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アメリカと若さと１９２０年代

問題

• アメリカでは若さが常に求められます。ベンジャミン・
バトンの物語のテーマも若さと老いについてです。

• どうして、アメリカでは若さが求められるのでしょう。
そして、そのアメリカ的考え方はベンジャミン・バトン
生き方とどう関係しているのでしょう。

• 次のように書き始めましょう。

• アメリカで若さが求められるのは＠＠＠だからだ。
そのことがベンジャミンの＠＠＠に反映されている。

常若の国、アメリカ

• アメリカは1776年に建国された、世界初の共
和国である。

• 独立後、1803年にフランスから “Louisiana”
を購入し、領土を二倍に拡張した

• イギリス、スペイン、メキシコからの割譲、併
合、購入を繰り返し、アリゾナ・メキシコ国境
地帯購入（1853年）まで北米大陸での領土拡
張を続ける

アメリカの神話 １

• 初めは老年で、しわがより、年老いた肌をし
てのたうっている｡それが次第にそのおいた
肌を脱ぎ捨てて、新しい青春に向かう。これ
がアメリカの神話だ。

• Ｄ・Ｈ・ロレンス『古典的アメリカ文学の研究』

アメリカの神話 ２

• 人生と歴史を始まったばかりのものとしてみ
た。

• 人類にとっての第一の機会がたそがれの

旧世界（ヨーロッパ）の中で悲惨な失敗に終
わった

• 第二の機会を神から与えられて、新しい主導
権のもとに再出発した。（Ｒ・Ｗ・Ｂ・ルーイス
『アメリカのアダム』

Washington Irving1783-1859

• ニューヨーク生まれ。弁
護士から文筆家へ。

• 婚約者の死を経験し、
生涯独身。

• メランコリックに人生の
有為転変を眺める態度

• 作品はユーモアと古き
良きアメリカを懐かしむ
心情

• 古典主義的
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アーヴィング業績

• アメリカの自然のすばらしさ

＋

• ヨーロッパの歴史の厚み

＋

• 空想力を刺激する材料

＝

• ヨーロッパとアメリカの間が繋がり。

Rip Van Winkle

• 次の２０年間、Catskill山中で、眠りこけていた男の物語

• 次のアドレスに英文テキストがあります。

• http://www.bartleby.com/310/2/1.html
• 次のアドレスにオーディオがあり、テキストを楽しく聞くことが

できます。

• http://www.kiddierecords.com/archive/week_42.htm

• ネット上の英文を読むときにはPopsisyo
（http://www.popjisyo.com/WebHint/Portal.aspx）を利用する
と、知らない単語を矢印で指すだけで意味が表示されます。
これを利用して、一部だけでも原文を楽しんで下さい。

アメリカらしいプロット

• 近代世界における、最
初の女性家長制度の
国家、アメリカ、を自認
する国にふさわしい空
想物語。＜＝

• 村に帰ってみると、がみがみうるさかった女
房が死んでいる、ハッピーエンド

• 男同士の一夜の酒宴によって眠りに落ちた。
＝＞美女に誘惑され、人間の経験の範囲を
超えた快楽を経験する

• 息子が自分とそっくりに成長していた。

• 娘の息子の名前もリップで、娘は母親と同じ
ようなかかあ天下の女房になっていた。

“Rip Van Winkle” story

• Having nothing to do at home, and being arrived at that 
happy age when a man can be idle with impunity, he took his 
place once more on the bench at the inn door, and was 
reverenced as one of the patriarchs of the village, and a 
chronicle of the old times “before the war.” It was some time 
before he could get into the regular track of gossip, or could 
be made to comprehend the strange events that had taken 
place during his torpor. How that there had been a 
revolutionary war—that the country had thrown off the yoke 
of old England—and that, instead of being a subject of his 
Majesty George the Third, he was now a free citizen of the 
United States. 

• Rip, in fact, was no politician; the changes of states and 
empires made but little impression on him; but there was one 
species of despotism under which he had long groaned, and 
that was—petticoat government. Happily that was at an end; 
he had got his neck out of the yoke of matrimony, and could 
go in and out whenever he pleased, without dreading the 
tyranny of Dame Van Winkle. Whenever her name was 
mentioned, however, he shook his head, shrugged his 
shoulders, and cast up his eyes; which might pass either for an 
expression of resignation to his fate, or joy at his deliverance. 
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逃走する男の始まり

• リップは女性が責任と呼んでいるものから逃
避した最初の男性

The 3rd US President(1801-09):
Thomas Jefferson, 1743-1826

• 建国の父の一人、ジェ
ファソンが、国家予算
の２年分、１５００万ドル
でフランスのナポレオン
より購入

• 4 ￠/1 acre（約２００メー
ター四方）

• Lewis and Clarkに新獲
得領土の調査を命じた

The Lewis and Clark expedition (1804-
1806) 

• "Left Pittsburgh this day 
at 11 o'clock with a 
party of 11 hands 7 of 
which are soldiers, a 
pilot and three young 
men on trial they having 
proposed to go with me 
throughout the 
voyage."

アメリカ史に名を残すインディアン女性の
一人、Sacagawea , 1787-1812 

• a Shoshone woman
• By August 1805 the corps 

had located a Shoshone 
tribe and was attempting to 
trade for horses to cross the 
Rocky Mountains. 
Sacagawea was brought in 
to translate, and it was 
discovered the tribe's chief 
was her brother 
Cameahwait.  
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Lewis and Clarkの取ったルート
西部、アメリカ的風景の発見

• Yellow Stone（世界初の
国立公園となる、1872
年）

Grand Canyon Yosemite

Death Valley 開拓者精神（Frontier Spirits）

• 拡張する辺境では独立心、勇気、平等の精
神

• 民主主義と結びつき独自の国民性形成へ
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アメリカの神話

• 旧世界（＝ヨーロッパ）での失敗

–堕落したヨーロッパの歴史と習慣

• 新世界（＝アメリカ）での再出発

–アメリカン・アダムの創出

アメリカン・アダム＝ヒーロー

• 堕落以前の人間の原型

• 完全にinnocent

• 世界と歴史は彼から始まる

• 自由

• Self-reliance(自己信頼）

• Self-made man(独立独歩）

Tall Tale（ほら話）
から生まれたヒーロー

• Johnny Appleseed(1774-1847)

• Mike Fink(1770(?) - 1823) 

• Daniel Boone(1734-1820)

• Davy Crocket(1786-1836)

Daniel Boone

Bio:Boone is reported to have said he 
needed more elbow room. 

• In 1775, Boone blazed the trail known as the 
“Wilderness Road" into what is now the U.S. state of 
Kentucky and founded Boonesborough (Lexington), 
one of the first English-speaking settlements in that 
region. During the American Revolutionary War, 
Boone helped to defend the Kentucky settlements 
from American Indian attempts to drive them out. 
After the war Boone engaged in various business 
ventures, mostly unsuccessful, and eventually 
resettled in Missouri, where he spent the final years 
of his life. 

biographies popularized the image of 
Daniel Boone by John Flint 

• the archetypal American Western hero, who 
tames the wilderness and paves the way for 
civilization. 

• Flint's Boone fought hand-to-hand with a bear, 
escaped from Indians by swinging on vines 
(like Tarzan would later do), 
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「（明白な宿命）Manifest Destiny」

• 1840年代からはじまった西部開拓に広まる。

• 西部開拓は神の御心にかなった行為

1845 editor John L. O’Sullivan said

” to overspread and to 
possess the whole of 
the continent allotted 
by  Providence for the 
free development of 
our yearly multiplying 
millions”

Urbanization

• Population Chicago: 1870   200,000

• 1880   500,000

• 1890  over 1,000,000

• From US countryside

• North west Europe

• + East and South Europe

Chicago Chicago in 1820
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Chicago in 1854 Chicago in 1898

Dscn2782.mov

移民の大量移入

• アメリカの人口増加

• １８９０年—６３００万人

• １９００年—７６００万人

• これらの人々は、文化（言語、宗教、民族行
事）を維持し、アメリカ主流社会へ容易に同化
しなかった。

Beginning of Age of
Mass Consumption

• GNP  70 billion 1922 => 100billion 1929

• Jobless rate  19.5% 1921 => 3% 1922

• Home electrical products
– Refrigerators, washing machines, vacuum cleaner, 

mixers, fans

Automobiles available to many

• Their numbers 

• 8 million, 1920 => 23 million, 1930

• Ford Model T

• 1908 to 1927  15,000,000 cars produced

• Price down    $850 to $250

Fordism as a model of producing

• New assembly line

• Technique of mass production

• Bureaucratic management structures

• Daily pay  from $2.50 to $5.00
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Rise of 
Automobile related industries

• Rubber

• Gasoline

• Advertising

• Highway construction

3 Republican Presidents
１９１４ to the ２０s

• ２０年代共和党大統領が３代続き、実業界の利益重
視型政策を実施。大資本家への独占的経済集中が
おきる。物質的繁栄と大衆文化が隆盛。

• Harding:Warren G(amaliel),(1865-1923):米国第29
代大統領(1921-23)(共和党).

• Coolidge Calvin, クーリッジ(1872-1933):米国の政治
家(共和党); 第30代大統領(1923-29)

• Hoover Herbert (Clark),(1874-1964):米国第31代大
統領(1929-33)(共和党); Hoover moratorium を発令
(1931)

Harding,Coolidge, Hoover

• Expanding chain stores networks
– 5000 stores in 1922 to 17500 in 1928

• Advertising business

• Skyscrapers
– 377 buildings over 70 stories tall in US

This Side of Paradise (1920) 
by F. Scott Fitzgerald

• 若者文化をつくりだす

– Flapper  短いスカート、髪、口紅姿

– Sheik  オールバックの髪型の男性

– Speakeasy 潜り酒場で酒を飲み

–自動車に乗って「petting party」

• 性道徳感の変化

Age of Cities

• ２０年代、国勢調査で都市人口が農業人口を
上回る。

• 自動車、ラジオ、洗濯機の普及

• 通信販売やセールスマンにより、流れ作業に
より大量生産された製品が売りさばかれた。

• 生活様式は画一化し、清教徒的禁欲主義が
薄れた。
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ラジオの普及とそれによって生ま
れたヒーローたち

Jazz Giants

• Luis “Satchmo” Armstrong

• Duke Ellington

• William Handy

暗黒街の帝王, Al Capone （1899—
1947）

• ニューヨークで貧しいイタリア系
移民の家に生まれ、少年時代
から犯罪組織に関係。21歳のと
きシカゴに移る。この年（1920）
アメリカは禁酒法を施行。その
結果、密造酒と密輸の酒は暗
黒街の巨大な財源になった。

• とくにイタリア系のギャング（マ
フィア）が闇(やみ)酒でもうけて、
勢力を拡大した。カポネはその
代表的なボスの座を獲得政界・
警察を買収し、1927年には1億
数千万ドルの所得があったとい
われる。

映画スターの誕生（男優）

• Rudolph Valentino 
(1895-1926):イタリア生
まれ

• Charles Chaplin (1889-
1977)イギリス生まれ

女優

• Clara Bow(1905-65):米
国の映画女優;映画
It(1927)に出演し,It Girl 

• Greta Garboガルボ
(1905-90):スウェーデ
ン生まれ

Flapper 1920s
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大西洋無着陸横断単独飛行

• Charles Augustus 
Lindbergh （1902—74）

• 27年5月、単発機スピリッ

ト・オブ・セントルイス号に
より大西洋横断無着陸飛
行（ニューヨーク郊外ルー
ズベルト飛行場—パリ近

郊ル・ブールジェ飛行場）
に成功、一躍世界の英雄
となった。

スポーツ界のヒーロー

• Babe Ruth （1894—1948）
アメリカのプロ野球選手。
1914年ボストン・レッドソッ

クスに入団、ニューヨーク・
ヤンキースに移り、外野
手・三番打者として18年か
ら31年まで12回本塁打王。
14〜35年の間で、通算本
塁打数714、通算打点数
2204、通算四球数2056、
通算三振数1330。シーズ

ン最多記録では、本塁打
数60  

• Jack Dempsey （1895—1983）アメリ
カのプロボクサー。

• 元世界ヘビー級チャンピオン。子供
のころからけんかが強く、16歳ごろ
から酒場の用心棒をしていたのを、
名マネジャーのジャック・カーンズに
みいだされた。

• 1919年7月、チャンピオンのジェス・
ウィラード（アメリカ）をノックアウトし
て第九代世界ヘビー級チャンピオ
ンになった。このときの試合があま
りにも残酷だったので、以来「マナッ
サの虐殺者」とよばれた。5度の防
衛後、26年9月にジェーン・タニー
（アメリカ）に敗れて王座を去った。
戦績は81戦60勝（うち49ＫＯ）7敗8
引分け6無判定。

早川雪州1889-1973

• 1918年には自分のプロダクション・
カンパニー「ハリアス・ピクチャー
ズ」を設立。ギャラも、当時のチャッ
プリンに匹敵するほどの高額

• 絶大な人気を誇り、豪邸「グレン
ギャリ城」では連日連夜パーティ。
多くの同時代の映画人と親交が
あった。

• 排日感情の高まりや映画会社との
軋轢などもあり、1923年にハリウッ
ドを去る。

• 欧州や世界各地を巡業、舞台俳優
として活躍

• 当時の超大作フランス映画『ラ・バ
タイユ』（1923年）等に出演

• 1927年以降はトーキーの時代、英
語の発音がよくない俳優のハリウッ
ドでの活躍の道は閉ざされた。

アメリカにおける「老い」

• 19世紀末から20世紀初頭にかけて、アメリカ
における「老い」への視点は大きく変化

• 医学の進歩による平均余命の延伸

• 産業化・都市化の急速な進行

“the cult of youth” 

• 老年層は慢性の病に苦しむ

• 若年層に経済的に依存

• 社会の進歩にもはやついていけない

• 「問題」視されるようになったのである。

• （Encyclopedia of American Social History
(Scribner’s, 1993.)）
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This Side of Paradise (1920) 
by F. Scott Fitzgerald

• 若者文化をつくりだす
– Flapper  短いスカート、髪、

口紅姿

– Sheik  オールバックの髪型
の男性

– Speakeasy 潜り酒場で酒を
飲み

– 自動車に乗って「petting 
party」

• 性道徳の変化

Erik Erikson、Life Cycle Completed,
1982.

• 人間が順次成長していく Life Stages の完成段
階として「老齢期」を定義しなおした

• 彼によれば、人生の第８段階である

• Old Age とは、Integrity と Despairの止揚の果
てに Wisdom を獲得すべき段階なのである。

• ライフサイクルの最終段階である老年期の主
要なテーマを「絶望と統合」としている。

Frank Kermode、The Sense of an 
Ending

• 「終わり」が全体に意味と持続を与える

• 時計の音、チック（始まり）とタック（終わり）の
間にある虚無。

• それを埋めるため、人はチック・タックと数え、
意味を見出し、生の時間を統合する

• 終わりから生を見ること。

• 死から生を見つめることに他ならないからだ。

若さに価値が置かれ、生産・消費能力により社
会的価値が決まるアメリカ社会

• 2005年5月15日付のThe New York Timesに掲
載された記事

• “Old and Overscheduled: No, You Can’t Just 
Dodder（よろよろする）”

• 現代社会に生きる高齢者には常に忙しく活動
することが求められている

• 60歳を過ぎてなお

新曲を発表しワー
ルド・ツァーを行う
ローリング・ストー
ンズ

• 80歳の誕生日記念に

スカイダイビングを
行ったジョージ・ブッ
シュ・シニア

Anti-aging研究

• アンチエイジング医学が注目されてきた背景

• エイジングのサイエンスが進む

• 加齢は細胞生物学的なプロセスのひとつ

• （日本抗加齢医学会より）

•



2011/1/21

12

アンチエイジング医療の考え方の変遷

• 不老不死

• １９９０年代 寿命を延ばし１２５才まで生きよ
う

• ２０００年頃：健康寿命を延ばし元気に生きる

• ２００８年：疾患の予防と治療への応用

カロリー制限

• 自発的な運動をさせたラットにおいて約10％
の寿命延長

• 食事制限や適度な運動による老化の過程で
認められる動脈硬化などの病的現象が抑制
さえる可能性

エイジングの酸化ストレス仮説

①種々の老化生物におけるリポフスチンを代表
とする老化色素の蓄積がエイジングに伴い増
加する。

②抗酸化剤の投与が小動物、下等動物の平均
寿命を延長する。

③長寿遺伝子の探索から酸化ストレス関連遺
伝子が見出されてきたことなどから示唆され
てきた。

酸素は寿命を短くする

1990年代、Feminism

• 「老い」を社会的概念としてとらえ直す。

• 従来の「老い」概念を批判する批評

• 多様な「老い」の可能性を強調

• ステレオタイプ的な老いの narrative を解体

F. Scott Fitzgerald, 1896-1940

• ミネソタ州セントポールに生まれ、
地元のローマ・カトリック派の全
寮制学校でまなんだ。プリンスト
ン大学在学中は、正規の授業
にはほとんどでず、作家や批評
家からまなんだが、なかでもエド
マンド・ウィルソンとは終生の友
となった。第1次世界大戦中の
1917年、大学を中退して軍隊に

志願し、将校に任命されたが、
勤務中も、学生時代に書きはじ
めた処女作「楽園のこちら側」
(1920)の初稿の推敲に専念す
る。

F. Scott Fitzgerald, 1896-1940

• 18歳のゼルダ・セアと恋に
おちたのは、アラバマ州の
駐屯地に配属されていた
ときだった。彼女は典型的
なフラッパー(現代娘)で、
作者自身とともに、フィッツ
ジェラルドの作品に、不可
欠な役割をはたすことにな
る。
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Jay Gatsby, Daisy Buchanan, Myrtle Wilson

• 田舎の中西部(mid west)出身のNick Carrawayは都
会のニューヨークへ豊かさを求めてやってくる。

• 同郷の貧しい家出身のJay Gatsbyに出会う。彼は今
や２０年代のJazz Ageに、やくざな商売で大金を手に
した成金だ。

• GatsbyはNickの従姉のDaisy Buchananと昔恋仲だっ
た。

• Daisyは今やニューヨーク社交界に出入りするTom 
Buchanan婦人である。

• Gatsbyの金持ちになる野望は、昔の恋人Daisyの歓
心を買うことのみに費やされていることを、Nickは知
る。

• 手段を選ばす、全身全霊を傾け昔のロマンスを取り
戻そうとするGatsbyの姿に、Nickは感動を覚える。

• しかし、Jazz Ageの都会に、Gatsbyのようなロマン

ティックな夢を追いかける男が生きる空間は残され
ていなかった。

• 村上春樹はフィッツジェラルドのファンとして
昨年、『グレート・ギャッツビー』を新た日本訳
した。

• フィッツジェラルドのスタイリッシュ（かっこい
い）文体を村上流に翻訳している。

次の部分は作品の最後の部分である。

• 原文と訳文を比較して頂きたい。

• ギャツビーが一心に見つめるデイジーの家の緑のラ
イトは、彼の出身地の中西部の緑の平原を思い起
こさせる。彼は現実のデイジーを思っているのでは
なく、心の中にいる昔の無垢な時代の彼女を追い求
めていることの象徴でもある。

• ギャツビーが偉大であるのは、２０年代という
時代に、時代錯誤的なロマンスを純粋に思い
求めたからなのだろう

• その思いは彼だけのものではなく、アメリカ人
という得体の知れない「人種」が、アメリカとい
うエデンの園に求めるべきロマンともいえる
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The Great Gatsby 1925
• And as I sat there brooding on the old, 

unknown world , I thought of Gatsby’s wonder 
when he first picked out( 1 ) at the end of 
Daisy’s dock.  He had come a long way to this 
blue lawn, and his dream must have seemed so 
close that he ( 2 ) to grasp it.  He did not know 
that it was already behind him, somewhere 
back in that vast obscurity beyond the city, 
where the dark fields of the republic rolled on 
under the night.

• Gatsby believed in the green light, the 
orgiastic future that year by year recedes 
before us.  It eluded us then, but （３） –
tomorrow we will run faster, stretch our arms 
farther….  And one fine morning -----

• So we beat on, boats against the current, 
borne back ceaselessly into the past. 

The Great Gatsby 1925
• And as I sat there brooding on the old, 

unknown world , I thought of Gatsby’s wonder 
when he first picked out the green light at the 
end of Daisy’s dock.  He had come a long way 
to this blue lawn, and his dream must have 
seemed so close that he could hardly fail to 
grasp it.  He did not know that it was already 
behind him, somewhere back in that vast 
obscurity beyond the city, where the dark fields 
of the republic rolled on（押し寄せる） under 
the night.

• Gatsby believed in the green light, the orgiastic(飲み
騒ぐ） future that year by year recedes before us.  It 
eluded （すり抜ける）us then, but that’s no matter –
tomorrow we will run faster, stretch our arms 
farther….  And one fine morning -----

• So we beat on （力強く漕ぐ）, boats against the 
current, borne back（退く） ceaselessly into the past. 

The Twilight Saga Eclipse
“The Curious Case 

of Benjamin Button”
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“The Curious Case 
of Benjamin Button”

• あらすじ

• Button家の長男が1860年に70才で生まれ、
悪態をつき葉巻を吸った。5年後幼稚園に通
い始め、10年後には若返っている事に気が
つく。20年後父親は50才の同い年になった。
この年であった20才のヒルデガルトと結婚す
る。40年後妻は40才になりベンジャミンは30
才で、息子と同じくらいの年齢になった。

あらすじ２

• 1898年に米西戦争に従軍し、60年後、事業を

息子に譲り、ハーバード大学に進学。その後
もどんどん若返り、とうとう赤ん坊になった・・・

• 「やがて真っ白になり、白いベビーベッドも、
津上で動いていたぼんやりとした大人達の顔
も、ミルクの温かく甘い香りも、全てが闇の中
へと遠のいていった。」

若返ること、若くいようとすること

• アメリカの神話、アメリカンアダムとなろうとす
ること

• 最初の人間になって、世界を作り直したい。

常若の国、アメリカ

• アメリカは1776年に建国された、世界初の共和
国である。

• 独立後、1803年にフランスから “Louisiana”を購
入し、領土を二倍に拡張した

• イギリス、スペイン、メキシコからの割譲、併合、
購入を繰り返し、アリゾナ・メキシコ国境地帯購
入（1853年）まで北米大陸での領土拡張を続け
る

アメリカの神話 １

• 初めは老年で、しわがより、年老いた肌をし
てのたうっている｡それが次第にそのおいた
肌を脱ぎ捨てて、新しい青春に向かう。これ
がアメリカの神話だ。

• Ｄ・Ｈ・ロレンス『古典的アメリカ文学の研究』

アメリカの神話 ２

• 人生と歴史を始まったばかりのものとしてみ
た。

• 人類にとっての第一の機会がたそがれの

旧世界（ヨーロッパ）の中で悲惨な失敗に終
わった

• 第二の機会を神から与えられて、新しい主導
権のもとに再出発した。（Ｒ・Ｗ・Ｂ・ルーイス
『アメリカのアダム』


