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研究旅行要旨 

●はじめに 
 本研究旅行は、筆者の実体験が契機となり抱いた【日独の戦後処理はなぜ異なるの

か？】という疑問に対し、第二次世界大戦中、ナチスドイツを筆頭に、” The Holocaust

（ユダヤ人虐殺）”の当事者となったドイツ連邦共和国（以下ドイツ）、その被害国であ

り、収容所が設置されたポーランド共和国（以下ポーランド）、チェコ共和国（以下チェ

コ）を訪れ、教育や歴史認識、文化的背景など様々な側面から、その核心に迫ることを目

的としている。 

 チェコでの派遣留学中、ポーランドのアウシュヴィッツ強制収容所を訪れた。その際、

出会ったのが施設の清掃・修繕に取り組むドイツ人学生である。アウシュヴィッツ強制収

容所は 90 年代末の冷戦終結期以来、多くの国から支援を受け施設の維持管理がなされて

いる。その中でも熱心であったのがドイツであり、現在も多くの人々が奉仕活動のため現

地に赴くという。彼らもその類であったのだが、ふと疑問に思ったのは、【日本も同様に

韓国や中国等へ奉仕活動をしているのか】、【そもそも戦後に生まれた私たち世代の歴史認

識はどの程度なのか】というものである。 

 ドイツは歴史にオープンであり、国全体で戦後処理に取り組み、歴史教育に熱心である

と一般的には言われている。一方で日本は、近現代史は深く学ばず、平和教育を重視して

いる傾向があるようだ。しかし多くの研究者が指摘するように、日独の戦後処理を同じ土

俵で比較し、「ドイツ見習え論」1を提唱することは難しい。日本に目を向けると、2015 年

8 月 14 日に安倍晋三内閣総理大臣により発表された声明、「戦後 70 年談話」の中には

「子供たちに謝罪を続ける宿命を負わせてはいけません」と言及した箇所がある。これは

謝罪の終わりを示唆しているように思えるが、私たちは戦争を知らない世代として、今後

同じ過ちを繰り返さないためにも過去の歴史を知る必要があるのではないだろうか。これ

については、家永三郎氏の著した『戦争責任』第 4章の中でも「世代を異にしていても、

同じ日本人としての連続性の上に生きている以上、自分に先行する世代の同胞の行為から

生じた責任が自動的に相続される」と述べられ、歴史認識の重要性が指摘されている。 

 そこで今回の研究旅行においては、資料館や博物館の訪問や現地学生への取材を通し

て、ドイツの歴史教育に触れ、戦後処理の違いが生じた背景を分析したい。また私たちは

どのように日本の歴史と向き合っていくべきなのか糸口を掴みたいと考える。 

 

 

                                                
1 1985 年 5 月のヴァイツゼッカー大統領による戦後 40 周年演説を契機として日本で広ま
った、日本もドイツのような謝罪を行なうべきだという主張。 
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●研究調査地 
ドイツ（ベルリン、ミュンヘン）、ポーランド（ワルシャワ、クラクフ）、チェコ（ 

プラハ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

●期待される成果 
 ドイツに多く存在する歴史資料館や博物館を訪問、視察、またドイツ人学生や一般人へ

のインタビューを通し、どのような歴史教育が行われ、戦争を知らない世代へ伝えられて

いるのか知ることができる。同時に、ドイツのみならず、ポーランド、チェコといった被

害国側の施設訪問や学生への取材を通し、多角的観点から、歴史の伝達方法や内容におけ

る差異の有無を知ることができる。そして、筆者が 2019 年 1 月に提出予定の卒業論文

「日独の戦後処理比較」執筆に向けた貴重な現地資料やデータ、文献を収集することがで

きる。 

 

ベルリン 

プラハ 

ミュンヘン 

クラクフ 

ワルシャワ

図 1 研究調査地拡大図 
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●研究旅行実施日程 
出発予定日 2018 年  10 月  4 日 

帰着予定日 2018 年  10 月  30 日 

旅行予定日数（発着日含む） 

27 日間 

     滞在地 行動・調査内容 

第１日目 

10/4（木） 

福岡→仁川→プラ

ハ 

福岡空港 8:50→仁川空港 10:15 

仁川空港 12:50→ヴァーツラフ空港 16:40 

第２日目 

10/5（金） 

プラハ ゲットー地区散策 

第３日目 

10/6（土） 

プラハ→ベルリン 移動 

第４日目 

10/7（日） 

ベルリン ホロコースト慰霊碑、ドキュメントセンター 

第５日目 

10/8（月） 

ベルリン Topography of Terror、総統地下壕跡 

第６日目 

10/9（火） 

ベルリン German Resistance Memorial Center 

第７日目 

10/10（水） 

ベルリン ドイツ人学生への取材 

第８日目 

10/11（木） 

ベルリン ベルリンユダヤ博物館 

第９日目 

10/12（金） 

ベルリン→プラハ 移動 

第 10 日目 

10/13（土） 

プラハ テレジーン強制収容所 

第 11 日目 

10/14（日） 

プラハ→クラクフ 移動 

第 12 日目 

10/15（月） 

クラクフ ゲットー英雄広場、イーグル薬局 

第 13 日目 

10/16（火） 

クラクフ 

 

シンドラー工場博物館 
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第 14 日目 

10/17（水） 

クラクフ アウシュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所（ツアー参

加） 

第 15 日目 

10/18（木） 

クラクフ→ワルシ

ャワ 

55 シェンナ・ストリート、ワルシャワゲットー跡地

散策 

第 16 日目 

10/19（金） 

ワルシャワ ワルシャワ蜂起博物館 

第 17 日目 

10/20（土） 

ワルシャワ ポーランドユダヤ人歴史博物館、ワルシャワ蜂起記念

碑 

第 18 日目 

10/21（日） 

ワルシャワ→プラ

ハ 

移動 

第 19 日目 

10/22（月） 

プラハ カレル大学、学生に取材 

第 20 日目 

10/23（火） 

プラハ National Memorial to the Heroes of the Heydrich 

Terror（聖ツィリル・メトデイ正教大聖堂） 

第 21 日目 

10/24（水） 

プラハ→ミュンヘ

ン 

移動 

第 22 日目 

10/25（木） 

ミュンヘン NS ドキュメントセンター 

第 23 日目 

10/26（金） 

ミュンヘン ダッハウ強制収容所 

第 24 日目 

10/27（土） 

ミュンヘン→プラ

ハ 

移動 

第 25 日目 

10/28（日） 

プラハ Narodni Divadlo（国立博物館）2 

第 26 日目 

10/29（月） 

プラハ→仁川 ヴァーツラフ空港 18:30→仁川空港 12:40(+1) 

第 27 日目 

10/30（火） 

仁川→福岡 仁川空港 15:30→福岡空港 16:55 

 

 

                                                
2 国立博物館は当初予定外であったが、チェコスロヴァキア建国 100 周年を記念し 8年ぶ
りに解放されるという情報を入手したため急遽追加した。 
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●研究報告 
 本研究旅行では約 1ヶ月という長期期間に渡り、3カ国、5都市、計 15 の施設を訪れ

た。一つ一つの施設について記述すると膨大な量になるため、特に印象に残った施設や展

示を選定し、都市ごとに論考していきたい。また本報告書の中では、執筆する上で筆者が

訪問した美術館や博物館、歴史的関与のある施設を「Museum」と総称する。英英辞典で

「museum」を引くと「A building in which objects of historical, scientific, artistic, or 

cultural interest are stored and exhibited3」と記述があり、「museum」という言葉は美

術館の意味だけでなく幅広い概念を含む単語であることがわかる。各施設を博物館、美術

館、資料館、記念館などと分類することは可能だが、そこを詳細に記載すると混乱を招く

可能性が危惧されるため、敢えて大枠で捉えることにした。そして最後に、研究旅行を通

し何名かの方にお話を伺うことができたのだが、質的調査の形式を取っており、母数が少

ないためそれを一般論として起用するのはあまり望ましくない。しかし当事者から得た貴

重な生の声であるので、一つの例として参考にしながら考察していきたい。 

 

第１章	ドイツにおける歴史認識と教育 
第１節	 ベルリン、ミュンヘンの概要 
 今回最初の目的地となったのがドイツの首都、ベルリンである。筆者は 2016 年から

2017 年まで派遣留学プログラムで約 10 か月間チェコ共和国に滞在していた。その期間、

ドイツの他の都市を訪れることはあったが、ベルリンは初めての訪問であった。今回ベル

リンには一週間滞在し（2日の移動日を含む）、４つの情報センターや博物館、そして歴史

的に関連のある施設を訪問した。 

 はじめに、都市についての概要を述べたいと思う。ドイツの北東部に位置する首都、ベ

ルリン。人口は 3,613,495 人4（2017 年 12 月 31 日）、ロンドン5に次ぎ欧州連合に属する

都市の中で、2番目に市域人口の多い都市である。ナチスドイツが陥落した第二次世界大

戦後は、ベルリンの東側を旧ソビエト連邦（以下；旧ソ連）が、そして西側をアメリカ、

フランス、イギリスの連合軍が分割統治し、それぞれドイツ民主共和国（東ドイツ）とド

イツ連邦共和国（西ドイツ）という国家を建設した。現在でも残るベルリンの壁は、西ベ

ルリンとの往来を禁止するために東ドイツが建設したもので、1961 年から 1989 年 11 月

                                                
3 English Oxford living Dictionaries、『Definition of museum in English』、
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/museum>、2018/11/21 アクセス 
4 Statistic Berlin Brandenburg、『Population of Berlin』、<https://www.statistik-berlin-
brandenburg.de/>、2018/11/13 アクセス 
5 ロンドンの市域人口は 817 万 4100 人である。 
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9 日のベルリンの壁崩壊までの期間、東西を分断した。そしてベルリンは世界的に見ても

多くのMuseum を保有する都市であり、その数はなんと 170 以上6にも上る。3日で 30

以上ものMuseum を訪問できるMuseum Pass も発行されているなど、観光にかなり注力

しているようだ。その中でもナチの戦争犯罪やホロコーストについて扱うMuseum や記

念碑などは群を抜いて多く、様々な形で過去の記憶を伝えようと努力している。現在、フ

ランクフルト在住で、フランクフルト日本人国際学校事務局長を務める、岡裕人氏も著書

の中でこのようにベルリンについて語っている。 

 

 

 戦争の記憶を大切にし、アピールしているヨーロッパの都市は多い。だが、これほど多

くの記憶のカタチが作られている都市は、ベルリン以外に見当たらない。しかもカタチに

する記憶のほとんどが、加害の記憶なのだ。7 

 

 

 引用にも示されるように、ベルリンで訪問した中でも加害の歴史を取り上げるMuseum

が幾つかあった。通常、加害の歴史となると社会に対し開示することは憚れるが、臆する

ことなく真正面から向き合い、包み隠さず歴史を伝える姿勢はベルリンの至る場所で見ら

れる。記憶を残し過去を克服しようと努力する姿を本章では訪問記録と共に記述していき

たい。 

 そして今回の研究旅行で訪れたもう一つの都市が、ドイツ南部に位置するミュンヘンで

ある。バイエルン州最大であり、ベルリン、ハンブルクに次ぎドイツで 3番目に大きな都

市だ。市域人口は約 1,456,039 人8、地ビールが有名で 10 月になるとオクトーバーフェス

トを訪れる観光客や地元民で街はさらに活気付く。二度目の訪問であったが、前回は観光

目的で滞在した上、ミュンヘンがナチスドイツ発祥の地であることも知らなかったため、

全く新しい観点からこの街を見ることができた。 

 第一次世界大戦末期、1918 年のキール軍港の水兵反乱が発端となり、ドイツ帝国が打

倒されたのがドイツ革命である。この革命期にミュンヘンで設立されたのが、ドイツ労働

                                                
6 Visit Berlin『More about Berlin Museum』、< 
https://www.visitberlin.de/en/museums-berlin >、 2018/11/20 アクセス 
7 石岡、岡『「ホロコーストの記憶」を歩く－過去をみつめ未来へ向かう旅ガイド』、2016
年、38 頁 
8 City Population『Munich Population』、< 
https://www.citypopulation.de/php/germany-bayern.php?cityid=09162000>、 
2018/11/19 アクセス 
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者党（Deutsche Arbeiterpartei、通称 DAP）だ。1914 年、バイエルン軍に志願したヒト

ラーが陸軍地区司令部政治局報道部の仕事の一環としてこのドイツ労働者党に接触する。

当初の目的は単なる小さな政治団体の調査であったのだが、ここでドレクスラー9と出会い

彼はこの政治団体への 7人目の委員として登録されたのだ10。これが後に国家社会主義ド

イツ労働者党（Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei、通称 NSDAP）とな

る。また、党の宣伝のため開いた大集会もここ、ミュンヘンの有名なビアホール「ホーフ

ブロイハウス」で実施された。2000 人近くが収容できるこの場所での演説は、雑言罵倒

を飛ばされながら始まったものの、最終的には万雷の拍手喝采に取って代わられ聴衆を圧

倒した11。世界を巻き込んだナチ党の誕生の地はここ、ミュンヘンなのである。今回の研

究旅行で訪れた二つの施設はどちらともナチスドイツに深く関係のある場所だ。 

 

第２節	 ドイツにおける歴史教育 
 さて、ベルリン、ミュンヘンで訪問したMuseum の考察に移る前に、ドイツにおける

歴史教育についてまとめたい。まず、簡単にドイツの教育体系について川喜田敦子の著し

た『ドイツの歴史教育』を引用しながら説明する。連邦制をとるドイツでは各州が文部行

政の自治権を持っており、州ごとに学校制度や教育カリキュラムが異なっている12。しか

し基盤となる教育制度はおよそ一貫したものなので、まずはそこから紹介したい。 

 

 

 ドイツの教育制度は大きく 4段階に分けられる。第 1学年から第 4学年までが初等段

階、学校のタイプに応じて第 5学年から第 9学年ないし第 10 学年が中等段階Ⅰ、第 11

学年から第 13 学年までが中等段階Ⅱ、それ以降が高等段階である13。 

                                                
9 アントン・ドレクスラー；ドイツ労働者党の共同設立者。ヒトラーが影響を受け、ドイ
ツ労働者党に入る契機となった『わが政治的目覚め』という小冊子を作成した。 
10 ウィリアム『第三帝国の興亡 アドルフ・ヒトラーの台頭』、2008 年、81 頁 
11 スタン『ヒトラーに盗まれた第三帝国』2000 年、110-111 頁 
12 岡『忘却に対抗するドイツ－歴史教育から「記憶の文化」へ』、2012 年、23 頁 
13 川喜田『シリーズ・ドイツの現代史Ⅳ ドイツの歴史教育』、2005 年、15 頁 
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 日本の小学校高学年から中学

が中等段階Ⅰにあたり、小学校

が 6年間ではないのが日本との

大きな違いだ。ドイツの教育で

の大きな特徴は初等段階におい

て歴史の授業がないことであ

る。歴史を学び始めるのは中等

段階Ⅰの第 7学年（日本の中学

1年生）だ。 

あるMuseum の職員さんの話の

よると、ドイツでは子供にトラ

ウマを植え付けないためにも歴

史は分別のできる年齢になって

から教えるという。確かにドイ

ツのMuseum で見かけた学生グ

ループは中学生～高校生のよう

に見受けられた。 

  

 

 

 日本では中学と高校でそれぞれ 1回ずつ通史を学ぶが、ドイツでは中等段階Ⅰの第 7学

年から第 9ないし第 10 学年までの 3～4 年をかけて、古代から現代までの歴史を学ぶ。中

等段階でひととおり通史を学んだ後、中等段階Ⅱでも歴史の授業が行われるが、中等段階

Ⅱでの授業は細分化されたテーマごとに深く学ぶことに重点がおかれる。したがって、通

史を学ぶのは中等段階Ⅰの 3～4 年である14。 

 

 

 このようにドイツでは歴史学習に 3～4 年という時間を割き、現代史を特に重要視する

傾向があるという。第 9学年から 1年かけ 20 世紀の時代、2つの世界大戦からドイツ統

一までの歴史を学ぶ15。その中でもとりわけ時間を割いて学ばれるのがナチ時代の歴史

                                                
14 川喜田『シリーズ・ドイツの現代史Ⅳ ドイツの歴史教育』、2005 年、15 頁 
15 岡『忘却に対抗するドイツ－歴史教育から「記憶の文化」へ』、2012 年、24 頁 

図 2；ドイツの学校体系 

（ 
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だ。例えば、歴史教科書『発見と理解16』（ヘッセン州版）の第 4巻においては、ナチ時代

について約 50 ページに渡り記述がある。この教科書の本文の全体は 151 ページであるた

め、ナチ時代について扱う部分は全体の丁度 3分の 1にあたる17。このことからもドイツ

の歴史教育において現代史が重要視されていることがわかる。 

 そしてドイツにおける歴史教育の最も重要な目的の一つとなるのが「歴史を批判的に見

る」ということだ。現代のドイツ人学生に求められているのは過去のドイツが起こした戦

争犯罪の責任を直接背負うことではない。年月を経て歴史を相対的に見られる世代だから

こそ、一つの「過去の歴史」として戦争犯罪を捉え、記憶を伝えていくことが求められ

る。戦争を直接体験した世代の中には繰り返し叫ばれる過去の克服に対し、倦怠感を感じ

る人も少なくない。年月の経過に伴い変化する戦争の歴史との距離感は、学生の学習姿勢

にも影響を与えているのだ。そこで重要となるのが上記した歴史を批判的に見る姿勢だ。

歴史を単に学び暗記するだけでは、なぜ過去の過ちは起きたのか本質に触れることは難し

い。その歴史事象の問題点を指摘し、問いを投げかけ、さらにその問いに対する答えを自

ら考える18。 この過程を経ることによって、また違う観点からドイツの歴史に向き合うこ

とを可能とするのだ。では、実際にはどのような歴史学習が行われているのか。次の節で

その取り組みに触れながら、ドイツにおける展示、Museum の考察に移っていきたい。 

 

第３節	 ドイツにおける展示、Museumの考察 
 さて、本研究旅行で最も数多くのMuseum を訪問したのが、このドイツである。計６

つのMuseum を巡ることができた。筆者の卒業論文の調査・情報収集を兼ねているた

め、研究旅行前にドイツにおける教育状況や現場の様子は比較的仮説を立てていた。それ

と今回実際に直面したMuseum 事情を照らし合わせて考察していきたい。以下、簡単で

はあるが、研究旅行実施前に立てた仮説である。 

⑴来場者の多くは学生グループ、主にドイツ人学生。 

 州ごとに詳細は異なるが、歴史教育が重要な科目として位置付けられているため、多く

の学生が授業の一環としてMuseum を訪問しているであろうという想定。 

⑵展示物の多くはドイツの加害の歴史を描写。 

 第二次世界大戦中のナチスドイツによる加害の歴史を主要な題材として扱うMuseum

が多いのではないかという仮定。ドイツの被害の歴史として、第二次世界大戦後の「ドイ

                                                
16 ドイツの大手教科書出版社であるコーネルゼン社が第 10 学年の生徒に向けて出してい
る歴史教科書。 
17 川喜田『シリーズ・ドイツの現代史Ⅳ ドイツの歴史教育』、2005 年、14-15 頁 
18 岡『忘却に対抗するドイツ－歴史教育から「記憶の文化」へ』、2012 年、25-26 頁 
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ツ人の追放19」の歴史もあるが、被害者的観点からの展示は世界各国からの評価に影響す

るためあまり見られないと考えた。 

 以上の二つを考慮し、訪問したMuseum の内容や特徴を述べながら論考していこう。 

 まず初めに、6つのMuseum を訪問し感じたことは、日本や他の国に比べ無料で入れる

Museum が多い、ということだ。以下の表を見てほしい。これは今回筆者が訪問した

Museum の入場料とオーディオガイドなどの料金を表にしたものである。 

 

●各 Museum 及び施設における入場料とオーディオガイドの有無 

国、地域 施設名 入場料 オーディオガイド 

ドイツ（ベルリン 情報センター 無料 €３20 

） テロのトポグラフィー 無料 － 

 ドイツ抵抗運動記念館 無料 無料 

 ベルリンユダヤ博物館 €８ €３ 

ドイツ（ミュンヘ NS ドキュメントセンター €2.5*21 無料 

ン） ダッハウ強制収容所 無料 €2.5* 

ポーランド ワルシャワ蜂起博物館 20PLN* 10PLN 

（ワルシャワ） ポーランドユダヤ人歴史博物館 15PLN* 10PLN 

 55 シェンナ通り － － 

ポーランド シンドラー工場博物館 18PLN* － 

（クラクフ） アウシュヴィッツ強制収容所 無料 － 

チェコ（プラハ） ゲットー地区 320Kč* － 

 テレジーン強制収容所 170Kč* － 

 国立博物館 無料 － 

 聖ツィリル・メトデイ正教大聖堂 無料 － 

  

 一目見てわかるように、無料で入館可能なMuseum の数は圧倒的にドイツが多い。ベ

ルリンユダヤ博物館に関しては、歴史を伝える資料館というよりは、ユダヤ人のアーティ

ストや現代美術の作品を展示する現代美術館という色が強いため有料であったと推測でき
                                                
19 第二次世界大戦末期から戦後にかけて東欧一帯からドイツ系住民が強制的に移住された
こと。 
20 €１=130 円、１PLN=30 円、1Kč=5 円として計算できる（2018 年 11 月 20 日現在）。 
21 表中で使用する「*」は割引料金を示し、主に学生、25 歳以下である。通常料金の半額
以下または 3～4 割程度の割引が適応される。 
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る。このMuseum は二つの建物、独特な形が特徴的な現代建築「Libeskind Building」と

古い「Old Building and Museum Gardenzx」から構成されている。Libeskind Building

の 1 階部分にはホロコーストの記憶を残すため、多くのユダヤ人から寄付によって集まっ

た遺物や思い出の品が展示されている。この

Museum の展示物の多くは寄付により賄われ

ているようだ。そして 2階部分では主に虐殺

された家族を持つアーティストや実際に自身

もユダヤ人であるアーティストたちの作品が

展示されている。特に印象に残ったのが

Menashe Kadishman というユダヤ人アーテ

ィストの「Shalekhet」「Fallen 

Leaves（落ち葉）」という作品だった

（写真 1）。この作品は鉄で作られた１

００００以上の顔だ。床一面を顔が埋

め尽くしている。その顔はよく見ると大きさ、鼻や目、口の形まで何一つとして同じもの

はない。その顔の上を私たちは歩くことができ、歩くたびに「からんからん」と乾いた鉄

の音が無の空間に響き渡る。その音は無実のユダヤ人の叫びや鳴き声のようにも聞こえ

た。また暗く冷たい空間、床は鉄の顔でボコボコしているためとても歩きづらく気をつけ

ないと転びそうになる。足取りも重くも感じる。収容所までも物理的には全く異なるがこ

のような道のりだったのかもしれないと考えながら歩いた。ここの作品は抽象的なものも

多かったので単に美術館として楽しむことも、また作者の背景を考えた上で彼らの胸の内

を考えることもできる。そしてもう１つの「Old Building and Museum Gardenzx」で展

示してあるのは、現在多くのユダヤ人が暮らすイスラエルのエルサレムだ。入った瞬間目

に飛び込んでくる 3枚の大きなスクリーンには Jerusalem での２４時間、日常生活が映し

出され、次の部屋からはイスラエルの歴史が時系列で並べられている。この展示を通し、

文化や宗教、姿は違えども、私たちとなんら変わらぬ生活がそこにはあり、民族や人種が

違うからといって迫害していい理由にはならないという強いメッセージが示されているよ

うであった。展示はシンプルに言えばユダヤ人、そしてイスラエルの紹介が主な博物館で

あったが、彼らも同じ人間だと強く証明する意味があると感じた。また NS ドキュメント

センターのように、入場料はかかるがオーディオガイドが無料で借りられる等のサービス

が充実したMuseum も多い。このMuseum はかつてナチスの党本部「Brown House」の

跡に建設された。今回無料で借りられたオーディオガイドは今まで訪問した施設の中で最

も興味深いものであった。まずは言語の豊富さだ。ドイツ語、英語、ヘブライ語、アラビ

写 真 1 ； Menashe Kadishman に よ る 

Shalekhet（2018年 10月 11日、筆者撮影） 
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ア語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語の 10

ヶ国語だ。そして特筆すべきがさらにガイドの内容である。「Over view of the 

Permanent Exhibition」「Tour for Young People」「Tour for Children」「Anti-

Semitism」と四つに分かれ、ガイドの内容が異なっていた。試しに子供向けのものを聞い

てみると「Hi! I’m Lina.」「Hi! I’m Alex!」と 2 人の子供の画像と、この施設を紹介して

いくよ！と声が流れた。全体の紹介ガイドとは異なり、すべての展示について説明するの

ではなく、幾つかをピックアップして説明しているようだった。中には過激な展示もある

ので年代や見たい目的によって案内の内容も臨機応変に変更する工夫が見られた。また、

反ユダヤ主義のガイドもそれに纏わる展示、33 あるテーマのうち 23 のみのガイドになっ

ていた。このように、訪問者によって適当なガイドを提供できる仕組みであり、興味深か

った。さて、ドイツのMuseum における特徴へ戻ろう。さらに、これは全ての国に対し

ても言えることなのだが、割引対象となり、本来よりかなり安い料金で利用することがで

きる場所が多かった。以上の２点から、ドイツでは金銭的に余裕のない学生でも積極的に

学習に取り組める環境を提供していることがわかる。勿論これは学生のみを対象とした取

り組みではなく、加害の歴史を「過去のもの」として薄れさせないために世界中の人々に

発信するためのものでもあると考えられるだろう。実際にMuseum を訪れる人々は多く

が海外からの観光客であった。では実際の来場者の内訳や現状はどうなっているのだろう

か。以下は筆者が訪問し、取材に応じて下さったMuseum の職員の話や直接入手した来

館者にまつわる情報である。この情報を参考にしながら見ていこう。 

 

【Topography of Terrors/テロのトポグラフィー】 

Q1；2017 年の来場者数、国籍、年齢等について教えてください。 

A1； 2017 年には 130 万人の来場者があり、大部分が英語とスペイン語話者の観光客で

あった。そして 1年間でおよそ 3000 グループを案内した。その３分の２が 14～17 歳の

学生であった。 

Q2；学生グループについて。どこの国の学生が多いか？ 

A2；ほとんどがドイツ人の学生であるが、どこの州の所属が多いかは分類していない。そ

の他の国からはイギリスやフランス、イタリア、そしてさらに多くの国の学生が訪れる。 

Q3；ドイツの教育制度に則り、何か特別なサポートを実施しているか？ 

A3；学生へのセミナーや案内は無料で開催している。また無料で施設や歴史にまつわる資

料の配布も行っている。 

【Jewish Berlin Museum/ベルリンユダヤ博物館】 
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以下は、Jewish Berlin Museum の職員から頂戴した資料『Jahresbericht 2015/201622』

に基づくデータである。 

 

 2016 年は 663,267 人が来場。来場者のうち 12％がグループであり、その数は 5930 グ

ループ（81,000 人）に上り、多くは教育プログラムによるものである。グループのうち

61％が学生の団体と大部分を占め続けている。ほとんどの学生グループはベルリン

（26％）とベルリン外の州（49％）から来てる学生で、4分の 1は海外からの学生だ。入

館者の 5％はベルリン、1％がブランデンブルグ、17％がその他の州からであった。77％

の中でも、外国からの訪問者はさらに

増えている。国外からの訪問者のう

ち、大方はフランス（11％）、イギリ

ス（11％）、イタリア（10％）、オラ

ンダ（6％）、スペイン（6％）、そし

てアメリカ（6％）だ。 

 

 実際にこのベルリンユダヤ博物館を

訪問した際はかなり多くの学生グルー

プとすれ違った（写真 2）。ガイドの話に

聞き耳をたてるにドイツ語であることか

ら、総じてドイツからの学生が多いよう

だ。どの学生も真剣にガイドの話に耳を傾け、時々ガイドが子供達に質問を投げかける様

子も見られた。ここである一人のガイドさんとお話しをする機会があった。彼はガイドを

する際、子供達に「自分の頭で考える時間」を与えることに重心を置いているという。以

下はそのガイドさんから聞いた話の要約である。 

 

 単に展示を見て回るのでは情報をインプットするだけの、教科書から学ぶ座学とそう大

差ない。歴史の遺産を目の前にし、当時の様子を体感できるMuseum だからこそ得られ

る感情を大事にしてほしい。そして実際にその展示を見て何を感じたか、なぜこのような

歴史が生まれたのか。自分の疑問を周りの人と共有し、考えることがこのような特別なプ

ログラムの意義になっていると思う。（ベルリンユダヤ博物館ガイド、30 代男性、

2018/10/11） 

                                                
22 Jewish Berlin Museum『Jahresbericht 2015/2016』、20 頁 

写真 2；ガイドの話を熱心に聞く学生

（2018年 10月 11日、筆者撮影） 
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 以上のことから、ドイツでは多くの学生グループが自国の歴史を知るためにMuseum

を訪問しているようだ。特に日本で高校生に当たる年代の子供達が多く見られた。

Museum 側の提供資料からも読み取れる通り、どちらのMuseum も来場グループの 3分

の 2以上が学生であることがわかる。さらに、ドイツ国内からだけでなく、イギリスやイ

タリア、フランスといった近隣諸国からの学生グループも少なくはない。この歴史につい

て興味があるのは世界共通であることが窺える。ただ、入場料やオーディオガイドなどの

設備を充実させたり、ガイドやセミナーの実施といったサポートがなぜ実現できているの

か、それを可能にする財源や教育予算の出処までは到達できなかったため、そこは今後の

課題としたい。そして、日本でも学生が記念館や資料館を訪問する光景は見られるが一つ

だけ異なる点がある。それは学生の年齢層だ。例えば広島平和記念資料館を例に挙げる

と、この施設への平成 29 年の総入館者数の 19.2％に当たる 321,938 人（4,554 団体）が

修学旅行等で訪れた学生だ。その内訳というのが、140,505 人（2,472 団体）が小学生、

91,044 人（1,073 団体）が中学生、90,389 人（1,009 団体）が高校生と、小学生が 5割

以上を小学生が占めていることがわかる23。これは日本とドイツの歴史学習の目的の違い

が影響しているのではないかと推測できる。学生自身に考える時間を与え、自分の価値判

断に従い評価できるようになることをドイツでは重視している。これはドイツの教育制度

やガイドの話からわかることだ。そのためその分別をつけられる年齢、すなわち高校生の

割合が多いのだろう。筆者自身も小学校の修学旅行で長崎の原爆資料館を訪れ、平和学習

に取り組んだ。しかしまだ歴史を学び始めたばかりの小学 6年生で完全に理解し、自分の

頭で考えるには至ることは困難であった。もし日本での歴史学習をより充実したものにす

るならば、この「学習のタイミング」も大切な要素となるのではないだろうか。そのため

にも教師や大人、与える側による歴史の取捨選択や学ばせる年齢のタイミングなど、適切

な判断が必要になってくるのだ。 

 

 そして⑵で仮定していた通り、ドイツでは加害の歴史を主に扱うことがわかった。加害

の象徴であるホロコーストを題材に扱うMuseum は非常に多い。ドイツがユダヤ人に対

してどのような迫害を行ったか学ぶには「Memorial to the Murdered Jews of Europe 

Field of Steal and Information Center/ 虐殺されたヨーロッパのユダヤ人のための記念

碑と情報センター」が効果的であろうと感じた。これは、ベルリンの中心にあるホロコー

ストの記念地と情報センターであり、ペーター・アイゼマン（Peter Eisenman）のデザイ

ンの元、2005 年 5 月 12 日に一般公開された。この記念碑のある広場には、コンクリート

                                                
23 広島市『広島平和記念資料館 総入館者数及び修学旅行等団体入館者数等』参照 
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製の石碑が 2771 基も並び、この広場の広さはお

よそ 1万 9000 平方キロメートルにも及ぶ（写真

3）。展示は様々な観点からナチスドイツのホロ

コーストにフォーカスしており（時系列、犠牲に

なった家族と背景、各国内収容所や迫害の起きた

地域、家族の手紙や日記等）、特に犠牲となった

ユダヤ人に重点が置かれていた。単に虐殺された

ユダヤ人の数が淡白な数字で示されるのではな

い。家族の収容される前の生活、職業、家族構

成、関係性など彼らの人生を鮮明に想像できる展

示が多く、その人の人間として生きた時間、命の

重さを感じた。『Room of Dimensions/ 次元の

部屋』では 15 人の犠牲者による手紙や日記、メ

モ書きが展示されている（写真 4）。「もう自分

は君たちには会えないだろう、何か困ったことが

あればここに行け。」「私はもうここで死ぬしか

ないの。I end.」で終わる手紙からは同じぐらい

の年齢の子が描いたものもあったが、まだ若いのに

もかかわらず自分の人生は終わると嘆くとても大き

な絶望が感じられた。壁に見られる数字は各国にお

けるユダヤ人の被害者数である。また「名前の部屋（Room of Names）」という部屋で

はヨーロッパで殺害された、若しくは行方不明になった人達、一人一人に纏わる話が聞け

る。全員分を聞くにはなんと約 6年 7 ヶ月 27 日間必要らしい。全体的に展示には易しい

英語が使われており、理解しやすかった。しかし筆者の想像以上に、一言で「加害の歴

史」と言っても、ドイツのMuseum では非常に多くの観点から歴史へアプローチしてい

ることがわかった。もう１つの興味深い観点として、「Topography of Terrors/テロのト

ポグラフィー」での展示に触れたい。ここでの展示は「ナチスドイツ」からの観点であ

る。1933 年から 1945 年の間に迫害の中心となったナチ党の総本部が、1939 年にゲシュ

タポ（秘密警察）、SS、 SD の本部が設置された跡地に建てられた施設。ナチ党がドイツ

の独裁政権になるまでの流れを解説した外部展示とナチ党の内部の仕組みやヒムラーやハ

インリヒなどヒトラーの忠臣に関するもの、各地域どのような活動をしていたかなどより

詳しく説明した情報センターの２つの展示場がある。組織が保存していた資料が元になっ

ているため、非常に多くの写真や詳しい記述が見られ、ナチ党の内部を知るために最も重

写真 3；2771 基にも及ぶ記念碑

（2018年 10月 7日、筆者撮影） 

写真 4；次元の部屋（2018年 10

月 7日、筆者撮影） 
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要なMuseum であった。特にドイツ以外の各

地域（クラクフやワルシャワやプラハ、他の地

域等）でどのような活動をしていたかの展示で

は、笑顔でユダヤ人の髭を切る党員の姿（写真

5）や、収容された人々を一列に並べ横から順

に銃殺していく様子（隣の人が一発で死ななか

った場合はその人が死ぬまで待たされ、順に殺

される）、首吊り台に登り、用意され、殺され

るまでを写した三枚続きの写真など、目を覆い

たくなるような展示があった。しかしドイツ側

の加害の歴史を語る一方で、１つ気になる点が

あった。彼らに関する情報センターなので当た

り前だが、余りにも「ナチ党が」「ヒトラー

が」「SS が」など強調した展示なので、全て彼らに責任があるような、そこに所属してい

ない人々には罪がないような錯覚に陥ることである。実際にはそれを支持し、独裁政権へ

と持ち上げたのは国民であり、彼らの意志でもある。その背景があったことを忘れてはい

けないし、それを踏まえた上で過去と向き合っていく必要があると感じた。 

 普通であれば加害の歴史をオープンにし、伝えていくことには相当な覚悟を要するだろ

う。その歴史を伝える中でも、受け取る側に様々な観点の選択肢を与え、偏った歴史の受

け取り方を未然に防ぐ仕組みを形成している。ユダヤ人、ナチスドイツ、ホロコースト、

強制収容所等、多くの観点からドイツの歴史に触れている。またどのMuseum において

も共通する目的は負の歴史を褪せさせることなく後世に伝えることである。ただ展示を行

うのではなく、ガイドや来場しやすい工夫を行うことによりより多くの人々にドイツの歴

史を知ってもらおうとする姿勢に、この国の硬い信念を感じた。ただ、現在は加害の歴史

を主に扱っているため、今後はドイツ人の中でも第二次世界大戦後のドイツ人の追放によ

り「被害者」となったドイツ人の「被害」及び歴史を世界へどのように発信していくのか

非常に興味深い部分である。 

 

第２章	ポーランドにおける歴史認識と教育 
第１節	 ポーランド、そしてワルシャワ、クラクフの概要 
 さて、本研究旅行において筆者が最も関心を持っていた国が、この章で紹介するポーラ

ンド共和国である。中央ヨーロッパに位置し、約一週間かけて、ワルシャワ、そしてクラ

写真 5；ユダヤ人の髭を切るナチ党

員（2018年 10月 8日、筆者撮影） 
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クフを巡った。初めにワルシャワについてだが、人口は 1,764,615 人24、ポーランドの首

都である。『戦場のピアニスト25』で知られるゲットーの中でも最大規模のワルシャワゲッ

トーを有した街であり、現在もその跡地が見られる。古都クラクフの人口は 762,508 人
26、17 世紀初頭にワルシャワに遷都するまではポーランド王国の首都であった。第二次世

界大戦中にはナチスドイツが設置したクラクフ・ゲットーが置かれ、多くのユダヤ人が強

制的に居住させられた。またポーランドはナチスドイツと非常に深い関係を持つ国であ

る。第二次世界大戦中の独ソ不可侵条約により、ドイツとソ連に分割されたポーランドは

国家を失い、2カ国の占領下に置かれる。ナチスドイツが迫害し、ドイツから追放しよう

としたユダヤ人を集め、殺害する収容所を多く作ったのがここ、ポーランドであった。誰

もが聞いたことがあるであろう、アウシュヴィッツ強制収容所も、ここポーランドにあ

る。 

 

第２節	 Museum訪問を通しての考察 
 今回の研究旅行では、シンドラー工場博物館、ポーランド・ユダヤ人歴史博物館、そし

てワルシャワ蜂起博物館の３つのMuseum を訪問した。この３つのMuseum の訪問を通

して感じたことが３つある。「最低対象年齢の低さ」、「体験型展示物の多さ」そして「抵

抗の歴史を顕示する姿勢」だ。以下、１つずつ考察していきたいと思う。 

 

①「最低対象年齢の低さ」 

ドイツ、チェコで施設を訪問した際は幼くとも、大方中学生～高校生ほどの学生しか見ら

れなかった。子供の目に触れるには残酷すぎる展示が多く、トラウマを植え付けることが

ないようにだとドイツでお話を伺った職員の方が言っていた。その一方で、ポーランドで

は小学校低学年ほどの幼い子供たちの姿を見ることができた。一見、この類のMuseum

は子供にとって理解が困難な内容でありそうだが、ここでは子供達を対象とした展示も確

認できた。例えば、ワルシャワ蜂起博物館だ。この博物館では 1944 年に起こったワルシ

ャワ蜂起に着目したMuseum であり、入り口を抜けるとすぐにワルシャワ蜂起までの歴

                                                
24 City Population『Poland;Warsaw』、< https://www.citypopulation.de/php/poland-
warsaw.php>、 2018/11/21 アクセス 
25 2002 年に公開された、ウワディスワフ・シュピルマン（ユダヤ系ポーランド人のピア
ニスト）の体験記を元に製作された映画。第二次世界大戦中のナチスドイツによる占領時
期のワルシャワが舞台であり、劇中にはゲットー内での強制労働や逃亡生活が描かれる。 
26 World Population Review『Krakow Population 2018』、< 
http://worldpopulationreview.com/world-cities/krakow-population/>、 2018/10/21 ア
クセス 
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史が描かれた展示が入館者を迎える。このMuseum には「The room of the Little 

Insurgent/ 小さな蜂起兵の部屋」という部屋がある。この部屋では、幼い蜂起兵や当時の

子供達の体験談が展示してあり、子供達はこの展示物を介して、どのような価値観で戦争

が行われたのか、どれほど残酷なことがあったのかなど学ぶことができる（残念ながらそ

の時はある学生グループが使用中だった為、中に入ることはできなかった）。またクラク

フで訪問した「Schiendler’s Factory/シンドラー27工場博物館」でも子供向けの展示が確

認できる。このシンドラー工場博物館はクラクフのユダヤ人地区、かつてシンドラーの琺

瑯工場があった場所に建てられたMuseum であり、第一次世界大戦終了後、独立したポ

ーランドの歴史から始まり、主にドイツ軍によ

るクラクフの占領時代にフォーカスした展示が

されている。ドイツ軍に支配されたクラクフで

は「ドイツ化」が進められた。道や駅の名前は

ドイツ語表記に変わり、クラクフで英雄とされ

る人物の銅像も破壊された。取り外されたポー

ランド語表記の道の名前の標識（写真

6）は、ドイツ人のエゴにより名前を変え

られ「ドイツ化」されたポーランドの象

徴であったと言えるだろう。徹底的なユ

ダヤ人排斥も始まり、プロパガンダのための「笑顔でヒゲを剃られるユダヤ人の写真」も

見られた。Museum の中には虐殺された人々の屍や処刑現場といった過激な写真や資料が

展示されることもあるが、そのような場合には子供の目に触れないよう、子供の身長より

高い位置に設置する工夫が見られた（写真 7）この展示は奥行きのあるケースを覗き込む

ことにより、初めてこの写真を見ることができる（写真 8）。 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 有名な『シンドラーのリスト』のモデルになった人物であり、彼の工場で雇うことによ
り、多くのユダヤ人の命を救った。 

写真 7；子供の身長よりも高い位

置に設置された展示（2018年

10月 16日、筆者撮影） 

写真 6；取り外されたポーランド語表記の

標識（2018年 10月 16日、筆者撮影） 
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②「体験型展示物の多さ」 

 

 ドイツ、チェコと比較するとただ年次ごとに歴史を並列したり、関連する写真や資料を

展示したりするのではなく、当時の様子を忠実に再現した部屋（写真 9）や、実際に体験

できる展示が多いように感じた。例えば、シンドラー工場博物館には当時のゲットーと同

じ高さの壁が部屋を囲み、実際に自分がゲットー内にいるような錯覚を覚える（写真

10）。また、ワルシャワ蜂起博物館にて施設を見学する子供達の中には、楽しそうにワル

シャワ蜂起前後の様子が描かれた日めくりカレンダーを集める姿が見られた。これは一

見、カレンダー集めが目的になっているが、結果的に紙に書かれた内容を読むことで自動

的に歴史学習に繋がる。「読む・見る」といった受動的方法だけでなく、「触れる・体験す

る」といった能動的な学び方、そして「エンターテイメント性」も重視されるのみなら

ず、小学生やそれ以下の幼い子供たちにとっても遊び感覚で楽しめ、同時に学べる場所を

目指しているからではないかと考えられる。 

 

③「抵抗の歴史に対する顕示的姿勢」 

これは展示物やオーディオガイドの説明の中から印象を受けた。ポーランドは長年に渡り

写真 8；処刑現場の写真（2018

年 10月 16日、筆者撮影） 

写真 10；ゲットーを模した部屋

（2018年 10月 16日、筆者撮影） 

写真 9；当時の理髪店を再現した部屋

（2018年 10月 16日、筆者撮影）  
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様々な権力に支配され、侵蝕を受けてきた歴史を持つ。そのため蜂起や抵抗運動といった

実例が多いのも当然だろう。その歴史について説明する際、印象的だったのが使用される

言葉だ。説明の中ではしきりに「英雄的な…」「自由のための勇敢な戦いが…」といった

先人の業績を礼讃するワードが用いられている。これはポーランド国内のどの博物館にも

共通したことで、ドイツ、チェコのMuseum を巡ってきた後であったからか、より顕著

に感じられた。 

 

 以上、３つの特徴を列挙したが、この特徴にはこの国の国民性、「愛国心の強さ」が影

響していると考察できる。一般的に、ポーランド人は愛国心が強く、またポーランド人と

しての民族意識、すなわちアイデンティティを強く保持していると言われている。この国

民性は地政学的状況に起因している28。国境がドイツやロシアといった敵対的な強国と接

することから、分割統治29やナチスドイツによる支配により離合集散を繰り返してきた歴

史を持ち、一時は 123 年にも渡って、欧州の地図から名前が消去された時代もあった。し

かしこの間にも「国家」は滅びるが「民族意識」は常に存在し続けた。幾度となく繰り返

される支配に対しても屈することなく再興を成し遂げてきたのだ。このことはポーランド

人の作家ステファン＝キェニェーヴィチによる「歴史家と民族意識」の中でもこのように

記述されている。 

 

 

 民族意識は失われて間もない国家的独立と結びつかざるをえなかった。分割時代におい

て、民族的自覚のあるポーランド人とは、この独立喪失に同意しない人を意味した。また

自らの国家を奪われても、自己の言語的、文化的独自性を保持しようとする願望自体、民

族的意識の表明でありえた。さらにポーランド民族性を守り、強化しようとする態度は、

より高次の民族意識であったし、時に合法性の衣をまとい、しばしば革命＝蜂起の形態で

噴出する独立闘争への積極的参加となると、もっと高度の民族意識の表明であった30。 

 

 

                                                
28 中川、松川『ヨーロッパ史研究の新地平』、2000 年、347 頁 
29 18 世紀後半、ポーランド・リトアニア共和国がロシア、プロイセン、オーストリアの 3
カ国によって分割され、国家を消滅させたこと。 
30 ステファン『歴史家と民族意識－ポーランドの民族的伝統についての省察－』、1989

年、75 貢 



研究旅行要旨 

 このことから、国家という存在が消滅しても尚、ポーランド人としての民族的意識を存

続させようとしていた姿勢が窺える。蜂起もまた民族意識を把持する方法の１つとして考

えられていたのだ。そのため抵抗の歴史を讃称することは自然なことなのかもしれない。

また先人たちの勇気ある行動を伝達することは、彼らへの礼讃であるとともに民族的意識

の継承行為である。この考え方が 1、2 に通じ、大勢の人が訪問しやすいMuseum を形成

していったのではないだろうか。 

 

第３章	チェコにおける歴史認識と教育 
第１節	 チェコ、プラハの概要 
 中央ヨーロッパに位置するチェコ共和国、日本ではあまり知られていないマイナーな国

である。筆者は大学 3年次から４年次にかけてプラハのカレル大学へ留学していた。この

研究旅行の題材であるドイツの戦後処理や歴史教育に興味を持ったのもこの留学が大きな

契機となった。今回滞在したプラハはチェコのやや北東に位置しており、人口は 129 万人
31。年間 7,152,389 人（2016 年）もの観光客が訪れ、ヨーロッパを代表する観光都市だ。

プラハといえば「プラハの春」を想像する人が多いかもしれない。だが、それ以外にもた

くさんの魅力を持つのがプラハだ。戦火を免れ、様々な年代の建造物が残る旧市街の街並

みは世界遺産に登録され「百塔の街」「世界遺産の街」と呼ばれている。ドイツのイメー

ジが強いビールも、実はこのチェコが消費量世界一を誇る。今や観光客の溢れる観光都市

となり、一見煌びやかなプラハにも実は第二次世界大戦中にはナチスドイツに支配された

暗い歴史もある。今回はその暗い側面に着目し考察を進めてきたい。 

 

第２節	 ナチスドイツとチェコの関わり 
 Museum の考察に移る前にここでも簡単にナチスドイツとチェコの関係を整理したい。

今回、チェコ国内で訪問したMuseum はプラハにあるユダヤ人地区、テレジーン強制収

容所、聖ツィリル・メトデイ正教大聖堂、国立博物館の全部で 4つだ。いずれもナチスド

イツに関連のある場所である。プラハの旧市街広場のすぐそばにある Josefov（ヨゼホ

フ）と呼ばれる行政地区はかつてゲットー32であった場所として知られている。現在もシ

ナゴーク33や墓地、ユダヤ教に纏わる資料館などが残っている。かつてそこに居住してい

たユダヤ人たちは第二次世界大戦中のドイツによる占領時、ナチスドイツにより強制収容

                                                
31 外務省『チェコ共和国基礎データ』、
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/.czech/data.html >、2018/11/24 アクセス 
32 ユダヤ人が強制的に住まわされた居住地区。ヨーロッパの様々な都市に存在する。 
33 「集会所」を意味するギリシア語の synagoge が語源であるユダヤ教の会堂。 
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所へ送還された。その送還先であったのがテレジーン強制収容所だ。そしてナチスドイツ

に抵抗しようと立ち上がったチェコ人の亡命軍がナチス親衛隊、SS と直接対決したのが聖

ツィリル・メトデイ正教大聖堂である。国立博物館の展示はチェコの歴史を包括的に紹介

しているため上記３つのMuseum で見られた展示の一部が収蔵してあった。また、ナチ

スドイツは 1938 年のミュンヘン会談にてチェコスロヴァキアのズデーテン地方を併合し

た。これは当事者であるチェコスロヴァキアの代表が不在にも関わらず、「これが最後の

領土要求である」と演説するヒトラーの言葉に、イギリス、フランス、イタリアの代表た

ちが宥和政策34を元に合意したため完成した。結果的に北のドイツと国境を接するズデー

テン地方はドイツの占領下に置かれ、多くのチェコ人が迫害された。戦後は再び多くのド

イツ人がこの場所から追放され、「追放されたドイツ人」として、被害者となる歴史もあ

る。このことを踏まえ、Museum の考察に移ろう。 

 

第３節	 Museum訪問を通しての考察 
 チェコ国内のMuseum を訪れ、感じた特徴としては他国と比べて「自国の歴史に消極

的である」ということである。これはどういうことかというと、例えば ANTHROPOID

（エンスラポイド作戦）はナチスドイツの幹部に対して実行した暗殺作戦の中で唯一成功

したものである。普通であれば抵抗の歴史、勇敢なチェコ人の歴史として大々的に取り上

げるであろう。にも関わらず、教会の地下のごく一部でしか紹介していない。これはプラ

ハにある「聖ツィリル・メトデイ正教大聖堂」で見られる展示だ。この教会はエンスラポ

イド作戦、最後の舞台となった場所である。そもそもエンスラポイド作戦はベーメンメー

レン保護領の副総督であったラインハルト・ハ

イドリヒを暗殺するため、イギリスのチェコス

ロヴァキア亡命軍７名によって実行された秘密

作戦である。筆者は 2016 年に制作された映画

『ハイドリヒを討て！「ナチの野獣」暗殺作

戦』（原作名；Anthropoid）によってプラハで

もナチスドイツに抵抗し、勇敢に戦った人々が

おり、現在もその教会が資料館として当時の史

実を伝えていることを知った。現在はこの教会

の地下室が資料館となっており、一階部分から

                                                
34 外交上の譲歩によって戦争を極力避け、平和を維持しようとする動き。イギリスのネヴ
ィル・チェンバレンによって提唱されたが失策と言われている。 

写真 11；地下への隠し扉（2018

年 10月 23日、筆者撮影）  
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地下への扉（写真 11）は閉鎖されていた。この日は平日のお昼にも関わらず、決して広い

とは言えない教会地下部分の資料館に多くの人々が訪れていた。入るとすぐにエンスラポ

イド作戦の一連の流れがパネルで展示してある。チェコスロヴァキアがミュンヘン会談

（ドイツ、イギリス、イタリア、フランスの首脳がドイツのミュンヘンに集まり行われた

国際会議）によって、ドイツの保護領となった 1938 年９月から始まり、暗殺者が SS と

この教会で銃撃戦を行う 1942 年の６月まで続く。事実、ラインハルト・ハイドリヒは彼

らの襲撃の後亡くなり、ナチスドイツ幹部の暗殺作戦の中で唯一成功した作戦となった。

しかし、同時に多くの犠牲者も出した。Lidice と Ležáky という小さな村の、合わせて

1300 人ものの人々が証拠はないのにも関わらず作戦に協力したとして殺された。地図上

から抹殺されたのもその一つだ。また、映画でこの出来事の流れは把握していたが物語に

は組み込まれていないエピソードも知ることができた。例えば、主人公 Jozef Gabčík が

作戦実行の為に利用し現場に残した自転車があり、その自転車を回収した 14 歳の

Jindriska Nováková（インドリスカ・ノヴァーコヴァー）も逮捕されマウントハウゼン収

容所で銃殺された。また彼らを匿っていた教会の関係者らも公共裁判にかけられ、マウン

トハウゼンで処刑された。ここでは映画には描かれない事件の悲しいその後やその当時の

自転車や帽子などといった現物も見ることができる。改めて戦争の卑劣さ、そして勇敢に

戦ったチェコ人のこと、当時のチェコでの様子が知れる場所であった。これはチェコの歴

史的にも重要な出来事であるにも関わらず、展示の規模としては非常に小さいものであっ

た。これはポーランド後に訪問したため、顕著に感じたのかもしれない。テレジーン強制

収容所も同様に、ドイツのダッハウ強制収容所、ポーランドのアウシュヴィッツ強制収容

所と比べると設備の保存状態やツアーの実施、展示の工夫、オーディオガイドの貸し出し

等のサービスを考慮すると少し引けを取っているように感じた。チェコは歴史教育に関し

てあまり積極的ではないのだろうか。 

 結論から言うとこの問いに対する明確な答えを出すことはできなかったのだが、取材を

行ったチェコ人の意見をもとに一つの考察が立てられた。以下、取材の話をもとに考察を

行う。 

 

チェコのMuseum を訪問したがあまり他の国と比べ積極的な姿勢ではないように感じ

た。そのことについてどう考えるか？また、チェコ人は自国の歴史についてどのような認

識を持っているか？ 

 第二次世界大戦中にナチスドイツに支配され、戦後は共産主義の歴史を持つが歴史の授

業では被害者となった第二次世界大戦中の歴史を中心に学んだ。教師は共産主義について

あまり触れたくないように見える。第二次世界大戦中の歴史であっても、被害以外の歴史
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にはあまり積極的ではない。特にミュンヘン会談が契機となり、その後問題になった「ド

イツ人の追放」は「加害側」の歴史であるため未だ議論が残り、授業では概要を学ぶ程度

に収まっている。Museum で積極的に感じない理由は「支配されていた」という事実をあ

まり公にしたくないからではないだろうか。（学生、チェコ人、26 歳男性、2018/10/22） 

 

 多くのチェコ人は自身を被害者であると考えることを好む傾向にある。実際にチェコ国

内で物理的な戦いが起きたのは 1866 年が最後だ。第一次世界大戦、第二次世界対戦とも

に直接的な戦争の被害は受けなかった。また、チェコ人の大部分は大々的に抵抗運動へ参

加することはなかった。というのも２つの理由があるからだ。まず１つ目は地理的要因で

あり、チェコは高い山や隠れやすい場所を持っていない。そのため、ゲリラ戦などに効果

的な場所がなかった。そして２つ目はナチスドイツの武器工場が設置してあり、ナチスド

イツにとってもチェコは重要な国であったため、比較的温厚な扱いを受けていた。この２

つの理由から多くのチェコ人はその状況に妥協し、抵抗運動を行う人は多くはなかった。

自国を全面的な被害者として考えるのも、チェコの歴史を完全に「誇り高いもの」と考え

るのも危険である。だが、多くの学者や政治家は自国の痛みや苦しみの部分を誇張する傾

向にある。政府がそうであると、この傾向は国全体で強くなる。悲劇を繰り返さないため

にも、過去の犯罪や歴史を熟考する必要があるのではないだろうか。“We should first 

clean our own doorsteps before judging other people’s home.”これはチェコの諺であ

り、今自分たちが考えるべきことだろう。（教師、チェコ人、27 歳男性、2018/10/28） 

 

 2 人の話と筆者自身の観点からチェコのMuseum の特徴を定義することはあまりにも情

報が足りないため不可能だが、簡単にまとめてみたい。チェコにおけるMuseum の展示

の消極性の理由は、①まだ歴史が整理されていない、議論が不足している、②「支配」さ

れていた歴史を積極的に開示できていないの 2点が挙げられる。①については、ポーラン

ドと同様、チェコ国内では「被害者側」としての歴史認識が強い。現在は政治家もその傾

向が強く、その影響が国全体に出てることが考えられる。また②については 1人目の男性

の個人的な意見だが、チェコ人の歴史に対する考え方の根底にはそれが存在しているのか

もしれない。また、プラハからバスで一時間ほどの場所に位置するテレジーン強制収容所

の来場客の内訳も、歴史教育的観点からドイツと異なる点が見られた。 

 

2017 年は合計で 29 万人が訪問。18 万人が子供や学生、11 万人が大人。7万人はチェコ

人、5万 7 千人がドイツ人、4万 9 千人がアメリカ人、2万 6 千人がイタリア、2万人が

スペイン、1万 9 千人がオランダ人。一般的に学生がクラスの一環やプラハ外への外部学
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習で訪れることが多い。個人的な来場者は個人の歴史への興味からや、ただ単に旅行や観

光の一環として訪れる人が多い。（Ghetto Museum 職員の話より） 

 

 ドイツのMuseum におけるドイツ人の割合はと比べると半数以上がドイツ人であるこ

とに対し、来場客に占めるチェコ人の割合が少ないようだ。この Ghetto Museum（テレ

ジーン強制収容所のメインミュージアム）の内訳をみると、来場客の 3割がチェコ人とい

うことになる。学校の学習目的で訪問する学生は多いようだが、個人的な歴史への興味関

心で来場するチェコ人は少ないのかもしれない。筆者が訪問した際も来場客のほとんどは

国外からの観光客が大部分を占めていた。これらのことからチェコにおける歴史への関心

度は他の国に比べて低いことが予測できる。 
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●おわりに 
 第二次世界大戦が終結してから 73 年が過ぎた今、国によって歴史へのアプローチの仕

方は様々だ。今回、ドイツ、ポーランド、チェコの 3カ国、5都市、計 15 の施設や歴史

的に重要な位置にある場所を訪問した。その中で各国の歴史教育の方針、方法を中心に考

察を進めてきたが「歴史との距離」「教育の目的」がその国の歴史教育の基盤になってい

ることがわかった。ここでいう歴史との距離とはその事象から何年が経過したかという

「物理的距離」ではなく、如何に踏み込んで考えているか、世界に開示できるかの「心理

的距離」を指す。比較的、歴史教育やMuseum が充実しているドイツではその距離が近

い。この距離は、長年に渡り国内で国民、つまり歴史の当事者により議論が繰り返され、

歴史とどう向き合うか考えられてきた努力の賜物である。また被害国との対話を頻繁に行

うことで、加害側にも被害側にも偏りのない中立的な歴史の伝え方を実現した。一方で未

だにその距離を縮められないでいるチェコではその結果が国民の歴史への興味関心や

Museum に反映されているようだった。ポーランドに関しても、同様のことが言える。ポ

ーランドは幾度の侵攻を経て、その度に自国の歴史について教育することを禁止されてき

た。その反動からか、未だにポーランドは被害者側であるという共通認識を持つ傾向にあ

り、その距離は近いとは言えない。その例として 2018 年 2 月に可決された新しい法案が

挙げられる。「ポーランドがホロコーストに加担したことを公言することを禁止する」法

律だ。国内でも賛否両論あるようだが、今後もポーランドの動きは気になるところだ。そ

して 3カ国を巡り比較したことにより、各国の展示の仕方の差異も発見することができ

た。その特徴は国の「教育の目的」を示していると考察できる。展示の仕方が変わるとそ

れを目的に訪れる訪問者の内容も変わる。展示方法や訪問客の内容、Museum の充実度か

らその国が何を目的に歴史を伝えようとしているかが窺えることは非常に面白い。このこ

とからMuseum は単に歴史を伝える場所ではなく、その国の歴史教育への向き合い方を

表現する場所であると考えられる。また、Museum 訪問や取材を通して筆者が最も感じた

のは、戦争やこういった歴史を学ぶ際「このように残酷な歴史があったから、二度と同じ

過ちは繰り返さないようにしよう」と受けとるだけでは不十分であるということだ。その

過去が生じた背景を学んだ上で、原因を考え、自分が歴史の当事者であればどうするべき

か、自分自身の考えを持つこと。これは過去の歴史の考察だけではなく、現代社会の抱え

る問題に向き合うためにも必要な視点だ。無知は同じ過ちを繰り返す。だから私たちは学

び続けなければならないのだ。 
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●本研究旅行の反省点と今後の課題 
 本研究旅行では当初「第二次世界大戦後の欧州における戦後処理－ドイツ、ポーラン

ド、チェコを巡って－」を題材とし、各国でどのような戦後教育が行われ、歴史認識が形

成されてきたかを知ることを目的としていた。しかし今回の日程では聞き取り調査を中心

とする現地調査よりも施設訪問、学習に偏ってしまい、あまり個人の抱える歴史認識や考

えに触れることができなかった。そのため本報告書に掲載した考察や現状は筆者の受け取

った主観的な、現在進行形で行われる歴史教育、伝達状況、歴史認識が主である。本報告

書を執筆するに当たり、今回は参考文献や過去の論文を参考に補足したが、歴史認識形成

の過程や過去の事例についての現地調査が不十分であることが一つ目の反省点である。そ

して、もう一つの反省点として、聞き取り調査の充実度が挙げられる。実行できた聞き取

り調査もあるが母数が少なく情報が不十分なため、これを一般論とするのは困難である。

また筆者の拙い言語能力、英語を母語としない者同士での会話に難渋し、満足のいく取材

ができなかったことも少なからずあった。卒業論文執筆にあたり調査を行う際は、この反

省を活かしより密度の高い調査を実施したい。また本研究旅行で得た人脈を用いて、質的

調査だけでなく量的調査にも着手したいと考える。以上のような反省、問題点は残った

が、その一方で約 1ヶ月という長い時間をかけ 3カ国を比較したことにより、比較・検討

なしでは捉えられない違いや発見があったことは大きな成果であると考えられる。また

様々な国籍、年齢の人々に出会い、話を聞き、考えを共有したことにより、筆者自身の見

地が広がった。これは依然として議論の余地がある日本の歴史認識問題に対し、当事者と

して向き合っていく上での考察材料になることは確実である。少しでもこの問題の核心に

近づくためにも、常に疑問を持ち、問題を提起し、考え、調査し続けていきたい。 
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