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表紙の言葉

Zum Titelbild
Wenn wir an den deutschen Winter denken, dann kommt uns zuerst
der „Weihnachtsmarkt“ in den Sinn.
Weihnachtsmärkte machen die dunklen, langen deutschen Nächte
wärmer und fröhlicher. Alleine in Deutschland ﬁnden mehr als 2.500
Weihnachtsmärkte statt.
Auf dem Titelbild sehen Sie den Bremer Weihnachtmarkt, denn der
beliebteste Weihnachtsmarkt im Jahr 2018 laut einer Auswertung
der Portals „Testberichte.de“ befindet sich in Bremen. Der Marktplatz, auf dem dieser Weihnachtsmarkt stattfindet, ist von historischen Gebäuden wie dem Rathaus, dem St. Petri Dom und der im
Jahr 1538 gebauten Gilde „Schütting“ umgeben. Die Rolandsstatue,
die in der Mitte des Marktplatzes steht, und das Rathaus wurden
zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. An der Westseite des Rathauses steht eine Bronzestatue der Bremer Stadtmusikanten. Man sagt,
wenn man die Vorderbeine und die Nase des Esels mit den Händen
reibt, geht ein Wunsch in Erfüllung. Infolgedessen glänzen beide
Teile in einem kupferfarbenden Licht.
Der Bremer Weihnachtsmarkt fängt zusammen mit der aufkommenden Adventszeit an. Auf dem Weihnachtsmarkt stehen ca. 170 Stände
und der Markt heißt mehr als 1.5 Millionen Besucher willkommen.
(Nahoko Kikuchi)
Foto : BTZ Bremer Touristik-Zentrale©Jonas Ginter

ドイツの冬の風物詩といえば、クリスマスマーケッ
トでしょう。
暗くて長いドイツの冬の夜もマーケットに行けば明
るく暖かな気持ちで過ごすことができます。クリスマ
スマーケットはドイツ国内だけで 2500 以上も行われて
いるそうです。
表紙の写真はブレーメンのクリスマスマーケット。こ
このクリスマスマーケットは Testberichte.de というラン
キングサイトが 2018 年に行った調査で 1 番人気となり
ました。会場となるマルクト広場は、市庁舎、聖ペトリ
大聖堂、シュッティング（Schütting）と呼ばれる 1538
年ごろに建てられた商工会議所など歴史的な建築物に
囲まれており、中央には市庁舎とともに世界遺産に指定
されているローランド像が立っています。市庁舎そばに
立つ「ブレーメンの音楽隊」の像の一番下に立つロバ
の足か鼻を触ると願い事がかなう、と言われており、皆
が触るのでそこだけピカピカと輝いています。
クリスマスまでの 1 カ月間、このマーケットには約
170 の出店が立ち並び、150 万人もの人が訪れます。
（菊池 菜穂子）
写真提供：BTZ Bremer Touristik-Zentrale©Jonas Ginter
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ドイツ経済の動き

第 60 回

ドイツの電力料金は高いか？

伊崎 捷治（日独協会理事

元ベルリン独日協会副会長 当協会ドイツ時事問題研究会世話人）

日本には専門家の間でも「ドイツの電力料金は高い」と考えている方が少なくありません。太陽光や風力によって発電した電力
を国が高い料金で買い取り、そのつけを消費者に回しているからだ、というのがその理由のようです。今年上半期は再生可能エネ
ルギーが電力の半分近くまで増加しましたが、ドイツの電力料金は実際のところどれくらい高いのでしょうか？
高い要因のひとつは税金
ドイツの家庭用電力料金についてはドイツ・エネルギー・水道連盟（BDEW）が毎年詳しく発表しています。それによると、
2019 年は、3 人家族で年間消費量が 3,500 キロワットアワーの標準世帯の場合、1 キロワットアワーあたり 30.43 セントです。
これに対して、日本の場合、便宜上筆者宅を例にすると、2018 年 10 月から 2019 年 9 月までの 1 年間の消費量がたまたまドイ
ツの標準世帯とほぼ同じ 3,542 キロワットアワーで、
1 キロワットアワーにすると 29.44 円となりました。為替レートも考慮すると、
確かにドイツの方が高い印象です。そこで、それぞれ内訳をみると、まず、ドイツの電力料金には 1 キロワットアワーあたり 2.05
セントの電力税が課され、その上に 19％の消費税がかかっており、それらを差し引くと 23.52 セントとなります。1 ユーロ 120 円
で計算すると 28.22 円です。
これに対して、日本の場合は消費税を差し引くと 27.26 円、ドイツとの差は 1 円足らずです。これをもって「ドイツは高い！」
というかどうかは微妙なところです。いまはユーロが安いのでその程度の差ですが、たとえば 130 円になれば差はもっと広がると
いうこともできますが、その時は電力料金だけでなく、ドイツ国民の所得も同じように上がっていますし。
実質的な電力料金は安い
電力料金に含まれるその他の要素としては、日本には再エネ賦課金（再生可能エネルギーによる電力を高く買い取る費用）2.72
円があり、これと消費税を除くと 24.54 円が電力会社の受け取る料金ということになります。
ドイツの場合は再エネ賦課金が 6,4 セントと高いですが、そのほかにも再生可能エネルギーや電力の効率的利用を促進するため
の課金が 5 種類もあります。それらを差し引くと、電力会社や電力販売会社および送電会社に支払われる実質的な電力料金は
14.45 セント（17.34 円、1 ユーロ＝ 120 円）にしかなりません。
このうち、送電は電力会社とは全く別の送電会社がドイツを 4 つの地域に分けて独占する体制にあり、誰でも公平に利用できる
よう利用料などを政府が監視しています。しかし、電力は別で、日本のように電力会社が料金を申請して、政府が認可するのでは
なく、大部分が売り手（発電側）と買い手（電力販売会社など）の交渉で決まります。その際の目安となるのは電力の約 20％が取
引される欧州電力取引所の価格で、需給動向によって絶えず変動しており、インターネットでもみることができます。ここ 1 か月
程度の相場は 1 キロワットアワー 5 セント前後で、11 月 14 日の翌日物の価格は 5.31 セントでした。 ドイツの電力会社は原子力
にせよ、火力にせよこの程度の価格で勝負していかなければならないということになります。
日本でも来年から発電と送電が分離されると聞きますが、その成り行きが注目されます。

イベントレポート

第 5 回ぶらドイツ「近代日本・ドイツの風情を残す深谷市を散策」


久保 健 （日独協会会員）

10 月 19 日㈯に開催した
「ぶらドイツ」
。30 代から 80 代の方に幅広くお申込みをいただき、
5 回目を迎えた今回は、郊外に足を延ばし、埼玉県深谷市を訪れました。集合するころには
雨も上がり、雲の合間から赤城山も顔を出す中過ごした、秋の 1 日を報告します。
外から見学したホフマン輪窯 6 号窯。現在修復作
業中です。

近代化をささえたレンガのふるさと
まず訪れたのは「旧日本煉瓦製造施設」です。ここで 1888（明治 21）年より、ドイツ人
技術者ナスツェンテス・ツィーゼ（Nascentes Ziese）指導のもと、製造を始めたレンガは、
質の良さをほこり、東京駅丸ノ内駅舎など、明治を代表する西洋建築に使用されています。
現在も残されている、ドイツで考案されたホフマン輪窯 6 号窯は、保存作業中のため、外
から見るにとどまりましたが、ツィーゼが暮らした木造平屋建ての事務所兼住宅は資料館
になっており、中を見学しました。レンガの製造工程や 6 個のホフマン輪窯がもうもうと
煙を吐いていた最盛期、構内に社宅や食堂のほかに、風呂場や保育施設も設置された、一
つの町のような様子を知ることができ、興味を覚えた方もいらっしゃったようです。

美味しい野菜の町
次に割烹「双葉」にて昼食をいただきました。地元で収穫された野菜を使ったプレートと、
根菜類がたっぷり入り、幅広麺を醤油味で煮込んだ「煮ぼうとう」になります。双葉のお
ツィーゼが暮らした事務所兼住宅前で記念撮影。 かみさんは、生まれも育ちもご近所だそうで、子供のころは日本煉瓦の構内でよく遊んだ
そうです。深谷駅からの専用線の機関車に乗せてもらったこと、構内の風呂に入ったことな
ど、操業していた頃の貴重なお話を聞くことができました。

新一万円札のあの方をめぐって
深谷は、新一万円札の肖像に選ばれた、渋沢栄一の出身地になります。昼食後、訪問し
た渋沢栄一記念館には、ゆかりの品々が展示されており、日本経済の立役者として、また
国際交流や社会福祉活動にも熱心に取り組んだ足跡を振り返ることができました。ここか
ら川沿いの澄んだ空気の中を 15 分ほど歩き、旧渋沢邸、通称「中の家（なかんち）
」に到
着です。1895（明治 28）年に建てられた 2 階建ての日本家屋になり、栄一が使った部屋な
どを見学できました。
今回、各所ではガイドの方にご案内をいただき、割烹「双葉」では美味しいお料理、貴重
なお話も聞くことができました。この場を借りて、
御礼申し上げます。ありがとうございました。
次回、
第 6 回目は、
ドイツの方にも楽しんでいただけるような場所を探します。ご期待ください。
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日本庭園も美しい旧渋沢邸。

„Ich bin, Gott sei Dank, Berlinerin“
Bernhard F. Müller (Schatzmeister DJG Berlin)
Die Überschrift ist der Titel der 1987 erschienenen Memoiren von Marlene Dietrich, der großen Schauspielerin und Sängerin, die in Berlin geboren wurde. Diese Aussage stimmt jedoch nicht so richtig, denn 1901, als Marlene Dietrich in Schöneberg geboren wurde, war Schöneberg noch
ein Vorort von Berlin, der erst 1920 nach Groß-Berlin eingemeindet wurde. Geboren wurde Marlene Dietrich in der Sedanstraße, heute ist dies
die Leberstraße, immer noch in Schöneberg. Die Dietrichs wohnten im ersten Stock des Hauses Nr. 53, im Erdgeschoß befand sich ein Polizeirevier, in dem ihr Vater Dienst tat. Hier hat die kleine Marlene ihre ersten drei Jahre verbracht.
Wollen wir uns auf weitere Spurensuche von Marlene Dietrich begeben, müssen wir neben Berlin auch Potsdam in den Blick nehmen und einen
Ausflug zu den Filmstudios in Babelsberg unternehmen. Hier steht die Marlene-Dietrich-Halle, die mit 2.500㎡ nicht die größte Halle ist, aber es
ist die Halle, in der Marlene auf einem Fass saß und „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ gesungen hat. Hier wurde 1929 der Film
„Der blaue Engel“ gedreht, jener Film, der die Dietrich berühmt machte und nach Hollywood führte. Die Halle wurde 1992 noch vor ihrem Tod
nach ihr umbenannt und Marlene Dietrich wurde damals per Telefon aus Paris zugeschaltet.
Doch fahren wir zurück nach Berlin an den Potsdamer Platz. Das Zentrum des Areals am Potsdamer Platz ist der Marlene-Dietrich-Platz, der jedes
Jahr den Filmschaffenden und Gästen der Berlinale Glanz und Glamour verleiht. Unweit davon entfernt, in der Potsdamer Straße 2, befindet sich
die Deutsche Kinemathek. Hier kann man auf 300㎡ ihre Filme, Teile ihres Nachlasses und die Marlene Dietrich Collection bewundern. Es sind die
Kostüme der Diva ausgestellt, erinnert sei nur an den Hosenanzug, der erst ein Skandal war und dann in
den 1930er Jahren zur Mode wurde, als alle Frauen Hosen tragen wollten. Zu sehen sind ihr Schminkkoffer,
das Armband, das ihr Jean Gabin schenkte und das goldene Zigarettenetui von Douglas Fairbanks Jr.
1992 starb Marlene Dietrich in ihrer Pariser Wohnung nach einem Sturz, als die schönsten Beine der Welt
ihren Dienst versagten. Beerdigt wurde sie in Berlin-Friedenau in einem Ehrengrab auf dem Friedhof in
der Stubenrauchstraße, wenige Schritte entfernt vom Grab ihrer Mutter, Elisabeth von Losch. Auf dem
schlichten Grabstein steht nur ihr Vorname und ein Vers aus dem Gedicht von Theodor Körner: „Hier steh
ich an den Marken meiner Tage.“
Nehmen wir traurig Abschied von Marlene Dietrich mit einem Drink in der „Marlene Bar“ des Hotels InterContinental Berlin. Hier ist Marlene noch einmal allgegenwärtig, hinter dem Tresen, an den Wänden und
auf der Barkarte. Marlene Dietrich liebte die Hausmannskost und besonders die Berliner Kartoffelsuppe,
doch diese Suppe gibt es nicht in der Bar. Man kann nur einen Burger bestellen, der ihren Namen trägt.
Einen Burger hätte sie sicher gerne mit John Wayne gegessen, wir aber stoßen mit einem „Marlene‘s Bellini“ auf die Berlinerin an, die sie war und blieb, auch wenn sie 1939 die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten von Amerika angenommen hatte.
マレーネ・ディートリヒの墓
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「私はやっぱりベルリン人」
ベルンハルト・Ｆ・ミュラー（ベルリン独日協会財務主任）
今回の表題となっているのは、1987 年に発表された、ベルリン生まれの偉大な女優であり歌手であったマレーネ・ディートリヒ
の回顧録のタイトルです。しかし厳密にいうとこの言い方は正しくありません。1901 年にマレーネ・ディートリヒがシェーネベル
クで生まれた時、シェーネベルクはまだベルリン郊外で、1920 年になってようやく大ベルリンに組み込まれたからです。マレーネ
はゼダン通りで生まれました。今日ではレーバー通りとなっていますが、今でもシューネベルクです。ディートリヒ一家は 53 番
地の建物２階に住んでいて、1 階は父親が勤務する警察署でした。ここで小さなマレーネは 3 歳まで過ごしたのです。
マレーネ・ディートリヒの足跡をたどろうとするならば、ベルリンのお隣、ポツダムにも目を向けて、バーベルスベルクの映画
スタジオにも足を延ばさなくてはなりません。ここには「マレーネ・ディートリヒホール」という 2500㎡のホールがあります。最
大のホールではありませんが、ここでマレーネが樽に座って「 Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt（私は頭のてっぺんから
足の先まで愛でいっぱいよ）
」と歌ったのです。1929 年にまさにここで映画「嘆きの天使」が撮影され、この映画によってディー
トリヒは有名になり、ハリウッドに進出しました。このホールはディートリヒの生前 1992 年に彼女の名前にちなんで改名され、
当時この大女優はパリから電話でこの改名式に参加したようです。
ベルリンのポツダム広場に戻りましょう。ポツダム広場周辺の中心はマレーネ・ディートリヒ広場ですが、ここは毎年ベルリナー
レの映画製作関係者やゲストを豪華に輝かせます。ここからあまり遠くないポツダム通り 2 番にはドイツ・フィルムライブラリー
があります。300㎡のライブラリーではディートリヒの映画、遺品の一部、マレーネ・ディートリヒコレクションに感嘆するでしょ
う。この歌姫のコスチュームが展示されていて、パンツ・スーツを見れば、最初はスキャンダルであった彼女のズボン着用が 1930
年代には流行りとなり、
多くの女性がズボンを履きたいと考えるようになったことを思い出すでしょう。彼女の化粧ケース、
ジャン・
ギャバンから送られたブレスレット、ダグラス・フェアバンクス・ジュニアの金のシガレットケースなどを見ることができます。
世界でも最も美しい彼女の足を仕事に耐えられないようにしてしまった怪我を経て、1992 年にマレーネ・ディートリヒはパリの
自宅で亡くなり、ベルリン、フリーデナウのシュトゥーベンラウフ通りにある墓地の、彼女の母エリザベス・フォン・ロッシュの
「こ
墓から数メートル離れた場所に葬られました。簡素な墓石には彼女の名前とテオドア・ケルナーの詩の一節が刻まれています。
こに私は、私の過ごした日々と共にいる」
ホテル・インターコンチネンタル・ベルリンの「マレーネ・バー」で飲んで、マレーネ・ディートリヒとお別れしましょう。こ
こではマレーネがどこにでもいます。カウンターの奥、壁、バーのショップカードにも。彼女は栄養のある家庭料理を好み、特に
ベルリン風じゃがいもスープが好物でしたが、それはこのバーにはありません。彼女の名前がついたハンバーガーが注文できるだ
けです。きっと彼女はジョン・ウェインと一緒にハンバーガーを食べたことでしょう。でも私たちは「マレーネのベリーニ」で、
1939 年にアメリカ合衆国の市民権を得てもずっとベルリン人であり続けたこの女性に乾杯しましょう。
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シリーズ
「私とドイツ」は日独協会の会員、関係者にご自身とドイツ・日独協会との関りについて語っていただく
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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。

石切山 賢
私は川崎市の片隅で小さなドイツ料理店を営んでいる。ドイツ料理を専門としている
店は多くないからか、お客様から「なぜドイツが好きですか？」
「ドイツの何が好きです
か？」等の質問をいただく事が多い。私自身いつからドイツが好きになったかよく覚え
ていない。気になった物、好きな物にドイツ関連の物が多かった。ゆえに色々ありすぎ
て具体的に「これ」と答えることが出来ない。漠然と肌に合う国なのである。
ドイツ好きとなったきっかけの一つとして挙げられるのは、いわゆる私の黒歴史であ
るが小〜中学生の頃にドイツの軍事関連の機械技術、デザインに興味を持ったこと。模
型等でその独創性、設計思想を学んだ。そんな中で料理好きな私が衝撃を受けたのが戦
場で活躍したフィールドキッチン（通称 Gulaschkanone）
。戦場で温かい料理を作り、
パンも焼くというドイツ人（と言うかプロイセン）の食事へのこだわりに驚嘆した！
その後も大学の第二外国語でドイツ語を専攻するなど、ドイツにつかず離れずといっ
た感じで過ごしていた。本格的にドイツを知る機会を得たのが遅まきながら 36 歳。ド
イツ企業の日本法人に転職したのがきっかけである。本社が Nürnberg 郊外の Lauf an 旅の楽しみの一つ。風景を楽しみながら町を一周ジョグ。
der Pegnitz という小さな町にある。この会社の研修で渡独する機会をいただき、短期 2014 年撮影。場所は Lauf an der Pegnitz の Marktplatz。
間ではあるがリアルなドイツとドイツ料理に接することが出来た。その後も展示会など
で何度か渡独するたびに様々なドイツ料理を食べることが出来た。これが料理好きで 50 歳を目途に飲食店を営みたいと企んでい
た私の店づくりに大きな影響を与える事となった。
ドイツを代表する飲み物と言えば多くの人がビールを挙げる。私はビールがあまり
好きではなくワイン党であった。ドイツワインとの出会いは大学生の時。福島の田舎
町の大学生ではあったが時はバブル期、東北の田舎町にも輸入ワインフェスタなるも
のがやってきた。欧州を中心に数ヶ国のワインを飲み比べ、はまったのがドイツワイン
である。当時日本に入ってきたドイツワインは甘口がほとんどで辛口を好む市場には
厳しかったようだが、私はこのドイツワインの甘さと美味しさに惹かれた。今は日本
市場にも辛口ドイツワインやドイツの赤ワインが増えてきたが、私の中ではドイツワイ
ンと言えば甘い白である。一方、ビールに対する私の印象は「苦い飲み物」という程
度で、むしろ苦手な飲み物であった。ところがドイツ企業に入社して私のビール観が
変わった。南ドイツ出身の担当者が紹介してくれたのが ERDINGER のヴァイツェン。
今まで飲んできたビールと風味、のどごしが全く違う！この出会いで「あっ！ビールっ
て実は美味しい！」と知った。そしてその
勤務していた会社の定宿は昔ながらの Gasthof。20 世紀初
後もドイツ各地の多彩なドイツビールと出
頭までは、ここでビールの醸造も行っていた。
会い、ビールの美味しさに目覚めていった。
5 年ほど前に開店したドイツ料理店であるが、お客様で多いのがドイツ好きな方、ド
イツ居住経験者、ドイツ旅行経験者などドイツと繋がりがある方々。皆さん「このビー
ルはドイツで飲んだ」
「この料理はドイツで食べた」と懐かしんでくれるのが嬉しい。ま
た、
「あのビールは入れないのか？」
「あの料理は作らないのか？」と言ったリクエスト
もいただく事がある。ビールに関しては個人店としては輸入や在庫管理の問題がありご
期待に沿えない場合も多々あるが、料理に関してはできる限り対応するよう心掛けてい
る。レシピを調べ、自身では食べた事のない料理を作る場合もあり、
「本当にこの味でよ
いのか？」自問自答である。実際に食べていただき「美味しい！」と言っていただける
と素直に嬉しい。
ここ数年、日本でも各地で一年中オクトーバーフェストが行われている。ドイツビー
ルのイベントが多いのは喜ばしい。オクトーバーフェストの呼称や時期については言い
たいことや賛否様々あると思うがこのイベントのお陰でドイツ料理を食べ、ドイツに興
味を持つ人も増えていると思う。…が、相変わらずよく言われるドイツ料理のイメージ
「ビールとジャガイモ、ソーセージ」から抜け切れていないのも事実。
「ドイツには他に
どのような料理があるの？」と聞かれることもしばしば。アイスバインやグーラッシュ
と言った定番的な料理とともに、
「シュシュシュのドイツ料理」と称してシュペッツレ、
シュニッツェル、シュパーゲル、シュトレン、シュトゥルーデル、シュトロイゼル…な
ぜか頭に「シュ」の付く料理、スイーツがたくさんあると宣伝している。ドイツ料理店
＝ビヤホールというイメージもあるが、お酒を飲まない人も食事を楽しめる料理店を目
指して、試行錯誤の連続ではあるが自らも楽しみつつ、ドイツ料理店を営んでいる。

当店の店内。Lauf の定宿の室内を参考にデザインした。
季節ごとに Bauernmalerei 等の装飾を入れ替えている。

ドイツ料理 カッツ・ロイファー
住所：神奈川県川崎市高津区久本 2-8-1
フィオーレの森３号館２階
東急溝の口駅、JR 武蔵溝ノ口駅
南口よりそれぞれ徒歩 7 分
電話：044-872-9008
定休日：日曜日、月曜日

プロフィール：当協会会員。1967 年 静岡県生まれ。2004 年ドイツ企業の日本法人に入社。その後、転職を経て 2014 年、川崎市の溝の口で
ドイツ料理店 Katze Läufer を開業。
趣味：料理、旅行、写真、マラソン。料理は小学生からの趣味。和洋中、なんでも作るが店ではドイツ料理に特化している。
最近はマラソン大会に出場するよりも、のんびり景色を楽しみながら走ることに専念。旅先では地図を頼りに朝ランを楽しむ。
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『ニーチェをドイツ語で読む』 細見 和之 編著
有賀 加乃（日独協会会員）
「ニーチェをドイツ語で読む」は、ドイツの哲学者ニーチェの思想を、対訳とともに解説し
た本です。ドイツ語を学ぶなかで、何か教科書以外で読めるものはないかと探していた時に
この一冊に出会いました。
本書ではニーチェを表す 6 つのキーワード― ディオニュソス的と反時代的、神は死んだ、
超人、永遠回帰、力への意志、詩作― についての考察と、関連する文章の対訳が交互に登場
します。対訳は 54 ヶ所とかなり量があり、文章の構造も複雑なため難解であることは否めま
せん。しかし、学習者が躓きそうなところ、例えば、接続法、分詞、言い換えなどには注が
添えられ説明されています。特に接続法 I 式は頻繁に登場するため、これらをまとめて読むこ
とで、文法規則だけではなく使い方のイメージもつかめるように思います。また、関係代名
詞の先行詞や省略されている部分に補うべき語もたびたび注に明記され、訳と合わせて文章
をたどるとより理解が深まります。
このように著者の手引きで読み進めていくうちに、日本語またはほかの言語では訳しにく
いドイツ語特有の言葉も、原文の流れの中で意味を持って読む者に届きます。更には、ツァ
ラトゥストラの語りや『権力への意志』の断章など、区切ることなく引いている箇所を音読
すれば、ドイツ語の音と言葉が呼び起こす映像が迫ってくることでしょう。ニーチェの思考
の勢いによることはもちろんですが、言葉そのものの持つ力や奥深さに気づかされます。

『ニーチェをドイツ語で読む』
白水社 出版年月日：2017/01/24
ISBN 9784560087336

原文を交えニーチェの思想をかみ砕いて伝える一方で、著者はまた、暮らしぶりや交友関
係の逸話によって彼の人物像を浮かび上がらせています。世界の真理をひたすらに追究するとともに、古代ギリシア文化に憧れ、
ワーグナーと語り合い、ハイネを敬愛し、生涯にわたり詩を書き続けたニーチェ。その相反する顔は一見意外でありながらも、彼
が逆説的に物事を語ることに長けた哲学者であったことを考えると、納得がいくものなのかもしれません。そのような、ニーチェ
の芸術を愛する一面が最終章 詩人・ニーチェ で、彼の詩作と生涯を追いつつ丁寧に語られます。著者の細見和之氏はドイツ思
想の研究者であり、また詩人でもあるそうです。言葉を扱う専門家ならではの、鋭い洞察と時間をかけたきめ細かな読み方に後押
しされ、哲学者が生み出した詩の世界を味わうことはとても特別な体験ではないかと思うのです。

第1回

日独 Manga コンクール授賞式・展示会のお知らせ

Die Brücke 6 月号にて日独 Manga コンクールのご案内をさせていただきました。
ベルリン独日協会は、2005 年からドイツでの漫画文化の普及と向上、若い世代の日独
理解を深めることを目的に、駐独日本大使館の後援のもと 2 年ごとに漫画コンクールを開
催し、今回で第 8 回を迎えます。今年は、東京・ベルリン友好都市締携 25 周年記念事業として、
東京の日独協会も共催し、駐日ドイツ連邦共和国大使館後援のもと、この漫画コンクールに日本
でも作品を公募することになりました。
今回の公募作品のテーマは「ベルリン／東京に行かなくちゃ！」で、人々がベルリンあるいは
東京に行きたくなる理由や状況を漫画で表現してもらうものです。日本側では会報誌や Twitter な
どの SNS、
「公募ストック」や「登竜門」などの公募サイトにて広く作品を募集し、9 月末の締切
までにユニークな視点で描かれた力作が幅広い年齢層の方々から寄せられました。これらの作品
は全てベルリンに送られ、ドイツ側の応募作品とともに審査され、受賞作品が決定しました。
日本からの作品の成人部門大賞を受賞したのは、
よしいえあさみ（ペンネーム）さんの「Mahlzeit!」
という作品。ふとしたきっかけでベルリンの食文化に関心を持ち、早速ベルリンに飛ぶ女性の話
です。大賞受賞者には「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」
が送られます。他にも、ベルリンに送った小包を主人公にした作品、ベルリンで体験した異文化
発見について友人との交流とともに 4 コマ漫画でつづった作品、これまでのベルリン旅行から印
象深いエピソードを紹介した作品など、どれも参加者の思いのこもった力作でした。

日本側の応募作品

11 月 15 日にベルリン市庁舎にてドイツ作品の授賞式と日独作品の展示会が開催されました。日本では来年 1 月 16 日に文京シビッ
クセンターにて日本作品の授賞式、1 月 16 日から 19 日まで日独作品の展示会を開催いたします。展示期間中にたくさんの会員の
皆様にお越し頂きたいと願っております。なお授賞式への参加については、座席数が限られておりまますので会員先着 20 名とさせ
ていただきます。参加ご希望の方は、協会メールアドレス jdg ＠ jdg.or.jp 宛てに氏名、会員番号を記載いただきお申込みください。
日独 MANGA コンクール授賞式・展示会
日 時：2020 年 1 月 16 日㈭〜 1 月 19 日㈰
場 所：文京シビックセンター、地下 2 階区民ひろば（授賞式、展示会とも同じ会場）
授賞式：2020 年 1 月 16 日㈭ 15 時〜 16 時（予定）
展示会：2020 年 1 月 16 日㈭ 14 時〜 17 時（予定）
2020 年 1 月 17 日㈮〜 19 日㈰ 9 時〜 17 時
◎尚、この展示会の事前準備、搬入、搬出等を手伝っていただけるボランティアを募集しております。
関心のある方は事務局までお問合せください。 Tel：03-5368-2326 メール：jdg@jdg.or.jp
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―ミュンヘンでの生活をつうじて ―
その 4：
「心の壁」をめぐるモヤっと

柳原 伸洋

■ベルリンの壁報道の「モヤっと」
2019 年 11 月、ドイツはベルリンの壁の開放から 30 年周年を迎えました。私は 10 年ほど前、雑
誌『ユリイカ』
（青土社）の巻末エッセイで「開放 20 周年」について「心の壁など誰にでもある」
と書いたことがあります。たしかにドイツ統一後には旧東ドイツで強引な資産整理などが行われ資
本主義の暴風が吹き荒れました。結果、旧東西ドイツ間の格差や旧東独の高い失業率、そして同地
からの人口流出が問題視されています。先のエッセイはこの問題を否定するために書いたのではな
く、日本のベルリンの壁報道の大半が「物理的な壁は崩れたが、心の壁はなお残っている」という
定型的なスッキリとした語りにとどまり、複眼的に考えようとしていない点を批判したものでした。
今回、この「心の壁」をほんの少し多角的に考えてみたいと思います。この「多角的」という
のも「モヤっと」考えるうえでのコツのひとつです。

■ドイツ統一後の流出と流入
『ツァイト』紙によれば、統一後に東から西に移住した人は、東独人口の 4 分の 1 にあたる
ミュンヘン市内の「ドイツ統一記念碑」
360 万人だとされます。たとえば現ベルリンの人口が約 370 万人なので、
ほぼ
「ベルリン一都市分」
が移動したということです。ただし、2010 年以降はライプツィヒなどの旧東独都市では逆に西からの流入が多くなり、
「ライプツィ
ヒ・ブーム」と呼ばれる現象もおきています。また、バイエルン州北部では州境を越えた旧東独地域に工場や支店を置く企業が増
えています。旧東独州向けの企業助成があり、地価も安いからです。
さて、私の知人・友人にも東ドイツ出身者がたくさんいます。最近ミュンヘンでできた新しい知り合いも東ベルリン出身の夫妻
でした。また、秋のある日、私の住むアパートで改修工事が行われました。昼頃、工事のおじさんたちが「コーヒーを飲ませても
らえないか？」と言ってきました。現在の日本（とくに都会）ではあまり考えられませんが、コーヒーを淹れて少し話をしました。
彼らのドイツ語はどこか懐かしい響きがして、訊くとザクセン地方（旧東独）の出身とのこと。私は最初にドイツ語を覚えた土地
がザクセンなので、独特のアクセントと抑揚に懐かしさを覚えたのです。彼らがミュンヘンで働いている経緯までは尋ねませんで
したが、先ほどのデータなら、彼らも「流出民」として数えられているはずです。

■「壁」と向き合う困難
今年も、日本の新聞ではベルリンの壁について記事が掲載され、経済格差や心の壁について言及されていました。しかし、なぜ「心
の壁」が強調されるのか、
そして日本の新聞で「心の壁」を強調したがるのかに踏み込んだ自省的な分析がなされることは稀でしょう。
壁が存在した過去を知ることは重要です。ただ、知った後で、次に壁のもつ困難な特性について考えてもよいでしょう。壁とは、
いったん打ち立てられれば、壁のある世界が「現状」となります。この現状の確認・追認だけでは壁を部分的に肯定することを意
味してしまうのです。壁は、私たちの社会が変わることの難しさを象徴しています。分かりにくいのでもう一例を挙げると、ある
制度下で「壁」があれば、それを破壊する行為は反体制あるいは違法となるということです。
さて、物理的破壊ではないですが、
「現状という壁」を壊そうという動きがあります。日本でも知られてきた「金曜デモ（Fridays for
Future）
」などの環境運動です。とくに若い世代の活躍が注目されています。たとえば旧東独州でも、9 月 20 日㈮の金曜デモには、ドレ
スデンで 1 万 4000 人、ライプツィヒで 2 万 5000 人がデモ行進に参加し※ 1、ミュンヘンでは 4 万人が集まり※ 2、その多くは若者でした。
このデモを含めて、昨今のドイツに関する報道やネット世論では「欧州・ドイツ＝スゴい VS 欧州・ドイツ＝ダメ」といった表
層的な感情の闘いが多く繰り広げられています。ただし、デモ参加者の若者をまずは一人間だと捉えて、彼らが集まって訴えを提
示しているという事実に向き合うことが、一人間としての態度ではないでしょうか。
先ほど私は、ザクセン出身のおじさんたちに「つながり」を感じたと書きました。ドイツと日本の若者は、お互いに言葉は通じ
ないかもしれませんが未来への不安・希望をつうじて「つながっている」可能性があります。ここでは、ドイツや日本という区分
の壁は意味をなさないかもしれないのです。
翻って私たち「大人」の多くは、世代間の壁を打ち立てたり、
「理解しようとしない」という壁を持っていたりします。若者たち
が感情的だと非難して拒絶する前に、私やあなたが社会の一員という意味での大人ならば、腐したい気持ちや聴きたくない気持ち
という自分の内側の心の壁と向き合ってみるのはいかがでしょうか。
最後に繰り返すと、物理的にせよ心理的にせよ「現状の壁」を壊すのは極めて困難です。日本のベルリンの壁報道で結論に使わ
れる「心の壁」という言葉に私がモヤっとするのは、この困難に対する言い訳っぽさを感じてしまうからかもしれません。
〈※出典〉: 1. 中部ドイツ放送：https://www.mdr.de/sachsen/fridays-for-future-demonstration-dresden-leipzig-zwickau-100.html
（閲覧：2019 年 11 月 1 日）
2. ミュンヘン市公式サイト：https://www.muenchen.de/aktuell/2019-09/fridays-for-future-klimwandel-demo-koenigsplatz-muenchen.html
（閲覧：2019 年 11 月 1 日）
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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