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新しいタイプの博物館の設立 

 ドイツ歴史博物館（Deutsches Historisches Museum）は、「国立」という名称は付いていないが、

ドイツ連邦共和国の歴史博物館である。20年以上前に政治的な動機により設立された、まだ歴史の

浅い博物館である。 

 ドイツ国家とは何かという問題は、冷戦下では答えが出されないまま、数十年にわたって東西ド

イツに存在した。西ドイツにおける国民の日常生活は、ヨーロッパ経済圏の誕生によって大いに国

際化され、さらに戦後世代の世界は、地中海沿岸諸国からの労働力の移動と国際的なツーリズムの

発達により、前の世代が経験しなかったスピードで変化してきた。 

 これらの変化は、例えば経済発展、収入上昇に伴う生活水準の向上、外国旅行、また他国との交

流などの面でよい結果をもたらした反面、ここ数十年の間に、個人の生活が、自分たちの町、地域、

国の外での決定にますます影響されるようになり、社会は不安定になった。このプロセスは、金融

と労働市場のグローバル化によりさらに強まった。外国人の増加、不安定な雇用、環境問題の増加

などによる不安は、抗議運動を引き起こしたばかりではなく、社会の流動化、政治への倦怠感、極

端な政治的立場への誘惑を高める傾向を強めている。 

 これらの変化と平行して、西ドイツでは第２次世界大戦以降薄れていた歴史への関心が、60年代

から再び高まった。これには、映画、テレビ、文学、さらに博物館が多大な貢献をした。大掛かり

な歴史展が 70年代と 80年代にドイツ連邦共和国の様々な地域で開かれ、予想を越える多くの入場

者があった。その結果、社会の構造変化や国民の歴史への関心の増大に文化政策として応えるべく、

ドイツ史の全体を恒常的に展示する博物館の設立を促すことになった。文化政策的に見れば、ドイ

ツ人にとって自分たちがどのような国民であり、どこから来て、将来どの道を歩んで行くことがで

きるかを体験できる場を提供することであった。 

 

来館者のための新しいコンセプト 

 1987年におけるドイツ歴史博物館の創立は、ただ理念から誕生したと言える。なぜなら、建物も

なく、展示品もなく、存在したのは、ドイツの歴史を展示し、来館者に大きな関心を喚起させるた

めの博物館を作ろうという政治的な意志のみであったからである。中央政府、すなわち連邦が 1980

年代の半ばからこの課題を担ってきているが、20年後の現在、博物館は高い評判を得ており、この
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意図は達せられたと言えるだろう。 

 連邦政府とベルリン市州議会によって任命された基本構想専門委員会が 1985年から 87年にかけ

て、博物館設立の基礎となるべき最初の構想を作り上げた。国内の主な歴史学者と美術・博物館館

長よりなるこれらの専門家集団は、この構想をまず公聴会という形で、いくつかの社会代表グルー

プと大学の歴史学部に披露した。さらに彼らの意見を参考にして練り上げ、最終的な設立計画案を

連邦政府首相とベルリン市長に提出した。同案を元にして、1987年の 10月 28日に帝国議事堂（ド

イツ統一以後はドイツ国会議事堂として使われている）でのベルリン誕生 750年祭式典において正

式に創立された。 

 このドイツ歴史博物館構想が革新的なのは、ヨーロッパ的、国際的なアプローチをとっているこ

とである。ドイツの歴史は狭い一国的な歴史から解き放たれ、ヨーロッパの国際関係の中において

示されるべきである。その目的は、隣国がドイツの歴史に、またその反対にドイツが隣国の発展に、

いかに影響を及ぼしたかを、どちらも明確に、良くも悪くも示すことであり、またドイツのさまざ

まな地域の違いを、ドイツ史の連邦的構造において考察することである。 

 何よりも避けられねばならなかったのは、ただ一つの歴史像を伝達してしまうことであった。そ

うではなく、過去に対する多様な観点を表現することが、全ての展示活動の基準となった。それに

よって、来館者が歴史上のテーマについて自ら判断すること、そして自分たちの歴史について多様

な観点を構成することを手助けするためである。 

 それは、博物館活動の古典的な手段、つまり過去の実物資料を展示することによってなされる。

レプリカはできるだけ避けるべきである。これらの展示方針を実現しようとするなら、博物館の収

集活動は、これまでの伝統的な収集ジャンルに依存することはできない。このような歴史博物館に

とって重要なのは、収蔵品の完璧化を期すことではなく、歴史の理解促進に役立つなら、価値ある

芸術品が日常生活からの展示品の隣に示されることである。 

 そして、展示方針であるこの国際的なアプローチは、過去の芸術上の発展は国境で足踏みするの

ではなく、ヨーロッパの動向の結果を反映していることを明白にしたのである。 

 

世界における新しい国立歴史博物館の設立 

 既存の国立博物館が、なぜ過去数十年、歴史を伝える新たなアプローチの必要に応えてこなかっ

たのかという疑問が浮かぶのは当然である。 

 19世紀の国立博物館の活動を見てみると、これらの多くは膨大なコレクションとともに文化史の

博物館として発展してきたことが確認できる。そこには、社会の新しい必要と要求に合わせて、政

治史的テーマを取り上げるという使命と理解が欠けていた。今日、芸術だけで歴史を十分に説明す

ることはできない。 
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 この認識は、ドイツだけにとどまらない。むしろ、1980年代と 90年代に一連の発達した工業国

において、同様の博物館が相次いで設立されている。日本国立歴史民俗博物館、カナダ国立文明博

物館、オーストラリア国立博物館、テパパトンガレワ・ニュージーランド国立博物館などが挙げら

れる。すでに存在した博物館の古いコレクションから発展したものもあるが、これら全館に共通す

る使命のコンセプトは、歴史と文化を多様な観点から取り上げ、このような教育的活動によって、

人々の統合と確かなアイデンティティー確立への貢献を果たすということである。 

 博物館学者と社会学者は、これら過去数十年間における設立ブームを「第二の近代」の理論の中

に位置づけている。それは個人化、国際化、社会における大幅な価値観の変化に特徴づけられるが、

これらは、個々人による過去および海外への関心を高めると共に、新設された国立歴史博物館へ多

くの来館者をもたらしたと考えられる。 

 新しい歴史博物館の成功を知って、ヨーロッパ評議会は 1995 年に、すべての加盟国に対して新

しい国立歴史博物館の設立を勧めている。新しいタイプの博物館への取り組みは、現在オランダ

（2008 年初頭に議会で設立決定）、オーストリア（設立準備中）、ポーランド（2006 年設立）で

進んでいる。 

 

ドイツ歴史博物館の運営組織と計画 

 ドイツの憲法（「基本法」）によれば、「歴史意識の維持管理（メンテナンス）」は州の管轄と

されているので、中央政府のみがドイツ歴史博物館の設立者となることはできなかった。２年間の

交渉による妥協の結果、1987 年に、監督委員会メンバーの 50％を各州の代表者が占めるが、費用

は連邦政府が 100％負担するという妥協案が成立した。これによって、ドイツ各地方の関心が中央

政府の関心と共に反映される全国家的な代表制度が実現し、重要な政治的問題が解決した。 

 1987年の博物館設立後、ただちに企画展の準備が始まり、現在までに 160を越える展示が、すべ

て新しい構想の下に企画され開催された。これらの多くがベルリンで展示されたあと、他の都市や

州や国に巡回された。またいくつかの展示はベルリン以外の歴史的な意味のある場所で、重要な記

念すべき日に開催された。 

 2000年にわたるドイツの歴史をテーマとする常設展示の実現は設立以来最大の目標であったが、

歴史の歩みそのものが博物館の予定を狂わせた。1989年のベルリンの壁の崩壊、ドイツ民主共和国

の最後の民主的政府による東ベルリンの東ドイツ歴史博物館の閉館、1990年のドイツ再統一、議会

と連邦政府のボンからベルリンへの移動という 1991 年の連邦議会の決定が、ドイツ歴史博物館の

基本的な前提を変えたのである。 

 博物館の設計はイタリアの著名な建築家であるアルド・ロッシに依頼されていたが、予定されて

いた西ベルリンの敷地が、連邦政府首相の官邸に必要という理由でまず使えなくなってしまった。

その代わりにベルリンの歴史的な目抜き通りウンター・デン・リンデンにある 300年の歴史を誇る
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武器庫の建物が提供されることになった。そこには昔プロイセンの軍事博物館があり、第２次世界

大戦後はドイツ民主共和国の歴史博物館が入っていた。そして 90 年代には早速ドイツ歴史博物館

により大きな企画展の会場として使われるようになった。特に東西ドイツの関係を示すテーマが取

り上げられ、ベルリンにおいて最も来館者の多い建物となったのである。だが、常設の展示を持つ

近代的な博物館としての要件を満たすために、建物は根本的に手を入れられ、修復されることにな

った。そのため 90年代に数年にわたって閉鎖された。 

 さらに企画展用の非常にモダンな別館が中国系米国人のＩ．Ｍ．ペイによって設計され、建築さ

れた。このペイ館は現代建築の表現そのものであり、新しいベルリンの象徴でもある。 

 2006年６月２日、数年の準備期間を経て、メルケル首相が 2000年にわたるドイツの歴史をテー

マとする常設展のオープンを宣言した。現在まで、２百万人の入場者を迎えている。 

 

ドイツ史についての常設展示 

 常設展の基本計画は、過去からのオリジナルの資料によって、2000年にわたるドイツの歴史を年

代順に見せることである。そのために 8000 ㎡の展示面積が２階にわたって備えられている。上の

階には現在ドイツとなっている部分のケルトとローマの歴史から、第一次世界大戦までの歴史が展

示され、下にはほぼ同じ面積にドイツの歴史にとって特に重要な 20世紀が展示されている。計 8000

点以上の資料が展示されている。 

 展示は回廊状の広い道を通ることで年代順に短い時間でたどれるようになっている。この回廊で

は個々の時代が照明付きの解説柱によって説明されている。テーマ名、場所、年、地図、代表的な

展示品、という構成になっていて、基本的な導入情報を提供している。 

 回廊の中央道から枝道が分かれて、さらに掘り下げた歴史の展示へ観客を導き、その奥にはマル

チメディアを使ったコーナーがある。そこでは、例えば、コンピューターによって古い手書きの文

書を原語で、あるいは現代語への翻訳で読むことができるし、また失敗した 1848 年の革命におけ

る代議士に会って、その生涯の履歴、党務、政治綱領、他の業績などを知ることができる。 

 ドイツの歴史を国際的な側面で示すという基本構想は徹底的に追及され、どちらかというと、ド

イツ史の物語に映ったヨーロッパ史の展示と言った方がふさわしいほどである。来館者はポルトガ

ルの世界帝国やヨーロッパにおけるトルコ人、絶対主義王制時代のフランスの王室、米国の独立戦

争、汎ヨーロッパ的な 1848 年の革命、そして両世界大戦などのテーマすべてが多様な観点から表

現されている。 

 さらに、クラナッハやデューラーのような画家の重要な作品、フリードリッヒ大王着用のユニフ

ォーム、ワーテルローにおけるナポレオンの帽子や武器などの実物の展示物が、歴史の政治プロセ

スへの興味をさらにかき立てる。 
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 20世紀のテーマは、学校の授業で触れていることもあり、学校の生徒や若者の関心を特に集めて

いる。そのため、博物館側も教師の準備のためのセミナーを催している。20世紀のテーマは、ドイ

ツ人に重荷となっているが、厳密な学術研究の成果と、印象深い証拠資料によって提示されている。

展示は、以前によく見られたショック療法的方法や教訓的な道徳的観点を避けて、観客がこの時代

を認識的に、かつ感情をもって学べるようになっている。従って、例えばホロコーストについては、

以前の展示のような恐怖の部屋ではなくて、生き証人であるひとりのポーランド人が製作したアウ

シュビッツの芸術的な模型が中心になっている。その人の視点が観客に情報を与え、熟考を促し、

ナチス・ドイツの殺人狂的な犯罪をより鮮明に示すのである。 

 ドイツの東西分割時代と冷戦時代の展示内容は、西側からの無批判なものだとも、また東からの

懐柔的なものだとも言われないように配慮されている。 

 特にこのテーマは、ドイツの再統一から 20 年近く経て、ドイツの分割、さらにこの歴史的な時

代において、何が正しく何が間違っていたのかに関する知識をほとんど持たない若い世代が増えて

いる現実を見れば、いかに重要であるかが理解できる。これは全ての教育機関にとって大いなる挑

戦であると言える。 

 

ドイツ歴史博物館の企画展示 

 常設展が歴史の全体像を見せるために、数多くのテーマ分野を年代順に分かりやすく並べ、ある

意味で一種の歴史ガイドブック的役割を果たしているのに対して、企画展では歴史的な問題をはる

かに深く掘り下げられる。基本的な目的である、歴史に多様な視点を示すということは、外部のパ

ートナーが見つかり、一つのテーマについて、理念的な基礎の上に共同でまとめ上げられた時に、

特に大きな成功をおさめる。その際の協力関係はその度合いによって、多国間プロジェクトから、

国際二国間共同プロジェクト、ドイツの歴史に対する多様な観点を含むものまで様々である。 

いくつか例を挙げてみたい。 

国内のテーマ 

 1990年のドイツ再統一後、長い間別々に生きてきたドイツのもう一つの部分についてお互い知り

たいという欲求はドイツ人の間でとても強かった。ドイツ歴史博物館は当時、そして現在まで、こ

れに応えるために、二つのドイツをテーマとする一連の企画展によって、それぞれの国における生

活状況、ドイツ民主共和国（東ドイツ）における一党独裁の日常生活への影響、また芸術と権力と

の関係、改革運動の存在などについて経験する機会を提供し続けている。 

 このドイツの二つの国についての展示の準備では、西と東の博物館の関係者が協力し合い、互い

に自分たちの人生上の経験と知識を展示品の選択と解説に注ぎ込むことができたので、非常によい

結果をもたらした。 
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 1993年の「ドイツに生きて」という企画展では、誕生、幼稚園、学校時代、徴兵、若者文化、結

婚、育児、さらに老人ホームにまでいたる、西ドイツと東ドイツの人生の様々な通過点を対照的に

展示した。その際東ドイツでは人生の道はより固定的で選択の余地は狭められていたが、西ドイツ

では何度も方向選択の決定を自ら下すよう求められた。展示会場は一つのベルリンの壁によって明

確に分離されていて、その中ではもう一つのシステムに移れないように設定されていた。その目的

は、何が良く、あるいはより良く、何が悪く、あるいはより悪いのかの審判を下すことではなく、

むしろ問題を明らかにし、議論を喚起することだった。会場では両方のドイツから来た多数の来館

者が会話を始め、それぞれの経験を交換し合っていたし、またメディアもこの展示について熱心に

報道していた。展示の目的は達せられたと言えよう。 

二国間のテーマ 

 ドイツ歴史博物館は、これまで二国間の協力によって実現した多くの国際展示を開催してきてい

る。例えば、戦後ほとんど忘れられてしまっていた 19世紀から 20世紀初頭におけるドイツと北ヨ

ーロッパの密接な文化交流史をテーマにした「選ばれた親近感」と題されたドイツ─スカンジナビ

ア展を開き、イギリスとは、ドイツ─イギリス展によって王朝間のつながりを示した。フランスと

は、入国管理と両国の相互のイメージについての企画展を現在準備中である。2007年には、ポルト

ガルと共にヨーロッパの新世界発見と初期のグローバル化についての企画展を開催した。 

 ドイツの植民地の歴史は、ナチスの歴史修正主義のために、第２次世界大戦後の世代にはほとん

ど知られていない。今日このテーマを取り上げることにより、両当事者が法的に不平等な関係にあ

った 100年前の時代について意見を交換し、当時の文化移動について知り、現在の状況への理解を

深める機会が与えられ、文化間の対話への道が開ける。準備段階における学芸員と歴史家と共に、

展示において幅広い入場者にもその機会が与えられる。 

 数年前にドイツ歴史博物館は 100年前のドイツ帝国海軍による中国領土占領を契機として、「青

島―1887 年～1914 年の中国におけるドイツ植民地史の一章」の展示を行った。中国側のパートナ

ーといっしょに基本計画をまとめたが、信頼関係を築き、同意できる教育的なコンセプトを生み出

すのは、はじめは簡単ではなかった。当初、中国側のパートナーはヨーロッパからの異邦人が自分

たちの歴史に口を挟むのかと半信半疑だった上に、毛沢東主義的教育を受けた彼らからすれば、そ

れは初めから明白なことであった。つまり植民地主義は非難すべき帝国主義的行為であり、それに

ついて議論するメリットはないと言うわけである。 

 対話の中で教育・啓蒙が意図であることがわかると、氷が融け、両サイドは歩み寄ることができ

た。そして、中国側の観点も明確にされた上に、当時のドイツ側の観点も示された展示が成立した。

歴史が決して一元的ではなく、複数の歴史像が存在することが来館者にすぐに理解できるような植

民地の歴史におけるサブテーマを直接並置することによって、このバランスは達成された。ドイツ

語と中国語の両方による解説とシンポジウムの出版物は、この新しいアプローチを明確に示してい

る。ちなみに、この展示には、日本の歴史の一部分も含まれている。日本が中国に与えた影響と、
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ドイツ人捕虜が日本に収容されたことである。 

 

多国間のテーマ 

 多国間の協力活動もドイツ歴史博物館のプログラムに入っている。 

 終戦後 60 周年記念では 1945年の意味をほぼ 30 カ国の観点から見る機会が与えられた。入場者

にとって多様な視点が体験できる結果になった。この同じ日付が、いろいろな国で全く異なったも

のが結びつけられているのを展示で知ることは、来場者にとって教示的であり、洞察的なものであ

った。ある国にとっては解放であり、敗戦である、新しい出発であり、新しい占領である、損失で

あり、追放である、ある時代の終焉であり、不安定な将来である、という具合に。 

 

 「国家の神話」という別の展示では、様々な国々の歴史的なイメージを対比した。展示は国際的

な協力によって準備され、どこから国家のイメージが我々の頭に入り、どの時代のどの像がイメー

ジとして残り、さらに伝承され、仲介され、なおそこにあるのかを追求したのである。来館者は、

学校の教科書や出版物の中で大部分の国民によく知られた、主に 19 世紀からの数多くの有名な資

料の実物を見ることができた。 

 2007年には「芸術と権力：独裁者下のヨーロッパ」という企画展が開かれ、大恐慌時代における

ソ連、第三帝国、ファシスト政権下のイタリア、さらに米国で使われた図像が比較された。このテ

ーマについて４つの視点を持つことによって、来場者は表面的な共通性や政治的な違いなどを知る

ことができた。 

歴史を伝承することの価値 

 ドイツ歴史博物館の高いレベルの来館者数は、80 年代・90 年代に新しいコンセプトを導入した

他の国立歴史博物館と同様、明らかに時代の社会的な欲求に合致しているからだといえるが、その

反面、個々人の歴史的知識の欠如をも映し出している。近年のある種の歴史ブームにもよるだろう

が。 

 ともあれ、歴史の知識と歴史に対する認識を伝えるための博物館の役割が大きくなり、そのため

博物館学と歴史学を互いに歩みよらせた。歴史家と博物館の学芸員は歴史的な資料を使って歴史の

関連性を伝える作業のために協力し合っている。歴史展示という「製品」は、来場者に急速に変化

しつつある現在をよりよく理解する一助となり、それによって将来の形成の準備に役立つべきであ

る。それも狭い一国の中ではなく、国際的な、グローバルな感覚で。 

 歴史の課題への取り組みは、少なくとも文化と教育の政策から見て、最終的に人々が自己の確か

さや、自信を持つことに役立ち、人々が自らを定義するための数々のアイデンティティーを強める

べきである。このような博物館の活動が目指す政治的、文化的、歴史的な教育は、持続可能な発展
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のための教育への、博物館の重要な貢献をも示している。 

 それゆえ、このような新しい歴史博物館を設立することは、日本であれ、ベルリンであれ、また

他の国であれ、文化科学政策の上で賢明な決定だったといえる。 
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