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表紙の言葉

Zum Titelbild

ベルリン独日協会との「漫画コンクール」打ち合わせの
ため 2 日間のベルリン滞在となった。いつもは
「ミッテ地区」
にホテルをとるが、今回は短期滞在で鉄道利用であること
からベルリン中央駅の近くのホテルに宿泊した。

Um den diesjährigen Manga Wettbewerb mit der DJG Berlin zu besprechen,
blieb ich zwei Tage in Berlin. Normalerweise übernachte ich im Bezirk Mitte,
aber wegen meines kurzen Aufenthalts und der Bahnverbindung habe ich mir
ein Hotelzimmer in der Nähe des Hauptbahnhofs (Hbf) genommen.
Wieder einmal wurden mir die schnelle Entwicklung und die Annehmlichkeiten dieser Umgebung bewusst. Der Berliner Hauptbahnhof wurde am 26. Mai
2006 anlässlich der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet. Jetzt sind er
und die nähere Umgebung mit S-Bahnen und U-Bahnen verbunden und Züge
aus ganz Deutschland fahren in ihn ein. Aus Süddeutschland gibt es Direktverbindungen zum Berliner Hauptbahnhof von München, Leipzig und Dresden, aus Norddeutschland von Hamburg und Rostock, aus dem Westen Deutschlands von Bonn, Köln, Düsseldorf und Hannover, was die Reisezeit enorm verkürzt.

改めて中央駅付近の発展のスピードと利便性を実感した。
ドイツでの FIFA ワールドカップの開催に合わせて、中央
駅は 2006 年 5 月 26 日に開業した。現在の中央駅はベルリ
ン近郊とは地下鉄、S バーンで繋がり、さらに特筆すべきは
ドイツの各地から直接アクセスしていることだ。南はミュ
ンヘン、ライプツィヒ、ドレスデン方面から、北はハンブ
ルク、ロストック方面から、西はボン、ケルン、デュッセ
ルドルフ、ハノーファー方面から直接中央駅に入ることが
可能となり、時間短縮ができる。

Ich trat aus dem Südausgang des Bahnhofs und erreichte sofort die Spree. Am
Ufer ankerten Ausﬂugsschiffe und in den schicken Cafés ging es lebhaft zu.
Über eine Fußgängerbrücke erreichte ich einen großen Park. Von diesem Park
aus kann man rechts eine Kanzlei und links den Reichstag sehen. Ich empfehle die gläserne Kuppel des Reichstags zu besichtigen. An dem Tag, an dem ich
da war, konnte man dank des schönen Wetters ein 360-Grad Panorama genießen. Auch das Brandenburger Tor kann man von hier aus in 10 Minuten zu
Fuß erreichen. Einkaufen „Unter den Linden“ ist ebenfalls empfehlenswert.

中央駅南口を出ると、すぐにシュプレー川に達し、岸壁
には遊覧船が停泊し、おしゃれなカフェーが賑わっている。
シュプレー川の歩行者専用橋を渡ると、大きな公園に達す
る。右手に首相府、左手に国会議事堂が見える。ここでは、
国会議事堂のガラスばりの展望台に登ることをお勧めする。
この日は晴天で市内 360 度、パノラマの絶景を堪能できた。
ここから徒歩でブランデンブルク門まで 10 分程度、ウン
ターデンリンデンでのショッピングもお勧めだ。

Der Berliner Hauptbahnhof ist der meistfrequentierte Fernbahnhof der Deutschen Bahn, mit drei Stockwerken über- und zwei unter der Erde und vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten. Hier kann man sowohl Shopping als auch Essen genießen. Besonders gefreut habe ich mich, dass sich hier auch ein Stand
der Berliner Spezialität „Currywurst“ beﬁndet.

中央駅は地上 3 階、地下 2 階のターミナルで、多くの商
業施設があり、ここだけでショッピングや食事を楽しむこ
とができる。ベルリン名物 Currywurst（カレーソーセージ）
のスタンドがあるのも嬉しい。
柚岡 一明（日独協会常務理事）
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シリーズ：1919年から現在を見る
第2回
今から 100 年前、1919 年のドイツは第一次世界大戦後の様々な事件と変革のただ中にありました。それらの出来事は国際協調や議会制民
主主義のあり方など現在の日独両国にも通ずる問題を提起しています。そこで本シリーズでは 1919 年の出来事とその後の展開を振り返り、
そこから現在への影響や示唆についても考えてみたいと思います。第 2 回となる今回はフリードリヒ・エーベルト財団東京事務所のスヴェ
ン・サーラ代表と研修生のトビアス・ヴィグマンさんに、「ワイマール共和国の教訓」についてその憲法に焦点を当てて論じて頂きます。

永遠の憲法 ? ワイマール憲法からボン基本法へ
執筆：トビアス・ヴィグマン
原稿チェック：スヴェン・サーラ
1919 年はドイツにとって波乱に満ちた幕開けとなった。前年の
11 月 9 日にドイツ社会民主党（SPD）の政治家フィリップ・シャイ
デマンが共和国の成立を叫ぶ以前から、既に議会制民主主義の前途
は多難であることが明らかとなりつつあった。この生まれたばかり
の民主政は共産主義と極右主義の集団によって絶え間なく攻撃され
ることとなった。そのような中で SPD は民主主義を支持する勢力の
筆頭であり続け、ドイツ帝国に引き続きワイマール共和国と戦後ド
イツにおいても重要な役割を担うこととなった。
SPD は 1875 年にフェルディナント・ラサールが率いる全ドイツ
労働者協会（ADAV）とヴィルヘルム・リープクネヒトおよびアウ
グスト・ベーベルが率いる社会民主労働者党（SDAP）が合流して
結成された。この時点での党は未だ社会主義の色彩が濃く、絵に描
いたような労働者階級の大衆政党だった。国家による数々の政治的
な抑圧にもかかわらず SPD はドイツ帝国において地歩を固め、必ず
しも政権には参加しなかったものの 19 世紀末から 1932 年に至るド
イツ帝国とワイマール共和国の帝国議会において最大の会派となる
ことに成功した。
ワイマール憲法を制定した 1919 年 1 月のドイツ国民会議に向けた
選挙で SPD は約 38% の得票という明らかな勝利を得、
2 月にはフリー
ドリヒ・エーベルトがワイマール共和国の初代大統領となった。
エーベルトは仕立屋の息子として多くの兄弟姉妹とともにハイデ
ルベルクの質素な家庭環境で育った。このような生い立ちは政界に
おける成功を約束するものではなかった。当時は労働者が社会の指
導的立場に就くことは非常に稀だったからである。国民学校の卒業
後に馬具職人としての職業教育を受け、1889 年には SPD に入党し
た。若年にもかかわらず彼は民衆や政治とのかかわりにおいてその
才能を発揮した。ブレーメンにおける政治活動を経て 34 歳にして
最年少の SPD 党役員に選ばれ、ベルリンへと居を移した。1912 年
には帝国議会議員に、そしてまもなく SPD 党首に選ばれた。1918
年にはまず非公式の帝国宰相となり、1919 年にはついに正式な共
和国大統領となった。彼はあらゆるドイツ人に対して公平に語りか
けるが、自身の社会主義的なルーツは捨て去らないとの信念を持っ
てこの地位に就任した。1925 年の死に至るまでエーベルトは生ま
れたばかりのドイツの民主政のために尽力し、それを左右からの攻
撃に対して守り続けた。このことから彼の死後まもなく民主主義の
振興のため、彼の名を冠したフリードリヒ・エーベルト財団（FES）
が設立された。
エーベルトの死後、反動的で最終的にアドルフ・ヒトラーを首相
に任命することとなるパウル・フォン・ヒンデンブルクが共和国大
統領に就任した。エーベルトを欠いたワイマールの民主政は変質し
始めた。ヒンデンブルクは、共和国に懐疑的な保守勢力を重用し、
大統領としての自身の権力を維持するために 1930 年に帝国議会を
解散した。このことは大統領に広範な権限を認めたワイマール憲法
（WRV）によって可能となった。
当時の
「世界で最も民主的な憲法」
（SPD 政治家エドゥアルド・ダー
2

ヴィットの 1919 年の言葉）は憲法の枠組みでドイツ国民に基本的
な自由権を保障していたが、その憲法自体を廃止するための根拠を
も含んでいた。この憲法はドイツ国（ワイマール共和国の正式名称）
とその州を王政から主権者国民を中心とする議会制民主主義の共和
国へと変えた。ドイツ国はワイマール憲法とともに、世界初ではな
かったものの比較的早く女性参政権を導入した国となった。立法、
行政、司法の間の権力分立はいわゆるチェック・アンド・バランス
をもたらし、民主主義を守るものとされた。労働組合と経営者団体
も憲法によってその存在と権利を規定され、社会国家の原則がしっ
かりと確立された。
この憲法の進歩性と対照的なことに、事実上ドイツ国民には民主
主義の経験が欠けていた。確かにドイツ帝国の時代から帝国議会の
選挙は存在していたが、議会の政治的権力は後のワイマール共和国
期と比べてはるかにわずかだった。大統領の直接選挙制と国民投票
の可能性も全くもって国民の政治的能力を超えていた。この観点か
らすると WRV は「近代的すぎた」と表現し得る。他の問題点とし
ては阻止条項が存在しなかったことが挙げられる。阻止条項がない
場合、たった 1 つでも議席を持っていれば政党は議会に参加できる。
このことは民主的だが、ワイマール共和国における政府の形成をた
びたび著しい困難に直面させた。帝国議会では小政党と泡沫政党の
ために議席が著しく細分化され、政府形成のための連立交渉と議案
の採決は極めて大きな時間と労力（および政治理念）の犠牲と結び
付いていた。州の間の格差も解消されておらず、帝国議会上院にお
いて人口に応じて州代表に与えられた州の投票権においてはプロイ
セン州が帝国時代から引き続き最大の票数を握っていた。権力分立
は確かに国家権力を分割したが、その分割は不均等であった。司法
権のトップにあたる国事裁判所と、首相に対して優越的な地位に立
つ帝国議会は、はるかに強力な権限を有する共和国大統領と対峙す
ることとなった。大統領は国民から直接選ばれるため非常に大きな
民主的正当性を享受していた。大統領は望めば何度でも再選される
ことも、帝国議会を解散することも（WRV 25 条）
、国家が緊急事態
に陥った場合には自ら法律を制定し、首相を任命することもでき（48
条）
、さらに軍隊の最高指揮官でさえあった（47 条）
。憲法の実際の
運用においてはヒンデンブルク以降にこの政治権力的なアンバラン
スが利用しつくされることとなった。国民の憲法上の諸権利が法律
へと適合させられ、そのような形で容易に停止させられ得ることと
なった。そして何よりも重大なことに憲法のどの条項も改廃に対し
て特別に守られておらず、帝国議会における 3 分の 2 の賛成で変更
することができ、そのようにして民主政を廃止することができた。
第二次世界大戦後は新たな憲法、
「基本法」の時代となったが、
その生みの親たちはワイマール共和国の失敗から学んだ。基本法の
中核となる部分（1 条，20 条および連邦制原則）については「永久
条項」が定められ、民主制は自らを保護および維持することが可能
となった。永久条項は憲法の基本原則、すなわち人間の尊厳の不可
侵、民主主義、連邦制国家、共和国、法治国家および社会国家の原
則の改廃を不可能としている。強すぎる権限を備えた共和国大統領
は、ほぼ象徴的な役割のみを担う連邦大統領に取って代わられた。
その代わりに連邦首相はより大きな権限を与えられ、議会すなわち
連邦議会が民主制の中心に据えられた。このようにしてドイツの民
主主義は「戦う民主主義」となった。ワイマール共和国で生じた展
開からの教訓は、こうして憲法をめぐる実践として実現された。
今日，民主主義は再び右派ポピュリズムと極右主義の諸集団によ

る挑戦を受けている。ブレグジット、トランプ氏の大統領就任ある
いは難民への執拗な攻撃、いたるところでそれらの集団が関与し、
自らの利害を貫徹するために人々の漠然とした不安を悪用してい
る。それらのうちの比較的穏健な集団は、複雑な諸問題に対するシ
ンプルな解決策があると称してそれを約束することによって、ある
いは故意に誤った情報を流すことで民主主義のシステムを攪乱し、
過激な集団は、政治家のヴァルター・リュプケが極右主義者によっ
て殺害された先日の事件
（※）
が示すように、殺人をも辞さない。ワ
イマール共和国の経験によってドイツはそのような動きに対抗する
備えができており、その歴史が繰り返すことはないだろう。
右派ポピュリズムと極右主義の危険に対処するために、諸政党と
市民社会は互いに、そしてそれぞれの内部で協力せねばならない。
しかし現在議論されている、そのような思想の危険人物に対する基
本権の剥奪は、基本権が基本法の核心をなしていることから考えて
解決策とはなりえないだろう。その基本法の核心部分を変更してし
まえば、その民主的正当性を弱めることとなり、最終的には意図せ
ずして過激主義者を利することとなる。

ドイツ経済の動き

ドイツ連邦共和国の基本法は 1949 年から現在までに既に 60 回
以上の改正を経験しているが、永久条項によりその中心となる精神
は保持されている。その精神はある 1 人の政治家やある特定の政党
の移り気の結果として疑問視されることができないようになってお
り、今なお変わらず広範なコンセンサスによって支えられている。
【註】
※ヴァルター・リュプケはヘッセン州の政治家。カッセル市幹部と
して難民受け入れに寛容な姿勢を示したことで中傷・脅迫を受けて
いたところ，
2019 年 6 月 2 日に自宅で射殺された。極右主義者のシュ
テファン・E が犯人として逮捕され，現在公判中である。

【著者略歴】
トビアス・ヴィグマン：
ベルリン自由大学と京都大学で政治学を専攻。
教養学士
（Bachelor
of Arts）取得の後，
パリ政治学院の公共政策専攻修士課程に在籍。
スヴェン・サーラ：
上智大学教授（日本近代史）
。フリードリヒ・エーベルト財団日本代表。

第 58 回

豊かなドイツのシニア
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）

高齢者の大部分が快適な生活
日本では老後の生活費が 2,000 万円も不足すると発表されて、大きな議論を呼びましたが、ドイツの年金生活者の収入や将来の
見通しはどうでしょうか？
連邦労働・社会省の 2015 年のデータによると、65 歳以上のシニア世代の収入（年金以外の所得を含む）は次の表のとおりです。
西部ドイツの夫婦の場合でみると、12 か月にすると約 3 万
1,300 ユーロで、現役世代の平均賃金約 3 万 3,500 ユーロを少
世帯の形態
全体
西部ドイツ
東部ドイツ
し下回る程度です。
夫婦
2,543
2,611
2,260
アレンスバッハ世論調査研究所が 2017 年に行った調査でも
単身（男性）
1,614
1,611
1,394
単身者を含む 1 か月の世帯収入はネットで 2,410 ユーロと、左
単身（女性）
1,420
1,431
1,372
表に近い結果が出ています。家計の状態に関する質問に対して
は「非常に良い」と「よい」という回答が多く、合わせると
62％を占め、
「まずまず」を加えると 90％を越えています。また、家賃、食料品、衣料など経常経費を差し引いた余裕資金は平均
すると月 628 ユーロだったといいます。こうしてみると、現在は高齢者の大部分が快適な生活を送っているといえるようです。

（1 か月あたりユーロ、税・医療・介護保険料差引後）

欠かせない将来のための備え
連邦労働・社会省の 2015 年のデータによると、高齢者全体で見た収入の内訳は下表のようになっています。
高齢者所得の大半を占める法定年金は一般の被雇用者を対象とする制
度で、就業者の 8 割近くが加入しています。2017 年の標準支給額は 1,396
法定年金
63.0
ユーロで、現役世代の賃金の 48.3%（＝年金水準）とされています。し
そ の 他 の 年 金（ 公 務 員 の 恩 給、
14.0
かし、加入期間などの条件が厳しいほか、さまざまなケースがあって、
自営業等職種別老齢保障など）
一概には言えませんが、実際の支給額は男性で 1,071 ユーロ、女性で 875
企業年金
7.7
ユーロ（2017 年）と算定されています。
個人保障（生命保険等）
7.6
ドイツの法定年金制度が日本の制度と大きく異なる点は、年金積立金
その他（報酬、利子・配当等）
7.0
がほとんどなく、現役世代の保険料がそのまま受給者にわたる仕組みに
なっていて、雇用や賃金の動向がそのまま年金に反映されることです。
公的給付（生活保護等）
0.7
このところは順調な経済を反映して就業者数の増加と大幅な賃上げが続
いており、今年も 7 月 1 日から西部ドイツで 3.18％、東部ドイツで 3.91％の年金引き上げが行われました。この調子でいけば、
2032 年の標準支給額は現在よりも 40％近く多い 1,994 ユーロになると予想されています。
しかし、ドイツも将来的には少子高齢化が進み、保険料を現在の 18.6% から 22.5% 程度に引き上げても 2032 年には年金水準が
45% を割ってしまうとみられています。ヨーロッパの中でも資産が少なく、普通は退職金もないドイツ人としては、年金の行方は
最大の心配事です。
このため、政府は有利な個人年金制度を用意し、合わせれば現役世代の 50% が維持できるよう、国民に加入を呼びかけています
が、反応は芳しいといえないようです。
収入源

割合（％）
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ベルリン、ものづくりの現場から

設計士から見た「ドイツの Tischler と日本の木工職人」事情
内田利惠子（建築設計室 Morizo - ベルリン事務所）
欧州のデザインやドイツの木工技術と木の文化を見たくて一年滞在することを決めたの
は渡独１年前のこと。日本で 20 年以上、主に住宅建築設計をしてきたが、この仕事はとて
もやりがいもあり楽しい。でも、実際に設計やデザインを形にしていく職人さん達のもの
づくりへの思いを見るたび、職人さんってかっこいいな、素敵だな、といつも思っていた。
日本では職人の高齢化が進み、また技術を持っているけど小さい家族経営的な工房がどんど
んとやめていく状況。それがここ数年加速しているように思う。それを見る度に、
もったいないな、
どうやったらいい仕事を続けてもらえるのかなと思い始めた。これまで 30 ヵ国以上歩いてきたが
どの国に行っても、
「やっぱり日本の素材や技術は素晴らしい」と実感する。だから、それを支
えてきた生産者さんや職人さんたちがもっと評価されてもいいのじゃないかと思えて仕方がない。
そんな思いが募るうちに、マイスター制度があるドイツでは職人さんがどんなふうに働き、活躍しているのか、その制度がどう
機能し、技術がどう継承されているのかと関心を持ち始め、ドイツの文化や市場も含めじっくりこれを見てみたいと思った。
ベルリンに来て 6 か月が過ぎ、ようやく少しずついろんなことが見え始めている。苦労したフリーランスビザが下りたことで滞
在を 2 年に延ばし、3 ヶ月前からドイツ人と日本人のご夫妻が経営する工房の片隅にデスクを借り「Morizo- ベルリン事務所」を開
設。間近でドイツのものづくりや市場の動向を見ることができるのもありがたい。
この「Takumi」という Tischlerei（木工製作所）は障子や畳など日本のものを制作・取り
扱いしている。日本の線の細いデザインでドイツの背の高い建具を作るには技術や経験が
欠かせない。
「Takumi」ではドイツの木を厳選し、日本の和紙を用いて本物を作る。日本の
技術を知ってこれらを作ることができる工房はまだ少なく、欧州中から問い合わせや注文
が入る。本物が欲しいという人にちゃんとしたものを提供することで、また日本のイメー
ジや工房に対する評価が上がり、リピート発注に繋がっている。この現象は想像以上で日
本人としてとても嬉しい。そして、こちらでは日本の技術が高く評価されていることがう
らやましく、とても興味深い。
日本でも国家技能試験や技能士の称号はあるものの、その資格に求められる高い技術と、
世間の評価に大きなギャップを感じる。その点、ドイツではマイスター制度がしっかり確立さ
れていて認知度や評価度も高く日本からこれを目指して学びに来る人もいる。でも、実際にドイツに来てみると、なかなかドイツにも
厳しい状況があることを知る。マイスターやゲゼレ（約３年の見習いを経て取得するマイスターになるには必須の国家資格。
）を目指
すには時間や費用も掛かり、修業も厳しい。マイスターの称号を貰えた人は表彰式に家族も駆けつけるほど名誉である点は日本と大き
な違いかもしれないが、ホワイトカラーを目指す人が増え、職人の後継者育成がなかなか大変そうだということも現実問題としてある。
建築分野でも IT 化が日本よりも進んでいる印象を受けるが、これを導入して量をこなしコストを抑え、マーケティングができる
ことでマス市場に対応していくことは不可欠。一品生産の良さを自ら発信できない場合はマス市場に埋もれてしまう。この辺りは
日本と全く同じだと感じる。
ドイツの暮らしに合わせて作る障子

世界中どこでも、インターネットで安価なものが探せ、新商品が日々生まれ、モノや探
し方の選択肢が増えている。この流れに対応しないでいると後継者どころか注文が減り経
営が厳しい状況になってしまう。現実は技術だけでは生き残れない時代となっている。手
工業から始まったマイスター制度も、コンピュータ化に対応するプロフェッショナルや営
業・販売系マイスターなど、新たな分野が増え世の中に合わせ多様化しているようで、今
後も変化していくと思われる。
人の手で作られる、特に木など自然素材を使った「ものづくり」に関しては、世の中の
スピードがどんなに早くなっても、修業時代に叩き込まれる基礎知識や、実践経験、素材
を読む目力や応用力なしではいくら機械化が進んでも本当のいいものは作れない。エコ意
ベルリンにある木工工房「Takumi」の様子
識の高いドイツでは「環境にやさしい長く使えるもの」を求める人や、そういった活動を
支援する動きも多い。日本でも最近は特に若い人を中心に、次世代のことを考えた製品を選ぶ人が少しずつ増えていることも感じ
る。そういった層にはドイツの Tischler、日本の木工職人の活躍の場がまだまだあると思う。私はそう信じたい。
イメージ通りのドイツと、そうでないドイツ、見えていなかった日本と、離れてわかる日本、環境への配慮、木の活用促進、技
術者不足、進む IT 化と残すべき伝統など意外に日本とドイツは同じような課題を抱えているように思えてきた。欧州でも日本のも
のを欲しい人達に対して、暮らしに合う提案やデザインができれば、日本の現代生活にも会う和室が提案できるのではと、只今リ
サーチ＆試行中。これから経験することを設計士の目を通して、適宜、日本の皆様にも報告したい。木を使った日本建築の技術の
すばらしさを理解頂ければ嬉しい。
日独の優れた技術が途絶えないように、
そして次世代に残せるものづくりが続くことを願いつつ、
あと 1 年半の滞在で多くを学び、
大いにドイツを楽しみたいと思う。
著者プロフィール：建築設計室 Morizo大阪市内で設計事務所を主宰。木や天然素材や職人さんが大好き。
残したくなるものをデザインすることを目指して日々邁進中。
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―ミュンヘンでの生活をつうじて ―
柳原 伸洋

その２：今まで「聴いていなかった」音
■ミュンヘンのモヤっと？

前回に引き続き、ミュンヘンから「モヤっとする」エッセイをお届けしたいと思います。ミュンヘン生活の端々で違和感に襲われ
ます。ドイツの長期滞在は 7 年ぶり。この違和感の原因は、以前はベルリンに住んでいたこと、私が年齢を重ねたこと、そして日本
でも「ドイツ」について考え続けてきたことなどにあるかもしれません。または最初のドイツ滞在時の「新鮮な感覚」が失われてき
たこともあるでしょう。しかし、ここでドイツを分かった気にならずモヤっとを抱え続ける「苦行」
、私はこれを選択しました。
では、ミュンヘンの日々の生活で感じた、この「モヤっと」を今回もお伝えしたいと思います。

■トルコ語から見聞きするドイツ
突然ですが、トルコ語を学びはじめました（毎日 10 分程度です…）
。学びはじめた理由は違和感をスッキリさせるためというわ
けではありません。ただ正直なところ、都市の見え方・聴こえ方を少し変えてみたくなったのです。実際にトルコ語を通じて、自
分が今まで見聞きしてきたドイツ社会のなかに新鮮な風景が立ち上がってきました。
トルコ語を少し知るようになり何が変わったのでしょうか。まず、ケバブ体験が変わります。ケバブ屋の店の看板の簡単な単語
なら読めるようになるのです。たとえば、
「メルハバ（Merhaba）
」は、
「こんにちは」です。これだけでも風景がかなり異なって迫っ
てきます。実は、街で見かける「トルコ風」の人びとの何割かはトルコ語を話しておらず、別の地域出身なのです（具体的にどこ
かは結局は分からないのですが…）
。
また、トルコ系の人びとがたむろっているケバブ屋やコーヒーショップに長居できるようになりました。これは私自身に、未知
への恐怖や偏見のようなものがあったことが明らかになった瞬間でした。もちろん、
実際に「物騒な場所」に近づくことはしません。
ただ、トルコのおじさんたちの会話を流し聴きしていると、会話全体の一割くらいはドイツ語に切り替わることに気づきます。こ
こからは、彼らがドイツで長きにわたって生活しているということがうかがえます。
ドイツで「ドイツ語」に囲まれていると思っていた生活、しかし実際は「ドイツ語だけ」に限定されない、多様でモヤモヤした
環境に私は生きています。

■日常風景の音
先日、ミュンヘンの地下鉄車内での体験です。ギターを持った男性が車内に入ってきてギターで演奏と歌を披露しました。私が驚
いたのは、3 割くらいの乗客が拍手を送ったことです。ベルリンでは車内で演奏する人を多く見かけましたが、ミュンヘンでは珍し
いので拍手が起こったのでしょう。ミュンヘンでは車内演奏は禁止されています。実はベルリンでも禁じられていますが、ミュンヘ
ンは地下鉄の公告に書かれているほどの厳しさです。だから、ミュンヘン滞在三ヶ月目にしてはじめて演奏者に出くわしたのです。
ミュンヘンでは、
失業者が窮状を語って寄付を募る行為も車内では見かけません（駅を出たところではたまに見かけます）
。彼ら・
彼女らにお金を渡す行為自体が、交通局の管轄地では禁じられています。
また、駅構内や駅付近の演奏もミュンヘンではほとんど聴きません。観光客の集まるような中心部では、市交通局が地下鉄ホー
ムでクラシック音楽をスピーカーから流しています。優雅だと思われる方もいるかもしれません。私も嫌いではないです。しかし、
ひとつの音が流されているということは他の音が消されているということ、別の音を閉め出しているとも考えられます。もちろん、
この管理の範囲を決めるのは交通局ですが、
「公共」の音が支配されているとも言えるでしょう。

■「聴こえない」と「聴こうとしない」の間
いつも「モヤっと」した気持ちを抱いて生きている私は、
ここにミュンヘンあるいはドイツの「清潔さ」と重なるものを見てとっ
てしまうのです。人は「自分に住みよい」環境を作ることで、何かを排除していることに普段は気づきません。また作り上げた環
境は、自分たちにとって心地よいことが多いので批判も起こりにくいわけです。
今年 2019 年、ベルリンの壁が開放されてから 30 年が経ちます。そこで、
「壁」
についても考えてみましょう。壁が日常化すると
「向こう」
の風景は見えません。
わざわざ見ようとしなくなってきます。さらには耳を傾けようともしなくなる
でしょう。感情的にはやむを得ないことだと思います。
最後に、もう一つ音と壁について。実はミュンヘン市内では、難民の居住区
の周りに防音用の壁が建築され、
議論を呼びました。実は「聴こえない」ことと、
「聴こうとしない」ことは日常では同時に存在しています。さらに、私たちが
壁の向こう「を」見聞きしないのか、壁の向こう「から」見聞きされないのか
も表裏一体なのです。
「モヤっと」を抱え続ける意味のひとつは、ここの事実

ミュンヘンの難民居住区の壁

に敏感であり続けるということかもしれません。
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。編書に『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。
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8 月の活動報告
6
ドイツ語講習会

2019 年度上半期コース
火〜土曜、協会セミナールームで開講
Deutschkurse in der JDG
April 2019 - September 2019
jeden Di.-Sa.
ドイツの物語を読みましょう
6/12 ㈬ 14:00 〜 15:30
Märchenstunde
Datum: Mi., 12.6.19, 14.00-15.30
今回は Das Rätsel（なぞ）の続きを読み
ました。王子はお姫様に
「1 人も打ち破っ
ていないのに、12 人を打ち破った。それ
は何？」という謎を出しました。姫は当
然それを解くことができませんので、夜
王子の寝言を聞きに、部屋に忍び込びま
した。そこで、王子は寝ているふりをし、
姫に「カラスだ」という答えをわざとば
らしました。しかし、姫のマントを盗み
ましたので、姫がアンフェアな方法で謎
を解いたということがばれてしまい、二
人は裁判所の判決により（王子の望む通
り）結婚する事になりました。このメル
ヘンの趣旨は何だろう？謎です（笑）
参加者からは、
「本当の英雄は裏でいろい
ろ手伝った王子の召使だ！」という指摘が
ありました。確かに！ちょっとエゴイストっ
ぽい王子より、召使の方がずっと素敵に見
えました。ひょっとして、毒入りカラスを最
初から食べ物ではなく、武器として使う予
定だった、
とても賢い人かも !?（鎌田 タベア）
ドイツ時事問題研究会
6/15 ㈯ 15:00 〜 17:00
ドイツパンの店タンネ（日本橋浜町）
Studiengruppe „Deutschland aktuell”
Datum: Sa., 15.6.19, 15.00-17.00
Ort: Deutsche Bäckerei TANNE,
Nihonbashihamacho
トランプ大統領の訪日をめぐるドイツ主
要紙の報道ぶり、1 人の若者が YouTube
で政策の具体例を引き合いに展開した
CDU 批判とその反響、メルケル首相が
ハーバード大学の卒業式にあわせて同大
学名誉博士号を授与され、世に出る未来
の指導者たちに向けて行った記念スピー
チの概要、専門職移民法など移民・統合
関連 7 法案の連邦議会通過、欧州議会選
挙・ブレーメン州議会選挙・世論調査な
どに見る緑の党の躍進とその背景要因な
ど、最近のトピックスを紹介。
「異文化コミュニケーション」
に関連テー
マとして、大町さんからドイツの労働者
派遣制度と同一労働・同一賃金への動向
について説明を受けた。生産性に関連し
ては、磯田さんから高度の資格が必要な
教員制度、佐藤さんから大学教授資格の
必須条件について報告を受け、活発に議
論した。（伊崎 捷治）
独逸塾
6/17 ㈪ 18:25 〜 20:20
Gesprächskreis: Neuigkeiten aus
Deutschland
Datum: Mo., 17.6.19, 18.25-20.20
参加 20 名。4 月 30 日付のドイツ人記者
Katharina Sperber の皇室の記事を読む。1．
天皇の使命、2．国民との関係、3．日本
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独特の年号と権威の印、
4．天皇の起源、
5．
1945 年君主制の転換とポイント、と 5
点あげ述べている。3 種の神器は、剣が
勇気、鏡が知恵、玉が仁を意味すること
や、現在の天皇が 126 代目であることな
ど、よく調査された内容である。ただ 20
万人の慰安婦の虐待を含め人権侵害が
あったのとの記述にはいろいろ反論もあ
り正しい報告でないとの意見もあった。
2 月 9 日 SPIEGEL 誌のドイツの学校での
いじめ問題の記事を読む。ベルリンの小学
校でいじめを理由に少女が死亡したことに
関し、記者が生徒、母親、先生を取材し
現状を報告している。日本のいじめ対策に
参考となる点が示されている。1．いじめ
られている生徒が行動を起こしている。耐
えられなくなったら転校する。いじめられ
たら自己防衛するため言い返し反撃する。
2．いじめにあえば親や先生に相談し事情
によっては精神科医の力を借りる。
いじめる側の親も防御を固め「子供を重
罪犯人扱いするな」とか「自分の子供が
そのようなことするはずない」と言い張
るのはドイツらしい。
（森永 成一郎）
シュプラッハ・カフェ
6/18 ㈫ 14:00 〜 15:30
Sprachcafé
Datum: Di., 18.6.19, 14.00-15.30
故郷はいつも私たちの心の中にある。旅
に出ると故郷を感じ、育った場所につい
て思い出す。だけれど、故郷とは何か、
それぞれが心に思い描くことを言い表す
ことができるだろうか？これへの答えを
探すため、最初、プレゼンテーションで
私が生活したことのある故郷を紹介し
た。故郷についてのディスカッションを
始めるために、まず故郷を定義してみた。
「Anywheres と Somewheres」 と い う（ デ
ヴィット・グットハルト氏による）人々
（マーシャル・マクルハンに
の区分けや、
よる）
「グローバル・ヴィレッジ」につい
て、そして、
「グローバル・シティ」や「ノ
マドワーカー」についても意見交換した。
世界はグローバリゼーションによって「故
郷喪失」となるのか、もしくは故郷は従来
と同じような価値を持ち続けるのかについ
ても話し合った。驚くべきことに、ドイツで
は 19 世紀には郷土保存の考えが取り入れ
られ、20 世紀初頭には法的に定められた。
日本では、人が故郷について考える時、先
祖の土地に対する良い思い出が、常に心の
故郷となり、きわめてポジティブな感情を
抱くようだ。
（ルカス・シュルツ−レノック）
シュタムティッシュ
6/20 ㈭ 14:00 〜 16:00
ビヤホールライオン銀座七丁目店
Stammtisch
Datum: Do., 20.6.19, 14.00-16.00
Ort: Bierhalle Lion Ginza 7chome
今回は 12 名にご参加頂き、そのうち 2 名
が初参加で、参加の理由は、お一人はタ
ンデムパートナーを探したいとのことで、
もう一人は大手メディアに努めておられ、
ドイツに仕事で行かれるので、そのため
に少し情報が欲しいということでした。
現在では、大学に行く目的に日本とドイ

ツでは違いがあること、ドイツは基礎研
究に価値を置き、日本はどちらかと言え
ば、応用研究に注力するというような違
いが顕著である等が話題となりました。
更に外国語に強い関心を持ち、すでに 5
か国語をマスターしている方が、ドイツ
語を新たに学びたいということで、日独
協会の研修生で、今回 2 回目の参加と
なった Lukas 君が大いに活躍していまし
た。参加者の多くが年配者であるため、
ご自分の現役時代の話題などで 2 時間が
過ぎて、散会となりました。
（出原 悠）
運営委員会
6/24 ㈪ 15:00 〜 17:00
Ausschuss für die Geschäftsführung
Datum: Mo., 24.6.19, 15.00-17.00
【議題】
2019 年度 5 月末決算と現在の基本財産
及び法人会委員推移：
宇治主事が資料に基づき説明。
【報告】
1．小野新運営委員の紹介：柚岡常務理
事による経歴紹介の後、
小野氏自己紹介。
2．全国日独協会連合会年次総会報告：
柚岡が資料に基づき報告。次回連合会年
次総会は 2020 年 4 月 24 日に決定。
3．ボンにおける独日協会連合会年次総
会報告：柚岡が資料に基づき報告
次回独日協会連合会総会は 5 月にフラン
クフルトで開催が決定。
4．漫画コンクールの進展：柚岡が資料
に基づき報告
5．6 月 7 日評議員会指摘事項：柚岡が
資料に基づき報告
6．事務局体制：柚岡が口頭にて報告
田辺事務局長退職後の体制として、経理
のアシスタントを募集し、うち 2 名を面
接後に宮崎氏の採用を決定、
現在引継中。
会員懇談会サロン
6/24 ㈪ 18:00 〜 20:00
JDG-Mitgliedertreff
Datum: Mo., 24.6.19, 18.00-20.00
テーマ「ウィ―ンの反ユダヤ主義の歴史
と現状」
昔からキリスト教徒はユダヤ人がキリス
トを殺したとして「神殺しの罪」を着せ
て攻撃してきたが、19 世紀半ば以降ユ
ダヤ人解放が始まり、対プロイセン戦争
（1866 年）敗戦後、オーストリアで絶対
君主制から立憲君主制に代わると宗教的
な規制を排した新憲法 19 条で諸民族の
平等が謳われ、同化ユダヤ人は社会にお
「自由主
ける自由な活動が保証されて、
義＝ユダヤ主義＝資本主義」へと変化、
巨万の富を蓄えた彼らは、これまでとは
別の反ユダヤ人運動を誘引、1870 年代
末に反ユダヤ主義へ。これを利用してキ
リスト教社会党を第一党にしたのが、ル
エ―ガーでウィ―ンにいたヒトラーには
理想的政治家と映った。一方で反資本主
義を唱える社会民主党も、オーストリア
では反ユダヤを政治スローガンにして
戦ったが党員には同化ユダヤ人が多く、
社会主義とユダヤ主義が同義語化。ウィ
―ンでは、反ユダヤ人運動が激化。これ
までの同化努力を捨ててユダヤ人国家建

6 月の活動報告
設へと向かう。1897 年、スイスのバー
ゼルで第一回シオニスト国際大会が開催
されてこれが同化 / 未同化ユダヤ人の対
立を呼び、20 世紀になると人種的、反
ユダヤ主義的傾向を強め、キリスト教社

会党の機関誌は、
「現代の反ユダヤの本
質は同化の動きを阻止すること」とし、
ナチへとつながった。第二次大戦後もユ
ダヤ人に対する偏見は残り、20 世紀末
にもこの風潮は変わらず、オーストリア

千 客 万 来

自由党は、排外主義を標榜して難民排斥
を主張している。（金谷 誠一郎）
※記載のないものは協会セミナールーム
で開催

柚岡 一明（日独協会常務理事）

去る 4 月 16 日、フォルカー・シュタンツェル会長は新潟での全国日独協会連合会総会への参
加の前に東京にて古森会長を訪れました。
フォルカー・シュタンツェル会長は 2010 年 10 月から 2014 年 9 月まで在日ドイツ大使を歴任、
2018 年 5 月より独日協会連合会会長に就任し、今回は就任挨拶も兼ねて両連合会の今後の交流
について意見交換いたしました。
ベルリン独日協会のベルント・フィッシャー会長も来日。フィッシャー会長は 2018 年 3 月に
就任し、挨拶を兼ねて 6 月 7 日に日独協会の役員等とフランクな意見交換をいたしました。今
年はベルリンと東京が友好都市 25 周年にあたり、両協会は記念事業として「漫画コンクール」
や「若者のホームステイ」を共同実施します。
フォン・ヴェアテルン在日大使は 6 月末の離任を前に、日本記者クラブの記者会見で在任期間 5
年 4 カ月を振り返り、冒頭で、日独関係は政治・経済レベルとともに多くの分野、例えば日独企業、
日独大学、更に独日協会・日独協会の関係が良好であることに言及したことは特筆すべきことです。
これからも日独人物往来を会報でも取り上げてまいります。

シュタンツェル会長と古森会長

日独MANGA コンクール
今年、東京とベルリンは友好都市提携 25 周年を迎えます。この記念すべき年に、
（公財）日独協会とベルリン独日協会の共催で、漫画
コンクールを日独同時開催いたします。このコンクールは「漫画を通じて日独青少年の友好を深める」ことを目指しています。今年のテー
マは「ベルリン／東京に行かなくちゃ！」です。人々がベルリン、あるいは東京に行きたくなる、行かなければならない理由を、漫画で
表現してください。皆さんの力作をお待ちしております！
〈募集要項〉
主 催 者：
（公財）日独協会、ベルリン独日協会
後
援：在日ドイツ連邦共和国大使館
テ ー マ：「ベルリン／東京に行かなくちゃ！」
ストーリーはベルリンに行く場合、あるいは東京に来る場合の両方可
参加部門：成人部門（20 歳以上の個人またはグループ）
ティーン部門（13 歳から 19 歳の個人またはグループ）
※年齢は 2019 年 9 月 30 日現在
作品の形式：A4 サイズ 8 ページもしくは 16 ページ、表紙も枚数に含む。
白黒（表紙のみカラー可）
応募受付：紙媒体（コピー）による応募のみ受付。オリジナル原稿は受け付けません。
必ず郵送ください。
応募締切：2019 年 9 月 30 日（当日消印有効）
入
賞：成人部門の大賞は「全日空によるドイツ往復航空券
＋ベルリンでの二週間のホームステイ斡旋」※
その他、各賞を予定
※グループでの参加の場合は 1 名を対象にする。
応募等につきまして、詳細は協会ホームページもご覧ください。http://www.jdg.or.jp/

© Mutsuko Tomita

寄付のお願い
初めての試みであります日独合同の漫画コンクールの開催にあたって、出来るだけ多くの皆様にご注目頂きたいと願っております。
11 月 15 日から 12 月中旬にかけて、ベルリン市庁舎にて表彰式、展示会を開催し、また東京では 1 月に文京区シビックセンターでの表
彰式、展示会、2 月には OAG（ドイツ東洋文化研究協会）にて展示会、講演会を開催する予定です。只今、事前の広報活動に注力し、
多くの皆様にご来場頂きたいと考えております。
そのためには、協会の予算だけでは不足しており、各方面から寄付金をお願いすることになりました。すでにドイツ大使館からは趣旨に
ご賛同頂き、展示資材経費として助成金を頂いております。
会員の皆様にも本趣旨にご賛同頂きまして、何分のご配慮を賜り、ご寄付いただければ幸いと存じております。なお、法人会員の皆様に
は個別に入賞賞品のご寄付をお願いしているところです。
本趣旨にご賛同いただけます場合は、下記の E-Mail あるいは Fax あてにご連絡頂きますと、ご寄付申込書をお送りいたします。必要事
項をご記入の上、
指定の口座に振込にてご送金頂けますでしょうか。 寄付金は一口 5000 円とさせていただきます。ご寄付頂きました方々
には表彰式や展示会に優先招待させて頂きます。E-Mail：jdg@jdg.or.jp FAX:03-5368-2065
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