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「遠くて近い日独関係」。日独 Manga コンクール

„Distanz und Nähe“ das ist das Thema des Japanisch-Deutschen Mangawettbewerbs

2021 のテーマの意味を改めて考えてみました。
「遠い」
という点で言えば、地理学的な距離が思い当たりま

2021. Was fällt Ihnen zu diesem Thema ein? Sicherlich kommt einem zunächst die
geographische Entfernung zwischen Deutschland und Japan in den Sinn. Auch ist un-

す。インバウンドの状況からもアジア諸国と欧州と

bestreitbar, dass der Tourismus zwischen Japan und den asiatischen Ländern bei wei-

では差は歴然だからです。
では、日独関係において「近い」点とは何でしょ
うか。私なりに考えてみた結果は、
「両国の歴史」と「今
を生きる人々の思い」でした。
過去を振り返れば、様々な歴史を経て、共通の価
値観等が育まれてきたことは、ここで語りきれるも
のではありません。
一方で、現代を生きる人々がお互いの国に関心を
持たなければ、両国の関係は続きません。今回の漫画
作品を拝見し、作者の方々のお互いの国への愛情を
強く感じました。今を生きる人々がお互いの国への関
心を持っているからこそ、日独関係は続いています。
その意味で、日独 Manga コンクールは両国の関係

tem ausgeprägter ist als zwischen Japan und Europa.
Nun, was ist denn dann „Nähe“ in Bezug auf die deutsch-japanische Beziehung?
Meines Erachtens ist es „die Geschichte beider Länder“ und „das Interesse der heute

Allerdings kann unsere Beziehung nicht fortbestehen, wenn die heute lebenden Menschen kein Interesse an unseren beiden Ländern haben. Die Mangawerke des diesjährigen Wettbewerbs legen uns jedoch eindrücklich dar, dass weiterhin viele Menschen ein
großes Interesse an unseren beiden Ländern haben. Gerade Dank dieser Werke bin ich
fest davon überzeugt, dass die japanisch-deutsche Beziehung noch stärker werden kann!

を深める役割の一部を担っているとも思えてくるの
です。是非、日独双方からの素晴らしい漫画作品を
皆様もご覧ください。
伊藤 退助

In diesem Sinne spielt der Japanisch-Deutsche Mangawettbewerb aus meiner Ansicht
eine wichtige Rolle. Nämlich die, unsere Beziehung weiter zu vertiefen. Wir hoffen,
dass Sie alle diese wunderbaren Werke aus Deutschland und Japan ebenfalls genießen!
Taisuke Ito
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lebenden Menschen an Deutschland und Japan“.
Wenn wir unsere gemeinsame Vergangenheit Revue geschehen lassen, wird deutlich,
dass uns eine so lange und tiefe gemeinsame Geschichte verbindet, dass es unmöglich
ist, sie hier in all ihren Facetten wiederzugeben. Was sich dennoch festhalten lässt, ist,
dass uns viele gemeinsame Werte miteinander verbinden.
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巻頭言
新たな日独関係の模索

柚岡 一明（常務理事）

11 月 10 日、第２次岸田内閣が発足し、ドイツでは 9 月 26 日の連邦議会選挙の後 11 月 24 日、第一党の中道左派の社会民主
党（SPD）
、環境政党の緑の党（Die Grünen）
、中道リベラルの自由民主党（FDP）の３党による連立政権樹立が合意した。
これまで親中国政策をとってきたドイツでは、政権交代によってアジアの主要国である日本との重要性が増してくるものと
思われる。中国は日独両国ともに経済的関係が深い国であり、投資、貿易、技術、安全保障、人権などで共通の関心分野が多く、
対中国アプローチを連携して構築する機会も出てくるであろう。この意味で日独の経済関係も再び緊密化へ向かうと思われ、
今後の両国の新政権下での日独関係の緊密化を期待したい。

インド・太平洋地域の外交・安全保障に向けた日独連携

ドイツは 2021 年９月、
「インド太平洋ガイドライン」（ドイツ―欧州―アジア、21 世紀を創る）を閣議決定。「ルールに基づ
く秩序」などの原則を掲げ、日本など価値を同じくする国との連携を打ち出した。
ドイツ海軍のフリゲート艦「バイエルン」は 8 月 2 日、ドイツの軍港ヴィルヘルムスハーフェンを出港し、8 月 29 日にはソ
マリア沖のアデン湾で、派遣海賊対処行動水上部隊として派遣されていた海上自衛隊護衛艦「ゆうぎり」と共同訓練を行い、9
月 24 日には海上自衛隊護衛艦「かが」
、
「むらさめ」と、インド洋東部海域にて共同訓練を実施。11 月 4 日から 5 日にかけて、
関東南方海空域において海上自衛隊護衛艦「さみだれ」と日独共同訓練を実施し 11 月 5 日に東京港に入り、東京国際クルーズ
ターミナルに接岸した。
同艦が日本の港へ寄港するのは 1997 年以来、実に 24 年ぶり。前回は多くのドイツ関係者が招待され歓迎ムード一色であっ
たが、今回はインド・太平洋地域の外交・安全保障に向けた日独連携の強化が目的である。
ドイツはこれまで英仏と距離を置き、中国に配慮した立場をとってきたが、岸防衛大臣との共同記者会見に臨んだクレーメ
ンス・フォン・ゲッツェ駐日ドイツ大使は、
「バイエルン」寄港の目的を「インド太平洋地域における自由な航行とルールに基
づく国際秩序維持に向けた具体的活動」と言及し、一歩踏み込んだ姿勢を明らかにした。これまでの、中国を中心に据えたア
ジア外交を多角化させて日本やオーストラリアなどとの関係を強化する方針を打ち出したともいえる。バイエルンは日本を 11
月 12 日に出航し、対北朝鮮制裁を定めた国連安全保障理事会の決議に基づく「瀬取り」の監視活動を行い、インド太平洋を舞
台としてより実務的な訓練の段階に入っている。
ドイツにとって中国は最大の貿易相手国であり、気候変動や感染症対策など地球規模の課題をめぐって中国の協力が欠かせ
ないとして、決定的な対立は避けたい考えがあった。ドイツでは 12 月にも中道左派の社会民主党のオラフ・ショルツ氏がメル
ケル首相に代わる新たな首相となって次の政権が発足するとの見方が有力視されている。ルールに基づく秩序や民主主義的な
価値観をもつ国々との連携などに関して、今後は積極的になってくるであろう。新政権の動向に注目したい。

脱炭素社会の実現に向けたＥＶシフト

11 月 13 日、英国で開かれた国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議（COP26 ）の場で 1.5°C 目標に向けて世界が努力す
ることが、正式に合意された。但し、すでに１℃以上気温が上昇している現状からこの目標を達成するには、社会システム変
革を含めた大胆な対応が各国に求められる。
ドイツ総選挙では、気候変動対策が争点となり、各党が電気自動車（EV）の普及に向けて公約をアピールした。特に連立政
権を組む緑の党は欧州連合（EU）の共通政策より厳しい規制の導入を掲げている。現時点では連立政権の基準は不明であるが、
自動車業界は警戒を強めている。欧州委員会は 7 月 14 日に 2035 年に域内のガソリン車やガソリン乗用車の新車販売を実質的
に禁止する方針を打ち出した。独フォルクスワーゲンは 6 月に 35 年までに欧州での内燃エンジン車販売をやめると表明した。
欧州最大の国際自動車展示会は例年のフランクフルトからミュンヘンに会場を移し 9 月 7 日に開幕した。EU では脱炭素・カー
ボンニュートラルへの取組が活発で、名称も「IAA」から「IAA MOBILITY 2021」と名称を変更し、従来の産業見本市から
モビリティーや社会問題をテーマとしたイベントへと軸足を移している。展示は電気自動車（EV）の出展が中心で、日本から
の自動車メーカーの出展は見送られた。
欧州では EV 向け蓄電池工場が相次いで稼働している。また EV 及びプラグインハイブリッド車（PHV）の新車登録台数が
急増しており、世界の新車登録台数全体に占めるシェアは 4 割強に達する。ドイツ自動車部品メーカーの脱ガソリンへの対応
も進んでいる。さらに蓄電池工場の建設が盛んである。ドイツ企業以外にも中国、
韓国などアジア有力電池メーカーがドイツや中・東欧諸国に進出している。
日本企業は EV 向け蓄電池の電極など素材の分野では国際競争力を持ってお
り、ドイツ、欧州は大きなビジネスマーケットである。今後直接投資やドイツ
との技術協力や合弁会社の設立など、様々な投資連携が増えてくる。
フォン・ゲッツェ駐日ドイツ大使は 9 月 29 日の公邸の昼食会において、ドイ
ツと日本は、自由および法の支配に基づいた民主国家であり、基本的価値と利
害関心を共有しており、経済安全保障、気候変動につながるエネルギー転換、
デジタル化、少子高齢化等共通の課題で緊密な交流に取り組む、と語っている。
日本や中国にも造詣の深いフォン・ゲッツェ駐日ドイツ大使をお迎えし、日
独関係の変化を追い風として、日独協会の役割を改めて問い直したい。
会員、協会関係者の皆様の 2022 年のご多幸を祈念し、これまでのご協力・ご
支援に感謝申し上げます。

9 月 29 日公邸にて。左よりティーデン團一等書記官、
中根猛副会長、クレーメンス・フォン・ゲッツェ・ドイツ大使、
柚岡一明常務理事
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ベルリンの新ナショナルギャラリーが再オープン

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

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）

Die letzten gut anderthalb Jahre waren für Bildungshungrige
und Kulturinteressierte mit vielen Entbehrungen verbunden.
So waren u. a. die Museen und Kultureinrichtungen in Zeiten,
in denen es während der Corona-Pandemie hohe Inzidenzzahlen gab, meist ganz geschlossen. Zwischen den Pandemie-Wellen war ein Besuch in der Regel wieder möglich, jedoch nur eingeschränkt für weniger Besucher als üblich und
mit im Voraus gebuchtem Zeitfensterticket. Seit dem 22. August ist nun auch wieder unter diesen speziellen Bedingungen ein Besuch in der Neuen Nationalgalerie möglich, die
nach fast 50-jähriger Nutzung in den letzten sechs Jahren restauriert wurde.
Nach der Teilung Berlins erhielt der Architekt Ludwig Mies
van der Rohe 1962 den Auftrag, in Berlin ein Museum für die
Kunst des 20. Jahrhunderts zu errichten. Nach der Grundsteinlegung im September 1965 und einer 3-jährigen Bauzeit
wurde das Gebäude Teil des Kulturforums in der Nähe des
Potsdamer Platzes. Es ist das einzige Bauwerk des deutschamerikanischen Architekten nach dem 2. Weltkrieg in
Deutschland und sein letztes eigenständiges Werk, an dessen Einweihung als Neue Nationalgalerie er am 15. September 1968 noch persönlich teilnahm.
Die behutsame Sanierung und Modernisierung des Museumsgebäudes, geplant und umgesetzt durch den Architekten David Chipperfield, wurde am 1. September 2021 auf der 16. Internationalen Docomomo-Konferenz in Tokio mit dem
Rehabilitation Award, der zum ersten Mal verliehen wurde, in
der Kategorie „Enhanced Masterpieces“ ausgezeichnet. Die
bautechnische Instandsetzung umfasste dabei u. a. die Behebung von Mängeln und Schäden sowie die Modernisierung zu
Brandschutz, Klimatisierung, Sicherheit, Beleuchtung und des
Depots. Darüber hinaus wurde der Besucherservice zeitgemäß erneuert. Eine der besonderen Herausforderungen stellte
die Erneuerung der Glasfassade dar. Die ursprüngliche Verglasung war zum Teil beschädigt und wies unter den mitteleuropäischen Bedingungen oft Kondenswasser auf. Dies erinnert
daran, dass Mies van der Rohe für die Neue Nationalgalerie
auf einen früheren Konstruktionsentwurf eines nicht realisierten Gebäudes zurückgegriffen hatte, das eigentlich für die Karibik bestimmt war. Hinzu kam, dass in Europa kein Hersteller
mehr Glasscheiben in diesem großen Format produzieren
konnte. So wurden die
neuen, etwa doppelt so
dicken Glasscheiben mit
einer Breite von 3,40 m
in China gefertigt und in
Berlin neu eingesetzt.
Anlässlich der Neueröffnung widmet sich eine der
aktuellen Ausstellungen
noch
bis zum 02.07.2023
Berlin Block for Charlie Chaplin, von Richard
Serra, 1978
der Baugeschichte der
「チャーリー・チャップリンのためのベルリ
Neuen Nationalgalerie
ン・ブロック」1978 年 リチャード・セラ作

この 1 年半は、知的好奇心が強く文化への関心が高い人々にとっ
ては我慢の時でした。新型コロナウイルスの感染数が高かった時
期、とりわけ美術館や文化施設は、完全に閉鎖されていました。
感染の波が収まっている間は基本的には施設への入場が再び可能
になりましたが、入場数は通常より少なく制限され、事前に日時
指定での予約が必要でした。8 月 22 日から、こういった特別な条
件下ではあったものの、新ナショナルギャラリーの訪問が再び可
能になりました。この施設は約 50 年間使用された後、6 年前から
修復に入っていました。
ベルリンの東西分断
後、建築家ルードヴィ
ヒ・ミース・ファン・デル・
ローヘは、 ベ ル リ ン に
20 世紀芸術のための美
術館を建設する依頼を
受 け ま す。1965 年 9
月 に 礎 石 が 置 か れ、3
年 の 工 事 期間 を 経 て、
この建物はポツダム広
場近くの文化フォーラ
Neue Nationalgalerie / 新ナショナルギャラリー
ム（Kulturforum） の 一
部となりました。これは、このドイツ系アメリカ人建築家が第二
次世界大戦後にドイツに建てた唯一の建築物であり、彼が最後に
個人で手掛けた作品となりました。 1968 年 9 月 15 日の落成式に
は、彼も参加しています。
美術館の綿密な改修と近代化は、建築家デイヴィト・チパー
フィールドによって計画・実施され、2021 年 9 月 1 日に東京で開
催された「第 16 回ドコモモ国際会議」の「Enhanced Masterpieces（強
化された傑作）」部門で、今回初めて授与された「修復賞」に輝き
ました。修復工事には、欠損や破損の修復の他、防火、空調、防犯、
照明等の設備そして倉庫の近代化などが含まれていました。それ
だけでなく、ビジターセンターも時代にあわせて刷新されました。
特別な課題の一つは、ガラスのファサード（正面側）の改修でした。
当初から使われているガラスは、部分的に損傷しており、中央ヨー
ロッパの気候から結露が発生していました。ミース・ファン・デ
ル・ローヘが、実際は以前カリブに建てられる予定で実現しなかっ
た建物の設計案を、この新ナショナルギャラリーに用いたことが、
これによって思い出されます。また、このように大きなサイズの
ガラス板を製造できるメーカーはヨーロッパにはありませんでし
た。そこで、約 2 倍の厚さで幅が 3.40m の新しいガラス板が中国
で製造され、ベルリンで組み込まれました。
リニューアルオープンを記念し、2023 年 7 月 2 日まで、新ナショ
ナルギャラリーとその建築家ミース・ファン・デル・ローエの建
築の歴史に関する展覧会が開催されています。特に、上下階のオ
リジナル平面図、コンセプトのコラージュ、1968 年の設計モデル
などが展示されています。開館時間外でも、新ナショナルギャラ
リー周辺の文化フォーラムあたりは訪れる価値があります。美術
館周辺のテラスと、すぐ横に位置する彫刻公園には、20 点以上の
現代的な屋外作品が展示されており、その中には、リチャード・
セラの「チャーリー・チャップリンのためのベルリン・ブロック」
が含まれています。この作品は、1978 年に制作された、辺の長さ
2m、重さ 70t の鉄製の立方体で、テラスの地面に対してわずかに

und ihrem Architekten Mies van der Rohe. Unter anderem
werden Original-Grundrisszeichnungen des Ober- und Untergeschosses, Collagen des Konzepts und ein Entwurfsmodel
von 1968 präsentiert. Auch außerhalb der Öffnungszeiten
lohnt es sich, das Areal des Kulturforums rund um die Neue
Nationalgalerie aufzusuchen. Auf der Terrasse rund um das
Museum und im direkt danebenliegenden Skulpturenpark sind
mehr als 20 moderne Outdoor-Kunstwerke ausgestellt, u. a.
der Berlin Block for Charlie Chaplin von Richard Serra, einem
Eisenkubus von 1978 mit einer Kantenlänge von 2 m und 70 t
Gewicht, der leicht verkantet in den Boden der Terrasse stößt
und dort über einem Stützpfeiler des Museums ruht. Das
Kunstwerk konnte seinerzeit mithilfe der Freunde der Nationalgalerie erworben werden und gilt seitdem als Wahrzeichen
des Mies-van-der-Rohe-Areals. So genießen die Berliner und
auch bereits wieder einige Touristen aus dem In- und Ausland
diesen aktuell wiedergewonnenen Kulturbereich Berlins und
freuen sich auch schon auf neue Sonderausstellungen, die
hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

ドイツ経済の動き

傾いて据えられ、美術
館の支柱の上に置かれ
ています。この作品は
当 時、 新 ナ シ ョ ナ ル
ギャラリー友の会の協
力 で 入 手 し た も の で、
それ以来、ミース・ファ
ン・デア・ローエの建
築エリアの目印となっ
ています。ベルリン市
民のみならず、すでに
Blick in den Skulpturengarten, Kulturforum
ドイツや外国からの観
文化フォールムの彫刻公園
光客も、再開したこの
ベルリンの文化ゾーンを楽しんでおり、きっとそんなに長く待た
されることがないであろう、次の特別展を楽しみにしています。
Weitere Informationen / 新ナショナルギャラリーについての情報 :
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/neue-nationalgalerie/
home/

第 72 回

コロナの禍中にも活発な企業活動
伊崎 捷治（当協会理事

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）

回復する労働市場
今年のドイツ経済については、国内で開発されたワクチンの効果でコロナ感染が鎮静化するとの前提で、当初は 4％程度の成長
が見込まれていました。しかし、世界各地でコロナの影響による生産活動の停滞が生じ、ドイツの産業も生産や輸出でその影響を
強く受けました。そのため、秋になって各研究機関は成長見通しを大きく引き下げ、連邦政府の見通しでも今年の成長率は 2.6％
にとどまりました。コロナ禍からの本格的回復は来年までお預けとなった形です。
そうした中で、労働市場は着実に改善しており、今年 10 月時点の失業者数は前年同月と比較して約 38 万人減少して、約 238 万
人となりました。これに対して、企業からの求人数は前年同月を約 21 万人上回る約 81 万人と高水準で、とくに職業訓練を受けた
専門人材の不足が顕著になり、各種の産業が悲鳴を上げるほどになっています。
各地で進む新規事業への取り組み
これは企業活動が全般に停滞しているわけではないことを示すものともいえます。ワクチンの BioNTech 社以外の企業の事業活
動の主な例としては、まず自動車部品のボッシュ社がドレスデンで約 10 億ユーロを投じて IT、AI 技術を駆使した最新鋭の半導体
製造工場を開設し、ドイツ、さらにはヨーロッパにおける半導体供給体制が強化されたことが挙げられます。
また、アジアに後れをとっていた電気自動車用バッテリーの開発・製造では BMW グループ、ノースヴォルトなど多数のドイツ
企業を含むヨーロッパワイドのグループが、ベルリン近郊に工場進出したテスラも巻き込んで本格的なプロジェクトをスタートさ
せ、エルツ山地でのリチウムの採掘・加工も始まりました。
海外での大型受注
企業のビジネス活動で注目される例としては、シーメンス社がエジプトで大規模な高速鉄道の敷設を受注したことが挙げられま
す。同社が受注に成功したのは汎用性のあるヨーロッパ方式であることやメルケル首相の肩入れがあったためといわれます。地中
海沿岸の 3 つの都市からカイロ近郊を経由してスエズ湾に至る第 1 路線は約 660 キロメートルで、旅客だけでなく、貨物も輸送で
きる電気鉄道です。シーメンス社が請け負ったのは鉄道の敷設、車両の製造、制御システム、メインテナンスなどを含む鉄道設備
全般で、金額では 45 億ドルとされています。旅客用の車両はドイツでも使用されている第 3 世代の ICE が予定されています。こ
の区間では 2027 年には運行が開始され、エジプトは経済、社会の近代化が大きく進展すると期待しています。シーメンス社はカ
イロからナイル川に沿ってルクソール経由アスワンまでの路線と、ルクソールから紅海沿岸の 2 都市に至る路線も受注しており、
第 1 路線と合わせた総延長は青森から鹿児島までにほぼ相当する約 1,800 キロメートルに及びます。
米国企業を買収したスタートアップ
ドイツ企業による海外事業展開ではフリックス・バス社が米国のグレイハウンド社を買収したのが注目されます。フリックス・
バスは 2011 年にボストン・コンサルティング社に勤めていた 2 人の若者がマイクロソフト社の開発担当であった 1 人を加えて 3
人で設立したスタートアップです。設立のきっかけは政府が長距離バス市場の自由化の検討をはじめたことでした。3 人はポスト・
バスやドイツ鉄道に占められていたこの市場でどのようにして顧客を獲得していくか、路線や拠点の配置などについて IT を駆使し
て綿密に構想を練り、自由化が実施された 2013 年には個人経営など多数のバス事業者が参加する長距離バス事業をスタートさせ、
たちまち市場を席巻してしまいした。
これに対して、フリックス・バスが買収した米国グレイハウンド社は設立後 100 年近い歴史があり、疾駆するグレイハウンドの
マークをつけた大型バスは映画「ティファニーで朝食を」にも出てくるなど、米国内の旅行を象徴する伝統ある企業です。米国、
カナダおよびメキシコに 2,400 の発着地を持ち、1,300 台の長距離バスを運行しています。
設立後 10 年にも満たないベンチャー企業が米国の大企業を買収できるほどに急成長できたのは市場の自由化がきっかけで、ドイツ
ポストが米国 DHL などを次々に買収して、世界最大といわれるロジスティック企業に拡大したのも郵便事業の自由化が契機でした。
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日独協会のあゆみ

1911-2021

1911 年 10 月 30 日に日独協会が設立されてから今年で 110 周年。これを
記念し、数回にわたって、過去の会報誌に掲載された情報を中心にしなが
ら協会のあゆみを振り返ります。今回は、東京オリンピックの開催された
第 2 回 1964-1991
1964 年から 1991 年までを取り上げました。主なトピックと編者が面白い
と感じた事項のみを挙げていますが、ここに掲載した事柄以外にも、毎月開催される例会や、講演会、1966 年に発足した青壮年部
によるシュタムティッシュなど、様々な催し物が定期的に行われていました。
10 月
東京オリンピック
10 月 8 日 OAG Haus にてドイツ選手団歓迎会を、OAG、東京ドイツ商工会議所、東京ドイツ文化研究所、ゲーテ・
インスティトゥ―ト、
大森ドイツ学園と共催。VDSG（関東大学ドイツ研究会連合）
のメンバーも多数参加し、ドイツ選手たちと交流を楽しんだ。
1964年 10 月 22 日 ドイツ連邦家庭青年省大臣 Dr. Bruno Heck 氏及び青少年団歓迎夕食会。
（昭和39年）
オリンピックにあわせ、ドイツから 17 歳、18 歳の青少年およびその指導者が約 160
名派遣された。このため、ヘック青少年大臣ら国会議員からなる一行も来日。 一行
の歓迎会には会員も 150 名以上が参加し、300 人を超える大宴会となった。日本側か
らは歌や箏の演奏を行い、青少年団も「さくら」を含む演奏を披露した（この一行に
来日した青少年が「さくら」の
は、
「東独との関係でオリンピック選手の選に漏れた西独選手」が 16 名含まれていた）
。 合唱を日本語で披露
例会で東山魁夷画伯が談話「ドイツに学んだ日本画家として」を行う。談話で、氏は 1933
年から 2 年間のドイツ留学の様子を語っている。友人宅で過ごした大晦日に、鉛を溶かし
てその形で来年を占う「Bleigießen」を行い、占った老婦人に「あなたは日本へ帰って風
景画家になるでしょう」と言われたというエピソードなどが語られている。
3 月 ドイツ練習艦
Deutschland 号来訪。3 月 24 日、ドイツ学園、独協学園の生徒、ドイツ
大使館員、防衛庁の人々、日独協会会員が埠頭に並び、練習艦を出迎えた。翌日には特別
に日独協会の会員とその家族のための同艦の見学会が開催され、見学者 5 人ごとに 1 人の
談話中の東山魁夷氏
士官候補生が案内に当たった。26 日には八芳園で協会主催のレセ
プションが開催され、乗員 180 人と日本側の参加者、来賓あわせ
て 400 名を越える大会合となった。この練習艦来日にあたり、会
報誌では特に多くのページが割かれ、詳細に報告されている。戦
1965年
時中は海軍軍人であった小島常務理事の情熱が伝わってくる。
（昭和40年）
7 月 会長に三井高陽氏が就任。高橋龍太郎前会長が 90 歳を迎えるにあ
たり、副会長だった三井氏が会長に就任した。「私はドイツとドイ
ツ文化の好きな一介の学徒でありまして、政界、財界に顔をきか 「日独月報」1965 年 練習艦に手を振る小島常務理事（左）と
大使夫妻、武官
せて本会に何等か寄与するようなコネを持つという資格も能力も 5 月号
ありませんが、名は会長といっても会及び会員の皆様のために微力をつくして奉仕すると
いう熱意だけは持って居ります」と就任のご挨拶に書かれている。同時に、小島秀雄常務
理事が副会長に就任。三井会長と小島副会長は引き続き会の運営に心血を注がれ、協会の
活動も発展していく。
12 月 日本ビルに事務所移転。東京都千代田区大手町 2 − 8 日本ビル、429 区に移転。
この時まで上智大学の教室を借用して夜のドイツ語教室を開催してきたが、移転に伴い、
協会内の図書室でも会話講座を開講できるようになった。
2 月

三井会長

5 月

1966年

（昭和41年）
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JG 発足から 1 年後、シュ
タムティッシュの様子

キージンガー首相歓迎会。5 月 20 日 10 時 30 分〜 13 時。光輪閣。
参加者約 300 名。会場の玄関に、三井会長、小島副会長らが立ち並び、首相を出迎えた。首相がバルコニーに
立つと、海上自衛隊の音楽隊が独日の国歌を演奏。挨拶の間にスピーカーの不具合が発生した際、首相は「工業
技術というもの、時々故障を起こすということをたまに確認することも喜ぶべきだと思います」と臨機応変に対
応、そののち、日本の科学技術だけでなく、文化と伝統への尊敬を述べられた。

10 月

シュミット首相歓迎午餐会 10 月 11 日 11 時 30 分〜 14 時 八芳園。
参加者 296 名。首相来日 2 週間前に急遽、日程の変更を余儀なくされたため、事務局は休み返
上で変更連絡を行った。また、当時、ドイツの赤軍派が入国したとい
う噂もあり、事前に、小島秀雄副会長、外務省儀典課、報道課、警察
官が共に会場を念入りに視察、周辺の建物からの狙撃を受けないよう
に注意事項を念入りに検討した。当日、首相一行は 12 時 15 分に会場
に到着。三井会長のドイツ語での挨拶の後、シュミット首相は「日独
両国間に対する期待」というテーマで 30 分にわたるスピーチを行った。
首相を迎える三井会長
日独協会からは東山魁夷画伯の木版刷りの作品がプレゼントされた。

1969年

1978年

JG の軽井沢研修旅行に向かう
バス内

5 月
（昭和44年）

（昭和53年）

青壮年部（JG：Junge Gemeinschaft）発足
日独の若者交流を目的に発足。8 月には軽井沢での一泊二日の研修
旅行を実施。参加者はドイツ側 10 名、日本側 45 名。東京から出
発したバスの中で「ケーテル作成のサンドウィッチを食べ」とある。
現地では当時の Krapf 大使や大使館員も合流。討論会や東大渡独
オーケストラの演奏もあり、充実した研修となった。

スピーチするシュミッ
ト首相

シュタムティッシュ
日独協会再興以来続いていた会員 シュタムティッシュ （会員のための常連卓）は、毎週木曜日 12:30 から 14:00 までドイツ料理
屋 Ketel で開催されていた。下記小島副会長の案内文「スタムティッシュというのは、昼食を談笑しながら共にするもので、出席の
予告の必要なく、会員ならばどなたでも、必要ならば友人同伴で参加できる気楽なものです。ときには地方からの日独協会員が来ら
れたり、ドイツからの客を招くこともあります。目下の値段はスープ、肉皿、アイスクリーム、コーヒーで心付共 1200 円という特別
料金になっています。三井会長と私はなるべく出席していますので、会員の皆様の御利用を期待します。
」
（1976 年 11 月の会報から）
また、
JG（青壮年部）のシュタムティッシュも 1977 年から月 1 回ではじまった。最初は六本木の「ドナウ」それからは市ヶ谷の「パ
ウケ」で定期的に開催されていた。青壮年部では定期的に遠足、ビアアーベント、研修旅行などを企画実行し、活発に活動していた。
※会報誌のバックナンバーの合作本で、1981 年の 10 月号から 1988 年 6 月号まで収録されている版が紛失しています。そのため、この間の
出来事について、記事を抜粋しての紹介ができませんでした。もしどなたか、この合作本をお持ちの方がいましたらご連絡いただきますよう
お願いいたします。

1984年

5 月

前年の 5 月に三井会長が逝去。新たに上田常光氏（前駐ドイツ連邦共和国全権大使）が会長に就任。

1987年

3 月

丸田芳郎氏（花王㈱社長）が会長に就任。

2 月

会報誌が刷新され「Die Brücke」となる。協会の「出版広報委員会」委員は、この会報誌リ
ニューアルにあたり、各委員が仕事を終えた夕刻から深夜まで事務局で議論を重ねた。新た
な体制でつくられた会報誌は、より幅広いトピックを扱うことを目指していた。編集後記も
この時から導入された。編集長は江尻進氏（元日本新聞協会理事）。当初はその誌名の通り、
日独の橋の写真が毎号の表紙を飾っており、表紙はカラー印刷されていた。

（昭和59年）

（昭和62年）

1989年

（平成元年）

ドイツ人研修生 Kuhnert さんが研修を開始。おそらくこれが初めての研修生だ
と思われる。Kuhnert さんはブレーメン州立単科大学日本語科の学生で、研修期
間は 1 年間だった。
春・夏 日独共同事業ホームステイプログラムにて、ドイツ人の若者 11 名、日本人 7 名
が、日本各地、およびドイツ各地の日独（独日）協会の会員宅で短期ホームス
テイを行った。夏にホームステイを行ったドイツ人の若者たちは、協会の「富
士登山」にも参加。日本人参加者を含む 27 名と登山ガイド 1 名で登山、ご来光
1990年
を体験した。
（平成2年）
12 月 ドイツ統一を記念する集い 11 月 30 日 18 時 30 分〜 20 時 30 分 日本海運倶
楽部（永田町）
。
日本ドイツ文化協会（旧日本 DDR 文化協会）、OAG ドイツ東洋文化研究協会と
の共催。出席者 380 名。丸田会長、ハース大使のスピーチおよび、音楽家会員
による演奏プログラムでドイツの再出発を祝った。丸田会長の挨拶には「今年
に入ってからは、旧東（ドイツ）地域においても、独日協会の設立が相次ぎ、
地道な活動を行っております」とある。

Die Brücke

3 月

4 月

1991年

（平成3年）

富士山登山（五合目）

挨拶をする丸田会長

高橋健二氏講演会「5 人のノーベル文学賞作家と語って」開催。1902 年生まれの氏はすで
にこの時 89 歳。しかし、いささかも疲れた様子無く講演後もサインなどに応じていた。こ
の講演では、高橋氏が直に会って話した 5 人の作家、ハウプトマン、アストゥリアス、川端
康成、トーマス・マン、ヘルマン・ヘッセについての印象とエピソードを語っている。川端
康成がゲーテメダルを受賞した際には、フランクフルトに行けなかった本人に代わり、氏が
代理で賞を受けたという逸話や、トーマス・マンが「ブッデンブローク家の人々」がドイツ
で、
「ファウストゥス」がフランスで、「魔の山」がアメリカで好まれる理由を高橋氏に分析
して語った内容などが紹介されている。
スピーチする高橋健二氏

当時のドイツ語講座とシュタムティッシュ
1990 年はじめ、協会では夏期講習会の他に、平日夜にドイ
ツ語講座を 3 クラス開講。シュタムティッシュは、
「一般向
けシュタムティッシュ」「Junioren-Stammtisch（若者向け、
原則としてドイツ語使用）」、「ビジネスマン向けドイツ語講
座上級クラスシュタムティッシュ」の 3 種類があり、月に
1 回ずつ事務所で行われていた。上級クラスでは、ドイツ
人に朗読をお願いし、参加者全員も参加して、学習のため
のカセットテープを作成したり、在京ドイツ人のスピーチ
と質疑応答などの独自の活動を行っていたようだ。
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ドイツに生きる―ドイツで活動する日本人（4） 原サチコさん
本誌は今年度、日独交流 160 周年を記念し、ドイツの社会に溶け込み、地道に活動されながら、日独間の交流に貢献されている日
本人を紹介しています。
今回は、日本の演劇界から飛び出し、ドイツ語圏の数多くの劇場で専属俳優として舞台に立ち続け、現在もハンブルク・シャウシュ
ピールハウスで活躍されている原サチコさんにご登場いただきました。原さんは俳優としての活動を更に発展させ、
日本とドイツの人々
を結びつけ、平和や歴史を考えるプロジェクトやワークショップを、両国で精力的に開催されています。
1．ドイツとの出会い、
ドイツ語を学んだ理由
中学生の時から英語を学
ぶの好きで、将来は海外に
住みたいと思っていて、大学
でもう一つ外国語を学ぼうと
思いました。子供の頃からテ
レビの「名曲アルバム」や池
田理代子さんの漫画「オル
フェウスの窓」などでドイツ
には特別親しみを感じていま
した。また高校 1 年生の時
にモスクワ五輪ボイコットが
起き、世界は２つに分かれて
いることを実感し、当時東西
に分かれていたドイツについ
て学ぼうと決意しました。
２．ドイツ渡航前の日本での活動と、渡独のきっかけ
1983 年 4 月、上智大学外国語学部ドイツ語学科に入学し、2 ヶ
月で落ちこぼれフラフラしていて下北沢で演劇に出会いました。
それから 1999 年まで東京の小劇場を中心に役者をやっていまし
た。1999 年に新国立劇場の「羅生門」に出演して演出家の渡辺
和子さんに出会い、
渡辺さんのベルリンでの演劇作品「ナラヤマ」
にも出演し、そこでドイツ芸術界の鬼才クリストフ・シュリンゲ
ンジーフに出会ったことから、ドイツ中の劇場をツアーする彼の
プロジェクトに参加しました。そこは全く新しい表現活動の場
で、これからもドイツの舞台に立ちたいと思いました。また彼の
同僚と結婚することになったのも決意を固めたきっかけです。
３．ドイツでのカルチャーショック、文化の違いについて
2001 年に移住してから、ドイツ演劇界に日本人俳優の需要
など無いことが分かり絶望しました。それに大学で学んだドイ
ツ語をすっかり忘れていたので、語学学校で一から学びなおさ
なければならず、
また子供が生まれたのでその世話にも忙しく、
再び舞台に立てる日など永遠に来ないかと思われました。どこ
の国でもそうでしょうが、お客さんとして来る外国人には快適
に感じられても、いざその土地に住み仕事をしたいという外国
人には厳しい現実があります。ドイツでは口に出して自分の考
えを示すのが基本で、
こちらの気持ちを「察して」はくれない、
それが私には厳しいことでした。ベルリンは俳優が多く競争も
激しく、皆ストレートに自己アピールをして仕事を獲得する、
すっかり怯んでしまっていました。
４．印象深かった仕事、現在力をいれている取り組み
2001 年秋にシュリンゲンジーフの舞台「Rosebud」に出演し
ました。ドイツ移住、産後初めての舞台復帰となりました。こ
の時の日々の稽古での、そして公演での喜びは今まで味わった
ことのないほどのものでした。
その後ハノーファー州立劇場「三
文オペラ」でポリー役を 2002 年から足掛け 10 年やりました。
その間 2004 年に夫と別れ、ウイーン・ブルク劇場の専属俳優
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となり、ベルリンからウイーンに 4 歳の息子を連れて引っ越し
ました。それから今まで 17 年間ずっと公立劇場の専属俳優と
して生きています。劇場専属ですとその土地に住んでお給料制
で、しかもいろいろな演出家と仕事が出来るのでシングルマ
ブルク劇場、
ハノーファー
ザーとしてもとても有難い環境です。
州立劇場、ケルン市立劇場、ハンブルク・シャウシュピールハ
ウス、チューリッヒ劇場と移籍してきて、今はハンブルク・シャ
ウシュピールハウスに戻ってきました。
ドイツに渡ってからすでに 70 作品近く出演していてどれも思
い出が沢山あって、選びきれませんが、特に印象深い作品はシュ
リンゲンジーフの「パルシファル」
、彼の逝去前最後に仕事をし
た「メア・クルパ」
、東日本大震災直後にエルフリーデ・イエリ
ニックが書き下ろした「光のない」
、
細川俊夫作曲ヨッシー・ヴィ
ラー演出「地震。夢」
、ルネ・ポレシュの作品全て、デビッド・
ボウイの「ラザルス」などなど、やはり選びきれません！
現在はハンブルク・シャウシュピールハウスの専属俳優とし
てレパートリー作品の公演に出演中です。コロナ禍のロックダ
ウンで劇場は長く公演をすることが出来なかったので、この 9
月から再びお客様の前に立てる喜びは格別です。ロックダウン
中に稽古して完成していた作品が一気に初日を迎えて、私もこ
の 9 月は 3 作品「リチャード３世」
「告発！」
「ハート泥棒」の
初日を迎えるという異常さでしたが、その忙しさも楽しかった
です。カリン・ヘンケル演出「リチャード 3 世」はこの夏ザル
ツブルク音楽祭でお披露目となった大成功作です。主役は女優、
出演者はたった 9 人でリチャード 3 世の子供時代から破滅まで
の一生を描きます。
「告発！」は私も長年仕事をしているルネ・
ポレシュ作演出、哲学や社会学をテーマとする彼らしい大変ユ
ニークな作品です。彼は私の実人生での問題を舞台上で昇華さ
せるような長いモノローグをいつも書いてくれます。ドイツ演
劇界の中で変わり者として居座り続ける私のお守りのような台
詞達です。そして「ハート泥棒」はシラーの「群盗」をボン・パー
クという新進の作演出家が大胆に現代化した大変面白い戯曲で
す。既にこの春ゲーテ・インスティチュート東京大阪京都の共
同企画として私が日本語訳し、日本の俳優さんを募ってオンラ
イン・リーディングもやりました。こういう若手の作品をいち
早く日本に紹介するのも、やっていきたいことの一つです。

J'accuse!（「告発！」）© Thomas Aurin, 2021

５．日独で精力的に行っているワークショップや日独相互理解
のためのプログラムについて
2011 年から行っている「ヒロシマ・サロン」は、広島の姉妹
都市であるハノーファーに引っ越したのがきっかけです。2009
年にハノーファー州立劇場初の日本人専属俳優となり、ここで
広島の作品をやるべきだと劇場に持ちかけ、2010 年井上ひさ
し作「少年口伝隊一九四五」を、ドイツ人作家とドイツ語訳し
ドイツ初演を行ないました。この上演に付随して、今の広島の
ことも知ってもらいたいと始めたのがヒロシマ・サロンです。
その後ヒロシマ・サロンは今まで 10 年にわたり、ドイツの様々
な都市のみならず、ワルシャワやパリにも広がっています。ド
イツ国内でも劇場だけでなく小さな町の教会などにも時間があ
る限り行っています。広島長崎そして福島とこちらの人の関心
は高く、日本人の生の声を伝える機会として喜ばれています。
私が目指しているのは老若男女、政治的な関心がある人もな
い人も一緒に、ヒロシマだけでなくその開催地の戦争の傷跡や
核問題も通じて、世界平和を共に感じ考える時間を持つことで
す。なので真面目なテーマからコスプレイヤーのショー、在独
日本人のカラオケまでお楽しみ会的要素も含んでいます。

の、緑と水の豊かな美しい風景と、どこでも自転車で行ける便
利さ、魚の豊富さが気に入っています。
また 2015 年に難民が大量にやってきた時のハンブルクの
人々の対応に私は本当に心を打たれました。私たちの劇場もロ
ビーを一時宿泊所として提供して、同僚達と難民のお世話をし
ました。その時にこの劇場の人々を通じハンブルクの人々の正
義感、心の温かさを知りました。
７．海外に長く暮らす中で気づいた日本の長所や良さ、逆に日
本がドイツから学べること
日本人の優しさ、思いやり、礼儀正しさ、安心して暮らせる
治安の良さ。食事の美味しさ。
しかし日本でももっと個々の個性が認められたらもっと生き
やすくなると思います。また、英語や外国語を普通に使える人
が増えて、海外への敷居が低くなるといいなと思います。どこ
ででも生きていけるようになればチャンスも広がりますし、日
本にいても海外のニュースや本をキャッチできれば生活も変わ
るのではないでしょうか。子供をドイツで育ててきて、日独の
教育のあり方がいろんな面で大きく違うことに気がつきまし
た。個を認める教育、お互いの意見の違いを擦り合わせていく
議論のやり方、使える英語の学び方など、日本でも取り入れて
いけたら良いのに、と思います。
８．今後の日独関係をより発展するために必要なこと、できる
こと。読者へのメッセージ

「ヒロシマ・サロン」の様子

「オオサカ・サロン」はハンブルクに引っ越してから始めまし
た。大阪とハンブルクが姉妹都市であることはハンブルク市民
にあまり知られていません。また、上智大学同窓会ソフィア会ハ
ンブルク支部の方々をはじめ、
ハンブルクには素晴らしい日本人、
個性的な日本人が多く、そういう方々を紹介したいと思いました。
今までのオオサカ・サロンはいつも満員御礼です。逆に大阪で
もハンブルク・サロンを 2 度開催しました。大阪の人にハンブル
クのことを知ってもらい、特に若い人に姉妹都市を通じもっとド
イツに来てもらえたらという願いを込めてやりました。
どこの劇場に移籍しても初めての日本人俳優で、そこで私の
役割は何だろうかと思った時に、レパートリー作品の中で演じ
ること以外に、その街の人々に日本のことを伝える、身近に感
じてもらうことも私の役目だと勝手に思っています。それをど
の劇場も街の文化局も応援してくれて、ありがたいことです。
2010 年頃から、ドイツの街で日本人が目に見えて少なくなっ
てきました。それまでは舞台上で日本人と確定されて役柄を狭
めたくないと思っていましたが、2010 年からは積極的に「日
本人です」とアピールしています。
６．ドイツに暮らし活動することの良さ
個々が違っていても良いところ。個々の違いを尊重してもら
えるところ。特にハンブルクでは、思ったことをストレートに
言い合ってもあとくされの無いことろ。私は今までいろんな所
に住んできましたが、ハンブルクが一番住みやすいです。近所

Die Räuber der Herzen （「ハート泥棒」）
© Thomas Aurin, 2020

日独にかかわらず、他の国との民間の交流で一番大事なこと
は、個々の出会い。一人の人が一人の人と出会って結び合う信
頼と友情。これは広島とハノーバーを結んだ故・林壽彦（はや
し としひこ）先生の言葉です。日独には 50 以上の姉妹都市提
携があるそうです。それぞれの姉妹都市提携がこれからも人と
人の出会うきっかけになっていけばと願っています。
また、芸術はあらゆる違いを一気に乗り越えてお互いを知り
合う最高の手段です。私も舞台芸術を通してもっと日独交流に
貢献できるよう精進して参りたいと思います。
こちらの公立劇場はレパートリー制ですので、どのレパート
リー作品も何年も長く上演していきます。コロナが落ち着きま
したら、是非ハンブルクへ観にいらしてください！
原サチコのホームページ https://sachikohara.net/
ハンブルク・シャウシュピールハウス出演情報
https://www.schauspielhaus.de/de_DE/ensemble/sachiko-hara.80795
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シリーズ

ド イ ツ の 鉄 道

特別編

日 独 鉄 道 交 流 史

甲武鉄道社長三浦泰輔とドイツ（上）

久保 健（鉄道史学会会員

日独協会会員）

JR中央線は、甲武鉄道が1889（明治22）年に開業した新宿-立川間を起源としている。甲武鉄道では、1891（明治24）年から国有化さ
れる1906（明治39）年まで、三浦泰輔（みうらたいすけ）が社長を務めている。

■ドイツへの留学と農場経営
三浦泰輔は、1856（安政2）年1月、山口県厚狭に生まれ、駐独公使で日独協会の発起人になる青木
周蔵の実弟になる。12歳離れた兄の青木周蔵は、三浦泰輔9歳の時、蘭学者青木研蔵の養子となり、
1868（明治元）年にプロイセンへ医学留学を命じられ、1872年にはドイツ北部連邦留学生総代となっ
ている。その活躍に影響されたのか、三浦泰輔も1874（明治7）年よりドイツへ留学している。ただ
後年、「兄からは独立独行せよといつも言われていた。ドイツへ行っても兄にはそれほど厄介にはな
らなかった。」と語っているように、兄のいるベルリンから離れ、ドイツ西部のライン川近辺に滞在し、
コブレンツ(Koblenz)で広地農業や放牧を、ガイゼンハイム(Geisenheim)やマインツ(Mainz)で果樹栽培
を学んだ。そして1880（明治13）年、アメリカを経て日本へ帰国している。
帰国後、目黒の駒場で農場経営を始め、また青木周蔵が栃木県北部の那須野が原で行った開墾事業、青木
農場にも関わり、ドイツ滞在中の兄に代わり、土地の取得や運営を手伝っている。しかし駒場の農場経営はう
まくいかず、土地を騎兵隊へ売却し、1888（明治21）年より同郷、山口県出身の実業家藤田伝三郎が行う岡山
児島湾の干拓事業に関わるも、村民の反対運動により工事延期になるなど不遇の時代が続いている。しかし
藤田伝三郎から、甲武鉄道取締役の実業家雨宮敬次郎に紹介され、雨宮の「学問があって技量があって、旨
く身代を守っていってくれる」との推薦により、1891(明治24)年、甲武鉄道社長に就任している。

三浦泰輔
（大日本麦酒株式会社三十年史より）

■社長就任とドイツの鉄道技術導入の始まり
唐突とも言える三浦泰輔の甲武鉄道社長への抜擢には、当時の日本の鉄道を取り巻く状況が後押ししたと思われる。日本の鉄道は
1872(明治5)年の新橋-横浜間開業以来、イギリスからの技術や車両の導入に頼っていた。イギリスによる独占状態は続き、1876（明治9）
年6月における、外国籍の鉄道関係技術者104人のうち、イギリス人は94人を占めるなど、強い影響力を保持している。日本主導による
鉄道の発展や運営を見据え、その関係を見直す時期に来ていた中、鉄道局は訪欧中の工部省書記官から、ドイツがイギリスよりも質が
高く安価な鋼製レールを輸出しているとの報告を受け、駐ドイツ公使青木周蔵とドイツ政府の交渉を経て、1886（明治19）年に初めて
ドイツからレールを輸入している。ドイツ製鉄道資材調達の開始は、鉄道運営におけるイギリス独占の希薄化をはかり、さらには不平
等条約改正に向け、イギリスの主導権を削ぐことも視野に入れた動きと言われている。そして1889（明治22）年、九州鉄道は九州初の
鉄道を建設するにあたり、プロイセンの鉄道技術者ヘルマン・ルムシュッテル（Hermann Rumschöttel）を招聘し、本格的な技術導入
を進めている。このように鉄道を通じ日独関係が深まりつつあった時期、甲武鉄道は最大の課題である新宿から東京市街中心部への延
長に際し、日本では前例のない建物が密集した場所における路線建設になるため、海外、特にドイツへの知見の深い人材を求めていた
と思われる。まさに三浦泰輔こそ諸条件に合致した人物であり、社長へ推挙されたのではないだろうか。

■ドイツからの積極的な機器導入
三浦泰輔は、社長に就任した年の10月に土木技術者菅原恒覧を主任技師として迎えている。菅原恒覧は鉄道局退職後、佐賀県で建設
業者に入社し、九州鉄道建設に関わったことから、ルムシュッテルの影響を受け、甲武鉄道でも九州鉄道と同じく、蒸気機関車をミュ
ンヘンのクラウス（Krauss）社から、橋梁をデュースブルク（Duisburg）のハーコート（Harkort）社から輸入している。
甲武鉄道は、1895（明治28）年に飯田町まで開業したが、市街地における蒸気機関車の煤煙が問題となった。そのため日本の普通鉄
道では初の電化をすることになり、ドイツからシーメンス社製の発電機を導入し、
東中野に火力発電所を建設した。この発電機は不調だったため、シーメンス社か
ら技術者を招聘して改修され、1904（明治37）年8月21日に電車の運転を中野-飯田
町間で開始している。
また飯田町延長に際しては、道路との交差を避けるため、江戸城外堀沿いの窮
屈な場所に敷設することになり、東京市からの要請により、景観にも配慮した設
計がなされている。菅原恒覧は三浦泰輔より、ドイツでは建設記録を出版し、技
術や構造を広く知らしめる習慣があると教示され、工事内容を「甲武鉄道市街線
紀要」としてまとめている。この記録は鉄道建設の貴重な記録として技術者の間
で広まり、日本の鉄道建設技術の発展に貢献した。ドイツで学んだ三浦泰輔の見
識の深さがうかがえる一例と言えよう。
さらなる延長に際して模範としたのがベルリン市街にのびる高架線になる。延
シーメンス製の機器を用いた甲武鉄道発電所
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長計画の開始と時を同じくして、ドイツより新たな技術者が来日する。

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

File20

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。

我が人生はドイツと共にあり
私が初めてドイツを知ったのは、3 〜 4 歳の頃父親が買ったフォルクスワーゲンのブリ
キ製おもちゃであった。ドイツ製ではなかったが、父親が「これはドイツの車」といった
のを、鮮明に覚えている。これが自分にとって、運命的にドイツを意識した瞬間であった。
中学生になると、ドイツに興味を抱くようになった。その後高校でドイツ語を選択し、
大学に入学した 1972 年に、ミュンヘンオリンピックが開催された。この時はミュンヘン
オリンピック参加奉仕団（IOC、JOC、ゲーテ・インスティトゥート主催）のメンバーと
して、ミュンヘンに 1 ヶ月半滞在した。19 歳で人生初の海外が、憧れのドイツであった。
翌 1973 年に、AIESEC（国際経済商学学生協会）という海外インターンシップをす
る世界最大の国際学生組織を通じ、ドイツ語圏での企業研修を希望し、ウィーンにある
Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt（ウィーン市立相互保険会
社）で、2 ヶ月間の企業研修を体験。普通はその後帰国するが、日本の大学で政治経済
学を学んでおり、近代経済学にウィーン学派というのがあった。本場のウィーンで学ん
で み た く な り、ウ ィ ー ン 経 済 大 学 に 短 期 留 学 す る こ と に し た。 当 時 の 大 学 名 は
Hochschule für Welthandel で、現在は Wirtschaftsuniversität Wien になっている。

木田 宏海（日独協会会員）

左が筆者。星出彰彦宇宙飛行士が 2013 年 7 月、
デュッ
セルドルフ日本人学校に来校時、学校正門前で撮影。

当時オーストリアでは、日本はまだ発展途上国扱いで（既に日本は GDP 世界第 2 位であったが）
、発展途上国からの留学生は授
業料が免除された。講義が始まり分かって来たのは、日本の大学で教えている経済学理論は、欧米から輸入された学問だというこ
とだった。つまり日本の教授は、理論経済学を外国語から和訳して、日本語で教えているということである。
この時学んだ教訓として、海外留学する場合、
「目的は何か、そしてその国の大学でしか学べないものなのか」をよく調べてからに
すべきということであった。私の場合、単に近代経済学のウィーン学派を学びたいというレベルの意識しかなく、その程度なら日本
で学ぶことが出来た。短期の遊学を終え、1974 年シベリア鉄道経由ナホトカ号で横浜に帰国。大学卒業後は総合商社に就職した。
総合商社に勤務中、デュッセルドルフに 2 回通算 9 年半（1986 年〜 1990 年、1996 年〜 2002 年）駐在した。総合商社に約
30 年勤務した後、縁あって 2007 年 1 月デュッセルドルフ日本人学校理事会事務局長兼事務長に日本で採用され転職した。デュッ
セルドルフの人口約 60 万人の 1％が日本人で、海外における日本人密度は世界一である。デュッセルドルフ日本人学校は、北米・
欧州地域で最初の日本人学校として 1971 年に設立され、一番古い歴史を持つ。今年 2021 年に創立 50 周年を迎える。1992 年
に児童生徒数が約 1 千名まで増加したが、その後はほぼ一貫して右肩下がりで推移している。それでも未だに北米・欧州地区最大
の日本人学校である。デュッセルドルフ日本人学校のこれまでの在籍者数は延べ 1 万人を超え、卒業生は各界で活躍している。
運営母体は私立だが、教育は文科省の教育指導要領に基づく。教員
の 8 割は文科省からの派遣教員（任期 2 〜 3 年）である。海外にいな
がら日本の小・中学校と同じ教育が受けられる。そして現地の言葉や、
国際理解教育に力を入れている。ドイツ語教育は、小 1 から中 3 まで
週 1.5 時間〜 2 時間＋補習（週 1 時間）をやっている。日本の小・中
学校でドイツ語教育を行っている学校はない為、転校生に補習授業を
実施している。小・中学部で 9 年間在籍する児童生徒は非常に少なく、
1 年間で 3 分の 1 が親の転勤で入れ替わる。現地校との国際親善、交
流は年間 140 件程度実施。子供達はドイツ語会話が十分出来ないので、
音楽やスポーツ交流が主体となる。中学部の卒業生は毎年約 30 名で、
20 名前後が日本国内の高校に進学し、残りが現地のインターナショナ
ルスクールに進学する。帰国進学組は 20 名前後ながら、毎年国立付
2017 年 2 月、
岸田外務大臣がボンで開催された G20 外務大臣会合に出席の為、 属や早慶付属高校に合格し学力が高い。
デュッセルドルフにも立ち寄られました。その際、長年の日独友好の証とし
教員は子供の「能力開発」を担うが、私は各界で活躍している方々
て、岸田大臣とクラフト州首相から当地日本人社会に桜の木が贈呈され、日
を学校にお呼びし、子供の「興味開発」に注力した。日本人宇宙飛行士、
本人学校に植樹されました。お礼の為児童・生徒が NRW 州首相府を訪問。
リオデジャネイロオリンピック柔道男子金メダリスト、アメフト選手、
プロサッカー選手、2011 年女子サッカーワールドカップ優勝選手、国立天文台元台長、紙飛行機滞空時間世界記録保持者、落語家、
朗読劇グループ、剣道日本一、サッカー日本代表元監督、広島・長崎原爆被災者、音楽家、政治家など。
2018 年春ドイツで定年を迎え、同年 5 月帰国した。孫には“じじばば”ではなく、
“オパ・オマ”とドイツ語で呼ばせ、孫たち
も将来ドイツ好きになってもらうよう、ドイツ話を聞かせている。思えば私の人生は、おもちゃのフォルクスワーゲンに出会って
以来、これまで常にドイツと共にあった。この関係をまだまだ続けたい。
著者プロフィール：当協会会員。1952年東京目白生まれ。1977年総合商社入社。デュッセルドルフに2回通算9年半駐在。2007年1月〜
2018年4月までデュッセルドルフ日本人学校に勤務。ドイツ語圏滞在歴、通算22年。
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テクノミュージックのパイオニア、Kraftwerk

文・イラスト：水谷 史子（日独協会ドイツ語講座受講生）

ドイツ語受講生の水谷と申します。私はドイツのバンドが好きで最近ドイ
ツ語を始めました。
ドイツの音楽というとやはりバッハを始めとするクラシック音楽が有名だ
と思いますが、近年はパソコンの一般の普及などにより所謂テクノミュージッ
ク、少々堅苦しく広義の意味で言うと、
『電子音楽』もとても有名で本場と言
える程です（政府も認める文化ですし）
。それは今回ご紹介する Düsseldorf に
本拠地を置く、Kraftwerk（1970 〜）の存在も大きいと思います。なぜなら電
子音をポピュラーミュージックに落とし込んだ先駆者といえるからです。現
在のダンスミュージックやクラブミュージック等の祖となったバンドなので
す。現在多くのミュージシャンがやっている自宅録音もこのバンドから始まっ
たと言っても過言ではありません。現在でも世界的に影響力があり、年齢問
わず人気があります。日本でも来日チケットは瞬時で売り切れます。
さてその音楽性ですが非常にミニマル且つユニークなのです、まずメイン
ビジュアルがロボットなのです。
歌声も 9 割が肉声ではなくロボ声です。ライブのアンコールで本人達の代
わりにロボットが出てきて（毎回持ってくるのが大変だなと思いながら）大
変盛り上がります。
通常時のステージは、いつもお揃いの全身タイツの様なロボットスーツを着
込んだりして、台の前で横一列に並び、黙々と作業の様な演奏を繰り広げます。
実はライブ中ネットショッピングをしているのでは？とネタにされる程。
そして背景のシンプルなグラフィックと音楽が合わさるとそれは圧倒的な
世界観です。近年では 3D メガネが観客に配られて映像が飛び出します。ファ
ンにはそのストイックで一貫性のある世界観が堪らないです。
Kraftwerk の音楽は簡潔で非常に POP ですが、決して冷たさのない有機的な電子音で、まるでモダンアートの様です。是非その
不思議な世界観を体験してください。YouTube のリンクを置いておきます。

Die Kulturkiste
＝文化の玉手箱＝

映画紹介

山本 和華子（慶應義塾大学）
友人と試写会に参加しました。研究会で戦後ドイツについて
学んでいる私は、期待を胸にシアターへ足を運びました。終了
後、帰り道で「もう観たくないけれど、また観たい」という矛
盾した感想を分かち合いました。
作品の見どころは、その構成です。スクリーンには、ファイ
ンゴルト氏の語りと 14 のアーカイヴ映像が交互に投影されま
す。強制収容所、アイヒマン裁判や仏人女性への報復措置など
に加え、アメリカのナチ党という知られざる過去も取り上げら
れていることは注目に値します。時折、挿入される攻撃的な文
面からは、戦後オーストリアの歴史解釈を巡る彼の複雑な立場
を伺い知ることができました。カメラは、沈黙も語りとして捉
えていました。彼の眼差しには、一世紀前の光景が広がります。
画面の彩度・雰囲気は、インタビューとアーカイヴで統一され、
過去と現在の境が溶け合うような感覚を覚えました。過去―現
在―過去、が一定のリズムで繰り返される中で、真実―虚構、
主―客の渦の中に飲み込まれていきました。
制作者によると、映像を選ぶ際は、客観的な印象を与えず、
観客自身がその意味を考えられるように細心の注意が払われた
とのことです。公的なプロパガンダ素材と ｢私｣ の交差を前に
して、観客は混乱を覚えます。意味付けることは、観客自身の
現在について考える作業でもあります。
記憶の発信者と受信者の双方が、戦争を知らないという時代
が到来しつつあります。体験者が不在の時代においては、特に
語り手（および制作者）に、従来とは異なる種類の不安と緊張
を生むことになるでしょう。
彼は、教育をライフワークの一つとしていました。過去を語
ることをそれでも厭わなかったのは、次世代の教育に対する信
頼を失わなかったからです。｢泣ける｣「感動する」というメディ
ア消費に慣れた若者にとっては、徹底的に「問う」ことを要求
する作品に触れることは少ないかも知れません。一人の学生と
して、同世代にも、映画を思考と議論の糧とする機会を拡げた
いと、心から願います。
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現在、岩波ホールでホロコースト生存者による
証言ドキュメンタリー『ユダヤ人の私』を上映中で
す。この映画の試写会に参加した 2 人の学生にそ
れぞれのレビューをお寄せいただきました。
池谷 來優（慶應義塾大学）
ハンガリーで生まれウィーンで育ったユダヤ人であり、大戦中 4 つの強
制収容所を生き抜いたマルコ・ファインゴルト氏が自身の生涯について語
る映画です。当時の映像資料、および現代にも残るユダヤ人へのヘイトク
ライムが彼の語りに合わせて引用されています。
映画を通じ、私はファインゴルト氏の「私」の視点から、
「現在への警鐘」
というメッセージを受け取りました。ファインゴルト氏は晩年を故郷である
ウィーンではなくザルツブルクで過ごすことになりますが、これは大戦後も残
存したオーストリア国内における反ユダヤ主義の影響を受けたためです。さ
らに現代のユダヤ人に対するア
ンチコメントの引用は、ナチス
時代は現代とは断絶した歴史
の一部であるという誤った理解
を戒め、反ユダヤ主義が終戦に
よっても終焉を迎えた訳ではな
いことを強く印象付けます。
ファインゴルト氏は 2019 年
に亡くなりました。年を追い戦
争の語り部が減少する中、私
たちにできることは彼が残した 『ユダヤ人の私』
原題：Ein jüdisches Leben
言葉を正しく受信することで
監督：クリスティアン・クレーネス、
す。現在、世界では極右政党
フロリアン・ヴァイゲンザマー、
の台頭や反ユダヤ主義の強ま
クリスティアン・ケルマー、
ローランド・シュロットホーファー
りなど、大戦当時を彷彿させる
製作国：オーストリア
ような出来事が勃発していま
上映時間：114 分
す。ごく普通の青年が戦争の
配給会社：サニーフィルム
被害者とも、加害者ともなり得
©2021 BLACKBOX FILM &
る事実を重く受け止め、私たち
MEDIENPRODUKTION GMBH
2021 年 11 月 20 日 よ り 2022 年 1 月 14 日
には同じことを繰り返さぬよう
まで岩波ホールで公開中。
努める責務があると考えます。

－日独協会ドイツ語講座、講師紹介－
小野竜史先生

（担当クラス：金曜日 FrN-2、
土曜日 SaN-5、日曜日 SoN-1）
メール：tatsuhitax@gmail.com
ご出身
宮城県の石巻、
北上川の河口の港町です。
ドイツとの出会い ドイツ語学習のきっかけ
大学で外国語に力を入れたいと思い、最終的に鉛筆を転がして
ドイツ語に決めました。もともと思い入れがあったわけではな
く、語学コースで学ぶうちにドイツ語圏への関心が湧いてきま
した。学部時代はサークル活動や他の語学学習
（英語、ロシア語、
アラビア語、ラテン語、スペイン語）のせいもあり、どちらか
と言えば不真面目な学生で授業課題もなおざりになりがちでし
た。大学院でドイツ史の研究を始めてから、研究や留学を通じ
てドイツ語が自然と鍛えられたと思います。
生活のなかでのドイツ語活用法 ドイツ語を磨くためにやって
いること
ドイツ史の研究でも、大学や協会の授業、翻訳といった仕事で
も日常的に使っています。友達と話したり、専門以外の本を読
んだり、テレビ番組、映画、音楽を視聴したりとプライベート
でも使います。ドイツ語（圏）との関りは趣味でもあり、生活
のための手段でもあります。そのために自分の能力を鍛える上
では、なるべく色々な文章や会話に触れるように心がけている
ほか、ふとした時に身の回りのことについて表現を考え、不確
かな単語や文法はインターネットや辞書、ネイティブに確かめ
るようにしています。
ドイツ語を教えるようになったきっかけ 教える際にこころが
けていること
身もふたもない話ですが、最初は食べていくために教え始めま
した。教えた皆さんの上達や感謝の言葉もあり、今では教える
こと自体が楽しくなっています。受講者のニーズに合わせるこ
と、分かりやすく説明すること、
（自分がそうだったように）
言葉だけではなくドイツ語圏についても関心を深めてもらうこ
とを心がけています。
ドイツ語のおもしろさ、好きなところ
複合動詞（分離動詞・非分離動詞）や複合語など、既にある複
数の要素を時にはアドリブで組み合わせて、クリエイティブな

表現が可能なところが面白いと思います。また主語や関係代名
詞の修飾関係が明確で、複雑な内容でも正確に表現しやすいと
ころが好きです。
ご担当講座の紹介。日独協会の活動やイベントについて
協会では日本語で、文法中心に学ぶ講座を担当しています。月
に一度、日曜日の午後にのんびりドイツ語（圏）に触れる「日
曜サロン」という講座もあります。受講者のニーズに合わせ、
作文や聞き取り、会話の練習も取り入れています。雑談も多め
です。言葉と同時にドイツ ( 語圏 ) についても学びたい方に、
特に楽しんで頂けると思います。協会のイベントの中では、ネ
イティブと話せる Sprachtreff がお勧めです。学んだドイツ語を
ぜひ実際に使って頂ければと思います。
趣味・好きな食べ物
朝はなるべくゆっくりと起きて、研究のほか、近所でも外国で
も色々な場所をのんびり歩き回るのが好きです。その合間や天
気の悪い日には本を読んだり、映画を見たり、美味しいものを
食べたり、そして何より飲みながら人と話すのが好きです。
「読
んでるか飲んでる、あとは寝てる」という学生生活の延長で生
きている感じでしょうか。マグロや青魚のような脂ののった魚、
早生ミカンや巨峰のような甘酸っぱい果物、ザッハトルテや羊
羹のような濃厚な味のお菓子、ガンボ、リゾット、ラーメンと
いった濃いスープ料理、ヴァイツェンや IPA といったビール、
ソーテルヌやトカイといった甘いワインが好きです。
日独を比べて思うこと。ドイツから日本（もしくは逆に日本か
らドイツ）に取り入れられたらよいこと
「人が自分のやりたいことを、やりたいようにやる」ことに比
較的寛容で、ただし「それは違うんでは？」ということについ
てはきちんと議論する、そういった個人主義と議論のカル
チャーの組み合わせが、日本にもっと欲しいなと思います。
ドイツ語学習者へのメッセージと。将来の目標
目的、鍛えたい能力、それに使える時間、覚える速さなど、学
習の条件は人によって違います。資格や駐在など必要に迫られ
ている場合は別として、焦らず無理なく、自分のやりたい形で
学ぶのが良いと思います。自分が楽しいと思う（ことの）ため
に学ぶのであって、つらい思いをしてまで勉強するのは本末転
倒だと思います。僕自身もマイペースで研究を続けて、専任の
大学教員になれれば良いなと思っています。

レポート

Sprachtreﬀ の 1 年間を振り返って

伊藤 退助（日独協会スタッフ）

まもなく1 周年を迎える「Sprachtreff」
（毎月オンラインで開催している日独語学交換会）について、
主催者である伊藤が振り返ってみました。
何と言っても、このオンラインイベントの一番の魅力は、ドイツ人とカジュアルに話すことができる点だと思います。私は 1 年間ド
イツに留学していた時期がありましたが、その時にドイツ人の友人と話していた時と似た感覚を覚えています。大学の勉強や仕事では
なく、あくまでプライベート。自分の言葉で必死にドイツ人と話し、会話が成立した瞬間、ドイツ語を学んできて良かったと強く感じ
られます。言語を学ぶ上での一つの醍醐味といえるでしょう。それを日本にいながら体験できることには大きな価値があると思います。
また、Sprachtreff は 1 ヶ月毎に開催するため、ドイツの様子を定期的に知ることができます。日本とドイツでは話題になってい
ることが違ったり、同じ物事に対しても世論が大きく異なっていたりします。是非気になることを次の回で聞いてみてください。
自分では気付かなかった別の考え方を知る機会になるかもしれません。逆に、ドイツ人は日本の今に興味を持っています。日本に
住んでいて感じることは、ドイツ人にとって当たり前ではありません。きっと興味をもって、聞いてくれるはずです。
このような魅力がある一方で、苦戦する場面もありました。参加には A2 レベル以上のドイツ語および日本語能力が必要とされ
ていますが、A2 や B1 のグループでは、時折参加者同士の会話が詰まってしまいます。その状況があまり長く続いてしまうと、参
加者の方は焦ってしまうかもしれません。
その対策として、グループ毎に一人、参加者同士の会話をサポートするモデレーターをつけています。モデレーターの皆さんは
何度もこのイベントに参加して下さっているベテランで、いつも上手に会話を回してくれています。モデレーターがいることで、
安心して会話をすることができますので、ドイツ語が流暢に話せなくても、コミュニケーションをとる意思さえあれば、とても楽
しい時間を過ごせるかと思います。実際、A2 のクラスでもイベント中に楽しい時間を過ごしたことで意気投合し、イベント後もタ
ンデムパートナーとして語学を共に練習している方々がいらっしゃいます。
最後に、この語学交流会を開催するモチベーションの根源となっていることは、リピーターの皆さんが沢山いらっしゃることと、
毎回のアンケートで嬉しいご意見を頂けていることです。一度、ご参加いただいた方が、もう一度来たいと思えるようなイベント
が運営できているならば、嬉しい限りです。今後も Sprachtreff をよろしくお願いします！
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19 世紀前半のドイツでは、正統主義を奉じる当時の国
際秩序「ウィーン体制」の下で統一国家はつくられず、約

ドイツ帝国創建 150 周年を考える
飯田 洋介（駒澤大学文学部准教授）
1871 年 1 月 18 日、このときプロイセンを中心とするド
イツ諸邦はフランスと交戦中であり（独仏戦争）、独軍の
大本営がおかれていたヴェルサイユ宮殿の「鏡の間」にて、
プロイセン王ヴィルヘルム 1 世がドイツ皇帝に即位するこ
とを宣言する式典が挙行されました。ここにドイツ帝国が
誕生し、それまで政治的に分裂していたドイツが統一され
たのです。
2021 年はプロイセンと日本が修好通商条約を締結した
ことに端を発する日独交流 160 周年に当たりますが、ド
イツ帝国創建 150 周年の年でもあります。関連書籍（特
に独仏戦争関連が目立ちます）が数年前からドイツで刊行
され、コロナ禍もあって目立った記念イベントこそ見られ

40 の国々が分立し、それらから成る「ドイツ連邦」があ
るのみでした。フランス革命とナポレオン戦争の影響でナ
ショナリズムが覚醒すると、自由主義的な価値観に基づい
てドイツを統一し、国民国家を創設しようとする動きが盛
り上がりましたが、悉く弾圧されました。自由と統一を求
める動きは、1848 年革命が勃発するとフランクフルトで
ドイツ国民議会が開かれ、そこで憲法がつくられ（オース
トリアを含めた大ドイツ主義ではなく）プロイセンを中心
とする小ドイツ主義の下で実現しかけたのですが、プロイ
セン王の拒絶と反革命の動きにあって失敗に終わりまし
た。その後、イタリア統一運動の成功に刺激されますが、
自由と統一を求める動きは停滞を余儀なくされました。
それを打破したのがプロイセン首相ビスマルクでした。
元来彼は（ドイツ統一ではなく）プロイセン王権を擁護し、
その国益を追求して北ドイツに覇権確立を目指す超保守的

ま せ ん が、 ビ ス マ ル ク 財 団（Otto-von-Bismarck-Stiftung）

な政治家であり、その観点から 1864 年にはデンマークと

では特別展「1870 ／ 71 年：ヴェルサイユでの帝国創建」

の、そして 1866 年にはオーストリアとの戦争に踏み切り

がフリードリヒスルーのビスマルク博物館並びに財団展示

ました。しかしながら、後者に際して不利な状況を改善す

室にて 6 月 22 日から 11 月 14 日まで開催され、関連する

べく、小ドイツ主義による統一を戦争目標に掲げると、普

講演も行われています。ここ日本でも、7 月 3 日に早稲田

墺戦争の勝利に沸き立つ世論が実現に向けて動き出した統

大学ナショナリズム・エスニシティ研究所（WINE）によ

一を前に大きく高揚し、これを受けてビスマルクは自身の

る「帝政期ドイツの国民形成・国家形成・ナショナリズム」

政策方針をドイツ統一へと切り替えました。そして 1870-

と題した講演会がオンラインで開催されました。

71 年の独仏戦争で勝利し、ドイツ統一を実現したのです。
このように、1871 年のドイツ統一はビスマルクの政治

それまで分断されていたドイツが統一され、国民国家が

判断によってプロイセン主導で成し遂げられたものであ

樹立されたということもあって、1871 年はドイツ史にとっ

り、国民的議論の積み重ねによる結果ではなく、議会はそ

て記念すべき年であり、これまでも節目の年には何らかの

の結果を追認するだけで主導的な役割を果たすことはあり

記念講演などがなされてきました。しかしながらそれらは、

ませんでした。それでも、議会多数派でナショナリズム運

特に 1970 年代以降現在に至るまで、1990 年のドイツ統一

動の主たる担い手であった自由主義勢力はこれを歓迎しま

を記念する各種行事のそれとは対照的に祝祭ムードとは程

した。プロイセンでは、これがプロイセンの歴史的使命で

遠く、
「1871 年」を批判的な眼差しで捉える傾向が強く見て

あるとしてその功績を強調し、他方プロイセンに反発する

取れます。それは一体どういうことなのでしょうか。2020

南ドイツ諸邦でも小ドイツ主義的国民国家を受け入れてい

年 8 月末にメルケル首相のコロナ対策に反発した極右勢力

くことになります。

が国会議事堂に侵入しようとする際に「黒・白・赤」のドイ

1871 年のドイツ帝国の創建はさらなる発展の土台とな

ツ帝国旗を使用したことで、思わぬ形で再び政治問題にな

り、ドイツが世界屈指の大国に急成長することになるので

りました（現在、ドイツ帝国旗をめぐっては公的場面での使

すから、祝福ムードで 150 周年を迎えたくなるかもしれ

用禁止の方向で議論が進んでいます）が、この問題を考え

ません。しかしながら、このような経緯で成立したが故に、

る上でも、ここで 1871 年のドイツ統一に至る経緯とそれが

1871 年のドイツ帝国による問題の中には、ナチ時代まで

もたらした結果について見ていきたいと思います。

大きな影響を及ぼすものもあったとされ、無邪気に喜ぶこ
とはできないのではないかと思います。様々な論点があり

ドイツ統一に至る経緯

ますが、ここでは紙幅の都合上次の 3 点に注目してみます。

まず確認しておきたいのは、1871 年のドイツ統一＝ド
イツ帝国創建は（帝国創建の立役者ビスマルクの表現を借
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① ドイツ問題の歪な解決

りるならば）
「演説や多数決」という、国民が参画する形

統一をめぐるこのときのドイツ問題のなかで最大の論点

での民主的なやり方ではなく、「鉄と血」すなわち戦争と

は、国民国家として樹立されるべきドイツが（空間的な意

いう軍事的手段によってプロイセンが「上から」成し遂げ

味で）一体どこからどこまでかというものであり、当時そ

たものであったということです。

れは必ずしも自明のものではありませんでした。19 世紀

前半につくられたドイツの愛国歌の歌詞を見ても、現在の
デンマークやイタリア、オランダ、ベルギー、ポーランド、

③ 植民地帝国への道とその影響
2020 年 6 月にはハンブルクにある（巨大でない方の）

ロシアの地名も見られます。1871 年のドイツ統一はこの

ビスマルク像が、そして 7 月にはベルリンの戦勝記念塔向

問題に政治的に決着をつけるものでしたが、それは 2 つの

かいのビスマルク像が染色攻撃を受けました。当時、植民

点でしこりを残すものとなりました。

地政策に携わった歴史上の人物の記念碑が反人種差別運動

1 点目は、それが小ドイツ主義による統一であったが故

によって損壊される事件が相次ぎ、それと関連があるので

に、ドイツ語住民から成るオーストリアがドイツから排除

はないかとされています。ドイツ帝国の創建者ビスマルク

されたことでした。両者の合邦を求める大ドイツ主義の動

は（決して人種主義者ではなかったのですが）ドイツの植

きは 1871 年以降も燻り続け、1938 年にはヒトラーによ

民地政策に道を開いた人物でもありました。

る独墺合邦に至ります。

帝国主義が本格化しようとする時期にドイツ帝国が創建

2 点目は、プロイセン主導の戦争による統一の故に、少

されると、内なる統一を達成したドイツ国民は海外への進

なからぬ非ドイツ人が自分たちの意志とは関係なくドイツ

出を求めるようになりました。ビスマルク自身、植民地獲

帝国に含まれたことです。具体的にはプロイセン東部諸州

得には否定的だったのですが、政治的打算から 1884-85 年

のポーランド人、プロイセンに併合されたシュレースヴィ

にアフリカや南太平洋に植民地を獲得しました。こうして

ヒのデンマーク人、そして独仏戦争でドイツ領となったア

ドイツも帝国主義の道を歩むことになったのです。

ルザス・ロレーヌの住民たちでした。そのため、住民の（強
制）移住と排除が発生しました。アルザス・ロレーヌでは
独仏国籍選択が認められたものの、フランス国籍を選んだ
住人はドイツから退去しなければならず、ポーランド人に
対してはゲルマン化政策が推進され、1885-87 年にはドイ

ところが、ビスマルクが着手した植民地政策は（本人の
思惑とは別に）次の 2 つを引き起こしました。1 つ目は（特
にヴィルヘルム期における）他の列強との対立であり、そ
れが第一次世界大戦の原因の 1 つにもなっていきます。そ

ツ国籍でない住民約 3 万人が国外追放されています。

して 2 つ目は、植民地支配に対する先住民の抵抗であり、

②後回しにされた「自由」

では 1904-07 年に先住民ヘレロ・ナマの大虐殺が生じま

19 世紀前半のドイツ・ナショナリズム運動を担った自由
主義者たちにとって、自由と統一は同時に達成されるべき
目標でした。彼らの多くはビスマルクが普墺戦争を経てド
イツ統一政策に舵を切ると、それまでの対立姿勢を放棄し
て「国民自由党」を結成し、
それに協力する道を選びました。
ところがビスマルクは、新たに樹立される国民国家では
議会の権限と影響をできるだけ制限しようと試みました。
1867 年、ドイツ帝国の母体となる北ドイツ連邦の憲法審
議の折、自由主義者たちはビスマルクの憲法草案に抵抗し
たものの、最終的には彼の術策や当時の国際情勢（特にフ
ランスの動向）を前に妥協して「統一」を優先させました。
「自由」はドイツ統一後に徐々に整備していけばよいだろ
うと思っていたのです。
しかしながら、その結果誕生した北ドイツ連邦、そして
それを基盤として 1871 年に創建されたドイツ帝国では、
男性普通選挙によって選出された帝国議会が設けられるも
のの、行政府の長である帝国宰相が皇帝によって任免され
るために議院内閣制は採られず、軍事予算は 7 年ごとに審
議され、外交政策に至っては審議の対象外といった具合に
その権力は制限されてしまったのです。そのため、このと
きのドイツ帝国は「半ば立憲主義的な体制」であり、議会
制民主主義の発展の道から逸脱させるものであったと（ナ
チへと至る歴史を見据えて）ネガティヴに評価される傾向
が強く見て取れます。
こうした見方に対して、近年の研究では帝国議会の役割
を再評価しようとするものも現れ、議論が続いています。

その鎮圧にあたって独領南西アフリカ（現在のナミビア）
した。ドイツ政府は 2021 年にこれをジェノサイドと認め
ており、第二次世界大戦時のジェノサイドとの連続性を指
摘する声も見られます。

日独関係から見た 1871 年
最後に、視点を変えて、1871 年のドイツ帝国創建につ
いて日本を交えて見ていきたいと思います。実は独仏戦争
中、日本では（ハンブルクやブレーメン、プロイセンなど
の）ドイツ商船の保護をめぐって明治政府を巻き込んだ独
仏の角逐が見られました。このとき独側は、日本を含めグ
ローバルに活動するドイツ商船をフランス海軍から守るだ
けの海軍力を有しておらず、そのため横浜をはじめ日本の
各港にいるドイツ商船を守るには国際法と明治政府が発す
る局外中立宣言に頼らざるを得なかったのです。現地に展
開するフランス艦隊の挑発行為を前に駐日北ドイツ連邦代
理公使ブラントは、明治政府に掛け合って中立宣言の改
定・増補に深く関与するものの、その性急かつ強引なやり
方はフランスの反発を惹起し、他の駐日外交官の賛同を得
られず、結局現地のドイツ商船は戦時中自由に動くことが
できませんでした。このエピソードは「1871 年」をグロー
バルな視点で捉え直す上で有益かもしれません。
著者プロフィール：1977 年、茨城県生まれ。早稲田大学
大学院文学研究科博士後期課程修了。博士（文学）
。著
書に『ビスマルク』
（中公新書 2015）
、
『グローバル・ヒ
ストリーとしての独仏戦争』
（NHK ブックス 2021）など。
13

12 月の活動報告
ドイツ語講習会
2021 年度下半期コース
火～日曜日
Deutschkurse in der JDG
Oktober 2021 - März 2022
jeden Di.-So.
おしゃべり会
「ベルリン便り」
ベルリンの家
事情〜ドイツのアパートをルームツアー
10/9 ㈯ 19:00 ～ 20:30
Sprechen mit Ako in Berlin!
Datum: Sa., 9. 10. 21, 19.00-20.30
このイベントのレポートはページ下部
に詳しく掲載しています。
ドイツ時事問題研究会
Studiengruppe "Deutschland aktuell"
10/16 ㈯ 15:00 ～ 17:00
Datum: Sa., 16. 10. 21, 15.00-17.00
当月の主なトピックスは①危険地域から
の帰国、濃厚接触などにより隔離を命じ
られた際にワクチンが未接種の場合は感
染防止法による休業補償を支給しないこ
とで連邦・州保健相会議が合意したこと、
②低所得層、在宅介護をする家族等を対
象に 1 週間の宿泊・食費の 90％を支給す
る「ファミリー息抜き休暇制度」がスター
トしたこと、③旧東ドイツ地域でリチウム
の採掘、精製、加工などの事業が始まっ
たことなどをとりあげ、背景、意味合いな
どを紹介したほか、注目される選挙結果と
連立交渉の動向について新井さんから報
告いただき、質疑応答、議論を展開した。
今月のテーマは、①「難民の流入がド
イツ経済に及ぼした効果」で、とくに若
年層の増加による年金保険加入者の増加
などについて伊崎から報告した。
テーマ②では佐藤さんから「フランク
フルター・アルゲマイネ紙東京特派員
Patrick Welter 氏との懇談：特に東京オリ
ンピックとベルリン市長選挙ほかについ
て」と題して、外国人記者が抱える日本
での取材の難しさなどを含めて概要を報
告いただいた。
（伊崎 捷治）
ドイツの今（ドイチュラント・イェッツ
ト）第 6 弾〜今からでも聞ける！ドイ
ツ政治のキソの基礎〜
10/16 ㈯ 19:00 ～ 21:00
Deutschland jetzt, 6
Datum: Sa., 16. 10. 21, 19.00-21.00
参加者 40 名。連邦議会選挙の時期を
ミュンヘンで過ごされた柳原伸洋先生
に、ドイツの政治の基礎を、ご自身の体
験も含めてお話しいただきました。ドイ
ツの政党が結党された背景や時代を知る
ことによって、私たちの住む「社会」に
ついて考えるきっかけともなりました。
例えば SPD（ドイツ社会民主党）が最
初に結党されたのは 1863 年。産業化に
よって都市の人口が膨れ上がっていく中、
人々はそれまで属していた Gemeinde（共
同体）から、都市で個々に切り離され孤
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立していきました。近隣住民同士が知り
合いではない空間で、人々の暮らしを保
証したり、救うために「社会」という概
念ができあがっていき、
「社会」が「個人」
と「国家」の間のクッションとなっていっ
た、というのは腑に落ちる解説でした。
また、ドイツの政党の若者組織の活動
は非常に活発で、本部政党の政策に反旗
を翻すこともあること、ドイツでは選挙の
際、候補者が個人宅を訪問することが可
能なことなど、様々な角度からお話しい
ただき、ドイツの政治に興味を持つことが
できたセミナーでした。

グループ分けの難易度は上がってきまし
た。1 グループの人数は、多過ぎると一
人一人の話す機会を減らしてしましま
す。かといって、少な過ぎれば、会話が
続かず困ってしまうという声もありま
す。また、個々人にとって、
「最適なグルー
プ人数」に対する考え方は異なるでしょ
う。より多くの方々が満足できる妥協点
を探ることに、難しさを感じます。
皆様からのアンケートをもとに、改善を
繰り返し、より魅力的なイベントへと成長
させていきますので、温かい目で見守っ
ていただければ嬉しいです。
（伊藤 退助）

独逸塾
10/18 ㈪ 19:00 ～ 21:00
Gesprächskreis: Neuigkeiten aus
Deutschland
Datum: Mo.,18. 10. 2021, 19.00-21.00
参加者：25 名（おためし参加 2 名）
。テキ
ストは、9 月と同じ 「20 世紀初めのドイツ
の植民地支配に関わる問題」
。記事原文は、
① Tagesspiegel（28.05.2021） の 記 事、 ②
Tagesspiegel（22.09.2021）の 計 2 つ。い ず
れもインターネット上の記事を利用した。
現代世界史の中で遅れて来た列強の一
つ、ドイツが行った植民地支配、特に、西
南アフリカにおける問題を取り上げたもの。
①は、この 5 月にドイツ政府とナミビア
政府が、6 年間の交渉の結果一定の合意
に達した事。合意内容は、植民地支配時
代における問題（ナミビア地域における
大量虐殺）につき、ドイツ政府がその事
実と責任・金銭補償を公式に認め、大統
領がナミビア国会にて、正式な謝罪を、
行う事などに関する記事。
②の内容は、本件に拘わる最近のナミビ
ア国内の動き。特に、合意済みの両政府
間の協定につき、ナミビア国内の一部から
は、両政府に対して、実際に虐殺された
人達の子孫に金銭補償があるのか、総額
としても 11 億ユーロの賠償額が少なすぎ
るなど、種々不満が出て、デモなども行わ
れている模様。従い、ドイツ国内にも「ド
イツ政府は本件につき、さらに検討する必
要がある」といった声もある、との内容。
今回例会では、計 10 名の方に翻訳読
解を担当願い、各担当者の説明の後、段
落ごとに、特殊なドイツ語単語の意味、
文章の文法的構成、筆者の真意、などに
つき、また今回は特に、同時代の日本の
アジア政策との関連、なども含め、種々
活発なご議論を頂いた。（則滿 洋祐）

運営委員会
10/25 ㈪ 16:00 ～ 18:00
Ausschuss für die Geschäftsführung
Datum: Mo., 25. 10. 21, 16.00-18.00
以下の議題にそって説明し、意見交換した
1. 令和 3 年度第 2 回書面理事会の開催
（案）
2. 令和 3 年度上半期事業報告（案）
3. 9 月末現在の実績・令和 3 年度決算見通し
4. 代表理事・業務執行理事上半期活動報告
5. 日 独 交 流 160 周 年 記 念 事 業「 日 独
Manga コンクール 2021」の進展
6. 駐日ドイツ新大使との面談
（柚岡 一明）

シュプラッハトレッフ（日独言語交換会）
10/23 ㈯ 19:00 ～ 20:20
Sprachtreff
Datum: Sa., 23. 10. 21, 19.00-20.20
参加者：40 名。参加者人数がどんど
ん増えていく Sprachtreff。多くの方が参
加してくださり、運営サイドとしては嬉
しい限りです。
一方、参加人数が増えていくにつれ、

第 3 回 Hör mal zu!「コロナ禍と日独
に暮らす私たちの健康 」
10/27 ㈯ 17:00 ～ 19:00
Hör mal zu! „Corona und unsere Gesundheit“
Datum: Sa., 27. 10. 21, 17.00-19.00
参加者 33 名。講師の馬場恒春医師は日
本の大学で医学教育と臨床研究に従事し
たのち、
2003 年に来独。2010 年よりデュッ
セルドルフ市内のノイゲバウア馬場内科
クリニックにて主に在留邦人の方々の健
康管理と診療に従事されています。
今回は、コロナウイルスの基本知識か
らドイツでの感染状況、ワクチンの効果
や、コロナ禍でのメンタルヘルスなどに
ついて、分かりやすい説明を頂きました。
日独双方からの質問に対して具体例をあ
げてご説明いただき理解を深めることが
できました。「ドイツでは日本と同様に
感染防止策やワクチンの接種方法につい
て頻繁に変更があり、現場が混乱するこ
ともあったが、その都度変更理由につい
て明確な説明があり、現場の医師からの
反発する声はほとんど聞かれなかった」
との報告が印象的でした。
今後に向けて、食事や運動などでの感
染予防についても知ることができ大変有
意義でした。患者対応で多忙な中、貴重
なお時間を頂き、また 50 枚ものパワー
ポイントを準備頂き、大いに感謝してお
ります。（柚岡 一明）
※上記イベントは全てオンライン開催。記
載時刻は日本時間。

活動ピックアップ
おしゃべり会「ベルリン便り」ベルリンの家事情
〜ドイツのアパートをルームツアー
10 月 9 日㈯ 19:00 ～ 20:30

“ドイツ”を読もう！語ろう！
Lesen und Reden（レーゼン ウント レーデン）
第 3・4・5 回（7 月 24 日、8 月 14 日、9 月 25 日）

『ドイツの歴史を知るための 50 章』
（明石書店）
元研修生で現在ベルリン在住のヴィラートあこさんとオンラインで
を読み、内容について語るという読書会「Lesen
繋ぐおしゃべりイベント第 3 回目。参加者は 15 名。今回はベルリンの
und Reden」
、その第 3 〜 5 回では、文献の第 III
家事情をテーマに、最近自宅を大々的に模様替えしたというあこさん
部
「冷戦下のドイツ」
、
第 IV 部「統一後のドイツ」
、
に、実際に自宅の写真をたくさん見せてもらいながら、ドイツ独特の
（順番からすると冒頭にある）テーマ編「変化す
家事情や習慣についてお話ししていただきました。
るドイツ」を取り上げました。第 3・4 回では第
古い家をリノベーションしながら長く使っているドイツでは、ドアの
二次世界大戦後から 2016 年までの現代史をたど
建付けが悪かったり、壁や床がまっすぐではなかったりすることは良く
り、第 5 回では「地理的範囲とアイデンティ」
、
あることだそうです。キッチンでは大きなオーブンや食器洗浄機が備え
「森」
、
「エネルギー」
、
「巡礼」
、
「法秩序」
、
「人の
られることが多いようですが、逆に電子レンジはあまり普及していない
移動」
、
「ドイツ語」
、
「学校制度」
、
「日独関係」と
そうです。キッチンの紹介の際に、ドイツのかぼちゃの話になりました。
いうトピックごとに古い時代から現代までの歩み
ドイツのかぼちゃは、あまりほくほくしておらず味も薄いそうですが、
を眺めました。モデレーターを務める筆者（小野）
「Hokkaidokürbis」
（北海道かぼちゃ）という種類は、日本のかぼちゃの
の話が相変わらず長く、予定時間を超過するとい
味わいで最近人気だそうです。また、市場には「Japanische Aubergine」
う問題を抱えつつも、同時代の歴史と具体的なト
という小ぶりのナスも売られているそう。ドイツのナスは通常は大きく
ピックということもあり、第 1・2 回以上に参加
て、日本で言う「米ナス」のようなサイズだそうなので、小さなサイズ
者の皆さんからも発言がありました。特に実際に
は珍しいのだそうです。シンクの大きさが日本よりも小さめだというの
東ベルリンを訪れた際のご経験や、ドイツのお知
が驚きでした。食器洗浄機が普及しているからでしょうか？
り合いから聞いた、あるいは現地で肌で感じる現
最近はドイツでも玄関で靴を抜いで生活する人が多いということで
在も残る東西格差といった、東西ドイツの分断と
すが、床を傷つけたり汚したりしたくないという理由と、加えてコロ
統一にまつわるお話が多かったように思います。
ナがこの習慣を更に促進したかもしれません。
今回の Lesen und Reden は第 5 回で一区切りとな
部屋の照明については日本より暗く設定されていることが多く、欧米人
りました。日本語の文献を読み、語ることでドイ
の目の光の捉え方とアジア人の違いなどにも話が発展しました、ドイツの集
ツ語圏への理解を深めるという実験的な試みで、
合住宅の地下についている地下倉庫も見せてもらえて興味深かったです。
モデレーターとしても大変楽しませて頂きまし
家という切り口から、生活習慣や、アジアとヨーロッパの人の身体
た。皆様のご要望と、協会のお許しがあれば、是
非また同じ形で開催できればと思います。ご参加
の違いなどにまで話が及び、参加者からもたくさんのコメントや質問
頂いた皆様、どうも有難うございました！
が寄せられて、あっという間の 1 時間でした。あこさんの「ベルリン
（小野 竜史先生）
便り」は今後も定期的に開催していきたいと思っています。
日独交流 160 周年記念事業
日独 Manga コンクール 2021 展示会開催！
2021 年 11 月 15 日㈪～ 21 日㈰
OAG ハウス（東京ドイツ文化センター）1 階ホワイエにて
コロナ禍の中で表彰式を取りやめたにもかかわらず、期間中に 350 人もの方に来
場頂き、反応も大変好評でした。ツイッターにも「日独 Manga コンクール 2021 の
入賞作品どれも面白かった。日独協会頑張ってる。
」と来訪者のコメント。
1 等、3 等の受賞者はご家族と一緒に、2 等の受賞者は遠隔地のため代理でお
姉様が来館されました。特に日本の 1 等作品は 11 月 19 日から 30 日まで有楽町
駅構内に展示され、広くこのコンクールへの理解を深めて頂くことが出来ました。
事前準備として 11 月 8 日に千葉大学の大塚萌特任助教授による「ドイツにおけ
る日本マンガの受容と日本マンガのドイツ語翻訳あれこれ」のオンライン講演会や、
共催機関ドイツ東洋文化研究協会の積極的な広報活動によって関心を高めること
ができました。賀久哲郎理事、会員の杉江真理子様にはボランティアで会場設営
作業をお手伝い頂き、開催期日に間に合わせることができました。また会期中は
柴田明評議員会副議長と奥様の柴田陽子様に
お手伝い頂きました。心より御礼申し上げます。
ドイツ連邦共和国大使館の後援、公益財
団法人オーアーゲー・ドイツ東洋文化研究
協会の共催、賞品を提供頂いた富士フイル
ムホールディングス株式会社、一般財団法
人日本玩具文化財団、日本緑茶センター株
式会社の皆様に心より御礼申し上げます。
ドイツでは、11 月 26 日にベルリン市役所
1 等受賞作品と作者
にて表彰式と展示会が盛大に開催されました。
「日独 Manga コンクール 2021」
入賞日本作品
（9 作品）
（ペンネーム、作品名）
1 等：北口みさ『日本の中の「ドイツ」
』
、2 等：もりさくら『渡航経験のない私が
ドイツを身近に感じるまで』
、3 等：ゆーり『ぶんだばードイツ！』
、特別賞：すず
きみちる『愛は国境を越えて』
、特別賞：藤水琉『あけぼのさんとドイツ』
、入賞（順
不同）
：なるまん『宇宙より愛を込めて』
、
立花嘉子『ハイパーよじよじマジリスク』
、
ベア『ケンペルの江戸幕府観光』
、水玉フミコ『水玉さんのドイツな日常』
（柚岡 一明）

日独 160 周年企画『日独友好賞』表彰者発表
主催者である日独交流振興会・株式会社
RapportStyle より、「日独友好賞』表彰者の
発表が以下の通りございましたのでお知ら
せいたします。
「2021 年 日本・プロイセン修好通商条約
調印 160 周年を記念する、日独友好交流の歴
史において節目の年であります。これを記念
して、日独 160 周年記念行事として企画して
おりました、日独交流において貢献をされた方
に贈る『日独友好賞』につきまして、コロナウ
イルス感染症の流行に伴う大幅な延期もござ
いましたが、この度関係各所と協議を重ね表
彰者が決定致しましたのでご報告いたします。
なお、受賞に伴い開催を予定させていただ
いておりました授賞式につきましては駐日大
使館と協議を重ねておりますが日程は本日時
点では未定となっております。決定し次第、
日独協会会報誌ブリュッケにて、また受賞者
の皆様には個別にご連絡させていただきます。
〇以下表彰者（計 16 名、敬称略、50 音順）
井上 壽博、
今里 美紀子、
北島 大太朗、
近藤 貴子、
重浦 睦治、末岡 眞純、杉岡 数幸、瀧沢 敬三、ダ
ガンスーザン、早瀬 勇、Dr. Hans-Peter Marutschke、
ヒンターエーダー エムデ・フランツ、仁信 由美子、枡田
義一、宮田 長吉、村田 幸子、以上
日独交流振興協会 会長 大坂靖彦
株式会社 RapporStyle 代表取締役 今冨貴夫
後援：ドイツ連邦共和国大使館／全国日独
協会連合会
公益財団法人日独協会
非営利株式会社ビッグ・エスインター
ナショナル
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マリアの
日記
研修生のコラム

ホームにて
Maria Claßen (Praktikantin der JDG)
Liebe Leser und Leserinnen,

Mein Name ist Maria Claßen und
ich bin seit diesem Oktober die
neue Praktikantin der JDG. Ich wohne in der Stadt Recklinghausen
und bin ein waschechtes Ruhrpott-Mädchen.
Ihr habt euch sicherlich schon Gedanken darüber gemacht, warum ich
meine Kolumne「 マ リ ア の 日 記・ ホ ー ム に て 」genannt habe. Das liegt
daran, dass ich leider noch kein Visum bekommen habe und daher noch
Am Strand von Fujisawa. ／藤沢の海岸にて
nicht nach Japan einreisen kann. Ich bin also sozusagen „zu Hause .
Aber ich bin sehr froh darüber, dass ich euch trotzdem auch von Deutschland aus unterstüzen kann! Ich freue mich
auch von Herzen, dass ich viele von euch durch verschiedenste Online-Veranstaltungen und Online-Unterrichte der
JDG schon persönlich kennen lernen durfte.
Der Oktober diesen Jahres ist für mich nicht nur ein denkwürdiger Monat, weil mein Praktikum bei der JDG
begonnen hat, sondern auch, weil ich genau im Oktober vor zehn Jahren angefangen habe, Japanisch zu lernen.
Um ehrlich zu sein, weiß ich bis heute nicht genau, warum ich überhaupt angefangen habe, Japanisch zu lernen. Als ich
in die zweite Klasse der Grundschule ging, bin ich wohl eines Tages plötzlich zu meiner Mutter gegangen und habe ihr
gesagt, dass ich unbedingt Japanisch lernen möchte. Obwohl ich damals nicht einmal genau wusste, was Japanisch ist,
fühlte ich mich Japan trotzdem sehr verbunden und brannte vor Sehnsucht danach, in dieses ach so weit entfernte
Land zu gehen. Als ich nach meinem Abitur immernoch fest dazu entschlossen war, Japanisch zu lernen, schrieb ich
mich an der Universität ein und machte Japanisch zu meinem Hauptfach. Seitdem habe ich durch mein Auslandsjahr,
Tandempartnerschaften und viele andere Gelegenheiten Japans wundersame und faszinierende Kultur am eigenen
Leib erfahren können und liebe Freunde dazugewonnen, die ich auf keinen Fall mehr missen möchte. Gerade deshalb
bin ich fest überzeugt davon, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war, an der Uni Japanisch zu studieren.
Es gibt zwei Dinge, auf die ich mich ganz besonders freue, wenn ich endlich einreisen kann. Zum einen möchte ich
unbedingt meine lieben Freunde wiedersehen, da wir uns durch Corona so lange nicht mehr sehen konnten. Und zum
anderen möchte ich bis zur Heiserkeit Karaoke machen. Denn ich bin absolut süchtig danach!
Einige von euch haben es sicher schon bemerkt, aber, dass ich der Kolume den Namen「ホームにて」gegeben hat, hat einen
zweiten Grund. Es ist nämlich eine Hommage an die Sängerin Miyuki Nakajima, die besonders durch ihre Lieder auf unzählige
Menschen einen großen Einﬂuss ausgeübt hat. Auch mich motiviert sie durch ihre gefühlvollen Texte ständig aufs Neue,
optimistisch nach vorne zu schauen. Deshalb werde ich mein Flugticket so gut verwahren wie auch die Zugpassagiere im
Lied「ホームにて」auf ihre Fahrkarten aufpassen, auf dass ich bald in meine zweite Heimat Japan einreisen kann. Denn, um
es mit Miyuki Nakajimas Worten zu sagen, „solange man den Mut hat, zu träumen , kann man alles erreichen.

マリア・クラーセン（日独協会研修員）
読者の皆さん、こんにちは。十月に日独協会で研修を始めたクラーセン・マリアと申します。「Recklinghausen」という町に住
んでいるちゃきちゃきのルール地方っ子です。
本稿の「Die Brücke」の研修生コラムのタイトルを「マリアの日記・ホームにて」としましたが、それはなぜでしょうか。実は、
残念ながらビザが取れなく、まだ日本へ行けないのです。つまり、まだ「ホーム」にいるからです。ですが、それでも皆さんをド
イツから応援でき、大変嬉しく思います。今は、日独協会の様々なオンライン講座やオンラインイベントなどを通じて、皆さんと
の出会いを楽しんでいます。
今年の十月は、
日独協会でのインターンシップが始まる月でもあり、
わたしが日本語を勉強し始めてから十周年の記念月でもあります。
正直言えば、なぜ日本語を始めたのかは、自分でもよく分かりません。小学校二年生の時、母のところに行き、いきなり「日本語
が勉強したい」と言い出したそうです。その時、日本のことを全く知らなかったのに、何となく日本を身近に感じ、是非ともあの遠
く離れている国へ行ってみたいなという恋しさが心に刻まれました。そして、高校を卒業するときも、このように思っていたから、
大学で日本語を専攻してみてもいいのではないかなと考えました。それ以来、留学やタンデムなどを通じて、今非常に大事にしてい
る友達もでき、日本の文化の色々な魅力を肌で実感できたからこそ、日本語を専攻したことは、人生で一番いい選択だったと思います。
今、楽しみにしていることは、特に二つあります。一つ目は、コロナのせいで今まで会えなかった親友と再会することです。そ
して、二つ目は、思い切りカラオケをすることです。私は、カラオケ依存症なのです。皆さん、すでにお気づきかもしれませんが、
「ホームにて」というタイトルも、ある人へのオマージュなのです。その人は「中島みゆき」という歌手です。中島みゆきさんは、
数えきれないほど多くの人に強い影響を与えているように、曲の歌詞で表現される感情を通じてわたしも「毎日前向きに行こう」
と優しく応援してくださっています。ですので、わたしも、
「ホームにて」という曲に出てくる「ふるさと行きの乗車券」をすでに
持っている乗客のように、航空券を大事にして第二の故郷日本へ行けるときを待っています。中島みゆきさんのお言葉で言わせて
いただければ、
「夢見る勇 気がある限り」何でもこなせると強く信じているのです。
※この記事が書かれた 11 月初め時点ではまだ入国について具体的な進展がありません。一刻も早くマリアさんが来日できるよう、
協会でも情報収集に務めています。
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研究旅行記録』が、これからの時代を担う日独の若い人たちに、
何らかの裨益になればうれしい限りです」とのことです。当協
会に寄贈本がございます。
■事務局での事務取扱時間と冬休み
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
ています。ドイツ語講座に関するお問い合わせに関しては、事
務所の電話番号以外に、
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。
なお、11 月からは一部の対面ドイツ語講座、イベントも開催し
ています。イベント詳細は挟み込みの催物案内をご覧ください。
また、事務局は 12 月 27 日（月）から 2022 年 1 月 4 日（火）
まで冬休みとなり、この間の事務取扱も停止いたします。
■新着図書
『1964 ‐ Vier japanische Studenten erkunden Westdeutschland
Tagebuch einer Forschungs-Rundreise』
著者：Keizo Takizawa 出版社：IUDICIUM Verlag
東 京オリンピック開 催の 1964 年、
当時の早稲田大学ドイツ研究会所属の
佐藤勝彦（当協会理事）
、滝沢敬三、
野中宜由、伊藤文夫の四氏が、33 日の
船旅を経て半年にわたり西ドイツの総
合大学 18 校と 64 都市を訪問した独日
交流の足跡を辿った青春の記録です。
2021 年が「日独交流 160 周年」で
あることを機に、この旅行の記録担
当の瀧沢氏がまとめた日本語版『西
ドイツ一周研究旅行記』
（2011 年刊
行）のドイツ語版が刊行されました。
筆者の皆さんによると「57 年前の私たちの『西ドイツ一周

『アイルスドルフの日本人 Japaner in Eilsdorf 1885 ‐ 1891』
著者：マーティン・ヘンリッヒ 訳：亀山純平
出版社：オストファリア出版（日本語、ドイツ語合本版）
日独交流 160 年周年を
機に両国の歴史の重みを
再確認する著書です。岩
倉使節団から約 10 年後、
ハルツ山脈の北に位置す
る人口 500 人程度の小さ
な村アイルスドルフに、
ドイツの大学に入学する
前にドイツ語や習慣を学
ぶために貴族出身の 5 人
の若い日本人がやってきました。彼らを指導したのは教育者で
プロテスタントのドゥアルト・シュライフ牧師。
この 5 名の若者の滞在期間は異なりますがおよそ 1885 年から
1891 年の間。滞在中はベルリン、他のヨーロッパの年を訪問。小
早川四郎（当時 14 歳）
、有馬頼之（同 20 歳）
、野村三十郎（同
23 歳）は当地で洗礼を受けました。今も日本から持参した花柄の
傘や漆の小箱や、彼らとの書簡や葉書が保管されています。帰国
後も野村と伊藤は挨拶状を送り、伊藤は再度シュライフ牧師を訪
問していますが、当地でも 125 年以上前の日本からの若者 5 人の
滞在について回想されることはほとんどなくなってしまいました。
シュライフ牧師の會孫に当たるハンス・シュライフ博士から本
著を通じて、日本の皆様に、この日独交流の事実を是非知って頂
きたいと協会に依頼がありました。当協会に寄贈本がございます。
（柚岡 一明）

●●●●●●●●●●●●●
日独協会後援の催し物
(Veranstaltungen unterstützt von der JDG）
■ J.S. バッハ『クリスマス・オラトリオ』BWV248 全曲演奏会
合唱：ヴォーカル・コンソート東京
指揮：四野見和敏（日独協会会員）
「クリスマス・オラトリオ」では、希望と歓喜にあふれたキリス
ト誕生の物語が音楽で描かれます。
曲は 6 部からなる連作カンター
タで、12 月 25 日から新年 1 月 6 日の期間に 6 日をかけて演奏さ
れるために書かれましたが、今回は一夜で全曲が演奏されます。
日時：2021 年 12 月 23 日㈭ 18:00 〜
会場：渋谷区文化総合センター大和田 4 階 さくらホール
問合せ・詳細：アートフォールム NOAN Tel. 090-3982-4055
Mail: info@vctokyo.jp / https://www.vctokyo.jp
■福田緑氏（日独協会会員）写真展 No.2
「祈りの彫刻 リーメンシュナイダーを歩く」
福田さんご本人からメッセージをいただきました。「ティル
マン・リーメンシュナイダーは、中世ドイツの彫刻家です。
1460 年頃、ドイツ中部のハイリゲンシュタットで生まれ、
1485 年にヴュルツブルクに工房を構え多くの木彫祭壇や聖人
像を作りました。今やドイツで最も
人気のある彫刻家と言われ、ゴシッ
ク最後の彫刻家というよりも、ドイ
ツ・ルネサンスの先駆けとして再評
価されています。その彫刻からあふ
れ出る静謐さ、深い哀しみ、そして
敬虔な祈りの表現に魅せられ、今も
彼の作品を追いかけています。
本写真展では、16 回にわたる取材
旅行で撮影してきた写真の中から
リーメンシュナイダーの作品もご紹

介しています。本写真展を通して多くの方に・リーメンシュナ
イダーの魅力を味わって頂ければ幸です。（福田は全日画廊に
おります）」
展覧会：2022 年１月 19 日㈬〜 1 月 24 日㈪ 11:00 〜 18:00
（最終日 16:00 まで）
会場：司画廊（東京都国分寺市本町 4 − 14 − 1）
JR 国分寺駅北口から徒歩 3 分 042-325-5300
その他ドイツ関連の催物
（Veranstaltungen mit Deutschlandbezug）
演劇
CEDAR Produce vol.8『群盗』作 : フリードリヒ・シラー
翻訳 : 大川珠季 演出 : 松森望宏
シラーが 18 歳の時に執筆した『群盗』。悩み・裏切り・嫉妬・
恋愛と、青春時代に経験するほぼすべての感情が詰め込まれて
います。日本で上演されることがまれな作品です。
日程：2021 年 12 月 18 日㈯〜 26 日㈰
会場：赤坂 RED/THEATER
詳細：https://www.cedar-produce.com
その他
主催：ゲーテ・インスティトゥ―ト
アドベント・ブックマーケット
ゲーテ・インスティトゥート東京図書館では書籍の入れ替え
を行うのに際しクリスマス・ブックマーケットを開催し、皆さ
まにリサイクル本を提供いたします。環境保護のため、持ち帰
り用の袋はご自身でご持参ください。
会期：2021 年 12 月 8 日㈬〜 10 日㈮ 10:00 〜 18:00
12 月 11 日㈯ 10:00 〜 16:00
会場：ゲーテ・インスティトゥ―ト 2 階図書館
問合せ・詳細：Tel. 03 3584-3203
Mail: bibliothek-tokyo@goethe.de
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鎌田タベア

日本でもドイツでも自転車に乗るのが大好きです。 車の運転がちょっと苦手な私は、 お金をかけずに、 歩くより早く移動できます。 日本
で自転車に乗った時は、 よく夫に注意されました。 運転の仕方が乱暴すぎるって。 そうなの？って不思議に思いました。 10 年日本に住ん
でから、 ベルリンに帰った今ならちょっと言いたいことがわかるようになってきました。 確かに自転車に乗っているドイツ人は周りをあまり気にし
ない。 しかも早い！特に新型コロナウイルスが拡大し始めてから、 街中でデリバリーサービスを行う自転車をよく目にするようになりました。
遅刻したら、 自分の報酬が引かれるなどの話をよく聞きます。 Lieferando, Wolt, Gorillaz などのデリバリーサービスの労働条件が極めて厳し
いです。 したがって、 遅刻しないように配達員が常に猛スピードで運転します。
ベルリン市によりますと i、 2020 年の自転車事故数は 7.868 件でした。 それと比べて、 警
視庁によりますと ii、 2020 年の東京で自転車事故数は 11,443 件でした。 東京の方が多い
ように見えますが、 東京の人口はベルリンの 4 倍だということを思い出すと、 やっぱりドイツ
人の自転車の運転の仕方は危ないのかなと思われますね。 どこでどんな事故がおきたかを
調べるサイト iii まであります。 それをみると、 わりと事故が起こりやすい、 とくに注意しないと
いけない道がよくわかります。

3

年

12

月 日発行︵隔月刊︶公益財団法人 日独協会
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サイクルトレーラー

また、有料ではありますが、あっちこっちでその場で借りられる自転車が増えています。 そして、
ドイツなら切符さえ買えば、自転車を電車に持ち込むこともできます。ベルリンの中心部ならちょっ
と自信がないと思ったら、 自転車で自然豊かな郊外に行くのもお勧めしています。 ベルリン市
では、 様々なサイクリングツアーを公開しています v。 今度ベルリンに来たら、 そしてベルリンを
ベルリン人と同じ気分で味わいたいなら、 ぜひ自転車でいろいろ探検してみてください。
i
ii
iii
iv
v

https://www.berlin.de/polizei/_assets/aufgaben/radfahrer2020.pdf
前に子どもを乗せるタイプもあります
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/jokyo_tokei/tokei_jokyo/bicycle.files/001_02.pdf
https://unfallatlas.statistikportal.de/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/570624/umfrage/fahrraddiebstaehle-und-aufgeklaerte-faelle-in-deutschen-staedten/
https://www.visitberlin.de/de/mit-dem-fahrrad-berlin

編集後記

■ 15 年以上前、協会の大きなイベントの時に飾られるちょ
うちんがあった。
「日独協会」と書かれているが、あちこちが
破れ汚れており、私の目には時代錯誤なものに映っていたが、
当時の花井常務理事は「これは三井会長からいただいたもの
ですからね。
」
と大事にされていた。今回、
「日独協会のあゆみ」
をまとめるために過去の会報誌をめくっていると、1980 年頃
までの会合や催しの写真にはほぼ毎回、人々の話に熱心に耳
を傾ける三井高陽会長の姿が写っている。元男爵だったこと
から「バロン三井」とも呼ばれ、その人柄や貢献から尊敬を
集めていたようだ。今ではこの時代の協会を知る会員も少な
くなり、ちょうちんも壊れて廃棄された。過去を紐解くと、
全ての事は人の熱意によって動かされているのがわかる。協
会も人の出入りを繰り返しながら、その時代時代を支えた
人々がバトンを繋いで今に至っている。2022 年にはどんな展

開が待っているだろうか？皆様よいお年を。
（菊）
■水谷氏のクラフトワークの記事を拝見し、以前サマーソニッ
クのトリで観たのを懐かしく思い出しました。3 年前くらいだっ
ただろうか、と調べてみると、なんと 2014 年！そんなに時間
が経っていたとは！メンバーのボディスーツ姿が肉感的（おな
かまわりが特に）でビックリしつつも、随所でレゾナンスフィ
ルターの利いたビートと、そして（たしか）アンコールの後は
メンバーがサムアップして、曲は流したままニコニコしながら
舞台袖に帰っていった姿がなんだかゆるくて親しめるキャラク
ターだったのが強く印象に残っています。去年は結成 50 周年
（！）でしたが、
大々的な周年イベントもなく寂しいものでした。
とはいえ、様々なイベントが活気を取り戻してきていて、やっ
と「日常」が戻ってきた感がありますね。2022 年が皆様にとっ
てより良い年となりますよう、
心からお祈り申し上げます。
（田）

Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
今年も大変お世話になりました。良いお年をお迎えください！来年もどうぞよろしくお願いいたします。
2021 年 12 月 27 日㈪より 1 月 4 日㈫まで事務局は年末年始休みとなります。ご不便をおかけしますが、何卒ご了承ください。
1 月は Der Brückenpfeiler は休刊です。次は、Die Brücke 2 月号（2 月 1 日発行予定）のお届けとなります
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禁 無断転載

定価一部三百円

それでもやっぱり多くのベルリンの人々は自転車に乗るのが大好きです。 とくに自転車に乗
る家族の割合は毎年増えています。 私の子どもの頃は全然見かけませんでしたが、 最近
サイクルトレーラーや三輪自転車を使う人をとてもよく見かけます。 子どもや荷物を運ぶのに
便利だからでしょう。 日本に住んでいたときは、 子どもが二人いる場合、 一人を後ろ、 もう
一人を前に乗せるスタイルしか見たことありませんでしたので、 ドイツの道で走っているたくさ
んの種類にびっくりしました。 タンデム （二人でこぐ自転車） もあり、 子どもを前に乗せる乗
り物もあり、 後ろで引っぱる乗り物もあります。 ちょっと高いのですが、 とても便利なサイクル
トレーラーなら、 私もいつか買いたいなと考えていました。 ただ、 今のところ保留にしています。
なぜなら、 去年ベルリンで盗まれた自転車の数をみると （2020 年 ： 27.588 件、 つまり一日
平均 75 件！ iv）、 買う前に安全に収納できる場所を確保しないといけないでしょう。

﹁ Die Brücke架け橋﹂第七二一号令和



