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 Godela Weiss-Sussex und Ulrike Zitzlsperger (Hg.): 
 Berlin. Kultur und Metropole in den zwanziger 

       und seit den neunziger Jahren.

池 田 晋 也

 本論 集は2004年7月 か らイ ギ リスのエ クセ ター 大学で 開始 された コ ロキ ウムが元 になつてい

る。そ のためか掲載 され てい る論文 のお よそ半数が英 語による ものであ り、Matrdn Swalesや

W.EYatesと い つた大物ゲルマ ニス トも名 を連 ねてい る。

 タイ トルか らもわか る よ うに、本 論集で は明確 な枠 組が与 え られ ている。 さま ざまな文化 史的

観 転か ら両大戦 間期 と壁崩壊 後 のベル リンを浮 き彫 りにす るこ とが全体的 なテーマ となるわけ

だが、重 要なのは、すべ ての論文 において執 筆者 がそれぞれ のテーマ を上記 二つの時 代にまたが

って考察 して い るこ とであ る。世 紀転換期や1945年 以降で はなく、20年 代 と90年 代が問題の

枠組 となって い るこ とで、両時 代の相違 点のみな らず 、それ らの連続 性がはっき りと浮かび上が

るこ とになる に こでは便 宜上1933年 までの ワイマール共和国期 を総 じて 「20年代」と表 記す

る)。両者 の同質 性を挙げ る とすれ ば、それ は、 旧来 の政治 的、桂 会的枠組の劇的 な崩壊 に よる

新体制の混乱 に満 ちた 出発状 況 であ り、また資本主義の基盤の もとで 、個人 が 自らの欲 求を 自由

に追求す るこ とが許 され てい る状 況、とい うこ とになるだろ うか。壁 の崩壊後、統 一は結 局東が

西に飲み込 まれ る形で な され た と言 えるだ ろ うか ら。編集者 のひ と りであるUlh ilge ZitZlsperger

は序章の なか で、90年 代が20年 代 を自 らの先例 、模範 として事あ るごとに引用 し、なぞってき

た ことにこの論 集 の枠組 設定 の根 拠 を置い ている。 つま り、20年 代は現代 を認識す るのに最適

な鏡 とい うわけな のだ。 全体 的な傾 向と して、両時代 を比較す るとい うよ りも、20年 代 を下敷

きに して90年 代 の事 象を考 察す る ことに重要性が置かれ ているよ うで ある。

 この論集 は、論 文か ら成 る三部+二 人の現代作家('IHIo K6hler, Susanne Goga)へ のイ ンタ

ビュー とい う構成 になつてい る。論集部分 では 「文 学 ・評論」、 「映画 ・演劇 ・ラジオ」 といつた

芸術的、文化 的領域 に加 えて 、最後 に 「都 市の演 出、都市 と歴 史」 とい う枠 組が設 け られ ている

ことが 目を惹 くが、それ は、この論 集が大都 市ベル リンにお ける人間 の感覚や経験 を問題 にす る

にあたつて、文 学的イ メージのみ な らず、建築 や景観 とい つた実際の都 市空 間を も視 野に入 れる

べきであ るこ とを示 して いる。

 文学の領 域では、まずJoa㎜e LealとGodela W6iss―Sussexが それ ぞれ20年 代 と90年 代 の
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女 性作家 による小説の比較 を行 ってい る。I£alはイル ムガル ト・コイ ンの 『レー ヨンの少女Das

kunstseidene M臈chen』(1932)と ター ニャ ・デ ュ ッカー スの 『遊戯 ゾー ンSpi'地 ㎜d(1999)

を比較 しなが ら、大 都市 を経験す るこ とに よって危機 に さらされ る女 性 のアイデ ンティテ ィを問

題 にす る。対 してWeis-Sussexは 同 じくコイ ンの 『レー ヨンの少女 』 とガブ リエ レ ・テル ギ ッ

トの 『ケーゼ ビアがクー アフユル ステ ンダムを席 巻す る 燈 陀 漉rθm幡 預血 ね加h」刎

(1931)、 さらにブ リギ ッテ ・ブー アマイスターやア ンネ ッテ ・グ レッシュナー 、イ ンカ ・バ ッ

ハ ら現 代作家 の散 文を採 り上 げ、特 に 「歩 く」 ことに着 目しつつ女 性の都市空 間の経験 につ いて

論 じている。David Midgleyは 、デ ーブ リンの小説 『ベ ル リン・ア レクサ ンダー広 場』の解 釈の

歴史的変遷 を辿 っている。Ulrike ZitzLspergerは 、新 旧の評論家 たちが大都市 ベル リンのイ メー

ジの生 産 と定着 に大きな役A―」を果 た してきた ことを示 してい る。 またChristian J臠erは90年

代 のポ ップ小説 の興 隆を20年 代 の新 即物主義の反復 として捉 える。 両時 代のサ ンプル となるよ

うな作 品に対 する言及 は少 な く、その内容 や手法 を事細 か に比較 し、直接 的な影 響関係 を探 る と

い うよ りは、む しろ新 即物主義 とポ ップ小説の根 底 にあ る精 神の類 似性 ・同質 性 をあぶ り出す こ

とに論 点が置 かれてい る(だ か ら、新即物 主義の 「復 権」や 「再興」 で はな く、 「反復 」 なので

ある)。 両者 に共通す るの は、旧来 の価値 観に対す る反 抗的態度 なの であ るが、異 な るの は、ポ

ップ小説 には現 実 を変革 しよ うとす る意志 よ りもむ しろ現実 に対す る卑屈 さが際立 ってい る こ

とであ る。J臠erは ポ ップ小説 の即物 性に、 「どうせ 何 も変わ らない さ」 とい う諦 め混 じりのシ

ニスムを見てい るのである。

 演 劇に関 しては、Yatesが ウィー ンとベル リンの状 況が全 く異なっ てい るその背景 を探 る一方

で、Swalesが ブ レヒ トとハ イナー ・ミュラー を比較 し、都市 を描 く際 の両者の姿勢、戦略 が近

い ことを示 してい る。 ラジオに関 しては、Clas Damma㎜ が20、90年 代 のラジオ局 の戦 略を

比較 してい る。20年 代の ラジオが芸術 、政 治、社 会 のあ らゆる領 域 を飲 み込んで急速 に肥大 化

し新 時代 の経験 を提供す るもの になつて ゆ く様 子 と、90年 代 のラジオ がメデ ィア と しての勢い

を失い、情報源 と して細分化 してゆ くさまが非常 に対 照的で興 味深いが 、科学技術 もイ ンフ ラの

整 備状況 も全 く異なる この二つの時代は比轍 橡 と して釣合 いが取れて いる とは言いがた く、さ

らに冷戦期の東 西ベル リンの ラジオ を比轍 像 とす る視 点が欲 しい ところであ る。

 先に も述べたが、第三部で は、芸術 的に加 工 され フィクシ ョン となつ たベル リンでは な く、実

際の空間 としてのベル リンが中心に置かれ ることにな る。Deborah SmailとCorey Rossは 新 し

いベ ル リンを政 治 的、文 化 的な 首都 と して ア ヒ.一ル す る方 法 を比 較 し、 建築 物 に 関 して は

Michael Kasiskeが 国会議 事堂 の改築 な ど、公 共 の建 造物 をめ ぐる議論 を採 り上げ てい る。

Joahim Sch】�は 、20年 代 のベル リンのユ ダヤ ・コ ミュニテ ィが文化 、政治 ・思想 の点で―義

的ではなかつた こ とを確認 した うえで、東西統一後 、ナチ スの迫害 によつて壊滅的 な打 撃を受 け
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たベル リンのユダヤ文化 に光 が当て られ、それが歴 史的遺 産 と して、またベル リンの文化 として

再評価 され てゆ く過程 と、それ に伴 う問題 について報告 してい る。Ulrllia Poock-Fe皿erは1928

年 に行 われ た、ベル リンの名所 を光で彩 る祭典 。Berlin im Licht``と90年 代以降のベ ル リンの

ライ トア ップイベ ン トとの比較 を試 みてい る。 しか しなが ら、コロキ ウムの発 表原稿が もとにな

ってい るため もあるだろ うが 、それぞれ の出来事 についての概説程 度の ものが矢継 ぎ早に並べ ら

れてい る ことで視 点が散 漫 にな り、結果 として表 面的な比 較に終わって しま ってい ることは否 め

ない。例 えば、イル ミネ ー シ ョンが観 光産業や商業 と密接 に関わつて い ると言 うな らば、具体的

な記録 を駆使 してそ の領域 におけ る効果 を詳細 に報 告す るこ とも可能 なはずであ る。また、ベル

リンの祭 典 よ りも前 の1927年 に、デ ッサ ウや ロス トック、 フランク フル ト・アム ・マイ ンで同様

の試 みがな され、 さらに1928年 にはケル ンや シュ トゥッ トガル トで も開催 された とあ るが、そ

れ らの内容や 規模 がベル リンの もの と比較 して どのよ うなものであったのか、とい うことは疑問

と して残 る。そ して さ らに、あ る特定 の場所 、空間 を異 化 し、非 日常的 な体験 をさせ る芸術 的な

力 をイル ミネー シ ョンに認 める とすれ ば、それ が人 間の心 理に じっ さい どの よ うな影 響を及 ぼ し

た のか、 とい うこ とをそ の体 験者 の証言の分析 を通 して考察す るこ ともで きるだろ う。20年 代

の人 間 と、現代の 、多少 な りともそ うしたイベ ン トに慣れ てい る人 間 とのあいだには極めて大き

な隔 た りがあ る と考 え られ るだ けに、 これ は非常 に興味 をそそ る問題 であ る。

 最後 に、恐 らくこの論集 のな かで 「20年代 と90年 代 のベル リンを重 ね合 わせ る」 とい う問題

の枠 組を最 も意識 した もの として、 トーマス ・シャー トの映画 『ベル リン、ある大都 市の交響曲

Berlin Sinfonie einer GroﾟstadtlJ(2002)を 採 り上げたSimon Wardの 論文 を紹介 してお く。

タイ トルか ら見 て もわか るよ うに、 この映画 は、 ヴァル ター ・ル ッ トマ ンの映画 『ベル リン、大

都市 の交響曲 」艶曲'凸b8励 幅θ飽r6i跳 虚d潮(1927)の オマー ジ ュとなつている。 ここで

問題 とされ るの は、シャー トの製作方 法で ある。 シャー トは、ル ッ トマ ンの映画 も含 めてあ らゆ

る映 像を引用 し、つ なぎ合わせ てゆ くことによって、ベル リンの昔 と今 を点描 してい く。シ ャー

トは 自分の用いた 映像に 、それ が どの場所 を、いつ 映 した ものか といったキャプシ ョンや 、そ こ

が どの よ うな歴史 と関わ ってい るか といつた解説 を―切 付 けない。 この ことによって、彼の映像

はあ る程度 ニ ュー トラル なもの と して提示 され る ことにな り、その解釈 は観 客に委ね られ ること

にな るのであ る。 こ うした手法 には、見 る者のあいだに安易 な壊古趣味 を引 き起 こ しかねない と

い う批 判が ある一 方、Wardは これ を、観 客が受動的 にあ る意 図を受け入れて しま うのではな く、

む しろ彼 らが積極 的に解 釈に加 わ るよ うに仕 向け るもの として肯定 しよ うとす る。っま り、シャ

ー トの歴史資料(映 像)の 引用 は
、一見無害 なものに見 えて、現在 を揺 さぶ る潜在的な力 を秘め

た もので あ りえる、とい うことになる。生産的な歴史認識 のあ り方につ いて真剣 に考 えたのがほ

かな らぬニーチ エであ ったが、Wardは(彼 は 自分 の歴史認識 の態度の カテ ゴ リーがニーチ エの
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それに基 づいてい るこ とを論文 のなかで明か してい る)、 シ ャー トの映画 にニーチ ェの 「批 判的

歴史認識iの 姿勢を見ているのであ る。 巻末のイ ンタ ビュー で、Susanne Gogaは1922年 のベ

ル リンを舞台に した 自 らの推 理小説 『レオ ・ベル リン ー.:- Jの 読 者に対 して 、ベル リン

つ子に とつて もそ うでない人 にとって も、小説 を通 じて な じみの あるベ ル リンや 、異 空間のベル

リンを発 見す ることは二重 の楽 しみであ ろ うと語 つてい るが、この期待 は、その ままシ ャー トの

映画に対するWardの 期待 と して読む こ とも可能 では ない だ ろ うか。

 こ うした比較研 究か ら見えて くるのは、20年 代 と90年 代(現 代)と のつなが りの深 さは もと

よ り、ベル リン とい う場所 自体 が内包 している、過去 への想像 をか き立 て る力の大 き さ、とで も

い うものであ る。単 に学問的認識 に とどま らず 、現代 のわれ われが、大都市にお ける歴 史 との 関

わ り方 ・生か し方を考 える うえで、本論集の論文 は示凌す る ところが大 きい よ うに思 われ る。

                            (M�chen Iudicium 2007)
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