
1806

1807

1808 ゲーテ『ファウスト』第一部

1809 ハイドン死去

1810

1811

1812

1813

1814

1815 ワーテルローの戦い

1816 メルツェル、メトロノーム発売
1817 メルツェルとの所有権裁判和解
1818
1819 弟カール没、甥カールの後見問題
1820
1821
1822 バベッジの階差機関
1823
1824

1825 イギリス、世界初の商用鉄道

1826 甥カール自殺未遂
1827 ニエプスの写真発明
1828
1829
1830 フランス７月革命 スプリンガルド着発信管 バルビゾン派
1831 フランス外人部隊創設 ファラデー、電磁誘導の法則
1832 ゲーテ死去
1833

1834

1835 リョンロート、『カレワラ』出版

1836

1837
1838 メルツェル死去

1839

1840 ボウマン信管（時限）
1841
1842 紙ロール式自動ピアノ

1843
1844 ミニエー弾
1845

1846 ソブレロ、ニトログリセリン合成 海王星の発見
1847
1848

1849

1850
1851 ロンドン万国博覧会
1852 ジファールの飛行船 法律学校入学
1853
1854 アームストロング後装砲 ハンスリック『音楽美論』
1855

1856 アロー戦争 クルップ後装砲

1857 セポイの反乱 ロドマンの腔圧計
1858

1859 クルップの鎖栓式閉鎖器 法律学校卒業、法務省勤務

1860 パロット砲

1861

1862 ハンプトン・ローズの海戦 ガトリング銃 ペテルブルグ音楽院創立 ペテルブルグ音楽院入学
1863 ゲティスバーグの戦い 法務省を辞す

1864 序曲『雷雨』

1865 トルストイ『戦争と平和』 ペテルブルグ音楽院卒業
1866

普墺戦争

ショールズのタイプライター モスクワ音楽院の作曲科教師に

1867 ノーベルのダイナマイト

1868 日本、明治改元 モーゼル・ライフル
1869 グラム発電機
1870 クラッシャー・ゲージ

1871 ドイツ帝国成立
1872
1873

1874
1875

1876

1877

1878 トーマス転炉 日本、文部省音楽取調掛設置
1879 エジソンの白熱電球
1880
1881 ルビンシテイン死去
1882

1883

1884

1885

1886
1887

1888 ヘルツ、電磁波検出 コンセルトヘボウ管弦楽団創立

1889 初期のジュークボックス

1890 メック夫人との交際打ち切り
1891 エジソンのキネトスコープ カーネギー・ホール開場
1892
1893 ボーチャード・ピストル

大陸封鎖令（ベルリン勅令）
 第四次対仏大同盟～1807

イエナの戦い
アウエルシュタットの戦い

 第三次露土戦争～1812

アイラウの戦い
フリートラントの戦い

 スペイン内紛、半島戦争～1814
（ゲリラの起源）
第二次ロシア・スウェーデン戦争

交響曲第五番、第六番初演
ウェストファリアのカッセル宮廷
楽長として招聘される

第五次対仏大同盟
ラシンの戦い
アスペン・エスリンクの戦い
ヴァグラムの戦い

ルドルフ大公、ロプコヴィッツ候
、キンスキー候と年金契約成立し
、カッセル行きをやめる

ロシア、大陸封鎖令を破ってイギ
リスと貿易再開

ホール・ライフルの特許、後に量
産された最初の後装式フリントロ
ック・ライフルM1819となる
コロンビアード砲

フランス軍のウィーン侵攻が原因
で財政特令発令、平価切り下げ
年金目減りする

ロシア、祖国戦争
ボロディノの戦い

 第六次対仏大同盟～1814
 米英戦争～1814

ヴィンケル、「振り子式音楽速度
計」発明

ピアノ協奏曲第五番『皇帝』初演
ロプコヴィッツ候が劇場経営の失
敗により破産、キンスキー候急死
二人からの年金が停止する
不滅の恋人への手紙

プロイセンが対仏宣戦、解放戦争
リュッツェンの戦い(5/2)
パウツェンの戦い(5/20)
ヴィットリアの戦い(6/21)
ライプツィッヒの戦い(10/16)

エッグの雷管
雷管の発明によりパーカッション
・ロック銃が出現

メルツェルの作品依頼
「傷痍軍人のための慈善演奏会」
で『ウェリントンの勝利』と交響
曲第七番初演(12/8)

パリ陥落
オーストリアがイタリアを奪回
ウィーン会議

『ウェリントンの勝利』の所有権
をめぐってメルツェルを訴える

コロンビアード砲用の金属製耐水
時限信管

ロシア帝国国家制定（イギリス国
歌によるもの）

交響曲第九番初演
黄疸症状出始める

サリエリ死去
ヨハン・シュトラウス二世誕生

ベートーヴェン死去(3/26)
 第四次露土戦争～1829

ロシア帝国国家制定
ゲーテ『ファウスト』第二部
シューマン、音楽雑誌『新音楽時
報』(NZM)創刊

コルト、リボルバー銃の特許
ドライゼ、ボルトアクション機構
の特許

モールス、有線電信
塩化ビニル発見
タルボット、複製可能写真発明（
カロタイプ）

グリンカ『イワン・スサーニン』
（『皇帝に捧げし命』と改題させ
られる）
ポオ『メルツェルの将棋指し』

初期の後装銃、ジェンクス・カー
ビン

ダゲールの銀盤写真（ダゲレオタ
イプ）

 阿片戦争～1842  チャイコフスキー誕生 (4/25)

ウィーン・フィルハーモニー管弦
楽団創立
ニューヨーク・フィルハーモニッ
ク創立

フロベルトのリムファイア・カー
トリッジ、.22 BB Cap。最初の実
用的薬莢。
シェーンバイン、ニトロセルロー
ス（綿火薬）合成

北イタリア独立運動、オーストリ
アのラデツキー元帥に鎮圧される
フランス２月革命
ドイツ３月革命

 フランス第二共和制～1852

プロイセン陸軍、ドライゼ・ライ
フル採用

『ラデツキー行進曲』
マルクス、エンゲルス『共産党宣
言』

ヨハン・シュトラウス一世死去
『カレワラ』増補最終版

 フランス第二帝政～1870
 クリミア戦争～1856

ブレークレー、後装砲の螺旋式閉
鎖機

パークス、セルロイド発明
ベッセマーの転炉

リソルジメント（イタリア統一戦
争）～1861

ロシア音楽協会設立
ダーウィン『種の起源』
ペテルブルグにマリインスキー劇
場落成

イタリア王国成立
ロシア、農奴解放令

 アメリカ南北戦争～1865

スペンサー、レバーアクションの
連発銃
ダウ、センターファイア・カート
リッジの特許（散弾銃）

シャスポー・ライフル
ホイットワース後装砲
スナイダー・ライフル
シュルツ火薬（散弾銃用の無煙火
薬）

マックスウェル方程式、古典電磁
気学の成立

ベルダン・カートリッジ
ボクサー・カートリッジ
ウィンチェスターM66

ニコライ・ルビンシテイン、モス
クワ音楽院創立

マルクス『資本論』第一巻
パリ万国博覧会

普仏戦争
フランス第三共和制
パリ・コミューン

ド・バンジ(?)の断隔螺式閉鎖器
コルト、シングル・アクション・
アーミー

第1回印象派展
ロシア、南樺太を日本に割譲、千
島を獲得

ピアノ協奏曲第1番

ベルの電話機
オットーのガソリン内燃機関

ワグナー『ニーベルングの指輪』
初演

メック夫人とと文通開始
『スラヴ行進曲』

 第五次露土戦争～1878 エジソン、錫箔円筒蓄音機『フォ
ノグラフ』発明

アントニーナと結婚
モスクワ川で自殺未遂

太平洋戦争（硝石戦争）～1883 スターリン誕生(12/9)
 第一次ボーア戦争～1881 大序曲『1812年』作曲

全ロシア産業芸術博覧会
ベルリン・フィルハーモニー管弦
楽団創立

大序曲『1812  年』初演 (8/8)
ピアノ三重奏曲『ある偉大な芸術
家の思い出のために』

エジソン効果
ウォーターマン、万年筆発売

ニューヨークにメトロポリタン歌
劇場開場
モスクワに救世主キリスト大聖堂
落成

ヴィエイユの無煙火薬（シングル
ベース火薬）

屋井の乾電池
ダイムラーとベンツ自動車発売

リスト『調性のないバガテル』
ニーチェ『ツァラトゥストラはか
く語りき』

ベルリナー、円盤式蓄音機『グラ
モフォン』発明
ドイチェ・グラモフォン創立

ノーベルのバリスタイト（ダブル
ベース火薬）
ウェリンの階段隔螺式閉鎖器
アーベルのコルダイト

 チャイコフスキー死去 (11/6)
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