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表紙の言葉

Zum Titelbild
Dieses Jahr wird rund um den Globus der 250. Geburtstag von
Ludwig van Beethoven gefeiert, weshalb ich die Gelegenheit
nutzte um einige der berühmtesten Beethoven-Schauplätze in
Wien zu besuchen.
Im geschichtsträchtigen 1. Wiener Gemeindebezirk ﬁndet man am
Beethovenplatz eine imposante Statue des Komponisten, die im
Jahr 1880 errichtet wurde. Im selben Bezirk beﬁndet sich außerdem
das Pasqualati-Haus, in dem Beethoven wohnte und unter anderem
die 5. Sinfonie und das Klavierwerk „Für Elise“ komponierte.
Im 19. Wiener Gemeindebezirk gibt es den Beethovengang – ein
malerischer Weg im Grünen, der Beethovens Lieblingsspazierweg
war und ihn damals dazu inspirierte, die 6. Sinfonie zu komponieren. Als ich den Weg entlang spazierte und dem rauschenden
Bach und den singenden Vögeln zuhörte, vergaß ich fast, dass ich
noch in Wien bin.
Es war interessant zu sehen an welchen Orten in Wien sich Beethoven inspirieren ließ und einige seiner berühmtesten Werke
schrieb. So komisch es vielleicht klingen mag, ich fühlte mich an
jedem Ort, den ich besuchte, zu Beethoven und seinem Gedankengut verbunden – auch wenn mehr als ein ganzes Jahrhundert
zwischen uns liegt.
Ken Imai (Mitglied der JDG Instagram: ken63wien)

今年はベートーヴェン生誕 250 年という節目の年にあたる
ので、再度ウィーン市内のゆかりある場所を訪れてみました。
1 区（歴史地区）のベートーヴェン広場には、1880 年設
立のベートーヴェンの像があります。また交響曲第 5 番「運
命」や「エリーゼのために」を作曲したといわれるパスクァ
ラティハウスも中心部に位置しています。
さらにウィーン 19 区にはベートーヴェンの小径と呼ば
れる彼のお気に入りの散歩道があり、交響曲第 6 番「田園」
の構想を練った場所とされています。実際に散策すると静
かで小川のせせらぎが気持ちよく、都市部にいることを忘
れるような感覚を味わえます。
ベートーヴェンとウィーンの繋がりを再認識できた上、
実際に彼が構想を練った場所と考えるだけで、時を超えて
何か繋がりができたような不思議な感覚になりました。
今井 謙
（日独協会会員。在ウィーン。Instagram: ken63wien）
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会 員 の 皆 様 へ

An alle Mitglieder

又そうした中で、会員の皆様からはウェブによるドイツ
語講座開講やイベント開催への要望を頂きました。
日独協会は従前の文化・学術交流の取り組みを今後一層
発展・継続させるためには、このような新たな動きへの取
り組みを強化し、新たな動きにも対応した事業の展開も試

古 森

重 隆

（当協会会長、富士フイルムホールディ

みる必要があると強く感じて、4 月からは急遽上半期ドイ
ツ語講座の一部をオンライン講座に切り替え、更に夏期講

ングス株式会社代表取締役会長・CEO、

座ではオンラインのメリットを生かし、東京近郊のほか北

富士フイルム株式会社代表取締役会長・

海道、さらにドイツからの参加者も受入れて実施すること

CEO）

ができました。

Shigetaka KOMORI
(Präsident der JDG, Vorsitzender und CEO
von FUJIFILM Holdings Corporation und
FUJIFILM Corporation)

会

員の皆様には日頃より当協会の運営等に関しまし

てご理解とご協力を賜り厚く感謝申し上げます。
去る 4 月 7 日、政府より東京都に新型コロナ

ウイルス感染症に対する緊急事態宣言が発出されて以降、
感染拡大防止の観点から、外出自粛が強く求められ、ソー
シャル・ディスタンスが励行されてまいりました。当協会
内外での行事や文化活動・催し物も中止あるいは延期せざ
るを得ず、
従前通りの事業の実施が難しくなっております。
申し訳ございませんが、事態の終息後、再開いたします
ので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

10 月からの下半期ドイツ語講座はオンライン講座と対
面講座を交えて開催する予定です。皆様方におかれまして
もぜひ積極的なご参加をよろしくお願い申し上げます。
当分は続くであろう「コロナとともに」という新しい生
活様式を強いられることになり、まだしばらくは従前のよ
うな協会活動は中止せざるを得ないと思います。新型コロ
ナウイルス感染症へのワクチン・治療薬の研究、開発、治
験などの進展によりコロナ禍が終息した暁には、会員同士
のより一層の交流が出来るよう努めてまいります。
皆様におかれましては、ご自愛のほど心よりお祈りして
おります。

unächst möchten wir uns bei allen unseren Mitgliedern

Z

neuen Wegen zu verstärken, um auf diese neuen Entwicklungen

aufrichtig und von Herzen für Ihre täglichen Bemühungen

reagieren zu können. Im April wechselten einige der

in der Zusammenarbeit mit der Japanisch-Deutschen

Deutschkurse auf Online-Kurse, und für die Sommerkurse

Gesellschaft bedanken.

ergaben sich sogar Vorteile des Online-Unterrichts, denn damit

Seit die Regierung in Tokyo am 7. April den Ausnahmezustand

konnten wir TeilnehmerInnen außerhalb Tokyos, zum Beispiel

aufgrund der neuen Coronavirus-Infektionen ausrief, wurde zur

aus Hokkaido sowie auch aus Deutschland miteinbeziehen.

Verhinderung der Ausbreitung der Infektionen soziale Distanz
gefordert und zwingend notwendig. Viele Veranstaltungen,

Ab Oktober, dem zweiten Semester, finden unsere Deutschkurse

kulturelle Events und Seminare innerhalb und außerhalb unserer

online sowie im Präsenzunterricht statt. Wir freuen uns sehr auf

Gesellschaften mussten abgesagt bzw. verschoben werden und

Ihre aktive Teilnahme.

es wurde zunehmend schwieriger, geplante Projekte wie bisher
durchführen zu können.

Vorerst jedoch werden wir gezwungen sein, unter dem Motto

Dies tat und tut uns weiterhin aufrichtig leid, doch sind wir sehr

„mit Corona unsere Lebensweisen neu zu gestalten und ich

zuversichtlich und darum bemüht, nach Ende dieser schwierigen

vermute, dass wir unsere Aktivitäten, wie wir sie von früher

Situation Veranstaltungen in gewohnter Weise wiederaufzunehmen.

kennen, für eine Weile so nicht fort setzen werden können.

Wir sind Ihnen für Ihr Verständnis zu großem Dank verpﬂichtet.
Sowie die Corona-Wirren aufgrund der Fortschritte in Forschung
Darüber hinaus erhielten wir Anfragen von unseren Mitgliedern,

und Entwicklung von Impfstoffen gegen die neue Coronavirus-

Deutschkurse und andere Veranstaltungen im Internet anzubieten

Infektionen abgenommen haben, werden wir uns inständig darum

und konnten entsprechend reagieren.

bemühen, unseren Austausch zwischen den Mitgliedern

Die Japanisch-Deutsche Gesellschaft kam zur festen Überzeugung,

wiederherzustellen und zu intensivieren.

dass es zur Weiterentwicklung und Fortsetzung seines bisherigen
kulturellen und akademischen Austauschs in der Zukunft

Ihnen allen meine besten Wünsche für Ihr Wohlbefinden und

notwendig sei, seine Bemühungen um die Entwicklung von

Ihre Gesundheit!
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ドイツ経済の動き

第 65 回

感染動向で変わる消費マインド
伊崎 捷治（当協会会員

元ベルリン独日協会副会長

当協会ドイツ時事問題研究会世話人）

雇用は改善
ドイツではコロナ感染拡大に対して、3 月に事業の存続や雇用の維持を主な目的とする支援策を講じ、鎮静化がみられるように
なった 6 月以降は消費税率の引き下げ、子供手当の追加支給、電気自動車の購入奨励金の増額など、消費拡大を中心とする景気浮
揚策を実施しています。経済界ではこれらの対策によってドイツ経済は今年後半以降急速に回復していくとの期待が高まりました。
経済対策の重点である雇用のその後の動向をみると、8 月の失業者数は約 295.5 万人、失業率 6.4％で、前年同月と比較すると
63.6 万人の増加でしたが、前月比では 4.5 万人の増加にとどまりました。これに夏季休暇時期といった季節要因を除くと 9,000 人
の減少となり、連邦労働庁ではコロナ禍を要因とする雇用の悪化は 7 月に続いて 8 月もみられなくなったとしています。
雇用維持の切り札ともいえるのは労働時間短縮に伴う賃金の減少を補う労働時間短縮手当ですが、受給者数は 3 月から 5 月にか
けて 500 万人にも及んだといわれますが、8 月の受給申請数は 17 万人へと急速に減少しており、経済活動が戻ってきていることを
裏付けています。
消費者は感染の拡大に懸念
一方、消費の動向については消費調査協会（GfK）が消費税引き下げのあった 7 月の報告書で「購買意欲が大幅に改善。予定し
ていた大型の買い物を前倒ししており、今年の消費を支えている。子供手当の割増支給も、消費に好影響を及ぼしている」と極め
てポジティブな判断をしていました。しかし、8 月号では一転して、消費マインドが冷め、貯蓄性向が高まっていて、消費の拡大
は頓挫したとしています。
GfK は消費マインドが冷めた主な理由として、雇用および所得の先行きに対する懸念を挙げ、その背景に感染者数の拡大を挙げ
ています。ドイツにおける感染は 3 月から 4 月がピークで、1 日 7,000 人近くに達したあと、5 月の半ばから 7 月の半ばまでは低
い水準で推移していました、しかし、7 月後半からは国外で夏休みを過ごした人が感染して帰国するケースが増え、8 月後半から
は感染者が 1 日 1,500 人前後にまで増加しています。このため GfK では消費性向の改善には感染を抑制し、消費者の安心感を高め
ることがいかに重要か、改めて確認されたと強調しています。ドイツでは危険地域からの帰国者を対象に PCR 検査を義務づけてい
るほか、8 月末からは商店や公共交通機関でのマスク着用を義務付け、違反者には 50 〜 150 ユーロの罰金を課すなど、感染抑制策
を強化しています。
電気自動車の増加と自動車産業の構造変化
ドイツ経済の中でも最も重要な自動車産業では、3 月から 4 月にかけて製造工場やディーラーのほとんどが稼働を休止し、上半
期の乗用車販売台数は前年同期を 34.5％も下回りました。これに対して、7 月は前年同月比 5.4％減とほぼ前年の水準を回復しまし
た。しかし、そこにはコロナ禍で先送りされていた売買分も多く含まれ、8 月には前年同月と比べて 20％少ない 25.1 万台に減少し
てしまい、厳しい状況です。
一方、EU では今年から排ガス基準が強化され、それを満たすためにはドイツも 2030 年までに電気自動車の割合を 35 〜 40％に
増やす必要があるといわれます。そのため、6 月から電気自動車の購入奨励金が大幅に増額され、価格が 4 万ユーロまでの車であ
れば電気自動車は 9,000 ユーロ、プラグイン・ハイブリッド（PHV）であれば 6,750 ユーロもの補助が受けられます。さらに、7
月からは付加価値税の引き下げも加わり、7 月と８月の電気自動車および PHV の販売は 6 月の 2 倍近くに急増しました。とはいえ、
月 3 万台余りの水準にとどまっており、乗用車販売が全体として大幅に減少している状況で、下請け産業でも大幅な雇用削減を迫
られるなど、先行きが懸念されています。
（2020 年 9 月 16 日記）

月 刊 音 声 教 材（無料）
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シリーズ

ド イ

ツ の 鉄 道

その16：ザクセン州シュヴァルツェンベルクにて①

廃線跡で街めぐり

久保 健（鉄道史学会会員

日独協会会員）

今回は旅に出ようと思います。目的地は、ザクセン州、チェコとの国境線に横たわるエルツ山地(Erzgebirge)西部の街、
シュヴァルツェ
ンベルク(Schwarzenberg)です。自然豊かなこの街を、当欄らしく鉄道にこだわりつつ、3回にわたって紹介します。コロナの影響で、
訪独が難しい昨今、エルツ山地の雰囲気を少しでも感じていただければ幸いです。

■城の下を走る蒸気機関車
シュヴァルツェンベルクに初めて鉄道がやって来たのは、1858年5月11日になります。東
ドイツ時代に小型自動車トラバント(Trabant)の生産拠点となる、ツビッカウ(Zwickau)か
らの路線になり、緩やかな山中を走る路線らしく、川沿いを蛇行するように敷かれています。
同区間の距離38kmを、現在は2両編成の気動車がエンジン音も高らかに40分ほどで走破して
いますが、開業当初は蒸気機関車で2時間以上かかったそうです。なお、現在も使われている、
3階建てのシュヴァルツェンベルク駅(Bahnhof Schwarzenberg)駅舎は、開業時に建てら
れたもので、ザクセン州では最古の駅舎になります。
1883年9月20日に路線が延長され、チェコとの国境の街ヨハンゲオルゲンシュタット
(Johanngeorgenstadt)まで単線17kmが開業します。この路線、ザクセン選帝侯の狩猟用
として、1555年から1558年にかけて建てられ、街のシンボルとして丘の上にそびえ立つ、シュ
ヴァルツェンベル城（Schloss Schwarzenberg）の真下を、全長102mのトンネルで貫い
て敷設されています。城近くを走る路線は何度か目にしたことがありますが、直下を機関車
が潜り抜ける風景は、珍しいのではないでしょうか。
この一風変わったトンネルに転機が訪れるのは第二次世界大戦後になります。エルツ山地
で、もともと銀の副産物として掘られてきたウランにソ連が目を付け、1947年より大規模な
城下のトンネルを出て橋を渡る機関車
採掘が開始されます。それによる運行数増加にともない、ヨハンゲオルンゲンシュタットまで
（シュヴァルツェンベルク市ホームページより）
の複線化が計画されますが、シュヴァルツェンベルク市内は城下のトンネルはじめ、拡幅ス
ペースが確保できないため、東方に迂回する新たなルートで敷設されることになります。1951年11月1日より複線運行が始まり、旧路
線は廃止されましたが、トンネルや橋梁などの遺構が、いくつか残されています。今回は廃線跡をたどりつつ、市内を歩いてみましょう。

■廃線跡を歩いて街めぐり
スタート地点になるシュヴァルツェンベルク駅前から、ヨハンゲオルゲンシュ
タット方面を見ると、ゆるやかに右折した歩行者用の石造りの橋が目に入ります。
橋の入口に設置された説明板、
そして橋脚には「1883年建設、
2012年修復」のプレー
トがあり、廃線跡であることが分かります。この橋を渡り、スーパーや店舗がぽつ
ぽつと並ぶ道を歩き、山上に城が見えたところで、2つ目の橋があります。上の写
真は、城下のトンネルを通り抜けた機関車が、まさにこの橋を通過する場面になり、
橋のすぐ先には、絵と同じように、馬蹄形のアーチが特徴的なトンネル跡があります。
このトンネルの上部には、今でも開通した年を表す1882の額がかかり、両脇に
は城の塔の装飾が施された柱が見られます。現在、トンネル内の通行はできないた
め、城を右上に仰ぎ見つつ、回り道。シュヴァルツェンベルク税務署(Finanzamt
Schwarzenberg)の前を過ぎたところで、城の駐車場がひらけ、トンネルの反対
側に出ます。トンネルからの線路跡には石畳みが敷かれており、そのすぐ側に、 現在のトンネル跡。70 年前に廃止されたとは思えないほど
ディーゼル機関車がモニュメントとして置かれています。この機関車は1962年製 状態は良い。
で、シュヴァルツェンベルクの人民公社洗濯機工場(Der VEB Waschgerätewerk)
の専用線で1995年まで使用後、2005年からテクニカルアート「Die gekippte
Lok(傾いた機関車)」と題され、この場所に置かれています。なお普段は閉じられ
ているこのトンネル、毎年城の周辺で開催されるクリスマス市期間中、鉄道模型愛
好家による展示会が1995年から開かれており、2020年も12月5日から13日まで行
われる予定です。
機関車の先には、3つ目の橋があり、「元鉄道橋、1882年建設」、「歩道橋、2004
年建設」とそれぞれ書かれたプレートが付けられています。他の2つの橋と異なり、
新たに建設されているのは、橋のたもとに「2002年大洪水」と記され、その時の
水位を記録したプレートが橋の下部に付けられていることから、その時に流出して
しまったためと思われます。3つ目の橋を渡り、住宅地に入り、庭先を走り回るア
ヒルや花壇に目を奪われつつ歩くと、ほどなくシュヴァルツェンベルク停留所駅
(Schwarzenberg Hp)に到着です。
城下の廃線跡には機関車がモニュメントとして置かれている。
この廃線跡で説明板や機関車を設置しているのは、シュヴァルツェンベルク鉄道
博物館になります。次号では、個性的な車両を多く展示している当館について、紹介したく思います。さて、毎度のお願いになり申し
訳ありませんが、ドイツの鉄道について、ご興味を持たれている点など、ご要望などいただけますと嬉しく思います。お手紙なら日独
協会の「ドイツの鉄道宛」、メールでは(jdg@jdg.or.jp)まで、皆様のご一報、お待ちしております。
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株式会社 三修社 SANSHUSHA Publishing Co., Ltd.
毎年 10 月に開催される世界最大の書籍見本市、フランクフルト・ブックフェ
アは、今年も 10 月 14 日から 18 日まで実施予定です（執筆時点）。ただし、コ
ロナの影響で、全米の主要出版社や、本年のテーマ国であるカナダの出版団体も、
すでに出展の見送りを発表しています。一方で、日本の出版団体（日本書籍出
版協会）は、規模を縮小してですが、出展することを決めました。毎年参加し
ている弊社も、人の派遣はできませんが、日本の出版団体のブースの中に書籍
の展示をするという方法で今年も参加します。フランクフルト・ブックフェア
への参加は、当然、世界各国の出版社やエージェントと版権の売買や意見交換
をするということが目的になるのですが、弊社の場合は、ドイツで活躍する日
本人の方々が、ブースに寄っていただくことがあり、そういった方々と直接お
会いできる楽しみな場所となっています。例えば、ドイツ国内のアニメイベン
トに参加をして、ドイツに日本のオタク文化を紹介しつつ、逆に、ドイツでの
フランクフルト・ブックフェア 日本ブース
オタク文化の浸透ぶりを日本に向けてレポートしている方や、有名なドイツサッ
カー・ニュースサイトの日本語版を運営しながら、ドイツで活動している日本人のサッカー関係者とのコネクションを拡げ、日本
サッカー界への企画提出を目論んでいる方、もちろん、かつて弊社で、生活に根差したドイツ語の参考書を執筆していただいた著
者も毎年顔を出してくれています。今年はその機会がないのが大変残念ですが、毎年フランクフルトで、様々な分野で日本とドイ
ツを繋げる活動をされている方々とのお話に刺激を受けて、日本に帰ってきています。
※今年のフランクフルト・ブックメッセのリアル展示は中止になりました。

弊社は、一昨年創業 80 周年を迎えました。創業時より、一貫して、言語を通じて、世界各国の文化を日本に紹介する出版活動を
してきました。その中心にあるのはドイツ語であり、ドイツ文化です。数多くのドイツ語の入門学習書、初修大学生向けドイツ語教
科書、独和辞典、あるいは、ドイツ文学の翻訳書や、ドイツ文化を紹介する本などを出版してきました。大学でドイツ語が必修であっ
たご年配の方々にはシンチンゲルの『現代独和辞典』という辞典名を聞いて、懐か
しく思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。現在では、学習独和辞典の
トップと自負している『アクセス独和辞典』を刊行しています。昨年秋にノーベル
文学賞を受賞したペーター・ハントケの翻訳書も発表しています（日本で最初に
ペーター・ハントケの翻訳書を刊行したのは弊社だという説もありますが、
真偽は？
です）
。ドイツ人が日本語で書いた、
ひらがなをテーマにした、
『小さいつが消えた日』
という小説まで出版しています。ドイツといえばサッカー、ということで、サッカー
とドイツ語にまつわる本もあります。最近では文字通り『サッカーを楽しむドイツ
語』
、2012 年には『ドイツサッカーを観に行こう！』も刊行しました。そういえば、
その『ドイツサッカーを観に行こう！』の著者である瀬田元吾さんは、
フォルトゥナ・
デュッセルドルフという、新シーズンはブンデスリーガ 2 部に所属するチームの日
本デスクを長年されていましたが、つい先日、電撃的に日本に帰国され、J リーグチー
発行書籍の数々
ム、V・ファーレン長崎の執行役員に就任されました。ご活躍が楽しみです。
また、最近は出版活動にとどまらず、リアルなイベントも実施しています。
2018 年には、創業 80 周年記念として、１年かけて、関口存男をテーマにした「存
在の男」という展示を催しました。関口存男は 1894 年生まれの、著名なドイツ
語学者であり、ドイツ語教育の先駆者であり、演劇人でもあり、という弊社と大
変ゆかりの深い大先生です。展示には、遠方からもご来展いただき、また、そ
れまで関口存男を知らなかった若い世代にも興味をもっていただいたようです。
展示の様子や、関口存男については、弊社 HP に特設ページがございます。来ら
れなかった、という方や、この文章で関口存男について知りたくなったというこ
とでしたら、一度覗いてみてください。2019 年 9 月には、
「ドイツ語で道案内」
というワークショップを開催しました。年齢もドイツ語学習歴も異なる 14 名の
方が参加して、初対面にも関わらず、和気藹々と楽しい時間を過ごされています。
今年の 2 月にはドイツ食品普及協会の森本智子さんを講師にワークショップ「ド
イツ語レシピ動画を楽しむ」も開催しました。この二つのイベントのレポートも
弊社サイトに上がっています。現在はイベントを実施できないのは残念です。
出版やイベントを通じて、ドイツの文化を日本に紹介する、という活動は弊社のコア
です。一方で、
ドイツで活動されている日本人の情報には日々刺激を受けており、そういっ
た皆様のドイツと日本を繋ごうとする活動に、出版にとどまらず、関わりをもっていき
たいと願っています。
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イベントの様子

株式会社三修社
https://www.sanshusha.co.jp/
東京都渋谷区神宮前 2-2-22
電話 03-3405-4511

コブレンツ高裁におけるシリア・アサド政権元幹部らに対する裁判

久保田 隆（日独協会会員）

2020 年 4 月 23 日、シリア・アサド政権の治安機関の元幹部に対する裁判がコブレンツ高裁にて開始されたというニュースが世
界中を駆けめぐりました。ドイツ中西部に位置するコブレンツの一裁判所がなぜ、遠く離れたシリアの治安機関の元幹部を裁くこ
とになったのでしょうか。そこには、第二次世界大戦後に行われたニュルンベルク裁判の法理が深く関係しています。本稿では、
その背景に迫ってみたいと思います。
●シリア・アサド政権の治安機関元幹部がなぜドイツで？
今回の裁判では、シリアの首都・ダマスカスの収容施設「251 支部」で行われた拷問が、国際刑法典（Völkerstrafgesetzbuch）7
条の「人道に対する犯罪」
（Verbrechen gegen die Menschlichkeit）にあたるのではないかとして、治安機関の元幹部が起訴されました。
ドイツ連邦検察庁によれば、被告人は、少なくとも 4,000 件の拷問と 58 件の殺人に関与したとされています。今回の裁判について
は、アサド政権による重大犯罪の訴追の嚆矢として高く評価する論調がみられる一方で、本件の元幹部のようにアサド政権に背を
向けて国外に亡命した人物を訴追することで、
「政権から離反すべきでない」という誤ったメッセージが発信されてしまうという矛
盾を指摘する声もあります。
それにしても、なぜシリア人の被告人がドイツで裁かれることになったのでしょうか。それは、ごく単純な話ではありますが、被
告人がドイツ国内にいたからです。被告人は、2012 年末に反体制派の手引きでヨルダンへと渡り、2014 年には首都・アンマンの大
使館でビザを取得し、家族を伴ってドイツに入国していたのです。ドイツに限らず、一国の捜査機関は相手国の同意がない限り国外
では活動できませんので、被告人がもしシリアにとどまっていたとすれば、ドイツ当局が元幹部を逮捕することはなかったはずです。
●人道に対する犯罪とは何か？
本件で問題となっている「人道に対する犯罪」とは、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判で初めて適用された犯罪類型で、
主に、自国民（ドイツ国籍）であるユダヤ人に対する迫害行為を処罰するために考案されたものです。当時、戦争の法規・慣例の
違反を処罰する戦争犯罪（Kriegsverbrechen）がすでに存在していたにもかかわらず、人道に対する犯罪が新たに必要とされたのは、
戦争犯罪は、
（少なくとも当時は）自国民に対する行為に適用できないものだったためです。人道に対する犯罪は、被害者が文民（民
間人）でさえあれば、国籍や所属を問わず適用できるため、戦争犯罪では処罰できない範囲をカバーすることができます。これら
の犯罪をはじめとするニュルンベルク裁判の法理は、現在、オランダのハーグにある国際刑事裁判所（ICC）に継承されていますが、
ドイツは、2002 年に ICC に加盟するにあたり、上述の国際刑法典を制定し、人道に対する犯罪（と戦争犯罪）をドイツ国内法上
の犯罪として新たに取り入れたのでした。国際刑法典では、これらの重大な国際犯罪としての性質にかんがみて、犯罪地や犯人・
被害者の国籍を問わず適用できるという特徴があります（同法 1 条）。そのため、今回の事件のように、ドイツ国外でシリア人が
シリア人に対して加えた行為についても、ドイツの法律を適用して裁くことができるのです。
●ほかにも多くの裁判が...
2011 年に勃発したシリア内戦における重大犯罪の裁判がドイツ国内の裁判所
で行われるのは、実は今回が初めてではありません。これまで、ドイツ各地で
15 件近くの裁判がすでに行われており、筆者も、2018 年 3 月、デュッセルドル
フ高裁で行われていた戦争犯罪事件の裁判を傍聴する機会を得ました。ですが、
ドイツに難民申請者としてやってきた「下っ
これまで逮捕・起訴されてきたのは、
端」ばかりでした。それに対して、今回の事件では国家機関の元幹部の責任が
問われるということで、注目を浴びています。なお、これはドイツに限った話で
はなく、現在、シリアやイラクの紛争から逃れてきた者に対する裁判が欧州各
国で行われているようです。
●日本にも「国際刑法典」は必要か？
現在、日本でも、学者・国会議員・弁護士らからなる「国際刑事法典の制定
を国会に求める会」が日本型の「国際刑法典」の導入を目指して活動しています。
2020 年 4 月 3 日に開催された「国際人道法違反を裁けない日本の法体系を考え
Kapellweg にあるデュッセルドルフ高裁別館（筆者撮影）
る集い」では、
「求める会」のメンバーによって法案の「骨子」がお披露目され、
活発な議論がなされました（ちなみに、
「集い」には、国民民主党・山尾志桜里議員のほか、自民党・中谷元議員、国民民主党・玉
。日本が 2007 年に ICC に加盟した際、政府は、既存の刑法の
木雄一郎代表、れいわ新選組・山本太郎代表らが出席していました）
殺人罪や逮捕・監禁罪を適用すれば足りる、という立場をとったのですが、これらの罪には、多くの場合、日本国内で行われた行為
か、海外で日本人が加害者か被害者となった行為にしか適用できないという制約があるため、ドイツのように人道に対する犯罪や戦
争犯罪の規定を創設し、適用範囲をひろく確保するのが筋だといえます。
＜参考文献＞
• 「シリア政権の『拷問』問う 治安機関元幹部ら、ドイツで公判」『朝日新聞』2020年4月25日朝刊9面
• Reuter/Schmid, Des Teufels Oberst, DER SPIEGEL v. 23. 4. 2020 (https://www.spiegel.de/politik/ausland/koblenz-prozess-gegen-geheimdienstofﬁzier-anwar-raslan-aus-syrien-des-teufels-oberst-a-f2127ff5-99ea-4fe0-8ccd-a2c1edaa7fc6)
• 「国際刑事法典の制定を国会に求める会」ホームページ（http://kokusaikeijihou.org/）
※上記の情報はいずれも2020年9月3日現在のものです。
筆者プロフィール：久保田 隆（くぼた たかし）
大学で選択したドイツ語に魅了され、3 年次にボン大学、大学院在籍中にケルン大学（国際平和安全保障法研究所）に留学。専
門は、刑法・国際刑事法（特に、国内刑法による人道に対する犯罪・戦争犯罪処罰の日独比較）。2020 年 4 月より、東京大学先
端科学技術研究センター（玉井研究室）特任助教。自粛期間中、近所の気になる飲食店をリストアップすることにハマる。
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Panda-Nachwuchs im Zoo Berlin

Dr. Verena Materna, Vorstandsmitglied der DJG Berlin, Molekularbiologin und wissenschaftliche Koordinatorin

Berlin ist seit einem Jahr um eine weitere Attraktion reicher. Aufgrund der Corona-Pandemie
konnten jedoch viele diese noch gar nicht in Augenschein nehmen. Wir hatten bereits vor drei
Jahren berichtet, dass das Panda-Paar Meng Meng („Träumchen“) und Jiao Qing („Schätzchen“)
gesund und munter in Berlin eingetroffen ist. Beide wurden damals mit großem öffentlichem Interesse sehr herzlich begrüßt und aufgenommen. Viele Berliner und Touristen haben seitdem den
Panda-Pavillon besucht und die Hoffnung war schon damals groß, dass sich bald Panda-Nachwuchs einstellen würde. Vor einem Jahr war es dann soweit. Am 31.08.2019 brachte Meng Meng
zwei gesunde männliche Panda-Bärchen zur Welt. In der Natur überlebt normalerweise nur eines
der beiden Jungen, doch in Berlin nahm man die Herausforderung an und versuchte von Anfang
an, beide Bärenkinder durchzubekommen. Alle zwei Stunden wurde gewechselt, so dass Meng
Meng abwechselnd eines der beiden Bärenbrüder selbst versorgte und das jeweils andere Bärenkind im Brutkasten betreut werden konnte. Der Ansatz war erfolgreich. Beide Bärenjunge entwickelten sich prächtig, nahmen an Gewicht zu und öffneten nach sechs Wochen zum ersten Mal
Jiao Qing („Papa-Bär ) / パパになったジャオチン
ihre Augen. Der Tradition folgend erhielten sie am 100. Tag nach ihrer Geburt ihre Namen – Meng
Xian („Ersehnter Traum“) und Meng Yuan („Erfüllter Traum“). Da beide Namen nicht leicht auszusprechen und zu behalten sind, haben die Berliner ihnen inzwischen, wie übrigens vielen anderen beliebten Tieren im Zoo, typische Berliner Namen gegeben: Pit und Paule. Da beide am Anfang noch zu klein und zuwendungsbedürftig waren, konnte man beide zunächst nicht direkt besuchen. Es gab jedoch immer wieder Fotos und Videosequenzen, die die Fans an den Fortschritten der beiden Nachwuchsbären teilhaben ließen.
Nach fünf Monaten waren beide genügend gewachsen und gesundheitlich stabil, sodass der Zoodirektor den regulären Besucherverkehr erlauben konnte. Ende Januar 2020 konnte man daher erstmals die Bärenkinder im Panda-Pavillon besuchen. Beide sind sehr verspielt und Mutter
Meng Meng kümmert sich fürsorglich um sie. Doch dann musste aufgrund der voranschreitenden Corona-Pandemie der Zoo, wie viele andere
Einrichtungen weltweit, vorerst seine Tore für den Publikumsverkehr schließen. Nach fünf langen Wochen durfte der Zoo mit Einschränkungen
wieder öffnen. Das hieß aber auch, dass die Pandas aus Sicherheitsgründen zunächst nicht besucht werden konnten. Erst ab Mitte Juni 2020
konnte man den Panda-Kindern wieder direkt beim Spielen zusehen. Inzwischen sind sie deutlich gewachsen und entwickeln sich prächtig.
Auch ihren Eltern geht es nach wie vor gut. Meng Meng konnte im Juli ihren 7. und Jiao Qing sogar schon seinen 10. Geburtstag feiern. Wie immer zu besonderen Anlässen erhielten die Pandas ein besonderes, verzehrbares Präsent und genossen bei sommerlichen Temperaturen ihre
speziell angefertigte Eis-„Torte“ mit Panda-Keksen.
Aktuell darf man den Zoo nur für ein paar Stunden mit einem Zeitfenster-Ticket besuchen, das man vorher online buchen muss. Falls Sie die beiden
jungen Panda-Brüder auch gern sehen möchten, derzeit aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht nach Berlin reisen können, gäbe es noch die
Möglichkeit, hin und wieder die Neuigkeiten aller vier Berliner Pandas im Panda-Blog zu verfolgen: https://www.zoo-berlin.de/de/aktuelles/panda-blog.
Bitte bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
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ベルリン動物園のパンダの子どもたち
Dr. ヴェレーナ・マテルナ（ベルリン独日協会理事、分子生物学者、学術コーディネーター）
1 年前からベルリンに新しい魅力が増えました。しかし、コロナのためにまだそんなに多くの人がこれを見ていません。3 年前、
パンダのペア、メンメン（
「小さな夢」という意味）とジャオチン（「小さな宝物」という意味）が元気いっぱいにベルリンにやっ
てきました。この二頭は当時、広い関心を持って、温かく迎え入れられました。たくさんのベルリン市民と観光客がそれ以来パン
ダパビリオンを訪れ、そのころからパンダの子どもの誕生が期待されていました。そして 1 年前にやっとその時がきました。2019
年 8 月 31 日にメンメンが二頭の健康な雄のパンダを産みました。通常は二頭のうち一頭しか生き延びませんが、ベルリンでは最
初から二頭とも育て上げることに挑戦しました。二時間おきに二頭は入れ替えられ、メンメンが自らパンダの兄弟のうちの一方の
面倒をかわりばんこに見て、その間別の一頭は保育器で育てられました。このやり方は成功し、二頭とも立派に成長し、体重を増
やし、6 週間後に目を開けました。習慣に従って誕生から 100 日後に彼らに名前がつけられ、メンシャン（「望まれた夢」の意）と
メンユアン（
「かなえられた夢」の意）になりました。この名前が両方とも発音しづらく覚えづらいため、ベルリン市民は、動物園
にいる他の動物たちにしたと同じように彼らにも、いかにもベルリンらしい名前、ピットとパウラと名付けました。最初、二頭は
小さすぎて配慮が必要であったため、人々は彼らを訪れることができませんでしたが、繰り返したくさんの写真や映像が流された
ので、ファンは二頭のパンダの成長を見届けることができました。5 か月後には二頭とも十分に成長し、健康状態も落ち着いたので、
動物園長が定期的に公開することを許可し、2020 年 1 月からパンダパビリオンでこの子供たちに会えるようになりました。二頭と
も大いに遊び、母親のメンメンは彼らの面倒をよく見ています。ところが、拡大するコロナのため、世界の他の多くの施設と同じ
ように、訪問者を受け入れることができなくなりました。
長い 5 週間が過ぎ、動物園も制限を解きましたが、安全のため、パンダを訪問するこ
とはすぐにはできませんでした。2020 年 6 月半ばになってやっと、再びパンダの子供
たちが遊ぶ姿を見に行くことができるようになりました。この間に彼らは著しく成長し、
体もしっかりとしてきました。彼らの親たちも相変わらず元気です。メンメンは 7 月に
7 歳に、ジャオチンにいたってはすでに 10 歳になりました。いつもの格別な祝い事と
同様、パンダたちは食べられるプレゼントをもらい、夏の暑さの中、特別に拵えられた、
パンダクッキー付きのアイス ケーキ を楽しみました。
現在は、オンラインで事前に時間指定チケットを買って、数時間だけ動物園を訪れる
ことができます。もし皆さんがこのパンダの兄弟を見てみたくても、今はコロナのせい
でベルリンに来ることが難しいでしょう。でも、下記のパンダ - ブログで時折、4 頭の
ベルリンのパンダたちの近況を見ることができます。
https://www.zoo-berlin.de/de/aktuelles/panda-blog.
Pit und Paule / ピットとパウラ
皆さん、元気で前向きにいきましょう！
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シリーズ
「私とドイツ」は日独協会の会員、関係者にご自身とドイツ・日独協会との関りについて語っていただく
シリーズです。会員の皆様からの投稿をお待ちしています。

File13
Nach dem Regen wachsen die Bäume besser（雨 降って地 固まる）

宮地 剛（日独協会会員）

何故、ドイツにと問われると、島から出たかったと答えます。生まれは水軍と造船の島、因島。島では外国人が珍しくなく、英
語の先生はバンクーバー育ちのネイティブ同様。世界を語ってくれました。高校の文化祭では Shakespeare の英語劇を。大学は
英語会で、卒業後は海外（その時は米国）での活躍を希望していました。
ドイツには三回計 11 年滞在。最初は 1969 年。学生運動で休講が頻発する国内に限界を感じ、AIESEC（国際経済商学学生協会）
の海外企業派遣制度を知り、受験し合格。プログラミングを学んでいる最中で、これからは MIS（Management Information System
経営情報管理システム）と語学、それも英語プラスワンと意気込み、派遣先にドイツ IBM を選択。社長に直談判し、マーケティング
部門から、ミュンヘン工科大学フィッシャー教授指導の Methoden Planung（最適回路数分析チーム）の正式メンバーに。IBM は今
の GAFAM（Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft の総称）以上で研究所全体が映画『007』の森の中の要塞風。ジンデ
ルフィンゲンの研究所では 270 人の内、160 人が Ph.D（博士）
。Urlaubsgeld（休暇ボーナス）を頂き、フォルクス・ワーゲンのビー
トルで南欧を旅し、年末に取締役会報告をしてナホトカ経由で帰国。三和銀行に就職。給料は悪くなかったのですが、半分以下でした。
二回目は 6 年後の 1976 年からの 5 年間。資金為替担当で情報が命。積極的に業界の
会合には出席し、FAZ（フランクフルター・アルゲマイネ新聞）
、Handelsblatt（商業経
済新聞）の記者に加え、ドイツ銀行他大手銀行のディーラーと懇意になり、東京本部の評
価は高かったと思います。度々、ミノルタ一眼レフで撮った写真を渡しに出向き、情報を
入手していました。25 年後、そのカメラ会社の社長になるとは夢にも思いませんでした。
三回目は 1996 年。日本クラブの総務部長だったのですが、会長を仰せつかり、日本
年行事に本腰で取り組むことになりました。
ドイツ人のお祭り好きは前回駐在時の
「1979
年のボン ガーデンショーでの花火大会」で経験済み。貸し切り臨時列車が用意され、大
曲市の花火職人の「ナイアガラの滝」の仕掛け花火は生涯で観た中で最高のものでした。
この時の感動が 20 年後の「ドイツにおける日本年 1999/2000」のフィナーレ企画に非
常に参考になりました。準備は赤沢総領事（元ドミニカ大使）から故田中総領事（元カ
ザフスタン大使）へと引き継がれ、開催時の総領事は当田元モンゴル大使でした。

「ドイツにおける日本年」
の神輿行列を伝える新聞

合言葉は“Ende gut, alles gut!”
（終わりよければ全てよし）。NRW（ノルトライン・ヴェストファー
レン）州は 275 の行事を担当。クライマックスの 9 月 2 日に、⑴午後はお神輿、⑵夕方は盆踊り、
⑶締めは花火 2 万発の大型 3 点セットとしました。お神輿は知人の荒川区の木造建築会社㈱ハセベの
長谷部剋彦会長に直接要請し、お神輿 3 基と、担ぎ手他 34 名を派遣して頂き、運搬は JAL に受けて
貰いました。とび職と町内会の手ぬぐい、
扇子、
版画と色紙の売上は全て「シュロス塔」
（Schlossturm）
修復に寄付。エルヴィン市長案で長谷部会長名を塔に刻み込みました ⑵盆踊り用の Happi（法被）は、
富士フイルムを始めに日系企業が自社ロゴ入りを計 6000 人分寄贈。参加者全員への贈呈は非常に好
評でした。雨上がりの夕べの盆踊りは今でもドイツ人の語り草です。⑶「日本の四季」をテーマにし
た 2 万発の花火の饗宴は流石に物凄い感動を呼びました。今もそのスペクタクルが語り継がれていま
す。結果、午前の雨にも拘わらず 90 万人もの観客が夏の風物詩を堪能した夕べとなりました。長谷
部会長は「雨降って地固まる」を紹介。エルヴィン市長はこの“Nach dem Regen wachsen die
Bäume besser.”をその後 幾度も引用されました。フィナーレの晩餐会では W. クレメント NRW
首相夫妻と我々夫妻との 4 人で歓談する幸運がありました。5 人の子供全てが娘さんと聞き、「父親が
息子を欲しがるのはドイツも同じなんだ」と大笑いしました。

エルヴィン市長、
当田総領事と共同発表

クラブ会長と銀行支店長の兼務は時に大変でしたが、それを上回る経験をさせて頂きました。会社
は好調な業績で幸運でした。樋口廣太郎日独協会会長、大賀典雄 Sony 会長、豊田章一郎 Toyota 会
長 , 御手洗 Canon 会長、永山中外製薬社長、安井帝人社長、手嶋 NHK ボン支局長等との会食面談
に加え、楠田枝里子さんとは 2000 年初日を船上で迎えました、帰国後、古森会長には同じ業界（コ
ニカ）への転籍に歓迎の紅白ワインを頂きました。これら全てドイツのご縁のお陰です。一方で、悲
しいことも。田中元カザフスタン大使の悲報です。総領事公邸に何度も呼んで頂き、多くの経験をさ
せて頂いたこと、今も懐かしく思い起こします。
ドイツ人で懐かしく思い返すのは、元ドイツ連銀総裁 Dr. シュレジンガーです。為替は金利差で決
まると言い切られた時、言い返せず悔しい思いをしました。次にエルヴィン市長です。大学近くのレ
ストランで何回か歓談しました。今も日本で開催されている「デュッセルドルフの夕べ」で再会した
時の写真は書斎に飾り、いつも眺めています。志半ば 58 歳の若さで他界された事は誠に残念です。

デュッセルドルフの夕べにて。
エルヴィン市長を妻と囲んで

「ドイツにおける日本年 1999/2000」は、その後、日系企業の投資環境改善につながり、総領事館、
商工会議所が軸になり 8 作業部会が設立され、大きな成果を上げています。その活動はその後「デュッ
セルドルフ・モデル」と呼ばれ、他州、他国の Best Practice（模範）となっています。近く 73 歳に
なる私ですが、残りの人生、微力ですがお世話になった日独の親善の為に尽力したいと思っています。

プロフィール：当協会会員。1948 年広島県生まれ。1969 年のドイツ IBM 研究所を始めに通算 3 回、11 年間ドイツに滞在。三和（現三菱
UFJ）銀行では主に為替ディーラーとして日米欧亜で 31 年勤務。転居は国を超えて 21 回。2003 年コニカミノルタの経営統合
を完了し、一条工務店社長に移籍し、9 年後退任。現在、分譲住宅会社を経営。体験した 68 か国中、やはりドイツは第二の故郷。
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留学体験記
ドイツへの音楽留学の想い出
古賀 智子（ヴァイオリニスト・名古屋日独協会会員）
コロナウィルスの影響で窮地に立たされている音楽家たち。
私もその一人ですが、家で過ごす時間が増え、ドイツ留学時代
を懐かしく思い出すことが多くなりました。
そんな折 Die Brücke への寄稿の機会を頂き、1 人でドイツ
の想い出にふけるより皆さんに少しでも共有・共感して頂けれ
ば嬉しい、と言う思いで寄稿を引き受けました。
私は東京藝術大学を卒業後にドイツへ渡り、２つの修士課程
を修了して帰国するまでの６年間をドイツで暮らしました。
最初に入学したカールスルーエ音楽大学の修士課程での２年
間はあっという間で、私は学び足らず修了後に帰国という選択
がどうしても出来ませんでした。
「修士課程を終えた頃から、
余裕が出て色んな事に挑戦出来るようになるよ。
」と言う知り
合いからのアドバイスもあり、更に別の大学院で学ぶ事を決意
します。今回は 2 つ目の大学院を目指す所から後半３年間の生
活を中心に綴りたいと思います。留学を考える若い会員の皆さ
んにも少しでも役立てば嬉しいです。
Junge Deutsche Philharmonie の活動と仲間
私は、留学 2 年目に友人の勧めで Junge Deutsche Philharmonie
（ユンゲ・ドイチェ・フィルハーモニー。以下 JDPh）というユー
スオーケストラのオーディションを受け、以来正団員として活動
していました。ドイツ全国（現在はオーストリアやスイスも含む）
の選抜音大生から成るオーケストラで、正団員は年に２回、３週
間に及ぶヨーロッパツアーに参加し、著名な指揮者やソリストと
リハーサル・本番を重ね
ます。ヨーロッパ諸国へ
の旅、国籍を問わない同
世代の音大生との交流、
また ベ ルリン・フィル
ハーモニーを始めとする
各地の素晴らしいホール
での演奏は、JDPh でし
か得られない貴重な経
験となりました。
ベルリン・フィルハーモニーでの公演
当時、次に受験する学校や先生を探していた私は、ツアー中に
仲間たちから様々な情報を得ます。複数の仲間から薦められたの
が、当時デュッセルドルフ音楽大学で教鞭を執られていたロー
ザ・ファイン教授でした。話を聞くと、ファイン教授はロシア出
身のヴァイオリニストの巨匠、ダヴィッド・オイストラフの愛弟
子で、自身も多数の優秀な生徒を輩出しているとのこと。仲間の
助けもあり、どうにかファイン教授の連絡先を入手した私は彼女
を訪ね、その後無事に入試も合格。カールスルーエからデュッセ
ルドルフへ移り、帰国までの３年間を彼女の元で学びます。

2014 年の JDPh ツアー終了時。
指揮者の
（故）
サー・ネヴィル・マリナー氏を囲んで。
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ローザ・ファイン教授との時間
カールスルーエ音大で師事した教授はまだ若く、自身の演奏
活動も熱心にされていたのに対し、ファイン教授はかなり高齢。
とうに演奏活動を引退し教えることに専念されていました。先
生はオデッサ（現在のウクライナ）で生まれ育ったユダヤ人で、
40 歳を過ぎた頃に楽器も含む全てを捨て、身一つで家族とド
イツへ亡命。
以来ずっとデュッセルドルフで暮らされています。
様々な経験を経た先生のお話は、常に刺激的。まるで歴史の
教科書のようで、先生の体験談の中には歴史上の人物や名だた
る演奏家が度々登場しました。そんな先生の音楽は叙情的であ
りながらも力強く、数多くの男
性ヴァイオリニストが活躍する
時代に現われた女流ヴァイオリ
ニストの先駆けだったのではな
いかと思います。時に厳しくも
温かく、生徒には決して出し惜
しみすることなく、常に出来る
限りの事を教えて下さいました。
先生の演奏スタイルはもちろん、
指導者としての姿勢も今の私は
帰国１年後に先生を訪ねた時の写真
引き継いでいるように思います。
奨学金
デュッセルドルフ音楽大学で２つめの修士課程に籍を置くこ
とになった私は、入学後すぐに奨学金の申請手続きをしました。
ドイツ語もその頃には随分と身につき、募集を探し要項を理解
することには苦労しませんでした。
額は様々ですが、ドイツでは給付型の奨学金が日本より充実
しています。比較的物価が安く、例え僅かな額でも結構助かる
ので、留学生の皆さんにはインターネットや大学の掲示板等で
是非チェックして欲しいと思います。
私が申し込んだ奨学金は DAAD（ドイツ学術交流会）
がデュッ
セルドルフ音楽大学の生徒を対象に給付している物で、書類だ
けでなく演奏による審査もありました。当時、日本で母が入院
していたので少しでも良いニュースを届けたい、という思いで
一生懸命演奏しましたが、残念ながら落選。。
仕方ないと諦めていたところ後日学校から連絡があり、スポ
ンサーが急遽増え奨学生の枠が追加されることになった。審査
員の推薦で次点だった私に決まったとの報告でした。演奏に手
応えは感じていたので、想いがしっかり審査員の先生方に届い
ていた事が嬉しかったです。
海外では思わぬ出来事がよく起こるので、躊躇せず積極的に
色んな事にチャレンジすることをオススメします（笑）
オーケストラアカデミーへの応募
カールスルーエ音大の修士課程ではソロ演奏について学んで
いたのですが、デュッセルドルフ音大では、修士課程オーケス
トラ科という科で学びました。オーケストラ演奏の勉強を重ね
るうちに、ドイツのプロオーケストラで演奏してみたい、本場
のプロオケの音を実際に体験してみたい、という想いが私の中
で漠然と湧いて来ました。
ド イ ツ で は、 職 種 を 問 わ ず Praktikum（ 研 修 生 ） や
Akademie（アカデミー）といったインターンシップのような
枠が充実しており、私もプロオーケストラで、そのような募集
を探し申し込むことにしました。日本と違いドイツのオーケス
トラで厳しいのは、応募後に招待状をもらえた人だけがオー
ディションを受けられること。楽団員が応募者 1 人 1 人の経
歴を見て、オーディションへ招待したい人を選び、その票をも
とに一部の応募者へ招待状が送られます。
私の場合、JDPh の正団員として活動していた事は、招待状
に有利に働いていたと思います。

アカデミーの想い出
その後私はいくつかオーディ
シ ョ ン を 受 け、 幸 運 な こ と に
デュッセルドルフ交響楽団の１st
ヴァイオリンのアカデミー生に
合格しました。
Akademie や Praktikum は 研
修のポストなので基本的には学
業と並行して取り組みます。大
抵の人は、複数のオーケストラ
に同時に応募をするのですが、
遠方のオーケストラに合格した
場合は、大学を休学したり引っ
楽団の本拠地・トーンハレでの本番
越さなくてはなりません。それ
を避けたい私は、近場のオーケストラに絞って応募。住んでい
る街でポストを得られた事はラッキーでした。
オーケストラでのアカデミー生は各パートに１人存在し、奨
学金をもらいながら正団員の約半分の仕事をこなします。加え
て、正団員による定期レッスンの受講、アカデミー生による室
内楽演奏会への出演など、職業経験を積みながら育成面も充実
した２年間のプログラムとなります。Praktikum も似ているの
ですが、レッスンや室内楽の演奏会等はなく、大抵１年で契約
が終わってしまいます。
デュッセルドルフ交響楽団は公演の約８割がオペラで、オペ
ラの演奏経験が無かった私は譜読みに追われ大変な事もよくあ
りました。1st ヴァイオリンだと１つのオペラの楽譜は大抵 80
〜 120 ページ。ページ数の少ない管楽器をうらやましく思う
こともしばしばです…。
特に「魔笛」「椿姫」
「愛の妙薬」などの人気作品は年間を通
して何度も上演されているため事前リハーサルはなく、私のよ
うな新米でも突然本番で演奏しなくてはなりませんでした。
日本ではオペラはチケットが高く敷居も高いですが、ドイツ
では広く親しまれ、街の規模に関係なく劇場も数多く存在しま

第三回

ベートーヴェン、そのさまざまな貌

田中洋（杏林大学外国語学部 専任講師）

ここ日本において「楽聖」と謳われるベートーヴェン――板
東俘虜収容所での「第九」合唱の歴史について今更触れるまで
もなく、この音楽家の作品が強い愛着とともに聴き継がれてき
たことに、まず異論はないでしょう。音楽家としての評価は専
門家に譲るとして、今回は 2 本の映画作品にあらわれるベー
トーヴェンにスポットライトを当ててみようと思います。
『敬愛なるベートーヴェン』
（Copying Beethoven, 2006）
『ザ・ロック』
（1996 年）で義理に厚い硬派な軍人を演じた
エド・ハリスは、本作では the beast と揶揄される、横柄であ
りながらその実小心者で、空気が読めないもののコミカルで愛
嬌もちらりと見せるベートーヴェンを好演（怪演？）していま
す。架空の写譜師を演じるダイアン・クルーガーは 2017 年の
ファティ・アキン作品『女は二度決断する』への主演で記憶に
新しいでしょう。ベートーヴェンと写譜師の師弟愛
（憎）
「
、第九」
の誕生そしてその先へ、という展開で、映画作品としてとても
引き込まれる作りでした。エド・ハリスの演技は多くの人がイ
メージする「変人」ベートーヴェンを演出しつつも、弱さやお
かしさといった人間味を添えているように感じられました。

す。総合芸術と言われるだけあり、オペラを演奏することで音
楽をより深く理解することが出来たように思います。特にワー
グナーのオペラ作品は日本では演奏する機会はそうそうありま
せん。楽団員さんたちと興奮しながらワーグナー作品を演奏し
たのは良い思い出です。
更に幸運なことに、私がアカデミー生に合格した年には楽団
の日本ツアーも予定されていました。東京国際フォーラムで演
奏した際に、家族や親戚、友人にも聴きに来てもらえたことは
今でも忘れられない思い出となりました。
帰国、そして現在
その後、オーケストラアカデミーと大学院の修了と同時に
2017 年に日本へ帰国。ドイツ生活が長かったため、日本の生
活ペースやドイツと勝手の異なる日本の音楽界に慣れるのには
苦労しました。しかし留学で得た多くの経験は、自信となり今
の私を支えてくれています。
最近はコロナで演奏会の中止が続きもどかしい思いをしてい
ますが、時間が出来たことで、日々の生活や家族との時間など、
ドイツでは当たり前のように大切にしている事を思い出すキッ
カケにもなりました。
同時に、音楽の必要性や私に出来る事についても考えさせら
れています。今は生演奏を聴いて頂くことが難しい状況ですが、
演奏をし続けることに意味はあると感じています。舞台でただ
格好良く演奏するのではなく、音楽作品を深く理解しその魅力
を音で観客へ伝える事が私の仕事だと考えています。
その結果、
人に勇気や感動を与えることが出来れば嬉しいです。今は、音
楽への想いを絶やさず、いつか普通に演奏出来る日のために準
備をしたいと思います。
著者プロフィール：古賀 智子（こがさとこ）
愛知県豊田市出身。ヴァイオリニスト。東京藝術大学卒業後に渡
独、２つの音楽大学で修士課程を修了し 2017 年帰国。帰国後、
Goethe Zertifikat C1 取得。豊田文化新人賞受賞。
https://www.kogasatoko.com

『不滅の恋 ベートーヴェン』（Immortal Beloved, 1994）
ベートーヴェンの遺書に残された「不滅の恋人」を探すべく、
秘書であったシンドラーが謎を追う姿が描かれています。各場
面でベートーヴェンの楽曲がふんだんに使用されているのは大
きな見どころです（映像も相まって MV* 集に見えなくもない）
。
若かりし日のゲイリー・オールドマン演じるベートーヴェンは、
多少のユーモアはあれどやはり気難しい人物として描かれてい
ます。が、94 年といえばリュック・ベッソン監督『レオン』で
麻薬取締局の悪徳捜査官スタンスフィールドを演じ、マチルダ
（ナタリー・ポートマン）とレオン（ジャン・レノ）をとことん
苦しめたオールドマン。ヒステリックなジャンキーという印象が
邪魔をするのか、筆者としてはあまりしっくりくる配役ではあり
ませんでした。とはいえ、謎解きミステリーのような展開は、背
景を知らずとも十分楽しめる作品となっています。いまだ解けぬ
この大きな謎に興味を持たれた方は以下の書籍もあわせてぜひ。
◆ベートーヴェン（小松雄一郎編訳）
『新編ベートーヴェンの手紙 上・下』（岩波書店）1982 年
◆青木やよひ
『ベートーヴェン＜不滅の恋人＞の探究 ――決定版――』
（平凡社）2007 年
*Music Video の略。以前は PV（Promotion Video）あるい
は「プロモ」と呼ばれることの多かった、アーティストの楽曲
を宣伝するためのイメージビデオを指す。
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7 月 8 月の活動報告
ドイツ語講習会
2020 年度上半期コース
火〜土曜、
オンライン（一部対面方式で）開講
Deutschkurse in der JDG
April 2020 - September 2020
jeden Di.-Sa.
下記の講座およびイベントはすべてオ
ンラインで開催いたしました。
2020 年度ドイツ語夏期講習会
7 月 31 日㈮〜 8 月 15 日㈯
Intensivkurs im Sommer 2020
Fr., 31. 7. – Sa.,15. 8. 2020
毎年恒例の夏の集中講座ですが、今年は
全クラスオンラインでの開催となりまし
た。ドイツに行くこともままならない状
況の中、せめて日本でドイツ語やドイツ
文化に集中的に触れられる機会を作ろう
と、「集中特訓！体育会系ドイツ語部」
や「めざせ、発音美人！」クラス、また
日本人講師とドイツ人講師がペアとなっ
て読む書く聞く話すの 4 技能をバランス
よく鍛えるクラスなどが企画され、満席
クラスが続出し大好評いただきました。
直接会うことができずとも、一定期間、
同じ時間に元気に皆さんがログインされ
て、楽しそうに学ばれている姿が見られ、
どのような形でも活動を続けられること
をうれしく感じました。
期間中には、
オー
ストリア出身の研修生ダニエルさんによ
る、ウィーン語講座、バーチャル・ウィー
ン散歩イベントや、ミュンヘンにおられ
る柳原先生とつないで彼の地の最新状況
や歴史などを語っていただく「ドイチュ
ラント・イェッツト」も開催。いずれも
続編の希望を多くいただくなど人気のイ
ベントとなりました。
シュプラッハ・クナイペ
7/3 ㈮ 19:00 〜 20:30
Sprachkneipe
Datum: Fr., 3. 7. 20, 19.00-20.30
参加者 7 名。今回のテーマは「ドイツ語
でのコミュニケーション・手紙とそのバ
リエーション」でした。
最初は一緒に「郵便」や「手紙」に関す
る言葉を紹介、次に手紙をテーマに質疑
応答を行いました。結果、日本ではラブ
レターを書く習慣があまりない印象を受
けました。ラブレターは直接的すぎて正
しい言葉を見つけるのが難しそうです。
一方、ドイツでは特に若者たちの間でラ
ブレターを書くのは普通の行動と言える
でしょう。しかし、
このクナイペの間に、
参加者のラブレターに関する興味がどん
どん強まり、
「書いてみよう」という雰
囲気が出てきて私も嬉しかったです。私
たちは「ラブレター」の例を読み、よく
使われる重要なフレーズを確認しまし
た。皆さんも楽しんでくれたようで、一
緒によく笑いました。将来、実際にドイ
ツ語でラブレターを書く参加者もいるで
しょうか？（ダニエル山田）
シュプラッハ・カフェ
7/17 ㈮ 19:00 〜 21:00
Sprachcafé
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Datum: Fr., 17. 7. 20, 19.00-21.00
今回のテーマは、人間にとって最も楽し
く必要なものの一つである「入浴」！で
した。入浴は誰にとっても楽しいものだ
と言えるでしょう。特に日本のお風呂文
化は、身体と心の両方にとって、非常に
美的で快適なものに発達している感じが
します。私たちはヨーロッパとドイツのお
風呂文化の歴史を学び、ローマ人とギリ
シャ人がいかに進歩していたかに驚きま
した。ローマの風呂の遺跡は、多くのドイ
ツの都市で見つけることができます。ドイ
ツ語では「お風呂（baden）
」という言葉
を使った諺が多数あります。日本の温泉
や銭湯や快適な湯治場について話す前に、
これらの言葉を詳しく見てみました。
できることなら参加者と一緒にすぐにで
も温泉へ行きたいくらいでした。参加者
の何人かはいままでドイツの浴場に行っ
た経験がありませんでしたが、今回のカ
フェがきっかけで行ってみたくなったそ
うで、それを聞き私もとてもうれしくな
りました。（ダニエル山田）
ドドンとドイツ !! 〜今度は映画 de お
ジャーマン 其之弐〜（配信イベント）
7/12 ㈰ 17:30 〜 20:30
Dodon to Doitsu (Liveübertragung)
Datum: So., 12. 7. 20, 17.30-20.30
このイベントのレポートは次ページに掲
載しています。
ドイツ時事問題研究会
7/18 ㈯ 15:00 〜 17:00
Studiengruppe „Deutschland aktuell”
Datum: Sa., 18. 7. 20, 15.00-17.00
はじめての試みとしてオンラインで開
催、以下のようなテーマで議論した。
①ドイツにおけるコロナウイルス感染の
最近の動向。②地方の保健所がホットス
ポットやそこからの拡散防止に強力な措
置をとることが可能、州が州民や事業所
の一般的遵守事項・特定業種を対象とす
る営業禁止措置および違反に対する罰則
などを定める。その中で、ベルリンでは
特殊形態の飲食業の営業を禁止している
など、日本と異なる対処法を定めたドイ
ツの感染防止法の概要。③パンデミック
で不可避となる雇用や生活への不安の緩
和策を先行させ、時機を見計らって消費
の回復を図る経済対策。④第 3 四半期以
降の経済が、感染の減少、政府の経済対
策、上半期の大幅なマイナス成長の反動
により急速に回復するとした ifo 経済研
究所の見通し。④ EU 域内にも波及する
VW 社の排ガス不正問題。⑤パンデミッ
クで大きな打撃をうけた加盟国に対する
支援をめぐって開催中の EU 首脳会議の
注目点と方向性、議長国ドイツの役割。
終了後はそれぞれビールなど飲み物を手
に乾杯、オンライン開催の長短などをめ
ぐって意見を交換。次回以降もオンライ
ンで開催することとした。（伊崎 捷治）
ドイツ語圏文化セミナー 143
Spaziergang durch Wien バーチャル
散歩 地元っ子と歩くウィーン
8/2 ㈰ 19:00 〜 21:00

Spaziergang durch Wien
Datum: So.,2. 8. 2020, 19.00-21.00
参加者 12 名。コロナ禍の今、今年は夏
の海外旅行も断念したかたも多いのでは
ないかと思います。そこで、ウィーンで
生まれ育ったダニエルさんがガイドを務
めるバーチャル街歩きを開催しました。
最初の 30 分は、ウィーンの歴史や文化的
な背景、名物などについてダニエルさん
がプレゼンテーション。後半は Google マッ
プのストリートビューを使って、街の風
景を眺めながらダニエルさんのガイドに
従って歩きました。オペラ座から始まり、
ケルントナー通りを抜けてシュテファン
教会へ。そこから高級食材店ユリウス＆
マインルの中を覗いて、宮廷や博物館、
大学にも足を延ばしました。観光地だけ
でなく、ダニエルさんが通っていた小学
校や、親族が定期的に集まったレストラ
ン、美術史博物館でお兄さんが働いてい
たので、顔パスで通っていたエピソード
など、街の中に残る記憶を織り交ぜて紹
介してくれたので、ウィーンの街をより
身近に感じることができました。この街
には歴史と魅力が詰まっているので 2 時
間では全く足りません。今後は「音楽家」
「建築」など、テーマを絞って開催するこ
とも検討したいと思っています。
ドイツ語圏文化セミナー 144
「ドイツの今」を実況中継
ドイチュラント・イエッツト
第一信：8 月 7 日㈮
第二信：8 月 14 日㈮
19:00 〜 21:00
Deutschland jetzt
Datum: Fr., 7. 8. 20, 19.00-21.00
Fr., 14. 8. 20, 19.00-21.00
このイベントのレポートは次ページに掲
載しています。
シュプラッハ・カフェ
8/12 ㈬ 15:00 〜 17:00
Sprachcafé
Datum: Mi., 12. 8. 20, 15.00-17.00
今年のテーマは「ドイツの夏−日本の夏」
でした。皆さんに自己紹介してもらった
あと、まず、夏に行う活動について聞き、
それから皆さんの休暇の過ごし方を聞き
ました。もちろん、今年はコロナ感染を
避けるために、参加者のほとんど全員が、
夏の計画を変更し、実家に帰ったり、友
人に会うことができなかったと聞き、悲
しくなりました。しかし中には、この状
況をポジティブにとらえ、
本を読んだり、
オンライン授業で学ぼうとしている方々
もいて、つらい状況でもなにか意味ある
ことを成し遂げる道があるのだと、感銘
をうけました。非常に私にとって興味深
かったのは「お盆とは何か？」です。亡
くなった祖先や親せきが、この世に帰っ
て来るのを祝うこのしきたりには、きわ
めて深い意味があります。日本では、毎
年、夏のハイライトとなるこのとても重
要な文化行事についてたくさんのことを
学びました。このような状況でも皆さん
が良い夏を過ごせることを祈って終了し
ました。
（ダニエル山田）

7 月 8 月の活動報告

レポート

ドドンとドイツ‼

今度は映画 de おジャーマン 其ノ弐
相澤 凌平（上智大学理工学部 4 年生）

7 月 12 日にドドンとドイツ！！の第 7 回目が開催されました。今回は映画『17 歳のウィーン』と『バルーン』の二本について、
前回と同じメンバーの伸井太一 / 柳原伸洋さん、マライ・メントラインさん＆神島大輔さん夫妻、ドイツ映画字幕翻訳者の吉川美
奈子さんに加え、
ライターの河内秀子さんにドイツからオンラインで緊急参戦していただき、再び映画をテーマに語り尽くしました !
吉川さんのお話では、
『17 歳のウィーン』の訳で「Traﬁkant」を「キオスク」とするべき
か「タバコ屋」とするべきかに悩んだエピソードはとても印象的でした。原作では様々な
商品を取り扱っているのでキオスクだけど、映画を観てみると煙草がメインで…と悩んで、
クライアントと話し合って決めたそうです。
（どちらにしたのかは本編でお確かめを‼）
柳原先生のお話では、ウィーンの土地が持つ分業性の解説、そこからウィーンのカフェ
文化へとつながっていく歴史の流れを解説してくださいました。そして何より、『17 歳の
ウィーン』は名優ブルーノ・ガンツの遺作ということもあり話題はブルーノ・ガンツへ。
彼の多彩な役を通してドイツ近現代史の流れを俯瞰することができるのです。ハイジの「お
んじ」から始まり、ヒトラー、法学者、シュタージ、警察から天使まで、ガンツの役をな
ぞるだけで 19 世紀末から今のドイツまでを Ganz（全て） 理解できる、という柳原先生
の発表内容はまさに映画と歴史、双方の面白さが組み合わさった内容でした。
マライ・メントラインさん＆神島大輔さん夫妻は、
『バルーン』で脱出した人たちのその後を独自に調査し、意外なエピソードを
語ってくださいました。マライさんの手書きイラストが本領発揮したスライドで、西ドイツに亡命した二家族の当時の心境やイン
タビュー、統一後の人生などの、映画では描かれない範囲をカバーして語ってくださいました。
そして、ドイツからはライターの河内秀子さんも登場し、行ってみないと分からない
ような実際のウィーンのカフェハウスの構造、作法や特徴を一つ一つ紹介してくださり、
また何かとドイツに詳しい人たちの間で話題になる「ケーキにフォーク横刺し」の原点
を解明しようとしてみたりと、盛りだくさんな内容でした。
その他にも、
『バルーン』の役者の方々と DDR のつながりや監督のこだわり、柳原先生
のヴァルトブルク愛、吉川さんの役者紹介などなど、2 時間の予定が 3 時間になってしまっ
た今回は、ここに書くには余白が狭すぎるほどに内容のつまったイベントでした !
開催日時：2020 年 7 月 12 日㈰ 17:30 〜 20:30
会場：東京カルチャーカルチャー（渋谷）※会場は無観客、オンライン配信開催

ドイツ語圏文化セミナー 144 「ドイツの今」を実況中継

ドイチュラント・イェッツト

吉川 夏生

8 月 7 日と 14 日、日独協会のオンライン講座「ドイチュラント・イェッツト」を受講しました。ミュンヘン滞在中の柳原伸洋先
生から、ミュンヘン、ドイツの「今」を聞ける貴重なイベントです。
両日共「ビールを飲んだり、ソーセージやブレーツェルを噛りつつ、ミュンヘンいる気分になって楽しむ」という様式で、乾杯
から始まり、途中でメールやチャットで質問が出来る時間が設けられ、自宅からの参加でも一体感が味わえるものでした。
1972 年のオリンピックは、冬季が札幌で、夏季がミュンヘンだったことから、両市は姉妹都市だという繋がりの話から始まりま
した。
「今」の話は、やはりコロナ禍の「マスク事情」が中心となり、写真や映像と共に、Bus と Tram（トラム）と U-Bahn（地下鉄）
では、少しずつルールが違うという話や、新聞の「記事」ではコロナ問題の重大さを書いているけれど、
「広告欄」には屋外レジャー
「マスクをしていないと
の写真が載っている矛盾に、日本も似ているなと思いました。第 1 回では、地下鉄の駅構内に警官がいて、
注意される」から、第 2 回では、
「罰金を徴収される」と、たった 1 週間で事情が変わっていて、まさに「今」が伝わり驚きました。
現在の情報に加えて、ミュンヘン・バイエルン王国が、地形や気候の影響、個性的な国
王たちによって繁栄していった歴史の話もあり、それが見事に「今」に繋がるのです。
ミュンヘン発祥の「オクトーバーフェスト」
、今年は中止ですが、ビアガーデンの再開は、
意外と早かったとか、フェストで使用のビールがスーパーで大量に売られているというの
が今の情報でした。元々は 1810 年に当時王太子だったルートヴィヒ 1 世の結婚の祝典のひ
とつとして始まった祭りだけれど、スキャンダルやビールの値上げの遂行により彼の人気
は下降し、王室の為ではなく市民が楽しむ行事として定着し世界中に広まったそうです。
要塞でも迎賓館でもなく、自身のメルヘン趣味の為だけにノイシュヴァンシュタイン城を
建てたルートヴィヒ 2 世は今でも人気があり、お祭りやイベントで彼のイラストの看板が
掲げられたり、現在生活必需品のマスクでもその御尊顔が拝めるようです。
他にも、歴史がわかると更に今が面白いと再認識する内容が盛りだくさんでした。「ドイチュラント・イェッツト」はシリーズ化
されたので、多くの人にお薦めしたいです。
開催日時：第一信 2020 年 8 月 7 日㈬ 19:00 〜 21:00
第二信 2020 年 8 月 14 日㈬ 19:00 〜 21:00
いずれもオンラインで開催
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京都、
神々とパンデミック
について

山田ダニエル
（日独協会研修生）

日本を訪れる時は京都を無視してはなら
ないと言われています。しかし、このパンデミックの中、小池
百合子都知事は夏の間、都道府県の境界を越えないことを勧告
しました。私は長い間、友人と話したり、ソーシャルメディア
で東京に住んでいる方と相談したりして、可能な限りの安全対
策をして、1 週間、かつて天皇が住んだ都を訪れることに決め
ました。人との安全な距離、フェイスマスク装着、電車やバス
の中で話さない、消毒剤の使用、居酒屋やナイトクラブに行か
ない、常に手洗いをする、ことを心に決めました。ご存知のよ
うに、新幹線で国内を一番速く移動でき、乗車してから 2 時間
15 分後に京都中央駅に降り立ちました。
研修生コラム

京都を訪れるのは 4 回目でしたが、前回から 10 年が過ぎま
した。到着直後は気温が 39 度もありましたが（体感的には 49
度）、私は何かに操られているかのように、以前に訪問した時
に息をのんだお寺へと歩きました。そのお寺は三十三間堂と呼
ばれます。細長いお堂には 1001 体の等身大の金色の観音像が
あります。すべての像は 10 段の階段に、目を半分閉じ、一方
向を向いて立ち並んでいます。それぞれの像の顔の表情、衣服
のひだ、装飾品は異なっています。約 40 センチの細い金の棒
が円形に頭部に取り付けられていて光輪を表し、これによって
観音像が互いに密接に繋がり、120m あるお堂がすっかり埋め
尽くされているように感じられます。お堂の側面から長い廊下
が続く正面に回り込むと、強烈な光景に圧倒されます。人間と
して、この廊下を歩くと自分がぎこちない独活の大木で、不完
全な存在のように感じます。完璧な調和と安らぎを持つ観音像
たちに比べると、人間の歩行は、なんと平凡で、ぎくしゃくと
しており、不均衡なのでしょうか。私は気持ちを抑えることが
できず、10 年前と同じように幸せと感動に涙しながら、この聖
なる場所をゆっくりと進みました。
次の日、嵐山を訪れました。朝早く 9 時前に、自転車を借り
て有名な竹林に入りました。今回は、自分以外は誰もいません
でした。通常は多くの観光客でにぎわっている場所ですから、
こんな体験はこれまで誰もしていないと思います。私は冷静に
写真を撮ることができ、喜びに溢れながら、竹が並ぶ道を行っ
たり来たりしました。同じエリアには、息をのむほど美しい庭
園を持つ「大河内山荘」があります（俳優の大河内傳次郎は庭
のデザインに約 30 年を費やしました）
。私の他に訪問者はいま
せんでした。次のハイライト、全国で最も重要な禅寺の一つで
ある天龍寺にも、訪問者はほとんどいなかったです。そこでも、
この世の現象界から天界に昇っていくような感覚がありました。
「哲学の道」でもめったに人に会わず、銀閣寺に向かって移
動したときにいたのも地元の人たちだけのようでした。寺への
道には数え切れないほどのお店が並んでおり、お土産や地元の
珍味でいっぱいでした。が、買い手はいません。おそろしく静
かな雰囲気でした。あちこちで私に対して「いらっしゃいませ !
ようこそ ! どうぞ！」と声がかかりました。売り手の顔を見る
ことはほとんど耐え難いものでした。
これらの人々が、今年
の観光客ひでりを何とか
生き延びていけるような
良い商売を、これまでの
数年間、行ってきたこと
を祈るしかありません。
京都はこれまでの歴史
の中で、これほど寂しく、
お祭りや商いのない街
だったことはないでしょ
う。2020 年の夏の京都を
決して忘れません。
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Von Kyoto, Göttern und der Pandemie

Daniel Yamada（Praktikant der JDG）

Es heißt, wenn man Japan besucht, darf man Kyoto keinesfalls missen.
Zur Zeit der Pandemie empfahl die Tokyoter Gouverneurin Koike jedoch, während der Sommerferien die Grenzen der Präfekturen nicht
zu überschreiten. Ich hatte lange überlegt, mit Freunden gesprochen,
mich auf sozialen Medien mit anderen Expats in Tokyo darüber ausgetauscht, bis ich mich entschloss, unter allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen dennoch eine Woche lang die ehemalige Kaiserstadt zu besuchen. Sicherheitsabstand, Gesichtsmaske, Schweigen in Zügen und
Bussen, Desinfektionsmittel, keine Izakayas und Nachtclubs sowie
unermüdliches Händewaschen waren meine Vorsätze. Mit dem Shinkansen reist man bekanntlich am schnellsten durchs Land, und nach
nur zwei Stunden und fünfzehn Minuten Fahrzeit stieg ich am Kyotoer
Hauptbahnhof aus dem Zug.
Es war mein vierter Besuch in Kyoto, doch waren seit dem letzten Mal
bereits zehn Jahre vergangen. Sofort nach meiner Ankunft lief ich, wie
ferngesteuert oder unter Zwang, bei 39 Grad Hitze (gefühlten 49 Grad)
direkt zu jenem Tempel, der mir schon bei früheren Besuchen den
Atem verschlagen hatte. Er wird Sanjūsangendō (etwa: Tempel der 33
Zwischenräume) genannt. In einer langgestreckten Tempelhalle beﬁnden
sich 1001 menschengroße Kannon-Statuen in Gold (Kannon観音gilt als
die „Göttin der Barmherzigkeit“), die allesamt in eine Richtung gewendet, halbgeschlossenen Auges, auf zehn Treppen aneinandergereiht aufgestellt sind. Jede Figur unterscheidet sich in Gesichtsausdruck, den Falten der Gewänder, dem Schmuck und der angebrachten Dekoration. Auf
deren Köpfen sind jeweils etwa zwanzig vierzig Zentimeter lange dünne
Goldstäbe kreisförmig befestigt, welche eine Art Heiligenschein ergeben, womit die Figuren miteinander vernetzt werden und die 120 Meter
lange Holzhalle vollends ausgefüllt wird. Biegt man von der Querseite
der Halle in die Längsseite ein, offenbart sich dem Besucher ein schier
überwältigender Anblick. Lässt man als Mensch, der man ist, diese 1001
Statuen langsamen Schrittes an sich vorüberziehen, überkommt einem
das Gefühl der Ungelenkigkeit, Unbeholfenheit, Schlaksigkeit, ja, Imperfektion. Jeder Schritt wirkt im Vergleich zu diesen harmonisch-perfekten und in sich ruhenden Statuen banal, hölzern, unbalanciert und
nahezu unangemessen. Ich konnte es nicht unterdrücken und weinte vor
Glück und Ergriffenheit, wie damals vor zehn Jahren, während ich in
Zeitlupentempo an diesen Gottheiten entlanghumpelte.
Am Tag darauf besuchte ich Arashiyama 嵐山 „Berg der Gewitter“.
Frühmorgens kurz vor neun lieh ich mir ein Fahrrad und fuhr in den
berühmten „Bambuswald“. Außer mir befand sich dort niemand, was
womöglich kaum je so zu erleben war, denn normalerweise drängen
sich dort die Besuchermassen. Ich konnte in Ruhe fotografieren und
fuhr glückserfüllt die mit Bambus gesäumten Wege immer wieder auf
und ab. In demselben Gebiet befindet sich die sogenannte ŌkōchiSansō-Villa samt ihrer eindrucksvollen Gartenanlage (Ōkōchi-Sansō
wird die frühere Residenz des Stummfilmdarstellers Ōkōchi Denjirō
genannt. Für die Gestaltung des Gartens wandte der Schauspieler laut
Infobroschüre etwa dreißig Jahre auf). Außer mir war kein Besucher
vor Ort. Selbst im nächsten Highlight, dem Tenryū-ji „Himmelsdrachentempel“, einem der bedeutendsten Zen-Tempeln des Landes,
waren kaum Besucher, sodass man dort ebenso das Gefühl hatte, leibhaftig aus der irdisch-konkreten Erscheinungswelt in himmlische Sphären zu entrücken.
Auf dem „Philosophen-Weg“ kam mir auch nur selten jemand entgegen, es mussten wohl Ortsansässige gewesen sein, als ich mich Richtung Ginkaku-ji (Tempel des Silbernen Pavillons) bewegte. Die Straße
zum Tempel wird von unzähligen Geschäften gesäumt, die meisten waren geöffnet und randvoll bestückt mit Souvenirs und lokalen Köstlichkeiten. Käufer blieben vollends aus. Es war erschreckend still. Hier und
da riefen die Ladenbetreiber mir zu „Irrashaimase! Douzo!“, „Willkommen! Bitte sehr!“. Ihnen in die Augen zu sehen war fast unerträglich.
Man kann nur hoffen, dass die meisten in den letzten Jahren so gute
Geschäfte machten, dass sie den diesjährigen Touristen-Exodus überstehen und weitermachen können.
Wohl niemals in der Geschichte Kyotos war die Stadt dermaßen verlassen, ohne Feierlichkeiten, ohne Umsätze. Ich werde Kyoto im Sommer 2020 niemals vergessen.

■事務局での事務取扱時間
現在、事務局での事務取扱時間は平日午後 2 時から 5 時となっ
ております。ドイツ語講座に関するお問い合わせに関しては、
メールや専用電話番号（050-5806-1524）で授業時間内および
授業開始前後 30 分可能（日・月曜日、祝日除く）です。
■ご案内
会員の福島ゆきさんの『感謝のファイナルコンサート 2020』
（無
観客で実現）の CD が制作されます。ご希望の方は 10 月末日
までに、往復はがきの復信に、日独協会の会員番号、氏名、郵
便番号、住所を明記の上、下記あてに送付ください。
〒 201-0014 東京都狛江市東和泉 4-3-28 福島ゆき宛
（申し込み多数の場合は抽選となります。
）
■新着図書
『空腹ねずみと満腹ねずみ』
（上・下）
著者：ティムール・ヴェルメシュ 翻訳：森内 薫
出版：河出書房新社 （2020 年 5 月 27 日）
『帰ってきたヒトラー』著者新刊。
「数年後の欧州、押し寄せる難
」
民と国境を閉じるドイツを舞台に、何が、なぜ起こるのかを問う。
『旧ドイツ領全史』
著者：衣笠 太朗 出版：合同会社パブリブ（2020 年 8 月 10 日）
「そこはなぜドイツになり、そしてなぜドイツではなくなった

（公財）日独協会主催のイベント
催物最新情報はホームページでもご覧頂けます。
http://www.jdg.or.jp
◇ドドンとドイツ‼ 今度は映画 de おジャーマン 其ノ参◇
日時：2020 年 10 月 3 日㈯ 開場 17:00 開演 17:30
会場：東京カルチャーカルチャー（渋谷）※配信あり
詳細・申込み：東京カルチャーカルチャーのホームページから
お願いします。http://tokyocultureculture.com/event/general/30628
◇オンライン・ドイツ時事問題研究会◇
世話人：佐藤勝彦（日独協会理事）
、伊崎捷治（日独協会理事）
参加者がドイツの政治、経済、社会などの分野で関心を抱いた
事柄やテーマを持ち寄り、相互の情報交換やディスカッション
を通じて経緯や背景を探り、日本との比較も踏まえながら、ド
イツの現状や動向について理解を深めます。
日時：2020 年 10 月 17 日㈯ 15:00 〜 17:00
テーマ：毎回参加者の提案をもとに次回のテーマ
（複数可）
を決定
定員：20 名 （定員になり次第締め切らせていただきます。）

『心の糧（戦時下の軽井沢）Wartime Karuizawa』
著者：大堀 聰（おおほり そう）
自費出版
著者は 20 年余にわたり、戦時下の欧州
の日本人、日本の外国人について調査。
その成果の多くをネットにて情報発信
してきたが、この度、その一部を書籍
として発行。すでに、大堀氏には本誌
2020 年 4 月号と 6 月号にて調査の一部
を紹介頂いています。戦時下に軽井沢
に疎開した外国人（ドイツ人）
、食料不
足に苦しんだ彼らの「心の糧」はなにか、
多くの証言と独自の調査資料からその
時代の再現を試みている力作です。
関心のある方は大堀氏にメール
（ohori@saturn.dti.ne.jp）
にて連絡下さい。
■訂正とお詫び
本誌 2020 年 8 月号 5 ページの下段「公益財団法人日独協会、
役員等紹介」において、評議員 の北村馨様のお名前に間違い
がありました。北村様並びに皆様に心よりお詫び申し上げ、訂
正させて頂きます。
（誤）北村 薫 ⇒（正）北村 馨

参加方法：オンライン会議システム ZOOM を使用します。事
前にメールで参加申し込みをいただいた方に世話人から
「招待」
のメールをお送りします。参加費無料。
申込み・問合せ：世話人の伊崎理事に直接お問合せ、お申込下
さい。 Tel.：080-1137-5111 E-mail：isakis（a）snow.ocn.ne.jp
※（a）は＠に書き換えてください。
◇オンライン・シュプラッハ・カフェ
（ドイツ語をある程度話せる方向け）
担当：ダニエル山田
日時：2020 年 10 月 16 日㈮ 19:00 〜 20:30 定員：8 名程度
会費：当協会会員 1,000 円／一般 1,500 円
毎回のテーマについてドイツ語で話す会で、協会のドイツ語圏研
修生が担当しています。テーマは決まり次第ホームページでご案
内します。ホームページの専用フォームからお申込みください。
◇オンライン・シュプラッハ・クナイペ◇（ドイツ語初級者向け）
担当：ダニエル山田
日時：2020 年 10 月 23 日㈮ 19:00 〜 20:30 定員：8 名程度
会費：当協会会員 1,000 円／一般 1,500 円
毎回のテーマについてドイツ語で話す会で、協会のドイツ語圏研
修生が担当しています。テーマは決まり次第ホームページでご案
内します。ホームページの専用フォームからお申込みください。

編集後記

10 月 3 日開催のイベントに向けて、秋に公開される 2 本のドイツ
映画を見ました。
『ある画家の数奇な運命』は、幼少時代をナチス
政権下のドイツで、青年期を東ドイツで過ごし、のちに西に亡命
した芸術家が自分のスタイルを見出すまでの若き日を描いていま
す。原題は『Werk ohne Autor（作者のいない作品）
』ですが、確
かに鑑賞後、
「今私が見たのは何だったのだろう？」と様々な疑問、
解釈が浮かび、奇妙な余韻がいつまでも残ります。もう一つの作
品『ヒトラーに盗られたうさぎ』の原作は、ドイツでは子供時代に
誰もが読む有名な小説（3 部作）で、
昨年他界した児童文学者ジュ
ディス・カーの少女時代を描いた自伝的作品。ユダヤ系であった
彼女の家族は、選挙でヒトラーが政権をとる直前にベルリンを脱
出。映画ではスイス、フランスを経てイギリスに向かうまの亡命生
活が語られます。コロナ禍で、誰もが思ってもいなかった状況に
置かれる可能性があることを思い知らされた今、この作品を観て、

のか？周辺各国の地理・歴史だけでなく、多文化主義・地域統
合安全保障・複合国家論・国民国家論・エスニシティ等あらゆ
る現代社会科学の研究テーマに波及する」

苦難を乗り切るために必要なものは何か、
考えさせられました。
（菊）
■先日、この会報誌の編集会議がオンラインシステム「ZOOM」
を使用して行われた。最近では、新型コロナへの感染を恐れて
のオンライン会議が当たり前のようになって、一般の事業会社
でも会議はもとより、仕事も自宅の PC で…という企業が増え
ている。このような状況下、会社を都心から、地方に移す企業
も現れ、地方の別荘地の取引が活発になっているとの事。更に
は、世界に蔓延している新型コロナを避けて、個人の国内・海
外旅行やビジネス出張も大幅減となり、航空会社や鉄道会社は
軒並み大幅減益となっている。ということで、我々の生活には
一大革命が進行中と言える。この革命による悪影響を和らげよ
うと各国金融当局は大幅な金融緩和を実施しているが、長期化
するようであれば、世界的な恐慌に…との見方もあり、一日も
早いワクチンの開発が待たれている。㈮

発送作業を手伝って下さったボランティアの皆さんに心から感謝します。
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