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ベルリンの壁―歴史の解釈、利用とその限界―

　博士論文の史料調査の一環で、9月にベルリンに滞在しま

した。シリーズ「1919 年から現在を見る」で取り上げてい

るように、今年はヴァイマル共和国の建国 100 周年です。し

かしより現在に近く、よりベルリンに関わる出来事と言えば、

今年は 1989 年のベルリンの壁崩壊の 30周年でもあります。

　壁（崩壊）の痕跡は 30 年後の現在も―平和革命の記憶、

歴史の教訓、観光の目玉など―様々な形でベルリンに息づ

いています。壁崩壊の現場となったブランデンブルク門は、

観光スポットであると同時に、東西ドイツの分断、そして

それ以上に東ドイツの平和革命とドイツ統一の象徴となっ

ています。ポツダム広場とトポグラフィー・オブ・テラー

周辺の壁は、トポグラフィー自体はナチスに関するもので

すが、分断とその歴史的教訓を伝えています。ツィマー通

りにある、壁を越えようとして射殺されたペーター・フェ

ヒターの記念碑は、より直接的に分断の非人道性を物語っ

ていると言えるでしょう。イーストサイド・ギャラリーに

残された壁とチェックポイント・チャーリーは、歴史の教

訓を伝えるというよりも、旅行者の娯楽と周辺への経済効

果、あるいはベルリン市民のレクリエーションに一役買っ

ているように思えます。アクセル・シュプリンガー・ハウ

ス前に展示された壁と芸術作品は、東側に誇示する目的で

高層の本社を壁沿いに建てさせた反共主義者、シュプリン

ガーの功績を主張しているかのようです。

　このように歴史的な出来事とそれを象徴する建造物や場

所は、例えば観光資源や憩いの場といったような様々な形で

利用され、様々な記憶と解釈を許すものです。しかし文書や

その他の形の記録を根拠とする限り、その記憶と解釈には一

定の制限が課されることとなります。歴史資料に基づいてそ

の記憶と解釈のありうる範囲を探ること、今回のベルリン訪

問ではその歴史学の醍醐味にあらためて気づかされました。

Zum Titelbild

Die Berliner Mauer – Interpretation und Nutzung der Vergangenheit sowie 
ihre Grenze 

Wegen meiner Recherche für die Doktorarbeit war ich im September in 
Berlin. Das Jahr 2019 ist das 100. Jubiläumsjahr der Gründung der Wei-
marer Republik, der Anlass für die diesjährige Artikelreihe der Brücke 
„Auf 1919 zurückblicken, über 2019 nachdenken“. Aber dieses Jahr ist 
auch das Jubiläum eines noch jüngeren, mehr auf  Berlin bezogenen Er-
eignisses: 30 Jahre Mauerfall.
Die Spuren der Berliner Mauer (des Mauerfalls) sind auch im heutigen 
Berlin – 30 Jahre nach der Wende – in verschiedenen Formen zu finden 
und scheinen unterschiedliche Zwecke zu erfüllen : als Symbol der friedli-
chen Revolution, als Lehrmaterial für Geschichtsdidaktik oder als Sehens-
würdigkeit für Touristen. Das Brandenburger Tor, wo sich neben anderen 
Orten der Mauerfall ereignet hat, zieht viele Touristen an. Gleichzeitig 
scheint es aber an die deutsche Teilung oder noch mehr an die friedliche 
Revolution in der Deutschen Demokratischen Republik und die Wieder-
vereinigung zu erinnern. Die Mauerteile auf dem Potsdamer Platz und an 
der Topographie des Terrors – obwohl die letztere als solche ein Doku-
mentationszentrum zum „Terror“ im Nationalsozialismus ist – scheinen an 
die deutsche Teilung zu erinnern und die Lehre aus dieser traurigen Ge-
schichte weiterzugeben. Der Gedenkort Peter Fechter an der Zimmerstra-
ße, der beim Fluchtversuch auf der Mauer erschossen wurde, zeigt die 
Unmenschlichkeit der deutschen Teilung direkter. Die Originalmauer an 
der East Side Gallery und der Checkpoint Charlie tragen wohl eher zum 
Vergnügen der Reisenden und zur lokalen Tourismuswirtschaft oder zur 
Erholung der Einwohner bei als zur Geschichtsdidaktik. Die Mauerteile 
und das Kunstwerk vor dem Axel-Springer-Haus sehen aus, als wollten sie 
an die „historische“ Leistung von dem Verlagsgründer und dem überzeug-
ten Antikommunisten Springer erinnern, der als ein Symbolakt den riesi-
gen Hauptsitz gerade an der Berliner Mauer bauen ließ.
Wie diese Beispiele der Berliner Mauer zeigen, können historische Ereig-
nisse und Orte auf unterschiedliche Weise genutzt, erinnert und interpre-
tiert werden. Aber wenn man sich dabei auf schriftliche und andere Quel-
len stützt – sich also mit dem Thema wissenschaftlich auseinandersetzen 
will –, wird solchen Erinnerungen und Interpretationen eine bestimmte 
Grenze gesetzt. Dieser Berlinbesuch gab mir einen Anlass, erneut den 
Reiz der Geschichtswissenschaft zu spühren und auf der Basis von histori-
schen Quellen die Möglichkeiten und Grenzen der Erinnerung und Inter-
pretation auszuloten.
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 柚岡  一明（日独協会常務理事・Die Brücke編集長）

昨年 5月、金沢での全国日独協会連合会総会にて、ドイツ側から「ドイツの若者の日本への関心は漫画・アニメ・ポップカ

ルチャーである」との報告があり、これに対して日本側から環境問題など日独共通の課題に取り組むべきできではないか、と

の反論がなされた。これを解決する鍵となるイベントに参加した。

2019 年 8 月 25 日にフランクフルトに集結した日独の若者 40 名は、ワイマール、ベルリンへと移動、ホームステイ、その

間に関係者へのインタビュー・企業訪問し、連日のグループ別討議を重ね、31 日にベルリン・ダーレムのベルリン日独センター

にて全体プレゼンテーションと、かなりハードな日程をこなしている。

ドイツの独日青少年協会と日本の日独ユースネットワークの二団体が共催しているイベントで、イベント名は「Hallo 

Deutschland 2019　第 13 回日独ユースサミット」、公益財団法人 日独協会は後援機関となっている。日本では「Hallo Japan」、

ドイツでは「Hallo Deutschland」の名称で毎年交互に開催しており、2005 年に最初に日本で開催され、今年で 13 回目を数える。

すでにそれぞれ数百名が参加。年齢は 18歳から 30歳までの若者を対象とする。過去の Hallo Japan、Hallo Deutschlandに参加し、

今年はグループリーダーとして活躍する若者。休暇をとって参加する日本の社会人。さらには、20 年前に『セーラームーン』

への関心を強め、今は心理学者、脳学者を目指すドイツの若者。あるいはドイツと日本の両方の国にルーツを持ち、2カ国語

で育ち、両国の文化を幼年時代から肌に感じ、全く違う文化であるが非常に似ている二つの文化圏をどのように近づけるか模

索するドイツの若者。そのバックグランドは実に多彩である。2006 年にドイツに独日青少年協会、2016 年に日本に日独ユー

スネットワークが設立され、組織的で充実した対応が可能となった。過去のイベントに参加した OB・OGが中心となって、ボ

ランティアとして運営面でも協力している。

今年 6月、日独両国において各 20 名の参加メンバーの募集・選抜・説明会を経て、メールなどによる日独参加メンバーの

打ち合わせを重ね、準備万端で臨んでいる。ドイツでの 10 日間は企業訪問・インタビューなど実践と対話・議論を重ね、お互

いの共通点を見つけ、多様性を認識する貴重な機会となっている。イベントの特徴はまずグローバルな諸問題を取り上げ、政治、

教育、文化、環境、社会と五つの分野を切り口に課題を設定することで、短期間で集中的に議論をし、問題提起や解決策を最

後のプレゼンテーションで披露する。今年のユースサミットのメインテーマはドイツ語で「Engagement. Macht. Was ?!」日本語「で

あう！できる！ ...で！？－市民活動の力・挑戦・可能性－」であった。

五つの分野のグループの問題意識とアプローチは以下の通り。

政治グループ： 民主主義は市民活動が基礎となっている。政治的な市民活動に対して人々はどのように関与しているのか、ま

た参加の理由は何か？難民危機、環境保護、都市部における住宅難に関する活動をする若者グループの代表者

や活動家との対話を通じて模索する。

教育グループ： 教育や教育制度が与える市民活動への啓発、あるいは逆に市民活動が人々の教育を促進することができるか ?

小学校や高校、教育機関さらに労働者層の学生との対話を通じて解答を探る。

文化グループ： 有形無形の伝統文化の保護のあり方について議論し、個々人がどのように貢献できるかを話し合う。具体的に

は手工業の工房 (ガラス色彩工房等 )で、伝統工芸家との対話や伝統工芸の体験を通じて、古いものを新しい

ものの中に残すことができるのか、あるいは古いものは別個に残すべきか考える。

環境グループ： 日本では地震、台風、津波等への防災は重要な課題である。ドイツでも自然災害が発生し、河川の増水による

洪水被害が多発している。自然現象を操作することはできないが、国や市民やボランティアによって被害の影

響を抑えることができるはず。ドイツの市民活動による防災に学び、ドイツの防災や現状や制度の長所・短所

と改善できる点を見出す。ドイツ消防団青年部とのディスカッション、気象博物館を見学する。

社会グループ： ドイツの市民活動の実態を調べ、市民活動における若者の役割、時代の変化に伴う若者の活動の変遷を考察。

そのためにドイツ赤十字青年部など市民活動を行う団体や機関を訪れる。

紙面の関係で個々のプレゼンテーションの内容を紹介出来ないが、独日青少年協会会長モーゼンプア・アミル氏は次のよう

にまとめる。「市民活動によって、自分が社会に帰属していることを実感したり、その社会全体の結束力を強めたりする効果が

あるだけでなく、時には実質的な意義を持つのではないか。例えばどのような場面で市民活動が必要不可欠なのか、どのよう

な場面で政治行政の失敗を市民活動が穴埋めする必要があるのか、との問いと密接につながっている」。日本側を代表として、

日独ユースネットワークの本プログラム運営チームのリーダーである吉見隆寿氏は、「今回議論したことを如何に実現していく

か考えたい」、と結んだ。来年は大阪などの地域で Hallo Japanを開催することを検討している。

公益財団法人 日独協会は地域との交流の強化を目指し、文京区との連携を深めてきた。今回のユースサミットは市民活動が

各分野で如何に大切かを改めて強く印象付けてくれ、日独交流面で我々個々の会員が如何に活動に取り組むべきか、示唆に富

んだイベントでもあった。

最後に独日青少年協会、日独ユースネットワークの取組と準備に敬意を表したい。

Hallo Deutschland 2019　第13 回日独ユースサミットに参加して
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シリーズ：1919年から現在を見る

左右の急進主義
小野 竜史

（日独協会会員、青山学院女子短期大学 非常勤講師）

左右の急進主義による議会制民主主義への攻撃はヴァイマル共和

国を悩ませ続けた問題でした。それと同時に、現在の少なくともド

イツにとって現実的な問題でもあります。まずは 1918 年から 1919

年の時期を中心に、ヴァイマル共和国の状況を振り返ってみましょ

う。第一次世界大戦末期のドイツ帝国では、1918 年に帝国議会の

権限強化が決定され、社会民主党が一定の主導権を握りました。し

かし直後に戦争継続と困窮への不満からドイツ革命が勃発します。

兵士と労働者による自治組織－労兵評議会（Arbeiter- und 

Soldatenräte）－が各地で政治の実権を掌握し、皇帝の退位や社会主

義国家の樹立を要求しました。ベルリンでは各地の君主の退位―ド

イツ帝国は多数の君主国の連合体でした―と共和国の樹立が宣言さ

れ、社会民主党のフリードリヒ・エーベルトが中央政府の実権を握

ります。エーベルトは臨時政府を発足させ、労兵評議会の多数派を

取り込みつつ、戦争終結と新憲法制定を進めます。エーベルトらは

新国家の体制として、ソ連で実現されつつあった社会主義体制を拒

否しました。これに対して独立社会民主党―社会民主党左派が分派

した政党―や労兵評議会左派は、武装蜂起やストライキで社会主義

実現を強制しようとしました。エーベルト率いる暫定政府は秩序維

持のため、既存の軍隊に加えて社会主義に敵対的な右派の義勇軍を

動員して、この左翼急進派を武力鎮圧します。1919 年 1 月から初

夏まで続いた武力衝突の死者は数千人にのぼりました。これらの衝

突は長期的に見て左翼急進派のヴァイマル共和国への反感を高めた

上、君主主義者や保守主義者を中心とする議会主義に敵対的な政治

エリート―官僚や高級軍人―の影響力温存にもつながりました。一

般国民にも議会と民主主義への懐疑は少なくなく、エリートと結び

ついて右翼急進派の土壌となりました。このような危機的状況の中、

憲法制定会議の議員を選ぶ―女性にも選挙権を認めたドイツ初の―

普通選挙が実施され、1919 年夏の憲法制定によりヴァイマル共和

国が建国されます。政治制度は大統領制と議会制民主主義の折衷で

あり、憲法で社会権は保障されたものの、経済国有化など社会主義

は実現されませんでした。

共和国はその後も左右双方の急進派からの攻撃にさらされ続けま

す。多くの国民が不公平と見なしたヴェルサイユ条約の賠償金に加

え、戦時債務の支払いが経済の停滞を招く中、1920 年には右派と、

それに対抗する左派のクーデターが試みられました。1921 年と翌

年にはヴェルサイユ条約調印に功績のあった（元）閣僚が右翼急進

派によって暗殺されました。1923 年には賠償金支払いの不履行を

理由にフランスとベルギーがルール工業地帯を占領し、ドイツ政府

がストライキなどで抵抗、ハイパーインフレーションが生じます。

ライン地方では分離独立が、ザクセンとテューリンゲンでは左翼急

進派による社会主義クーデターが、バイエルンではアドルフ・ヒト

ラーのナチ党ら右翼急進派によるクーデターが試みられました。こ

の危機は新たな賠償金支払い協定―ドーズ案―と通貨改革で克服さ

れ、ひとまず政治的・経済的安定が訪れます。しかし 1928 年に賠

償金支払いが再び政治的争点となると右派からの政府批判が高ま

り、さらに 1929 年の世界恐慌により再び経済危機が生じました。

政府は危機を克服できず、内閣は目まぐるしく交代、議会不信が高

まる中、議会制民主主義に敵対的な共産党とナチ党という左右の急

進派が暴力沙汰を起こしつつ勢力を伸ばし、1933 年のヒトラー首

相就任と全権委任法でヴァイマル共和国は実質的に崩壊しました。

現在ドイツでは、これら急進主義の伸張と暴力の兆候が再び見ら

れるのではないかとの懸念が聞かれます。キリスト教民主・社会同

盟と社会民主党という中道寄り政党の支持率は低下し、一部に極右

主義が見られる「ドイツのための選択肢」は大幅な伸長を見せてい

ます。9月 1日に行われたザクセンとブランデンブルクの州議会選

挙において、同党はいずれも 25%近くの票を獲得、第 2党となり

ました。暴力について言えば、6月にカッセル市の行政のトップ、ヴァ

ルター・リュプケが射殺され、右翼過激派が逮捕される事件が起き

ています。2017年のG20サミット中にハンブルクで起きた暴動以来、

左翼急進主義への懸念も表明されています。この懸念はどこまで的

を射ているのでしょうか。

最近出版された翻訳書『ナチズムは再来するのか ? 民主主義をめ

ぐるヴァイマル共和国の教訓』では、ドイツの歴史学者とジャーナ

リストが、「ヴァイマル共和国の状況は現在にも当てはまるのか」

という問題を様々な観点から検討しています。急進主義の問題に関

わる各著者の見解は、大きく次のようにまとめられます。①「政治

文化」の面では、現在のドイツでは、議会制民主主義と多元的な社

会（異なる価値観や文化の共存）に対する支持が強固であり、すぐ

さまヴァイマル共和国の状況に陥る可能性は高くない。しかし議会

制民主主義や多元主義を否定する言説の増加は憂慮すべきである。

②「政党システム」の面では、現在のドイツでは多くの政治家が政

治的コンセンサスの達成という議会制民主主義の基本に習熟してお

り、基本法が 5パーセント条項など政治の安定性を保障している。

ヴァイマル共和国で急進主義につながった政治の機能不全は生じに

くい。③「政治的言語とメディア」の面では、ヴァイマル共和国で

は特定の政治勢力とマスメディアの結びつき、それによる国民の価

値観ごとの分断と相互不信、マスメディア自体の反議会制民主主義

の傾向が急進主義につながった。これらの要因は現在のドイツでも

観察される。特にソーシャルネットワーキングサービスを介したエ

コーチェンバー現象（似た意見の者同士の交流が促進されることで、

意見がより強固で過激なものとなる現象）による、国民の分断と相

互不信が懸念される。④「有権者」の面では、政治が機能不全に陥っ

た結果、国民の間で不安と体制への不満が高まったことが、ヴァイ

マル共和国の急進主義の土壌となった。現在のドイツでは例えば難

民受け入れに伴う不安と不満も、それほどのものではない。「ドイ

ツのための選択肢」も、今のところは、あからさまに議会制民主主

義を否定する急進政党ではない。

これらの見解に従えば、政治の問題解決能力、社会経済の安定、

議会制民主主義への支持といった点をふまえると、現在のドイツを

単純にヴァイマル共和国と比べることは早計と言えます。ただし議

会制民主主義と社会の多様性に懐疑的な言説の増加、価値観ごとの

社会の分断といった急進主義の土壌は今日でも見出され、今後の社

会経済状況によっては、左右の急進主義の伸張が再来する可能性も

あると言えそうです。

【主要参考文献】

アンドレアス・ヴィルシング /ベルトルト・コーラー /ウルリヒ・ヴィ

ルヘルム [編 ]、板橋拓巳 /小野寺拓也 [監訳 ]

『ナチズムは再来するのか ? 民主主義をめぐるヴァイマル共和国の

教訓』（慶應義塾大学出版会、2019 年 6 月）

第3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関わ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考えてみたいと思います。第3回となる今回は、左右の急進主義―議会制民主主義に懐疑的で、

社会の急激な変革を目指す立場―の問題に焦点を当てます。
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千葉県とデュッセルドルフ市のパートナーシップ協定書
署名式に参加して

橋口　昭八（千葉県日独協会　 名誉会員）

本年 1月末に、千葉県が 15 年間にわたり交流を積み重ねて

来たデュッセルドルフ市とパートナーシップ協定を締結する

とのニュースに接し、隔年で同市の「日本デー」（Japan-Tag 

Düsseldorf / NRW）を皮切りにドイツ視察旅行を実施している

千葉県日独協会は、是非ともこの協定合意書署名式にオブザー

バーとして参加したい旨、県庁国際課に申し出、同意をいた

だき、金谷会長と 2人で参加して来ました。

「日本デー」開催日、5月 25日㈯のデュッセルドルフは朝か

ら好天に恵まれ、ケーニッヒスアレーの街路樹の緑が目に染み

る日となりました。私達は署名式の始まる11時より1時間ほ

ど早目にホテルを出発、市庁舎に向かいました。市庁舎前の大

広場には人の姿も少なく、「嵐の前の静けさ」状態。しばらく広

場を散歩、周りの景色をカメラに収めている内に、市庁舎のド

アが開かれて、パートナーシップ協定書署名式が行われる2階

の来賓ホールへ。会場には、磯正人総領事、戸田真介首席領事、

山口徹日本クラブ会長 (ドイツ三菱商事社長 )、奥村彰規デュッ

セルドルフ日本商工会議所会頭 (日本製鉄欧州事務所長 )も集

まっておられました。11時 5分よりパートナーシップ協定書署

名式が始まり、まずガイゼル市長が千葉県とデュッセルドルフ

市は 15 年に亘り緊密な関係を維持して来ており、市議会も3

月に満場一致でパートナーシップ協定を承認したことを披露さ

れ、次いで森田知事が 44 年前に始めてドイツを訪問し、大変

親切な歓迎を受けたこと、当時は、千葉県の代表として再びド

イツを訪問しデュッセルドルフ市のガイゼル市長とパートナー

シップ協定書に署名出来るとは夢にも思っていなかったと述べ

られました。その後、市長、知事がパートナーシップ協定書に

それぞれ署名して交換、お二人と千葉県議会を代表して吉本充

前千葉県議会議長と3人で記念撮影が行われ、更に記念品とし

て千葉県旗とデュッセルドルフ市旗の交換が行われました。こ

のセレモニーには、独日協会アム・ニーダーラインのマイト事

務局長に付き添われたチーバ君も参加、会場を盛り上げました。

最後に「ゴールデンブック」に森田知事、吉本氏が記帳され、

参加者全員でのレセプションが行われました。12時過ぎには、

市庁舎横の「日本デー」会場に移動し、この日の為に作られ

た舞台にガイゼル市長、森田知事、磯総領事、山口日本クラ

ブ会長等が登壇して、千葉県とデュッセルドルフ市のパート

ナーシップ協定書が署名されたことを発表されました。その

後、森田知事とガイゼル市長は、千葉県のブースに移動、折

り紙の指導やドイツ人観光客の名前を漢字で書いてプレゼン

トし大変喜ばれている様子を見物。夕方からは、市庁舎 3階

の部屋に市や日本人関係者が集まり、立食形式で軽食を共に

しながら歓談。23 時半からは恒例の大花火大会が始まり、ラ

イン川の上空に華麗な花火が次々に打ち上げられて、川沿い

の遊歩道を埋めつくしていた大観衆から大きな歓声が上がっ

ていました。かくして記念すべき今年の「日本デー」は 0時

に無事終了しました。

デュッセルドルフ日本デーに関する小史

ここで、私が 2016 年に作成した資料と千葉県のホームペー

ジを参考に「日本デー」に関する小史を簡単に纏めてみたい

と思います。

◎第 2次世界大戦後の日独関係はデュッセルドルフへの日本

企業の大進出による経済交流が際立った特徴となりました。

戦後日本の経済復興は炭鉄重点の傾斜生産政策であり、奇跡

の復興を遂げたドイツルール重工業の技術、設備機械の導入、

輸入が日本企業のターゲットとなり、ルール地方の中心であ

るデュッセルドルフへの進出となりました。

1952 年　�大倉商事、三菱商事が駐在事務所開設。

1954 年　�日本人会第 1回会合　日本人 25名。　
1964 年　�日本クラブと改名、社団登録。
� 法人会員 63社　個人会員 683名。　

1966 年　�デュッセルドルフ日本商工会議所設立、領事館が総
領事館に昇格。

1970 年　�法人会員 111社、個人会員 1296 名。
1975 年　�ノルトパークに日本人寄付の日本庭園開園。

1980 年　�法人会員 226社　個人会員 3559 名。
1983 年　�第 1 回日本週間　大曲花火、桜苗木 1000 本寄贈、

東山魁夷講演会等 100以上の行事。

1988 年　�デュッセルドルフ市制 700 年を記念し日本人社会の
寄付で「デュッセルドルフ奨学基金」

1992 年　�法人会員 500社、個人会員 7000 名超。
1993 年　�第 2 回日本週間　神輿・盆踊り・花火・浜松大凧・

歌舞伎、天皇皇后ご来臨。

1994 年　�バブル崩壊会員激減。
1999 年　12月　�「ドイツにおける日本年」ベルリンでオープニング。

2000 年　 9 月　デュッセルドルフでフィナーレ行事
� （第 3回日本週間）神輿、盆踊り、花火。

2001 年　�日本年余韻行事（「日本デー」の始まり）
2002 年　�第 1回「日本デー」開催。
2004 年　�ヨアヒム・エルヴィン市長が千葉県を訪問し堂本知

事と会見、相互交流申し入れ。

2005 年　�相互交流開始。　
2007 年　�千葉県が「日本デー」に出展、県の魅力を発信。

以来、毎年千葉県はブースを出展し、県の魅力を PRす

ると共に、日本文化の紹介を実施。「日本デー」は毎年デュッ

セルドルフ市の人口 60 万人以上の来場者を集め、近年は

コスプレ姿の若者も多く見られます。

著者プロフィール

東京外国語大学ドイツ語科卒業。三井物産では主に機械部門（鉄

鋼関係設備・技術関係）に属す。ドイツ駐在 23 年、内デュッ

セルドルフ駐在 3度は、1967 ～ 72 年、1990 ～ 1993 年、1993

～ 2002 年で合計 17 年。最後の 9年間は、日本クラブ事務総

長として、日本デーの開催についてもデュッセルドルフ市役所

との交渉に尽力。帰国後千葉県日独協会入会。2013 年５月ま

で千葉県日独協会副会長。2018 年千葉県日独協会名誉会員。

パートナーシップ提携合意書署名式（旗の交換）
森田知事とガイゼル市長

「日本デー」千葉県ブース 左から、磯氏、ガイゼル氏、森田氏、筆者、金谷氏、吉本氏
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浦島太郎青春記
三代 道義

明治維新後、日本が中央集権化と先進法制度の模範としたドイツ。ベルリンの壁崩壊からドイツ再統一へと激動する東西世界。
会社独身寮の自室でこの報道を追い、今行かねばと決意して二年、先立つもの（資金とドイツ語）を準備して初めての外国に期待
と不安一杯で降り立った 1991 年 8月 3日ミュンヘン・リーム空港。街の第一印象は「暗かった」。

二泊してから列車でレーゲンスブルクへ。さわやかに晴れ渡った 8月 5日昼、
路線バスでゲーテ・インスティトゥート夏期講座が開催される大学に到着。冷戦
緩和の果実か、参加者の過半数は、ロシア、ウクライナ、タタールスタン、カザ
フ、ジョージア他のソ連人学生で彼らの共通語がロシア語、まるで西側世界の英
語だった。彼らの専攻は西側経済制度調査のためか殆ど経営学。クラスでは様々
なテーマについて自由討論、ついて行けず「沈黙は金」を決め込んだが、文法を
叩き込まれた日本のドイツ語教育のおかげで筆記試験では好成績、会話力との落
差が担任を驚かせた。8月 21日モスクワで保守派クーデター発生、狼狽する彼
らも人間、冷戦はまだ完了していなかった。授業の合間にあちこちへ遠足。ドイ
ツ人学生とのサッカー試合では、アジアからは韓国人学生二人とゲーテチームに
参加した。住まいは大学周辺の学生寮、隣部屋のドイツ人学生に将棋を教えると
彼はチェスの元バイエルン選手権覇者、すぐに負かされた。40日間、世界の若
者達と交流を深めた講座もあっという間に終了、引続きドイツ各地で留学を続け
るソ連人学生以外は帰国の途に着き、二度と会えないであろう皆との別れだった。

91/92 年冬学期のみ過ごしたヴュルツブルクでは寮に入れず当初過ごしたユースホステルの屋根裏大部屋で独文科志望のイラン
人学生と親しくなった。彼が愛おしんだ辞書Wahrig はボロボロだった。郊外の村に空き部屋を見つけドイツ人学生と共同生活を
始めると彼も一畳ほどの物置部屋でもいいと転がり込み三人となった。理解できない講義の傍らドイツ語授業で米国人、英国人、
ハンガリー人学生らと親しくなった。ある雪の降る日、同居のドイツ人学生の車で英国人留学生と三人で旧東ドイツ領内に入り、
立ち寄ったレストランで注文した料理は西側の半額。旧国境で閉鎖された監視塔が雪中にポツンと立っていた。

92年夏学期に転学したレーゲンスブルクでは何とか大学に近い学生寮に入寮できた。学生課主催週一回のコーヒータイムで欧州
交換留学プログラム学生の他に中東、アフリカからの留学生とも知り合い、母国語でないドイツ語は理解しやすく、政治、経済、
文化等について議論できた。寮サッカーチームにも所属し寮対抗試合に出場した。講義では教授の口述をメモできず、ドイツ人学
生に質問すると余計わからず、諦めて講義後学部図書館でひたすら教科書を読む勉強法にし、毎晩 10時閉館まで辞書を片手に読
解に没頭した。ドイツ人学生は朝早いが、能率が落ちると 4時には帰って行った。親しくなったドイツ人と一緒に訪ねたベルリン
ではチェックポイントチャーリーが再統一当時のままぽつんと立っていた。初めて入ったベルリンフィルハーモニー、貧乏学生に
は手を伸ばせば届く一人6マルクの天井桟敷、演奏者はけし粒のよう。ドイツ人学生の提案で休憩時間に二階席に下りて階段に座っ
ていると係員の中年女性が来てここは消防法上認められないので一階席の空いているあそこに行きなさいと。恐る恐る下りて行く
と正装の紳士淑女の皆さんが微笑んで迎えてくれた。芸術を愛する広い心に涙を堪えた。渡独して二年余り、ホームシック気味に
なり空手をやるドイツ人学友の勧めで剣道を再開すると、見つめる目は何色でも気合は日本語、共に汗を流す面の中は日本だった。

寮では部屋が近い学生と共同台所で雑談、夜は寮生が週一回運営するバーでビールを飲んで歓談し英気を養った。大学周辺にあ
る各寮では違う曜日にバーが開き、あちこち訪ねては様々な国籍の学生と親交を深めた。ポーランドやスロバキア他東欧からの若
者達はもの静かだった。修士課程も終盤になると観光気分の交換留学生が毎晩飲んでは寮内外で騒ぎ、特に英国人学生に閉口。修
士号を取得して博士課程挑戦を決めると、三年間過ごしたこの寮を出て新設された別の寮に引越した。住居は個室 5部屋に台所・
シャワー・トイレ共用で、ドイツ、英国、フランス、イタリアの学生と一緒だった。ここでも寮の多国籍サッカーチームに所属、
寮対抗試合では好成績を挙げた。練習後は、寮のバーではビールを無料でご馳走になれた。スペイン人は踊り、イタリア人は歌い、
英国人は飲んだくれ、ドイツ人は隅で議論していた。週末はよく寮の仲間と原っぱでサッカーに興じていると、仲間に入れてくれ
と言葉も通じない見知らぬ若者が来ては一つのボールを追って汗を流す。まさにサッカーの原点を実感した。大学では学部祭、各
寮では寮祭が毎学期開催され、法学部祭では複数の講堂が入った建物全体がディスコと化し、数百人の学生が東京の通勤電車のよ
うな状態で踊ってはビールを飲む光景は壮観だった。終了後主催学生達が撤収、講義開始前には元通り、踊っていた学生達が普通
に講義に出ていたことには感心した。
博士課程ではギリシャ人やトルコ人学生と懇意になり、よく専門的な議論をした。ユーゴスラビア内戦が勃発した時はギリシャ
人学生と激論を交わし、同じギリシャ正教を奉じるロシア人、ギリシャ人がセルビア人に共感していることを知った。またユダヤ
人を敬遠する風潮が、特に東欧で残っているようだった。寮で共同生活後帰国した学生には実家に招待されて休暇中に訪ねたり、
結婚式に出席したことも数度、見聞したのは英国、フランス、イタリア、スペイン、ギリシャにトルコ、欧州でも国柄が違うこと
を実感した。

日本に関する素朴な質問にいつの間にか民間大使として懸命に答える自分がそこにいた。学位を二つ取得し研究所では論文を提
出。留学目標も一応達成できた。浦島太郎のように過ごした夢のような 12年、草の根の国際的視野をもたらしてくれたドイツに
深謝して竜宮城をあとにするとわが故郷は何とも愛おしかった。
当時知り合った彼らの多くとは今も連絡を交わしている。

「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。

プロフィール：�当協会会員。現在ドイツ系法律特許事務所勤務。法学博士（2003-）。中央大学法学部卒業（1986）。関西系電機メーカー勤務

（1986-1991）。ヴュルツブルク大学法学部（1991-1992）レーゲンスブルク大学法学部（1992-2001）。マックスプランク知的財

産権研究所（2001-2003）。ドイツ産ヴァイスビールをこよなく愛す。趣味はクラシック、ラテン、ジャズ音楽鑑賞、剣道五段。

File9
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柳原 伸洋

ドイ
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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

■ミュンヘン・オリンピック村での「モヤっと」

今回もミュンヘンから、みなさんに「モヤっと」をお届けします。今、私たち家族

は 1972 年のミュンヘン・オリンピック選手村を利用したアパートに住んでいます。

完成からそろそろ半世紀を迎えつつある建築ですが、家賃は東京と同じか、それ以上。

ミュンヘンでは家賃上昇が大問題で、スイスの銀行 UBS によると、2018 年の不動産

高騰率（バブル・リスク）は世界第二位です。これに伴い、ミュンヘン全体の物価も

高くなってきています。10 年以上前のドイツ滞在時と比べても驚くばかりです。

さて、この住居で、ゴミ捨て場の場所について管理センターに問い合わせたことが

あります。そのとき、担当者は「同じ棟の住民に訊いた方が早い」ときっぱりと答え

ました。うーん、理にかなっているといえば、理にかなっていますが……。ここで、「き

ちんと答えるのが、あなたの仕事だろう」と私が主張すれば、答えてくれたのかもし

れません。このとき、とっさに主張できませんでした。このような「主張」の重要性は、ドイツに住んでいると痛いほど感じます。

■主張するのはドイツの特性？ 

ドイツに住んだり、ドイツ人と接したりしたことのある方は、彼らがハッキリと意見を表明する場面を体験したことがあるでしょ

う。20 年ほど前、ドイツの学生寮に泊まり、そこで学生たちが自由に議論する様子を見て、発言しやすい風通しの良さに私は惹か

れました。実はこれが、ドイツ研究をはじめた動機のひとつでもあります。

この「自分の意見表明」は、最近の日本でも称揚されています。ドイツの国民性、さらには民族性なるアヤしげな言葉と一緒に

語られることもあります。もちろん、DNA レベルで「主張気質」などが存在するわけはなく、家庭環境や学校教育が社会的要因と

考えるのが妥当でしょう。

ベルリンで生まれ育ったわが子は、日本帰国以降には東京横浜独逸学園に通っていたので、ミュンヘンでは現地校に通う予定で

した。しかし、二週間程度で行くのがツラくなったらしく、今はミュンヘン日本人学校に通っています。

ドイツ式から日本式へと学校を切り換えたことで、モヤっとだけども見えてきたことがあります。日本では「先生の言うことを

聞く態度」や「努力」、そしてもちろん「点数」によって成績が付けられます。他方、ドイツでは「意見表明」や「議論」が成績と

結びつきます。とくにドイツの評価方式で最高の「1」を取ろうと思えば、単にテストの解答だけではダメです。多くの科目では、

解答に至るプロセスの説得性や表現の豊かさが加味されます。

つまり、日本とドイツでは教室内で「成績のよい子」の定義がそもそも異なっているのです。やる気のある子どもは、この評価

基準と同化していきます。結果として、「できる子」は挙手し意見をはっきりと主張するという所作を身につけます。

もちろん、「主張する文化」が生まれた背景として、まずはドイツ語圏内での交渉・外交の歴史があります。バイエルンの場合、

1866 年頃には北ドイツ（プロイセン）と戦争をし、殺し合いをしていました。また、第二次世界大戦後のドイツが「民主主義」を

掲げ、教育を通じて、主張する知的風土を生み出していったことも重要でしょう。

■「同化」していく私たち

「よい子」でいることが経験的に安全で有利だと知っている人は、ドイツに来てからも「よい子」でいようとし、ドイツ社会と同

化していきます。もちろん生きるために必要という事情もあります。例えば、買い物などの日常のささいな行動でも、「聞いてもら

おう」とすれば、はっきりと主張し、場合によっては論理立てて批判せねばならないのです。

この同化という現象には、「モヤっと」した問題が横たわっています。2016 年、唯一、バイエルン州が移民法に「主導文化 

Leitkultur」という文言を採用しました。これは「模範とすべき文化（ドイツあるいはバイエルン文化」という意味で、他文化の排

除に繋がるのではないか等々の激しい議論を呼びました。

私たちも主導文化への同一化に流されていくと、「私がミュンヘンだ！」や「私が●●（都市や州、あるいはドイツ）だ！」となっ

てくることもあります。言い切ってしまう方が気持ちよいのでしょうが、「モヤっと」的観点からはちょっと怖いなと思います。ド

イツ在住の日本人には、「にわか在住者」に寛容ではない雰囲気を醸し出す人びともいたりします。実はここに、主導文化が生みだ

す狭隘さの一端が垣間見えている気がするのです。

先日、私は「バイエルン主義者のようなことを言う」と、ドイツ出身の友人に冗談まじりに言われました。言い訳をすると、「ネ

タ」として日独協会のイベント「ドドンとドイツ！」の練習もかねて語っていたのですが。ただ、自身もまた意識的・無意識に「同

化」していっているなぁと思い続けること、この「モヤっと」も抱え続けていこうと思っています。ただし、ここでは同化を非難

したいのではなく、同化のもつ特権性・排除性に対して敏感でありたい、そう「主張」したいのです。

その 3：主張する文化

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。

ミュンヘンのオリンピック村跡住居


