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１．はじめに 

 

 現代社会は、過去のあらゆる貴重なモノを価値

のある「文化遺産」として永久保存したいと願う

「博物館学的欲望」がますます深化し、その結果

社会のいたるところに「遺産」としての価値が見

出され、ありとあらゆるものが「文化遺産」とし

て扱われるようになるという、「遺産化の自動機

械」とでも呼びうるような現象が進みつつある時 
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代であると言われる（荻野 2002a）(1)。それゆえ

現代社会では、つい 近まで「文化遺産」として

扱われるどころか、そもそもあえて保存する価値

すらないようなものとして扱われていたような

モノまでもが、一転して保存の対象となるような

現象も頻繁に見られるようになっている。炭鉱の

閉山以来長い間単なる「廃墟」として扱われてい

たにも関わらず、近年の「産業遺産」ブームに乗

る形で急速に価値のある「遺産」として人々の注

目をあつめるようになった長崎県端島炭鉱（通称

「軍艦島」）の事例などは、その典型的なもので

あろう（木村 2014）。 

 このような社会の「総文化遺産化」(2)とでも呼

びうるような状況の中、本稿が特にここで分析の

「社会主義の計画都市」の現在と過去の記憶 
－ポーランド、ティヒ市の調査から－ 

菅原 祥＊1 

本稿が検討するのは、ポスト社会主義の東欧諸国における社会主義の過去の「文化遺産化」、

すなわち社会主義時代の遺物が保存・展示の対象となる「文化遺産」として扱われるようになる

プロセスである。とりわけ本稿が着目するのは、そうした現象が地域のローカルなコミュニティ

の文脈でどのように起こっているのか、人々が自分たちの住む都市環境の中でこうした社会主義

の遺物をどのように扱っているのかという問題である。こうした問題を考察するため、本稿では

ポーランドの「社会主義都市」ティヒ市を事例として取り上げる。 

ノヴェ・ティヒ（「新しいティヒ」の意）の建設計画は 1950 年に、当時のポーランドにおける

「社会主義建設」の一環としてスタートした。1989 年の社会主義体制崩壊以降、ティヒはしばし

ば社会主義体制下におけるモダニズム的都市計画の失敗例として扱われてきた。しかし、2005 年

のティヒ市博物館のオープン以降、こうした状況は徐々に変わりつつある。人々は、自分たちの

都市の歴史やその建築物を、徐々に保存・記念・展示の対象として扱い始めたのである。 

上記のプロセスの分析を通じて、本稿が指摘するのは、こうした社会主義の遺物の「文化遺産

化」が直接起こるのではなく、むしろさまざまな「迂回路」や「言い訳」を通じて起こっている

ということである。あるときは人々は、伝統的で正統な「文化遺産」のカテゴリーをどんどん拡

大していく中で社会主義の遺物をも「文化遺産」として扱うのであり、また別のときには、社会

主義的な彫像を「脱イデオロギー化」することで、すなわちそれらの彫像に別の意味を与えるこ

とによって保存を可能にするのである。ここでは人々は逆説的にも、社会主義に直接言及しない

ことによって、社会主義の遺物を保存する実践を行っているのである。 
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対象としたいのは、東欧の旧社会主義諸国におい

て、過去の社会主義の記憶を伝えるモノが現在

人々によってどのようなものとしてまなざしを

向けられ、どのように取り扱われているのかとい

う問題である。これらの国々において、1989 年

に崩壊したかつての社会主義体制の記憶は、何よ

りもまず外国（ソ連）による自国の苛烈な支配の

記憶に他ならず、その意味で社会主義の記憶とは

すなわち忘れ去るべきものとして一方的にネガ

ティブな扱いを受けるのが通例であった。ところ

が、1989 年の東欧革命から既に四半世紀以上が

経過し、社会主義体制がますます「過去」のもの

となるにしたがって、逆に社会主義時代の記憶を

伝えるモノを何らかの形で「保存」しようという

動きも起きてきている。 

 現在のポスト社会主義の東欧諸国において、社

会主義の記憶を伝えるモノはどのように扱われ、

どのようなまなざしの対象となっているのか。そ

して何よりも、ローカルな地域コミュニティの文

脈において、こうした「社会主義の記憶」の問題

は地域の記憶やアイデンティティの問題とどの

ように交錯するのか。本稿ではこのような問題を

考えるため、ポーランドで社会主義時代に建設さ

れた「社会主義都市」のひとつ、ティヒ（Tychy）

を事例として分析を行ってみたい。 

 

２．問題の所在 

 

 1989 年、ポーランドをはじめとした東欧社会

主義諸国(3)でいわゆる「東欧革命」と呼ばれる一

連の政変が相次ぎ、結果これらの国々は続々と資

本主義陣営へと復帰した。このいわゆる「体制転

換」の激変を経験した国々において、経済・政治

体制の変化と並んで大きな課題となったのは、自

国の近・現代史の再解釈であった。資本主義やフ

ァシズムとの戦いを経た社会主義革命の 終的

勝利、という、それまでの数十年の間これらの

国々の公的言説を一貫して支配してきた「大きな

物語」が一夜にして無効となり、新たな形で自国

の近現代史を再定位する必要に迫られたのであ

る。 

 当時、ポーランドをはじめとしたこれらの国々

を支配していたのは、「ヨーロッパへの回帰」と

いう考え方、すなわち、それまで社会主義体制の

支配によって西ヨーロッパから切り離されてき

た「中央ヨーロッパ」が、再び「正常な」道筋へ

と戻ってきたのだ、という、一種ユートピア的な

空気であったといえる（Ray 2009）。他方で、40

年以上に及ぶ社会主義体制の歴史は、体制による

残虐な抑圧やそれに対する抵抗、あるいは社会主

義体制下での生活の不便さや物資の不足など、も

っぱらネガティブな形でのみ想起されるように

なった(4)。 

 その結果、これらの国々の公的空間からはかつ

ての社会主義体制の価値観を象徴するようなモ

ノが体系的に抹消されていくことになる。社会主

義時代に「マルクス通り」「レーニン通り」など

と呼ばれていた通りは、社会主義以前の自国の偉

人の名前などに置き換えられていった（Hałas 

2004）。多くの都市に建てられていたレーニンな

どの社会主義の指導者の像は、続々と撤去されて

いった。博物館のような公的な歴史・記憶の保

存・展示を担う施設においても、社会主義時代は

殆どの場合、抑圧と抵抗の歴史というネガティブ

な文脈の中で展示されるようになった。他方、社

会主義時代には「社会主義の勝利」を讃えるため

に博物館に保存・展示されていた「貴重なモノ」

は一転して「無価値なモノ」「まがいもの」さら

には「ごみ」として扱われるようにすらなった(5)。 

 もちろん、社会主義時代に由来する全てのモノ

が抹消されてしまったわけではない。共産党本部

など、社会主義時代に象徴的役割を担っていた建

物の多くは、体制転換後は別の形で再利用される

ようになり、やがて資本主義とグローバル化の波

が押し寄せた新たな都市環境の中に溶け込んで

いくことになった（Czepczyński [2008] 2016; 

2010）。また、社会主義時代に建設された建造物

や都市空間が何らかの形で「文化遺産」として取

り扱われるような傾向が、ポーランドでは特に

2000 年代以降急速に強まりつつある。例えばワ
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ルシャワ市の「文化科学宮殿」（2007 年に国の文

化遺産リストに登録）は、ソ連によるポーランド

支配の象徴として扱われ、解体案すら持ち上がっ

たものの、結局は「文化遺産」として保存される

ことが決まった（Omilanowska 2010）。クラク

フ市郊外の「社会主義都市」ノヴァ・フータ（2004

年に国の文化遺産リストに登録）のように、社会

主義時代に建設された都市空間全体が保存の対

象としてまなざされるような事例も存在する

（Salwiński i Sibila (red.) 2008）。 

 また、ある種のコマーシャリズムやツーリズム

と結びついた形で社会主義時代のモノが消費の

対象となることもある。例えば、上に挙げたクラ

クフ市の「社会主義都市」ノヴァ・フータ地区で

は、「クレイジー・ツアー」と銘打った外国人観

光客向けのツアーが存在する。「クレイジー」と

いう名前が銘打たれていることからも分かる通

り、このツアーの目的は、過去の社会主義時代を

面白おかしく、滑稽なものとして笑い飛ばし、ま

たそれを社会主義体制を知らない外国人向けの

エキゾチックな商品として「売る」ことである（菅

原 2013）。ベルリンに存在する「東ドイツ博物館」

では、東ドイツ時代の日常生活に関わるモノがふ

んだんに展示されており、それらは外国人観光客

にとってはエキゾチックでキッチュなものとし

て、また当時を覚えている世代にとってはノスタ

ルジックなものとして、消費されている。 

 以上見てきたとおり、「博物館学的欲望」がま

すます深化する現代においてすらなお、ポスト社

会主義の東欧における社会主義時代の「遺産化」

には、常に特有の複雑さがつきまとう。一方では

そもそも、社会主義時代の記憶はまず何よりもネ

ガティブなものとして表象されるべき、あるいは

完全に抹消されるべき「負の記憶」なのであり、

仮にそれが何らかの「ポジティブ」な形で思い出

されることがあるにしても、それは「自分たちの

青春時代を過度に美化しがちな老人」の退行的な

ノスタルジアとして一笑に付されるだけのもの

であったり、あるいはツーリズムの中で消費され

るエキゾチックでキッチュな「商品」として扱わ

れるだけのものでしかない場合が大半である。他

方では、近年のポーランドにおける事例が示すと

おり、社会主義時代に作られた一部の建造物が

「保存」すべきものとして扱われるような事例が

着実に増えつつある。これは一体何を意味してい

るのだろうか。M.チェプチンスキ（Czepczyński 

[2008] 2016; 2010）はヴィクター・ターナーの有

名な「リミナリティ」（過渡的状況）に関する議

論を援用して、社会主義時代のモノは 初、新し

い時代のイデオロギーに即さないものとして系

統的に排除あるいは「隔離」された後、新しい時

代にうまく適合できるようなものに関しては、新

しい利用法とコンテクストを付与された上で「移

行」のプロセスを経たのちに 終的に新しい都市

景観に「再統合」されていくことになると論じて

いる。この観点からすれば、社会主義時代の建造

物の「文化遺産化」の動きも、こうした「再統合」

の流れの一環、すなわち新たな「観光資源」を作

り出したいという新たな文脈のなかでこれら過

去の建造物が新たな意味合いを与えられた結果

であると言うことができる。だが、本稿がここで

さらに一歩踏み込んで考察してみたいのは、とり

わけ地元のローカルなコミュニティにとって、社

会主義時代のモノの「再統合」とは具体的に何を

意味しているのかという問題である。それは、単

にグローバル化したツーリズムの要求に応えて

新たな観光資源を作り出すという実利的な行為

に過ぎないのだろうか。それとも、ローカルなコ

ミュニティの微視的なコミュニケーションや想

像力のレベルをよりつぶさに見ていくことによ

って、そうした実利的な動機とは全く別の、何ら

かの意味が見いだせるのだろうか。 

 他方、文化人類学や文化研究の領域においては、

社会主義時代の過去の記憶をより現在において

生産的な力を持ったものとして再評価するよう

な流れが存在している（Boym 2001; Berdahl 

2010）。旧東ドイツにおける「オスタルギー」（東

ドイツへのノスタルジア）現象を調査した D.ベ

ルダールの言葉を借りれば、こうした資本主義の

「他者」としての社会主義の記憶は、現在のグロ
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ーバル資本主義の世界秩序に対する一種の「批評」

の可能性を提供していると解釈することもでき

る（Berdahl 2010: 132）。だがここでもさらに一

歩進んで考えるべきなのは、そうした社会主義の

記憶の生産的側面が、実際の都市空間やそこに住

む地域コミュニティの人々の日々の生活の中で

どのように現れ、語られ、利用されているのかと

いう点であろう。例えばポーランドのノヴァ・フ

ータ地区をフィールドとして調査を行ったポズ

ニャク（Pozniak 2014）は、ノヴァ・フータ住民

の「私は社会主義が良かったと言いたいわけでは

ないが、しかし…」という枕詞を伴った慎重な語

り口の中に、現状の政治経済秩序に明白に異議申

し立てをするわけではないものの、それを少しず

つ変えていくような人々の実践の可能性を見出

している。 

 本稿もまた、上記のような試みの延長線上に自

らを位置づけるものであるが、その際、本稿が特

に着目するのは、「はじめに」で述べたとおり、

都市景観や建築物、モニュメント、さらには博物

館の展示など、具体的なモノとのかかわりのなか

で人々に想起され、語られるような記憶のあり方

である。ポスト社会主義の変化の中で新たな都市

空間の中に徐々に「再統合」されていった過去の

モノたちは、それでも現在とは異質な過去の「痕

跡」を確実にとどめており、それは何らかの形で

現在の都市空間を生きる人々に影響を与え続け

ている。こうした観点から社会主義の記憶を考え

る場合、ポーランドのティヒ市はうってつけの調

査対象である。なぜなら、後に詳しく述べるよう

に、ティヒはその都市空間のほぼ全てが社会主義

時代に計画・建設された、代表的な「社会主義都

市」のひとつだからである。また加えて、ティヒ

は比較的小規模な都市であるため、ナショナルな

スケールにおける文化遺産保存の議論の対象と

なりやすい首都ワルシャワなどの事例と比べて、

社会主義時代のモノがコミュニティの微細な実

践にとって有する意味が、よりローカルなスケー

ルにおいて観察できるはずである(6)。 

 このような観点から、以下ではティヒに関する

文献資料、および筆者が 2016 年 2 月〜3 月にテ

ィヒ住民（とりわけティヒ市博物館の関係者）に

対して行ったインタビュー調査に依拠しつつ、ポ

スト社会主義における「社会主義都市」のありよ

うと、そこにおける社会主義時代の「遺物」が人々

にとって持つ意味を考えてみたい。 

  

３．ティヒ小史 

 

 ポーランド南部シロンスク県の都市ティヒは、

クラクフ市のノヴァ・フータ地区などと並んで、

ポーランドの戦後の大規模な復興・工業化および

「社会主義建設」のプロジェクトの一環として計

画・建設された、代表的な「社会主義都市」のひ

とつである(7)。 

 ティヒが位置する上シロンスク地方は、19 世

紀以来炭鉱地帯として発展を遂げた地域であり、

カトヴィツェ市を中心とした国内 大の工業地

帯「上シロンスク工業地帯（Górnośląski Okręg 

Przemysłowy（GOP））を形成している。戦後、

荒廃した経済の復興と都市計画の一環として、過

密した GOP 中心部から住宅と都市機能の一部を

郊外に新たに建設した衛星都市に分散させると

いう「GOP 分散計画」がスタートした。ティヒ

がその衛星都市建設に も適した候補地として

挙げられ、1950 年には正式にティヒの新都市建

設が決定された。 

 上記のような経済的動機に加え、ティヒ建設に

は大きなイデオロギー的要因も絡んでいた。当時

ポーランドは、「スターリニズム」と呼ばれる強

い政治的・イデオロギー的統制の時代であり、「6

ヵ年計画」（1950〜55）などの大規模近代化・工

業化プロジェクトによって「社会主義建設」を成

し遂げることが使命とされていた。クラクフ市郊

外のノヴァ・フータはまさにこうした「社会主義

建設」の一環として計画・建設が始まった「ポー

ランドの 初の社会主義都市」だったのであり、

ティヒはノヴァ・フータに続く第 2 の「社会主義

都市」であった。とりわけ、 初期に建設された

「A 団地」にはスターリニズム期に支配的だった
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「社会主義リアリズム」の影響が強く、「内容は

社会主義的に、形式は民族的に」という当時の社

会主義リアリズム建築のスローガンに則ったモ

ニュメント的・古典主義的な装飾が多く見られる

（Lipok-Wierwiaczonek 2009）(8)。 

 また、ティヒはしばしば「ゼロから作られた町」

であると言われるが、実はこの地およびその周辺

には新都市建設以前から小規模な町および村落

が存在しており、約 1 万人ほどの人々が暮らして

いた。この古くからある市街地（スタレ・ティヒ

Stare Tychy、旧ティヒの意）に対して、新しく

建設された都市部はノヴェ・ティヒ（Nowe Tychy、

新ティヒの意）としばしば呼ばれる。新都市建設

に際して、元から存在した農地および住居の一部

は国によって強制的に接収・破壊された。これは

元からこの地に暮らしてきた住民にとっては大

変な苦痛を伴うものであり、それによる旧住民と

新住民の間の感情的溝は近年に至るまで存在し

ているとされる（Lipok-Bierwiaczonek 1993; 

Szczepański 1996; Ociepa 2011）(9)。 

 ノヴェ・ティヒの初期の建設計画と 初の団地

（A 団地）の設計を担ったのはシロンスク工科大

学教授のタデウシュ・テオドロヴィチ＝トドロフ

スキだったが、その後行われたコンクールの結果、

ノヴェ・ティヒ全体の都市計画の設計を任される

ことになったのは、ワルシャワ工科大学のカジミ

ェシュ・ヴェイヘルトとハンナ・アダムチェフス

カ（後にヴェイヘルトと結婚してハンナ・アダム

チェフスカ＝ヴェイヘルトを名乗る）が主導する

建築家のチームであった。ヴェイヘルト夫妻率い

る建築家チームは、その後のティヒ建設計画を一

手に担うことになっていく。ノヴェ・ティヒの各

地区は A、B、C などのアルファベット順の名前

が付けられた「団地」（osiedle）(10)ごとに設計・

建築が進められ、1980 年代末まで全体計画に沿

った建設が続けられた。1970 年代にティヒ近郊

で「ピアスト」炭鉱やフィアットの自動車工場が

操業を開始したことも、ティヒにおけるさらなる

住宅建設を後押しする要因となった。近年のティ

ヒ市の人口は、約 13 万人程度で推移している

（anon. 2015）。 

 以上見てきたとおり、現在のティヒの都市環境

の圧倒的大部分が社会主義体制下で設計・建設さ

れたものであり、しかもそれは当時のポーランド

において社会主義体制下における都市計画・都市

建設のいわば代表的事例として扱われてきた。で

は、それら社会主義体制を象徴するような建造物

および都市環境は、社会主義体制崩壊後にはどの

ように扱われるようになったのだろうか。次章で

検討してみよう。 

 

４．体制転換後のティヒと「団地」へのまなざし 

 

 ティヒの都市環境に対する批判的言説が登場

するようになるのは、1980 年代末の体制転換直

前から 1990 年代の体制転換直後にかけてである。

この頃以降、それまでの社会主義体制のイデオロ

ギーの元で一方的に賞賛されてきたティヒの都

市環境の不備や欠点に新たな批判的まなざしが

向けられるようになる。またこの批判は、ティヒ

のみならず当時のポーランド全体の都市景観―

―灰色の無個性なアパート群が立ち並ぶ人間味

のない都市景観――に対する批判という文脈に

含まれるものであった（Jałowiecki 1991）。 

 この頃のティヒの都市環境・都市計画に対する

批判として代表的なものは、社会学者 M. S. シチ

ェパンスキによるもの（Szczepański 1991）であ

ろう。シチェパンスキは、ティヒの設計者ヴェイ

ヘルト夫妻と、彼らが都市計画を作成するにあた

って恐らく依拠したであろう当時のモダニズム

建築のイデオロギーを厳しく批判しながら、ティ

ヒの都市環境を「モダニズム運動の失敗の証拠」

（Szczepański 1991: 37）とまで言い切っている。

シチェパンスキがとりわけ批判するのは、モダニ

ズム建築の思想に基づいた職住分離型の集合住

宅における住民の間の社会的絆や自立的なコミ

ュニティの希薄さであった。本書が出版された体

制転換直後の 1990 年代前半は、ポーランド全体

で共産主義運動に由来する通りの名の変更や共

産主義の指導者の像の撤去が進むなど、ポーラン



24 開智国際大学紀要 第 16 号（2017）
 

ド全体で「脱共産主義化」の動きが推し進められ

た時期であることを考えれば、こうしたかつての

社会主義時代の都市計画に対する厳しい批判が

この時期に巻き起こったのは、ある意味で当然と

言えよう。 

 こうした状況が徐々に変わりはじめたのは、

2005 年に「ティヒ市博物館」がオープンして以

降のことである。ティヒ市博物館は、カトヴィツ

ェ市のシロンスク博物館でのティヒに関する展

示などをきっかけとして 1990 年代なかばから構

想が進められ、ティヒ市への請願書の提出やそれ

を受けたティヒ市の決議などを経て設立された

も の で あ る （ Lipok-Bierwiaczonek i Kucz- 

Pieczka 2010）。だが、当然のことながら、この

博物館の主要な目的は 1950 年以降の、すなわち

社会主義時代のティヒの歴史・文化財の展示・保

存だけではなく、むしろ社会主義到来以前のこの

地の歴史や伝統に強調点が置かれていた。ティヒ

市博物館の立ち上げに関わった X（60 代、女性）

が筆者とのインタビューの中で 初にこの博物

館の意義として強調したのも、やはりこの社会主

義到来以前の伝統のほうである。これには当然、

社会主義以前の歴史が「価値のないもの」として

否定されてきたそれまでの社会主義体制下の言

説や教育に対する反動という要因もあった。 

 

 あの時代〔社会主義時代〕には、（……）

ティヒについて絶え間なく〔地元の新聞に〕

書かれたり話されたりしていたものでした。

つまり、ノヴェ・ティヒ建設がいかに素晴ら

しい事業かとか、社会主義都市だとか。それ

から私の通っていた学校でも自分たちの町

について教わる時は、何よりもまずそれが

「新しい都市」だとか、建設中なんだとか、

新しい建物だとか、素晴らしい〔都市に〕な

るだろうとか、そういうことで、それが一番

大事なことでした。いっぽう、「スタレ・テ

ィヒの歴史」とか、「公爵か何かがいた」〔か

つてティヒ周辺を治めていたプシチナ公爵

のこと〕なんて話は、人民ポーランド時代、

社会主義時代には――だって、その公爵って

いうのは――ドイツ系の公爵ですから！（…

…）あの時代には「ドイツ系のもの」という

のは――不愉快〔なテーマ〕だったんです。

不愉快な歴史の一部分だったんです。他にも

例えば、文献にティヒが 初に登場するのは

いつかとか、どれだけティヒが古いかとか、

どんな歴史があるかとかは〔教わりませんで

した〕。（……） 

 博物館が設立されると、ティヒ出身の家系

の家族の子孫たちが通ってくるようになっ

たんです。彼らは自分たちの母親、祖母、祖

父などが民族衣装を着た姿〔の写真〕を見て、

心を揺さぶられたり、喜んだり、時には目に

涙を浮かべて泣いたりしていました。彼らは

古いティヒの歴史を物語ることを始めた場

所があるということに感激していたんです。 

 

 これらの発言からは、体制転換後のティヒにお

いて、それまで社会主義体制下の公的言説におい

て「記憶する価値のないもの」として抑圧されて

きたような記憶を保存・展示すべきであるとする

まなざし――荻野に倣ってそれを「博物館学的欲

望」と読んでもよかろう――が突如として生まれ

てきたということが読み取れる。しかしここで興

味深いのは、そのようにして一度発動した博物館

学的欲望が、やがて当初それが対象としていた記

憶、すなわち、社会主義以前の「古い」ティヒの

記憶という枠内から超え出て、より新しい記憶を

もその対象としはじめるということである。これ

について X は次のように言っている。 

 

 私達が博物館をオープンした時、この博物

館は言わば古いティヒ人、つまりティヒの地

元の家系出身の人と、ティヒにやって来た

人々との「統合の場」になったんです。そし

ていつも私にとって重要だったのは、この博

物館が古いティヒ人の歴史も、新しい人達の

歴史も両方見せるということ、どちらの人々

にも開かれているということでした。（……） 
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 まだ、博物館が設立される前のことですが、

わたしは何度も人々が、ティヒには何も面白

いものはないだとか、ティヒは新しい町で歴

史がないだとか、文化遺産のない町だとか言

うのを聞きました。そういう時わたしはもの

すごく腹がたちました。（……）それに、テ

ィヒの古い部分にも歴史はありますが、新し

い都市にだって歴史はあるんです！だって、

建設が始まって 60 年なのですから、それだ

って歴史です。 

 

 このように、ティヒで生まれた「博物館学的欲

望」は、当初必ずしも社会主義時代の記憶・遺物

をその第一の保存対象とはしていなかったにも

関わらず、より「古い」、より「真正な」保存対

象をいわば迂回路として利用することで、社会主

義時代の、（当時の多くの人々にとって）「保存す

る価値のない」ものとされたような記憶・遺物を

もその射程に含みこむことになっていく。ティヒ

の社会主義時代の遺物の中でも、とりわけ歴史

的・学術的価値が高い（従って保存の優先度が高

い）とされたのは、ノヴェ・ティヒの中でも 初

に建設された地区である「A 団地」、別名「アン

ナ団地」（現在では市の文化遺産リストに登録さ

れている）であった（写真 1）。 

 A 団地は、ティヒの団地群の中でも唯一 1950

年代初頭の「社会主義リアリズム」の建築様式や

彫刻作品をふんだんに残す特徴的な団地であり、

歴史的に見ても美術史・建築史的に見ても大変興

味深い地区である。ところが、社会主義体制末期

から体制転換直後にかけて、住民の間でのこの団

地のイメージは芳しくなかった。例えば、先に紹

介したシチェパンスキの調査においても、A 団地

は住民の間で「良くない」地区、「危険な」地区、

「醜い」地区などのイメージを持たれているとい

うことが述べられている（Szczepański 1991: 

118; 173）。また、この A 団地に対するネガティ

ブなイメージには、かつての社会主義リアリズム

様式に対するイデオロギー的な嫌悪感も強く寄

与していると考えられる。 

 

 1990 年代には、いや、それよりもっと前、

まだ社会主義時代の 1989 年以前から既に、

ポーランドでは社会主義リアリズムは何か

恥ずべきもの、芸術であっても非−芸術のよ

うなもの、あまりよろしくないものとして扱

われていたんです（……）。ティヒでは、社

会主義リアリズム様式の A 団地があって、

あの時代の面白い建築物や彫刻があるんだ

なんてことを誇りに思う人は、誰もいません

でした。 

 

 さて、ティヒにおける A 団地への注目が高まり、

「文化遺産」としてのまなざしを向けられるよう

になったのは、2009 年ごろからティヒ市博物館

において A 団地を特集した展示や書籍出版、A 団

地の建築を見学する遠足などの企画がオーガナ

イズされたことによることが大きい。このような

展示・企画が行われるようになった経緯を、X は

以下のように説明している。 

 

 社会主義リアリズムは悪い芸術と思われ

ていたので、A 団地もあれらの彫刻もそうい

う悪い芸術として扱われていました。それか

ら少しだけ、（……）自分たちの町にああい

うものがこんなにたくさんあるという恥の

意識もありました。そこでついに私が文句を

言ったんです。というのも、A 団地に断熱化

工事をやるということになって（……）、建

物を新しく改修するということになったん

です。で、何が判明したと思います？あのい

ろいろな彫刻〔A 団地のアパートの住民用の

入り口の扉の上にはめ込まれている、動物を

象ったさまざまなレリーフのこと〕が消えて

しまうというんです！私はものすごく腹が

たちました。それで博物館で A 団地に関す

る展示を行い、本を出版したんです。（……）

私は〔社会主義リアリズムが〕ヨーロッパ芸

術の 高水準だと主張するつもりはありま

せん。でも、それでも、芸術かどうかと聞か
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れたら？――やっぱり芸術です。（……）

初のころは私に対して、私がティヒ市の評判

を落としていると、社会主義リアリズムにつ

いて話すなんて市が悪く見られる、と言われ

たんです。だから 初の頃は私のこともあま

り好意的に扱ってはもらえませんでした。で

も私は目的を達しました。だって A 団地は

確かに古い団地だとか、もう 60 年も経って

いるんだとか、文化遺産登録すべきだとか、

改修工事はあの彫刻をそのままの状態で保

つような形で行わないといけないとか、言わ

れるようになったんです。今ではもう、〔A

団地の〕芸術的、あるいは歴史的‐芸術的価

値に関する自覚が〔ティヒ市民の間に〕ちゃ

んとあるんです。あれら全て、A 団地の全て、

その都市計画的な構造と建築と、それからあ

れらの彫刻作品、それら全てを全体として保

全する必要があるという意識がしっかりと

存在しているんです。 

 

 X のこの発言には、それまで「価値のないモノ」

「保存する必要のないモノ」とされてきた過去の

遺物が、いかにして「博物館学的欲望」の対象と

なるかという経路が鮮明に表現されている。そこ

では「悪い芸術」「恥ずかしいもの」とされてき

た「社会主義リアリズム」が一転して「それでも

やはり芸術である」という、より広く普遍的なカ

テゴリーへと訴えかける事によってポジティブ

な価値を獲得するさまが読み取れる。 

 A 団地に関する活動の成功を受けて、現在の X

の関心はさらに次の「保存対象」へと向かってい

る。現在 X が問題視しているのは、既に「文化遺

産」としてのステータスを獲得した A 団地ではな

く、それ以降に建設された、いわゆるモダニズム

様式の団地群である。 

 

 現在問題になっているのは別のこと、つま

りモダニズム様式の建築（……）のことです。

人々は口を開けば「あー、アパートね、アパ

ートね」と、悪い意味で、ネガティブな意味



菅原祥：「社会主義の計画都市」の現在と過去の記憶－ポーランド、ティヒ市の調査から－  27

合いで、どうでもいいようなものとして話し

ます。そりゃ、確かに も偉大な建築である

とはいえないかもしれません。でも私が確信

しているのは、これらのモダニズム建築もま

たその美点に気づいたり美点を見つけたり

することができるものであるということで

す。 

 

 こうして、一度発動した「博物館学的欲望」は、

その射程範囲をどんどん拡大していく。そこでは、

かつてシチェパンスキにあれほど手厳しく批判

されたモダニズム建築の団地群までもが、ついに

は保存の対象としてのまなざしを向けられるま

でになるのである。 

 

５．「社会主義のモニュメント」をめぐって： 

女性労働英雄像と「キリン」 

 

 ティヒには、社会主義のイデオロギー・理念を

表現するような特徴的な彫像・モニュメントがい

くつか現存する。中でも A 団地には、当時の社会

主義リアリズム様式に則った「レンガ積み女工の

労働英雄像」（A 団地の入口に立っている）およ

び「炭鉱夫像」「製鉄夫像」（かつての「文化会館」

の裏手に立っている）などの特徴的な彫像が複数

存在している。ここでは、その中でも も目立ち、

もよく知られている像、「レンガ積み女工の労

働英雄像」以下、女性労働英雄像と表記）を事例

として、これらの立像が地元コミュニティでどの

ように扱われているのか検討してみよう（写真 2）。 

 われわれ日本人のような「部外者」がこの女性

労働英雄像を目にしてまず疑問に思うのは、他の

都市ではレーニン像などが有無を言わさず撤去

されているのに、なぜこの女性労働英雄像は撤去

されずに「保存」されているのかということであ

る。この疑問を私がインタビューの中でぶつけた

時、多くの人々が異口同音に述べた理由は、あの

像は確かに「働く女性」の像ではあるが、「働く

女性」というだけではイデオロギー的な意味はあ

まり強くないから、別にレーニンやマルクスなど、
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ソ連の指導者の像というわけではないから、とい

うものであった。次に引用するのはティヒ市博物

館のキュレーターの一人、Y（30 代、女性）がこ

の質問に答えたときのものだが、彼女は上記の説

明に加え、さらに興味深い論点を提示している。 

 

 結局のところレンガ積み女工というのは

いかなる意味においても（……）そりゃもち

ろん、労働する女性の像ではありますけれど

も、でもプストロフスキ〔スターリニズム期

のポーランドの有名な労働英雄〕の像という

わけではないですし、そういう強く政治と結

びついた人物の像ではないですから。つまり、

それはもちろん 1990 年代にはああいう彫刻

の多くは撤去されたり、破壊されたりしまし

た。でも今は――。だって今は建築学的にも

非常に高く評価されていますから。だからあ

のレンガ積み女工の像を撤去しようなどと

いう議論はこれっぽっちも存在しません。

（……） 

 一部の人々は、あのレンガ積み女工の像を

ハンナ・アダムチェフスカ＝ヴェイヘルトの

像だと間違って理解しているんです。でもそ

れはありえないんです。だってあの像が建っ

たのは、ヴェイヘルト夫妻がティヒにやって

来る前のことですから。でもティヒの多くの

人はあの像をハンナ・アダムチェフスカ＝ヴ

ェイヘルトだと解釈しています。さらには、

注目してほしいんですが、（……）彼女は教

会の方を向いて立っているんです。つまりこ

れはちょっと馬鹿馬鹿しいんですが、という

のも教会が建てられたのはもう〔体制転換後

のことですから〕。だって〔ティヒは〕教会

のない町として計画されたんです。（……）

だから現在、あのレンガ積み女工が教会の方

を見ているという状況になっているのは面

白いですね。 

 

 ここで興味深いのは、この女性労働英雄像が持

つイデオロギー的な負荷が、このように地元の
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人々の集合的想像力の中で和らげられ、別の意味

を持ったものに変換させられているという様子

である。かつて社会主義建設のイデオロギーを象

徴していたはずの女性労働英雄像は、「政治家の

像ではないから」「ソ連の指導者の像ではないか

ら」としてその存在を許容され、さらにはいつの

間にかハンナ・アダムチェフスカ＝ヴェイヘルト

の像、すなわち、ティヒの多くの市民がティヒの

「生みの親」として親しみを持ちやすい存在の像

としてその意味をすり替えられてしまう。それだ

けではなく、ポーランドのカトリシズム（社会主

義体制下のポーランドにおいてカトリック教会

は社会主義体制と敵対する勢力であり、反体制運

動の精神的支柱であった）と結び付けられること

で、そのイデオロギー的意味を 180 度逆転させら

れているのである。 

 同様の「中和化」のプロセスは、ティヒにおけ

るもう一つの社会主義的モニュメント、通称「キ

リン」の場合にも見られる（写真 3）。「D 団地」

に存在するこのモニュメントは 1970 年代に建設

され、当時は「戦いと労働」という名前が付けら

れていた。X によれば、この「戦いと労働」に関

しては体制転換後に撤去の計画が存在したとい

う。ところが、結局モニュメントは破壊されずに

残り、「戦いと労働」というイデオロギー的な名

称が消え、かわりにモニュメントは、その形状が

長い首と短い足を持ったキリンを思わせること

から、ティヒ市民の間で広く「キリン」と呼ばれ

るようになった（Oczko 2015: 108-119）。ここで

もやはり、モニュメントが本来持っていたイデオ

ロギー的な負荷が、住民の集合的想像力による

「名付け」の実践によって中和され、それによっ

て新しい時代の都市環境に受け入れられていっ

たさまが読み取れる。 

 

６．さいごに 

 

 本稿は、ポーランドのティヒという一都市の、

さらにそのごく一部の都市環境を事例として論

じたものにすぎない。しかしながら、本稿の事例

からは「はじめに」で概観したような現在の東欧

における社会主義の遺産化について、いくつか重

要な知見を付け加えることが可能である。 

 第一に、社会主義の過去が保存・展示の対象と

なるとき、それはしばしばより古く「真正な」過

去へと向けられた「博物館学的欲望」がその対象

をどんどん拡大していくプロセスの中で、普遍的

な「文化遺産」カテゴリーにこれら社会主義の遺

物が包摂される形で起こる場合があるというこ

とである。これは、社会主義の遺産化が、社会主

義時代に対する直接的な「ノスタルジア」とは全

く別の経路で起こっているということを示唆し

ている。 

 第二に指摘したいのは、社会主義の遺物が保存

の対象となる時、それが本来有していたイデオロ

ギー的意味は人々の日常的想像力によってしば

しば中和、あるいは変換させられ、全く別の意味

を持ったものとして新たな都市環境、新たなイデ

オロギー的文脈の中に「再統合」されることがあ

るということである。 

 こうして、ティヒの事例からはある逆説的な現

象を見て取ることができる。すなわち、ここでは

人々は社会主義について明白な形で、あるいは真

正面から、「言及しない」ことによって、逆説的

にも社会主義の過去の遺物を「保存」する実践を

行っているのである。ティヒにおいて社会主義の

過去の遺物が保存される時、そこでは必ず何らか

の「迂回路」、あるいは「言い訳」が用意され、

社会主義の遺物は「社会主義の遺物」としてでは

なく、より広い文脈、あるいはより「適切な」文

脈の中に再定位されて保存されることになる。こ

のことは一体何を意味しているのだろうか？ 

 この疑問について今ここで確定的な答えを出

すことは本稿の手に余る課題であり、従って今後

のさらなる調査・研究の課題としたいが、さしあ

たってここではむすびにかえて仮説的な示唆を

しておこう。ここで重要なのは、ティヒの人々が、

これら様々な「言い訳」や「迂回路」にも関わら

ず（というよりそれを「利用」して）、 後には

何らかの形で社会主義の遺物を「保存すべきもの」
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として「保存した」という事実であり、またそれ

によってこれら社会主義の遺物に対して新しい

まなざしを向けるようになった、という事実であ

る。この事実は、過去の社会主義体制に対しても

っぱらネガティブなイメージが支配している現

在のポーランドの公的言説のなかにあって、大き

な意味を持っている。なぜなら、このようにして

生まれた新しいまなざしは、社会主義の過去に対

する新たな視点の萌芽を産み、そしてそのように

して生まれた新たなまなざしは、現在のポスト社

会主義のポーランド社会に対しても新たな批評

的まなざしの萌芽を生み出していくはずだから

である。そうした新たなまなざしの「意味」が具

体的にどのようなもので、具体的に地元の地域コ

ミュニティの想像力の中でどのような働きをし

ているのかという問題については、今後の課題と

したい。 

 

 
注 

 
（1）荻野（2002a）によれば、博物館学的欲望とは「他

者の生産物を所有したいという欲望」のことであ

り、そもそもは西欧ブルジョワジーが王侯貴族や

非西欧地域といった「他者」の所有物に抱いた欲

望である（荻野 2002a: 6-11）。それはすなわち、

西欧の植民地主義を背景として、欲望の主体が自

らとは異質な他者の世界を「文化」として位置づ

け序列化していく欲望に他ならず、その意味で文

化遺産や博物館制度は国民国家のアイデンティ

ティと深く結びついたものである（木村 2014）。
ただし、博物館学的欲望がより深く広く浸透し、

モノの文化遺産化に伴う「世界の二重化」を誰も

が経験するようになった現在、状況はより複雑に

なってきている。というのも、かつては一方的に

欲望を向けられる存在に過ぎなかった「他者」自

身がこの欲望を内面化することで、今や「誰もが

『原住民』であると同時に、文化人類学者もしく

は博物館学芸員」であるという状況、「同一の存

在が、欲望の主体であると同時にその対象＝他者

でもあるような事態」（荻野 2002a: 14）が一般的

になりつつあるからである。さらには、グローバ

ルなレベルでの後期資本主義の進展の中、文化遺

産は近年それ自体がますます「消費」の対象とな

る「商品」として、すなわち「観光資源」として

注目を浴びつつあり、国家や地元住民といった文

化遺産を取り巻くアクターもまたそうした流れ

に否応なしに巻き込まれつつある（木村 2014: 
26-30; 荻野 2002b: 267-277）。本稿の議論もまた

上記のような現状認識を前提としている。 

（2）「文化遺産」という言葉は、第一義的には国際機

関や国・自治体などによって公的に保存の対象と

されたものを指すのが通例だが、本稿でこの語を

使って何らかのモノを指す場合、必ずしもそうし

た公的な制度によって「文化遺産」として認定さ

れたものを指すとは限らないということをお断

りしておく。なぜなら、本稿はあるモノを「文化

遺産」として認定・保存する公的な制度の分析を

主眼とするものではなく、むしろそうした制度的

保存に至るまでの人々による様々な実践のプロ

セスこそを分析対象とするからである。 

（3）以下、かつて社会主義圏だった旧東欧諸国を便宜

上ひとまとめにして論じる記述が続くが、以下の

記述は、主に筆者の専門であるポーランドを念頭

に置いた記述であり、必要な場合には適宜他の国

の事例にも触れるが、筆者がここで論じているよ

うな傾向がこれらの国々のどこででも、同じよう

にあてはまるわけではないということには常に

留意していただきたい。 
（4）Kinga Pozniak は、ポーランドにおいて社会主義

が想起され、語られる時のこうした典型的なパタ

ーンを「抑圧」「抵抗」「非効率性」という「3 つ

のキーワード」としてまとめている（Pozniak 
2014）。 

（5）G. Cristea と S. Radu-Bucurenci の「ルーマニ

ア農民博物館」についての分析を参照（Cristea 
and Radu-Bucurenci 2008）。 

（6）ここでの「スケール」という用語の使い方は、木

村（2014）に倣ったものである。木村は文化遺産

という現象をとりまく社会的な「器」として、ナ

ショナル・スケール、グローバル・スケール、そ

してローカル・スケールという3つの「スケール」

を挙げて分析を行っている（木村 2014: 24-30） 
（7）以下、ティヒの都市建設の歴史についての記述は

特に断りのない限り 1996 年出版のティヒ市史

（Szczepański (red.) 1996）の都市計画・建築に

関する章（Kruszewski i Niemczyk 1996）に従

う。 
（8）ポーランドにおいて「社会主義リアリズム」が支

配的だったのはいわゆる「スターリニズム」の時

期、すなわち 1949 年〜55 年頃のごく短い期間に

限られる。そのため、建築の分野においてもこの

時期以降は社会主義リアリズムは放棄され、かわ

りにモダニズム様式の建築が主流となる。さらに

技術面においても、建築コストや労働力削減のた

め、それまでの伝統的なレンガ積み工法に代わっ

て 1950 年代後半から徐々にプレハブ工法（ポー

ランドでは一般に「大パネル工法」wielka płyta
と呼ばれる）が導入されるようになる。ティヒに

おけるプレハブ工法導入の経緯については

（Adamczewska-Wejchert i Wejchert 1995: roz. 
VII 9-24）を参照。 

（9）加えて、ティヒを含むシロンスク地方は、独自の

言語（シロンスク語。ポーランド語の方言として

扱われることもある）を持つなど文化的にポーラ

ンドの他の地域とはかなり異なる特色を持つ地

方である。このこともまた、地元のティヒ出身者

とポーランドの他の地域からやって来た新規居

住者との間に一定の距離を生む原因になってい

た（Szczepański 1996）。 
（10）この osiedle（オシェドレ）とは主に複数の集合
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住宅から成る、一定の範囲内を占める住区を指す

時に用いられるポーランド語である。本稿では以

下この osiedle という語は便宜上全て「団地」と

訳す。なお、団地を構成する個々の高層住宅のこ

とをポーランドでは blok（ブロク）ないしは

blokowisko（ブロコヴィスコ）と呼ぶが、こちら

は本稿では便宜上「アパート」と訳す。 
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Memory in the “Socialist City”: 

From the Analyses of Socialist Relics in Tychy, Poland 
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This paper addresses the complexity of the process of “heritagization” of the socialist past in 
the Eastern European post-socialist societies; i.e., the process in which the relics from former 
socialist periods become “cultural heritages,” the objects of preservation and exhibition. 
Moreover, it examines this problem, especially in the context of local communities, considering 
how people treat the relics of socialist regime in their own urban environment. To do so, this 
paper takes up the case of a former Polish “socialist city,” Tychy. 

   The project of construction of the Nowe Tychy (New Tychy) started in 1950 as one for 
creating a new urban environment and society in the new socialist era. Since the collapse of the 
socialist regime in Poland in 1989, Tychy has sometimes been treated as a model for the 
“failure” of modernist urban planning in the socialist period. However, since the opening of the 
City Museum in Tychy (2005), a new perspective on the city is emerging: people are gradually 
beginning to see the history of their city and its architecture as objects of preservation, 
commemoration, and exhibition. 

   In analyzing this process, this paper argues that “heritagization” of the relics of former 
socialist period does not occur directly, but through “detours” or by offering “excuses.” Here, 
people sometimes begin to treat socialist relics as cultural heritages by expanding the 
traditional, legitimate category of cultural heritage, or sometimes preserving socialist statues by 
de-ideologizing them; i.e., by giving them different meanings. As a result, paradoxically, people 
in Tychy are practicing the preservation of socialist relics by not referring to the socialist period 
directly. 
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