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表紙の言葉

写真に写っているのは、ベルリンのプレンツラウアーベ

ルク地区にあるシュヴェッター橋です。たくさんの風船で

飾られています。今から 5年前、壁崩壊 25 周年記念の際、

かつて東西ベルリンを隔てていた壁があった場所のうち 15

㎞に、LEDライトがともされた白い風船 8000 個が設置さ

れました。記念式典の最後に、この「光の境界 Lichtgrenze」は、

いっせいに空に放たれ消えていきました。この瞬間に居合

わせた人々はベルリンがたどった歴史に思いを馳せ、深く

感動したといいます。

今年はベルリンの壁崩壊から 30 周年。これを記念し 1年

を通じて関連イベントが多数予定されています。そのハイ

ライトでありフィナーレを飾るのが11月 4日から10日に 7日

間かけて行われるフェスティバル「Das Festival zum 30-jährigen 

Mauerfalljubiläum」。この期間中、1989/90 年に壁の崩壊に関

して重要な出来事が起きた 7つの場所がオープンエアのイ

ベント会場となり、その場所で起きたことや当時の人々の

思いを想起させるインスタレーション、映画上映や講演会

など様々なプログラムが行われます。11 月 9 日には、世界

各地からのアーティストが街中で様々なジャンルの音楽を

演奏し、全会場のすべてのミュージシャンと聴衆が一つの

歌を一緒に演奏するドラマチックなフィナーレが予定され

ています。

4月に都内で行われたプレス発表会で、ベルリン観光局長

ブルクハルト・キーカー氏は、ベルリンは「City of freedom」

であり、「民主主義は努力して維持していくもの。壁崩壊 30

周年記念の祭典は、人々の民主化への努力を再度確認し、

感動を体験できるものにしたい。」と語りました。つかみ取っ

た民主主義を守り続けるベルリナー達がこの街を冷戦の象

徴から、自由と多様性に富んだ魅力的な街へと変化させ続

けています。

菊池 菜穂子
写真：Lichtgrenze, 25 Jahre Mauerfall  ©visitBerlin, Foto : Dirk Mathesius

Zum Titelbild

Das Titelbild zeigt den Schwedter Steg in Prenzlauerberg, Berlin mit leucht-

enden Ballons. Vor 5 Jahren, zum 25. Jahrestag des Mauerfalls wurde ein 15 

Kilometer langer Abschnitt des ehemaligen Mauerverlaufs mit 8,000 weißen, 

leuchtenden Ballons markiert. Am Ende der Zeremonie wurden die Ballons 

dieser „Lichtgrenze“ alle auf Einmal fliegen gelassen. Die Zuschauer wurden 

an die Geschichte Berlins erinnert und waren tief bewegt.

Dieses Jahr feiert Berlin das 30-jährige Jubiläum des Mauerfalls. Zum Jubilä-

um finden zahlreiche Veranstaltungen über das ganze Jahr statt. Finale ist das 

„Festival zum 30-jährigen Mauerfalljubiläum“ vom 4. bis zum 10. November 

2019. Während dieses Festivals verwandeln sich sieben Orten, an denen sich 

1989/90 wichtige Ereignisse für den Mauerfall abspielten, in Open-Air-Aus-

stellungs- und Veranstaltungsflächen. An diesen Orten werden große Projekti-

onen mit historischen Bildern und Filmen gezeigt, die den Zuschauer mitneh-

men auf eine Reise durch die Geschichte und ihn die Atmosphäre der Zeit, 

sowie die Stimmung der Menschen spüren lassen. Außerdem werden vielfäl-

tige Veranstaltungen wie Konzerte, Vorträge und Lesungen abgehalten. Höhe-

punkt des einwöchigen Festivals ist der 9. November, an dem Musiker aus al-

ler Welt überall in der Stadt auftreten werden. Abschließend wird zum 

dramatischen Finale auf allen Bühnen, gemeinsam von Musikern und Besu-

chern, dasselbe Stück gespielt.

Auf der Pressekonferenz in Tokyo hat der Geschäftsführer von visitBerlin, 

Herr Burkhard Kieker Berlin als „Stadt der Freiheit“ bezeichnet und gesagt, 

„Wir müssen uns immer Mühe geben, die Demokratie zu bewahren. Das 

30-jährige Jubiläum des Mauerfalls muss eine Feier werden, an der nochmal 

über das Streben der Menschen nach Demokratie nachgedacht wird und Be-

sucher und Einwohner davon beeindruckt werden.“

Die Berliner bewahren nicht nur die erlangte Demokratie, sie machen die 

Stadt, die ein Symbol des Kaltenkriegs war, zu einem Ort der Freiheit und 

Diversität.

Nahoko Kikuchi
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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）

議論を呼んだ連邦経済大臣の「産業戦略 2030」

ドイツではこの春、経済政策をめぐって大きな議論が巻き起こりました。

そのきっかけはアルトマイアー連邦経済大臣が2月初めに発表した「産業戦略 2030」と名づけた新たな政策案でした。

主な内容は、急速に台頭する中国企業や IT分野における米国企業の圧倒的力に対抗していくために、ドイツやヨーロッパのチャンピオ

ン企業を育成していかなければならない。そのためには国が積極的に介入し、必要とあれば大企業の株式を取得して防衛を図るほか、

企業の合併規制も緩和する。など、これまでとは異なる考え方を多く含んでいます。

ドイツの産業を育てた社会的市場経済

アルトマイアー大臣はこれを発表するにあたり、「社会的市場経済の原則は確固として維持していく」と強調しました。しかし、「産

業戦略 2030」が大きな議論になったのはまさにこの点でした。「社会的市場経済」はドイツが戦後一貫して経済政策の基本として

きた理念で、企業が自由で公平な競争の中で創造力を発揮し、技術開発力を競い合い、結果、消費者に優れた製品が安価に提供され、

豊かな国民生活が達成されるというもので、国の役割は公平な競争環境を整え、弱者には必要な手立てを講じて、社会的公平を図っ

ていくことに限られるとされています。

一般に言われる「市場経済体制」と変わるところはあまりないかもしれませんが、ドイツはこれを戦後の早い時期から実践して

きているのが特徴だといえます。その中で、貿易や投資の自由化を早くから実施し、自国企業を厳しい競争にさらしてきました。

その結果、消えていった産業も少なからずありますが、強い産業が生き残り、経済を支えているというのがドイツの今の姿だとい

えます。また、伝統的に自由貿易を主張することで、とくに中小企業が海外市場を開拓する道も開いてきました。世界の各分野で「隠

れたチャンピオン」と称せられるドイツの優れた中小企業が多数活躍しているのはそのためだともいわれます。

産業界が求めるのは経営環境の整備

そうした市場経済の伝統の中でとび出した経済大臣の「戦略」に、当の産業界からは極めて厳しい批判が巻き起こりました。い

ずれも、政府が企業活動に介入することに対するもので、ドイツ産業連盟（BDI）やドイツ商工会議所連盟（DIHT）などが経済大

臣との討論会で国はむしろ交通・運輸、デジタル・ネットワークなど、遅れているインフラの整備や教育の向上、研究開発の促進

など経営環境の整備に努めるべきだとの主張をこぞって展開し、政府に要求を突きつける形になりました。

特定の大企業を選んでテコ入れするのはとくに中小企業には受け入れがたいものだったといえます。政府が選択を誤れば、結局

は納税者の負担だけが残ることになるかもしれません。

とはいえ、経済大臣がドイツ企業による電気自動車用バッテリーの一貫生産に支援を検討するなど、「産業戦略」が必要に応じて

実行される可能性もあります。景気に陰りが見え始めたドイツではこのほか政府の肝いりで始まったドイツ銀行とコメルツ銀行の

合併交渉が不発に終わり、一方で、社会民主党青年部長から不動産会社や大企業の国有化論が飛び出すなど、経済政策の在り方を

めぐってさまざまな議論が生まれています。

ドイツ経済の動き　第 57回

フェアな競争を求める企業

ホームステイ受け入れ先大募集！！ドイツ語圏の方々を受け入れてみませんか？

日本にいながらにして、ドイツ語圏の方々と交流したいと思ったことはありませんか？ドイツ語圏の方々のホームステイを受け入れる

ことで、ドイツ語や英語の会話の練習ができるだけでなく、より深い交流ができ、その交流が何年にもわたる長い友情につながるケース

も多くあります。言葉や文化の違いから、誤解が生じたり、逆にお互いの共通点に驚くこともあります。これこそが異文化コミュニケーショ

ンのおもしろさでもありますね！

（公財）日独協会は、2015年にベルリン独日協会と『若者交流協定』を結び、定期的に東京とベルリンの協会の若い会員を派遣しあ

うことになりました。今年はベルリン独日協会の若い会員 ( 年齢は20代 ) が来日します。彼らが日本にいる数週間の間、受け入れてく

れる家庭を募集します。日本のライフスタイルや文化に関心を持っている若者との交流で、私たちが得るものも少なくないはずです。

また、ベルリンとの若者交流以外にも、独日協会関係者が来日時にホームステイを希望された場合に、お声がけをさせていただくこと

もあります。

受け入れは短期間（3日間程度）から可能です。ドイツ語ができなくても英語など使ってコミュニケーションが取れれば問題ありませ

ん。関心がある方は事務所までお問合せください。ドイツからの派遣期間等の詳細はまだ決まっておりませんが、まずは、ホストファミリー

としてご登録いただき、ホームステイ希望者との条件が合う方からお声がけをさせていただきます。

（公財）日独協会事務局　jugend@jdg.or.jp
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1882 年に創業した世界最古のハーブティーメーカーである TEEKANNE社は、現在に至るまで多くの挑

戦をしてきました。彼らはハーブティーメーカーであると同時に、TEEPACK社というティーバッグを製造

するティーバッグマシーンの専門メーカーを、グループ会社として保有しております。彼らが掲げるメー

カーとしての拘りとも言える「All from one source」 とは、自社のハーブティーを製造する機械の製造から、

ハーブ原料の調達、そして自社製品の製造及び出荷までを一貫して自ら行うことで、それは製品の品質の

維持・向上に多くの良い影響を与えています。

一方、日本緑茶センター株式会社は、まだハーブティーという言葉が無かった日本において、初めて

TEEKANNE社のハーブティー・ブランド、POMPADOUR（ポンパドール）の輸入販売を、創業年の 1969

年から開始いたしました。何故、簡単に売れそうにはなかったハーブティーを弊社が取り扱い始めたか？

それには理由があります。

まず、戦後日本の欧米化が進む中で、コーヒーやコーラなどが国内で広まることにより、長い目で見れ

ば日本茶の需要が減っていくと考えました。それならば、かつての同盟国である親日的なドイツのハーブ

ティーを日本に持ち込めば、日本人の健康の役に立つことが出来るのではと確信した訳です。

但し、当時の日本ではハーブという言葉自体が知られていなかったので、花をティーに使用することが

多いハーブティーを、「フラワーティー」として紹介いたしました。カモミールやハイビスカスは、現在で

も花の部位をティーとして使用する代表的なハーブティーです。

最初は百貨店や一流ホテルから販売を開始して、試飲キャンペーンも積極的に行いました。そこで

POMPADOURハーブティーを多くの方々に体験していただくことで好評を博しました。その際にはハーブ

ティーとして紹介するのではなく、フラワーティーとして紅茶売場に位置付けられたことも、日本に於ける

ハーブティーの未来を変えることに大きな影響を与えたと思います。もし健康食品売り場や薬局からハーブ

ティーとして販売を開始していたら、今の日本では、ハーブティーは日常的に飲む嗜好品ではなく、体調が

優れない時に飲むもの、または健康意識の高い方が健康維持のために飲むものになっていたかもしれません。

このような販売・啓蒙・普及活動を通じて、今年で日本上陸 50 周年という節目の年を迎えるドイツの

POMPADOURハーブティーは、これからも自社一貫製造に拘り、よりイノベイティブな製品を生み出し続

けるでしょう。世界に於けるハーブティーのパイオニアであることはも

ちろん、日本に於けるハーブティーのパイオニアとしても、日本人をこ

れからも花のように明るく健康に導いてくれることと思います。弊社が

創業当初から取り扱っている POMPADOURハーブティーをこれからも

日本で広げていくことに、私どもは大きな誇りを持って今後も取り組ん

でまいります。

日本緑茶センター株式会社　代表取締役社長　北島大太朗

日本とドイツ ビジネスが架ける橋 Firma 12

日本緑茶センター株式会社　JAPAN GREENTEA CO.,LTD.

TEEKANNE社 1882 年の看板

日本緑茶センター株式会社
東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル　(03)5728-6800

http://jp-greentea.co.jp/

今年度より、当協会に法人会員としてご入会いただきました。

レポート 　

Tape That が東京にやってきた！ 
� ヤナ・ザベルハウス（日独協会4月研修生）

ベルリンのアーティスト集団「Tape That」が 2019 年 4 月 11

日に文京区で、芸者と桜の木を描いたモダンな作品を通じて彼

らの“テープアート“を紹介しました。この“テープアート“は、

これまであまり知られていないアートでしたが、ここ最近は注

目されるようになってきました。

基本的にそんなに難しくな

さそうだと思いませんか？

ドイツ大使と文京区長が、

すでに切り離してあったテー

プで作品の最後の線をひいて

作品を完成させると、降り落

ちる桜の花びらが出現しまし

た。その様子から具体的な制

作過程を知ることもできまし

た。最後に、観客も自分でテー

プアートを作ったり、素材を

使ってみる機会がありまし

た。私も挑戦してみました。

しかし、特に興味深かった

のは、素晴らしい作品だけではなく、通訳者の仕事ぶりです。

話されたことを大量に記憶に留め、機械トラブルにも動じるこ

となく、忠実にほかの言語で再現しているのは、日本語初心者

にとって実に印象的でした。アートだけでなく人々の関係や対

話にも、日独の交流関係が影響を与えていました。2つの文化

にすっかり染まったイベントでした。私もテープアートに挑戦しました。

左から Tape Thatメンバー 3人、成澤文京区長、ヴェアテルン大使
写真提供：ジャパンタイムズ
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デットマール・クラマーは、日本サッカーの恩人である。

1964 年の東京オリンピックをひかえ、低迷していた日本のサッカー

界は、外国人コーチを招くという英断にでた。そのとき、ドイツサッ

カー連盟から推薦されたのが、当時 35 歳のクラマーであった。その

後の日本サッカーの発展は、クラマーの功績なしには語れない。

クラマーは、1925 年 4 月 4 日、ルール工業地帯の中心都市ドルト

ムントに生まれた。2歳年下の弟ホルストとのふたり兄弟である。

「クラマー家の長男は、必ずデットマールと名付けられるしきたり

であった」と彼自身が語るように、クラマーの父親も、またご子息も

デットマールという名前である。造園業者であった父親の仕事の関係

で、子ども時代をカッセル、ヴィースバーデンで過ごした。どの町で

も路上で草サッカーをして遊んでいたという。

12 歳の時に生まれ故郷にもどり、住居から近い小クラブに加入す

る。その後、彼のプレーぶりに注目した名門ボルシア・ドルトムント

の誘いで移籍した。練習場までは遠かったが、クラブが特別に自転車

を支給してくれた。ドイツにまだプロ制度がない時代のことである。

そのため、「サッカーで自転車の報酬をもらったから、私はドイツで

初めてのプロ選手だ」とクラマーは冗談めかして語っている。

16 歳になって、ドイツのユース代表候補に選ばれた。ここから、

人生の師と仰ぐゼップ・ヘルベルガー（1897 － 1977）との交流が始

まった。ヘルベルガーは、戦前、戦後を通じて長く（西）ドイツ代表

監督を務めた名指導者である。

クラマーの将来の夢は医者になることであった。医学とサッカー

…彼を貫くキーワードだ。スポーツ医学を学ぼうと決意し、関連の書

物を読みあさった。ところが、戦争の激化により、ギムナジウムを中

途でやめざるをえなくなった。そのまま落下傘部隊に配属された。

戦争中はヨーロッパ各地を転戦し、オランダで終戦を迎えた。約 1

年間の捕虜生活の後、釈放された。イタリア戦線で受けたマラリアが

再発したため、着の身着のままで体よく放り出された形である。苦労

しながら故郷のドルトムントにもどり、無事母親との再会がかなった。

後には父親も帰還したが、弟はベルリンで戦死していた。

21 歳になっていたクラマーは、さまざまな事情から、医学への道

は断念せざるをえなかった。近隣の町リップシュタットのクラブの

サッカーコーチ募集に応募し、競争率 30 倍の選考をくぐりぬけて合

格を果たす。ここから彼の戦後がスタートした。選手時代 60kgだっ

た体重は、過酷な戦争体験を経て 45kgまで落ちていた。

その後、恩師ヘルベルガーの勧めにより、西ドイツ西部地区主任

コーチの座に就き、デュイスブルクのスポーツ学校（Sportschule）を

拠点に精力的な活動を続ける。周辺地域の有望な若手を発掘、指導す

るだけでなく、選手強化や指導者育成の講習会で全国を飛び回った。

1954 年、西ドイツが初優勝したワールドカップ（Ｗ杯）では、監督

ヘルベルガーの腹心として、対戦相手の偵察係も務めている。

そして 1960 年、クラマーは、ヘルベルガーを通じて日本代表チー

ムの指導を依頼され、これを受諾する。その背景には、父親の日本庭

園の話や書物を通じて知った日本への関心があった。ヘルベルガーの

「最適任者は君しかいない。ドイツでのポジションはそのままにして

おくから、今後のことは心配するな」ということばも後押しになった。

クラマーは言う。「サッカーの監督には運命的なものがある。突然の

転機は当たり前のこと。運命は甘受すべきだ」と。

こうして、日本サッカーは恩人と出会うのである。

日本の関係者とクラマーの最初の出会いは、1960 年夏のデュイス

ブルクであった。選手団よりひと足早くスポーツ学校に入った日本蹴

球協会（現日本サッカー協会）の野津謙会長は、ゲストルームの部屋

に掲げられていた額に感激した。

Das Auge ist an sich blind. 

Das Ohr ist an sich taub. Es ist 

der Geist, der sieht. Es ist der 

Geist, der hört.（目、それ自体

は見ることはできない。耳、それ自体は聞くことはできない。もの見

るのは精神であり、音を聞くのは精神である）。

クラマーによれば、これはギリシャの哲学者のことばで、意図的

に掲げられたものではなかったそうだが、野津会長には深い感銘を与

えた。「精神を大事にするドイツのサッカーには、筋が一本通っている。

全力でクラマーさんから学ぼう」。

やがてチームが到着する。広大な施設に、「この世に、こんなすご

いものが存在するのだろうか」、「すごい、ドイツは」と皆圧倒された。

クラマーの指導にはさらに驚いた。高等戦術を伝授してくれるの

かと思いきや、キックやヘディングといった基礎技術の徹底した繰り

返しだったからである。「建築物は、基礎を固めてこそ、立派なもの

が建つ。基本がしっかりしていないものは、いつかは崩壊する」。い

かにもドイツ的な考え方である。キックの練習では、クラマーが大き

な声で叫ぶ。「ゲナウ（正確に !）」…このゲナウこそ、日本選手の覚

えた最初のドイツ語だった。

日本チームを迎えるにあたり、クラマーは新渡戸稲造やマックス・

ダウテンダイの著作を読んで研究した。「私は選手を指導するとき、

意図的に短いキーワードやキーフレーズを使うようにした」と、クラ

マー。その中から、次々に「クラマー語録」とでも呼ぶべき至言が生

まれた。

・ヤマト魂を忘れるな。

・サッカーは人生を写す鏡である。

・試合終了の笛は、次の試合へのキックオフの笛である。

・つねに改善を心がけよ。直すべき点があるうちは完璧とはいえない。

・良い仕事を成し遂げるには、良い準備が必要だ。

・サッカーは子どもを大人にし、大人を紳士にするスポーツである。

・ポジティブに生きなくてはだめだ。小鳥だって短調ではなく、長調

で鳴く。人生は明るく生きるのだ、等々。

クラマーのことばはサッカーのコーチングにとどまらず、人生哲

学にもつながっていく。厳しさの中に優しさのある指導に、選手も尊

敬と信頼を寄せるようになる。こうして、プレーの質だけでなく、人

間教育も重視する彼の指導により、日本チームは次第に力をつけて

いった。杉山隆一、釜本邦茂といった名選手が育ち、それが東京五輪

のベスト8進出、メキシコ五輪の銅メダルに結びついた。日本サッカー

は、時宜に最良の師を得たのである。

東京五輪後のお別れパーティの席上、クラマーは5つの提言を行い、

これがその後の日本サッカーの指針となっていった。

①国際試合の経験を積むこと　②コーチの育成　③リーグ方式の採用

　④指導組織の確立　⑤芝生のグラウンドの維持

日本は、クラマーを通じてサッカーの世界基準を知ることになっ

たのである。なかでも重要なのは、リーグ方式の提案であろう。

1963 年、西ドイツでは全国統一リーグ（ブンデスリーガ）が創設さ

れた。クラマーには、その発想や実現のために費やした努力が新鮮な

イメージとして残っていた。彼の提案を受け、1965 年には実業団に

よる日本サッカーリーグが開始される。これは、後の 1993 年Ｊリー

グ創設への直接の足がかりになった。ドイツのブンデスリーガは、ク

ラマーを通じて日本サッカーに影響を与え、今の発展につながった。

この流れは、日独サッカー交流史に特筆すべきできごとである。

その後、クラマーは故国ドイツの代表チームコーチとして、1966

年W杯での準優勝に貢献した。翌 1967 年からは FIFA（国際サッカー

日独交流の架け橋を築いた人々

Pioniere des japanisch-deutschen Kulturaustausches

第 6回　�日本サッカーの恩人デットマール・クラマー（1925 年〜

2015 年）

　　　　Dettmar Cramer（1925-2015）

明石 真和（日独協会会員・駿河台大学教授）

Masakazu Akashi（Mitglied der JDG, Professor an der Surugadai Universität）

メキシコ五輪時の選手のサイン入りペナント

を持つクラマー氏
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連盟）の要請により、7年の間に 50か国以上でサッカーの指導を行っ

た。生涯、訪れた国は 90 か国以上にのぼるという。

1975 年、クラマーは、世界的なクラブチーム FCバイエルンの監

督に就任する。ゲルト・ミュラー、フランツ・ベッケンバウアーと

いったワールドクラスの選手を抱える FCバイエルンは、クラマー

の指導で、みごと欧州チャンピオンズカップ（現欧州チャンピオン

ズリーグ）を連覇した。

記者会見では次のような質問が飛んだ。「この優勝は、指導者と

してのあなたにとって最高のものでしょう？」クラマーは答えた。

「私にとって最高の勝利は、日本チームがメキシコ五輪で銅メダル

を獲得した時だ」と。

日本政府は1971 年に勲三等を授章してクラマーへの感謝を示し、

日本サッカー協会は、2003 年に開館した日本サッカーミュージアムに

レリーフを掲額してその功績を称えた。医学におけるシーボルトの功

績を、クラマーはサッカーで成し遂げたといっても過言ではない。

晩年のクラマーは、南ドイツの保養地ライト・イム・ヴィンクル

で悠々自適の生活を送り、2015 年 9 月 17 日にこの世を去った。彼

の名は、日本サッカーの歴史の中で、これからも長く語り継がれて

いくであろう。「ダンケ・シェーン、ヘル・クラマー！」と。

※敬称略

参考文献：中条一雄「デットマール・クラマー　日本サッカー改革論」

ベースボールマガジン社　2008 年

写真左より、筆者、クラマー氏、中条一雄氏

Dettmar Cramer war ein großer Förderer des japanischen Fußballs. Im 

Jahre 1964, die Olympischen Spiele in Tokyo standen kurz bevor, wurde 

ein ausländischer Coach in die erfolglose japanische Fußballwelt berufen. 

Es war der vom Deutschen Fußball-Bund empfohlene, damals 35 jährige 

Cramer. Die Entwicklung die der japanische Fußball von nun an machte, 

kann nicht losgelöst von Cramer betrachtet werden.

Cramer wurde am 4. April 1925 im Herzen der Ruhrindustrie, in der Stadt 

Dortmund geboren. Schon in jungen Jahren spielte er Fußball, mit 12 Jah-

ren trat er dem Jugendfußballverein in der Nachbarschaft bei. Später spiel-

te er in der Jugendmannschaft des berühmten Fußballvereins Borussia 

Dortmund. Hier begenete er seinem Förderer und Vorbild Sepp Herberger 

(1897-1977). Herberger war lange Zeit Trainer der (west-) deutschen Fuß-

ballnationalmannschaft. Cramer wollte eigentlich Arzt werden, doch der 

Krieg zwang ihn das Gymnasium abzubrechen. Er wurde als Fallschirmjä-

ger einberufen und verbrachte die Zeit bis zum Ende des Krieges in Hol-

land. Nach einem Jahr als Kriegsgefangener kehrte er in seine Heimat 

Dortmund zurück. Der 21 jährige Cramer hatte seinen Traum Arzt zu wer-

den aufgegeben. Als Trainer ging er in das nahe gelegene Lippstadt. Auf 

Empfehlung seines ehemaligen Trainers Herberger wurde er bald Cheftrai-

ner des westdeutschen Fußball-Verbandes. Bei Deutschlands erstem Welt-

meisterschaftssieg im Jahre 1954 war Cramer, als rechte Hand von Trainer 

Herberger dabei.

1960 übernahm er auf Herbergers Gesuch, die Leitung der Japanischen 

Nationalmannschaft. Er pflegte zu sagen „Als Fußballtrainer ist man dem 

Schicksal ausgeliefert. Plötzliche Wendepunkte gehören dazu und man 

sollte sie klaglos hinnehmen.“ 

Cramer traf das japanische Team erstmals im Sommer des Jahres in Duis-

burg. Als die japanische Mannschaft an der Sportschule ankam, war das 

Erstaunen über die Dimension der Einrichtung groß. Auch Cramers Unter-

weisung überraschte sie. Statt sie in irgendeine besondere Taktik einzufüh-

ren, wiederholte er mit ihnen, in aller Gründlichkeit, grundlegende Techni-

ken wie Pässe und Kopfbälle. „Es ist wie in der Architektur. Ein stabiles 

Fundament ist die Voraussetzung für ein prächtiges Gebäude. Wenn diese 

Bedingung nicht erfüllt ist, bricht alles zusammen.“ so Cramer. 

Während sie trainierten betonte er die Wichtigkeit von Sorgfalt, indem er 

mit lauter Stimme „Genau!“ rief. Dies war das erste deutsche Wort was die 

japanischen Spieler sich merkten. Zu Beginn der Arbeit mit dem japanischen 

Team, studierte Cramer die Werke von Nitobe Inazō und Max Dauthendey. 

„Beim Training habe ich absichtlich Schlüsselwörter und Schlüsselphrasen 

genutzt“ so Cramer. Hiraus entstanden, einer nach dem anderen, die so ge-

nannten „Cramer-Zitate“, beispielsweise:

・Vergesst nicht den Geist des Samurais. 

・Fußball ist ein Spiegel des Lebens. 

・Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. 

・Für ein gutes Ergebnis, bedarf es guter Vorbereitung.

・ Fußball ist ein Sport der aus Jungen Männer macht und aus Männern 

Ehrenmänner.

・ Man sollte positiv durch sein Leben schreiten. Der Vogel singt schließ-

lich auch nicht in Moll, sondern in Dur.

Cramers Worte beschränken sich nicht nur auf den Bereich des Fußballs, 

sie enthalten eine Lebensphilosophie. Er, dem es nicht nur um die Qualität 

des Spiels ging, sondern auch um pädagogische Aspekte, machte die japa-

nische Mannschaft nach und nach stärker. Er zog Spieler wie Sugiyama 

Ryuichi, Kamamoto Kunishige heran, mit denen es die Mannschaft bei den 

Olympischen Spielen in Tokyo unter die besten 8 schaffte und bei den 

Olympischen Spielen in Mexiko bis zur Bronzemedaille. Der japanische 

Fußball hatte zur rechten Zeit den richtigen Mann gefunden. 

Auf der Abschlussfeier nach den Olympischen Spielen in Tokyo machte 

Cramer 5 Vorschläge die von da an zum Leitfaden des japanischen Fuß-

balls wurden: Erfahrungen in internationalen Spielen sammeln, die Ausbil-

dung eines Trainers, die Einführung des Ligasystems, die Einrichtung von 

Organisationen, die den Fußball beaufsichtigen sowie Spielfelder mit Ra-

sen zu unterhalten. Durch Cramer hat Japan die Maßstäbe des internatio-

nalen Fußballs erfahren. Am wichtigsten: die Einführung eines Ligasys-

tems. Die Bundesliga wurde 1963 in Westdeutschland eingeführt, auf 

Cramers Vorschlag hin kam es in Japan 1965 zur Gründung der Japan So-

ccer League. Diese wurde zur Grundlage der 1993 gegründeten J-League. 

Somit nahm die deutsche Bundesliga durch Cramer seinen Einfluss in Ja-

pan und ist mit dem gegenwärtigen Aufschwung eng verknüpft. Spricht 

man über die Geschichte des deutsch-japanischen Austauschs im Bereich 

Fußball, so ist dieser Abschnitt ein besonders wichtiger. 

Als der FC Bayern im Jahre 1975 unter der Leitung Cramers die Europa 

Meisterschaft (heutige Champions League) gewann, fragten die Journalis-

ten ihn, ob dieser Sieg für ihn der Höhepunkt seiner Karriere sei. Hierauf 

antwortete Cramer: „Der Höhepunkt meiner Karriere war, als Japan bei 

den Olympischen Spielen in Mexiko die Bronzemedaille geholt hat.“. 

Um ihre Dankbarkeit auszudrücken, verlieh die japanische Regierung Cra-

mer 1971 einen Orden und das, im Jahre 

2003 eröffnete Fußballmuseum Japans 

zeigt ein Relief zur Erinnerung an seinen 

Verdienst. 

Im Alter zog sich Cramer in den süddeut-

schen Kurort Reit im Winkl zurück, wo 

er bis zu seinem Tod im September 2015 

lebte. Sein Name wird in der japanischen 

Fußballgeschichte noch an viele Genera-

tionen überliefert werden. Danke schön 

Herr Cramer!

„Dettmar Cramer, der Förderer des japanischen Fußballs“  Zusammenfassung des japanischen Artikels

2011 年来日時にクラマー氏から
協会に贈られた色紙
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柳原 伸洋
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―ミュンヘンでの生活をつうじて ―

とドイツとドイツ

■ひさしぶりのドイツ滞在

　今回から、ドイツ・ミュンヘン滞在をテーマとしたエッセイを本誌で書かせていただきます。よろしくお願いいたします。まず

初回は、本連載の「モヤッとドイツ」というタイトルについて、いくつかの具体例を交えてお話しします。この時点ですでに、「モ

ヤッと」されている方も多いと思いますが。

　私がドイツと関わりはじめたのは、バックパッカー旅行をした 2000 年のことです。もちろん、沢木耕太郎の『深夜特急』の影響

です。一泊目のフランクフルト中央駅付近のホテルでは英語もまったく通じず、バカにされた感じがして、その夜は枕を涙で濡らし

たのでした……（遠い目）。その後、2001年のドレスデン滞在中に「9.11」が起きました。ドイツ市民の一様ではない反応が印象的

でした。犠牲者を追悼しながらも、アメリカニズムや資本主義について議論が百出しました。

　その後に、2006 年から 3年ほどポツダムとハレの大学に留学して、ドイツ現代史を中心に軍事史と市民社会論を学びました。こ

こで、長子の誕生。その後、2011 年 8月から翌年 3月までの短期間でしたが、在ドイツ日本大使館の調査員を務めました。ここで、

次男の誕生。

　今回は、2019 年 3 月末から 1年間の予定でミュンヘンに滞在します。所属はアウクスブルク大学です。長女も加わり、家族 5

人でのドイツ生活と相成りました。

■モヤっとして語りにくいドイツ

　私の本職は歴史学者ですが、日独協会のお仕事ではペンネーム・伸井太一で「ドドンとドイツ！」などのイベントに登場してお

ります。この連載エッセイでは、本名でモヤッとしたドイツについて書き綴ってみたいと思います。学問ではガチッとした論理性

を求められますが、モヤッとした曖昧な部分も大切にしたいからです。

　勘のよい方は気づいているでしょう。このエッセイ執筆の背景には、なんやかんやと日本とお付きあいの多いドイツを、「分かる

ように」書いた本が売れている出版事情があります。この連載は商業出版ではないので、あえて「分かりにくい」エッセイを書き

たいのです。「分かる」はスキッとするのですが、結果として「分けて」、「分かれて」しまいます。そうではなくて、微妙なところ

を綱渡りしつつ、読後にモヤモヤとして「あれは何なのだろう」と語り合えるような題材の提供、それが本エッセイの目標です。

　今回は、今まで住んでいたドレスデン、ベルリン、ハレなどではなく、バイエルンにやってきました。ここで感じるのは、ドイ

ツの多様さであり、体験すれば体験するほど一言では語れない複雑さなのです。

　ただし、日独協会の冊子ですので、すでにドイツと関わりのある方、これから関わろうとする方が大半でしょう（そう願います）。

そこで日々のドイツ体験から、ある種の「あるある（あるいは「ないない」も）」を紹介してエッセイを書き進めていこうと思います。

■最初にぶつかるストレスと忘れていること

　みなさん、最初にドイツに行ったとき、あるいは住みはじめた頃のことを覚えています

か。ドイツ未踏の方は、移住や引っ越しの体験を思い出したり、あるいはドイツ滞在を想

像したりしてみてください。

　最初のドイツ滞在、少なからぬカルチャーショックはあった（ある）と思います。意識

していなくとも、天井の高さ、石畳の感触、乾燥した空気、パンの匂い、人との距離感な

どは、「今までとは違う！」と五感と思考を揺さぶってきますし、自然と緊張を強いられ

ます。ここでは、色々と摂取する派と今までを守る派に分岐するかと思いますが、どちら

もショックへのリアクションでしょう。同時にアイデンティティも揺さぶられます。数ヶ

月も経てば、「ドイツ好き！」と「日本好き！」の２パターンへの分化の誘惑が迫ってき

ます。これらは、「分かりたい」欲望です。こう思うのは否定できないし、仕方のないこと。

　もちろん、私も含めて多くの日本からの移住者は、愛憎半ばでドイツと付きあっているの

が実際のところでしょう。しかしすぐに、「ドイツと比べて…がどうとかこうとか」と語りた

い欲望が頭をもたげてきます。これは、居酒屋談義や遊びとしてはアリですし私も嗜みますが、楽しいけども究極的には不毛なお話

です。いろいろな方から質問もされます。しかし、雑感は暫定的に答えつつも、頭の奥底では答えは保留し続けるようにしています。

■忘れがたきドイツの雰囲気

　さて、二週間も滞在すれば、私もすっかり「ドイツ・モード」になってきます。

　地下鉄の車内アナウンスは、操作を間違えたのかあるいは故障しているのか、「車外」でアナウンスされたり。バス停では、待て

ども待てどもバスは来ず、しばらくすると来るはずのバスの車番は掲示板から消えていたり。あとは、エスカレーターが壊れてい

たり、時計の針が 5時間後を指していることは日常茶飯事。

　「やれやれだぜ……」という感じもしますが、困っている人がいればドイツ語母語話者じゃないのに、「大丈夫ですか？」って聞

いてみたり、東京の地下鉄で感じる「とまどい」もなく、お年寄りを助けている。もちろん、助けられもする。

　なんなんでしょうか、この日常。研究者としての私は、これを市民社会論や現代史研究から解説しようとします。ただ、このエッ

セイでは「なんなんでしょう」でいったん保留しておきます。

　今回は、ドイツ経験者の方にはその雰囲気を思い起こしてもらい、未経験者は不思議な世界だと思っていただければと思います。

次回からは具体例をあげながら、「モヤッとした」ドイツについてお話しします。

著者プロフィール：やなぎはら・のぶひろ。京都府生まれ。北海道・東京・ポツダム・ハレで学び、在ドイツ日本大使館専門調査員、東海大学講師

を経て、現在は東京女子大学・歴史文化専攻准教授。専門は、ドイツと日本の空襲研究。編著に『教養のドイツ現代史』（ミネルヴァ書房）。ペンネー

ム・伸井太一では日独協会のイベント等に出演。著書に『創作者のためのドイツ語ネーミング辞典』（ホビージャパン）や編著『第二帝国』など。

新連載

ミュンヘン名物の白ソーセージと

ブレーズン（ブレーツェル）


