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〔論 説〕

近代ドイツ文学の成立をめぐる諸問題
―ドイツ・ロマン主義の役割とその影響について―

里 村 和 秋

Ⅰ 序

近代ドイツ文学において主要な位置を占めるロマン主義は、アンシャ
ン・レジームを崩壊に導いたフランス革命を抜きには考えられない。フラ
ンス革命は、民衆が長年待ち望み、理性の時代の幕開けに思われたが、お
よそ理性的事象から乖離する経過を辿ったことは歴史の皮肉であり、多く
の人々の期待を裏切るものとなった。しかし革命の段階的な進行におい
て、抑圧された民衆の感情が封建主義の束縛から一旦解放されると、歴史
的瞬間に遭遇した高揚感と革命的情熱とが交錯し、その美的陶酔を形象化
しようとする欲求から革命とロマン主義は結びつけられ、ロマン主義は混
乱した政治的状況に一つの倫理的審級として貢献するようになったのであ
る。
しかしヨーロッパ全体を俯瞰すると、ロマン主義は均質な芸術運動とい
うよりも、各国の文化的多様性を背景に、近接する時期に類似した特徴を
もって現れた文化的事象としてとらえるほうがより適切であろう。例えば
イギリス・ロマン主義は、叙情詩においてその特質を最も典型的に発揮
し、フランス・ロマン主義は、新古典主義や教条主義に対するアンチテー
ゼとして演劇、小説、絵画の分野にその関心を集中させた。そしてドイ
ツ・ロマン主義では、メルヒェンの中に永遠なる憧憬も表現されたが、他
国のロマン主義に比べて学際的な傾向が顕著で、文学や絵画だけでなく、
哲学、歴史、宗教、科学等の分野を横断する傾向を示した。またドイツ・
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ロマン主義の前期には、プロテスタント的―――それは近代ドイツ文学の
黎明期に刻印されたものである―――で理論的な特徴が顕著に現れたが、
後期には次第にカトリック的な要素が優勢になった。そしてドイツ・ロマ
ン主義は、古典主義との対立関係を特に意識しなかったが、それに対して
フランス・ロマン主義は、自由主義や個人主義的傾向を示し、先行する権
威主義的な新古典主義に激しい批判を加えた点で大きく異なっていた。一
方でイギリス・ロマン主義は、特定の主義と敵対関係にはならず、他のロ
マン主義に比べてより自由な活動を展開した。このようにロマン主義は、
共通な傾向を示しながらも、むしろ各国の文学的、社会的、政治的な文脈
に応じて、それぞれの民族的な特質を引き出した芸術運動の総称として見
ることができるだろう。
近代ドイツ文学の成立時期については議論の余地があるが、18 世紀前
半にドイツでのフランス文化の圧倒的な優位的状況とそれに対する追従が
疑問視されるようになり、18 世紀後半には市民階級がドイツ語を洗練さ
せながら、次第に自国文化の担い手となる過程に、近代ドイツ文学の成立
を見ることができる。特に 1770 年代のドイツでのシュトゥルム･ウント･
ドラング運動は、近代ドイツ文学の先駆けであり、他のヨーロッパ諸国の
ロマン主義運動にも大きな影響を与え１)、広義のロマン主義と呼ばれた。
それに対して狭義のドイツ・ロマン主義は、機関誌『アテネーウム』
（1798〜1800）の刊行前後から活動を開始し、およそ 1830 年代まで精力的
に活動して、一時代を画した。しかし元来、ロマン主義的な性向を内在さ
せるドイツ文学においては、その影響は後々まで強く残ることになった。
ドイツ・ロマン主義運動を語る上で、重要な人物を挙げるとすれば、や
はりフランス人のジャン＝ジャック・ルソーであり、彼は民族主義的な概
念をドイツに持ち込んだヘルダーやドイツ・ロマン主義者たちに大きな影
響を与えた。ルソーは、啓蒙主義を代表する思想家でありながら、啓蒙主

１) ゲーテは 1830 年 3 月 21 日のエッカーマンとの対話の中で「シュレーゲル兄
弟がロマン主義を取り上げ、さらに発展させたので、今では全世界にひろがっ
てしまい、誰も彼もが古典主義とロマン主義を議論しているが、このことは五
十年前には誰も考えてもみなかった」と述べている。J. P. Eckermann: Ge-
spräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens.（Johann Wolfgang
Goethe Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche. 40 in 45 Bänden
in Abt. 2.）Deutscher Klassiker Verlag, 1999. S.395.
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義に対する最も先鋭的な批判者の一人でもあった。「理性はわたしたちを
だますことがあまりにも多い｣２)「冷たい理性は赫々たる事を何一つ行っ
たためしがない｣３)という彼の言葉は有名だが、このルソーを「ロマン主
義の祖」へと祭り上げたのが、民衆の感情の代弁者としての彼の立ち位置
であった。彼の『新エロイーズ』は、18 世紀ヨーロッパでベストセラー
となったが、そこでは形式や理性を重視する従来の啓蒙主義文学に代わっ
て、書簡体小説という新たな表現の枠組みの中で、人間の内面に潜む情熱
や憧憬を余すところなく描いた。もちろんこうした自由な感情表現のみが
ロマン主義の特徴ではないが、それが当時の読者の眼には、非常に斬新で
魅力的に映ったことは否めない。
またルソーは、ロマン主義者だけでなく、当時の多くのドイツの哲学者
や文学者たち、例えば、カント、フィヒテ、シェリング、レッシング、ヘ
ルダーリンたちに合理主義に対する懐疑の目を向けさせた点で大きな役割
を果たした。ロマン主義者は、様々な状況での特殊性を強調したが、あら
ゆる個人が他人とは比較出来ない唯一無二の存在であるという考え方は、
ライプニッツやシャフツベリにまで遡れるものの、人間が多層的な内面を
持ち合わせていることを最初に強調したのは、ルソーであった。このル
ソーに共鳴して彼の思想を最初にドイツ語圏に紹介したのがヘルダーであ
る。ルソーが内面的啓示において示した、自然の中に創造主を直感する神
秘主義的な宗教観は、もともと敬虔主義の土壌のあるドイツには馴染み深
いものであり、ヘルダーを始め、シュライアーマッハー、ノヴァーリスら
がいずれも敬虔主義の家庭で育っていることは決して偶然ではない４)。ま
たレッシング、ヴィーラント、シューバルト、クラウディウス、リヒテン
ベルク、レンツ、ジャン・パウル、シュレーゲル兄弟が、プロテスタント
教会の思想圏で育ったことは、18 世紀から 19 世紀にかけての近代ドイツ

２) ルソー：『エーミール』中巻（岩波文庫）1963．164 頁．
３) ルソー：『新エロイーズ』第 3巻（岩波文庫）1961．162 頁．
４) ドイツにおいて敬虔主義が 18 世紀前半において示した影響力の大きさは、
ルターの宗教改革に匹敵するもので、当時その影響を免れた人はいないと言わ
れたほどであった。人は神の恩寵による意志の内的浄化を経て生まれ変わると
いう教えは、宗教的実践を伴う日常生活レベルに深く浸透し、特に市民階級に
その思想が広まった。Vgl. Max von Boehn: Deutschland im 18. Jahrhundert.
Die Aufklärung.（Askanischer Verlag）1922. S.156-160.
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文学の黎明期において象徴的な意味を持った。それに対して、カトリック
やユダヤ教の文化圏の人々は、後年重要な文化的な役割を担うものの、こ
の時期に特質すべき成果を残していない点は注目に値する。
本稿では、近代ドイツ文学の成立をめぐる特徴的な諸問題を取り上げ、
特にその中でロマン主義が果たした役割およびそれが日本に与えた影響に
ついて論じていくことにする。

Ⅱ ドイツ・ロマン主義

まず初めにドイツ・ロマン主義を概観しておきたい。ドイツ文学史で
は、ドイツ古典主義とドイツ・ロマン主義を対比させるのが一般的であ
り、そうした見解の提唱者の一人であるフリッツ・シュトリッヒは、その
古典的名著『古典主義とロマン主義』において、この両者の対比を試みて
いる。シュトリッヒによれば、ロマン主義は「絶え間ない運動」「境界や
方向性なき憧れ」「不明瞭性・無限遡及」「流動的な統一」「変転する絵画
的な無限定性」にその特徴があるとされる５)。これに付言すれば、さらに
ロマン主義の特徴には「感情の崇拝」「個性や想像力の尊重」などがあり、
その根底に世界との神秘的な統一、世界秩序との合一の希求などが見て取
れる。ヘルダーリンは「万有とひとつになること、それが神性に充ちた生
である。・・・おのれを忘れて至福のうちに自然のいっさいの中へかえっ
てゆくこと、それは人の思いと喜びとの頂点である。｣６)と語り、シェリン
グの同一性哲学では、世界と自己との同一化のイメージが語られるが、
「無限との統一」「無限の充溢」「世界との融合」などのキーワードで示さ
れるロマン主義の世界観の根底には、ノヴァーリスが「きみには神がここ
にいるとかあそこにいるとか言えるだろうか。神はすべてであり、どこに
でもいる｣７)と語るような汎神論的な感覚がある。この世界との神秘的な
統一の希求は、主観/客観、自己/事物の区分の否定であり、いかなる二元

５) Vgl. Fritz Strich: Deutsche Klassik und Romantik oder Vollendung und
Unendlichkeit.（Franke）5. Auflage. 1962. S.19-30. フリッツ・シュトリッヒは、
一方で古典主義を「平静なやすらぎ」「多様性の中の調和」「彫塑的な厚み」
「現在的なものの強調」「確実性・完全性・簡潔性」として特徴づける。
６) F. Hölderlin: Sämtliche Werke, Bd.3.（Kohlhammer）1957. S.9.
７) ノヴァーリス（池田信雄他訳）：ノヴァーリス全集 第 2 巻『断章と研究』．
（沖積舎）2001. 38 頁．
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性も認めない立場につながる。A.W. シュレーゲルもまた、ロマン主義文
学について、「それはすべての対立するものを、すなわち自然と技術、詩
と散文、真剣さと冗談、回想と予感、精神性と感覚性、世俗性と神性、生
と死などを、この上なく親密に結びつける｣８)と語り、たとえ主観/客観、
精神/物質の間にいかなる隔たりがあろうとも、それらは一切のものの源
である精神的統一に由来し、そこへ戻ることが必然的であると考えられて
いた。
このような観念は、ロマン主義文学においては、難解な比喩によって表
現される。例えば、ロマン派を代表するノヴァーリスの『青い花』（1802）
では、主人公ハインリヒは、夢の中で青い花を見るが、その青い花に近づ
くと花は姿を変え、愛らしい少女の顔が浮かび上がる。すると彼は激しい
憧れにとらわれ、彼の母親の生まれ故郷であるアウクスブルクに旅立つ
が、それは遠い国への旅立ちであると同時に、自分の故郷へ戻る旅とも
なった。彼は旅の途中で様々な経験を積み、詩人としての自覚を深める。
その憧れの「青い花」は実は彼が愛する少女の表情なのだが、ここで「青
い花」は「無限なるものへの憧れ」の象徴へと変容する。この作品では
「憧れ」が強調されるが、その感情は、登場人物の内面描写では自己の迷
宮の深淵への沈潜として、また登場人物の行動描写では地の果てまでも放
浪する物語として表現される。またこの「憧れ」は「絶え間なく動く感
情」として、また「目に見えないもの」や「手にすることのできないも
の」へ飛躍する願望として表現される。それゆえロマン主義の作品ではし
ばしば、「目的のない旅」や「対象のない愛と憧れ」「遠い距離や遠い時間
への関心」がテーマになるが、ノヴァーリスによれば、対象と距離を取る
ことによって、すべては詩的なものに変容し、ロマン主義的なものになる
のである。ノヴァーリスの用語である「魔術的空想力」は、過去や未来に
おいて人を時間や空間から解放し、「さすらいの歌」や「彼方への憧れ」
としてしばしば描かれるが、それは、ヴァッケンローダーの『芸術を愛す
る一修道僧の心情吐露』（1797）における、旅の途上での南ドイツの中世
的世界への憧憬と、価値観を共有していた。
こうした初期ロマン主義者たちの活動を理論的に基礎付けようと試みた

８) Vgl. August Wilhelm Schlegel: Sämtliche Werke, Bd.5. Vorlesungen über
dramatische Kunst und Literatur.（Georg Olms）1971.
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のが、Fr. シュレーゲルである。彼は『アテネーウム』（1798）の断片第
116 番において、次のような有名な定義を記している。「ロマン主義文学
（ポエジー）は、発展し続ける普遍的文学（Universalpoesie）である。そ
の使命は単に、個々に分離した文学のジャンルを再び統合し、さらに文学
を哲学や修辞学と関連づけるだけではない。ロマン主義文学の使命は、韻
文（詩歌）と散文、独創性と批評、芸術詩と自然詩を、時には混合したり
融合したり、文学を躍動的かつ社交的にして、生活と社会を詩的にするこ
とである。（中略）ロマン主義の詩法は、なお生成の過程にある。いや、
その詩法は永遠に生成しうるのみであって、決して完成され得ないと言う
ことが、まさに本来その本質である。その詩法は、いかなる理論によって
も汲み尽くされることはなく、ただ予見的な批評のみが、その理想を敢え
て特徴づけようとするであろう。このような文学だけが無限であり、それ
だけが自由であり、詩人の恣意は自己に対するいかなる法則も甘受しない
と言うことを、自分の第一法則として承認するのである。｣９)

ここで Fr. シュレーゲルは、ロマン主義文学を「発展し続ける普遍的文
学」と定義するが、それは諸芸術の境界、例えば絵画、音楽、文学などの
境界を乗り越え、文学の中に演劇、叙情詩、物語といったジャンルを融合
させる試みとなる。そして自己創造と自己破壊を繰り返すイロニーは、ロ
マン主義文学の構成原理となるが、自己の内に自己批評を含むことによっ
て、メタレベルを包含するロマン主義文学は「文学の文学」という特権的
地位を獲得する。そこで語られるのは、総合芸術の理念であった。すなわ
ち、詩、絵画、音楽が総合芸術として結びつき、人間の諸感覚を刺激し、
それによって人間の魂を、慣習に縛られた状態から世界との一体感の陶酔
へと飛躍させる。音色、色彩、言葉は、音楽・絵画・文学で用いられる
が、ロマン派の人々にとって、それは一人の人間の魂を表現するための要
素であり、相互に芸術様式を越えて表現できる可能性を秘めていた。そこ
では、ある要素が一つの芸術ジャンルから他のジャンルへと拡大的に応用
されることが期待された。ロマン派の作曲家シューベルトは文学をテーマ
に歌曲を書き、ドラクロワは文学作品を絵画のテーマとし、E.T.A. ホフ
マンは、彼自身がまさに作家にして音楽家であった。ロマン主義の詩人た
ちは「音を見る」「色彩を聞く｣10)といった表現を好み、R. ワーグナーは

９) Fr. シュレーゲル（山本定祐 訳）：『ロマン派文学論』（冨山房）1978. 43 頁．



成蹊法学第 88 号 論 説

88-468（ 69 ）

「総合芸術」の理念を最も忠実に体現した作曲家となった。彼の活動はオ
ペラの作曲にとどまらず、台本の執筆、演出、劇場の設計、舞台装置の作
製、出演者の衣装製作など多岐に渡り、まさに「総合芸術」の理想を追求
した。こうした芸術の諸ジャンルの止揚は、ロマン主義の理念と深く結び
ついている。つまり彼らにとって人間の生とは一つの有機的連関において
実現し、文学、宗教、哲学、芸術、および生は有機的統一体として生きた
全体を形成し、その全体の中で、文学や詩は、人間とその活動の本質的な
表現となるのである。こうした理念に基づきドイツ・ロマン主義者は、創
造的な文学、批評、哲学、宗教の融合を主張し、従来の境界を無効にしな
がら、既成のジャンルから大きく踏み出そうと試みた。
こうした生の有機的連関を主張するロマン主義者たちは、むしろ有機的
なものの属性に反する単純さや明晰さに対して懐疑の目を向けた。これは
ドイツのロマン主義者に限らず、例えばシャトーブリアンも、諸国民を画
一的存在にする普遍的社会への熱望に恐ろしさを感じたし、キーツも科学
を「天使の翼を断ち切り、一切の神秘を征服しよう｣11)としていると見て
いた。つまりロマン主義者たちの眼には、単純さや明晰さは、人間性の画
一化を進める産業資本主義社会において、人間性が破壊された結果に映っ
た。そのため、死後刊行されたカール・マルクスの遺稿の草稿から、彼が
まだ若い頃にロマン主義に深く傾倒していた事実が読み取れるとしても何
ら不思議ではなかった。レトリックを駆使して「世界との合一」や「無限
との統一」を再現しようとしたロマン主義者たちが、ニュートン力学、自
然科学的合理主義、物質を唯一の実在とする唯物論が生み出す明晰さを、
魂や精神の実在や美の本質の否定として、また現実の属性である多様性を
切り捨てた結果として拒絶したのは当然だった。というのも因果関係に支

10) クレップリンは、光と音楽、色と音、詩と響きの結びつき、つまり「音を見
る」「色彩を聞く」という様式が、特徴的な形で、ベートーベンからウェー
バー、シェーンベルク、ストラビンスキーまでの音楽、ルンゲからフリードリ
ヒ、カンディンスキー、クレーまでの絵画、ヘルダーリンからノヴァーリス、
ジョイス、マンまでの文学を規定していると論じている。Vgl. E. Kröplin:
Richard Wagner - Musik aus Licht: Synästhesien von der Romantik bis zur
Moderne.（Königshausen u. Neumann）2011.

11) August K. Wiedmann: Romantic roots in modern art: romanticism and
expressionism: a study in comparative aesthetics.（Gresham Books）1979.
S.10.
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配される世界では、「人間の魂は死に、感情は存在しない｣12)からであり、
ノヴァーリスから見れば、地上と天上の美は消滅し、「物質」に支配され
たことを意味するからである。
このような意味でロマン主義への傾倒は、卑近な人生観に対するささや
かな抵抗となった。特に第一世代のロマン主義者たちは、芸術や文学の基
礎に哲学や宗教を据える必要があると考えていた。ノヴァーリスや Fr.
シュレーゲルは、結びつきが一度断絶した宗教と芸術を再び結びつけよう
とし、ノヴァーリスによる芸術と科学を包括する「百科事典」構想から
は、宗教的な要素が排除されることはなかった。また Fr. シュレーゲル
は、ヘーゲルのような哲学体系の構築には至らなかったが、詩人のみなら
ず、哲学者、批評家、歴史家、言語学者として多方面で活躍し、同時代の
オピニオンリーダーとなった。
このようなロマン主義は、目的のない無限への憧れや絶対的なものを手
に入れようと努め、明快で可視的な世界よりも、むしろ見極めがたい「深
淵」「無意識の世界」「無限の感情」を求めた。ノヴァーリスにとっては、
「限界のあるもの」「境界のあるもの」「偏狭なもの」は世俗的な精神に訴
える一方で、「無限なもの」は崇高な精神に訴えたのである。こうした絶
えず変化し、無限に成長することが、「教養」の内実として次第に強調さ
れるようになった。そしてドイツ・ロマン主義で顕在化するこの教養の概
念は、近代ドイツ文学において「教養小説」という表現形式を獲得した。
教養小説（Bildungsroman）は、「形成する」（bilden）という動詞から派
生し、まさに人格形成の過程に焦点をあてる物語に他ならない。ここでは
様々な経験を経ることによって正しい人間形成がなされる、という神話が
描かれるが、主人公の内面を克明に描くこの「教養小説」はドイツに特徴
的な様式となり、例えばゲーテの『ヴィルヘルム・マイスターの修業時
代』やトーマス・マンの『魔の山』など、ドイツ文学史にはこの教養小説
の系譜に連なる作品が数多く存在する。この小説の様式は、芸術的効果と
ともに道徳・教育的効果に注意を払うが、登場人物を取り巻く社交的状況
や、想像に浸ろうとする読者の要望に対してあまり考慮はしていない。そ
のため批評家からは高い評価を得たものの、小説に娯楽的な要素あるいは
恋愛的な要素を求めた読者の支持を得ることは難しかった。例えば、シュ

12) a.a.O., S.9.
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ティフターの『晩夏』の冒頭では延々と自然描写が続くが、そこでの自然
は神の啓示の第二の書物13)であり、主人公の恋愛はそこでは単なるエピ
ソードとしてしか扱われない。むしろ幼少期の出来事、友人や教師との交
友関係、哲学的な省察、感動的な芸術体験、通過儀礼に際しての苦悩など
が、重要な意味を持っていた。こうした娯楽的な要素の排除は、近代ドイ
ツ文学が、宗教や哲学の要素を取り込むことで初めて自律性を獲得し、か
つて文学――神学の婢ですらなかった存在だが――が従属していた宗教が
長らく保持していた権力の座を、18 世紀以降、次第に哲学とともに文学
が占めるようになる経過と一致していた。啓蒙的近代において、信仰の対
象が神から新たなものに置き換えられていく過程において、宗教的な要素
を貪欲に吸収しながら発展してきたドイツ近代小説は、さまざまな形態を
とりながら、「同時代的価値観の総体としての神話｣14)として新たな時代に
ふさわしい信仰の対象となるのである。

Ⅲ ドイツ・ロマン主義と古典主義

現在のドイツでは、通例ドイツ古典主義のために、ロマン主義とは別の
時代区分が設定されるが、周辺各国では、ドイツ古典主義をロマン主義に
包含させる場合が多い。この古典主義という呼称は、ドイツでもようやく
20 世紀初頭に至り、文化保守主義者の努力によって文学史に定着した。
それは、レッシングからゲーテ、シラーまでのドイツ文学の活動期を周辺
各国の先行した古典主義と同列に置くことが目的であり、ドイツもヨー
ロッパの文化的本流に連なることをアピールするためのイメージ戦略とし
て成功した。しかしギリシア文学やフランス文学などの古典主義時代――
その名称に値するような、重要な多くの作家たちが共通のコンセプトに基
づいて活動した時代――に比べて、ドイツ古典主義は、その名称が想起さ
せるものから内実がやや乖離しており、文化史的観点から時代区分が要請
されるものの、ロマン主義との対比においてドイツ古典主義をどう位置づ
けるかは、今でも議論の余地がある15)。

13) アウグスティヌスに由来する「自然の書物」liber naturae の概念は、自然は
神の啓示であり、特にカルヴァン神学においては、自然はそれ自体で理解され
るものではなく、聖書に準ずる神の啓示の手段としてみられていた。この概念
は、パラケルスス、モンテーニュ、ガリレオにも見られる。

14) 斎藤 成夫：『エディプスとドイツ近代小説』（同学社）2016. 271 頁．
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そもそも、ドイツ・ロマン主義に先行するかに見えるドイツ古典主義だ
が、実はこの両者の活動時期はかなり重なっている。「今では誰も彼もが
古典主義とロマン主義を議論している｣16)というゲーテの言葉を引くまで
もなく、ロマン主義と古典主義の関係についてはこれまでも様々な観点か
ら語られてきた。そもそもドイツ・ロマン主義は、古典主義の一翼を担う
形で文学史に登場したが、フランスとは異なり、古典主義との対立関係
――実際にゲーテは、晩年において、ロマン主義に批判的だったが――か
ら生じたわけではない。ドイツ・ロマン主義の人々は、ゲーテに多くの要
素を依拠しており、ゲーテやシラーの作品を賛美し、強い親近感を抱いて
いた。それゆえ初期ロマン派に属するシュレーゲル兄弟やノヴァーリス
も、当初、自分たちがゲーテと対立関係にあるとは思っていなかった。例
えば、ドイツ・ロマン主義の初期の理論家だった Fr. シュレーゲルは、ギ
リシア研究に熱中してギリシア文学を範としながらも、その一方でゲーテ
を近代文学の偉大な指導者と仰いで『ヴィルヘルム・マイスターの修業時
代』に関する評論を書いている。そして彼が 18 世紀末の最も重大な業績
として、フランス革命、ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター』、フィヒ
テの『全知識学の基礎』の三つを挙げているが、その中で特に『ヴィルヘ
ルム・マイスターの修業時代』（1795）は、教養小説の規範としてこれ以
降のドイツの文学作品に多大なる影響を与えており、ティークの『フラン
ツ・シュテルンバルトの遍歴』（1798）、ブレンターノの『ゴトヴィ』
（1801）ノヴァーリスの『ハインリヒ・フォン・オフターディンゲン』
（1802）などは『修業時代』に触発されて書かれている。またシェリング
もゲーテの『ファウスト』の有名な注釈を残しており、ロマン主義者の中
で最も生産的で長寿だったティークもゲーテから強い影響を受けている。
こうしたロマン主義者が対立関係にあると考えていたのは、ゲーテやシ
ラーではなく、むしろベルリンを中心に活動していたニコライ、イフラン
ト、コツェブーらの啓蒙主義者や功利主義者たちであった。
確かにゲーテやシラーは、一時期、古典古代を模範に共同で創作活動を
展開したことはある。例えば、彼らは『クセーニエン』――古代ローマの
風刺詩人マルティアリスの二行詩様式による警句詩集――を書き、シラー

15) Vgl. Fröschle Hartmut: Goethes Verhältnis zur Romantik. 2002.
16) J. P. Eckermann: a.a.O., S.395.
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が創刊した『ホーレン』誌上に掲載した。しかしこうした時期においてで
すら、彼らはすべての作品を擬古典主義様式で書いたわけではなかった。
ゲーテやシラーの『ファウスト』『ウィリアム・テル』『オルレアンの少
女』などの戯曲をフランス古典主義の作品と比べれば一目瞭然だが、それ
らは明確にロマン主義的な特徴を備えていた。確かにドイツ古典主義は、
調和ある秩序や普遍性を表現し、自我を無限に拡大させるのではなく、人
間が従うべき自然法を意識しながら規範と典型を求め、社会秩序や文化的
伝統を継承するという点ではフランス古典主義と類似点が多かったが、
シュトルム・ウント・ドラングの時代を経て三一致の法則を排除していた
り、倫理的理想主義を主張したりする点で、フランス古典主義とは大きく
異なっていた。
またドイツ古典主義の作家として通例ゲーテとシラーが挙げられるが、
ラシーヌ、コルネイユ、モリエール等々の錚々たるフランス古典主義の作
家群に比べると、作家の人数や、時間的・空間的範囲――ゲーテとシラー
の 1795 年の出会いから 1805 年のシラーの死までのワイマール――がきわ
めて限定されているという印象は拭えない。またフランスやイギリスにお
いてゲーテをロマン主義に含めるのと同様に、日本でもゲーテの『若き
ヴェルテルの悩み』が明治 30 年代のロマン主義文学運動の契機となった
ことは、この作品がロマン主義の作品と認識されていたことの証左となっ
ている。
以上のことから、ドイツにおいて古典主義という時代区分が特に設定さ
れた背後に、何らかの意図が存在していると考えられる。つまりドイツ文
学でも、古典主義の時代区分を設定することで、他国に比べて明らかに欠
落していた自国の文化的アイデンティティを補償し、疾風怒濤以後の陶酔
状況に明確な基盤を与えようとしたのである。そしてまた、周辺各国と同
質な発展形態をアピールすることで、もともと近代ドイツ文学に内在して
いた特異な起源や特質、そして発展の経緯を隠す意図も見て取れるように
思われる。つまり近代ドイツ文学は、フランスやイギリスとは異なり、18
世紀以前には独自の文学的な伝統と呼べるものはなく、文学の発展のため
に自らそれを作り出す必要があった。そのため近代ドイツ文学は、18 世
紀において宗教的、哲学的な概念を本来のキリスト教的基盤から切り離
し、それらの概念を自らのための自律的概念にすり替えることによって発
展のための基盤を強化しようとした。それと同時に、かつて宗教や哲学が
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独占していた倫理的審級の地位を狙って、古典主義という普遍的な芸術様
式を装い、自らが依拠する基盤を、いかなる信仰や道徳的義務も強要しな
い古典古代の世界に差し替えたと見ることもできるだろう。
18〜19 世紀において、ヨーロッパ各国の文化の中で、ドイツほど古典
古代に傾倒した文化は存在しなかった。それは、ラテン諸国に比べて古典
古代へのアクセスが大幅に遅れたことによる凝縮された熱狂と言えるが、
「ギリシアの傑作に共通のすぐれた特徴は、その姿勢と表情における高貴
な単純と静かな偉大さとである｣17)と述べた古代芸術史の創設者ヴィンケ
ルマンの功績は、ドイツの新人文主義に大きなインパクトを与え、さらに
考古学的にも政治的にも影響を及ぼした18)。ヴィンケルマンは、近代ドイ
ツ文学の創始者とされることもあるが、彼は芸術に対する感覚的な熱狂を
超越的な概念に結びつけ、啓蒙時代における脱宗教化の経過の中で行き場
を見失ったドイツ人の信仰心を、敬虔主義のイメージを用いて巧みにギリ
シア文化へと誘導した。そして、すでに中世文学と断絶し、キリスト教文
化からの離脱も模索していた近代ドイツ文学は、人々に対して、ギリシア
の文学や芸術の中に自らの原型を見出すことができると思い込ませたので
ある。ドイツは「遅れた国」（eine verspätete Nation）でありながら、数
千年の時の流れを越えて古典古代に直接アクセスし、それを模範としてド
イツ古典主義を成立させたが、しかし実際は、ギリシア・ローマの影響を
受けたイタリアのルネサンス、そしてフランスの芸術的成果を模倣するこ
とで初めて、古典主義を成立させることができたのである。ドイツの古典
古代への熱狂は、必ずしも自律的なものではなく、イタリアやフランスの
古典古代への熱狂に熱狂する―――ヴィンケルマンが古代ギリシアの彫刻
と考えていた作品の多くは、実際にはローマ時代の模刻であった―――と
いう多層的な構造を持っていた。ここでイタリアやフランスの古典主義
は、ギリシアに対するドイツの熱狂を支配する媒体となり、この媒体は、

17) Johann Joachim Winckelmann: Kleine Schriften, Vorreden, Entwürfe. Zweite
Auflage.（Walter de Gruyter）2002. S.43.

18) 美術史研究では、ヴィンケルマンによる『ギリシア芸術模倣論』（1755）や
『古代美術史』（1764）の執筆、考古学では、シュリーマンらによる遺跡の発掘
調査やペルガモンのゼウスの大祭壇のベルリンへの移設事業、政治では、1821
年のギリシア独立戦争後の初代ギリシア国王への、ヴィステルバッハ家のオソ
ン 1世の即位などが挙げられる。
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熱狂の主体と対象の間にあって、熱狂する者に対して基準やモデルを与
え、その基準に従って対象を選択させるようにする19)。それゆえこの媒体
に支配されたギリシアに対するドイツの欲望は、決して自発的なもので
も、オリジナルなものでもない。それはいわば他者の欲望の模倣であり、
他者の欲望を欲望することに他ならなかった。

Ⅳ 民族的アイデンティティの神話

啓蒙主義が理性的で普遍的なものを求めたのに対して、ロマン主義は想
像力豊かで個性的なものを求めた20)。個性的と言っても、それは現代にお
ける個人主義的概念とは異なる。個人主義が、個人や集団の特殊性を評価
しながらも、それぞれを等価として扱うのに対して、ロマン主義の関心は
むしろ特殊性そのものの特質に向けられた。そこでロマン主義の関心が、
民族という共同体の特殊性に向けられると、そこから民族精神という概念
が浮かび上がってくる。ロマン主義のイデオロギー的な側面を構成し、グ
リム兄弟をメルヒェンの編纂へと向かわせたのも、まさにこの民族精神の
存在を証明しようとする試みに他ならなかった。
その先駆けとなったのは、民族精神という概念をドイツに最初に持ち込
んだヘルダーである。彼は、個々の民族は独自の個性を持ち、それは個々
の民族の慣習や制度、芸術や文学の中で表現され、固有の価値を有すると
考えた21)。その考えを基にヘルダーは民謡集を編纂し、スラブ民族の深い
眠りからの目覚めという予言を含んだ『人類の歴史哲学のための諸理念』

19) 実際の古代ギリシアの大理石彫刻は彩色されていたが、ヴィンケルマンは
「古代ギリシアは純白の文化」と論じたため、その後、エルギン・マーブルな
どのギリシア彫刻が博物館で表面を削られる事件などが起きた。

20) シェリーは 1821 年 3 月オリアー宛の手紙で、想像力を「太陽」に、理性を
「月」に喩えながら、『詩の四つの時代』（Four Ages of Poetry 1820）において
ロマン主義に懐疑的な立場を表明したトマス・ピーコックを批判している。さ
らにM. エイプラムズは、『鏡とランプ』（The Mirror and the Lamp）の中で、
詩人は鏡のように自然をありのままに映し出すのではなく、むしろランプのよ
うにほのかにその内面を照らし出すと述べているが、ここでランプに喩えられ
るのが想像力である。

21) Vgl. Johann Gottfried Herder: Fragmente über die neuere deutsche
Literatur. Bibliothek deutscher Klassiker. Herders Werke. Bd.2.（Aufbau
Verlag）1964.
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（Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 1784-1791）を書
き、多様な民族精神は常に発展・変容しながら世界精神を構成すると説い
た。特に後者は、スラブ民族に民族的自覚を促す契機となり、民族精神と
いう概念がロマン主義的な色彩を帯びてスラブ民族の思想へ深く浸透して
いくことになる。
このロマン主義が文化的愛国主義運動において果たした役割は、大き
かった。ギリシア独立運動におけるロマン主義的思想の影響は有名だが、
それ以外にも、スペインやフランスにおいて、死語となりつつあった少数
言語（カタルーニャ語、バスク語、プロヴァンス語など）が文芸復興運動
の中で復活するのは、ロマン主義運動に負うところが大きい。その先駆的
な役割を果たしたのが、ロマン主義運動に結びついたアイルランドでのケ
ルト文化の復古運動だった。特にロマン主義者たちがケルト文化に強い関
心を寄せたのはその異質性によるところが大きく、宇宙の真理を自然の変
化の中で寓意的に表現しようとした神秘的なケルト美術は、写実的なギリ
シア・ローマ美術とは対照的な芸術様式を持っていた。例えば、ケルト美
術では人間や動物の描写が特徴的だが、ケルト人にとって世界は想像力に
よって構成される対象であり、世界を写実的に描くほうがむしろ彼らには
奇異に感じられたのかもしれない。ロマン主義は長年忘れられていたケル
ト文化を再評価し、その文化の解釈にロマン主義的な概念を持ち込んだの
である。ロマン主義的な文化的愛国主義を、単に政治的・社会学的概念と
の関係のみで説明することはできないが、当時、啓蒙主義に基づいたヨー
ロッパ文化の規格化――――例えばヨーゼフ二世のような啓蒙専制君主に
よってその理念が提唱され、ナポレオンによるヨーロッパ統一構想におい
てそれが実現するかに見えた――――に対する警戒感との関連から、この
文化的愛国主義運動は理解されなければならない。
こうした政治文化的文脈の中で、ドイツでも民族固有の価値を求める欲
求が次第に生じてくる。ドイツ近代文学が、不在の「伝統」を自ら作り上
げ、例えば歴史の始源との結びつきを確認することで、自らのアイデン
ティティを証明しようとする衝動に駆られたことは、容易に推測できるで
あろう。ドイツ古典主義はギリシアという他者の中に自らの起源を見いだ
そうとしたのに対して、ロマン主義は、自らの伝統の中にその起源を生み
出そうとした。そのため、従来は宗教の教義に縛られた陰鬱な世界として
否定的な評価しか与えられなかったドイツの中世時代に、新たな光が当て
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られることになった。その結果、数々の冒険譚、封建社会の生活や騎士
道、ミンネザンク、十字軍、神秘思想など、中世への憧れを含むテーマが
作品の題材として好んで取り上げられた。しかし、中世への憧憬に形象を
与えることは、長い歴史を有する神聖ローマ帝国の文化圏においても、そ
れほど容易ではなかった。というのも、ドイツ人にとっても中世は必ずし
も自明な時代ではなく、それはほとんど、新たな世界を発見するに等し
かったからである。そのことは、古い伝統の欠如をはっきり意識していた
Fr. シュレーゲルの次の言葉にも語られている。「我々の文学には昔の人
にとっての神話にあたるような中心点が欠けている……我々には神話がな
い。しかしこうもつけくわえよう、我々はそれを所有する時期にある、あ
るいはむしろ我々がそれを生み出すために、真剣に協同すべき時がくるだ
ろうと。｣22)これは、古代人にとっての「神話」が自分たちの世界には欠け
ているという一種の喪失感の表明だが、ロマン派に共通した感覚であっ
た。
18 世紀後半に、近代ドイツ文学が示した飛躍的な発展は、18 世紀以前
のドイツ文学の低調さや、17 世紀の三十年戦争とその後の混乱によって
もたらされた文化的断絶を考えると、まさに奇跡的な偉業と言える。18
世紀以前のドイツ文学は、国際的なルネサンス運動に明らかに乗り遅
れ23)、実態はマニエリスムに過ぎないものを新たな芸術運動であるかのよ
うに「バロック」と称することで、かろうじて体裁を整えているに過ぎな
かった。確かにドイツは、フランク王国以来の古いヨーロッパの正統に連
なる文化国家であり、地政学的にもイタリアやフランスと並んでヨーロッ
パ文化の中核を担う位置を占めたが、しかしその間、文学的伝統は必ずし
も一貫して継承されてきたわけではなかった。古高ドイツ語文学の知識は
すでに 12 世紀には失われており、また中高ドイツ語文学の知識は 15 世紀
後半に、さらに近世初期文学の知識は 18 世紀後半には失われていた24)。
こうした事情により、18 世紀以前の作品―――より正確に言えば 1750 年
以前だが―――の中で、実際に 18 世紀後半の人々に読まれていたドイツ

22) Friedrich Schlegel: Gespräch über die Poesie, S.312, in Kritische Ausgabe
Bd. II.（hrsg. v. Ernst Behler）1967.

23) Heinz Schlaffer: Die kurze Geschichte der deutschen Literatur Taschen-
buch.（Deutscher Taschenbuch Verlag）2003. S.37.

24) Schlaffer: a.a.0., S.19.
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語の文学作品は極めて限定されていた。というのも、もちろん現在の出版
事情とは比較できないが、特にドイツでは、ラテン語―――当時の庶民は
ラテン語がほとんど読めなかった―――から世俗語であるドイツ語への切
り替えが、他のヨーロッパ諸国に比べて著しく遅れたためである。神聖
ローマ帝国で書かれた文献のうち、1520 年には 90％、1570 年には 70％が
いまだラテン語で書かれており、ドイツ語がラテン語よりも優位を占める
ようになるのは、ようやく 1680 年に至ってのことである。フランスやイ
ギリスの学者たちがすでに 16 世紀、17 世紀には母国語で学問的著作を執
筆していたのに対して、ドイツの学者たちは 18 世紀に至ってもなおラテ
ン語に固執していた。そこには、母国語であるドイツ語に対する劣等感
や、世俗語のドイツ語を用いることによって自らの学識へ疑いの目を向け
られることを避けたいという保守的な体質が見て取れる。ただし、外国人
によるドイツ語蔑視に反論する際にも、ラテン語を用いなければならな
かった時代環境は考慮すべきであろう25)。
近代初期には、中世ドイツ文学は、民衆本などの例外を除いてほとんど
忘れられていたが、そうした時代にあって、中世ドイツ文学を発掘し、そ
れらを再びドイツ文学の系譜に差し戻したのが、ヨハン・ヤーコプ・ボー
ドマーであった。彼が友人のヨハン・ブライティンガーとともに、当時の
ドイツ文学の権威で、フランス古典主義の信奉者でもあった啓蒙主義者ヨ
ハン・クリストフ・ゴットシェートと行った論争は特に有名だが、ボード
マーの貢献で重要なのが、歴史に埋没していたミンネザンクや英雄叙事詩
など中世文学に新たな光を当てたことであった。彼は、14 世紀の詩人ヨ
ハネス・ハートラウプが編纂したとされるマネッセ写本から作品を選び、
1748 年に『ミンネゼンガー選集』26)を出版し、ミンネザングの存在を世に
再認識させた。もちろんそれまでも中高ドイツ語の文献は利用されてはい
たが、その文献を発掘した法学者たちの関心は、主にその記述内容を法律
のケーススタディとして利用することにあり、そもそも文学的芸術性を評
価するためではなかった。こうして数世紀のブランクを経て、ボードマー
の努力もあり、再び中世文学へのアクセスが回復したのである。

25) Schlaffer: a.a.0., S.41f.
26) Vgl. Johann Jakob Bodmer（Hrsg.）: Proben der alten schwäbischen Poesie
des Dreyzehnten Jahrhunderts: Aus der Maneßischen Sammlung.（Heidegger
Verlag）1748.
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このようなドイツ文学史にみられる文化的断絶は、日本人には容易に想
像がつかないかもしれない。例えば、11 世紀初頭に成立した『源氏物語』
は、ミンネザンクや英雄叙事詩と同様に写本として後世に継承されたが、
12 世紀末の『六百番歌合』判詞で藤原俊成が「源氏見ざる歌詠みは遺恨
のことなり」と述べているように、『源氏物語』は後の時代においても途
絶えることなく影響を及ぼし続けた。特に『源氏物語』の構成、登場人物
の配置、性格描写、効果的な場面設定などは後の日本文学のデファクトス
タンダードとなった。その背景には日本では、文学と、その創作と継承を
担った貴族階級が、幸運にも密接な関係を保持し続け得たという恵まれた
環境があった。それに対してドイツでは、14 世紀以降、貴族階級と文学
との結びつきは次第に薄れていった。確かに 14 世紀までの中高ドイツ文
学では、名誉、権力、戦争、美などの貴族的価値観が評価され、その貴族
的価値観に抵触しない範囲で、隣人愛、誠実、謙虚などのキリスト教的価
値観が作品に盛り込まれた。しかし、中世後期から近代初期に至る過程
で、ドイツでは、他のヨーロッパ諸国とは異なり、その国の文化的嗜好を
方向づけた、宮廷貴族や富裕市民層によって構成された文化的公共圏や文
学的公衆が失われていったことにより、文学は従来の伝統や様式との結び
つきを次第に喪失していった27)。そのためドイツでは、宮廷や貴族が文学
から徐々に離反していったのに対して、市民階級の知識層が文学への志向
を強めていき、上からの文学が下からの文学に取って代わられることに
なった。その結果、貴族階級が継続的に自国文学に強い影響力を発揮した
周辺各国とは異なり、ドイツでは、貴族階級に代わってキリスト教周辺の
人々が市民階層の知的エリートとして次第に文学活動の中核を担うように
なり、ドイツ近代文学はキリスト教の伝統と本質的な関係を持つように
なった。ただし、本質的な関係を持つと言っても、もちろんそれは近代文
学が宗教化されるという意味ではなく、すでに啓蒙主義時代にあって人々
の宗教的関心が急速に薄れる中で、キリスト教周辺の市民階層の知的エ
リートが宗教的言語を世俗化して文学に転用したことにより、キリスト教
の伝統が近代ドイツ文学の成立のための前提条件を整えた、という意味に
おいてである。

27) スタール夫人によれば、当時のウィーンの社交界では貴族と文士の間にはほ
とんど交流がなかったという。スタール夫人（梶谷温子他訳）:『ドイツ論 I』
（鳥影社）2000. 90 頁参照．
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例えば、ドイツ・ロマン主義では自然とは、言わば目に見える精神であ
り、精神の段階的な啓示であり、自然には世界のあらゆるものが息づいて
いる、と見なされた。そのためロマン主義者は、自然を描写する際に、憧
れや過去の記憶を呼び起こすのにふさわしい自然描写を好んだ。例えば、
神秘的な深い森、孤独や静寂に包まれる大地、想像力をかき立てる夜、人
を包み込む月光、放浪する雲、輪郭が溶け出す夕暮れなど、精神的なもの
を投影できる自然描写を特に好んだ。そしてその際、例えば「流動」や
「浸透」のメタファーとして、川、雨、泉、流れる、滴る、注がれるなど
の神秘主義に由来する語彙が用いられたが、それらの語彙は、神秘主義の
伝統を継承し保持していた敬虔主義やプロテスタント思想を経由して、ド
イツ抒情詩に流れ込んだことの証左となっている。
上述のようにドイツ近代文学には、近代以前の文化との断絶や、自国文
学の成立の遅れが、その特徴として色濃く刻印されている。ハインツ・
シュラッファーはドイツ文学史について、これまであまり口にされてこな
かったゲルマニストたちの暗黙の了解を次のように表現している。つま
り、「ドイツ文学によって主張された、八世紀から現在にいたるまでのド
イツ文学のつながりは、虚構の伝統なのである。このありもしない伝統は
ドイツ文学の古典主義・ロマン主義の時代のドイツ文学者たちによってそ
の存在が主張されたが、それは、みずからの基盤が非常に古い時代にまで
遡れることを望んだ国民的要求を支持するためであった。十八世紀におい
てあまりに唐突に最高ランクのドイツ文学というものが登場したため、同
時代人ですら、ドイツの過去に遡れば忘れ去られた先駆者たちを見つけ出
せるはずだ、と信じ込んだのであった。｣28)またヘルムート・プレスナーの
『遅れてきた国民』によれば、17 世紀以降のヨーロッパにあってドイツは
近代国家の形成に明らかに「遅れ」をとったが、「現状に安らうこともで
きない民族はこの欠陥を意識によって取りつくろうことを余儀なく｣29)さ
れ、「みずからの発展の起源に遡り、そこから自己存在のために一つの意
味を作りださなければならず｣30)、そのため「歴史がドイツにとって有し
ていた積極的な意味は、新帝国に欠落していた市民的-政治的伝統の代償

28) Schlaffer: a.a.0., S.19.
29) Helmuth Plessner: Gesammelte Schriften, Bd.6. Die verspätete Nation.
（Suhrkamp）1980. S.109.
30) Plessner: a.a.0., S.109.
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として理解できる｣31)のである。その意味でロマン主義は、「ドイツ民族と
いう事実に内在するごく自然な歴史的基盤｣32)を、すなわち実際は一度も
存在することがなかったドイツの全体性や純粋性という神話を、始原に
遡って再構成する作業を担ったと解釈できるのである。先に引用した
「我々には神話がない」という Fr. シュレーゲルの言葉もこうした事情に
対応しており、自らの「伝統」を進んで創造しようとする意識が強烈に反
映されている。それゆえ、スタール夫人のドイツ人の神話化に見られるよ
うに、欠如や不在を反転させて、そこから新たなポジティブな価値を作り
出すシステムとしてロマン主義をみるとすれば、ロマン主義はやはりドイ
ツ文学史において必然的な歴史的過程であったとみることができるだろ
う。
そうした事情に類似した例を、ケルト文化の再認識に見ることができ
る。ケルト文化を再評価する上で手がかりとされたのが、『オシアンの歌』
であり、それは、ケルトの伝説的詩人オシアンを主人公とするゲール語の
叙事詩として広くヨーロッパの人々を魅了した。しかしそれは後に、ケル
ト民族の古歌の英訳というよりも、スコットランド人のジェームズ・マク
ファーソンによる創作ではないかとの疑惑がもたれるが、当時の人々は、
ロマン主義的な芸術理念を通じて、ヘレニズム・ヘブライズムの世界観に
加えてケルト文化がヨーロッパ文化の基層にあるという新鮮なイメージに
すっかり熱狂した。ゲーテは『若きウェルテルの悩み』の一場面に、わざ
わざオシアンの一部を翻訳して挿入しているほどである。そこには、自ら
の文化的起源やアイデンティティをヘレニズム・ヘブライズムとの結びつ
きからのみ理解することへの違和感を背景に、自らの文化的起源を確認し
ようとするスコットランド人への強い共感が反映しているようにみえる。
ではロマン主義が、ドイツ近代文学において自国の文化的起源やアイデ
ンティティを作り出したとすれば、それはいかなる神話だったのであろう
か。ここではまず、文学の神話化について述べておきたい。例えば、クラ
ウディオ・マグリスは、かつてのハプスブルク帝国をめぐる「ハプスブル
ク神話」を、過去への追憶だけでなく、数百年にわたって培われたオース
トリアの伝統や現実を実体とは異なる歴史的世界へと書き換える作業と見

31) Plessner: a.a.0., S.108.
32) Plessner: a.a.0., S.108.
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ていた33)。それは、しばしば現実を覆い隠し、現実逃避の傾向を示した
が、人々の視線を政治的現実から巧みにそらすには非常に効果的で有効な
手法であった。文学はそもそも現実を変容させる機能を備えるが、一方で
神話は、特定の文化や歴史的文脈に接合されると、例えば過去の陰鬱な現
実であっても明るいユートピアに変貌させ、さらにそれを人々に拡大して
見せる鏡として機能した。この神話は、ハプスブルク帝国が抱えた政治的
葛藤、社会的矛盾、民族対立などの諸問題を覆い隠し、多民族国家を維持
するために、近代の国民国家の理念に対して多民族国家の存在理由を主張
するなど、政治的・精神的イデオロギー性も内在させていた。
一方ドイツ近代文学は、その出自において、宗教的な要素と密接な関連
を持っていたことはすでに指摘した。シュラッファーによれば、そもそも
ドイツ近代文学の黎明期の作家の多くは、牧師の息子であったり、福音教
会と関係していたりと、宗教活動となんらかの関わりを持っており、恐ら
く彼らの精神形成期において神秘主義に由来する文書、ルター翻訳の聖書
に見られる比喩、メタファー、箴言などが重要な役割を果たしたことは想
像に難くない34)。そうした作家たちにとって、かつての宗教的な主題を世
俗的な文体で描きながら、疑似宗教的な崇拝対象として詩や長編小説を作
り上げることは、それほど難しくはなかったであろう。さらに詩や長編小
説という文学様式に宗教的な情熱を注ぐために、大きな役割を果たしたの
が敬虔主義であった。
敬虔主義は神秘主義から多くの理念や語彙を受容し、それらは、ドイツ
抒情詩の内面を語る重要な言葉となった。こうした宗教と文学との相互浸
透の背景には、以前の宗教的束縛から開放され、理性によって啓蒙化され
た近代社会を宗教的エトスで表現しようとする欲求が見て取れる。例え
ば、ヘルダーリンの『ヒュペーリオン』では、祖国・女性・自然への愛情
がいわば宗教的情熱をもって表現されるが、こうした欲求がドイツ近代文
学の基盤を築いたのである。このドイツ近代文学の黎明期の状況が、必ず
しも宗教的経験を共有しなかった後世のロマン主義の作家たちにも、文学
的伝統や神話として引き継がれたと見ることは十分可能であろう。
さらにドイツ近代小説の神話的特徴を理解する上で見落とせないのは、

33) Vgl. Claudio Magris: Der habsburgische Mythos in der österreichischen
Literatur.（Otto Müller）1966. S.23-39.

34) Schlaffer: a.a.0., S.54-65.
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ヨーロッパにおいてドイツ人についての神話を広めたスタール夫人の言説
である。彼女が広めたのは、哲学的で詩的な、真に精神的なドイツ人とい
うイメージだが、このドイツ人の豊かな精神性という神話は、国家的統一
性の欠如の裏返しとして認識されている35)。このドイツ人に関する精神的
優越性の認識は、近代的な中央集権的政治体制を持たないが故に、逆にど
んな境界も悠然と踏み越え、また制約を受けずにどこまでも深く自己の内
面に沈潜できる、という神話に由来する。ここではドイツにおける深刻な
政治不在はその哲学の深遠さによって埋め合わされ、中央集権体制を持た
ないがゆえに真に精神的な国民たりうるという逆説が生じた、とされた。
このような神話が、19 世紀のドイツ近代史・精神史を特徴づけ、近代文
学──特にロマン主義──に深く刻印されることになる。
近代ドイツでは、それ以前の伝統との断絶に伴う欠如を埋め合わせよう
とする時、ハプスブルク神話に見られたような現実逃避とは異なる意味
で、古典古代の伝統との結びつきを新たに創造しながら、中心点が欠如し
た現実をポジティブな価値へ反転させる試みがなされた。例えば、神話を
素材にして共同体の源泉回帰と文化的自己同一性を追体験させようとする
ワーグナーの楽劇は、こうした文脈において理解されるべきであろう。つ
まり、同時代の総体的な価値観を象徴する新たな神話を作り出すことこ
そ、ロマン主義の革新的な試みであったと言える。

Ⅴ ドイツ・ロマン主義の日本への影響

ここまでドイツ・ロマン主義を中心に近代ドイツ文学史を概観した。ド
イツ・ロマン主義は、近代文学において自国の文化的起源やアイデンティ
ティを生み出そうとしたが、この役割は、ドイツ・ロマン主義から直接影
響を受けた日本浪曼派にも反映されているように見える。ここでは、ドイ
ツ・ロマン主義に倣って、独自の民族的ナショナリズムを発展させた日本
浪曼派について、考察を加える。
日本浪曼派が近代批判を展開した際に直面したのは、現在ではすでに失
われ、もはや取り戻すことができない民族的アイデンティティをいかに創
出するかという問題であった。これはドイツ・ロマン主義と同様の問題意
識を持つが、日本浪曼派にとっても近代とはまさに喪失の時代に他なら

35) スタール夫人:『ドイツ論 I』44-54 頁参照．
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ず、そのため、日本文化の連続性の中で過去に遡りながら、差異や対立が
止揚された時代を希求し、民族的なアイデンティティを手に入れようと試
みた。日本浪曼派の中で中心的な役割を果たした保田輿重郎は、『日本の
橋』（1936）の中で橋のもつイメージに依拠しながら、現在と過去の間の
時間的な隔たりを解消し、失われた上代の伝統との関係性を回復しようと
した。しかし日本浪漫派の作家たちはまた、近代に生きる自分たちが、た
とえ同じ日本人であっても上代の日本人とは異なる自然観や価値観を有し
ており、むしろ自分たちは同時代の欧米人に近い意識を持つことを冷徹に
認識していた。神々との霊的な交流がまだ可能な時代に生きていた上代の
人々に対して、理性を思考原理として受け入れた近代人は、自然に触れる
ことも、伝統や文化に全霊で接することも難しく、自らの存在からも疎外
されていた。そうした喪失感が日本浪漫派の近代批判の一部となってお
り、その裏返しとしてロマン主義的な過去への憧憬が生まれてくるのであ
る。日本浪漫派は、文化や民族というものが、必ずしも自発的なものでも
伝承されたものでもなく、近代日本の歴史的文脈の中であくまで意識的に
構成された概念と捉えた。つまり「日本浪漫派が、明治期のロマン派のよ
うに、『万葉集』をより自然で本源的だと考えたのではない｣36)のであっ
て、その点で明治期のロマン主義者とは明確に異なる認識を持っていた。
それはある意味、デカダンス的と言えるが、過去への回帰の不可能性を認
めることであり、同時にまた、そうした回帰を妨げている近代的歴史意識
への批判も含まれていた。
日本浪曼派の発足の契機は、昭和 9 年 11 月に保田輿重郎や亀井勝一郎
らが連名で、雑誌『コギト』に『「日本浪曼派」広告』を掲載し、その翌
年 3月に『日本浪曼派』を創刊したことにある37)。保田が執筆したとされ
る『「日本浪曼派」広告』には、Fr. シュレーゲルらの影響が感じられ、

36) 柄谷行人:『近代日本の批評 I――昭和篇上』（講談社文芸文庫）1997. 168-169
頁．

37) 亀井は、雑誌『日本浪曼派』の目的について「一言で云うならばリアリズム
の建設をやるのだ。『リアリズム』の名において失われていた強烈な主観、理
想主義的精神、高き思想性、科学的教養等、それらのものを奪還しリアリズム
そのものの根本精神とするに在るのだ。この点を強調し、併せて低俗なリアリ
ズムに対するイロニーとして我我は日本浪漫派を起こす」と記している。龜井
勝一郎：『龜井勝一郎全集』第 3巻（講談社）1972. 323-324 頁参照．
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新たな文学運動を始動させることへの意気込みが見て取れる38)。この雑誌
は後に、有名作家、詩人、批評家を数多く輩出し、新感覚派と並ぶ影響力
を示したが39)、やはり日本浪曼派を考えるとき、当時の政治的状況を踏ま
えておく必要がある。満州事変（昭和 6 年 9 月）、上海事変（昭和 7 年 1
月）、5.15 事件（昭和 7 年 5 月）と重大事件が立て続けに起こり、日本で
は政情不安と当局による思想弾圧が顕著となる。その影響もあり、昭和 9
年 2月に日本プロレタリア作家同盟（ナルプ）は解散し、プロレタリア文
学運動がほぼ壊滅すると、以後多くの転向者が出て文学界は暗い雰囲気に
覆われた40)。そうした時代にあって、ドイツ文学・美学の周辺に集まった
若き俊英たちが、共通の理念のもとに、思想的空白期の混迷した時代の受
け皿になろうとする決意がこの「広告」に簡潔に記されている。
『日本浪曼派』創刊の主要メンバーのうち保田、亀井、神保、中谷の四
名がドイツ文学・美学を学んだことが、亀井が言うところの「共通の感
情」の醸成に寄与した。ナルプ解体が日本浪曼派成立の前提条件とする見
方もあるが、この両者を単純に因果関係で結びつけるのは難しい。そもそ
も日本浪曼派の結成の背景には、第一次大戦後の、大正から昭和初期にか

38) 保田輿重郎、亀井勝一郎、神保光太郎、中島栄次郎、中谷孝雄、緒方隆士の
連名で出された『「日本浪曼派」広告』には、「茲に僕ら、文学の運動を否定す
るために、進んで文学の運動を開始する。卑近に対する高邁の主張に他なら
ぬ。流行に対する不易である。従俗に対する本道である。真理と誠実の侍女と
して存在するイロニーを、今遂ひに用ひねばならぬ」と書かれている。この保
田の『「日本浪曼派」広告』を、『日本浪曼派』の同人でもあった芳賀檀は「戦
前の無気力で退廃した、それでいて青春を生かそうとしない根深い「権力」
を、所詮文壇という怪物の現状を認めないし、一挙にしてその平価切り下げを
打破しようという決意であった」と評価している。

39) 雑誌『日本浪曼派』には、後に『青い花』の同人だった太宰治や檀一雄も加
わり、1938 年 3 月の 29 号の終刊時では総勢 50 名を越える同人を擁する有力誌
に成長していた。また『日本浪曼派』の周辺には伊東静雄、中原中也、三島由
紀夫らもおり、小高根二郎は日本浪曼派を『コギト』『日本浪曼派』『文芸文
化』『四季』『日本歌人』の五誌から構成された文学運動であると規定した。

40) 『日本浪曼派』（1935 年）へ転向した人物として亀井勝一郎と太宰治が挙げら
れる。山領健二は『日本浪漫派―亀井勝一郎』において「日本浪曼派における
コミュニズムからの転向は、太宰と亀井の二人によって代表される」としてい
るが、それはメンバーの中で亀井と太宰が自らの転向について最も多くを語っ
ているからである。
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けて顕著になった人間性の疎外に対する失望感や抑圧的な社会状況への批
判があり、その意味で、プロレタリア文学運動と日本浪曼派は相補的な関
係にあったと見ることもできる41)。しかし実際のところ、この両者とも政
治的影響力はほとんど無いに等しかった。
「日本浪曼派」のメンバーはともに、ドイツ・ロマン主義に由来するイ
ロニー42)に依拠しながら、日本の古典的世界に民族的アイデンティティを
読み込もうとした。しかしここで日本浪曼派が示した民族主義的な傾向
は、戦後、戦争責任の観点から厳しい批判を浴び、特にその批判の矛先は
「日本浪曼派」を代表した保田に向けられた43)。しかし、彼が実際に軍政
に対して批判的で、当時天皇制を語る上でタブーだった壬申の乱を『万葉
集の精神』で扱ったことからも44)、保田が自ら軍国主義に迎合したのか、

41) 『日本浪曼派』のメンバーを見ると、亀井勝一郎や、途中から参加した太宰
治、山岸外史、平林英子、若林つやなど、プロレタリア文学運動の過去をも
ち、ナルプ解散後に『日本浪曼派』に移った人も多いことからもわかるよう
に、プロレタリア文学運動と日本浪曼派とは共通点も多い。また同時期に創刊
された『人民文庫』と『日本浪曼派』は、一見対照的な雑誌に見えるが、平野
謙はこの両者を「ナルプ解散、転向文学の氾濫という文学的地盤から芽生えた
異母兄弟」と述べている。『現代日本文学事典』（河出書房）1949. 242 頁参照．

42) エーゴン・フリーデルはロマン主義的イロニーについて次のように述べてい
る。「真の芸術とは自由な遊戯でなければならない・・・それゆえにロマン主
義者は、幻想がイロニーによって、自己のパロディ化によって中断されなけれ
ばならないという原則を打ち立てた。これが有名な『ロマン主義的イロニー』
の意味だ。このイロニーが結局、すべてのものを二義的なものにし、ロマン主
義者の陽気な言動を茶化し、観察している自分を観察するという境地に至らし
めた」エゴン・フリーデル（宮下啓三訳）：『近代文化史』第二巻（みすず書
房）．360 頁参照．

43) 「日本浪曼派」や保田は戦中・戦後を通して毀誉褒貶が激しかったが、それ
に関して、三枝康高が次のように評価をしている。「『日本浪曼派』の名前は誰
も知っているが、それがいかなるものかという正しい判断はめったに聞けな
い。それとなく人の考えを聞いてみると、それにはほぼ三種類あるように思わ
れる。第一は読むに値せずというので、黙っているのは多くは反感をかくして
いるのである。第二は神がかりであって、自分にはとうていついていけない。
従って自分はこれに関してないというので、いわゆる敬して遠ざかる態度であ
る。第三はこれは天才の名に価するものであって、みだりに批評すべきではな
い」三枝康高：『日本浪曼派の群像』（有信堂）1967. 12 頁．

44) 中谷孝雄は保田を擁護して、彼に対する憲兵の尾行、病弱が考慮されなかっ
た徴兵、軍部の教育方針への反対など、当時の保田の周辺事情を証言してい
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あるいは単に「皇神の道義」や「言霊の風雅」を求めただけだったのかは
評価の分かれるところである。
ドイツ・ロマン派、国学、マルクス主義の三者から保田の思想的基盤が
構成されているとされるが、一見するとこの相反する三つの思想が、保田
の中でアマルガムのように融合していたとすれば、それはイロニーの原理
に負うところが大きい45)。異質なもの、相反するものを包括し、矛盾、対
立、混沌などを止揚するのがロマン主義的イロニーであり、Fr. シュレー
ゲルのイロニーは、古典的作品が意図する完成を拒否し、結論を永久に留
保することによって開かれた作品のありかたを提示している。無限遡及が
もたらす肯定と否定の連鎖にあって、作品は永遠に未完成に止まり、その
限りにおいて保田のエッセイは、まさに方法論的にイロニーの実践となっ
ている。このイロニーこそ、日本浪曼派を理解するための核心であり、同
様に伝統への回帰を主張した萩原朔太郎や横光利一らと日本浪曼派とを峻
別する指標となる。ただし主体的な経験に裏付けられていないイデオロ
ギーに基づく創作姿勢を批判し46)、自らの創作活動の独自性を際立たせよ
うとした保田自身が、一方で創作におけるイデオロギーとしてイロニーを
受容した47)という点では、自家撞着に陥っているという疑問を差し挟む余
地があるかもしれない。

る。
45) 橋川文三：『補説 日本浪漫派批判序説』（未来社）1965. 38 頁．
46) 「文学のレアールは決してイデオロギーからひき出されたものではないとの、
僕の確信をのべておく。強烈な文字や形式はつねに強烈な体験とあくなき社会
の凝視との思考（つまりレアリズムの意識）にうらうちされているものだ。」
保田輿重郎:「レアリズムの意識」『コギト』11 号（臨川書店 復刻版）、昭和 8
年 4月．174 頁参照．「僕のレアリズムの意識というのは、作家の独自の精神で
ある。それは何か作品と離れたものではなく、作品に緊密に結びつく意識であ
る」保田輿重郎:「唯物言語について」『コギト』15 号（臨川書店 復刻版）、
昭和 8年 8月．142 頁参照 .

47) しかし保田は、そもそも浪漫派の出発点となるロマン主義的イロニーの解釈
を間違っていた、とする見解もある。例えば、後鳥羽上皇の悲劇的な運命をイ
ロニーによって強調しようとしているが、「永遠」という新プラトン主義な人
物像からは、自己をパロディ化する精神の働きは少しもなく、その意味でここ
でイロニーとされるものはロマン主義的イロニーではないとされる。松本道
介：「日本浪漫派と西洋」（『解釈と鑑賞』第 67 巻 5 号）2002 年 5 月．63-64 頁
参照．
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当時の青年たちが、懐疑と否定の狭間で判断留保を繰り返す難解で晦渋
な保田の文章に魅了されたのは、抑圧的な政治的状況に対する判断留保
や、現実を過去に投影する思考法が保田の文章に反映されているのを見出
したからであり、その意味で保田の文章は時代の批判精神を体現している
かに見えた。ここではイロニーが、日本浪曼派の政治的状況への判断留保
を行うための手法となっているが、確かに当時の日本の政治的状況は、ハ
イネが「イロニーとは自分たちの政治的不自由の表現である」と指摘し
た、あのドイツの時代的状況と酷似している。また視点を変えれば、橋本
文三が日本浪曼派をドイツのビーダーマイヤー期に重ねて見るのも説得力
があり、その両者の背後に、先鋭化した政治状況における非政治的意識が
見て取れる48)。
ここで特に問題になるのは、もともと非政治的な唯美主義を希求してい
た日本浪曼派がどのように政治的イデオロギーと結びついたのか、という
点である。日本浪曼派の特徴はその非政治的唯美主義にあるが、その一方
で、そうした非政治的姿勢が反転して実質的に政治的思想として機能し
た。保田と小林秀雄は、結果的に知識階級が戦争へ傾倒する過程において
大きな影響力を発揮したが、現実を拒否するかのような意図的に仕組まれ
た難解で曖昧な表現を用いるそのスタイルに、むしろ現実肯定を見る向き
も少なくなかった。そもそも一般的にロマン主義は、妥協を強いられる現
実から遠い場所に身を置くことを願うが、どんな思想や活動も日常生活と
何らかの接点を持たざるをえない以上、日本浪曼派という文化や芸術に関
する思想も、潜在的に歴史的イデオロギーと何らかの関係を持ち、その身
振りとは裏腹に、政治的で歴史的な意義を内在させることになる。その一
方で、日本浪曼派が日本特有な経験やアイデンティティを主張しているよ
うに見えるとすれば、欧米のナショナリズム的言説との比較によって、そ

48) 橋本文三は、ロマン主義の批判の論拠として次のようなルカーチの言葉を引
用している。「近代の文学史家は、ドイツの文学史の中に『ビーダーマイヤー』
の時代を導入しようとしている。ところでビーダーマイヤーは、ロマン主義的
イデオロギーの大衆の中での支配の時代、ドイツの俗物性へのロマン主義の浸
透の時代ではなくて、なんであろうか？ ・・・何故ならロマン主義こそは、
ドイツ的貧困のさなかにあったインテリゲンチャの地位に、一方では彼らの抵
抗の喪失に、他方では客観的に誤った社会的に危険な『深刻さ』で貧困を克服
しようとする試みに、もっともよく対応するものではなかったのか」橋川文
三：同上．20 頁参照．
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の内容をより正確に理解できるであろう。本来ロマン主義的な美的価値観
は政治との親和性はそれほど高くないが、しかし日本では、ロマン主義的
価値観が政治的イデオロギーとして有効となるのは、古来日本の王朝にお
いて、美的価値観が政治的・宗教的価値観に代わり絶対的な価値基準とし
て機能した伝統や慣習が存在し、美的価値観が優位だった時代が長らく続
いたためである49)。美的価値観と政治の関係の一般的な理解では、政治が
自らの基盤を正当化する原理として美的価値観を支配し、政治構造がその
美的価値観に反映されることになる。そして政治構造の正統性に対する民
衆からの働きかけが、この統治モデルにダイナミズムをもたらすことにな
るが、しかし特殊事情にある日本では、この解釈モデルに大幅な修正が必
要となる。というのも、日本における政治的ダイナミズムが、万世一系と
いう時代を超越する静的な天皇制システムに予定調和的に回収されてしま
うため、このシステムの枠外で機能する経験を持たなかったからである。
結局、第二次世界大戦の戦争責任問題において、一億総懺悔という国民へ
の責任転嫁・霧消化が行われ、天皇制の枠組みの見直しが行われなかった
ことも、この国では権力に対する社会契約的視点が欠如していることの証
左であった。
そもそもドイツ・ロマン主義の思想的影響を受けた日本浪曼派だが、明
治維新後の急速な産業革命を経て産業資本主義の形成が進んだ 1930 年代
の日本浪曼派と、社会主義思想が生まれる以前の 1790 年代に生まれた狭
義のドイツ・ロマン主義との間には、背景となる社会事情に本質的な相違
がある。しかも日本浪漫派は、ヨーロッパ諸国のロマン主義運動からはる
かに遅れて登場し、他のロマン主義運動が到達した地点から出発した。こ
うした日本浪曼派の成立状況によって、日本浪漫派は現実社会から距離を
置き、当初より反近代を標榜せざるをえなかった。日本では、プロレタリ

49) この美的価値観の優位性について、加藤周一は次のように書いている。「西
洋の神の役割を、日本の二千年の歴史の中で演じてきたのは、感覚的な「自
然」である。その結果、形而上学ではなく独特の芸術が栄え、思想的な文化で
はなく、感覚的な文化が洗練された。（中略）しかし美のために何ごとでも忍
ぶことができた国民は、同時に観念のためには、何事も忍ばない国民であっ
た。殉教も、宗教戦争もおこりようがない。超越的な神が考えられなかったよ
うに、すべての価値も人生を超越しなかった」加藤周一:『日本人とは何か』
（講談社学術文庫）1976, 100-101 頁参照．
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ア文学弾圧後、軍国主義的傾向が顕著になると、その直前の時代との深刻
な断絶によって、自我のロマンティシズムを求める場は自己の内面に深く
沈潜するか、あるいは時間をはるかに遡る過去以外には見いだせなかっ
た。それゆえドイツ・ロマン派と日本浪曼派の間には、確かにイロニー的
性格や民族的イデオロギーという共通項はあるものの、歴史的文化的な文
脈の違いによってこの両者を単純に同質としてとらえることは難しい50)。
ドイツではヘルダーが民話を蒐集し、グリム兄弟がメルヒェン集を編纂
し、さらに民族の膨大な語彙を集めた大国語事典を編集しようとしたの
も、民族の文化的遺産に民族アイデンティティを見いだし、その精神の存
在を証明する必要性を感じたからであった。特にドイツ・ロマン派は「有
機的で超個人的な統一体としての民族を初めて発見した｣51)のであり、「芸
術と生活のうちに現れた中世の詩の復活」を通じて、神話としてのドイツ
民族を蘇らせようと試みた52)。それに対して日本では、アジアでいち早く
近代化を達成し、すでに植民地政策を通して自国の民族精神を大陸へと拡
大しようと試みる政治状況が存在したため、日本浪曼派は自らの民族精神
を改めて問い直すことを避け、過去の王朝精神の礼賛に逃れるしかなかっ
た。確かに、日本浪曼派の人たちが日本の過去の王朝精神を礼賛するの
も、ドイツ・ロマン主義が自己のアイデンティティを中世に見出したこと
に倣っており、日本浪曼派はドイツ・ロマン主義の高踏的思想と中世への
憧憬を、天皇制へのアプローチとその延長としての古代への憧憬に置き換
えた。というのも日本浪曼派は、ドイツ・ロマン派を、外国文化の支配に
抵抗し、民族統一のための民族アイデンティティを生み出したグループと
見ていたからである。そして結果的に日本浪曼派は、日本への回帰を目指
す思想的運動の様相を呈したのである。
近代的アイデンティティをデカルトの有名な箴言、Cogito ergo sum に

50) 加藤周一は「1886 年以来の日本文学は、もしヨーロッパの文学概念を用いて
名付けるとすれば、総じて、浪漫的というほかはない。むろん、そのばあい
に、「浪漫的」という内容は、ヨーロッパでの歴史的内容と、本質的に似通う
ものをもちながら、また著しくかけはなれている」と指摘している。加藤周一:
「浪漫主義の文学運動」『加藤周一著作集』第 1巻（平凡社）1979. 305 頁参照．
51) Carl Schmitt: Politische Romantik. 4.Auflage.（Duncker & Humblot）1982.
S.39.

52) H. ハイネ（山崎 章甫訳）：『ドイツ・ロマン派』（未来社）1965. 15 頁．
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見いだした『コギト』の同人たちは、近代日本の民族や文化があくまで構
成された概念であり、伝統的で自明に思われるものであっても、1930 年
代の枠組みのなかで新たに作り出す必要があることを実感していた。それ
はドイツ・ロマン主義も同様で、過去の神話的世界へ遡ることによってノ
スタルジーに浸ろうとするのではなく、古い共同体の喪失を自覚しなが
ら、新たな共同性を創り出すことを模索していた53)。しかし日本浪漫派
は、日本の近代化から新たな現実モデルを生み出そうとするあまり、古代
と現代を改めて定義する歴史修正主義的な試みを展開した。真に日本の文
化的アイデンティティの確立に貢献するいかなる時間的な連続性の観点
も、それが人為的なものに過ぎないことを理解していた彼らにとって、
『万葉集』や『源氏物語』といった古典的作品を、近代の日本人に共通な
文化的アイデンティティとして提示することなど、もはや不可能であると
十分認識していた。それゆえに本来自我のロマンティシズムを求めた日本
浪漫派が、結局次第に自我から離れていく傾向を示したことは、皮肉なイ
ロニーと言わざるをえない。

53) 伊坂 青司 他：『ドイツ・ロマン主義研究』（御茶の水書房）2007. 11 頁．




