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表紙の言葉

Zum Titelbild

ギンメルディンゲン “アーモンドの花祭り”

Mandelblütenfest in Gimmeldingen (Pfalz）

温暖な気候と年間1,800時間以上の日照時間から「ドイ
ツのトスカーナ」とも呼ばれるドイツ南西部プファル
ツ地方は、ドイツ国内で一番早く春の訪れる場所と言
われています。この地域はワイン醸造の他、レモン・
いちじく・ヤシ等、温帯を好む植物が生育することで
も有名ですが、ローマ人がブドウの木と共にヨーロッ
パに持ち込んだアーモンドもその一つです。“アーモン
ドの小道”という人気のハイキングコースが通る森とブ
ドウ畑に囲まれた小さな村ギンメルディンゲンでは、
毎年開花に合わせて“アーモンドの花祭り”が開催され
ます。1,500本もある、村自慢のアーモンドの木に咲く
愛らしい花が、時期尚早のブドウ畑を優しいピンク色
に染め上げる様は見事です。このお祭りでは恒例によ
りアーモンドの花の女王とプリンセスが選出されま
す。週末には、プファルツワインを片手に美しい女王
とプリンセ スを一目見ようと、人口約2,500人の静かな
村に30,000人以上の人が訪れます。
小野 和美
（日独協会会員／ドイツ・ハイキング連盟認定ガイド）

Mit ihrem milden Klima und mehr als 1.800 Sonnenstunden pro
Jahr wird die Pfalz im Südwesten Deutschlands auch die „Toskana
Deutschlands“ genannt, und es wird gesagt, dass dort der Frühling
am frühesten beginnt.
Die Region ist nicht nur bekannt für ihren Wein, sondern bietet auch
das Klima der gemäßigten Zone für Pﬂanzen wie Zitronen, Feigen,
Palmen und Mandeln, welche von Römern zusammen mit Trauben
nach Europa gelangten, einen angenehmen Lebensraum. In dem
kleinen Dorf Gimmeldingen, umgeben von Wäldern und Weinbergen, durch die der beliebte Wanderpfad „Pfälzer Mandelpfad“ läuft,
ﬁndet jedes Jahr zur Blütezeit das „Mandelblütenfest“ statt. Lieblichen Blumen der 1.500 stolzen Mandelbäume des Dorfes färben die
Weinberge frühzeitig in einem zarten Rosa. Bei diesem traditionsreichen Fest werden die Königin und die Prinzessin der Mandelblüte
auserkoren. Über das Wochenende besuchen mehr als 30.000 Menschen das ruhige Dorf mit rund 2.500 Einwohnern, um bei einem
Glas Pfalzerwein einen Blick auf die schöne Königin und Prinzessin
zu werfen.
Kazumi Ono
(Mitglied der JDG / Wanderführerin des deutschen Wanderverbandes)
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イザベル・ヴァロッセク
Isabel Wallossek

Liebe Leserinnen und Leser,
Wir blicken auf ein abwechslungsreiches Jahr zurück, in dem wir zahlreiche Ereignisse erleben konnten, die zeigten, wie eng Japan und Deutschland in vielen Bereichen miteinander verbunden sind.
Neben dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwischen Japan und
der Europäischen Union Anfang des Jahres setzten hochrangige Besuche
starke Zeichen für einen engen Austausch und ein gutes Verhältnis unserer Länder. Im Februar begrüßten wir Bundeskanzlerin Merkel in Tokyo,
die wirtschaftliche sowie politische Gespräche führte und für die deutschjapanische Wertepartnerschaft warb. Die Teilnahme des Bundespräsidenten Steinmeier an der Zeremonie der Thronbesteigung des neuen Kaisers
im Oktober stellte einen weiteren Höhepunkt dar, dem interessante Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der japanischen Gesellschaft
folgten. Der Besuch von Kanzlerin Merkel beim G20-Gipfel in Osaka und
die Teilnahme mehrerer deutscher Minister oder Vize-Minister am G20Ministertreffen in Japan zeigten zudem, dass Deutschland und Japan
nicht nur bilateral, sondern auch international eng zusammenarbeiten und
gemeinsame Werte wie Multilateralismus und freien Handel vertreten.
Die 56 JDG sind dabei ein wichtiger Baustein der deutsch-japanischen
Beziehungen. Sie haben auch in diesem Jahr landesweit zahlreiche Veranstaltungen organisiert und den Austausch gefördert. Sei es ein Vortragsabend oder der Manga-Wettbewerb im Rahmen des 25. Jubiläums der
Städtepartnerschaft Tokyo-Berlin, die JDG Tokyo ist für uns immer eine
besonders enge Partnerin. Dafür danke ich Ihnen herzlich!

Grußwort zum neuen Jahr
Ina Lepel
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland

新年のご挨拶
イナ・レーペル
駐日ドイツ連邦共和国大使

2020 kündigen sich gleich mehrere Großereignisse an, die das Jahr in vielfältiger Weise prägen werden. Wir hoffen auf erfolgreiche Olympische sowie Paralympische Spiele und drücken den japanischen und deutschen
Sportlerinnen und Sportlern die Daumen. In der zweiten Jahreshälfte feiern wir nicht nur 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung, sondern auch den
250. Geburtstag Beethovens, was wir gebührend würdigen werden.
Ich freue mich daher, auch in Zukunft eng mit Ihnen zusammenzuarbeiten und wünsche Ihnen einen guten Start in das Jahr 2020.
Mit besten Grüßen

Als neue Botschafterin freue ich mich, diesen Austausch in den nächsten
Jahren weiter voranzutreiben und unsere Partnerschaft zu pflegen. Seit
meinem Dienstantritt im September habe ich bereits viele positive Impulse
erhalten, die mich mit Spannung auf das nächste Jahr blicken lassen. Für

読者の皆様

Ina Lepel
Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland

Manga コンクールを初めとして、東京の日独協会は私たちに
とり殊に密接なパートナーです。この場をお借りし、心より感

変化に富んだ一年を振り返ると、様々な出来事を体験できた年

謝を捧げます。

でした。これは、数多くの分野における日独両国の絆の強さを
物語っています。

新任大使として、今後、こうした交流を一層促進し、私たちの
パートナーシップを強固にしていけますことを嬉しく思いま

日・EU 間の経済連携協定 (EPA) の年頭の発効と並んで、ハ

す。9 月の着任以来、既に数多くの建設的なご助言やご提案を

イレベルな賓客の訪日は、日独両国の密接な交流と良好な関係

頂戴いたしましたので、
期待を持って新年を見据えております。

の明白な証左です。二月にはメルケル首相が東京を訪問し、政

2020 年には、この年を多彩な形で彩る大規模行事が既に幾つ

治・経済界の関係者と会談し、日独が同じ価値を共有するパー

も公表されております。オリンピック・パラリンピック競技大

トナーであることを訴えました。10 月の即位の礼へのシュタ

会では、その成功を願うと共に、日独の選手の健闘をお祈りし

インマイヤー・ドイツ大統領の参列は、更なるハイライトとな

ております。この年の後半には、
ドイツ統一 30 周年やベートー

り、
日本社会を代表する方々との興味深い会談も行われました。

ベン生誕 250 周年を迎えますので、相応しい形で祝いたいと

G20 大阪サミットへのメルケル首相の出席を初め、日本各地

考えています。

で開催された G20 関係閣僚会合へのドイツの大臣や副大臣の
参加は、日独が二国間レベルのみならず国際的にも密接に協力

こうしたことから、今後とも皆様と密接に協力できますことを

し、多国間主義や自由貿易という価値を共有することを明白に

嬉しく思いますと共に、2020 年の素晴らしい幕開けをお祈り

しました。

しております。

日独関係において、全国の 56 の日独協会は重要な礎であり、

ドイツ連邦共和国大使

本年も全国で数多くの催しを実施され、
交流を促進されました。

イナ・レーペル

講 演 会 や 東 京 ベ ル リ ン 友 好 都 市 締 結 25 周 年 記 念 の 日 独
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シリーズ：1919年から現在を見る
第5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、議会制民主主義のあり方など、現
在の日独にも関わる問題を提起しているため、本シリーズでは、1919 年の出来事を振り返り、そこから現在への影響や示唆について考えたいと思います。
最終回の今回は、女性の選挙権と政治参加の問題について、ボン女性史博物館のイザベル・ブッシュさんに論じてもらいます。なお当時の政治情勢につい
ては、本シリーズの第 1 〜 3 回をお読み頂くと理解が深まるかもしれません。

1919 〜 2019 年：ドイツ女性選挙権導入 100 周年。
政治における女性の当時と現在。
イザベル・ブッシュ
「紳士淑女の皆様（Meine Herren und Damen）… いま初めて一人の
女性が自由かつ対等な者として、議会で国民に語りかけるのを許され
ています。このことから私は、ごく客観的に、旧来の偏見を克服させ
たものは、
ドイツでも革命だったと認めたいと思います。
」
この言葉は、
ある女性がかつて、ドイツ革命後のワイマール共和国の議会で発した
ものである。発言者マリー・ユハスは、1919 年 2 月 19 日にこの演説
を行い、女性議員の存在を認める、この「紳士淑女の皆様」の呼びか
けのために笑われた。男性議員が以前から演説で同じ呼びかけを使っ
ていたことを考えると、そのような反応は奇妙に思える。
職業教育を受けた仕立屋、マリー・ユハスは女性選挙権のために尽
力し、社会民主党（厳密には、1917 年の分党後の多数派社会民主党）
に所属した。つまり 1890 年代から女性選挙権を要求した政党に所属
していた。社会民主党は、女性があらゆる政治活動と政党所属を禁じ
られていた時代にも（この禁止はようやく 1908 年に解かれた）
、党
内での女性登用に積極的だった。
（被）選挙権を求める、数十年にわ
たるドイツの女性の戦いは、1918 年の革命直後の、社会民主党のフィ
リップ・シャイデマンによるワイマール共和国の樹立宣言とともに、
ついに実現した。第一次世界大戦中、女性たちは、男性が徴兵された
ため必要に迫られてではあったが、男性の仕事を引き受け、見事にこ
なせることを、かつてなくはっきり示した。そうだとしても、1918
年のドイツ革命なしに女性選挙権が実現され得たのかどうか、あるい
は革命がなかったとしたら、女性協会が選挙権を求めて更に戦い続け
ねばならなかったのかどうか、革命と選挙権導入の関係をめぐって、
歴史家の間で論争があり得る。
1918 年 11 月 12 日、ドイツ革命後に各地で権力を握った兵士と労
働者の自治組織、労兵評議会が平等な普通選挙権を布告した。州議会
選挙や、何より 1919 年の国民議会に向けた選挙が行われた、その後
の数か月、議員を選び、議員として選ばれる権利が初めて女性に認め
られた。そこで諸政党は女性有権者の歓心を買おうと争い、どの政党
も、女性の利害を最もよく代表しているかのように振る舞った。女性
投票率は非常に高く、82.3％の女性が投票したが、帝国議会に当選し
た 416 名の議員のうち、女性は 37 名だけだった。割合でわずか 8.9％
だった。ワイマール共和国の 14 年間にも、この割合は大きく変わら
なかった。女性が政治の中で、国内治安政策、外交政策、経済政策な
どの重要分野から遠ざけられたことにも、注意すべきである。社会福
祉団体における彼女たちの経験（マリー・ユハスはドイツ労働者福祉
同盟の創設者の一人）のため、女性政治家の活動はそれらの分野に限
定されるべきと考えられた。実際に女性たちは社会政策において、例
えば女性家内労働者に保険適用を認めた、マルガレーテ・ベーム議員
の名を冠するベーム法のような重要な改革を成し遂げた。しかしこの
ことは、特に 1928 年以降に、選挙候補者リストの席が、経済を重視
する男性候補者へと優先的に割り振られることにつながり、競合する
嫌われ者の女性候補が当選するチャンスはますます少なくなった。
女性たちによる、共通の女性政策のための政党を超えた協働は、残
念ながら稀にしか成功しなかった。イデオロギーの違いがしばしばあ
まりに大きく、諸政党の中に女性部門があり、男性優位思想の、党内
の男性の同僚議員に対抗しようと努めていたものの、ドイツ政界は専
ら男性中心のままだった。
ワイマール共和国は、その全時代を通じて、左右双方からの政治騒
乱に満ちていた。後に分かるように、致命的なことに、右からの危険
はあまりに過小評価されていた。世界恐慌のおかげで、明白に反民主
的で、反フェミニズムの国民社会主義ドイツ労働者党（NSDAP）は、
選挙での成功を着実に積み重ねた。政治の雰囲気は、1929 年以降、
ど ん ど ん 荒 っ ぽ く な っ た。 当 時 の 女 性 議 員 ト ニ ー・ ゼ ン ダ ー は、
1930 年代初めに、言葉と暴力による、どんな攻撃にさらされたか後
に述べている。
ナチ党の選挙勝利と、1933 年 1 月 30 日のアドルフ・ヒトラーによ
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る権力掌握とともに、女性は被選挙権をはく奪された。わずか数か月
のうちに、反ヒトラー政党は禁止され、女性は議会から消えた。社会
民主党と共産党の女性党員は、男性の同志と同じく、厳しい迫害にさ
らされた。ラインブロール（ノイヴィート）出身のユダヤ人、フェミ
ニスト、共産主義者（元社会民主主義者）だったヨハンナ・レーヴェ
ンヘルツは、1933 年初めに他のドイツ共産党員とともに、ノイヴィー
トで保護拘禁に置かれた。あらゆる政治活動を断念する旨の宣誓書に
サインするまで、彼女は拘禁下に留まらねばならなかった。さらにそ
の後も、彼女は定期的にラインブロールの警察署に出頭しなければな
らなかった。かつての女性議員の中には、マリー・ユハスやトニー・
そこからナチスと戦おうとした者もいれば、
ゼンダーのように亡命し、
ドイツで積極的に抵抗運動に参加した者もいた。他の者は、トニー・
プフュルフのように自ら命を絶った。
第二次世界大戦後の 1945 年、女性は男性とともに、空爆で破壊さ
れた町だけでなく、政治をも再建するという困難な課題に直面した。
ドイツ連邦共和国（西ドイツ）の基本法制定のため、1948 年にボン
に集った制憲議会（Parlamentarischer Rat）には、65 名の投票権を持
つ議員が参加したが、その中に 4 名の女性、いわゆる基本法の母たち
（Mütter des Grundgesetzes）がいた。エリザベート・ゼルベルト、
フリー
ダ・ナディッヒ、ヘレーネ・ヴェーバーとヘレーネ・ヴェッセルであ
る。1949 年制定の基本法に、
「男性と女性は平等な権利を有する」と
いう 3 条 2 項が明記されたのは、まさにエリザベート・ゼルベルト
の奔走に負うところが大きい。この簡潔な条文は、それまで多くの点
で女性を非常に不利に扱ってきた民法典が、続く数十年のうちに徐々
に 改 正 さ れ る こ と に つ な が っ た。 ド イ ツ 民 主 共 和 国（ 東 ド イ ツ、
DDR）でも、両性の同権は法的に規定された。しかし主導権を握っ
ていた社会主義統一党（SED）の上層部は、1990 年の東ドイツの終
焉まで、男性のみが占めた。
新たに選ばれた西ドイツ連邦議会の女性議員は、ナチス体制の経験
から、女性議員の存在と影響が民主主義にとって不可欠だと意識して
いた。ヘレーネ・ヴェーバーは、
「男性が独占する国家の存在は、諸
国民の堕落だ（Der reine Männerstaat ist das Verderben der Völker）
」と
述べている。
実際にまさに 1970 年代以降、女性議員たちは、女性に関わる政策
においていくつかのことを成し遂げた。つまり一例を挙げれば、
1997 年に、配偶者間の同意のない性行為もまた、刑法上の犯罪とし
て処罰対象となることが承認された。
現状はどうか？ 2017 年の連邦議会選挙では、当選議員の 30.7％を
女性が占めた。1919 年の選挙と直接比較すれば進歩だが、未だ真の
平 等 と は 言 え な い。 政 党 間 で 大 き な 違 い も あ る。 つ ま り 緑 の 党
（GRÜNEN）と左翼党（LINKE）は 2017 年、ともに男性（53.6％）よ
りも多くの女性（58.2％）を連邦議会に送ったが、キリスト教社会同
盟（CSU）とドイツのための選択肢（AfD）の女性議員割合は、ずっ
と少ない（17.4％と 11.7％）
。女性は選挙区（21.4％）よりも、州ごと
の比例代表名簿
（37.6％）
を通じて連邦議会に当選しているのも目立つ。
つまり政党は、選挙区では未だ男性に望みを託すことが多い。特に地
方政治で、女性の参加を促進する、多くの取り組みが行われている。
真の男女同権を実現するには、政治において未だなすべきことがあ
る。現在（2020 年 1 月時点）までに既に 2 名の女性が防衛大臣になっ
たが、未だ外務大臣になった女性はいない。女性は、彼女たちの選挙
権と被選挙権が困難な戦いによって勝ち取られ、既に一度はく奪され
たことを忘れてはならない。1949 年から 1972 年に連邦議会議員を
務めたケーテ・シュトローベルは、既に 1959 年に次のように述べて
いる。
「政治は、男性たちだけに任せておけるほど、どうでも良いこ
となどではない。
」
イザベル・ブッシュ：ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学ボンとコーク大
学（アイルランド）にて英文学、比較文学、近現代史を専攻。近現代の英語ファ
ンタジー小説における性別観念について英文学の博士論文を執筆しつつ、ボン
にある女性史博物館の学芸員を務める。
「ワイマール共和国における女性解放」
など、様々なテーマについて講演を行っている。連絡先：busch@hdfg.de

2019 年 ハロードイツプログラムレポート
継続的な日独交流を形成することを目的とした、日本とドイツの 18 歳から 30 歳の若者を
繋ぐ夏のプログラム
「ハロープログラム」
が今年も開催されました。2005 年にドイツで始まっ
たこのプログラムは、毎年日独交互に開催され、震災による中断を経ながらも、今年で 13
回目を迎えました。
今年はドイツで「Hallo Deutschland 2019」を開催し、8 月 22 日から 9 月 1日の 11日
間に、フランクフルト、ワイマール、ベルリンの 3 都市を訪ね、さまざまなドイツを見て回っ
てきました！この 11日間に渡る熱いプログラムを、日独ユースネットワークのハロープログラ
ム運営リーダーの吉見隆寿と、当プログラム参加者であり、現在では運営チームの一員になっ
た山口由美子がレポートします。

Hallo Deutschland 2019 のメインテーマは、
「であう！できる！…で !? −市民
活動の力・挑戦・可能性−」でした。
「市民活動」は、
社会的な課題の解決に向けて、
私たちひとりひとりが自主的、
自発的に行う社会参加活動のことを指します。時に社会に大きな変化をもたら
すこともある市民活動の背景にあるものは何か、どうして私たちは市民活動に
参加するのか、何と出会い、そこで何ができるのかについて、日独の若者同士
で時に楽しく、時に激しく議論を交わしました。
このプログラムには、日本とドイツにバックグラウンドを持つ若者 49 名が
参加しました。参加者は政治・教育・文化・環境・社会の 5 グループに分かれ、
市民活動に関連したそれぞれのテーマを元に、例えば、文化グループがベルリ
ン・ブランデンブルク科学アカデミーの中世西洋美術史家マリーナ・フォーク
ト先生からステンドグラスの発展史・現代における修復について教わり、ステ
ンドグラスのマイスターに色付け方法についてワークショップを開いてもらう
など、企業、大学などの専門家に話を伺ったり、施設訪問をしたりし、議論を
重ねていきました。
参加者の皆さんが「市民活動」というフィルターを通して見たドイツはどん
なものだったのでしょうか。日本との違い、あるいは同じところ、意識してみ
るとたくさんの発見があったのではないでしょうか。これらの発見と新しくで
きた日独の仲間とともに、どんな活動に繋げていくのか、とても楽しみです。

Hallo Deutschland 2019
日付

日程

内容

場所

8月22日 日本人参加者集合

フランクフルト

8月23日 フランクフルト市による歓迎

フランクフルト

8月24日 ホームステイ

フランクフルト

8月25日 ホームステイ

フランクフルト

AWO（労働福祉協会）のクラーマー
フランクフルト
8月26日
氏の講演と議論／グループワーク
8月27日 ワイマールへ移動

フランクフルト

8月28日 グループワーク

ベルリン

8月29日 グループワーク

ベルリン

8月30日 最終プレゼンテーションの準備

ベルリン

8月31日 ベルリン日独センターにて最終プレゼン ベルリン
8月31日 フィードバック

ベルリン

ユースサミット研究テーマ
政治グループ
教育グループ
文化グループ
環境グループ

市民活動が政治に与える影響
教育と市民活動 -Hand in Hand文化遺産の受け継がれ方
市民活動無くして防災無し - 個人の貢献は
いかに重要か？
社会グループ 市民活動における若者の役割

さて、今回のプログラム参加者の中から、2 名がハロープログラムの運営チー
ムに加わってくれました。そこで、その 1 人である山口由美子さんに、プログ
ラムの感想や、運営チームに加わってくれた理由を聞いてみましょう。
「プログラムに参加した理由は、大学で第二外国語としてドイツ語を選択していたものの
自分がドイツ語を身につけていると思えなかったためです。このプログラムに参加して、同
年代のドイツ人の人たちと交流することで、ドイツ語を使うことができるようになると考え
ました。また大学生活で何かに挑戦したいと感じており、多くの同年代の人たちと交流でき
るこのプログラムがあっていると考えました。実際、私はハロープログラムに２回参加しま
した。そしてこの２回のプログラム参加を通して、多くのものを得ることができました。
ドイツ人の友達もでき、自分とは異なる考え方を持つ人たちと議論を重ねることで様々な
視点を知ることができました。また、ドイツ人参加者だけでなく同じ日本人参加者同士でも
色々な考え方を持っていて刺激を受けることができました。このようにプログラムを通して
多くの友人や、自分とは異なる考え方を持つ人と関わることができました。運営として参加
することで、このプログラムを裏から支え、私のように多くの人たちに貴重な経験をしても
らいたいと考えています。」
ハロープログラムは、
多くの方のご厚意とボランティアの運営チームで成り立っています。
ぜひ本プログラムを通して得られた気づきや仲間を大切にし、
参加してくださった方々には、
未来に繋げていってほしいと思います。
運営スタッフ一同、次の Hallo Japan 2020 に向け、今後も精進して参ります。
（山口由美子、吉見隆寿）

参加者の声

常に移動し、全力で議論し、全力で遊ぶという、
大変盛沢山なプログラムでした。小中学校や、

日本側・ドイツ側の参加者比率が１：１で、グルー

在独日本大使館への訪問など、多くの貴重な

プワークのメンバーに限らず、多くの参加者と深

体験をすることができ、苦労もありましたが、

く交流することができました。

今ではすべてがいい思い出です。

主催：日独ユースネットワーク 独日青少年協会 Hallo Japan 2020
テーマは「実行しよう！私たちの幸せのためにできること」です。本プログラムでは、このテーマを元に、グループワークや企業などの訪問、共同生活
を行いながら、
「私たちの幸せのためにできること」を実現方法まで含めてプランニングします。
日独の 18 歳から 30 歳の皆さん、ご応募お待ちしています（応募は 2020 年 2 月 15 日開始予定です）！
詳しくは公式ホームページをご覧ください。http://jg-youth.net
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または、http://djjg.org/ja

ツ

とドイツ

ドイ

ツ

ドイ

―ミュンヘンでの生活をつうじて ―
その 5：
「個人主義 VS 集団主義」のモヤっと

柳原 伸洋

■「わがまま」なドイツ？
今回はドイツで最も「モヤっと」するキーワードのひとつ「個人（個人主義）
」についてモヤっと考えます。
ドイツと日本は、しばしば「個人主義 VS 集団主義」という構図で比較されます。日本育ちでドイツに住んだことのある人なら
多くが、ドイツの人びとを「勝手だ、わがままだ」だと感じた体験があると思います。頻繁に経験するのが、スーパーのレジで列
を作って待っているのに、レジ担当者が知り合いと話し続けること。私も最初は、イラっと、次にモヤっとしてしまいます。
福沢諭吉は『学問のすゝめ』で「自由とわがままとの界（さかい）は、
他人の妨げをなすとなさざるとの間にあり」と書きました。
こう考えれば、今、私が例を挙げた「わがまま」は「自由」の表れかもしれません。列で私は「待たされて」はいますが、
「妨げら
れて」いないとも。むしろ、レジの人の会話を妨げる方が、
「わがまま」かもと。ただ、
「客相手の仕事でしょ」ともいえるわけで、
この境界はなんともいえずモヤっとしています……。

■ドイツで「個」について考える
すこし話を広げると「個人主義と集団主義」をめぐる問題とも言い換えることができるかもしれません。日本の場合、
「個人主義
＝わがまま」としてネガティブに語られる傾向があります。そこで発想を転換して、
「個人主義＝個人を大切にする」と考えてみて
はどうでしょうか？つまり、自分自身の権利が守られるということは、他者の権利も守るということです。
ドイツ中世史家で、晩年は「世間学」について著した阿部謹也は、ドイツと日本との大きな違いを障害者が個として暮らしやす
い点に見出しました。日本は西洋式に合理化はしたが、
「自分自身（個）を大切にする＝個としての他者も大切にする」という個の
尊重が、あまり導入されなかったということでしょうか。
ただ、これは 2002 年に書かれたものなので、約 20 年で日本の状況も変わったのかもしれません。しかし、
「自分勝手」
「自己中」
「和を乱すな」と非難する言葉が溢れていることを考えれば、どこまで変わったかは分かりません。
ドイツでは、
「日本の集団性」から解放されたと感じる人（とくに女性）によく会います。日本の集団ルールが男女差別に基づい
ている場合が多いので、女性が「解放感」を覚えるのは当然でしょう。

■オクトーバーフェストと「集団性」
とはいえ、ドイツでは個がいつも尊重されているとも言い切れません。2019 年
のミュンヘン・オクトーバーフェストの体験をお伝えしたいと思います。約 20 年
ぶり再訪でしたが、
「過去に感じたこと」が再びよみがえってきたのです。巨大テ
ント内での大騒ぎは輪に入れば気持ちいいのですが、私にはこの高揚が、ナチ・
ドイツを席巻した「高揚」と重なって感じられてしまうのです。おそらく最も保
守的なテントにも入ってみました。そこでは（相席すれば座れるにもかかわらず）
「お前たちの席はない」と何度も言われたのでした。この 20 年間、私が研究テー
マとしてきたことも、ドイツの「集団性」
、具体的にはナチ期の民族共同体につい
てです。実はオクトーバーフェストは私の研究の原体験なのです。
今、
「お祭りという楽しい空間に対する興ざめな感想だ」と思われたなら、ここ
にこそ「個と集団」との対立がみえるのです。集団化は、内部者にとってはぬるま
湯で、心地よい空間です。しかし「他者」は居づらく、外から批判しにくい世界でもあります。そこで集団化の問題性、つまりナチ
ズムを歴史的に刻むドイツでは「個人」を守るための社会の仕組みが強化されたとも考えられます。

■「自分のため」の寄付行為
もうひとつ「個人的な」事例を挙げましょう。最近、近所を歩いていると、ゴミ箱からペットボトルを拾っている初老の男性が
いました。ペットボトルはスーパー等で、1 本 25 セント（約 30 円）のデポジットが返金されますので、お金のために集めている
人をしばしば見かけます。この男性に、若い女性が「これを足しに」とお金を手渡しました。彼女がどのような動機で寄付をした
のかは分かりませんが、こういう光景をドイツでよく見かけます。そして、私もしばしば寄付します。
他者のための善行だと捉えられるかもしれませんが、私は「個人主義的な行為」と捉えています。つまり、自分のために「おせっ
かい」をしているのです。私は、
気持ちが沈んだ日に、
お金を渡して「気持ちの切り替え」をしたりします。日本語の「無私の行為」
ではなく、徹底的に「私」のための行為です。周りから、つまり集団からどう見られるか、見返りがほしいとか、そうではなく自
分のための行為なのです。ただ、これが結果として「たまたま」他者を利するのであれば、それはそれで問題ありません。そして
もちろん、
「おせっかい」の可能性もありますが、この「おせっかい」は自分自身で許すこととしています。

■わがままが「違い」をつなぐという発想
社会学者の富永京子は著書『みんなの「わがまま」入門』で、
「わがまま」と「おせっかい」とをつなげています。また本の帯には
「わがままが『違い』をつなぐ」という一文があります。これらの発想は、
今回の「モヤっと」記事の内容と通底していると思うのです。
繰り返しますが、
個人を大切にするということは確かに「エゴイズム」とも結びつきますが、
同時に個としての自分を尊重する（さ
れている）ことは、他者の個の尊重でもあるはずなのです。多様な人びとの生きるドイツ社会では、集団が個に介入するよりも、
個人が他とつながっていく可能性が重視されているのかもしれません。
参考文献：
阿部謹也編著『世間学への招待』青弓社、2002 年
富永京子『みんなの「わがまま」入門』左右社、2019 年
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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クリスマスムードに酔う！

2019 年 12 月 6 日開催「クリスマスの集い」
（公財）日独協会 常務理事 柚岡一明
「クリスマスの集い 2019」は 3 年ぶりに富士フイルムホール
ディングス（株）内レストランにて同社の全面的協力のもと、開
催されました。立食ビュッフェにはドイツ料理、ドイツワイン、
ドイツビール、グリュ―ワインなどが並べられドイツ尽くし。ま
た、最近の協会活動の様子をまとめた動画を会場内で放映した
り、さらに法人会員でもある管弦楽団「ミニケストラ」による生
演奏で、クリスマスムードを高める演出をほどこしました。ミニ
ケストラは日本が世界に誇るアニメやゲームの音楽を、ヴァイ
オリン・チェロ・コントラバス・フルート・ピアノの５つの楽器
編成で原曲の世界観をそのままに独自にアレンジして演奏、参
加者は生演奏を楽しみながら、大いに会話を弾ませていました。
最初は少し緊張気味だっ
た 研 修 生イザ ベ ル・ヴァ
ロッセクさんと、当協会会
員で富士フイルム社員のフ
ロリアン・ガイアー氏がウ
イットに富んだ司会で進行
しました。まずは、当協会
を代表し、古森会長の挨拶
で会が始まりました。冒頭、日本ラグビーチームの大活躍を話
題に取り上げ、更に日独両国の首脳交流が活発な年であったこ
と、さらに新しくイナ・レーペルドイツ大使が 9 月に着任され
たことで日独交流が一層活発となること大いに期待していると
言及。また。東京とベルリンの友好都市提携 25 周年の記念事
業として、ドイツ連邦共和国大使館の助成を受け、当協会とベ
ルリン独日協会の共催で日独漫画コンクールを開催することが
実現し、改めて来賓のクラウス・フィーツェ首席公使に謝辞を
申し上げられました。当協会は漫画を通じて日独青少年の友好
が深まることを期待しております。

次いで登壇頂いた Dr. クラウ
ス・フィーツェ首席公使は大
使館と当協会が常に緊密な関
係であることを強調。特に来
年は両国の双方の関心事であ
るベートーベン生誕 250 周年、
ドイツ統一 30 周年の重要な年
であり、また東京オリンピック・パラリンピックの開催年であり、
双方向の日独交流促進を期待していると言及されました。
最後に集まった会員や招待者の更なるご活躍とご健勝を祈
念。当協会の出原副会長の音頭で参加者のご健勝を祈念し、乾
杯しました。
参加総数は 120 余名で、世代を超えた交流の輪が広がり大変
盛況でした。さらにドイツクイズなどの余興が盛り上げ、
会員、
ゲスト間の交流・親睦を深めるという目的を達成でき、事務局
一同大いに安堵いたしました。改めて参加された皆様のご協力
に感謝致します。
また、恒例の福引は今年も大変好評であり、沢山の企業、個人
の皆様からご寄贈、ご協力を頂きましたこと心より感謝申し上げ
ます。クリスマスの集いが毎年盛会なのはひとえにご協力いただ
いている皆様のご厚意のおかげです。また、会の裏方作業をお手
伝いいただいた若手会員や関係者にも大変感謝しております。
最後にミニケストラの伴奏のもと、クリスマスソング、
「きよし
この夜」
、
「もみの木」を全員で合唱し、楽しい集いを終えました。
ご寄付、ご協力頂いた企業、個人の皆様（敬称略・順不同）
ドイツ連邦共和国大使館、富士フイルムホールディングス㈱、一般
財団法人日本玩具文化財団、一般社団法人日本印刷産業連合会、ミー
レ・ジャパン㈱、
（有）Jena、ドイツワインバーリースリング、㈱山秀、
ワインハウスゲアハルト㈱、
（有）伏見ワインビジネスコンサルティ
ング、ドイツパンの店タンネ、大山ハム㈱、㈱エヌ・アール・ダブ
リュージャパン、SKW イーストアジア㈱、日本緑茶センター㈱、塩
水港精糖㈱、㈱博報堂 DY ミュージック＆ピクチャーズ（映画『小
さな魔女とワルブルギスの夜』配給）
、
清水建設㈱、
日本バイリーン㈱、
麻布企画、井上壽博、大坂靖彦、林良雄、吉岡美千代、柚岡一明

鎌田 タベア
今年は実に 9 年ぶりにドイツで年越ししました。 大変楽しみにしていた
のは花火でした。 ご存知の方が多いと思いますが、 ドイツでは、 新年を
花火で迎える習慣があります。 大晦日 3 日前から、 花火の販売が始まり
ます。 そして、 （フライングする人もいますが） 新年 0 時になるとドイツ人は
一斉に花火を打ち上げます。 外は一気に戦場のような状態に変わります。
日本の夏花火と違って、素人がプライベー
トでロケット花火を打ち上げます。 昔からそれ
を 楽 し ん で い る 人 も い ま す が、 YouGovInstitut の調査によりますと、 ドイツ人の四分
の三は、 プライベートの花火打ち上げを制限
すべきだと答えました。 一体なぜでしょうか。
反対する人の意見は主に下記の通りです。
①お金の無駄
ドイツ人は、 毎年 1 億 3,000 万ユーロ （約
163 億円） を使って花火を買います。 一瞬
の楽しみのためには、ちょっと高すぎるでしょう。
②動物がかわいそう
ペットとして飼われている猫や犬は路上花火の理由が分からなくて、
パニック状態です。 そして、 野生の動物 （特に鳥） が煙や爆音によって
歩行や飛行困難になります。 場合によって数日かかることもあります。
③労働環境の悪さ
花火の 97 パーセントは中国やインドで作られています。 残念ながら、
安全な環境ではない工場が少なくありません。 自分の一瞬の楽しみのた
めに、 多くの作業員が怪我をしたり肺の被害を受けたりします。 そして、

花火工場で爆発があったニュースもしばしば耳にします。 そう考えると、
あまり楽しめないでしょう。
④自分が怪我する可能性
大晦日はお酒を飲むのが定番です。 酔った状態でロケット花火をあげ
ると、 怪我をする可能性があります。 手を離すタイミングを間違えると手
に火傷する恐れもあります。また、耳の近くで爆発するロケット花火によって、
聞こえなくなった人も何人かいます。 車、 バルコニーなどが家事になるケー
スが相次いでいますので、 消防士、 看護師、 警察官が大忙しです。
⑤環境汚染
UBA の調べによると、 たった一日で 4,500 トンの細塵が出るらしいです。
車などの交通による年間の空気汚染の 15 パーセントもの量だそうです！こ
の日は特に肺病の方にとって、 絶対家を出てはいけない日です。 新鮮な
気持ちで新しい一年を迎えられないですね。
⑥ゴミが大量に出る
ロケット花火などのゴミがたくさん
出ます。 残念ながら、 自分のゴミを
片付けない人も多いです。 お正月の
朝に公園で散歩したら、 どこを見て
もゴミです。
これだけやらない方がいい理由が
あるのに、 ドイツ人はなぜやめないのでしょうか。 表現の自由だと主張す
る花火ファンが多いです。 私も花火を見るのが大好きなので、 完全にな
くなったら寂しいと思います。 そこで、 最近インターネットでドローンを使った
花火を見ました。 それがとてもいい選択肢じゃないですか！
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