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2016 年に The Cambridge Companion に Medievalism の巻が加わったことは、中世主義が西洋文化・世界の文

化を考える上で重要な一つの概念・思潮と認知されるようになったことを示す現象だと言える。なかでも 19

世紀は、中世主義の最高潮として、これまでも多くの研究書で論じられてきた。一方で中世主義は、19 世紀の

文人が過去の時代に詩の題材や社会のモデルを求めようとする姿勢を指すときに、便利な「都合のよい」用語

として使われてきたきらいがある。しかし、19 世紀の文人が過去の時代に詩の題材や社会のモデルを求めよ

うとするとき、その対象は決して中世という一時代に留まってはいない。19 世紀詩人らがこうした、大括りに

言うと「過去の時代」に詩の題材を求めたのは何故なのだろうか。そして、それらが便宜的に「中世主義」と

呼ばれるようになったのは何故なのか。本発表ではこれらの問いを、これまで中世主義研究の文脈ではあまり

言及されることのなかった、歴史言説を援用しながら検討する。 

 

Medievalismの定義 

OED 第 2 版の Medievalism の初出は John Ruskin の講演 Lecture on Art and Architecture (1853)である。この講

演で Ruskin は、芸術を論じる際の時代を 3 区分し、Classicism と Modernism の間にある時代を Mediævalism と

名づけている。OED 第 3 版（Web 版）では、これよりも早い用例として 1844 年、1849 年、1851 年の例があ

る［2018 年 11 月 12 日調べ］が、やはり中世主義の概念が生まれたのは 19 世紀だという見方は定着している。 

一方、学問分野としての中世主義研究が始まったのは、1970 年代以降である。創始者の一人 Leslie J. Workman

は、この概念を広めるために Lord Acton の発言 “Two great principles divide the world, and contend for the mastery, 

antiquity and the Middle Ages.” をしばしば引用している (Utz & Shippey 5–6)。この発言も Ruskin の定義と同様、

中世を古代(antiquity)と切り離そうとするものである。Workman は中世主義研究を中世研究と区別するために、

前者の考察対象が後世の時代における中世モデルの応用、つまり「創られた中世」であるという点を強調して

いた。このような定義は現在にも受け継がれており、例えば先述の The Cambridge Companion でも、中世主義

は “the ‘found’ Middle Ages” と “the ‘made’ Middle Ages” の二つから成ると説明されている(D’Arcens 2–3)。 

ここに、中世主義の思潮が歴史言説の中で議論されてこなかった理由を見出せる。つまり中世研究から分断

することで確立した中世主義研究、新たに「発見され」「創られた」中世である中世主義は、常に歴史文脈か

ら切り離すところから議論が始まっていたのだ。しかし、二項対立的な思考が崩れて久しい現在、Ruskin や

Lord Acton が試み、中世主義研究が当初の基盤としたような、古代と対立する概念としての中世の定義は、も

はや成り立たない。一方、歴史研究においても、historiography（史料編修・歴史記述）が歴史の忠実・客観的

な説明ではなく、記録者の主観・主張が反映された、創作性を孕んだものであることが指摘されて久しい。そ

の意味で、中世主義と歴史言説との間にあった境界は徐々に薄れてきていると言える。 

では、19 世紀中世主義と同時代の歴史解釈には共通点があるのだろうか。次に、19 世紀大陸ヨーロッパの

歴史家らを考察対象とし、彼らの歴史解釈を “historical imagination” と表現してその文芸的・修辞学的要素を

分析した Haydn White の Metahistory (1973)を手がかりに、両者の共通項を探ることとする。 

 

19世紀の歴史言説と中世詩人らの歴史認識 

Metahistory の序論で White は、Hegel の歴史哲学の概念を援用し「歴史は詩に最も近い散文形式である」と

述べ(88)、Hegel が reflective history と名付けた歴史認識は「過去の時代から現代へのアナロジーを引き出し、

現代人への道徳的教訓を導こうとする｣点で､換喩(Metonymy)的・提喩(Synecdoche)的だと論じている(99)。この

ような認識に基づく歴史利用の目的は､いわゆる 19 世紀中世主義者らが自分たちの作品に過去のモチーフを

利用するときの態度と重なる。例えば Matthew Arnold は 1853 Poems 序文において“The Poet [. . .] has in the first 

place to select an excellent action” (657) と述べ、それゆえに詩人たる自分は過去のモチーフを詩に採用するのだ

と主張しているが、この点が White の指摘する、19 世紀歴史学者らの換喩的・提喩的歴史利用と重なるのだ。 

White は、Voltaire や Hume ら後期啓蒙主義の歴史思想家が歴史を Irony の視点から捉えたのに対し、Rousseau

や Burkeら初期ロマン主義の思想家はそれに異議を唱え、自覚的に｢ナイーヴ(naïve)｣な、対照的な歴史観を形

成させたと、つまり｢感情移入(empathy)｣を歴史研究に有用な方法として採用したと説明する(37)。ここに、考

察対象との間に距離をとる Irony ではなく、Metaphor, Metonymy, Synecdoche といった修辞法の用語で表される

歴史解釈が生まれたわけである。White はそれに続く 1830〜70 年を、「歴史理論に関する議論が継続的に行わ



れ」、｢過去の文化・社会に関する大部の物語 (massive narrative accounts of past cultures and society)」が書かれた

時代と位置づけ(38, underlines added)、この時期に｢4 人の偉大な 19 世紀歴史家｣Michelet､Ranke､Tocqueville､

Burckhardt の作品が誕生したと説明する(38)。1830〜70 年という時代区分は文学研究でもよく使われ、いわゆ

る中世主義的な詩が多く書かれた時期と重なる。さらに White が彼らの歴史記述を論じる際に、Scott、Balzac、

Stendhal、Flaubert、Goncourt というリアリズム小説家を引き合いに出している点も注目に値する。 

White が考察対象とする 4 人の歴史家の歴史記述には、それぞれ次のような特徴がある。まず White は、

Michelet の歴史記述は Metaphor 的特徴に満ちており(151)、歴史の只中にいる民衆に注目することで「ロマン

派的な世界理解を、科学的洞察という位置にまで高める手段を見つけた｣と評価する(149)。Michelet のこのよ

うな、歴史の役割を「死者の記憶を守る役人」と見なし(159)、記録されなければ忘れ去られてしまうような民

衆に注目する歴史認識は、Morris の詩に見られる意識と重なる。例えば Froissart の年代記に取材した“Sir Peter 

Harpdon’s End”では、年代記にも登場しない無名の騎士に注目し、その恋人が騎士を歌に記録するべく物語を

綴る決心をする様子を描いているし、Scenes from the Fall of Troy でも、Priam にトロイア軍に殺害されたギリシ

ア軍の兵士たちに思いを馳せさせ、さらには彼らが本国に残してきた家族にも言及させている。 

近代歴史学の祖 Ranke は、ロマン派的な衝動を抑制し、実際に過去に起こったことだけを語ろうとするが、

このような歴史記述確立の背景には、青年期に Scott の描く騎士道物語の世界に魅了された経験があると White

は指摘し、科学的分析を目指した Ranke の歴史記述にさえも、Synecdoche 的特徴が見られると結論づける。 

Tocqueville に関しては、歴史家の仕事をギリシア悲劇の場合と同様に“therapeutic”なものと捉え(204)、歴史

家である自分の使命を “to mediate not only [. . .] between the past and the present, but between the present and the 

future as well”と捉えていたと White は説明する(206)。Tocqueville が歴史の役割に見出した治癒的・セラピー的

要素は、Arnold が詩や文芸、とりわけ中世主義的な作品に見出していた役割に重なる。また、歴史を過去、未

来、現在を繋ぐものと捉える見方は、Tennyson の“Ulysses”や Idylls of the King に見られる世界観とも重なる。 

最後に Burckhardt の The Civilization of the Renaissance in Italy での歴史記述について、White は “The essay had 

no proper beginning and no end [. . .]. It was all transition.”と、そして“As thus conceived, the Renaissance was nothing 

but the ‘free play’ of the cultural moment in the intermission between two tyrannies.”と分析する(246–47, italics original)。

また、死後に出版された Force and Freedom で自身の歴史記述について述べた Burkhardt の言葉を引用し、“his 

historical pictures, he candidly admitted, were ‘mere reflections of ourselves’”と論じている(259)。自身の生きる時代

を「過渡期」と捉え、歴史を「我々の時代の鏡像」と捉えるこのような時代判断も、Arnold の “Stanzas from the 

Grande Chartreuse”等の詩で述べられる、イギリス中世主義詩人らの時代認識と通ずるところがある。 

 

本発表では、White の Metahistory で論じられた Michelet、Ranke、Tocqueville、Burckhardt の歴史記述の特徴

を、同時代イギリスのいわゆる中世主義詩人らの作品に見られる思想と比較検討したが、その結果、Morris や

Scott、Tennyson、Arnold らによる「過去の時代」に題材を求めた詩との間に共通項を見出すことができた。大

陸ヨーロッパの歴史家らの歴史認識と史料に対する向き合い方は、イギリスの中世主義詩人らの歴史認識、「過

去の時代」に詩の題材を求めた理由と多くの点で重なる。この点に注目すると、それらの詩人が拠り所とした

のは中世だけではなく、古代・中世を含めた「過去の時代」つまり歴史それ自体であったと言える。 

4 人の歴史家の考察に入る前に White は、イギリスで歴史学が学問分野として成立するのは他のヨーロッパ

諸国と比べて遅く、1866 年以降であったと述べている(136)。このことも併せて考えると、歴史学の確立以前

に、19 世紀のイギリス詩人らは、歴史的なモチーフを詩の題材に選ぶことで、大陸ヨーロッパの歴史家らが行

なった歴史記述と共通する問題意識を示していたのだとも推測できる。 

本発表で試みた比較検証は、議論を単純化しすぎているという批判は免れないだろう。しかし、一度、これ

までの議論で置かれていた古代・中世の間の線引きを取り払い、いわゆる中世主義の根底にある歴史認識を、

歴史言説を援用して整理し直すことで、文学・文化研究の中で市民権を得るに至った「中世主義」という現象

の、新しい理解に繋げることができるのではないだろうか。 
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