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　ドイツとロシアに挟まれた「中欧・東欧」の地域は、「はざまの地域（Region Between）」と呼ばれることが多い。

　ポーランド出身の歴史家オスカー・ハレツキは、この地域を、歴史的には到底一言で言い表せない多様で複雑な地域として、中東欧、東中欧、中・東欧、

南欧、南東欧など、その都度いろいろと異なる名称を持ちつつ、現在に至ってきたことを説明している。その地域に住む諸民族が自分たち自身の名称とし

ても、「この地域」を一つの言語で表せない、複雑で多様な地域であったのである。（中略）

　この事典は、実はもともと『東欧文化事典』から出発していた。しかし本事典がより多くの人々 に、より長く愛着を持って使って頂くにはどうしたらよいか、

と考えたとき、1か月にわたる編集委員会での実り多い議論のすえ、全体の合意の結果として、『中欧・東欧文化事典』に変更することに決まった。編集委

員の方々 に、心より感謝する次第である。また340項目にわたり、300名に近い執筆陣の方々 にも、ご理解とご協力をいただいた。心より感謝いたします。

　また何より読者の方々 にも、是非、多彩で多様な「中欧・東欧文化」を本事典の中から堪能して頂きたく、それにふさわしいタイトルとして、『中欧・東欧

文化事典』と決まったことをありがたく思う。特に、世界的に有名な「あの」音楽、芸術、文化、人物が、実は、中欧・東欧のものだった、という数 の々新しい、

また嬉しい発見をしていただければ、こんなに嬉しいことはない。

　とはいえ、「中欧」と「東欧」には、若干ニュアンスの違いがある。

　「中欧」は、やや文化的・歴史的、芸術的な色彩が強く、他方、「東欧」は、どちらかと言えば経済的・政治的分析（西欧との差異化）に使われることが多い。

　そのうえで、いずれも相互に重なり合っている。この地域は、「中欧」としては、多様で多彩な文化、古代から中世・近世にかけてヨーロッパの諸帝国と結

びついた、深い思想や宗教的特徴を持つ、華やかな地域である。他方、「東欧」としては、政治・経済・歴史において、近代から現代にかけて周辺諸大国、

特にドイツ、ロシア、オスマン帝国、ハプスブルク帝国、ソ連邦における、被支配地域・被支配民族として存在し、だからこそ、自由と解放、変革と自立、独自

の道を求めて、繰り返し、上記の支配的諸大国に対して果敢に立ち上がり、歴史に残る諸事件を刻んできた、独立心旺盛で、勇猛果敢な地域・民族・人々

であった。

　第二次世界大戦後から冷戦終焉までは、文字通り欧州が西と東に分断された際の、「東」の地域として「東欧」と呼ばれた。

　しかし1989年の冷戦終焉後30年以上が過ぎ、もはや多くの国 は々この地を「東欧」とは呼ばない。「中欧」ないし「中東欧」が圧倒的である。（中略）

　中欧・東欧の魅力は、その極めて多彩・多様かつ美しく、煌びやかな、さらに凛とした独自性を持つ哲学的深さにある。（中略）

　多くの皆様方が本文化事典を機に、中欧・東欧に強い関心を持って下さること、中欧・東欧の文化が人々 を魅了し続けることを、心より願っております。

2021年６月吉日
編集委員会を代表して　羽場 久美子

『中欧・東欧文化事典』刊行にあたって（一部抜粋）

第1章　中欧・東欧：境界地域の多様性
中欧・東欧の意味するもの／中東欧の地域と自然／東欧
とハプスブルク／ドナウ川地域におけるヨーロッパ戦略
―地域河川の共同／ローマ帝国と中東欧／ビザンツと
東欧／古代ギリシャと東欧／東欧とオスマン帝国／古代
トラキア人と東欧／ロシアと東欧／ポーランド分割／バル
ト3国／チェコ／民族と宗教の相関関係／トランシル
ヴァニア，ヴォイヴォディナ／セルビア, コソヴォ, モンテ
ネグロ／クロアチアとスロヴェニア／マケドニア／沿ドニ
エストル―フロンティアから非承認国家へ／アルバニ
ア／ボーダーランドとしての東欧

第2章　民族：多民族の共存
多民族共存地域としての中欧・東欧―コンタクト・ゾー
ン／民族はいかにして「選択」されるのか／バルカンの民
族の多様性／中央ユーラシアと中欧・東欧文化／東欧
のロマ／東欧のユダヤ人／国を持たぬ人 「々ヴラーフ」／
民族の英雄たち―コシュート・ラヨシュ／民族運動の
英雄たち―コシチューシュコ／民族運動の英雄たち
―ペテーフィ

第3章　シンボル：国旗・国歌・記念日
ポーランドの国旗・国章・国歌／チェコとスロヴァキアの
国旗と国章／ハンガリーの国章・国旗・国歌／バルカン
の国旗・国章・国歌／クロアチアのシンボル―国旗と国
歌／ブルガリアの国旗と紋章、国歌、ナショナルデー／バ
ルト３国の国旗と国歌／ハンガリーの民族衣装／ハン
ガリーの祭りと祝日／セルビアの祭りと記念日／ブルガ
リアの民族衣装

第4章　音楽：クラシック
ショパン／フランツ・リスト／スメタナ／アントニーン・ド
ヴォルジャーク／ヨハン・シュトラウス／オペレッタ／
バルトーク／コダーイ／ヤナーチェク／バルカン芸術音
楽／セルビア音楽／東欧ユダヤ音楽／東欧のロマ音楽

第5章　民族舞踊・民族音楽と大衆性
宝塚歌劇の中のハプスブルク／ポーランドの民族舞踊／
バルトの歌―合唱／ハンガリーの民族舞踊／スロヴァ
キアの民族舞踊／バルカンの民俗舞踊／ブルガリアの
民族舞踊／ブルガリアの合唱（ブルガリアン・ヴォイス）

第6章　宗教の十字路
ヨハネ・パウロ2世とポーランドのカトリック／ポーラン
ドのユダヤ人／ブレスト教会合同／東欧のユダヤ教／ハ
ンガリーの教会―カトリック、プロテスタント／セル
ビアの正教会／バルカンの宗教とナショナリズム（イス
ラーム）／ボスニア・ヘルツェゴヴィナのムスリム／正
教と東欧／コンスタンチノープル世界総主教座とウク
ライナ

第7章　美術・芸術
世紀末ウィーン／クリムトと世紀末ウィーン絵画／アル
フォンス・ミュシャ／チェコの近代美術／ポーランドの美
術／ポーランドの前衛／ポーランドのグラフィック・アー
ト／ハンガリーのアヴァンギャルド美術／ハンガリーの
工芸／ポーランドの近代工芸／クロアチアの美術／東
欧のビザンティン美術／セルビアのイコン／ユーゴスラ
ヴィアの芸術とプロパガンダ／中東欧出身の写真家／
チェコガラス／チェコのジャポニスム／ポーランドの
ジャポニスム／ハンガリーのジャポニスム／バルト3国
の編み物

第8章　中欧・東欧の建築
ウィーンの建築―歴史の中の創造性／ワルシャワの建
築／クラクフ、その他のポーランド各地の建築／ポーラ
ンドのザコパネ建築／プラハの建築／ハンガリー、ドイ
ツ、オーストリアのセセッション建築／ハンガリーの近
代建築／ブルガリア、ルーマニアのビザンティン様式／
ブルガリアのイスラーム建築／オスマン期バルカンの都
市と建築／バルトのユーゲントシュティール建築／中
欧・東欧の都市／ハンガリーの教会／ハンガリーの城と
宮殿／ハンガリーの博物館と記念碑／チェコの教会／

チェコの城と宮殿／チェコの博物館・美術館／スロヴァ
キアの博物館・美術館／スロヴァキアの教会／スロヴァ
キアの城と宮殿／ポーランドの教会／ポーランドの博物
館・美術館／ポーランドのシナゴーグ／ポーランドの城
と宮殿／ボスニアの博物館と記念碑／ルーマニアの博
物館と記念碑

第9章　中欧・東欧のジェンダー
ポーランドのジェンダー／ハンガリーのジェンダー／チェ
コのジェンダー／東ドイツにおける女性と労働／バルト
３国のジェンダー／バルカンのジェンダー／クロアチア、
セルビアのジェンダー

第10章　自然と文化の遺産
アウシュヴィッツ強制収容所／ワルシャワ歴史地区、ク
ラクフ歴史地区／プラハとクトナー・ホラ／バンスカー・
シチアヴニツァをはじめとする世界遺産／ブタペシュト
とドナウ／タリン、リーガ、ヴィルニュス旧市街／ドゥブロ
ヴニク旧市街／クルシェヴァツの歴史と文化遺産／リラ
修道院／バルカンの世界遺産／ルーマニアの要塞教会／
ドラキュラ伝説からストリゴイ伝承へ／ヴィエリチカ岩
塩坑／スロヴェニアの世界遺産

第11章　観光
バルト3国の観光／ポーランドの観光／チェコの観光／
スロヴァキアの観光／ハンガリーの観光／ハンガリーの
温泉／旧ユーゴスラヴィアの観光／ルーマニアの観光／
ブルガリアの観光

第12章　代表的知識人、指導者
キュリー夫人（マリア・スクウォドフスカ＝キュリー）／コ
ペルニクス／ローザ・ルクセンブルク／リヒャルト・クー
デンホーフ＝カレルギー／ヤーシ・オスカール／クーデン
ホーフ光子と夫ハインリヒ・クーデンホーフ／ルカーチ・
ジェルジ／カール・マンハイム／カール・ポランニー／ハ
ンガリー出身の科学者・実業家／マサリク／ハヴェル／
コメニウス／パラツキー／リュドヴィート・シトゥール／ス
ラヴォイ・ジジェク／チトー

第13章　多彩な文学
東欧の文学／アダム・ミツキェーヴィチ／ブルーノ・シュ
ルツ／オルガ・トカルチュク／ポーランド文学／バルト三
国の多彩な文学／ヴィスワヴァ・シンボルスカ／カフカと
クンデラ／チェコ文学／スロヴァキア文学／ハンガリー
文学／バラージュとモーリツ／東欧の民話／ユーゴスラ
ヴィア文学／ルーマニア文学―ミルチャ・エリアーデ
とディアスポラ／スラヴ口承文芸・文学／ウクライナ文
学／アルバニア文学／イディッシュ文学／アディ／ブル
ガリア文学

第14章　交錯する言語
東欧の言語と国家／越境する言語／東欧のマイノリ
ティ言語／ポーランド語／バルト諸語／西スラヴ諸語の
特徴―あるいは「ジャガイモ」はなんと呼ばれるか／中
東欧の人々の名字／ハンガリー語の特徴／ルーマニア
語／バルカンの言語・南スラヴ諸語／混じり合う言葉
―バルカンの言語接触

第15章　境界線地域の人の移動
欧州、ＥＵの移民難民政策／ポーランドの人の移動／バ
ルト―人の移動がつくる地域／チェコの人の移動／ス
ロヴァキアの人の移動／ハンガリーの人の移動／バルカ
ンの人の移動／ルーマニア・モルドヴァからの移民／ス
ロヴェニアの人の移動／中東欧からアメリカ合衆国への
移民

第16章　傑出した映画、新進のアニメ
東欧映画全般／ハリウッド映画と中・東欧／サボー・イ
シュトヴァーン／アンジェイ・ヴァイダ／ロマン・ポランス
キ／エミール・クストゥリツァ／《シンドラーのリスト》／
チェコ映画／バルカン映画／リトアニアのジョナス・メカ
ス／チェコの人形劇・アニメーション／ハンガリーのアニ
メーション―ふたりの先駆者／東ドイツのアニメーショ
ン／クロアチアのアニメーション

第17章　世界に誇る食文化
ウィーンのカフェ文化／ポーランドの食文化／チェコ料
理／チェコのビール／スロヴァキアの家庭料理／豚の解

体と食肉文化／ハンガリーワインについて／パプリカ、
グヤーシュ、フォアグラ／ハンガリーのスイーツ／セルビ
ア、クロアチア、ボスニアの食文化／ルーマニアの食文
化／バルトの薬用酒とビール／モルドヴァ共和国のワイ
ナリー／ブルガリアのヨーグルトと食文化

第18章　スポーツ：民族融和の象徴
オリンピックとソコル体操運動／ユーゴスラヴィアの
サッカー―なぜ強いのか?底力と融和／コマネチ／
チェコスロヴァキアのスポーツ／ハンガリーのスポーツ／
バルカン諸国のスポーツ

第19章　大国のはざまで躍動する歴史
シュラフタとその政治文化／ 1791年5月3日憲法／
イシュトヴァーン１世／マーチャーシュ１世／中世のチェ
コ／聖ヴァーツラフ王冠／複合君主政と礫岩国家／中
近世のバルカン／ロシアとは別のルーシ／ハンガリー中
世・近世の法文化／ 1848年革命／ドナウ連邦（連合）
構想／ハプスブルク帝国の再編と外交政策／バルトの
歴史／近代ドイツとポーランド人／シュレジエン、グダン
スク―ドイツ領ポーランド／ポーランドとドイツの共存
と対立／ロシア領ポーランド／スラヴ会議／ボヘミア・
モラヴィアとチェコスロヴァキア独立／スロヴァキアの
歴史と独立スロヴァキア国／バルカン諸国の歴史／ハ
プスブルク帝国下の南スラヴ人／第一次世界大戦とバ
ルカン／ロシア革命と東欧／ルーマニアの歴史／クロア
チアの戦間期／戦間期のチェコスロヴァキア／ポーラン
ドの戦間期／ワルシャワ蜂起／第二次世界大戦中のナ
チ・ドイツとバルカン

第20章　政治・経済
1956年ポーランド／1956年ハンガリー事件とその評
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東欧のロマ

1971 年ロンドンにおいての第 1回世界ロマ会議で「ロマ（複数）・ロム（単数）」
という呼称，民族旗（上が空の青・下が大地の緑・16 本のスポークを持つ赤い車
輪），スローガン「オプレ・ロマ（ジプシーよ，立て）」が採択された．ジプシー
という言葉に蔑視・差別が含まれるということで，日本でも第 1回世界ロマ会議
に倣いメディア，教育，政治の世界では「ロマ」という言葉を使用している．
■ロマとジプシーの呼称について 音楽・舞踊の世界ではジプシー音楽，ジプ
シーダンスなどジプシーという言葉が使われている．社会主義時代の教育政策
で，呼称をロマに統一した旧ユーゴスラヴィアではロマの呼称が一般的だがチガ
ニの呼称も今でもよく使われる．他にジプシー・ロマニチャル（イギリス），マ
ヌーシュ・ジタン・ジガン・ボヘミアン（フランス），ヒターノ（スペイン），ジ
ンガロ（イタリア），ツィゴイナー・シンティ（ドイツ），チガニ（ロシア，ブル
ガリア・セルビア，マケドニア，ルーマニア・ハンガリー他），チゴーナイ（リト
アニア），シガーノ（ポルトガル），カーロ（フィンランド）などがある．東欧で
は主にチガン，チガニ系呼称が多く使われ，ハンガリーではハンガリージプシー
党（Magyarországi Cigánypárt）が正式名になっているほどである．さらに旧
オーストリア・ハンガリー帝国内のカルパチア盆地ではロムングルー，オラーチ
ガニ，ガーボルチガニ，シャトロシュチガニ，カラポシュチガニなどの呼称があ
る．コソヴォにあるフシュコソヴォの町ではロマ，アシュカリ，エジプシャンの
三つのロマが，鉄道線路を挟んでラエ（頭文字をとってRAE）として共存してい
る．このようにロマの自称他称は国，地方，土地，職業，血縁・家族で多種多様
に分かれる．
■定住型ロマと移動型ロマ 「定住型」は勤労者，日雇い労働者，農業従事者，音
楽士が多く，ロマの医者，弁護士，政治家も多くは定住型出身で，そこに住む非
ロマ（ガージョ）と程度の差はあれ同じ衣食住生活をしている．
「移動型」は血縁血族一族の結束が固く，代々同じ系列の職業に就き，情報を共
有し合い，酋長が世襲制で存在する．仕事は物の売買ビジネスが基本で，商才に
長け，その町や村のガージョよりも金持ちである．他の職種は鋳掛屋，金細工，
金物修理などで移動しながらの仕事がある（図 1）．流浪の民と思われがちだが，
彼らの拠点となる家を持ち，最低でもイースターとクリスマスの時期には帰る．
移動に必要なパスポート，公の身分証明書を持ち歩くためには法律上登録された
住所が必要になるからである．移動型のロマは伝統的な民族衣装を着ることが多
く，女性は鮮やかな色柄を好み，長いスカート，未婚の娘はリボンを編み込んだ

長いお下げ髪が特徴である．男性は
口ひげ，ツバ広帽子，だぶだぶのズ
ボンをはくのを好む．ルーマニアで
はこの移動型のロマが他の国に比べ
て断然多く見られる．またビジネス
で稼いだ金で血縁一族が競ってロマ
御殿（KASTELLO）を建てる．こ
の壮観なロマ宮殿群は 20 箇所ほど
確認できる．モルダビアからグライ
ドゥリ，チウレア，ムンテニアから
シンテシュティ，オルテニアからブ
ゼスク，コステシュティで容易に見つけられる．
■ロマの言葉と文字 ロマは文字を持っていない．そのためそこに住む国の標準
文字を使用する．ルーマニアのロマはルーマニアの ABC アルファベット文字
を，マケドニアのロマはマケドニアのキリル文字を使う．教育で受けた文字が基
本になる．言葉文法はロマ語だがそこに住む国の標準の言葉が多く取り込まれ
る．マケドニアのロマとルーマニアのロマが話し合うと，最初は 3分の 1の言葉
が分からない．だが話している間にその国の方言として理解していけば通じ合え
る．東欧のロマ同士は完全な理解は難しくても概ね最後は理解し合える．ロマの
出身といわれるインド北西部の言葉と東欧のロマの会話は殆ど通じず，ほんの一
部の単語が共通するぐらいである．ロマの言葉はロマ全員が話すわけではない．
移動型は概ね話せる．定住型は国や教育，地域，あるいは家族により大きな違い
が現れる．ロマ語を話せない定住型ロマはたくさんいる．
■ロマの宗教 ロマは宗教を持って移民移動しなかった．現在の欧州では移民が
持ち込む宗教や文化が大きな問題となっているが，ロマの宗教は白紙のまま，行
き着いたところの村や町の宗教をそのまま受け入れイースターもクリスマスも一
緒に祝った．その方が非ジプシーからの善意の施しを受けやすかったからである．
■ロマの定着 移動移民してきた当時のロマは町や村の外れに，村への入口や出
口に居住区をもらった．そこでロマコミュニティができあがっていった．
■ロマとフィールドワークと例外 マケドニア人の宗教はマケドニア正教だがマ
ケドニアのロマはムスリム（イスラム教）である．セルビア人はセルビア正教だ
がセルビアのロマはムスリム，正教，カトリックが混在する．このようにロマの
住む土地・地方の歴史や時の政治から例外はたくさん現れる．調べれば調べるほ
ど新たな例が見えてくるのがロマに関するフィールドワークの大きな特徴であ
る．前述の宗教による違いはマケドニア，セルビアのロマ文化に多くのバリエー
ションを与え，東欧の中でも秀逸なロマ文化を生み出した． [増永哲男]

図 1 ルーマニア・ブザウの移動型ロマ［1985 年ムレ
シュで著者が撮影］
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1989 年東欧革命と冷戦の終焉

1989 年，東欧革命（冷戦の終焉）とは何だったか．
■冷戦の開始 冷戦（ColdWar）は，第 2次世界大戦後，西側連合国によるソ連
の排除により，ソ連がこれに対抗し東欧に軍事的・政治的影響力を拡大していく
過程で始まった．アメリカの原爆の開発と，遅かれ早かれソ連もそれを発明する
だろうという恐怖の中，相互不信が極度の緊張状態に達し，米ソの「冷戦」が開
始された．「冷戦」という言葉はG. オーウェル（G. Orwell）によって最初に使わ
れW. リップマン（W. Lippman）によって定義された．以後欧州は二つの領域に
分断され，W. チャーチル（W. Churchill）と J. スターリン（ . ）が「パーセ
ンテージ協定」で合意した後，シュテッチンからトリエステまで「鉄のカーテン」
が引かれていった．東欧は 1947 年から 49 年にかけて次々とソ連の影響下に入っ
ていったが，その経緯は一律でなかったことは S. ワトソン（S. Watson）や G. ル
ンデスタッド（G. Lundestad）『アメリカの無策』においても書かれている．東欧
は主権の喪失により社会主義化が進行した．1949 年「アメリカを引きこみ，ドイ
ツを抑え，ソ連を排除する」というイズメイ卿（H. L. Ismay）の有名な言葉による
NATO創設と 55 年のワルシャワ条約機構創設による冷戦の進展に伴い，中東欧
の諸国民の一部は亡命し，残された大多数の国民の間には閉塞感が広がった．
■変化の兆し ソ連の軍事支配に対抗し，1953 年の東ドイツの蜂起，56 年のス
ターリン批判後に起こったポーランドやハンガリーの事件，複数政党制やソ連軍
の撤退要求，68 年のプラハの春における「人間の顔をした社会主義」要求，80 年
の連帯運動による「自主管理社会主義」の動きなどソ連の軍事的・政治的圧力か
らの離脱と自立要求は繰り返し東欧各国で起こったがその都度鎮圧された．
56 年から 68 年，80 年と，12 年ごとに起こった革命の波は，85 年のM. S. ゴル
バチョフ（M. S. Gorbachev）によるペレストロイカを機に再び成長し，新しい改
革の波を東欧各国にもたらした．彼は 89 年には，「もし東欧各国がソ連圏から離
脱しても，ソ連は軍を派兵しない」と述べ，それを契機に東欧は次々とロシアの
影響下から離れ，社会主義体制を放棄し，複数政党制，自由主義，民主主義，市
場経済化などを掲げて，「ヨーロッパ回帰」していった．
■「中欧」理念の成長 1980 年代後半には，東欧各国の文化人たちが結束し，自
分たちは東欧でなく「中欧」でありヨーロッパの真ん中に敷かれている分断線は
不当であるとし運動を開始した．「鉄のカーテン」を政治的・人為的に引かれた
「ヨーロッパの分断線」と批判し，東欧の作家たちM. クンデラ（M. Kundela），V.
ハヴェル，（V. Havel）コンラード・G.（Konrád G.）らは，ヨーロッパは東西に分

断されているのではない，我々は歴史的にも文化的に
も「中欧」であると語り，文学作品・文化運動の上で
鉄のカーテンがいかに人為的で有害なものであるかを
批判し，欧州を開放する「中欧」理念が広がった．ま
たポーランドではスターリン主義に基づく「スタハノ
フ運動」など生産性向上のノルマ制に対抗し，80 年に
はグダンスクの労働者 L. ヴァウェンサ（L. Wałęsa）
らによる「自主管理社会主義」を掲げた自主管理労組
「連帯」運動が東欧諸国の民主化と主権回復の運動を
進めていった．
東欧の文化運動，労働運動は，東欧各国の共産党指

導者の間にも改革の波を広げていった．その先頭を
切っていたのがハンガリーとポーランドであった．
89 年 6 月には，ハンガリーとオーストリアの鉄条網

が双方から開かれ，ハンガリーとオーストリアの国境
は両国の国民の間で自由に移動できるようになった．ポーランドでは円卓会議が
開かれ，政府と「連帯」の代表が共に話し合う土壌が生まれた．ちょうど円卓会
議合意に基づく東欧初の一部自由選挙投票日と同日の 6月 4日，中国では天安門
事件が起こり，そこでは民主化の動きは弾圧されて，中国の民主化運動は以後 30
年間封印された．
ハンガリーの鉄のカーテンの解放後，ハプスブルクの皇位継承者である O. v.
ハプスブルクやハンガリー政府らによって企画された「パン・ヨーロッパ・ピク
ニック」の動きは，東ドイツの人々の大移動とハンガリー・オーストリア国境か
ら西ドイツへの逃亡を引き起こし，10 月のベルリンの壁崩壊から 12 月クリスマ
スのルーマニアにおけるチャウシェスク体制の崩壊へと東欧のドミノ革命を先導
した．ポーランドの連帯運動，鉄のカーテンの解放，ビロード革命，ベルリンの
壁の崩壊とチャウシェスク体制の崩壊と続く「東欧革命」が中東欧全域に飛び火
し，米ソの冷戦の終焉宣言，91 年のワルシャワ条約機構の解体とソ連軍の撤退，
さらにソ連邦の崩壊につながった．冷戦開始後 40 余年続いた社会主義体制に風
穴を開けたのは，連帯の労働者とともに，「中欧」を自称するハンガリーやチェコ
の文学者，社会学者など知識人の運動であった．憲章 77 に象徴される文学者，知
識人の文化運動の根本理念は，軍事支配からの思想と行動の自由，物理的な東西
分断を打ち破る「中欧」の文化理念であったのである． [羽場久美子]
参考文献
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図 1 ベルリンの壁とブランデ
ンブルク門［SueRean, CC-BYSA
3.0（https: //creativecommons.
org/licenses/by/3.0/deed.en）］
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プラハとクトナー・ホラ

■プラハの歴史地区 チェコ共和国の首都プラハ（Praha）は，ヴルタヴァ（モル
ダウ）川とその両岸に建てられた無数の歴史的建築物が調和する美しい街であ
る．第 1次，第 2次世界大戦の被害をほとんど受けなかったというのも，この街
にとっては幸運だった．ロマネスク建築から現代建築まで多様な建築様式が並ぶ
プラハは，「黄金のプラハ」，あるいは「建築の宝石箱」などとも呼ばれる．
今のプラハにつながる基礎を築いたのはボヘミア王カレル 1世である．彼がカ
レル 4 世として 14 世紀半ばに神聖ローマ皇帝として即位すると，プラハは神聖
ローマ帝国の首都となった．彼はプラハを帝都に相応しい街にすべく，イタリア
やドイツから専門家を招聘して都市改造を行い，ヴルタヴァ川の両岸を結ぶ堅牢
な橋や中央ヨーロッパで最初となる大学を設立した．現在では，これらは王の名
を冠してカレル橋およびカレル大学と呼ばれている．
だが，今では調和しているようにみえる建築群だが，そこにはさまざまな対立
の歴史が刻み込まれている．中でもキリスト教の宗派対立はプラハの街並みに大
きな痕跡を残した．例えば，ヴルタヴァ川左岸のマラー・ストラナ地区にそびえ
立つ聖ミクラーシュ教会が挙げられよう．この教会は，元はゴシック様式の教会
として 13 世紀後半に創建されたが，17 世紀半ばよりほぼ百年の歳月をかけて壮
麗なバロック様式に改修された．その背景には長期にわたる宗派対立があった．
J. フスによる 15 世紀初頭の宗教改革とその後のフス戦争により，この地域では
プロテスタントが優勢となったものの，1620 年，プラハ近郊の「ビーラー・ホラ
の戦い」にてカトリック側が最終的に勝利を収めた．
これ以降，プラハでは体系的な再カトリック化とバロック化が進められること

になる．だが，なぜバロック様式
だったのか？ バロックとはもとも
と「歪んだ形の真珠」を意味する言
葉である．比例や調和に絶対の美が
求められた従来の様式に対し，バ
ロックでは視覚に訴える動的表現が
重視され，至るところに彫像や絵画
が配置された．時としてバランスを
失するほどの過剰な装飾や「歪み」
が，当初はバロックという言葉で批
判されたのである．しかし，プロテ

スタントを恐れたローマ教皇庁は，対抗宗教改革の担い手としてイエズス会を生
みだし，そのイエズス会は再カトリック化の道具としてバロック様式を多用した．
視覚に訴えるバロックは，人々をカトリック側に引き戻す手段と捉えられたので
ある．最初は軽蔑の対象であったバロックは，その後，後世に残る芸術となった．
先に述べた聖ミクラーシュ教会は，プラハの再カトリック化とバロック化を象
徴する建物である．一見，調和が取れているようにみえる建築群には，実際には
複雑なドラマが刻み込まれている．もし「黄金のプラハ」を訪れる機会があれば，
こうした歴史の痕跡を探してみることをお薦めしたい．
■クトナー・ホラ プラハから電車で
1 時間ほどの距離にある小都市クト
ナー・ホラ（KutnáHora）は，かつては
銀の産地として知られた．13～14 世紀
にかけてここで産出された大量の銀
は，中世ボヘミア王国の全盛時代を支
えた．クトナー・ホラには造幣局が置
かれ，そこで造られた小額貨幣「プラ
ハ・グロシュ」は，周辺諸国にも広く流
通したといわれる．カレル 4 世による
プラハの大規模な都市改造も，この銀
がなければ実現しなかっただろう．
クトナー・ホラを代表する建物はゴ
シック様式の聖バルボラ教会である．1380 年頃に開始された建設は，15 世紀に
入ってフス戦争のために中断され，その後は銀鉱脈の枯渇によって作業は再び
滞った．この事業を引き継いだのは 17世紀にこの街にやってきたイエズス会であ
る．本体部分のゴシック様式は維持されたが，屋根部分については天を突くよう
な塔ではなく，サーカスのテントのような形状となった．経費節約のためであっ
たと考えられるが，今ではその風変わりな屋根が街のシンボルとなっている．
約 400年の間にクトナー・ホラで産出された銀はおよそ 2,500 トンに及んだ．そ
の莫大な富を求めて多くの人間が集まったため，街は急速に発展し，市街地は不規
則に広がった．地下では坑道が網の目のように張り巡らされ，最大で 500mの深
さに達した．最終的には銀鉱山の閉鎖によって発展は止まったが，その分，この
街には最盛期であった中世終わり頃の面影が色濃く残されている． [福田 宏]
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図 1 プラハのマラー・ストラナ地区とプラハ城［©
Ko Hon Chiu Vincent http://whc.unesco.org/en/docu
ments/169324］

図 2 クトナー・ホラの聖バルボラ教会（左）と旧
イエズス会の学院［© gettyimages https://www.
gettyimages.co.jp/detail/ 写真 /st-barbaras-church-
kutna-hora-bohemia-czech-republic-ストックフォト
/513057151］
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