
ロマン主義の諸相

第10回 社会を見つめるまなざし ②



‘patriotism’ と‘nationalism’ 
 Rousseau on patriotism
宗教的権威からの解放

「母国」という概念からも切断

 Liberty, peace, pluralism, civilityを支える美
徳

 Dr. Johnson
 patriotism=‘a factious disturber of the 

government’

 ‘Patriotism is the last refuge of the 
scoundrel’ 



Nationalism 

フランス革命では？

イギリスでは？



Richard Price, A Discourse on the 
Love of Our Country (1789)

 It is proper I should desire you particularly to 
distinguish between the love of our country and 
that spirit of rivalship and ambition which has 
been common among nations. What has the love 
of their country hitherto been among mankind? 
What has it been but a love of domination; a 
desire of conquest, and a thirst for grandeur and 
glory, by extending territory, and enslaving 
surrounding countries? What has it been but a 
blind and narrow principle, producing in every 
country a contempt of other countries, and 
forming men into combinations and factions 
against their common rights and liberties? 



18世紀のドイツ
文化的にも、政治的にも分裂



 Germaine de Staël, On Germany (1810)

ヘルダー（Herder）: ゲルマン精神文
化の復興。

グリム兄弟



イタリア



過去（歴史）への遡及

→ 民族の根源への遡及

→ 文化的アイデンティティの探求
と確立を目指そうとする

 Eric Hobsbawm: ‘an epidemic of 
history-writing overwhelmed Europe 
in the first half of the 19th century’ 



 ヘルダー

 Southey writing on the histories of 
Portugal, Brazil, and the Peninsular 
War

 Lamartine, a history of the Girondins

 Pushkin, a history of the Pugachev
rebellion

 Ugo Foscolo, Dei Sepolcri （On 
Tombs） (1807)



（通時的）言語学の興隆
 ヘルダー

 William Jones,  サンスクリットとギリ
シャ語とラテン語の近似性

 グリム兄弟（the Grimm brothers）, 

 民話の収集、歴史的な原則に基づいた
最初のドイツ語辞典作成

とくにヤーコプ・グリム（Jacob Grimm）
 pater (L) = Vater (Gn) = father (E) 

 frater (L) = phratria (Gk) = Bruder (Gn) = brother 



18世紀から19世紀にかけての英語
史研究の展開

永嶋大典『ジョンソンの「英語辞
典」―その歴史的意義』（大修館書
店、1983年）

本田毅彦『大英帝国の大辞典作り」
（講談社メチエ、2005年）

メルヴィン・ブラッグ『英語の冒
険』三川基好訳（講談社学術文庫、
2008年）



歴史小説

 Walter Scott, historical novels, such as 
Waverley (1814) and Ivanhoe (1816)

 The Bride of Lammermoor (1819) 

→ オペラへ Lucia di Lammermoor
(1835) by Donizetti

 Old Mortality (1816) 

→ I Puritani di Scozia (1835) by Bellini. 



Ivanhoe (1952)

http://ocq7y0kjur.s.ad6media.fr/su/673ce562a44ace0d4cad44608c942741/1/237?w=1280&h=800


Victor Hugo

 Notre-Dame de Paris (1831)

 Les Misérables (1862)

http://www.youtube.com/watch?v=cuS1cCnG8xc


理想（想像）の共同体
 Benedict Anderson, ‘imagined 

community’

 マクファーソンの『オシアン』伝説

 ノヴァーリス（Novalis）、カトリック
的中世の世界

 August Wilhelm Schlegel（シュレーゲ
ル）、『ニーベルンゲン』
（Nibelungenlied）の伝説を称揚

 ゴシック復興へ





Nibelungenlied (Fuseli)

http://www.youtube.com/watch?v=wiyoLa9z1ao


War, War, War!

自由への独立

ポーランドのコシチューシコ（Andrew 
Thaddeus Bonaventure Kosciusko）

ギリシャ （cf. Lord Byron）

ハンガリー

ハイチのトゥッサン・ルヴェルチュール
（Toussaint Louverture）



Kościuszko



Toussaint Louverture



アメリカ独立戦争(1776－1783)

国会への代表なくして税金なし。 V. 
税金なくして国会への代表なし。

「アメリカ人」という意識とアイデ
ンティティ

 Thomas Paine, Common Sense

『独立宣言』



フランス革命戦争 (1792－1815年)

（1803－1815年 ナポレオン戦争）

史上最初の世界大戦

the first world war 



 1792－3年 フランス革命軍のオースト
リア、オランダ侵攻

 1793－4年 ジャコバン派による恐怖政
治

 1795年 ポーランド、第3分割（ロシア、
プロシア、オーストリア）により滅亡

 1797年 ナポレオン イタリア征服

 1798年 ナポレオン エジプト侵攻

 1798年 スイス侵攻

 1802年 アミアンの和約



Jean-Léon Gérôme ‘Bonaparte 
Before the Sphinx’ (1867-1868)



 1804年 ナポレオン法典成立、ナポレオ
ン皇帝に

 1805年 トラファルガーの戦い
 1807年 （英）奴隷貿易廃止
 1808－14年 ナポレオン スペイン侵攻
→ 半島戦争 （The Peninsular War）

 ゲリラ戦争へ
 1812年 ナポレオン ロシア遠征 （失
敗）

 1814年 ナポレオン退位
 1815年 ワーテルローの戦い



The Battle of Austerlitz



The Battle of Waterloo



ナポレオン崇拝とロマン主義
 ヘーゲル

 ヘルダーリン

 フォスコロ（‘To Bonaparte the 
Liberator’）

 アレッサンドロ・マンツォーニ

 プーシキン

 バイロン

 ハズリット

 カーライル



戦争が残したもの

フランス革命の理念への疑念

多数の犠牲者

失業者

借金、そして不況

新たな混迷

新しい急進主義（radicalism）



Peterloo Massacre (1819)


