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１．はじめに

　戦争による破壊とその後の分断によって、地理的平面に多くの空隙を抱えたベルリンでは、

1980年代の後半以降、壁の崩壊と再統一を挟んで現在に至るまで、都市の劇的な再開発が進め

られてきた。同時に、東西統合によって突如出現したこの新たな象徴的中心を舞台に、記憶の

地図もまた書き変えられている。本論では特に、1990年代以降に開館した３つの国立ミュージ

アム――ドイツ歴史博物館（1987年設立、1994年開館）、ベルリン・ユダヤ博物館（2001年開

館）、記録センター〈テロルのトポグラフィー〉（2010年開館）――を取り上げる。これらの

ミュージアムは、再統一後のベルリンに建てられた「記憶の場」（P・ノラ）であり、新生ドイ

ツの（さまざまな対立を内に含む）集合的記憶を支える空間的枠組みをなしている。以下では、

これらのミュージアムの基本コンセプトを踏まえながら、それぞれの常設展のサーキュレー

ションが分節化している歴史叙述の形式に着目する。さらに、これらのモニュメント的建築物

が、現在の連邦共和国の公的な「想起の文化」において、都市の目に見える政治的シンボルと

して、自国の過去をいかに媒介し、表徴しているかを考察する。

２．ドイツ歴史博物館

　ドイツ歴史博物館（Deutsches Historisches Museum、以下DHM）は、ベルリンが生誕750

周年を迎えた1987年に、連邦共和国（西ドイツ）とベルリン州（西ベルリン）によって設立さ

れた。1990年10月３日の再統一とともに、DHMは、旧東ベルリンのウンター・デン・リンデ

ンにあるツォイクハウスに居を定め、1994年12月に常設展が始まった。ツォイクハウスは、

1998年12月に館内の全面改装と拡張工事のため閉鎖され、2006年６月に新たな常設展をもって

公開された。公式の案内によると、「ヨーロッパの脈絡でドイツ史の各時代について知識を提

供する」ことを「中心任務」とするDHM常設展は、およそ2600平方メートルの展示スペース

で8000点以上の展示物により、政治的境界線をさまざまに変えながらも「ドイツ人」と呼ばれ

てきた人々が住まってきた地域の歴史を、考古資料の出現する紀元前1世紀から再統一後の

1994年に至るまで、およそ2000年にわたって紹介している １ 。 
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１　Vgl. Deutsches Historisches Museum, »Die Ständige Ausstellung des DHM im Zeughaus«, URL: 
http://www.dhm.de/ausstellungen/staendige-ausstellung/index.html（最終アクセス日2011/12/19） .
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設立の経緯：「短い歴史」か「長い歴史」か

　ツォイクハウスは、1695年に建てられたウンター・デン・リンデン最古の建物で、元々は旧

プロイセンの兵器廠だった。冷戦時代、ここには1952年から、東ドイツのドイツ史博物館

（Museum für Deutsche Geschichte）が置かれていた。東ドイツがすでに建国の当初から国立

の歴史博物館を首都のブールヴァールに擁していたのに対し、西ドイツでは1980年代になって

も、かつての首都に自国史をテーマとする国立のミュージアムを建てることは、必ずしも自明

のことではなかった。公式の歴史観によれば反ファシズム抵抗闘士の国である東ドイツでは、

ナチズムとは自らがそれと闘い、そこから解放された過去を意味した。それに対して西ドイツ

では、ナチズムの過去はなお「未決の問い」だった。

　西ドイツでは当時、ナチズムの過去を自国史の中にどう位置づけるかをめぐり、ふたつの陣

営が対立していた。この対立は、西ドイツの歴史をどの長さで切り取るか、という問いをめぐ

る対立として説明することができる。一方の陣営は「短い歴史」を、もう一方の陣営は「長い

歴史」を代表していた。「短い歴史」派にとって、歴史とは何よりも同時代史を意味した。最優

先されるべきはナチズムの過去との自己批判的な対決と「克服」だった。他方の陣営は、東西

分断と第三帝国の時代よりも前に遡るドイツ国民の「長い」歴史を求め、統一的・連続的な国

民像を回復すべきと考えた。

　DHMの設立構想が具体化した背景には、1970年代後半以降、連邦州レベルで開催された一

連の歴史展の成功があった。とりわけ、1981年に西ベルリンで開催された「プロイセン」展の

大成功（会期中50万人以上の来訪者を数えた）の直接の結果として、西ベルリンにドイツ史を

テーマとする恒常的な展示施設を設置する考えが具体化する ２ 。 

　DHM設立の決定的な後押しとなったのは、1982年にコール政権が誕生したことだった。

コール首相は、統一的な歴史像によって（東西）ドイツ国民の統合を図ることを、政府の歴史

政策として前面に押し出した。その政策の一環として、ふたつの国立の歴史博物館の建設計画

を進めた。ひとつは戦後の西ドイツ史を扱う、ボンのドイツ連邦共和国歴史館（Haus der 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland）、もうひとつがベルリンのDHMだ。コール政権

は、このふたつの国立ミュージアムの構想によって、歴史というテーマを、各州レベルでの文

化政策から、連邦レベルでの文化政策に押し上げた３ 。 
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２ 当時の西ベルリン市長リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーの諮問を受け、4人の歴史家（H・ボークマン、
E・イェッケル、H・シュルツェ、M・シュテュルマー）からなる委員会が、1982年1月に覚書を提出する。そ
の覚書では、独自のコレクションを有する常設の展示施設を西ベルリンに建てることを提言し、建設地とし
て「プロイセン」展の会場となったマルティン・グローピウス・バウを提案している。Vgl. Burkhard Asmuss, 
»Die Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums: Vorgeschichte, Kritik und Gegenkritik«, in: Zwanzig 
Jahre Deutsches Historisches Museum 1987-2007, Berlin 2007, S.87f.

３ 1985年2月27日の連邦議会での演説で、コール首相はDHMを、生誕750周年を迎えるベルリンへの連邦共和国
からの「誕生日プレゼント」と呼び、核心において問題となっているのが「われわれのナショナル・アイデ
ンティティ」であると述べている。さらに、1987年3月18日の連邦議会での演説では、「国民の統一はとりわ
け共通の歴史」に基づいているとし、これらの歴史博物館の設立の意義を強調している。Vgl. Christoph 
Stölzl (Hg.): Deutsches Historisches Museum. Ideen – Kontroversen – Perspektiven, Frankfurt a.M./Berlin 1988, 
S.641f. DHMは当初、ベルリン市街地を流れるシュプレー河の湾曲部（シュプレーボーゲン）に建設される
予定だった。共和国広場を挟んで連邦議会議事堂に相対するこの敷地には、現在、連邦首相府がある。ベル



　DHM設立をめぐる議論は、1986年から1987年にかけてホロコーストの歴史的位置づけをめ

ぐって西ドイツのメディアで展開された「歴史家論争」とも連動しており、1980年代後半の西

ドイツの歴史政策をめぐる議論の重要なテーマのひとつをなす。「歴史家論争」の場合と同じ

く、DHM設立に慎重な者は、このミュージアムの建設によって歴史が「弁護論的」 ４に利用さ

れているのではないかと疑った。つまり、1933年以前のドイツ史のより問題の少ない時代に向

かうことでナチズムの過去を相対化し、平板化された統一的・連続的な「長い歴史」によって、

国民国家の伝統的なアイデンティティを修復しようとする試みだ。最終的に1986年末、

CDU/CSUとFDPの連立与党およびSPDの賛成によって、DHMの設立が連邦議会で可決さ

れる ５。 

DHMの基本構想：「批判的取り組み」と「アイデンティフィケイションの可能性」

　DHM常設展の基本構想は、歴史家、ミュージアム関係者、政治学者などからなる、政府か

ら独立した専門家委員会により作成された。その構想は、常設展の目的を、大きく分けてふた

つ挙げている。１）歴史との「批判的取り組み」を来訪者に促すこと。基本構想は、単一の歴

史像の強制を回避し、相対的・多元主義的な視座からドイツ史を提示することの必要を説いて

いる。その際、ドイツ史をより包括的なヨーロッパ史の脈絡に置き、さらには内部の多様性や

対立をも顧慮するとしている ６ 。  ２）「歴史的つながり」の認識を可能にし、来館した市民に、

ドイツ人、ヨーロッパ人、さらには西洋文明の一員として「諸々のアイデンティフィケイショ

ンの可能性」を提供すること ７ 。 

　一方では自国史の批判的認識と多元主義的な「パースペクティヴ性」 ８ の堅持を唱え、他方で

は歴史的つながりの認識と自己同一化の可能性を提供するという、一見すると矛盾する二重の

目的設定は、1980年代のコール政権のアイデンティティ・ポリティクスと、西ドイツの批判的

な歴史意識との、一種の歩みよりを示している。この歩みよりは、DHM常設展のサーキュ

レーションにも反映されている。
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　リンの中心部にあって、連邦共和国の議会制民主主義を象徴するこの敷地は、昔から巨大な象徴的意義を帯
びてきた。この敷地は、1940年代初めにヒトラーのゲルマニア計画のために更地にされた後、爆撃で破壊さ
れたまま、空き地として残されていた。分断時代には、東隣を東西ベルリンの分割ラインが走る。つまり冷
戦の最前線に建てられるべき国立の歴史博物館として、DHMは当初から、西ドイツの明確な政治的表徴の役
目を負わされていた。

４ ユルゲン・ハーバーマス「一種の損害補償：ドイツにおける現代史記述の弁護論的傾向」、（J． ハーバーマス
／E． ノルテ他『過ぎ去ろうとしない過去：ナチズムとドイツ歴史家論争』徳永恂他訳、人文書院、1995年所
収）、特に63頁以下を参照。

５ DHM設立の代表的な反対者が、緑の党のハンス＝クリスティアン・シュトレーベレだった。1986年12月に刊
行された緑の党の反対書でシュトレーベレは、DHMが「ナチズムの残虐と犯罪の思い出をわれわれから取り
去って片付ける道具の働きをする」として、さらなる議論を継続するよう訴えている。Vgl. »Wider die 
Entsorgung der Deutschen Geschichte. Auszüge aus der Streitschrift der › Grünen‹ im Bundestag gegen die geplanten 
historischen Museen in Berlin und Bonn (Dezember 1986)«, in: Deutsches Historisches Museum. Ideen – 
Kontroversen – Perspektiven, a.a.O., S.482.

６ Vgl. »Konzeption für ein Deutsches Historisches Museum – Überarbeitete Fassung«, in: Ebd., S.609ff, hier S.611.
７ Ebd., S.611f.
８ Ebd., S.612.



DHM常設展のサーキュレーション ：二重の同心円とクロノロジーの骨格

　DHMの常設展は、ヨーロッパ政治史の一般的な時代区分に従い、９つのセクションに分け

られている。それらのセクションは、ツォイクハウスの中庭を中心とする平面プランに従って

ロの字型に、年代順に配列されている。展示場は２階と地階の２層からなる。２階部分は紀元

前１世紀から第１次世界大戦終結までの各時代に、地階部分はヴァイマール共和国時代からナ

チ時代、占領期、東西分断期を経て再統一に至る20世紀のドイツ史に充てられている。常設展

のサーキュレーションは、中庭を中心とする二重の同心円によって構造化されている。

　１）内側の同心円上に、各時代の概観を

与えるメイン展示室が並ぶ。メイン展示室

はひとつながりで、これが同時に主要通路

の役割を果たしている。この主要通路が来

訪者の導線の主軸をなす。この導線上にあ

る、「里程標」と呼ばれるインフォメーショ

ン・ポストでマークされた順路を進めば、

各時代を年代順に見て回ることができる。

この主要通路は、展示空間を最短で回る

ショートサーキットであると同時に、常設

展全体をクロノロジカルに秩序づける骨格

でもある。

　２）外側の同心円上には、メイン展示室

の内容を補足するサブ展示室が並ぶ。個々

のサブ展示室の内容は互いに独立してお

り、各時代の諸相をトピック展的に紹介し

ている。サブ展示室は内側の同心円から支

線のように延びており、サブ展示室同士を

結ぶ経路は定められていない。どの順序で

サブ展示室を回るかは来訪者の選択に任せ

られている。

　自由主義的で民主主義的な国家の歴史理

解のひとつの表現として、DHM常設展は、唯一の正しい歴史像を伝えるような、単線的な歴史

の進展のイメージを提示することは避ける。多元主義的な視点を維持し、場合によっては同一

の事件について相異なる歴史的証言が並置され、比較の可能性が与えられる。しかしその反

面、DHM常設展は、全体を導くような明確な方向性に欠け、種々雑多の細部に分解している。

結果として、ヨーロッパ政治史の一般的な時代区分に従った、クロノロジーに基づく通史的な

秩序原理だけが、展示空間を支える唯一の骨格をなしている。

　当初の基本構想によれば、いくつかの主導的な問題設定やテーマ設定に従って展示物の間に
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DHM常設展の平面プラン（Zwanzig Jahre Deutsches
Historisches Museum 1987-2007, Berlin 2007, S.64）



さまざまな関係を設ける予定だった。しかし実際の常設展では、観者を積極的に教導し、展示

物の解釈を助け、省察を促すような展示方法は退き、オリジナルの物品それ自体に内在すると

される証言力が強調されている。公式ガイドには「真正のオブジェ」 ９により、「歴史の現実」

を「可能なかぎり忠実に、具象的に描写する」10ことが謳われている。

　歴史展示それ自体の問題性を意識させるようなメタな視線の後退、オリジナルの物品に対す

るフェティッシュ11、それらの物品によって自ずから示される歴史の実体という考え、そして

相互に脈絡のない個々の展示室を束ねるクロノロジーの骨格。これらは、DHM常設展が、実

証主義的・歴史主義的な性格を色濃く残していることを示している12。結果的にこの常設展は全

体として、「象徴展示」として機能しているといえる。

象徴装置としてのミュージアム

　「収集」「保管」「展示」を主要任務とするミュージアムは、基本的にふたつの機能を果たして

いる。W・エルンストの用語を借りるなら、ミュージアムは、物品を収集・保管する（非公開

の）「収蔵空間」（アーカイヴ）であると同時に、収蔵物の一部を公開する「展示空間」でもあ

る13。「収蔵空間」はデータの断片性、孤立性、分散性によって特徴づけられる。そこに収蔵さ

れた物品は、元々のコンテクストから切り離されており、相互につながりがなく、価値中立的

だ。「収蔵空間」が潜在的な記憶だとすれば、「展示空間」は顕在的な記憶だ。つまり「展示空

間」は、そこに収められた物品が無数のパターンを結ぶ可能性を秘めている「収蔵空間」の中

から、特定のパースペクティヴに基づいて一部の要素を顕在化し、それらを整序して、意味を

産出する。

　「展示空間」を整序する最も強力な方法が、クロノロジーに基づく「歴史」というナラティヴ

である。クロノロジーに基づく秩序原理は、18世紀末以来、今日に至るまで、ミュージアムに

おける来訪者の経験を規定してきた。「歴史」というナラティヴは、実際には孤立した個々の物

品が並列されているにすぎない分散的な「展示空間」を、「時間軸に沿って認識しうる連続体」14

に変える。時間軸に沿って配列された展示室から展示室へと歩むことが、すなわち「歴史」を

たどることを意味する。「歴史」というナラティヴの一貫性の中に組み込まれることで、相互に

関連のない物品の間につながりがもたらされ、諸時代の連続や断絶の印象、変化や発展や革命

の印象が生み出される。しかしミュージアムにおいて「歴史のつながり」として示されるもの
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９ Prestel-Museumsführer. Deutsches Historisches Museum. Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen, hrsg. v. 
Leonore Koschnick für das DHM, München/Berlin/London/New York 2006, S.6.

10 Ebd., S.9.
11 DHMの初代館長クリストフ・シュテルツルは『シュピーゲル』誌のインタビューで「われわれは真正の物し
か集めない」と述べている。Der Spiegel, 50/1994, S.204.

12 Vgl. Jürgen Kocka, »Ein chronologischer Bandwurm. Die Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums«, in: 
Geschichte und Gesellschaft, Jg. 32 (2006), S.398-411, hier S.406f.

13 ヴォルフガング・エルンスト「ミュージアム学の原−集積−組織構造」、（スーザン・A・クレイン編著『ミュー
ジアムと記憶：知識の集積／展示の構造学』伊藤博明監訳、ありな書房、2009年所収）、33頁を参照。

14 同31頁。



は、実際には展示の仕方の結果にすぎない。

　DHM常設展のサーキュレーションは、時間の連続性を重視する考えを反映している。ツォ

イクハウスの中庭を中心とするロの字型の基本配置は、歴史をクロノロジカルに連続したもの

として、「自然に」再現することに適している。ロの字のどこかに始点を定め、そこから一周し

た地点を終点とすれば、発端、中間、結末のある「つながり」として、歴史のナラティヴを空

間的に可視化することができる。メインの導線に従う来訪者は、２階西翼から時計回りに一周

し、地階東翼から今度は反時計回りに進む。来訪者の描く一筋の歩行の軌跡が、各時代を縫い

合わせる。サーキュレーションの終点で展示空間を振り返る者のパースペクティヴには、茫漠

たる始原から現在へと通ずる2000年のドイツ史が、一幅のタブローとして立ち現れる。DHM

常設展のサーキュレーションもまた、ルーブル美術館以来、近代の国民国家のミュージアムが

仮構してきたひとつの「視線」に対応している15。そのパースペクティヴの起点に想定されてい

るのが「国民」という名の歴史主体だ。

　DHM常設展もまた、「民族」や「国民」を主体とするナショナル・ヒストリーの叙述であり、

その主体の歴史を叙述しながら、同時にその主体を生み出している。確かに、19世紀の歴史博

物館とは異なり、DHM常設展には、国民国家をあからさまに称揚するパトスは見られない。

また、唯一正しいとされる歴史像を強制するのではなく、全体のクロノロジカルな構造だけを

残して、個々の展示物の解釈は来訪者の自由に任せている。しかし、通史的な枠組みだけを残

したナショナル・ヒストリーの自由な観覧ということ自体に、価値の負荷が隠されている。常

設展は、個々の展示物の伝える内容の次元を超えて、その「叙述スタイル」それ自体が特定の

価値を伝達するメディアだ。DHM常設展の中立的・客観的・多元主義的な叙述スタイルは、（東

ドイツを吸収した）連邦共和国の、自由主義的・民主主義的社会としての自己理解の公言だ。

2006年６月に再開された常設展のオープニング式典で、メルケル首相は、かつて東ドイツの歴

史博物館があったツォイクハウスで連邦共和国の歴史博物館の常設展が開かれることの「象徴

力」について述べている16。そのうえで、DHM常設展が象徴装置として仕えるべき、ドイツの

アイデンティティ・ポリティクスの３つの次元を指摘している。

　１）内的統合の強化。ドイツ人の共通の歴史経験（戦争と分断、再統一）をテーマとする常

設展によって、東ドイツと西ドイツの国民の「分割された記憶」 17を融和させること。２）西欧

型民主主義国としての連邦共和国のプロフィールを明確にすること。つまり、一方ではナチズ

ムの過去を批判的に直視し、他方では、ドイツ史に連綿と流れるとされる自由の理念と民主主

義の系譜（啓蒙主義、1848年の革命、ヴァイマール共和国、再統一）を想起させること18。３）「ド
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15 暮沢剛巳『美術館はどこへ？ミュージアムの過去・現在・未来』廣済堂出版、2002年、36頁以下を参照。
16 Vgl. »Rede der Bundeskanzlerin anlässlich der Eröffnung der Ständigen Ausstellung zur deutschen Geschichte im 
Deutschen Historischen Museum«, in: Zwanzig Jahre Deutsches Historisches Museum, a.a.O., S.67.

17  Ebd., S.69.
18  このことは例えば、DHM常設展のアクセントの置かれ方に表れている。2階メイン・サーキュレーション上
に、トマス・ジェファーソンおよびベンジャミン・フランクリンの胸像に取り囲まれるようにアメリカ独立
宣言のドイツ語初版が置かれ、それに隣接する一画にはドイツ啓蒙主義と新人文主義の精神的巨人の彫像
（カント、レッシング、ヘルダー、ゲーテ、シラーなど）が掲げられている。さらには、1848年の革命時に
起草された憲法とヴァイマール憲法、そしてドイツ基本法の各条文を比較できる展示装置もある。



イツ史のヨーロッパ化」 19。つまりドイツ史をヨーロッパ史と不可分のものとして提示するこ

と。DHM常設展はドイツとヨーロッパの政治史の枠組みに従って区分されている。この分節

化に「ヨーロッパ」の理念の物語を容易に読み取ることができる。すなわち、中世のフランク

王国によって原型を与えられ、かつて神聖ローマ帝国によって体現された「ヨーロッパ」の理

念が、近代の国民国家の成立とその破局、戦後のドイツおよびヨーロッパの分断を経て、ドイ

ツ再統一とヨーロッパ連合によって再び実現に向かう物語だ。

　DHM常設展はこのナラティヴに肉体を与えている。歴史博物館は、国民国家が誕生した19

世紀のヨーロッパで発明された。同じく19世紀に成立した歴史学がナショナル・ヒストリーを

紡ぎ出したように、歴史博物館もまた「民族」や「国民」の遺物を収集・保管・展示した。し

かしそれらの物品は、ミュージアムに移行することで初めて、「民族」や「国民」という集合的

単数の歴史的遺物として象徴的価値を帯びる。ミュージアムはそのようなコレクションによっ

て、それらの歴史主体の記憶を構築してきた。DHMのクロノロジカルに整序された「常設展」

という枠組みそれ自体が、国民国家の象徴装置として機能している。そもそも「常設展」とい

う枠組みはフィクショナルだ。常設展は、絶えざる変転のうちにある歴史像の一断面を特定の

視座から切り取り、それを「正史」として固定する。それぞれが、その「正史」の特定の局面

を代表するものとして展示される個々の物品は、その枠組みを通して、あるひとつの「全体」

の存在を暗示する。DHMの常設展もまた、絵画の額縁のように、個々の展示物にひとつの物

理的・象徴的な枠を与える。常設展の来訪者は、クロノロジカルに整序された展示空間を歩み

ながら、その額縁をとおして、ミュージアムの時間的・空間的他所にある「歴史」という名の

連続体、内部に対立や矛盾を抱えながらもひとつの連続した「国民の歴史」を眺める。

３．ベルリン・ユダヤ博物館

　DHM常設展のサーキュレーションが分節化しているような「歴史」のナラティヴと際だっ

た対照をなすのが、ベルリン・ユダヤ博物館（Jüdisches Museum Berlin、2001年開館）だ。

　ベルリン中心部のクロイツベルク地区にあるユダヤ博物館の展示施設は、「コレーギエンハ

ウス」に隣接している。1735年に建てられたコレーギエンハウスは、旧プロイセンの高等裁判

所だった。第２次世界大戦で破壊されたが、西ベルリンによって再建され、1969年以降、ベル
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19 »Rede der Bundeskanzlerin«, a.a.O., S.69。「ドイツ史のヨーロッパ化」は西側結合を堅持してきた西ドイツの政
治的語彙のひとつだ。すでにコール首相が、1987年のDHM創立式典で、「ヨーロッパ的重要性を持つ国民的
課題」という言葉で、東西分断を背景にしたDHM設立の政治的意義を明確に表現している。コールはその
演説で、ドイツ史とヨーロッパ史は不可分の関係にあるとし、元来ヨーロッパをひとつに結びつけているキ
リスト教、啓蒙主義、民主主義の諸価値の継承者として自国を位置づけている。この、いわば新保守主義の
ペレンニアリズムともいうべきレトリックによれば、DHMの使命とは、元来ドイツ国民を結び付けていると
されるこれらの共通の歴史的・文化的根を提示することで、分割されたドイツ、さらにはヨーロッパ統合の
足がかりとなるべき記憶を構築することだ。Vgl. »Ansprache des Bundeskanzlers anlässlich des Festaktes zur 
Gründung des Deutschen Historischen Museums im Reichstagsgebäude in Berlin«, in: Zwanzig Jahre Deutsches 
Historisches Museum, a.a.O., S.14f.



リンの歴史をテーマとする「ベルリン博物館」（Berlin Museum、1961年設立）として使用され

ていた。

　ベルリンでは、ナチスが政権を獲得する直前の1933年１月に、最初のユダヤ博物館が設立さ

れたが、1938年11月のポグロムで閉鎖された。1960年代に、西ベルリンのユダヤ人コミュニ

ティが、ナチスによって破壊された博物館の再建を、西ベルリン市政府に求める。1975年、ベ

ルリン博物館内に「ユダヤ部門」が設けられる。翌年、「ユダヤ博物館」の建設を推進するた

め、「ベルリン・ユダヤ博物館協会」が設立される。新しい独立した「ユダヤ博物館」を建てる

のか、それとも既存の博物館内に設けるのか議論が起きたが、1988年に西ベルリン市政府は、

ベルリン博物館を「ユダヤ博物館部門」によって拡張することを決定する。それに伴うコンペ

では、ベルリン博物館の建物（コレーギエンハウス）を増築し、「ユダヤ博物館部門」に独自の

スペースを与える案が求められた。

　新設されるべき「ユダヤ博物館部門」の展示の基本コンセプトは、いわゆる「統合モデル」

に基づいていた。つまり、ベルリンに暮らしたユダヤ人の文化の独自性を維持しながらも、ユ

ダヤ人の歴史をベルリンの歴史と不可分のものとして展示するという考えだ20。しかし同時に

「統合モデル」は重要な問題を投げかける。ベルリンの歴史とユダヤ人の歴史を相互に不可欠

のものとして提示するとしても、繋ぎ目のない調和や連続の印象を与えることは避けねばなら

ない。新たに建てられるべきミュージアムは破壊の前史をも示さなければならない。コンペ公

示の翌年、ポーランド出身のユダヤ系アメリカ人建築家、ダニエル・リベスキントの案が選出

される21。リベスキントの設計した新館は、この問題そのものを、建築の言語によって分節化し

ている。

建築表現

　J・E・ヤングが指摘するように、自分たちの許からユダヤ人を排除した都市に建てられるユ

ダヤ博物館は、（フロイトの意味で）「不気味な」（unheimlich）ものにならざるをえない。ベル

リンでユダヤ人の歴史が展示されるということは、かつて慣れ親しんでいたものが排除された

のち、その思い出が抑圧を潜り抜けて回帰することに等しい。リベスキントが設計したユダヤ

博物館の新館は、この「不気味な」（unheimlich）感覚を表現する。つまり、ユダヤ人の歴史が

「慣れ親しんだ」（heimlich）ものとして自然化／帰化されることを避け、展示を常に異化する
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20 Vgl. Rolf Bothe, »Das Berlin Museum und sein Erweiterungsbau«, in: Daniel Libeskind. Erweiterung des Berlin 
Museums mit Abteilung Jüdisches Museum, hrsg. v. Kristin Feireiss, Berlin 1992, S.33f. 当初の計画では、新館の地
下1階に、ベルリンのユダヤ人コミュニティの宗教関連のオブジェを展示する「ユダヤ博物館部門」が設けら
れる予定だった。地階では企画展を行ない、2階と3階ではドイツ帝国樹立から現在に至るベルリンの文化と
歴史を時代順に紹介する計画だった。Vgl. hierzu Bothe, ebd., S.47f.

21 新館は1992年に着工し、1998年に竣工、1999年1月に初めて一般に公開された。ベルリン・ユダヤ博物館は
2001年9月、常設展「ドイツ・ユダヤ史の2000年」でもって正式に開館した。ユダヤ博物館は、もともとはベ
ルリンの歴史をテーマとするベルリン博物館の一部門として設立されたが、1999年に独立し、2001年以降は
連邦が直轄している。現在は逆にベルリン博物館が解消された。ベルリン博物館が入っていた旧館のコレー
ギエンハウスは、ユダヤ博物館の管理運営用の建物として使われている。



ような建築表現だ22。

　銀灰色の亜鉛板で覆われた新館のファサードは、隣接するバロック様式の旧館とは鋭い対照

をなす。スリット状の窓が亀裂のように走る外観からは、内部の空間構造を推測することはで

きない。新館に直接入ることはできない。新館に入るためには、一旦、旧館の地下通路へ降り

なければならない。旧館と新館は地上部分では明確に分離されているが、この地下通路でつな

がっている。旧館と新館を構造的に不可分につなげると同時に、両者を明確に切断するこのア

プローチは、「統合モデル」を反映していると同時に、それを凌駕している。

　新館の地下では３本の通路が交差している。「連続の軸」「亡命の軸」「ホロコーストの軸」と

名付けられたそれらの通路は、それぞれがドイツにおけるユダヤ人の運命を象徴する。常設展

示場の入り口は、「連続の軸」の先にある主階段をのぼった３階にある。地下への「下降」と

「上昇」は、抑圧されたユダヤ人の記憶が再び意識の表面にもたらされることを暗示する。常

設展では、１千年紀から今日に至る、ドイツにおけるユダヤ人の信仰や文化や生活の諸相、し

かしまた、迫害の歴史が紹介されている。順路は３階入口から始まり、再び２階の主階段へ至

る。展示内容は、順路に従って、大枠ではクロノロジカルな秩序に従っている。しかし、全部

で13あるセクションの内容は、むしろ相互に独立したテーマ展という側面が強い。このような

断片的な展示方法は、建物の複雑な平面プランに起因する。

「ヴォイド」

　リベスキント自身がこの建築を「Between the lines」と名付けているように、新館の平面プ

ランは、２本の基本線の組み合わせから展開する。一方はジグザグに屈折し、蛇行するように

延びる。他方は最初の屈折線をまっすぐに貫く。２本の線が交わる箇所には「ヴォイド」と呼

ばれる、建物の各階を垂直に貫く、何もない空間がある。これらの「ヴォイド」は、建物の他

11ミュージアムと集合的記憶のマッピング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
22 Vgl. James E. Young, At Memory's Edge. After-Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture, New 
Haven 2000, S.152-55.

ユダヤ博物館（新館）のファサード。左側に
見えるのがコレーギエンハウス。（筆者撮影）



の部分から明確に分離されており、（「記憶のヴォイド」と呼ばれる）最初のふたつを除いて、

立ち入ることはできない。

　建物は、これらの「ヴォイド」を核として構造化されている。「ヴォイド」は、いわば「内

部」にある「外部」として、「建物」を非組織化しながら組織する。ジグザグの平面プランを分

断する「ヴォイド」は、そうでなければ単一的な展示空間をアノーマルな断片に分解する。斜

角で切り取られたそれらの断片的な空間は、展示スペースとしては使用不可能か、使用が困難

である。DHMの常設展のように、各時代が切れ目なく連続的に移行するような展示の可能性

は、建物の構造上、あらかじめ排除されている。

　DHMのロの字型の常設展示場では、中庭の想像上のパノプティコン的視点から、ドイツ史

を一幅のタブローとして見はるかすことができる。それに対してユダヤ博物館には、来訪者が

展示空間を俯瞰し、歴史を一続きの物語として見ることができるような地点はない。また

DHMでは、来訪者はメイン・サーキュレーションによって、常に自分の位置を確認すること

ができる。それに対し、複雑に屈曲し、スリット状の窓が不規則に走るユダヤ博物館の展示場

では、自分の位置を確認することが難しい。そしてサーキュレーションの途上、来訪者は繰り

返し「ヴォイド」に遭遇する。

　展示空間の連続性を物理的に中断する「ヴォイド」は、展示室と展示室を結ぶ通路から窓越

しに垣間見ることができるが、中に入ることはできない。また、展示室の、「ヴォイド」と背中

合わせになっている部分の壁は黒く塗られ、「ヴォイド」の存在が暗示されているが、その黒い

壁面に展示物をかけることは禁じられている。その存在が意識されていながら接近することが

できず、何も展示物を収めず、また展示スペースとして使用することも禁じられている「ヴォ

イド」は、展示空間を整序する「歴史」のナラティブに組み込むことができない。むしろそれ
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上：ユダヤ博物館（新館）の2階平面プラン
(Daniel Libeskind and the Contemporary Jewish 
Museum. New Jewish Architecture from Berlin to San 
Francisco, New York 2008, S.62)
左：新館の各階を垂直に貫く「ヴォイド」
(Daniel Libeskind. Erweiterung des Berlin Museums 
mit Abteilung Jüdisches Museum, Berlin 1992, S.38)



は「異物」として、われわれが慣れ親しんだ歴史展示の

方法、線的で、クロノロジカルで、裂け目のない歴史の

流れの感覚をかく乱する。ユダヤ人の歴史をテーマとす

るミュージアムをベルリンに建てるということは、かつ

てそこに暮らしていたユダヤ人の記憶を、都市の記憶に

再び書き込むことを意味する。しかし、そもそもこの記

憶の再書き込みを必要とさせたユダヤ人市民の排除と殺

害の前史を、その再書き込みによって消してはならな

い23。その前史がベルリンに残した空隙を、代替的なオ

ブジェやナラティヴによって埋める代わりに、喪失や不

在それ自体を意識化すること。「ヴォイド」はこの不在を

可視化したものだ24。

方法としての再構築とフィクション

　ジグザグの平面プラン、建物の全体から細部に至るまで繰り返される不規則な線のシェー

マ、アノーマルに細分化された展示スペース、複雑な経路、突然の角度の変化、傾斜、ヴォイ

ドとそれらを包み隠す黒く塗られたシェル。これらは「断片性」を暗示する建築言語だ25。それ

は、何らかの全体をほのめかすのではなく、その全体が破断されていることを示唆する。

ミュージアムの展示には、部分によって全体を暗示する傾向がある。つまり観者の見ているも

のが、見られるべきもののすべてというイリュージョンだ。リベスキントの建築は、ベルリン

でユダヤ人の歴史を展示することのギャップを暗示す。つまり、このミュージアムで観者の見

ているものが、破壊され、失われてしまったものを覆い隠すマスクにすぎないことを示唆す

る26。

　ユダヤ博物館の建物は、展示物のニュートラルな器ではなく、それ自体が意味を担っている。

意味的に規定された個々の建築言語が、展示物の解釈を誘導する。ユダヤ博物館は、再構築と

フィクションを方法として積極的に取り入れている。これはM・フェーアのいう新しいタイプ

のミュージアムだ。つまり「展示のコンセプトを展示空間自体に投影する ―― 言い換えれば、

展示されているものに感染し、『ホワイト・クリニック』（ラルフ・ルゴッフ）としては機能し
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「記憶のヴォイド」（筆者撮影）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
23 Ebd., S.161.
24 ユダヤ博物館は、リベスキントの言葉を借りれば、不可視のものを不可視のものとして目に見えるようにす
る「エンブレム」として構想されている。「基本構想はそもそもまったく単純だ。つまり、博物館をひとつ
の空虚な空間の周りに建てることだ。その空虚な空間は建物全体を貫き、来訪者によって体験されねばなら
ない。物理的には、ベルリンにユダヤ人がいたことを示すものは、ごくわずかしか残されていない。（中略）
それゆえわたしは、同時代のベルリンの文化を貫いているこの『空虚』が、目に見え、近づきうるようにさ
れるべきと考えた。」Daniel Libeskind, »Between the Lines«, in: Daniel Libeskind. Erweiterung des Berlin Museums 
mit Abteilung Jüdisches Museum, a.a.O, S.[67].

25 Vgl. Young, At Memory’s Edge, a.a.O., S.182.
26 Vgl. ebd., S.179.



なくなるような空間としてのミュージアム」だ27。モダニズムのミュージアム建築を特徴づけ

る、「ホワイト・キューブ」の均質的・画一的な空間が、意味を極力排除しようとしたのに対し

て、ユダヤ博物館の場合は、それが内包すべき歴史の意味あるいは解釈を、その形態の基盤に

している。アノーマルな展示空間に断片的に配置された物品が、建物を垂直方向と水平方向に

貫く「ヴォイド」―― 遍在する非在の場 ―― に関係づけられることで、遺物として残された

目に見える歴史の相に、破壊、喪失、断絶といった語彙で語られる、目に見えない相が重ね合

わされる。ユダヤ博物館は、展示施設というだけではなく、それ自体がメタ想起のモニュメン

トとして読むことができる、エンブレムでもある。

４．記録センター〈テロルのトポグラフィー〉

　ミュージアムの歴史展示は地図にも似て、本来ばらばらの要素を寄せ集め、ある特定の現在

における歴史解釈のひとつの状態を示す「タブロー」へまとめる。それは来訪者をして歴史を

「読みうる者」に変える「知の虚構」だ 28。あるいは歴史展示は「記憶のシミュラークル」と

も言える。それは歴史の現実の風景を象ったものではない。むしろ、われわれがその地図を象

り、歴史を想像する。DHMもユダヤ博物館も、その展示空間のサーキュレーションは、ひとつ

の超越的な視点からなされた知的操作の産物だ。いずれも歴史についての特定のナラティヴを

空間化している（DHMの場合は「国民史」のクロノロジカルな連続性、ユダヤ博物館の場合

は連続性の中断と不在の想起）。それぞれのナラティヴが、その展示空間の境界線や経路を定

め、個々の展示物に位置を割り振る。そして、展示された物品が、いわば「物となった過去」

として、そのナラティヴに肉体を与える。それに対して、最後に取り上げる記録センター〈テ

ロルのトポグラフィー〉（Topographie des Terrors、2010年開館）は、ミュージアムの展示と

は異なる、歴史知識の伝達と受容の場である。

場所の歴史

　〈テロルのトポグラフィー〉がある敷地の歴史は、それ自体が、集合的記憶のダイナミズムを

示す例として興味深い。〈テロルのトポグラフィー〉は、ベルリンの中心部、DHMとユダヤ博

物館からそう遠くないところにある。その敷地の東側は、南北に走るヴィルヘルム街によっ

て、北側は、東西に走るニーダーキルヒナー通りによって区切られている。ニーダーキルヒ

ナー通りは、戦前はプリンツ・アルブレヒト通りという名前だった。この通りとヴィルヘルム

街に挟まれた区画には、1933年から1945年まで、ゲシュタポと親衛隊の司令部が置かれていた。

つまりナチスの政治警察機構の中枢が位置していた。この敷地から、ドイツ国内と占領地域に
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27 ミヒャエル・フェーア「あるミュージアムとその記憶：歴史を回復する技／術」、（スーザン・A・クレイン
編著『ミュージアムと記憶』所収）、68頁。

28 ミシェル・ド・セルトー『日常的実践のポイエティーク』山田登世子訳、国文社、1987年、201頁。



おける迫害と虐殺の作戦が立案、組

織された。

　戦争中、敷地は爆撃され、戦後は

破壊された建物の解体と瓦礫の除去

が進む。1960年代の初めには、敷地

は完全な更地になる。中にはゲシュ

タポの建物のように、修復可能と判

断された建物までもが爆破され撤去

された。戦後すみやかに、瓦礫もろ

ともナチズムの忌わしい記憶は都市

の表面から消され、敷地の歴史は忘

れられていく。ベルリンの分断もこ

の敷地の忘却のプロセスを促す。か

つては都市の中心にあって、国家の中央官庁街の一画を占めていたこの敷地は、戦後はソ連と

アメリカの占領区域の境界に位置するようになり、ベルリンの政治的分割によって西ベルリン

の周縁部になった。さらに1961年以降は敷地の北側をベルリンの壁が走る。また、プリンツ・

アルブレヒト通りが、ナチスによって殺害された共産主義の抵抗闘士ケーテ・ニーダーキルヒ

ナーを記念するために、東ベルリンによって現在の名前に変えられたことも、敷地の忘却に寄

与した。この改称によって、ゲシュタポと親衛隊の司令部があった通りの名は地図から消え

る。1970年代には、敷地の南半分は自動車運転練習場として商業利用され、北半分では瓦礫処

理会社が、戦争が残した瓦礫の再加工処理を続けていた。

　1980年代に、この場所の歴史が、一般の意識にのぼるようになる。そのきっかけは、1981年

に、隣接する敷地にあったかつての工芸美術館の廃墟が、展示施設マルティン・グローピウス・

バウとして修復され、DHM設立の機縁となった例の「プロイセン」展が開催されたことだ。そ

れと同時に、この敷地にも関心が向けられるようになる。1982年に、ゲシュタポと親衛隊の司

令部跡地の将来のあり方が、西ベルリンの議会で初めて議題となる。翌年、敷地を再整備して

記念公園にするためのコンペが公示されたが、計画は中止される。背景にはこの敷地がDHM

の建設予定地の候補に挙がったことがある。また、ユダヤ博物館をこの敷地に建てるという案

や、殺害されたユダヤ人のための記念碑を建てるという市民グループの発意もあった。しかし

いずれの案も、「加害者の場所」としてのこの敷地の特殊な性格ゆえに退けられた。DHMの場

合は、この場所の記憶が歴史博物館によって覆われてしまうか、あるいは反対に、ドイツ史が

ナチズムの歴史によって覆われてしまうという懸念ゆえに。ユダヤ博物館とホロコースト記念

碑の場合は、殺人者たちの庭に、殺された人々の遺品を陳列したり墓標を建てるということの

グロテスクさゆえに。

　その間、現代史家ラインハルト・リュルプを中心とする歴史家と市民グループのイニシア

ティヴで、敷地の発掘作業と痕跡確保が進められ、かつてのゲシュタポの建物の地下壁や牢獄
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「プリンツ・アルブレヒト・ゲレンデ」の配置図（1938
年当時）。図中、上部中央の逆「正」の字の建物がゲシュ
タポ司令部（後の国家保安本部）。
(Geländerundgang »Topographie des Terrors«, o.O. 2010, S.70)



の遺構が明るみに出された。1987年、DHMが設立された年に、この敷地が「テロルのトポグ

ラフィー」として初めて一般に公開される。さらに壁崩壊後の1990年、将来の敷地整備のため

に、リュルプを中心とする専門家委員会によって報告書がまとめられる。ベルリン市政府と連

邦政府は、この答申に基づいて、この歴史的場所とその物質的痕跡を保存し、なおかつ、学術

的・教育的機能を備えた付属の資料館を建てることを決定する。敷地整備のための２度目のコ

ンペの失敗を経て、2005年４月に３度目のコンペが開催され、建築家ウルズラ・ヴィルムスと

景観建築家ハインツ・ハルマンの案が優勝する。2010年５月８日の終戦65周年記念日に、新し

く建てられた資料館と整備された敷地が記録センター〈テロルのトポグラフィー〉として公開

された。

場所の想起

　第３回コンペの公示文書は、1990年の答申に基づき、この敷地が何よりも「加害者の場所」

であることを強調し、敷地それ自体を、記録センター〈テロルのトポグラフィー〉の「第一の

展示物」と位置づけている。それゆえ、この「歴史的な場所」の物質的な痕跡を確保すること

が最重要の課題とされ、新たに建てられるべき資料館は、敷地に「仕える要素」としている29。

　ヴィルムス／ハルマンの設計案はこの前提に忠実に従っている。資料館は、金属とガラスで

できた立方体の建物だ。そのロの字型の平面プランは、隣接するマルティン・グローピウス・

バウのプランを引用している。全体は極力目立たないように設計されている。２階建てだが、

建物の基部は敷地の地面を少し掘り下げたところにあるので、外観は平屋建ての仮設建築物の

ような軽い印象を与える。地上部分には展示スペースと会議スペースが、半地下部分には図書

室、事務スペース、ゼミナール室などがある。資料館の灰色の無機的なファサードは装飾的な

要素を一切排除している。控え目で、周囲の景観にほとんど干渉しない。さらに建物と敷地の

一体感を高めるため、内部と外部は視覚的に透過に保たれている。ガラス壁をブラインドの

ルーバーのような、金属製の細長い板を組んだ面が覆っている。それゆえ、内部の展示スペー

スから、どの方向に向かっても、周囲の景色を見渡すことができる。

　敷地の表面は、砕石層で覆われて保護され、発掘された遺構の位置がマークされている。敷

地の北側に残されたベルリンの壁の一部、ゲシュタポ司令部の地下壁の一部、建物群のあった

位置を示す歩道の舗石や縁石の残り、敷地に掘られた防空壕の跡、親衛隊の休息所の地下厨房

跡、ゲシュタポの牢屋の遺構など、ナチス時代から戦中・戦後にわたり、敷地のたどった歴史

を偲ばせる痕跡が、経路のネットワークで結ばれている。全部で15のステーションを結ぶ敷地

のサーキュレーションを、オーディオガイドと情報パネルが補助する。

　屋外展示を補足する資料館の常設展は、第三帝国の警察機構の発展、ドイツ国内および占領

地域における迫害と虐殺の展開、さらに戦後西ドイツにおけるナチス犯罪との司法的対決、か
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つてのナチ党員たちの社会復帰について、写真や文書を用いたパネル展示と、コンピュータ端

末を利用した視聴覚資料によって伝えている。

　正確に言うなら、〈テロルのトポグラフィー〉は歴史ミュージアムではない。ここは展示施設

であると同時に、「加害者」たちの物質的な痕跡によってマークされた「犯行現場」でもあり、

それ自体が調査し、再構成し、保存されるべきモニュメントである。〈テロルのトポグラ

フィー〉は二重の意味で「記憶の場」だ。それは、想起すべき場所であると同時に、想起させ

る場所でもある。ミュージアムの展示空間とは違い、ここでは特定のナラティヴに従って展示

物が配置されるのではない。ここでは、過去の物質的痕跡の布置が、展示のサーキュレーショ

ンをあらかじめ定める。来訪者には、それらの痕跡を結ぶサーキュレーションを歩むことで、

この場所が象徴する不可視の過去を、実地に即して想像することが期待される（場所を想起す

る）。この想起の作業を決定的に促すとされるのが、ミュージアムの展示空間には回収するこ

とのできない「本来の場所」の発するアウラ、歴史の現場に棲まう 地霊 だ（場所が想起させる）。
ゲニウス・ロキ

　このように考えると、〈テロルのトポグラフィー〉が基づく展示思想は、DHMやユダヤ博物

館のそれとは異なっているように見える。だが、そこには本質的に共通する点がある。それ

は、展示するという行為そのものが特定の現在のパースペクティヴによって規定されていると

いうことだ。場所の記憶はさまざまな時間の層の積み重ねからなる。プロイセン王国、ドイツ

帝国、ナチス時代、戦後の分断期を経て、現在、連邦共和国によって〈テロルのトポグラフィー〉

として公開されている敷地にもまた、ベルリンの都市の記憶の諸層が眠っている。〈テロルの

トポグラフィー〉は、その記憶の層全体の中から、特定の層を選び出し、モニュメントとして

固定して、その場所に語らせようとする。しかし、どの層を選び出すかということは、それを

選び出す「現在」の想起の枠組みがいかなるものかによって決定的に左右される。〈テロルのト

ポグラフィー〉が、ほかでもない「加害者の場所」として公開されているということは、その

敷地の歴史以上に、それを想起する「現在」の社会の自己理解を伝えている。
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〈テロルのトポグラフィー〉の資料館（筆者撮影） 資料館の内部（筆者撮影）



５．ミュージアムと集合的記憶のマッピング

　これまで紹介してきた３つのミュージアムはいずれも、再統一後のベルリンの都市のトポグ

ラフィーに書き込まれた「記憶の場」（P・ノラ）であり、今日のドイツの集合的記憶を支える、

目に見える表徴として働いている。

　これら３つの建物は、「フリードリヒシュタット」と呼ばれる、ベルリン中心部の歴史的地域

を囲むように位置している。「フリードリヒシュタット」は、ウンター・デン・リンデンを底辺

とし、リンデン街を右辺、シュトレーゼマン街を左辺とする逆三角形の中にある。ウンター・

デン・リンデンの両端をマークしているのがブランデンブルク門とDHMだ。右辺にはユダヤ

博物館が、そして左辺には〈テロルのトポグラフィー〉がある。さらにその北には、2005年に

除幕した「ホロコースト記念碑」がある。

　「フリードリヒシュタット」は17世紀末にベルリンの郊外地として建設され、18世紀初頭にプ

ロイセン王国の首都に吸収された。19世紀初め以来、政治・金融・メディアの中心街として発

展する。中でも、ブランデンブルク門から「フリードリヒシュタット」を東南方向に走るヴィ

ルヘルム街は国家の中央官庁街であり、ナチス時代には、この通りにヒトラー政権の中枢（首

相官邸、ゲッベルスの宣伝省、ゲーリングの航空省）があった。それゆえ戦争で最も激しく破

壊され、戦後は壁によって分断される。戦争による破壊と戦後の分断によって、その平面に多

くの空隙を抱えてきた「フリードリヒシュタット」は、東西統合によって突如、再び新たな首

都の地理的・象徴的な中心になる。この象徴的中心を舞台にして、統一ドイツの集合的記憶が

新たにマッピングされていく。

　都市の平面に記憶をマッピングすることは記憶の占有を伴う。ひとつの場所を同時にふたつ

のものが占めることはできない。先行する記憶が別の記憶によって覆われる。DHMのある

ツォイクハウスの歴史はそのことを如実に示している。政治体制の交代に伴い、この建物が収

蔵し、体現する記憶も書き換えられてきた。ツォイクハウスは、17世紀末にプロイセン王家の

武器庫として建設された。1871年のドイツ帝国誕生後、初代皇帝ヴィルヘルム一世の命によ

り、プロイセンの「栄誉の殿堂」へ改築される。国立の戦史博物館として、ドイツ統一へと至

るプロイセンの輝かしい軍事史を提示していた。しかし、第２次世界大戦後に東ドイツの中央

歴史博物館へ改編されると、今度は、史的唯物論に基づき階級闘争と社会主義国家樹立の歴史

を伝えていた。再統一後は、東ドイツを吸収した連邦共和国の歴史博物館となり、民主主義的・

自由主義的な国家の自己理解の下、汎ヨーロッパ主義と西側結合の枠内でナショナル・ヒスト

リーを叙述している。

　ツォイクハウスは、ベルリンの目抜き通りであるウンター・デン・リンデン２番地にある。ウ

ンター・デン・リンデンを軸とする都市の一角には、ブランデンブルク門、フンボルト大学、

国立オペラハウス、ベルリン大聖堂、再建中のベルリン宮殿などがある。つまり、プロイセン

時代に由来する国家、宗教、学問のアンサンブルだ。この特権的な場所に国立の歴史博物館を

置くという、連邦共和国の象徴戦略の意図するところは明白だ。新たな国民的記憶を構築する
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役割を担ったミュージアムを、東ドイツの40年間とナチス時代の12年間を歴史の断絶とし、そ

の断絶の向こうにある輝かしいプロイセンの過去に直結させること。そうすることで、ナチズ

ムと東西分断によって失われた連続的・統一的な国民のアイデンティティを、可視的な表徴に

よって回復する試みといえる。

　ユダヤ博物館もまた、歴史政策と都市のゾーニングの密接な結び付きを示している。ユダヤ

博物館のあるクロイツベルク地区は「フリードリヒシュタット」の南部にあたる。この「南フ

リードリヒシュタット」は、1979年から1988年にかけて西ベルリンが開催した国際建築展

（IBA）の主要対象地域だった。IBAの目的は、戦争で損傷した歴史的建物を修復すると同時

に、戦後に残された都市平面の空隙を同時代建築によって埋めることだった。この再開発計画

の流れの中で進められたのが、ベルリン博物館の拡張プロジェクト、つまりユダヤ博物館の建

設だ。その建設予定地になったのが、ベルリン博物館のあったコレーギエンハウスに隣接す

る、戦争によって生まれた空地だった。ユダヤ博物館の建設は、ベルリンのユダヤ人市民に対

する一種の「精神的な償い」であると同時に、都市計画者側の歴史問題での「進歩性」の表明

でもある。西ドイツ国内だけではなく海外のメディアも注目したこの博物館の建築設計コンペ

で、リベスキントのラディカルで攻撃的な案が優勝したのも、この博物館建築によって、都市

にある種の革新性のイメージを与えようとしたためだろう。

　「分割された」国民の記憶を統合し、再構築するための施設であるDHM、ホロコースト・メ

モリアルでもあるユダヤ博物館。この両者は、再統一後のドイツの象徴戦略を互いに補い合っ

ている。それに対して、「加害者の場所」であるゲシュタポと親衛隊の司令部跡地は、戦後ドイ

ツの集合的記憶における地図化されざる空白箇所、語られざるトラウマの場所だった。この敷

地の記憶が戦後すみやかに都市の表面から消されたのち、80年代初めに再び人々の意識にのぼ

るようになった背景には、当時のコール政権の歴史政策を批判する市民の運動があった。この

市民運動は、国民の連続的・統一的な「長い歴史」の修復を試みるコール政権に対し、ベルリ

ンの足下に文字どおり埋もれたままの、直近のナチズムの過去を発掘した。市民グループの発

意によってこの敷地の痕跡確保をめぐる議論が始まり、２度のコンペの挫折を経て、最終的に

「犯行現場」として保存・公開されるまでに30年近くを要した。このことは、このトラウマの

場所が、「加害者の国」でくぐり抜けなければならなかった抑圧の強さを示している。

　DHMとユダヤ博物館の設立計画、さらに〈テロルのトポグラフィー〉の展示計画が同時並

行的に具体化した80年代は、いわばポスト・トラウマ的時代といえる。西ドイツでは、1950年

代の社会的抑圧と沈黙の後、60年代末の学生運動による父親世代の告発、70年代の東方政策と

リベラル左派の合意形成、80年代初めの新保守主義の伸長を経て、ナチズムの過去を新たに

テーマとし、パースペクティヴ化し、再構成することができるようになった（その明白な現れ

が「歴史家論争」だった）。

　再統一後の90年代以降、ナチズムの過去を積極的に想起することが、連邦共和国の記憶政策

の前面に押し出される。ユダヤ博物館、「ホロコースト記念碑」、〈テロルのトポグラフィー〉な

ど、それぞれに異なる成立の背景を持つモニュメント的建築物が、政治的表徴として首都の中
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心に相次い建設され、連邦共和国の象徴戦略に組み込まれていく。記録センター〈テロルのト

ポグラフィー〉の第３回コンペの公示文書は、この敷地の整備計画を、近隣にあるユダヤ博物

館と「ホロコースト記念碑」に続く、ベルリン中心部の「大きな想起のプロジェクトの第三の

もの」と位置づけている。もっとも公示文書は、ホロコースト・メモリアルでもあるユダヤ博

物館と「ホロコースト記念碑」とは異なり、整備されるべき敷地が、犠牲者のための「追悼の

場所」（Gedenkstätte）としてではなく――また加害者を過度に前景化する記念の場所でもなく

――、第一義的にはナチズムの犯罪との批判的な対決を促す「学術的・教育的な仕事と啓蒙の

ための場所」として認識されることを要請している30。さらに、2009年の〈テロルのトポグラ

フィー〉の棟上げ式に際して、連邦政府のベルント・ ノイマン文化担当次官は、この敷地の整

備を、「ドイツの想起の風景にとってかくも重要なプロジェクト」と呼んでいる31。

　目下、連邦共和国が推進している「自己批判的な想起の文化」 32では、ナチズムの過去を反省

的・批判的に想起することと、今日の連邦共和国を基礎づけている諸価値（基本的人権、法治

国家、民主主義、寛容など）への信仰を強化することが、同じコインの両面をなしている。こ

の「否定的想起」の背後には、批判的な歴史意識から肯定的な国民像を導き出し、さらに共通

の政治的シンボルによって国民の統合を図る、再統一後のドイツの記憶政策がある。本論で紹

介した３つのミュージアム―― DHM、ベルリン・ユダヤ博物館、〈テロルのトポグラフィー〉

―― は、再統一後のドイツの公的な「想起の文化」の分脈で見るならば、「加害の想起（啓蒙）」

「哀悼（贖罪）」「意味補償（ナショナル・アイデンティティの強化）」の意味の三角形の中で、

相互補完の関係にある。

　ミュージアムは個々の物品よって体現された記憶の蓄積装置であり、その展示空間で表象さ

れる歴史は、特定の現在の関心によって顕在化された記憶だ。それは過去そのものではなく、

その過去に対する特定のパースペクティヴを具現しており、それを展示する人々の歴史的・政

治的な自己了解の表れでもある。しかしまた、再統一後のベルリンに建設された歴史ミュージ

アムをその地理的な関係において見るならば、それらの建物自体が、都市のトポグラフィーに

書き込まれた記号として、公共の意味を担っている。それらは新たな首都の中心で、連邦共和

国の集合的記憶を構築し、そのアイデンティティを刻印するという役目を負っている。
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30 Vgl. Geländerundgang, a.a.O., S.98.
31 Vgl. ebd., S.99.
32 ドイツ政府のホームページにある言葉。URL:http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2009/06/2009-
06-05-merkel-obama-weimar.html （最終アクセス日2011/12/21）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◇ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Historische Museen und das Mapping des kollektiven 

Gedächtnisses – Deutsches Historisches Museum, Jüdisches 

Museum Berlin und »Topographie des Terrors«

Haruki YASUKAWA

In Berlins historischem Viertel »Friedrichstadt« sind viele Lücken an der Oberfläche, die durch 
den Krieg und wegen der danach folgenden politischen Spaltung entstanden waren, lange Zeit 
unbedeckt geblieben. Nach der Wende wurde und wird in diesem ehemaligen Stadtzentrum, das 
durch die sogenannte Wiedervereinigung über Nacht erneut zur geographischen und gleichzeitig 
symbolischen Mitte geworden ist, die Landkarte des kollektiven Gedächtnisses drastisch 
umgeschrieben, indem neue Museen und Denkmäler auf weiße Flecke der Gedächtnislandschaft 
gesetzt werden.
Die vorliegende Arbeit untersucht vor allem drei jeweils nach der Wende in dieser Mitte gebaute 
und eröffnete staatliche Museen: Das Deutsche Historische Museum, das Jüdische Museum 
Berlin und das Dokumentationszentrum »Topographie des Terrors«. Im Mittelpunkt des 
analytischen Interesses stehen dabei architektonische Artikulationen ihrer Ausstellungsräume als 
unterschiedliche Formen der Geschichtsnarrative. Damit will ich erstens zeigen, wie diese 
Museen jeweils aus bestimmter, eventuell diametraler Perspektive die Vergangenheit zur Schau 
stellen, obwohl sie sich überschneidende Aspekte der deutschen Geschichte thematisieren. 
Sodann richtet sich meine Aufmerksamkeit aber auch makroskopisch auf die Topographie, die 
mit diesen Museen als »lieux de mémoire« (P. Nora), d.h. als politische Symbole der 
sogenannten »negativen Erinnerung« der heutigen Bundesrepublik auf die Oberfläche des 
Zentrums ihrer Hauptstadt eingeschrieben sind. Diese Topographie fungiert gleichsam als 
räumlicher Rahmen des kollektiven Gedächtnisses zur Stiftung und Repräsentation der (in sich 
Widersprüche hegenden) kollektiven Identität des heutigen Deutschland.
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