたライフサイクル と老年 の概念 とのあいだには関係がある、 という仮定 に立 っている。 この画
像 は、 ライフコースの設計図を提示 して、 この特殊 な生産様式内で の世代間 の関係 を規制す るのに
適 していた。 さらに、人生 の階段 の画像 の人気 の普及 と持続 と衰退 は、小商品生産 の歴史的 な発展
と関係 して いたよ うに思われる。
中欧 では、農民家族 の農家 と親方手工業者 の工房 が社会構造 に及 ぼす影響力 は、 16世 紀 か ら 19
世紀 にか けて増大 したよ うに思われ る。農民層 は、 その所有権 を徐 々に強 くして、 ついには 自 らを
解放 した。 こうした法 的地位 の向上 だけでな く、農民 は事実上 の相続権 と処分権を行使 した。財産
移転 の形態 とメカニズムに関す るわれわれの知識 は、非常 に限 られた ものである。 しか し、資源 を
支配 し配分する基本的な枠組 としての家族 が、土地市場 によって弱体化 された、 と考 えねばな らな
い証拠 はなにもない。財産相続 と、 もっと一般的 には、家族や親族 の取引 は、 む しろこの時期 に重
要性 を増 した。似 たような傾向 は、都市 の親方手工業者 において も見 られる。同職組合 を閉鎖的 に
して親方 の数 を制限 しようとす るかれ らの試みは、親方 の息子や義理 の息子 に特権 を与 え、社会的
再生産 の過程 にお ける家族 の役割 を強化 した。
0。

さらに、同 じ時期 に、社会的階層分化 が急速 に進 んだ。 1500年 頃 の中欧 の農村社会 では、人 口
の大多数 が農民 であ ったが、 1800年 頃 には本来 の農民 は少数派 にな って しま っていた。同 じこと
は、都市 の手工業者 と商人 にも起 こった。 あ る階級 の一員 として生 まれたか らといって、 もはや自
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動的 に生涯 にわたってその階級 の一員 であ り続 けるられるわけではなか った。財産 のある農民 の子
どもたちは、社会的地位 が下 が る可能性 に気 づかねばな らなか った。相続財産 は社会的・ 経済的地
位 を保証す るうえでますます重要 にな った。結婚年齢 と未婚率 の長期的 な上昇 は、 こうした問題 の
数量的 な表現 である。 この現象 は、中欧 の さまざまな地域 で 17世 紀 に始 まり、 19世 紀半 ばにその
ピー クに達 した (Ehmer,1991)。

19世 紀末 までは、賃労働 はまだ大多数 の人 々の全生涯を規定す るものにな って いなか った。 む
しろ、賃労働 はライ フサイクルの初期 の段階 に限 られて いた。大抵 の人 々 は、 30歳 頃 を出発点 と
して、 自立 した農民や手工業者 や商人 になろ うと努 めた。例 えば、 19世 紀末 ドイツの統計 (1882
年、 1895年 、 1907年 )に よれば、労働者 の割合 は年齢 が高 くなるにつれて低下 して い き、40〜 49
歳 で独立 自営業者 の割合 が労働者 のそれ と等 しくな り、 50歳 を こえると前者 が後者 を数的 にかな
り凌駕 した (Ehmer,1988)3多 くの場合、 こうした独立 自営業者 は生存限界 ぎりぎりの独立状態
にあ ったが、かれ らは小商品生産の社会的・ 精神的 な伝統 一 なかでも資源 と財産権 の移転 のパ ター
ンニーを維持 し続 けた。・
要約す ると、私 の見方 で は、人生 の階段 の単純 な図像 は、近世 か ら 19世 紀末 まで中欧 で優勢で
あ ったこの特殊 な「 家族的生産様式」内での世代間 の関係 の「 理念型的」 イメージのような もので
あ った。相続 と経済的独立 と結婚 の結 びつ きがその一般的妥当性 を失 ったの は、 19世 紀 か ら 20世
紀へ の転換期 の頃である。社会的 な上昇・ 下降移動 と社会的地位 は、 ますます労働市場 と教育制度
に依存す るものにな った。社会保障 は、 ますます家族以外 の諸制度 によ って提供 されるようになっ
た。 こうした変化 によ って創 りだされた社会的・ 精神的環境 においては、 ライフコースを設計 し、
世代間 の関係 を規制す るのに、人生 の階段 の画像 はもやは必要 がな くな うて いた。現 にその とき、
人生 の階段 の長期にわたる人気 はその終焉 を迎えたので ある。
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(注 )

次 の方 々に特 に感謝 した い。 Gerd Gё ckenianに は未発表 の知見 を共 有 させて くれて ことにたい して、

Hermann Rebelに は有益 な議論 とコメ ン トにたい して、 また同氏 と Barry McLoughlinに は翻訳 を援助 して
くれた ことにたい して。

(1)人 生 の 階段 の 図像 と、 この モ チ ー フの意 味 と普 及 に関す る論 文 とを収 録 し た最 も重 要 な文 献 は、
Lebenstreppe"で ある。

12)各 年齢 に対応す る動物 の シンボルには若干 の違 いが見 られる

(Zache■

1981,p.403ft Gabelentz,1939

を参照、 また図 1を も参照)。 アナベル ク (Annaberg)の 聖 アネ ン教会 (St.Annen― Kirche)の 浅浮 き
彫 りには、以下 のよ うな対応関係が示 されている。

(men)
子牛 (Kalb/calf)

女 (women)

(XX)

雄山羊 (Bock/he― gOat)

鳩 (Taube/dove)

(XXX)

雄羊

年齢

(anlli)

10歳

(X)

20歳
30歳

40菌 そ (XL)

50歳
60歳
70歳
80歳

‐

狐

(LXX)
(LXXX)

犬

(C)

(Widder/raln)

ライ オ ン

(L)
(LX)

90歳 (LC)
100歳

男

狼

(Lowe/1iOn)

(Fuchs/fOX)
(Wolf/wolf)
(Hund/dog)

雄猫

(Kater/Cat)

ロバ (Ese1/dOnkey)

ウズラ (Wachte1/qudl)

ヵサ サ ギ

(Elster/magpie)

ク ジ ャク

(Pfau/p∝ КOCk)

雌鳥 (Henne/hen)
ガチヨウ (Gans/g00Se)
ハ ゲタカ (Geier/Vulture)
ァ ヒル

(Ente/duCk)

ヽ

●り(Flederlnaus/bat)
コウヨ

大鎌をもった骸骨の死神 (Sensemann/skeletOn armed with scythe)

131 このバージョンの ドイツ語テクス トはブランデンブルク (1612年 )の 葬儀の式辞に出来 し (Imhof,1984,
p.144)、

以下のとおりである。

Zehen Jahr eln Kind,
Zwanzig Jahr ein Jungeling,
Dreisig Jahr ein Mann,
Vierzig Jahr wohlgetan,
Funffzig」 ahr stille stahn,
Sechszig」ahr gehet das Alter an,
Siebenzig Jahr eon dter Grei3,
Achtzig Jnhr nim7ner Wei3,
Neunzig Jnhr der Kinder Spott,

Hundert Jahr Gnad dir Gott."
」ohn

Winter JOnes(1853,p.178)は 、以下 の よ うに英訳 して い る。彼 が選 んだ この格言 のバ ー ジ ョ ン
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は普通 の もの とは違 ってお り、 40歳 と 50歳 の属性 が逆 にな ってい る。
For the first ten years a child.

At twenty years a youth.
At thirty years a man.
At forty years stationary.
At fifty years wen to d。

.

At sixty years on the decline.
At seventy years look after thy soul.
At eighty years the fool of the world.
At ninety years the laughing― stock of children.

At hundred yeば s, now God have mercy on thee."

Zacher(1891,p.390以 下 )は 、 この格言 の 16世 紀 ドイ ツの種 々のバ ー ジ ョンを比 較 して い る。

(4)Chew(1962,p.149)に

は、 トマス ●バ ンク ロ フ トの「 人 の段 階的変化」 (1639年 )が 引用 されて い る。

We clilnb the slippery stdrs of lnfancy,

Of Childhood,Youth,of lmddle age,and then
Decline, gTow old, decrepit, bed― rid lye,

Bending to infant― weakness once agen,

And to our Cophines(as to Cradles)goe,
That at the ataire― foot sttnd, and stint our woe."

6)SchapirO,1940,p.16Ъ 18世 紀 の種 々の事例 で は、最後 の審判 は人生 の階段 にその居場所 を も って い た
(Duchartre&Saulne士 ,1925,p.103を 参照 )。
(6) Lise, 1977, pp. 11, 13, 60f.: Toschi, 1969, p. 125; Dumont, 1965, pp. 60ff.; Mistler, 1961, pp. 46ff。

Schenda,n.d.,p.19;Lebenstreppe,nod。

;

,pp.125。 131を 参照。

(7) Library of COngress, p五 nts and photographs reading room, Map 4443 F

―Religious and

inspirational― steps Of hfe and deathを 参照。

18)種 々の「 老年 の歴史」 (Histo五 es of 01d Age)の 諸章 を見 よ。例 えば、
Fischer,1978:
Gerontocratia (1607‑1820); GerOntophobia (1770‑1970)。
Borscheid, 1987:

Im Tal der Verachtung;Alter als Fluch(1350‑1648/80):Auf der Hohe des Ansehens;Alter als
Autoritat(1648‑1800/20).
Bois,1989:

Le Temps des Riguers(1580‑1700):Le Temps des Faveur(1700‑1780);Le Temps des Fureurs
(1780‑1839) 。

19お よび 20世 紀 につ い て は、特 にアメ リカの研究者、例 えば、 Achenbaum,1978;Haber,1983を 見 よ。
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(0
10

私 にこうした解釈 への刺激 を最初 に与 えて くれたのは Gerd G6ckenianで ある (Gё ckenian,1989を 参照)。
こうした試みは、 プ ロ トエ業化 された農村 の手工業者 たちのあいだで さえ も見 られた。 19世 紀 ザクセ ンの
リボ ン織工 たちの隠居 については、Schё ne(1977)を 参照。

CD

土地市場 と家族 と相続 との関係 は、中世末期 に関 して、 イギ リスの歴史家たちによ って議論 されて きた。
この議論 を 18お よび 19世 紀 の中欧へ と シフ トさせた研究 と して、 Sabean(1990、

pp。

410fDを 参照。

都市 の親方手工業者 たちの家族戦略 (family strategies)に ついて は、Cerutti(1991)を 参照。
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Breu doJ.,Die neun Lebensalter des Mannes(男 の 9年 齢段 階)、 ア ウクス ブル ク、 1540年 、

Germanisches Nationalmuseum Nirnberg(出 典 :Lebenstreppe,n.d。 ,p.26)
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図 2:

Der Neunzigiahrige(90歳 の老人 )、 Sgrafitto,Retz,Hauptplatz 15,1570年

(出 典 :Lebenstreppe,n.d。 ,p.46)
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Die zehn Stufenalter des Lebens
1969, p. 81)
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10年 齢段 階 )、 ア ウク ス ブル ク、 1660年 頃
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:Brickner,
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図 4:

Stuffen des menschlichen Lebens(人 生 の諸段階)、 ニ ュル ンベ ル ク、 18世 紀後半

(出 典

:Lebenstreppe,n.d.,p.124)

