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表紙の言葉

千代田線の千駄木駅から団子坂をあがると、

左手にコンクリート打ちっぱなしの建物が見え

てくる。「文京区立森鴎外記念館」だ。かつて、

ここには森鴎外が人生の後半 30年を暮らした邸

宅「観潮楼」があった。当時は邸宅の 2階から

眺めると東南方に水田と畑が広がり、その先に

上野の寛永寺の五重塔の先端が見え、更にはる

か向こうに品川沖の白帆が見える、ということか

ら、この名が付いたと言われている。団子坂は「潮

見坂」とも呼ばれていた。この記念館の上空に

ドローンを飛ばして撮影した動画がインター

ネットで公開されているが、有楽町、銀座あた

りの高層ビル群に阻まれ、今では100ｍ上空か

らでもここから海を見ることはできない。

鴎外没後、観潮楼にはしばらく家族が暮らした

が、その後借家人が起こした火災により、母屋の

大部分を焼失。1945 年には戦災により残った建

物も焼けてしまったが、この写真にある銀杏の木

と奥に見える「三人冗語の石」は残り、モダンな

記念館の一角で静かに往時を偲ばせている。

　菊池 菜穂子

Zum Titelbild

Wenn man vom Bahnhof Sendagi der Chiyoda-Linie aus den Dangoza-

ka-Hügel hinaufsteigt, kann man auf der linken Seite ein in Sichtbeton 

gekleidetes Gebäude sehen. Bei diesem Gebäude handelt es sich um das 

Mori Ogai Memorial Museum. Einst war hier Mori Ogais Anwesen, das 

„Kanchoro“, in dem er die letzten 30 Jahre bis zu seinem Tod verbrachte. 

Wenn man zu seiner Zeit aus dem Fenster im ersten Stock des Anwesens 

in Richtung Südosten blickte, war die Landschaft übersät mit Reis- und 

Getreidefeldern. Weiter hinaus konnte man die Spitze der fünfstöckigen 

Pagode des Kan’ei-ji Tempels erkennen und in deren Hintergrund in wei-

ter Ferne die weißen Segel der Schiffe auf der hohen See bei Shinagawa 

erahnen. Aufgrund dieser prächtigen Aussicht wurde dem „Kanchoro“ 

wohl sein Name verliehen, der übersetzt in ungefähr „Gebäude mit Aus-

blick auf die Gezeiten“ heißt. Auch der Dangozaka wurde damals dem-

entsprechend oft „Shiomizaka“, Hügel mit Blick auf die Gezeiten, ge-

nannt. Im Internet wurde ein Drohnenvideo veröffentlicht, in dem ein 

Flug über das Mori Ogai Memorial Museum abgelichtet worden ist, aber 

bedauerlicherweise wird auch noch aus 100m Höhe der Blick auf das Meer 

durch die Hochhäuser der Ginza und dem Yurakucho-Viertel versperrt.

Nach Mori Ogais Ableben wohnte für eine kurze Zeit seine Familie im 

Kanchoro. Danach wurden jedoch bei einem durch einen Mieter verur-

sachten Brand große Teile des Hauptgebäudes zerstört. Im Jahre 1945 

brannten die übrigen Teile des Anwesens in den Flammen des Krieges 

bis auf die Grundmauern nieder. Übrig blieben nur der Gingko-Baum 

sowie der sich weiter hinten befi ndliche „Sannin jogo no ishi“-Stein, die 

beide auf dem abgebildeten Photo abgelichtet sind und nun in einer 

Ecke des Mori Ogai Memorial Museums an vergangene Zeiten erinnern.

Nahoko Kikuchi



1

4 月の活動報告

ドイツ語講習会

2022年度上半期コース

火～日曜日

Deutschkurse in der JDG　

April 2022 - September 2022

jeden Di.-So.

 

ドイツ時事問題研究会

4/16 ㈯　15:00 ～ 17:00

Studiengruppe „Deutschland aktuell＂

Datum: Sa., 16. 4. 22, 15.00-17.00

　当月のトピックスもウクライナ情勢をめぐるドイ

ツの動きが中心になったが、そのほかでは、

①ベルリン近郊のグリューンハイデで建設されてい

たテスラの大規模な電気自動車製造工場が完成し、

第 1号車の引き渡しが行われたこと、

②連立与党がエネルギー価格の高騰に対する国民の負

担軽減策の一環として燃料税の引き下げで合意し、気

候保護に反するとして各方面から批判を浴びていること、

などを報告した。

　ロシアのウクライナ侵攻については、ウクライナ

に対する重兵器の供与およびロシアへのエネルギー

依存と禁輸可能性が主な話題となった。後者につい

てはブラント首相の東方政策以来の SPDとロシアの

関係、石炭、石油、ガスの等のエネルギー輸入依存度、

禁輸の可能性や禁輸による経済への影響を含む研究

機関の分析のほか、代替策としての再生可能エネル

ギーの拡大、石炭発電および原子力発電の稼働延長、

世論調査に見る国民の意識などドイツでの議論を紹

介した。前者の武器供与問題については、参加者か

ら平和の維持のための方策などを含めて様々な見解

が表明され、議論が終了後の懇談会にまで及び、関

心の高さがうかがわれた。 （伊﨑 捷治）

 

会員懇談会サロン

「地球温暖化 -20年間計測してみてわかったこと」

講師：石川宏氏（元NTT常務取締役（工学博士））

4/18 ㈪　19:00 ～ 21:00

Datum: Mo., 18. 4. 22, 19.00-21.00

　参加者 30 名。石川氏は自宅兼ナチュラル研究所

にて 20 年来気象観測を行い、その結果から得た地

球温暖化の原因を計測して得たデータを基に述べら

れ、大変説得力のある講演であった。氏は「EUは

原発をグリーンエネルギーと位置づけたが、原発は

地球温暖化の対策にならない」とドイツの見解に同

意している。以下講演の骨子をご報告する。

1．温暖化は進んでいるか

地球温暖化は地球規模のはずだが、都市化（ヒート

アイランド、熱汚染）による気温上昇の影響が大き

い。温暖化現象は、一般に言われているほど、心配

することではない。

2．気候変動は単純なものではない

CO2はかつてないほど増加した。しかし他にもっと

大きな気候変動の要素がある。例えば、太陽の活動・

地球の軌道・地球の磁場と宇宙線・火山の噴火など。

3．ファクトチェック

①南極大陸は冷えている　

②日本の巨大な台風は増えていない　

③米国のハリケーンは減少傾向　

④米国の山火事は増加していない

⑤  30 万年間の南極の氷を調べると温度が上昇する

とその後 CO2が増加している

4．まとめ

① 少ないエネルギーで豊かな生活を実践する。（便

利すぎる生活は必ず大量のエネルギーを使う。）

② CO2を減らしても温暖化は止まらない。むしろ熱

効率を上げ排熱を使い切る新型火力は有利。

③ 戦争回避（イラク戦争は1億トン以上のCO2を排出）

④ 森林の回復　

⑤ CO2悪玉説は科学的な根拠よりも他の意図が見透

かさる。 （佐藤 勝彦）

 

独逸塾

4/18 ㈪　19:00 ～ 21:00

Gesprächskreis: Neuigkeiten aus Deutschland

Datum: Mo., 18. 4. 22, 19.00-21.00

参加人数 30 名。

記事1：2022年 2月27日Die Welt誌「Die Welt danach 

ist nicht mehr dieselbe wie davor.」（その後の世界はも

はや以前と同じではあり得ない）

記事 2：ロシアのウクライナ侵略 3日後にショルツ

首相が行ったドイツの外交政策の 180 度転換の演説

1）ロシアのウクライナ侵略は人間を軽視しており国際

法違反でヨーロッパの安全保障を打ち砕くものである。

2）ドイツが遂行すべき行動は 5つ：

A．ウクライナの自由と民主主義を守るため武器を提供。

（対戦車兵器1,000発、地対空ミサイルスティンガー500発）

B．制裁パッケージをロシアに課す。

銀行及び国営企業との取引禁止、高度技術の輸出禁

止。SWIFTの遮断。

C．プーチンの戦争が他のヨーロッパ諸国へ広がる

のを防ぐ。東ヨーロッパへの軍事支援。
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大変楽しく、他の皆さんとお話でき、また東京の

観光もできて良かったです。 （水谷史子さん）

桜もきれいで、色々な人とお話できたので刺激に

なり、行ってよかったなと思いました。（柴澤優さん）

当日はなんと東京の桜満開日！気軽に行ける屋外

でのイベントに、かなりワクワクして行きました。

参加者には桜のシールが目印と言うことで、周りの

方にも声をかけやすく、とても良かったです。

　みなさんそれぞれのドイツとの初めての出会いや、

1960年代に旦那様のお仕事に帯同して、車で北欧を旅

行されたお話など、大いに刺激を受けました。また、私

がデュッセルドルフに引っ越した同時期に子どもが通う

日本人学校で教員をされていた方にもお会いできました。

　ずっとコロナ禍で、対面での人間関係も広がらな

い日々でしたが、その分この日の出来事は、「やっと

深呼吸ができた…」そんな気分でした。楽しい企画

をどうもありがとうございました。 （西山亜紀さん）

4 月の活動報告

D．ドイツの軍備費増強。

・今後、国防費を現状のGDP比1,5%を2%以上に引き

上げる。今年度一度限りで特別基金の国防費を1,000億

ユーロ（日本円で13兆円）支出し国防の近代化を図る。

・実施核運搬可能な F-35 戦闘機を購入する。

　今回は不可分の安全保障（unteilbare Sicherheit）の

解釈をめぐり活発な意見が交わされ、YouTubeでのショ

ルツ首相の演説のヒヤリングの感想が各自から出され

た。ヴァイツゼッカー大統領の「荒野の40年」という格

調高い演説との比較も議論となった。（森永 成一郎）

 

シュプラッハトレッフ（日独言語交換会）

4/23 ㈯　19:00 ～ 20:30

Sprachtreff

Datum: Sa., 23. 4. 22, 19.00-20.30

　日独合わせて参加者約 20 名。今回から研修生の

マリアさんと事務局スタッフの芦野さんが受付から

運営までを担当することになりました。

　今回は運営スタッフが入れ替わったり、担当のマリ

アさんが来日したのが 4月半ばであったために、準

備が少し遅れてしまい、コーディネーターを務めてく

れるスタッフがなかなか集まらず、またドイツ人参加

者もいつもより若干少なめでしたが、担当スタッフた

ちの頑張りで無事当日を迎えることができました。

　毎回参加者の顔ぶれも変わり、日本人とドイツ人

の数が同数になることはとても難しいのですが、皆

さんに会話のチャンスがなるべく多くできるようにス

タッフが工夫してグループ分けを行っています。場

合によっては、急なキャンセルなどでグループ内の

日独の母語話者のバランスが崩れたり、どちらかの

言語の話者がいなくなってしまうこともあります。そ

んな時はスタッフが直前にグループ分けを変えたり

して臨機応変に対応していますが、なるべくキャン

セルは早めにお伝えいただくようお願いいたします。

　参加者の皆さんからは「和やかな雰囲気で会話で

きた」や「自由にテーマを選んで話せるのが良い」

という感想や、「もう少し各言語の会話時間を長く

してほしい」などのご意見をいただきました。

　レポート　お花見さんぽ　

　　　　　 　開催日時：3月 27 日㈰　13:30 ～ 16:00　/　参加者：30 名

　コロナ禍が長引き、家にこもりがちな生活の中で、皆さんと一緒に、春の空気を吸い、街の風景やお花を見

ながら歩きたい、ということで「お花見」ならぬ「お花見さんぽ」を企画しました。当日は JR高田馬場駅前で

集合し、神田川沿いを歩き、途中で水稲荷神社、甘泉園公園や細川庭園に寄り道しながら、約 2時間半、約 4

キロを歩きました。満開の桜の下、参加者どうしの交流も進み、楽しく気持ちよいお散歩となりました。当日

の参加者から感想をいただいたのでご紹介いたします。
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研修生のコラム

マリアの
日記

春よ、来い！
マリア・クラーセン（日独協会研修生）

　読者の皆さん、暖かい

春風とともに「ホーホケ

キョ」と美しくも情緒的な

鳴き声を響かせるウグイ

スが、春の訪れを告げて

くれます。さて、待ち兼

ねていた春の代表の桜を

はじめ、ツバキ、ツツジ

などもようやく満開に咲い

てきました。皆さんは、子

供の頃、桜の並木通りを

歩いて散ってしまった柔ら

かい花びらで遊んだり、

ツツジの蜜を吸ったりした

ことがあるのでしょうか。

　幼い頃の私にとって、春が来て視界が次々と春の優し

気な花の彩色に染まっていくのは、とても素晴らしいこ

とでした。毎日「花が咲くのはまだかなぁ」と思いなが

ら眠りにつき、翌日の朝に家の庭や実家の近くにあった

畑や森に出て様子を見ました。

　さて、ツツジの蜜を味わったことはないのですが、子

供の頃よくおじいちゃんと従妹と一緒に自転車ツアー

に出かけていて、途中で畑の側に自転車を止めてオド

リコソウの蜜を吸ったり、草の葉をぴゅうぴゅうと鳴

らしたりしました。なお、「ドイツにはツツジがないの

かな」と疑問に思

う方がいらっしゃ

るかもしれないで

すが、実は、ドイ

ツにもツツジがあ

るにはあるのです

が、毒性が強いの

です。なので、決

して蜜を吸っては

いけません。

　ちなみに、皆さん、「春と言えば、ウグイス」だと考

えているのでしょうね。しかし、ドイツ人はやはり、「春

と言えば、シジュウカラとコマドリ」を連想せずにはい

られないのです。深い紺色の帽子を被っているシジュウ

カラや可愛らしい赤い胸を張っているコマドリに目を注

いだり、あの心地

よい鳴き声を聴い

たりするだけで身

体が癒されると思

います。

　今回、思い出話

をさせていただい

てありがとうござ

います。

Erwache, Frühling!

Maria Claßen (Praktikantin der JDG)

Hallo, liebe Leser! Zusammen mit einer lauen 

Frühlingsbrise teilt uns der japanische 

Buschsänger, auch Uguisu genannt, mit 

seinem wohlklingenden, anrührenden Ruf 

„Hoo HoKekyo“ den Besuch des Frühlings mit. 

Angefangen beim Vertreter des Frühlings 

blühen nun endlich die langersehnten 

Kirschblüten, Kamelien und Rhododendren. 

Sind Sie auch, als Sie klein waren, durch 

Kirschbaumalleen spaziert und haben mit den 

heruntergefallenen Kirschblüten gespielt 

oder den süßen Nektar der Rhododendren 

aus den Blüten gesaugt?

Für mich war es als Kind immer eine 

wunderbare Erfahrung, wenn der Frühling 

kam und alles um mich herum nach und nach 

in die bunten Farben der sanften Blumen 

gefärbt hat. Ich ging immer im Gedanken, ob 

die Blumen wohl schon angefangen haben 

zu blühen, schlafen und bin am nächsten 

Morgen direkt in den Garten oder zu den 

Feldern und Wäldern in der Nähe unseres 

Hau s e s  g e g angen  u nd  h a b e  m i c h 

vergewissert, ob es endlich soweit war.

Vom Geschmack des Rhododendren-Nektars 

habe ich nie gekostet, aber in meiner Kindheit 

habe ich oft mit meinem Opa und meiner 

Cousine Fahrradtouren unternommen und 

zwischendurch Halt an einem Feld gemacht, 

um aus den Blüten von Taubnesseln Nektar 

zu saugen oder auf Grashalmen zu pfeifen. 

Viele von Ihnen mögen jetzt vielleicht 

denken, dass es in Deutschland keine 

Rhododendren gibt, aber es gibt sie hier 

tatsächlich auch. Nur sind die deutschen 

Rhododendren sehr giftig, deshalb darf man 

auf keinen Fall ihren Nektar saugen.

Apropos, wenn Sie an den Frühling denken, 

denken Sie doch bestimmt sofort an den 

japanischen Buschsänger, nicht wahr? 

Deutsche aber verbinden mit dem Frühling 

viel eher Meisen und Rotkehlchen! Ich fi nde, 

wenn man sich die tiefblau gefärbten 

Hütchen der Kohlmeisen und die niedlich 

rötliche Brust der Rotkehlchen anschaut 

und ihren angenehmen Singstimmen lauscht, 

kann man die Seele ganz wunderbar 

baumeln lassen!

Vielen  Dank ,  dass  Sie  auch meinen 

Frühlingserinnerungen so ihre Ohren schenken!

桜（写真：Tessa Engelbrecht）

シジュウカラとコマドリ

オドリコソウ
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1911 年 10 月 30 日に日独協会が設立されてから昨年で

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

振り返りました。最終回の今回は 2006 年から現在を取

り上げます。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、シュタムティッシュやお花見などの交流会、研修生

によるドイツ語会話の集いなど、多くの定期イベントが行われてきました。

 6 月　 映画「バルトの楽園」よもやま話　～出目昌伸監督と平尾幸三先生の対談～　於：東京ド

イツ文化センターホール。対談形式でのトークイベントで、映画タイトルの由来、時代考

証や撮影時のエピソード等について語られ、引き続いて行われた懇親会では、協力会社各

社から提供いただいた軽食やビールがふるまわれた。

 

 1 月　 ドイツ語圏文化セミナー開始　ドイツ語圏にまつわる様々なセミナー

を開始。1回目のテーマは「観光から見たドイツ～ロマンチック街道

と中世ドイツの魅力」、ドイツ観光局の坂田史男氏にお話しいただい

た。このセミナーシリーズは継続して行われ、次回で150回を数える。

 

 4 月　 イッセー尾形氏のイラストが会報誌表紙を飾る 1920年代のドイツの

流行歌や風刺歌曲を歌いドイツ国内でも人気のマックス・ラーベを初

めて日本に紹介したのはイッセー尾形さんの事務所。協会でもラーベのコン

サートの宣伝に協力したのを機に、ラーベを描いたイッセーさんのイラスト

が会報誌の表紙を飾った。ラーベはこの年7月、3回目の日本ツアーを開催。

 

 10 月　 公益財団法人登記。

 12 月　 事務所移転（現住所）　これまで、教室が１つしかなかったために

ドイツ語講座の数を増やすことができず、苦肉の策で「日本スペイ

ン協会」の教室をお借りして講座を開催するなどしてきたが、新事

務所のセミナールームは 1つの大きなパーティルームとして使うこ

とができる一方、移動式の壁で仕切って 2つの部屋としても使用可

能。これにより同時に 2講座開催可能となった。

 

  日独交流 150 周年・日独協会設立 100 周年

 3 月　 東日本大震災 地震発生時、協会では金子みゆき先生によるド

イツ語講座が行われていた。当日は先生、生徒さん、職員は協

会で夜を明かした。この大震災を受け、3月中のドイツ語講座は

全て中止、イベントも延期された。ドイツ人研修生も研修期間を

前倒しして帰国。しかし協会のドイツ語教師はほとんどが東京に

在留していたため、4月から通常通り新学期の授業を開始した。

 10 月　 初のドイツ人正職員、鎌田タベア（旧姓カウフ）さんを採用

  「広報・若者」担当として活躍。研修生とともに数多くの新プ

ロジェクトを立ち上げ実現した。ドイツのメルヘンを読む

「Märchenstunde」は人気で、2011 年 10 月から産休に入るまで

ほぼ毎月開催された。（2019 年退職）

 11 月　 第1回ドイツフェスティバルに出店。ヴルフ大統領来日。協会は会

場にブースを構え、情報提供やワークショップを行った。ヴルフ大

統領、当時の皇太子殿下（現天皇陛下）も協会ブースを訪問された。

 

 4 月　 協会 YouTube動画プログラム「ドンドン ドイツ語」開始 日常の

様々なシチュエーションで使えるドイツ語の言い回しをショートス

トーリーで紹介する動画。当時の研修生ラウラ・ブレーケンさんが

企画から動画編集まで全てを担当。過去の研修生が出演したり、

緑茶の宣伝広報を行うローカルヒーロー「茶人888（サジンハチジュ

ウハチヤーと読む）」とコラボするなど名作も多い。「タベア先生」

として出演していた職員のタベアさんは街で「タベア先生！」と話

しかけられたことがあるという。現在までで59エピソードを公開済。

ドイツ語圏文化セミナー第1回目

1911-2021
第 4回（最終回）　2006-今

日独協会のあゆみ

2006年
（平成18年）

2007年
（平成19年）

2009年
（平成21年）

2010年
（平成22年）

2011年
（平成23年）

2012年
（平成24年）

イッセーさん作画の表紙

タベアさん

ドイツフェスティバル

ドンドンドイツ語
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 7 月　 第 1回「ドドンとドイツ」開催　会場：東京カルチャー
カルチャー（お台場）。ドイツの魅力と面白さを、サブカ

ルチャー的な観点も含めて参加者と分かち合う大型トー

クイベント。140 席はすぐに売り切れ。きわどいテーマ

も扱う「キワドイツ」、「ドイツ男子に聞く」など、盛り

だくさんの内容に会場は大盛り上がり。現在も不定期開

催中（2020 年に第 8回を開催）。

 12 月　 「中二病で学ぶドイツ語」セミナー開催　会場：東海大学
高輪キャンパス内教室

  柳原伸洋先生（ペンネーム伸井太一）の企画を実現。Twitter
で宣伝したところ、瞬く間に 1,000 以上のリツイートがあり、
Yahooニュースでもトップに取り上げられ、110 人入る会場
があっという間に満席となった。“中二病的世界”と親和性

の高いドイツ語が、どのような言葉なのかを楽しく解説し、

フジテレビの「みんなのニュース」でも紹介された。

 
 8 月　 第 1回「若者ホームステイプログラム」　会員の若者から希

望者を募り、書類および面接で 2名を選考。姉妹提携を結ん

だベルリン独日協会でそれぞれ3週間のホームステイを実施。

ベルリン独日協会とは交互に若者を派遣しあうことを決めて

おり、2019 年に東京からベルリンに 2回目の派遣が行われた。

 
 4 月～ 第 1回 日独Mangaコンクール　東京とベルリンの友好都市

提携 25 周年を記念し、パートナー団体のベルリン独日協会

と共同開催。テーマ「ベルリン /東京に行かなくちゃ！」を
表現する作品が日本各地から集まった。優勝賞品は「ドイツへの

往復航空券」。翌年 1月に表彰式および展示会が、イナ・レーペ

ル大使ご臨席のもと、文京シビックセンターにて開催された。

2021 年に第 2回目を開催。

 
 4 月　 新型コロナウイルス感染拡大によるテレワーク導入　事務局の職

員は 4月 9日から 5月末まで完全に在宅勤務となり、ドイツ語講

習会、イベント（Sprachcafé, Sprachkneipe等）は年内全てオンラ
インで開催。緊急事態宣言の出る前に全クラスと講師を対象にオ

ンラインMeetingシステム ZOOMのガイダンスを職員が中心とな
り行った。会報誌 Die Brückeの編集会議もオンライン開催に移行。

 6 月　 事務局再開　事務取扱時間を変更し、事務局員は交代で出勤。ク

リスマス会などの対面イベントは中止。

 
  日独交流 160 周年・日独協会設立 110 周年

 1 月　 オンライン語学交換会（Sprachtreff）開始　コロナ禍が続き、日独交流の機会がなかなか

持てないことを危惧し、オンラインで日本語とドイツ語

の学習者が集える機会を設けた。回を重ねるたびに微調

整と改善を続け、毎回の参加者数も安定している。

 4 月　 ドイツ語圏研修生不在期間始まる　新型コロナ感染症水

際対策によりドイツ語圏から研修生が来日不可能に。1

年後の 2022 年 4 月より受入再開。

 6 月　 日独交流 160 周年特別シリーズ「ドイツに生きる」連載
  ドイツに住み、地道に日独交流に貢献してきた日本人の

インタビュー記事を年間にわたって Die Brückeに全 5回
掲載。ジャーナリスト、ドイツの劇場で活躍し日独の相

互理解プロジェクトを行っている俳優、在独日本人の高

齢化問題等に取り組む活動家などに登場いただいた。

 11 月　 対面イベント再開　ドイツ語圏のワイン、フェーダーヴァ
イサー（墺：シュトゥルム）の試飲イベント、日本に残

るドイツ人の足跡をめぐる「ぶらドイツ」を久々に対面

で開催。人数制限を設け、換気などの対策を行った。

2015年
（平成27年）

2017年
（平成29年）

2019年
（平成31年）

2020年
（令和2年）

2021年
（令和3年）

ドドンとドイツ

中二病的ドイツ語に翻訳するコーナー

オンラインイベントの様子

漫画コンクール作品

ホームステイプロジェクト
（写真提供：小澤大志さん）

対面での試飲試食イベントも再開
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時を超えて―出版が結んだ日独交流

瀧沢 敬三（日独協会会員）

今年の 2月はじめ、ドイツ中央部の都市カッセル

の地方新聞に、58 年前 4人の日本人若者たちが「西

ドイツ一周研究旅行」の途中カッセルを訪問し、現

地の若者たちとの交流を深めていたことが、大きく

報道されました。その記事には、58 年の時を超えて、

その後に生まれたドラマチックな日独交流の新たな

出会いの物語（写真参照）が、当時 4人の若者たち

による記念講演を女学校で聞いたという女性の回想

談と共に詳しく掲載されました。

その女性は、自称歴史家のヒルデガルト・シュピッ

ツァーさん。彼女は、58 年前の記念講演の際に受け

取った4人の若者たちのサイン帳を大切に保管し、そ

れ以後日本について関心を持ち続け、今なおご家族と

一緒に日本のことを話題にしているとのことでした。

ことのはじめは、彼女が偶然に見ていたミュンヘ

ンの出版社（Iudicium）のカタログの中に、『1964 

Vier japanische Studenten erkunden West-deutschland 』

を発見したというのでした。その書はまさに、私の

「西ドイツ一周研究旅行」記録のドイツ語翻訳本で

した。もしかしたら、58 年前のあの時の若者たちで

はないか？早速、彼女は出版社に連絡し、その日本

の若者たちの詳しい情報を知りたいと申し出たので

した。その連絡が出版社を通じて、こちら日本に入っ

てきたのです。そこからシュピッツァーさんとこち

らとの熱い想いの探索が始まったのでした。

感動的だった

のが、私が当時

一晩お世話に

なった家庭のお

孫さんのハンス

君が、偶然にも

現在東京の国立

大学大学院の博

士課程で、日本

建築を研究中と

の事実が判明し

たことです。昨年

の暮れ、ハンス君

（33才）と私と、

4人の仲間の団

長であった佐藤

勝彦さん（現日独協会理事）の3人の食事会が実現し

たのでした。ハンス君は、すでに7年も日本に滞在して

おり、日本語も達者で、日本文化と歴史に興味を持って

おり、将来は日本で働き、長く生活したいとのことでした。

ところで、「出版が結んだ日独交流」という今回の

テーマにおいては、ここでご紹介しなければならない

人が二人います。その人は、北ドイツのオスナブリュッ

ク出身のリサ・アイトさんというグラフィックデザイ

ナーです。リサさんは、2019 年 11月に協会の懇談会

サロンで講演をしてくれています。また、58 年前の

私の研究旅行記録の『西方見聞録 1－ 4（私家版

2018 年発行）と、昨年刊行されたドイツ語版の 2冊

ともに、造本・装幀のすべてを担当してくれました。

ドイツ語への翻訳は、以前日独協会で研修されていた

カイ・ボーネルトさんが素訳作成に尽力してくれまし

た。その成果を下敷きに私たちも加わり作業をし、最

終的に翻訳監修してくれたのが、リサさんでした。

リサさんとのご縁は、58年前のオスナブリュックで

のリサさんの母上との出会いがその原点でした。私た

ちの講演会が終了した後、ひとりの日本人女性が、私

と佐藤さんに突然話しかけてこられたのです。後でわ

かったことでしたが、彼女のご主人ヨハネス・アイトさ

んは、ドイツで活躍されている版画家で、オスナブリュッ

ク独日協会の会長も務められた方でした。しかも、青

年時代の1958年に友人二人と、中東、東アジアをヒッ

チハイクで旅行し、偶々日本へ辿り着いた冒険好きの芸

大生でした。奥さんとの運命的な出会いは、東京でした。

もう一人は、当時ハンブルグ大学で会った日本学

専攻の学生ハルムート・ロタムント君。今回ドイツ語

版を各独日協会にお送りしたところ、ヴュルツブルク

独日協会の名誉会長ヴォルフガング・クラインラン

ガーさんから、「ロタムント氏は、大学卒業後パリの

ソルボンヌ大学に行き。40 年間日本学の教授を務め

た後、故郷のヴュルツブルクに戻り、独日協会の理

事を務められた。二年ほど前に日本に行かれ、富山

に定住されている。」とのご連絡を頂きました。同氏

とは、近くお会いする予定で、現在は、心学と山岳

宗教（山伏）の研究をされているとのことでした。

幸い、出版を契機に 58 年という「時を超えて」の

様々なドラマチックな新たな日独交流が生まれてい

ます。できれば、58 年前の 4人の日本人若者たちの

「西ドイツ一周研究旅行」が縁で、いまもって交流し

ている人々との様々な出会いのご紹介など、機会が

あれば皆様にご報告できればと願っています。その

ご報告が、これからの日独交流の新しい方向に向かっ

ての何らかの裨
ひ

益
えき

になればと思っております。カッセルの新聞　2022 年 2 月 9 日号
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私は旅行業界に

25 年ほどいまし

て、そのキャリア

のスタートは派遣

添乗員でした。当

時、私は学生でし

た。もちろん、お

客様には、私が学

生だということは

秘密。国内添乗だ

けでなく、海外添乗にも出て、ドイツはよく行くディ

スティネーションでした。私とドイツの関わりは学

生添乗員として始まりました。

トラベルの語源はトラブルだといいますが、数あ

るトラブルの中でも、思い出深いエピソードをお話

したいと思います。

あれは、某ヨーロッパ系航空会社を利用したロマ

ンチック街道のツアーでした。お客様は 30 名弱く

らい。受付手続きも終わり、いざ飛行機に乗ろうと、

皆、サテライトにいました。ところが、いつまでたっ

てもゲートが開きません。なんと、飛行機が故障し、

必要な部品が日本にないとのこと。サテライトで

5-6 時間くらい待たされ、この日はもう欠航すると

いうことが知らされました。ほぼ満席の大型機一機

ぶんの乗客の怒号が成田空港に響きました。

私は、飛行機の遅延が決まったときから、何度か

旅行会社の担当者に連絡をいれていたのですが、い

ざ欠航が決まったことを伝えると「明日予定のライ

ン河クルーズはできないことを説明して、キャンセ

ルをしたいお客様がいたら受けなさい」と指示があ

りました。そして、三分の一のお客様がキャンセル

をしました。成田空港から出発していないのに、そ

こで旅行が終わり。帰国時に使うはずのターンテー

ブルに流れてきたスーツケースを受け取って、その

ままご帰宅となりました。

もちろん、私には仕事がたくさんあります。まずは、

明日こそ出発すべく航空会社が手配したホテルにお

客様をご案内し、担当者と電話で打ち合わせです。

担当者は、直行便を手配し、壊れた飛行機には乗

らないようにしてくれました。

「明日は朝一番で空港に行ってエンドース（航空券

の書き換え）して。フランクフルト空港に着いたら、

ハイデルベルクまで直行 !」

オリジナルの日程では、ドイツ到着翌朝にフラン

クフルトからリューデスハイムに行き、そこからラ

イン河クルーズの予定だったのですが、それがまる

ごとカットになった形です。そして、直行便に変更

になったことにより、ドイツ時間 15 時ごろにフラ

ンクフルトに到着になりました。サマータイムの時

期でしたから、観光バスで、そこからハイデルベル

クに走っても明るい時間帯に着きます。そこで、私

は担当者に、ハイデルベルクでの夕食レストランの

予約はキャンセルしないで欲しいと頼みました。

「この日は機内食があるから、つけなくてもいいの

だけど、お客様には、ご迷惑をおかけしたから、夕

食もつけておくか !」

翌日、無事に成田からフランクフルトに飛び一安

心。フランクフルト空港では、観光バスの運転手さ

んが心配そうな顔をして待っていてくれました。そ

して、いざハイデルベルクへ ! バスの中では、お客

様は疲れて眠っていました。しかたがありません。

ハイデルベルクのレストランで、ドイツのビール

を飲み、ようやく皆さま笑顔に。やはり美味しいも

のは最強です。

ほどほどのアルコールで気分がよくなり、レスト

ランを出るころ、外は薄暗くなっていました。

計算通りです。私は、バスの運転手さんにお願いし

て、アルテブリュッケ（古い橋）の近くで、少し停め

てもらいました。薄暗い中を、お客様を先導し、アル

テブリュッケへ。そして、私はお客様に言いました。

「橋の真ん中まで歩いて行って、何も言わずに振り

返ってください」

アルテブリュッケの真ん中からは、ハイデルベルク

城が見えるのですが、暗くなってからライトアップさ

れるのです。それは、とても美しく、ツアー最年長

の女性は、思わず涙ぐんでしまわれました。おそらく、

ここまでの道のりの大変さを思い出したのでしょう。

それから、ツアーは皆さまの協力により、順調に

進みました。

「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。File23

シリーズシリーズ

学生添乗員と行くロマンチック街道の旅
杉江 真理子（日独協会会員）

アルテブリュッケとハイデルベルク城
写真：ドイツ観光局提供

著者プロフィール：合同会社かぐやライゼビューロー代表社員。学生時代に派遣添乗員をしたあと、プラハ、ウィーン、東京

の旅行会社で働く。その後独立。https://kaguyareisebuero.com/ja/
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特集：森鴎外を読む！
　今年は森鴎外（本名：森林太郎、1862年 2月17日～1922年 7月9日）の生

誕160周年および没後100年となります。鴎外は10歳からドイツ語を学び、22

歳から26歳までの4年間、陸軍省の国費留学生としてドイツで陸軍衛生制度調

査などに従事します。帰国後は軍医として勤めながら、作家・表現者として数々

の作品を生み出しました。また、1912年、日独協会設立後最初に作られた会員名

簿には、森林太郎の名前が住所（おそらく当時の「観潮楼」（※表紙のことば参照））

とともに登録されています。本号では、編集員がそれぞれ鴎外についての書物から、

鴎外の文豪としての顔以外のエピソードや逸話をご紹介いたします。編集員によ

る随想寄稿ですので、学術的に厳密ではないかもしれませんがご容赦ください。

　　　　鴎外の本邦洋楽史への貢献
松田 邦夫

1．Der Pate（名付け親）

　パパ「〈交響曲の父〉ってだ～れだ？」、娘「知っ

てるよ、ハイドン」、パパ「ブー、正解は森鴎外」。

イケズな引っ掛け問題ですが、文学にも医学にも疎

い音楽好き人間にとって、鴎外の最大の遺産は、毎

日のように聴いている「交響曲」や「協奏曲」といっ

た「日本語」を創り出してくれたことかもしれません。

2．Der Librettist（台本家）

　鴎外の妹によると、鴎外は「邦楽・洋楽ともに素養

が全くなかった」とのこと。しかしそこはさすがの頭脳

と感性で、ドイツ留学中の5年足らずの間にオペラに

数十回通い、両手に余るオペラの台本を持ち帰ってい

ます。帰国後は、グルック作曲のオペラ「オルフェオ

とエウリディーチェ」の歌詞訳も作っています。1914

年に予定されていた鴎外訳による上演は、第一次世界

大戦勃発もあって取り止めとなり、実に90年以上経っ

た2005年に初演されました（DVDが出ています）。

【番外】Der Neugierige（ミュンヘンの野次馬）

　バイエルン国王ルートヴィヒ2世の援助なくしてワー

グナーの畢生の大作群は生まれませんでした。その援

助も一因となって王が追放された直後に湖で溺死し、

国中が大騒ぎになっていたとき、鴎外はミュンヘンに

いて、事件の2週間後には、鉄道で1時間ほどで行け

る現場を訪ねています。我々凡人のような野次馬根性

によるものかは不明ながら、「独逸日記」の中でこの事

件の顛末を異常に詳しく書き留めていることからして、

好奇心をいたくそそられたと想像するに難くありませ

ん。この経験が後日の「うたかたの記」に結実します。

王と共に謎の死を遂げたのが同じ医学の徒である侍医

（グッデン）だったことにも感慨を覚えたことでしょう。

【参考図書】

『日本文學史～近代・現代篇一』ドナルド・キーン著

徳岡孝夫訳　中央公論社（1984 年）

『漱石が聴いたベートーヴェン』瀧井敬子著　中公

新書（2004 年）

『軍服を脱いだ鴎外』 美留町義雄著 大修館書店（2018年）

　　　鴎外と脚気論争

　　　－小説『奏鳴曲』に寄せて－

小野 竜史

　軍医としての鴎外、とくにその脚気論争との関

わりは、あまり知られていないのではないだろう

か。脚気をめぐるその言動は、現在の東大医学部

を卒業後、ドイツ留学を経て陸軍軍医総監に上り

つめた華々しい経歴に影を落としている。

　ビタミン不足により発症し、死に至ることもあ

る脚気は古くから世界の諸社会を悩ませてきたが、

近代日本の軍隊にとっても大きな悩みの種であり、

明治から大正にかけてその原因と対処法について

激論が戦わされた。海軍はイギリスの実践を踏ま

えて―具体的な原因推定こそ誤っていたものの―

栄養が原因と考え、兵卒の食事に麦食を導入する

ことで、既に 1884 年に脚気を防ぐことに成功した。

それに対して陸軍は―「兵卒に良い食事を」との

感情論と、後には組織の面子もあり―ドイツで唱

えられた理論を根拠に細菌が原因と見なし、海軍

における麦食の効果を頑なに無視して 1913 年に至

るまで白米食に固執した結果、日清・日露戦争な

どの作戦行動で多くの脚気犠牲者を出した。

　鴎外は最後まで栄養説を攻撃したうえ、細菌説

の旗色が悪くなった晩年は脚気の問題に触れなく

なったという。小説『奏鳴曲』はこの論争を中心に、

きらびやかな才の一方で意志が弱く、感情と組織

の論理に流されてふらふらと舞う「胡蝶」、あるい

は多才の一方で過信から誰彼かまわず戦いを挑む

「阿修羅」として鴎外を描く。彼が組した陸軍の態

度に「大戦中の軍部暴走と、現代の日本政府の隠

蔽体質、科学軽視のコロナ対応の源流」を見る著

者が―多くの想像に基づいて―描く人物像は過度

に否定的だが、偉大な文学者としてのイメージと

釣り合いをとる意味でも、脚気論争における鴎外

にも批判的に目を向けることは有益だろう。

【参考図書】

『奏鳴曲　北里と鷗外』海堂尊著　文藝春秋（2022年）
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　今もロシア軍とウクライナ軍が戦闘を続けてお

り、非人道的な惨禍、軍侵攻で子供や民間人を含

めた多くの犠牲者が出ています。ウクライナ国内

外で避難を強いられ、あるいは、国内で被害を受

けている地域にも多くの住民が取り残されていま

す。ウクライナ国民の強い愛国心を思えば、一刻

も早くこの戦争が終わってほしいという気持ちを

持つのは人間として当然だと思います。

　ウクライナがどのような戦後を迎えるかは、欧

州と世界の新秩序形成を大きく左右することにな

るでしょう。復興計画に取り組み、特に避難を強

いられている人たちへの人道支援が急務です。欧

米と日本は民主主義擁護の観点からも支援を惜し

むべきではないでしょう。

　歴史を振り返れば、戦争が伝染病を広める原因

となった例は数多くあります。第二次大戦後、ソ

連軍によって制圧されていた東部ドイツは、戦禍

で水道施設などあらゆる生活インフラが破壊され、

不衛生な状態で、十分な治療が受けられず、多く

の引揚者や住民を中心に、発疹チフス、コレラな

ど伝染病が蔓延する危険地帯と化していました。

　ポーランド国境に近いヴリーツェン市の衛生環境も

劣悪でした。この環境下で、昼夜を問わず献身的な

治療を続け、大

勢の人々の命を

救い、自らも発

疹チフスに感染

し て 1946 年 3

月8日異国の地

で 37 歳の若さ

でその生涯を閉

じた日本人・肥

沼信次博士の偉業を思い出さずにはいられません。

　ヴリーツェンの人たちは博士の崇高な精神に心

打たれ、「名誉市民」として敬愛し、博士の出身

地である八王子市とヴリーツェン市との交流は今

も続いています。肥沼博士については 2019 年 10

月と 2021 年 12 月の会報誌「Die Brücke」にて特

集記事としてとりあげましたので、ご覧願います。

　「Dr.肥沼の偉業を後世に伝える会」代表として長

年活動してきた塚本回子氏は、美しい日本の桜を見た

いと言って亡くなった肥沼博士の想いに応えるべく、

「ヴリーツェンの「肥沼信次通り」に桜並木を！」のス

ローガンのもと、桜の苗木を現地で植樹する募金活動

を開始しました。当協会はこの活動を広める支援をし

て参ります。（詳しくは同封の案内状をご覧ください）

肥沼信次博士の人道主義と「結ぶ 桜のプロジェクト」
柚岡 一明（日独協会 常務理事）

　　　　子どもたちが記憶する鴎外
菊池 菜穂子

　鴎外には27歳の時の結婚で生まれた於菟（おと）と、

その後齢40で迎えた二人目の妻志げとの間に儲けた、

茉莉（まり）、不律（ふりつ）、杏奴（あんぬ）、類（る

い）の5人の子どもがいた。病死した不律を除き、全

員が後年、父鴎外についての回想を書き残している。

　長男於菟は、妻志げと母峰子の嫁姑関係の板挟み

になっていた鴎外の様子を書いている。峰子に育て

られた於菟も、志げには好かれなかったようだ。同

じ敷地内の別棟に住む父・鴎外にドイツ語の論文の

添削を頼んでも、鴎外は志げの目を気にして、家で

はなく職場で会って添削。かえって妻の怒りを買い、

翌日こっそり「お母さんが大変怒っている。当分う

ちへ来てはいけない。」と伝えにくる、といった具

合で気苦労が絶えなかった。

　二人の娘たちの記憶には父への思慕が溢れている。

茉莉は「私と父との間の感情も、いくらか恋人のや

うであった。」と綴る。鴎外は溺愛していた茉莉が嫁

ぐと彼女と距離を取るようになり、その理由を「おま

り（茉莉）はもう珠樹君（夫）に懐かなくてはいけな

い。」と、こちらも元恋人のような心情を吐露している。

　鴎外は次女杏奴の入試のために教材を手作りし

た。死の前年のことだ。杏奴は「父は老年の自分の

後に残る私を出来るだけ助けて、少しでも育ててゆ

きたかったのだろう」と思い返している。鴎外が没

した時彼女は 14 歳。「私にとって、その時の父は

私の総てであったのだ。」とあるように、精神的打

撃は相当のものであったようだ。

　末っ子類にとっては、父は「安心で身も心も溶け

るよう」な存在で、どこに行くのでも「父と一緒と

いうことが幸福で、行く先なぞ問題ではなかった」。

類は鴎外がアルコールランプの火で鏝（こて）を焼

いて、カイゼル髭をねじ上げる様子も書き残してい

る。11歳で父親を亡くした類がその後、「鴎外の息子」

として社会とどう対峙し生き抜いたかは、本人の著

作に加え、朝井まかてによる小説『類』に詳しい。

【参考図書】

『父親としての森鴎外』森於菟著　筑摩書房（1969年）

『父の帽子』森茉莉著　筑摩書房（1957 年）

『晩年の父』小堀杏奴著　岩浪書店（1936 年）

『鴎外の子供たち　あとに残されたものの記録』森

類著　光文社（1956 年）

『類』朝井まかて著　集英社（2020 年）
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Die Mori-Ogai-Gedenkstätte in Berlin
Dr. Verena Materna

Vorstandsmitglied der DJG Berlin, Molekularbiologin und wissenschaftliche Koordinatorin

Mori Rintarō, genannt Ōgai, erhielt Ende des 19. Jahrhunderts, wie so viele Japaner 
seiner Zeit, den staatlichen Auftrag, im Ausland „modernes Wissen“ zu erwerben. 
Er hielt sich daraufhin vier Jahre in Deutschland auf, davon 1887/88 in Berlin, wo er 
u. a. bei Robert Koch am Hygiene-Institut studierte. 1984 wurde anlässlich des 
100-jährigen Jubiläums seiner Ankunft in Deutschland das Mori-Ōgai-
Gedenkzimmer am Ort seiner ersten Unterkunft in Berlin in der Luisenstraße 39 
eingeweiht. Hieraus entwickelte sich die Gedenkstätte mit Zugehörigkeit zur 
Humboldt-Universität zu Berlin, die sich seitdem dem Leben und Werk Ōgais als 
Arzt, Wissenschaftler, Übersetzer und Schriftsteller widmet. 

Neben dem Gedenkzimmer, weiteren Ausstellungsbereichen und einem 
Vortragsraum verfügt die Gedenkstätte u. a. über eine umfangreiche 
Präsenzbibliothek, die ca. 2.000 Monografien, Zeitschriftenhefte, wissenschaftliche Aufsätze und Archivalien von 
und über Ōgai umfasst, wobei sämtliche seiner Schriften auf Japanisch und – sofern vorhanden – auch in 
Übersetzung der Öffentlichkeit zugänglich sind. 

Die Gedenkstätte wurde ab September 2016 renoviert und eröffnete danach am 20. März 2017 mit der neuen 
Dauerausstellung „Zwischen den Kulturen. Mori Ōgai 1862-1922“, die einen Einblick in das Wilhelminische 
Zeitalter während des Deutschlandaufenthalts von Ōgai vermittelt. Darüber hinaus werden regelmäßig 
Sonderausstellungen gezeigt, wie z. B. die aktuell laufende Ausstellung „Morgensonnenland. Reisen zum 
Sehnsuchtsort Japan um 1900“, die anhand von Fotos und Reiseberichten über die Erwartungen westlicher 
Reisender und ihre Erfahrungen in Japan informiert. 

Die Arbeit der Gedenkstätte wird durch Spenden und durch den Mori-Ōgai-Gedenkfonds, einer 1993 in deutsch-
japanischer Zusammenarbeit gegründeten Stiftung, unterstützt. Neben der Organisation von Ausstellungen, 
Führungen und Vorträgen werden eigene Publikationen erstellt, die zusätzlich zu einem verstärkten kulturellen 
Verständnis beitragen. Ein Highlight sind hierbei die Veröffentlichungen in der sogenannten „Kleinen Reihe“, in der seit 
dem Jahr 2000 studentische Erstübersetzungen japanischer Texte deutschen Lesern verfügbar gemacht werden.

Weitere Informationen unter: https://www.iaaw.hu-berlin.de/de/region/ostasien/seminar/mori und im Ōgai-Portal: https://
www.ogai.hu-berlin.de/home-de.html  

ベルリンの森鴎外記念館
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）

　森鴎外こと森林太郎は、19 世紀末、当時の多くの
日本人と同様に政府の命令を受けて海外で「近代的
な知識」を身に付けることになった。この後、4年間
ドイツに滞在し、1887 年から 1888 年にかけてロベ
ルト・コッホの下でベルリン大学の衛生試験所で学
んだ。1984 年には、森鴎外の渡独 100 周年を記念し、

彼のベルリンでの最初の
住まいである「ルイーゼ
ン通り 39 番地」に「森
鴎外記念室」が開設され
た。これが、医師、科学者、
翻訳者、または、作家と
しての鴎外の生涯と功績
を偲ぶための、ベルリン・
フンボルト大学付属の記
念館となったのである。
　記念館には、記念室、
展示室、講義室の他に、
鴎外の執筆した論文や、
彼について書かれた単行
本、雑誌、資料などが約

2.000 点収蔵され、鴎外の主な作品をすべて日本語
で、または、出来る限り翻訳して公開している。
　記念館は 2016 年 9 月から改築のため閉館され、
その後 2017 年３月 20 日に、新しい常設展「文化の
間で 森鴎外 1862-1922 年」とともに再開した。こ
の常設展は、鴎外がドイツに滞在していたヴィルヘ
ルム二世時代をあらゆる方面から細かく紹介してい
る。記念館では、その他にも、現在開催中の「日出
づる国 19 世紀末における憧れの日本への旅」展の
ような特別展が定期的に開催されている。今回の特
別展では、写真と旅行日記を通じて、欧米の旅行者
が日本にどのような期待をしていたか、また、日本
でどのような経験をしたかを知ることができる。
　森鴎外記念館の活動は、寄付金や1993 年に独日連
携で設立された財団法人「森鴎外記念基金」にささえ
られている。記念館は、展示会、案内ツアー、講演会
などの開催の他に、独自の出版物を作成し、日独の文
化的な理解を深めることにも貢献してきた。その中で、
特に注目を集めているのは、2000 年から続いている、
学生によって初めてドイツ語に翻訳された鴎外の作品
を公開し、ドイツ人の読者に提供する「小さな連載」
というプロジェクトである。

詳細： https://www.iaaw.hu-berlin.de/de/region/ostasien/seminar/mori 

または、https://www.ogai.hu-berlin.de/home-de.html

ベルリンの森鴎外記念館

Berliner Luft

Fernsehturm

Bier

Sieg
essäu

le

ルイーゼン通りにある記念銘板
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その22：ベルリンとロシアを結んだ列車たち

久保　健（鉄道史学会会員　日独協会会員）

　ロシアとドイツの浅からぬ関係は、先行き不透明なウクライナ情勢と共に、耳にされていることと思います。

鉄道も例外ではなく、ドイツの駅で、ロシア鉄道の車両を目にされた方もいるのではないでしょうか。今回は、

ベルリンとロシアを結ぶ直通列車について、筆者の目にしてきた最近25年ほどにしぼって、お話しします。

■ベルリンで会ったシベリアからの訪問者

　ドイツの線路の標準幅は1435mmですが、ロシアは

1520mmと異なっているため、直通列車はベラルーシのポー

ランド国境に近いブレストで台車を交換する必要があります。

その特殊な作業に対応するため、ドイツとロシアの直通列車

には、常にロシア鉄道の車両が使用されています。筆者が初

めて、ロシアからの列車を目にしたのは、1997年7月の土曜

日で、ベルリン・リヒテンベルク駅へ深緑色で武骨なロシア

鉄道の客車が13時近くに到着したところでした。全車寝台車

で、外装にはロシ

ア 国 鉄 を 表 す

RZDの表記がさ

れ、一部には1992年まで管理していた、ソ連交通建設省(CCCP)の

マークの塗りつぶされた跡も見られます。窓には両開きのカーテン

に加え、下半分だけを隠すカーテンが掛けられており、他の国では

見られない掛け方は珍しく、記憶に残っています。掲げられた行先

表示板を見ると、ヴォロネジ、サラトフと客車ごとに分かれており、

途中で増結されてきたことが分かります。最遠距離はシベリアの中

心都市ノヴォシビルスクからで、毎週火曜日の深夜2時3分発になり、

ベルリンまで約5000kmを3日半かけてやってきたことになります。

■モスクワ・エクスプレスはベルリンを結ぶ

　このシベリアからの列車は、1998年春の時刻表には掲載されていますが、2002年夏ダイヤでは姿を消して

いるため、その間に廃止されたようです。ただベルリンとモスクワを結ぶ列車、その名もモスクワ・エクスプ

レスは健在で、1998年春は、ベルリン22時41分発、モスクワ着が翌々日の6時47分と31時間ほどを要してい

ますが、2006年夏にはベルリン・リヒテンベルク駅を13時41分発、モスクワ着は翌日の20時20分着の29時

間ほどと多少のスピードアップも図られています。2002年5月、ベルリンで、このモスクワ・エクスプレスを

見ましたが、武骨なロシア鉄道の車体はそのまま、塗装が上半分紺色、下半分赤色のツートンカラーに変わっ

ていました。分かりにくい例で申し訳ないですが、上下逆になった中日ドラゴンズの球団旗と同じ組み合わせに、

随分と思い切った色使いだと感じたものです。なお2002年当時の時刻表を見ますと、途中分割されサンクト・

ペテルブルクへ向かう列車の時刻は「〆切に間に合いませんでした」と記載され、空白になっています。何が

起きたのか、気になるところです。

■そしてタルゴ車ストリージの登場

　ベルリンからモスクワまでの直通列車は2016年12月17日

より、スペインで開発された軌道幅を容易に変更でき、通常

の半分の長さの車体で曲線に強い、タルゴ車が導入されまし

た。ロシア語で迅速を意味するストリージ(Strizh)の愛称が

付けられ、ブレストで2時間ほどかかっていた台車交換が20

分に短縮されたのに加え、スピードアップもなされ、ベルリ

ンからモスクワまでを24時間ほどで結んでいます。しかし新

型コロナの影響で2020年3月15日以降運休しており、現在

も再開の見込みは立ってない状態です。

　自由に旅行できる日を想像する事すら難しいご時世ですが、線路は続いていることは忘れずに、いつか乗車

のできる日が来ることを心待ちにはしたく思います。

モスクワ・エクスプレスの行先表示板

イ ツ の 鉄ド

シリーズ

道

塗りつぶされたソ連交通建設省 (CCCP) のマーク

窓のカーテンは独特な掛け方がされている
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映画レビュー
『さよなら、ベルリン
またはファビアンの選択
について』
ヴォルフ・クラーセン

　タイムトラベル―最初

のシーンは、時間がゆっ

くりと逆流しながら、近

代的な地下鉄の駅の階段

を上っていき、1931 年の

ベルリンに到着するとい

うものだ。ここで私たち

は、時代の二極化に巻き込まれたモラリスト、ファ

ビアンと出会い、彼の一生を辿っていくことになる。

ファビアンは、日中にはコピーライターとして生計

をたて、作家としての仕事ではまったく稼げない状

態だ。夜中には親友のラブーデと一緒に、自由を求

めながらも放恣な生活を送る人々が集うバーを徘徊

している。そこで彼は愛を探し、誠実を誓うのに値

する女性を求めている。ファビアンは、女優になる

のを夢見る若いバーテンダー、コルネリアにそれを

見出すが、景気の悪化が両者の間にくさびを打ち込

む。また、国家社会主義の台頭が次第に際立ってき

て、エリッヒ・ケストナーの原作のように映画も象

徴的な焚書のシーンで幕を閉じる。

　『さよなら、ベルリン またはファビアンの選択に

ついて』は、ヴァイマル共和国末期の深淵をあらゆ

る方面から細かく描いた憂鬱な、しかし同時に、奥

深い魅力のある映画でもある。

Die Kulturkiste
＝文化の玉手箱＝

『さよなら、ベルリン またはファビアンの選択について』

6月 10 日㈮より Bunkamuraル・シネマほか全国公開

© 2021 LUPA FILM / DCM Pictures / ZDF / Arte

配給：ムヴィオラ

Filmreview zu „Fabian oder der Gang vor die Hunde“
Wolf Claßen

Eine Zeitreise. Bereits die erste Szene führt uns ausgehend 

von einer modernen U-Bahn Haltestelle, während sich 

langsam die Zeit zurückdreht, über das Hinaufsteigen der 

U-Bahntreppe bis wir im Berlin des Jahres 1931 

ankommen. Hier begegnen wir Fabian, einem Moralisten 

gefangen im Zwiespalt der damaligen Zeit, dessen Leben 

wir von jetzt an verfolgen. Tagsüber verdient er sein Geld 

als Werbetexter, seine Karriere als Autor liegt brach. 

Nachts zieht er mit seinem besten Freund Labude durch 

die Lokale, welche zeitgemäß durch ein Bedürfnis nach 

Freiheit aber auch Zügellosigkeit geprägt sind. In diesen 

sucht er nach der Liebe. Nach einer Frau, für welche es 

sich lohnt treu zu sein. Diese fi ndet er in Cornelia, einer 

jungen Bardame, die davon träumt, Schauspielerin zu 

werden. Die ansteigende wirtschaftliche Rezession treibt 

einen Keil zwischen die beiden. Gleichzeitig fällt das 

Erstarken des Nationalsozialismus immer wieder ins 

Auge, bis der Film, wie Erich Kästners Romanvorlage, 

symbolhaft in einer Bücherverbrennung endet. „Fabian“ 

ist ein düsterer, aber zugleich tief faszinierender Film, 

welcher die Abgründe der letzten Tage der Weimarer 

Republik in all ihren Facetten wiedergibt.

ぐためには人々の心の在り方を変革するしかない。そ

こでフロイトは、エロス（生を統一し保存しようとす

る欲動）をもってタナトス（生物の生命を奪って命の

ない状態に戻そうとする欲動）に抵抗し、欲動の均衡

を保つことを提起する。エロスとは他者との感情的な

繋がり、あるいは共感と言ってもよいだろう。二つの

根源的な欲動は対であり常に互いに入り混じってお

り、そのバランスの肝となるのが人の歴史が築き上げ

てきた文化である。「文化の発展＝知性の高まり」に

よって欲動がコントロールされ、やがては戦争根絶へ

繋がることに望みをかけ書簡は締め括られる。

　所収の「戦争と死に関する時評」（1915 年）は第

一次大戦を契機に執筆され、戦争の今日的意味、そ

して戦争と不可分の「死」は、原始時代から歴史的

にどのように理解されてきたのかを明らかにしてい

る。まずこちらでフロイトの基本的なスタンスを確認

しておくとよいだろう。いずれも人類の成長に淡い期

待を寄せて筆は置かれるが、目下の惨状を知るわれ

われは今日に至るまで期待が裏切られ続けているの

を痛感している。さて、現代において、人はなぜ戦

争をするのか？　自己防衛という大義名分を隠れ蓑

にした、いつの時代も変わらぬ自己中心的・排他的

思考が根本にあるのは疑いようがない。真の意味で

の文化の成熟にはまだしばらく時間を要するのだ。

フロイト再読――「人はなぜ戦争をするのか」

田中 洋（杏林大学外国語学部 専任講師）

　「人はなぜ戦争をする

のか」（Warum Krieg? ）

はアインシュタインから

のリクエストに応える形

で 1932 年に書かれた。

テーマを一つ設定し、そ

れに関心を持つ人物を選

び書簡を交換するという

プロジェクトを、国際連

盟がアインシュタインに

依頼したのだ。人間の根

源には憎悪し破壊する欲

求があるため戦争は不可

避のように思われるが、この欲求をコントロールする

術はないだろうか、というのがフロイトへの問いである。

　これに対しフロイトは、他者を支配するための「暴

力」が共同体を管理運営していく上で「権力」に取っ

て代わったこと、ゆえに共同体の基盤には暴力への欲

求が残存していると指摘する。その共同体からなる諸

国家を制御する力が、国益を超越した国際機関（当

時の国際連盟）に与えられていない以上、戦争を防
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ドイツ経済の動き　第 75 回

どうなる日独経済関係

伊﨑 捷治（当協会理事　元ベルリン日独協会副会長　当協会ドイツ時事問題研究会世話人）

  縮小する輸出入取引

　先ごろドイツのショルツ首相が日本を訪問しました。アジアの最初の訪問先として日本を選んだ背景にはロ

シアによるウクライナ侵攻の問題があったとはいえ、地理的に遠い日本が民主主義や法治国家といった価値観

を共有する重要なパートナーだと改めて強く認識したためだとみられています。

　日本とドイツは経済規模でも米国と中国に次いで世界で第 3位と第 4位という重要な地位を占めており、貿

易や技術などさまざまな面で交流や協力関係を深めていくことは世界にとっても望ましいことです。

　しかしながら、輸出入に限ってみると両国の関係はむしろ希薄になっています。ドイツの統計でこの 20 年ほ

どの動向をみると、輸出全体に占める日本の割合は 2000 年が最も高く、5.0％でしたが、その後は低下をたどり、

昨年2021年はわずか2.1％にとどまりました。一方で、輸入は同じ期間中に2.2％から1.3％にまで低下しました。

ドイツの輸出入全体が 2021 年には 2000 年の 2倍以上へと大幅に拡大したのに対して、景気が低迷した日本と

の取引が相対的に減少したという要因はあります。それにしても、ドイツから日本への輸出はこの 21 年の間に

130 億ユーロから 180 億ユーロへわずか 38％しか増加しておらず、日本からの輸入に至っては増えるどころか

268 億ユーロから 235 億ユーロへ 12％あまりも減少してしまいました。

  増加する間接的取引

　しかし、その裏には企業活動が国際的に広がっていることも挙げられます。たとえば、ドイツでは多数の日

本車を見かけますが、全部が日本から輸出されているわけではありません。たとえば、トヨタがドイツで販売

している車の 7割はヨーロッパで製造されていて、人気車種の Yarisはフランス製、Corollaは英国製、C-HRは

トルコ製といった具合です。日産の場合、Micraは英国製でしたが、その後はインド製やフランス製になってい

るようです。最近人気の SUVの中にはタイ製のトヨタや三菱の車も少なくないようです。

　日本で販売されているドイツ車の中にも南アフリカ製のものや米国製のものなどがあります。日本とドイツ

の間の直接の取引がなかなか増加しない要因はこんなところにもあるといえますが、他の製品などもこうした

別の国を通した関係も含めれば、経済関係はむしろ強まっているのではないかと思われます。

  重要な経営環境の改善

　経済関係の指標としてはモノの取引だけでなく、相互間の直接投資もあります。ドイツの統計は 2019 年まで

しかありませんが、同年までに行われた投資の累計（投資残高）は日本からドイツへの投資額が約 2,480 億ユー

ロ、現地での雇用人数が 7万 3,000 人、ドイツ車向けの部品などを製造している企業も多くあります。ドイツ

から日本への投資額が 1,565 億ユーロ、雇用人数はやはり 7万 3,000 人でした。いずれも着実に増加をたどっ

ていますが、まだ極めて少ないといえます。

　日本からドイツへの投資は全体の 4.5％で、日本企業の海外子会社経由の投資を含めると約 6％ですが、ドイ

ツから日本へは全体の 1％に過ぎません。

　ドイツの背後にはEUという大市場が控えているのもこうしたインバランスの要因となっているとはいえますが、

日本も経営環境が整った魅力ある市場としてさらに多くのドイツ企業が活躍する場になることが期待されます。

月刊音声教材（無料）



【来日講演】

ショルツ首相、安全保障、経済、エネルギーの広範

な分野での新たな日独パートナーシップの構築を期待

柚岡 一明（日独協会 常務理事）

　4月 28 日、初来日したオラフ・ショルツ首相は、

在日ドイツ商工会議所 (AHK Japan) とドイツ連邦経

済・気候保護省 (BMWK) の主催の、AHK Japan 60

周年記念イベント「日独ビジネス・ダイアログ」で

講演。首相同行のドイツ経済界からの要人をはじめ、

在日ドイツ企業や日本企業のトップ経営者が一堂に

会し、私も参加の機会を得た。

　今回の訪日目的は、ロシアのウクライナ侵攻の厳

しい世界情勢下における日本との強い連帯と結束へ

の評価と感謝の表明でもあった。ペーター・アドリ

アンドイツ商工会議所連合会会頭ならびに東原敏昭

経団連副会長の歓迎あいさつに続き、ショルツ首相

が基調講演を行った。

　ショルツ首相は「新たなグロバリゼーション」を

構築する上で、日本とドイツが主導的な役割を果た

すための要件として次の４点を強調。

① インド太平洋地域での共通の価値や利害を共有す

る国々との安全保障の連携強化

② 自由貿易、公正なルールに基礎を置いた日独間の

経済パートナーシップの強化

③ 共通の価値、民主主義の原則に沿った経済のデジ

タル化の促進

④ 産業の脱炭素化推進に向けた水素の産業利用にお

ける日独エネルギーパートナーシップの構築。

　就任後の初のアジア地域への訪問であり、また講

演内容は非常に具体的で友好的であったため、その

後の懇親会会場では日独関係者間の活発な交流風景

が見られた。

　ショルツ首相は、翌日の離日直前には千代田化工建設

を訪問、ブルネイで製造された水素が日本に輸送・処理

される工程を視察し、国際間水素サプライチェーンの構

築の可能性をさぐるなど勢力的な旅行日程をこなした。

訃報

　長引く新型コロナウイルスの感

染は人の往来だけでなくその消息

をも断ち切ることがあります。

　宮井純二氏が昨年 10 月 8 日に

お亡くなりになられました。宮井

さんはデュッセルドルフ日本商工

会議所事務総長として 10 年間現

地日本企業や日本人社会を支援

し、そのご経験を活かし 2003 年より渉外担当理事、

常務理事、評議員会副議長として協会運営に貢献さ

れました。また初代世話人として最新のドイツ事情

を深堀するサークル「独逸塾」を立ち上げるなど、

当協会の活動に積極的に取り組まれました。今も「独

逸塾」は当協会の代表的な研究会です。

　今も多くの会員や職員からその温和な人柄によっ

て慕わられています。

　心よりご冥福をお祈り申し上げます。

■森鴎外のカイゼル髭について記事で触れたことで興味が
湧きネットで調べていると、なんとドイツの若者の間で最近
カイゼル髭が復活しているらしい。電気シェーバーなどの製
造で有名なブラウン社のウェブサイトに、ズバリ「芸術的な
カイゼル髭の作り方」紹介ページを発見。それによると、カ
イゼル髭に必要な長さまで伸ばすには約1か月。その過程で
トリミングなどこまめなお手入れが必要だそう。鴎外は鏝（こ
て）で髭を熱して、いわゆるパーマの原理で巻き上げていた
ようだが、今はワックスなどでスタイリング可能とのことで、
鏝を使うより、だいぶラクにできるのではないだろうか。と
いうことで、関心のあるかた、ぜひ挑戦してみてください。（菊）

■今から遡ること100 年前、鴎外の没した 1922 年の春に
ヘルマン・ヘッセの『シッダールタ』が出版されました。
当時のヘッセは国内外の文学作品の選集に数多く携わって
糊口をしのぐ日々を送っていました。その中には
Geschichten aus Japanという本があり（現在、インゼル版の
安価なものが入手可能です）、先日某所でその内容や出版当
時の状況について発表をしました（ついでながら、対面で
のこうした集まりも実に久々でした）。ヘッセが日本につい
て直接言及しているものは実はそれほど多くないので、大
いに期待して手に取ったのですが…内容はさておき、意外
な接点（交流）やその背景を知るのは嬉しいものですね。（田）
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寄稿のお願い

　日独関連の活動の紹介やエピソード、紹介したい

ドイツ語圏カルチャー（本、音楽、映画、趣味）、

日本の中のドイツ（おすすめのお店、レストラン、

場所等）、ドイツ旅行の時の体験談やおすすめスポッ

トなどについて、ご寄稿をお待ちしています。ごく

短な記事でもかまいません。（編集方針や誌面の都

合で掲載が出来ない場合や全文の掲載ができない場

合もあります。）また、10 月号以降に掲載する「私

とドイツ」の記事も募集いたします。執筆をご希望

の方は、編集部までご連絡ください。

広告掲載のご案内

　会報誌 Die Brücke本誌への広告掲載料は下記のよ

うになります。

1ページ　80,000 円　/　1/2 ページ　40,000 円　/ 

1/4 ページ　20,000 円

チラシ封入料：法人会員 20,000 円 

　　　　　　　個人会員 25,000 円 / 一般 30,000 円

　広告掲載をご希望の場合は、発行日の 3か月前（10

月号への掲載の場合は 6月末まで）、チラシ封入を

ご希望の場合は、発行日の半月前までに編集部にご

連絡ください。
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