ベルリンだより ０
今日は私がドイツ・ベルリンに至った経緯を白状します。
先日 3 月 6 日（日）からベルリン市に移りました。私が通うのはベルリン自由大学です。ベルリンのど
真ん中にあるフンボルト大学に対して、ベルリン自由大学はベルリンと言っても外れの場所に位置していま
す。首都のにぎやかい感じはなく、このエリアは閑静で古い建物や駅舎のある、東京で言えば三鷹や練馬の
ようなところです。
翌日月曜日から留学生用の語学の授業に参加し、まずボンよりも留学生のドイツ語レベルの高さに驚かさ
れました。ボンでは日本人、アメリカ人、韓国人、台湾人が席を分け合っていたのに対し、ここではデンマ
ーク人オランダ人フランス人が大多数で、言語的に近いのと、中高生の段階ですでにドイツ語を習っていた
人がほとんどで中級以上のひとが結構いました。はじめの一週間は学校にもなれていない中での入国、登録
等手続のあれこれで毎回ドイツ語を読んだり書いたり話したりして、毎日疲れて 10 時くらいに寝ていまし
た。私の問題は英語とドイツ語の切り替えだったのですが、よくしゃべる仲の良いクラスメイトに囲まれて、
彼らは授業外では英語を使いたがるので切り替え問題は少し解消されたような気がしています。
ベルリンに来て最初の一週間で抱いた感想としては、ベルリンはなんとなくエレガントだなということで
す。私の見たのはほんの一部分ですが、東京で感じるような首都としての誇りと品を感じます。初めてベル
リンに来た 10 月よりもボンに慣れた今の方がベルリンの細かな雰囲気を感じることができていると思いま
す。マルクトや小さな商店、バスの運転手、スーパーの店員などなどの人の表情や声のトーンがボンの物と
はまるで違うな、と思いました。ボンはぶっきらぼうで目も合わせない、投げるように物を置く、すぐ舌打
ちをする…。悲しい目にあうことが日常で、一瞬しか会わない人と心地よいコミュニケーションを取れるの
はまれだったのですが、ベルリンではそれがほとんど毎回できています。バスの中で、あるいは電車を待っ
ているときに自然と会話が発生したり、すれ違いのバスに乗っている人がパタパタと手を振ってきたり、と
ても暖かで人の距離が 20～30 ㎝近くなった気がします。私の友人でベルリンに来たことのある人が、ベル
リンに対して「人間生活をしている気がする街」と言っていました。そのころ私はボンに住んでいて、よく
分からないな、と思っていたのですが、今なら彼女の言っていたことの意味が分かるような気がします。東
京はよく人が冷たいと地方の人がいうことがあります。各地から人が集まって、他人同士が作る街、と言う
印象。それは同じく首都であるベルリンも同じなはず。いろんな人が混ざり合っているのに、一昔前のよう
な人の距離があり包容力がある。不思議な街です。
旧西ドイツの首都ボンからドイツの首都ベルリンへ。私はとても面白い移動をしていると思います。また、
ボンが田舎だったので、田舎と都市の違いももっと感じられることでしょう。
私がボンで勉強していたのはドイツ語と日本学でした。もともとはオランダのライデン大学の日本学の授
業に憧れて、世界の見ている日本を知りたい、日本学の学生に混ざりたい、と思ったのがきっかけでした。
オランダには残念ながら交換留学の窓口はなく、ほとんど、「オランダに近いから」という理由だけでドイ
ツ・ボン大学を選びました。ボンでは基本的な語学の授業が午前中にあり、後はドイツの歴史、日本史など
日本学のゼミを取って発表などをしていました。ボンの学生ともそこでたくさん知り合えて、日本について
いろいろと質問されるなかで自分の知らなかったこと、興味のなかったことを開拓されていくようなきがし
ました。自分の国なのに全然答えられなかったこともたくさんあったし、世界各国の事情も同時に調べてい
ったりして、常に世界と日本を言ったり来たりする期間でした。
ボンに留学していた時、統一記念日に合わせてベルリンに来ることがありました。ベルリンに滞在してい

た 6 日間はとにかく刺激的でいろんなことを考えさせられた期間でした。特に壁の跡地を訪れたとき、ユダ
ヤ人のモニュメントを訪ねたとき、いかにドイツの人々に戦争の歴史が刻まれているか、ドイツの戦争との
向き合い方、感じ方などに触れました。それまで日本と似ていると思ってきたドイツが、その点では日本と
全く違う道を歩んでいたことを実感しました。強制収容所もあった、首都でもあった、このドイツの中心が
戦後に物理的な壁によって不自然な形で 2 つに分けられ隔てられた、それが起こったまさにその地を歩くの
は自分が事実の上、歴史の上に歩んでいることを日本にいるよりずっと具体的な形で想像できました。ここ
に住んで、ベルリンの歴史が、壁が一体なんだったのか知りたい。正直、日本研究がメジャーな私には脱線
なのかもしれません。ドイツに来る前には持っていなかった私のドイツのへの関心と愛着が出てきたんだろ
うなと思います。今まで基本的には縦軸の比較を中心にしてきたのですが、ドイツに来て同時代の世界にも
関心が向きだしました。これからのドイツ、世界を考える上ではここで起きたことが何で、どうなったのか
知るのは重要です。
ボンに来てから、ドイツがいかに世界の中心であるかを知りました。日本が世界に持っている影響力より
もずっと大きなものを感じます。またドイツと日本では似ていることもたくさんあります。今のドイツを見
ることは世界と日本の未来を見ることにつながるのではと思っています。
ドイツの戦後は日本と比べると東西の分裂を経て統一に至る流れができており、歴史がひと続きであると
いうこと感じさせます。ドイツの政策は今なお戦争の反省に基づいています。ドイツの戦後の歴史を見れば
自然な発想なのかもしれません。
…と、このようにドイツのことを考えていた時に、ボンでの滞在を延長するかどうか決める時期がやって
きました。12 月ごろのことです。学部生が許される交換留学の期間は最大 1 年間、残りの半年をベルリン
で過ごすこともでき、しかもベルリンであれば奨学金がもらえるということでした。半年で切り上げてその
まま就活するのか、もう少しドイツに残るのか。ちょうどいろんなことに興味が出てきてドイツ語も何とか
なり始めたころに帰らなければならなくなることを考えて、やはり半年では足りなかった、と言う結論に至
りました。ボンでの半年間は、本当に毎日刺激を受けて学ぶことばかり。実際住まないと感じられないこと
もたくさんありました。半年延長したからと言って、どう変わる、社会にとって何の役に立つということを
宣言することができなくて申し訳ないのですが、少なくとも私自身にとっては世界と日本とドイツが見るこ
とができるという点で必要な半年になると思っています。そしてそっちの方が面白いと思います。歴史を少
し勉強してわかったことは、何かが起こる前には、その胎動のようなものはすでに 50 年くらい前から始ま
っている、ということです。いまドイツに住んでいて急激にヨーロッパが変わっていく時期にいるな、と感
じています。この時期だからこそ、敏感になれるのではないでしょうか。ベルリンでは社会人類学の先生に
ついて歴史と政治の関係を勉強してきたいと思います。あわよくば半年のうちにドイツと日本の戦後をテー
マに卒論（のもと）を書いてしまいたいともくろんでいます。同時に今 6 段階中で 3 段階目の評価のドイ
ツ語をあと 1 段階だけでも（その差がかなりあるらしい）上げて帰りたいと思っています。ですからもう少
しここにいることをお許しください。

S.G.

１．私の「グローバル化」
ずっと、「国境がなくなればいい、そうすれば戦争がなくなるんだ」と思っていました。国境がなくなっ
て、世界中の人がどこでも行けるようになって、いろんな人とコミュニケーションを取ってさまざまな問題
に取り組む。みんな世界中に友達を作れるようになれば良いと。
こう考えていた人は私だけではないはずです。国連や、EU なんかはまさに第二次世界大戦後、このよう
な「地球市民」的発想が後押ししたと思います。特に長い歴史の中で戦争を繰り返してきたドイツとフラン
スが一緒になって主導するという、
「ヨーロッパ連合」という発想は、経済面などわかりやすくすぐに「国
益」と言う言葉に結びつくようなものとはまた一段階上のレベルで非常に意義深いものだったと思います。
表向きの目的は「人とモノの動きを自由にすることで経済が…」という発想だったかもしれませんが、地球
市民の考えを持っていた多くのヨーロッパ市民にとって歓迎された出来事だったのではないでしょうか。
しかし現在難民の問題を受けて、積極的に難民を受け入れてほかの EU 諸国をけん引しようとしたドイツの
目論見は失敗し、思うような他国の追随を得られないまま、ドイツだけに負担が集中するような格好になっ
ています。「難民が一番初めに入国した国で難民申請をする」という決まりを破ってハンガリー経由で流れ
てくる大量の難民の受け入れをしたドイツ（メルケル）は昨年末は「世界の良心」とまでたたえられました
が、今では一転し国内外から白い目で見られています。国境を閉め始める国が現れ、EU 内の自由な人の行
き来を認めるシェンゲン協定が平時だけの一時的なもろいものだったと見せつけられました。もともと EU
にいやいや入ったイギリスは今年 EU 離脱の是非を問う国民投票をすることを表明しています。イギリスが
離脱すれば追随する形でほかの国でも離脱する国が出てくるかもしれません。離脱しなかったとしてもキャ
メロン首相は EU に対し、人の移動や就職の自由化を改正するように迫ってくると思われます。人の移動の
自由、というのはドイツの絶対に譲りたくない EU の要素なのでイギリスと交渉していくことになりそうで
す。いずれにせよ EU を引っ張るはずの大国の足並みがそろわなくなってきた今、積極的に主導し、ギリシ
ャの経済不安などにも国内外に呼びかけを行い対応するなどしてきたドイツはみじめな気持ちだろうと思
います。EU は今、国を開け続けるのか、閉じるのか、国の規模でも国民一人一人の規模でも 2 つに分かれ
ようとしています。この事態は新たな対立を生む前に何とかしなくてはなりません。（個人の意見ですがこ
のヨーロッパの混乱に、ロシアや中国がちゃちゃを入れてこないことを願っています。）
私の手元の辞書にはグローバルとは、
「世界的な規模であるさま。また全体を覆うさま。包括的。
」とありま
す。EU は限定的な「グローバル化」が実践された場所だったと思います。世界的には「グローバル化」と
いうことになっている。そして日本政府も筑波大学も「グローバル人材」だとか何とか言っている。しかし
先にグローバル化実現したヨーロッパ再び国を閉じようとしている。ほんとどがこの矛盾に気づいていない、
あるいは気づいているけど目をそらし問題を後回しにしていると思います。ヨーロッパの今の問題を見るこ
とはグローバル化していった先の未来なのです。
インターネットの普及はほんの少しの出来事を一瞬で世界に伝えて地球規模化してしまう、近年の「グロ
ーバル化」という動きを急速に進めた要因なのは間違いなさそうです。顧客が世界中に存在し、一国だけに
的を絞った商売は大企業ではもう無理になってしまいました。だから、企業も政府もあわてて「グローバル
人材」を推進し始めました。
それだからといって世界のひとと単に人とコミュニケーションをとれることが「グローバル化」あるいは「グ
ローバル人材」とするのは安直です。それは H&M に身を包み、スタバで Mac を開いて Facebook をする
こととほとんど同義、
「誰が」という部分が抜けています。私が外国の人と話していて思うのは、やはり求
められること、あるいは私にしか答えられないことは日本に関してだ、ということです。「グローバル化」
のなかでわたしは思考のベースを日本に置いたことは間違いではなかったと信じています。
ドイツに来て買い物をしていた時、お店がチェーン店ばかりで全然買い物が楽しくない！と思ったことを

覚えています。みんな一緒はつまらない。国のレベルでもそれは言えると思います。世界が均等になってし
まえばそういうことになるのだと実感しました。もし日本が日本らしさを失ったら悲しいし、遠い遠い日本
に誰も来たいとはなりせん。ただ、それだからナショナルに走れ、ということではありません。自国で生産
されたものに頼って生きていく、と言う方法は必ず終わりが来ます。そして国を開いている国に置いて行か
れます。例えば美術の世界で今世界的に名の通ったもの、普遍的なものを生み出そうと思うなら世界の流れ
を知らないといけない。奇天烈なものを発表しただけではただ一瞬の興味をそそるだけですぐに飽きられま
す。1900 年前後のジャポニスムなんてのはただの偶然で、たまたま新しい美術にレベルアップする際にた
またまかち合っただけです。ゴッホの絵は世界的に絶対的な評価を得ていますが日本の浮世絵が美術として
ではなく東方趣味のエキゾチックな文化としてとられているのはそのためだと思います。国が前に進むのは
いつだって外から受ける刺激です。世界には日本より優れた技術や制度もあるだろうと思うし、日本の役割
を世界は必要としています。
求めたいのは能動的なグローバルです。世界的な企業を受け入れるのはいいですが、何でもかんでも世界
と均等にしてしまえば国としてのアイデンティティはなくなり国としての価値がなくなります。何か新しい
ものに出会ったときに、それを受け止めて考える、そしてまた新しいものを考える。これは一つの個性ある
オリジナルな考え方や背景があってこそできることだと思います。それを可能にするにはまず日本という個
性あるバックグラウンドを充実させる必要があります。その点で、国立大学の文系学部の廃止という最近の
政府の政策は極めて愚かだなと思います。政府は本当に「グローバル」の意味を考えて政策を打ち出してい
るのでしょうか。単に目先の経済的な利益に飛びついているのだとしたら、危険で安易です。そんなもの、
世界はすぐに見抜きます。
「グローバル人材」を単なる「英語が喋れる」といううわべだけのイメージを作
り上げてしまっているのは政府の責任だと思います。そうではなく、
「誰が」という部分を大切にしたいん
です。それを大切にすればきっと国が開いていようがきっと大丈夫だと思います。「誰が」ということを意
識しない間違ったグローバル化が進めばそれに反発する形で危険なナショナリズムにつながりかねません。
あるいは世界を何色に染め上げるか（例えばアメリカ色やロシア色）
、という地球一色化にはなってほしく
ありません。
皆さんはどうお考えでしょうか。新しい考えを吹き込んでくださるとうれしいです。

２
3 月 22 日(火)
日本では桜が咲き始めたようですね。こちらは気温自体は 7℃くらいと、そこまで低くはないですが体感的に
はかなり寒く感じますし吐く息も白いです。
本日(3/22)ごろ、現地時間午前 8 時（日本時間午後 4 時）ごろ、ベルギーの首都ブリュッセルで空港と地下鉄
で立て続けに爆発テロが起こり、多数の死者と負傷者が出ています。キリスト教の復活祭（日本のゴールデンウ
ィークのような…）の 4 連休を週末に控えたこの時期があえて狙われたようにもおもいます。連休はベルリンに
残る予定です。充分気をつけます。
ベルリンは 23 区より一回り大きいくらいですが、本当ににぎわっているのはごく一部、地図の星のついてい
るあたりだけで、あとは住宅街です。私は観光地や街の中心からはかなり距離のある場所に住んでいて大学も郊
外なのでたいていは大学と寮の往復・・・。

寮はベルリン自由大学に限らない学生向けの寮でひと月 200€（約 2 万 7 千円）。
電気代水道代ガス代込みです。
ちなみに 3 階で、トイレ、キッチン、お風呂が共同の 11 人の WG と聞いていましたが、実際はキッチンが同じ
階の半分の人とシェア、トイレとお風呂は隣の人と２人でシェアという感じでした。WG とはシェアハウスのこ
とで、玄関、トイレ、お風呂、キッチン、ダイニングを共有する借り方です。日本では少ないですが、ドイツで
は割と一般的な形式で、必ずしも友達同士で WG をするとは限りません。ボンではこの WG の７人タイプの寮
でした。閉じられた環境で数人で一緒に使うので、アパートタイプの部屋よりも共同生活の感じがあります。う
まくいけば家族のように過ごせるという魅力がありますが、運が悪いと…。
ベルリンで家を探すときに、ベルリンの寮はボンより安くて不安だったのと、ドイツ人と一緒に住んだらたの
しそう、と思い、ベルリンが決まってすぐは一般の WG を探しました。WG をしている学生が長期留学などで家
を空ける際、家具を置いたまま期間限定で貸し出す、ということもよく行われていて（zwischen Miete ツビッ

シェンミーテと呼ばれる）
、専用のサイトで気になった物件の人にたくさん連絡をしました。募集する側もこれ
から一緒に生活をしていく人を選ぶわけなので慎重です。電話やメールでやり取りした後、うまくいけば面接に
こぎつけられるとのことでしたが、残念ながらどれも面接に到達しませんでした。今思えばどの WG ももちろん
寮よりずっと高いし、寮が思ったより環境もよかったので受からなくてよかったなと思います。
ベルリンの寮では１人１人玄関があり、見た目は普通のアパートです。私の隣の部屋がキッチンで、写真の左
側の部屋に住んでいる 7 部屋の住人と共有しています。キッチンには冷蔵庫、レンジ、オーブンが使えて、私の
階の人はとてもきれいに使っています。

部屋は大体 12 帖くらい。ボンより安いのにきれいで
広くて快適です。共用部分はお隣さんと交代でお掃除
しています。私の部屋には最初カーテンがなかったの
で IKEA で布とレールを買って即席で作りました・
・・。
部屋に入ると右手に洗面所、プライベートで使える
のかと思いきや、向こう側にも扉がある…！両方に鍵
がついていて、入るときには鍵を開けて入ります。片
方がカギを開けている時はもう片側は開かないような
謎の仕組みになっていて、事故で「こんにちは」とい
うことにはなりません。

先週土曜日、ドイツ連邦議会を見学しました。セキュリティの関係で 20 人限定の、大学の用意してくれたプ
ログラムに運よく滑り込んで、ガイドツアーに申し込めました。通常予約すると 1 カ月待ち、今の時点でピーク
時の夏の今年の分はすべて予約でいっぱいというツアーに参加できたのは本当にラッキーでした。ガイドツアー
では通常の天球に登るだけのコースでは見学できない会議場や第二次世界大戦で残った部分の見学などもでき
て貴重でした。

会議場
真ん中にメルケルが座る
第二次世界大戦でロシア軍が議会の建物に迫った際の落書き
「モスクワからベルリンへ」などと書いてあるらしい。つらい
記憶のはずなのにこうして残しているのすごい

ドイツの今のニュースはブリュッセルのテロの続報で
すが、数日前までは州議会選挙の結果の話題が中心でし
た。16 ある州のうち、バーデンビュルテンブルク、ライ
ンファルツ、ザクセンアンハルトの 3 州で 3 月 14 日議会
選挙が開かれ、メルケル率いる CDU がすべての州で大幅
に議席を失い、逆に 2013 年にできた新しい右派政党 AfD
（ドイツのための選択肢）が躍進しました。特にバーデ
ンビュルテンブルク、ラインファルツでは CDU が第一党
を落とし、ザクセンアンハルトでは AfD が第 2 党にまで
上がりました。ドイツにも日本の衆議院選挙と同じよう
に全国規模で行われる総選挙があるので今回の結果は直
接連邦議会に影響はありませんが、難民問題を受けてメ
ルケルへの批判が高まる中で注目された選挙でした。右派に抵抗のあるドイツで AfD が 2 桁の得票率を取った
ことは大きな変化だと捉えているようです。
AfD は 2013 年、ベルリンで発足しました。2013 年と言えばちょうどギリシャ問題が取りざたされていた時期
です。ユーロ圏からの離脱とドイツ通貨マルクの復活を掲げています。また、移民政策に関してもドイツに無秩
序に移民が来ることを批判し移民法の改正をあげています。ただ、今回の躍進は AfD の政策がとてもいいから指
示されたわけではなくメルケルの政策への批判票だった、との見方もあります。

3
4/1（金）
街のカフェで先生といたとき、隣にいたご夫婦が「日本人なの？日本政府が植えた桜がうちの近くにたくさん
植わってるわよ」と声をかけてくれました。
「いつ頃咲くんです？」と聞くと、「4 月の終わりね」と返ってきま
した。
「そのころハナミのお祭りがあるの。最近はコスプレの若者ばっかだからエレガントじゃないけど、とて
もきれいよ」と教えてくれました。季節はどうやら 1 カ月くらいずれているようです。お祭り行ってみたい。
先週末はイースターでベルリンも旅行客でかなりにぎわっていました。
特に 5 つの大きな美術館が集中する「博
物館島」は大混乱で、入場までに 3 時間程度かかるくらいの人だったそうです。私もパリから急に友達が来るこ
とになり、初日の土砂降りの中震えながらペルガモン博物館というメソポタミアあたりの中東の遺跡から出た
品々を展示する大きな博物館に行きました。昼過ぎに並び始めたはずなのに、大きな博物館だったということも
あり最後まで見切れず追い出されてしまいました。
「また今度来ればいいやー」と思えたのはベルリンの大きな美術館、博物館のほとんどで使える 1 年有効のパ
スをすでに持っていたから。16 時以降に常設へ無料で入れるもの（ベーシック）
、常設へいつでも入れるもの（ク
ラシック）
、特別展も含めていつでも入れるもの（クラシックプラス）の 3 種類があり、学生価格で 25 ユーロ、

25 ユーロ、50 ユーロです。少し高いですが、クラシックプラスを購入しました。これでいつでもベルリンにあ

る膨大な数の美術を見ることができます。 観光客用には、3 日間で 1 年間用のパスよりももっと範囲の広い美
術館カードがあります。学生 12 ユーロ、一般 24 ユーロでかなりお得です。

↑ベルリン美術館 365 日カード（クラシックプラス）

↑バビロニアのイシュタール門（ペルガモン美術館）

エドゥアール・マネ「温室にて」
（ベルリン旧国立美術館）の一部

ドイツの美術館は今まで行った国々イタリア、フランス、オランダの博物館に比べれば 7 割くらいの値段だと
思います。そのためかフランス、イタリアでは、EU 圏内の学生であれば無料で入れるところが多かったのに対
してこちらではなかなか無料にはなりません。学生であることを証明できれば日本の学生でもたいていは半額く
らいにしてもらえます。私はこちらの学生証がない時には 2000 円くらいで発行できる「国際学生証」を日本で
作って使っていました。ヨーロッパでは美術館・博物館は当たり前のように学生に開けているので垣根が低く、
若いうちから美術に気軽に親しめています。
ちなみに日本では「パートナーシップ制度」があり、一部の博物館と、一部の大学とが提携して、提携してい
る大学の学生なら学生証を見せれば常設展は無料、あるいは割引価格で見ることができます。筑波は東京国立博

物館、国立科学博物館、東京国立近代美術館、国立西洋美術館、国立新美術館と提携があります。ただ、提携し
ている大学も美術館も少ないのと、学内・美術館での告知がほとんどされていないのでこの制度を活用できてい
る学生は少ないのではないかなと思います。
話は変わりますが、
最近急に日が長くなったな～と感じました。
真冬は 4 時半くらいには暗くなっていたのに、
今は 8 時過ぎまで明るいのです。同時に朝が前より寒くなって季節が戻ったような。昨日その話をクラスの友達
にしたところ「前の日曜日からとっくにサマータイムだよ？」と笑われました。イースターの最中の土曜から日
曜にかけての深夜、
「午前１時台」がすっ飛ばされたそうです。これによりヨーロッパ中の時計が一時間早くな
り、日本との時差が８時間会ったのが７時間に。サマータイムになって 3 日間、私以外のクラスメイトも全員サ
マータイムのある国からやってきているので誰も取り立てて騒がないので全く気がつかずに暮らしていました。
去年サマータイムが終わった時も同じく全く気付いていなくて、本当に静かに変わるんだなと思いました。

＊谷崎潤一郎
私のクラスは、ペトラという女性の先生が担当をしています。たまにひけらかすのが残念ですが、彼女はフラ
ンス語、イタリア語が話せて授業後にフランス人、イタリア人のクラスメイトと普通に話しています。もちろん
英語も話せて・・・とここまではわかりますが、突然クラスにいる中国人のユエ君に向かって中国語を話し始め
たときにはびっくりしました。15 年前に 1 年間中国に住んでいたことがあるそうで、彼女のファッションにも
アジアンテイストがたまに現れて来ます。そして日本語もあいさつ程度ですが私に出会ったときにはここぞとば
かりに使ってきます。
水曜日の授業の終りに「さえ？」と声をかけられました。何事かと思って話を聞くと、「谷崎潤一郎について
教えてほしいの」と言ってくるのです。おもむろにホワイトボードにドイツ語で“Lob des Schattens“ と書いて
「これを最近読んで、もっと早く読めばよかったって思ったの！」と言われました。谷崎潤一郎は文学史に出て
くる『痴人の愛』くらいしか知らなくて、でも書かれたドイツ語のタイトルも『痴人の愛』を翻訳したものでも
なく困りました。
「きっとウィキペディアを見ればわかるはず！」とドイツ語のページから日本語のページへ飛
ぶと、
『陰翳礼賛』の文字。まず最初から 2 番目の文字も読めなくてぽかんとしてしまいました。
「ドイツではず
っと前から有名なのよ。特に美術系の学生はみんな読むってきくわ。日本では違うの？」「ごめんなさい。聞い
たことない。今度探して読みます。
」と言っておきました。すると、
「日本のトイレについて、器について、陰に
ついて、とっても面白かったし、日本の美的センスは本当にすごいと思った。ベルリンではと国お互い何でもか
んでも直接言っちゃうのよ。どうしてもっとオブラートに包んで言えないかしら。こっちに来て大変でしょう。
私だった疲れるのに。来週ご飯でもどう？もっといろいろ教えてほしいわ」と堤防が決壊したように話し始めま
した。
「今日は時間がないんだけど、今度の金曜日何てどうかしら。一緒にランチでも？」
ということで先ほどご飯に行ってきました。建築が専門のユエ君も「谷崎の話はきっとユエにもおもしろいは
ず！」と巻き込まれて、電車でベルリナー広場へ。てっきりレストランにでも行くのかと思いきや、「今日は天
気がいいからピクニックよ！！！」と芝生の上を歩いていきました。
ペトラはビニールシートに座っている人に声をかけ、お弁当箱のようなものを 3 つ持って帰ってきました。
「他
の街じゃありえないけど、ベルリンではこういう路上販売が割と寛容なのよ。警察も知ってるけど目をつぶって
る。たぶんおいしいからじゃないかしらね。
」どうやら路上販売だったようです。路上ではなくビニールシート
の上ですが。
ペトラは上海で 1 年間ドイツ語教師をしたようでした。なぜ中国に行こうと思ったのか聞くと、「まったくの
偶然なのよ。本当はずっと日本に行きたくて」と教えてくれました。
「中国にいた 1 年間もとても貴重で楽しか
ったし、中国も好きよ」

ペトラは昔から日本の芸術、禅の考え方に興味があり、いつか日本でドイツ語の教師がしたいと思っていたそ
うです。日本でいくつか面接を受けって、ようやく長崎の学校に採用された１週間後、その学校のドイツ語の授
業がなくなった、と伝えられやむを得ずドイツでドイツ語の教師に。中国にドイツ語教師の枠がある、と声をか
けられ上海で授業を受け持っていたところ、新型ウイルス SARS（？）が流行って帰国することになり、それか
らはベルリン自由大学に落ち着いた、とのことでした。
カフェのテラスに場所を移し、それからもいろいろなことを話してくれ、こちらのことも興味津々に質問して
くれました。日中関係、原発、ベジタリアン、中国の政治、などなど…。ユエ君が帰った後も語り続け、ランチ
だったはずが、結局 17:30 まで語ってくれました。仕事とそれ以外とではきっちり分けたがる人が多い印象だっ
たので、ペトラのような先生は新鮮でした。今日のために急いで陰翳礼賛を読んだのに、谷崎の話、1 ミリもし
なかった・・・。
『陰翳礼賛（いんえいらいさん）
』は、谷崎潤一郎が 1933 年に書いた随筆で、芸術、伝統的な住宅、調度品な
ど日本のさまざまなものの美は「影の重要性」に結びつくというのがその趣旨です。例えば漆を重ねた器のつや
は、薄暗い中で美しい、だとか、羊羹の色は濁っていてきわめて日本らしい、だとか、西洋の部屋はくらい部分
をとことんなくそうとするが日本の部屋はくらいままにして置きその中で美しさを見出してきた、だとか…。日
本の女性は着物や体型が質素であえてそれを隠さず影が残っていたことに日本の美があると。ざっと読んだだけ
ですが、かなり無理やり闇と結びつけていて「ほんまかいな」って感じの内容で全然説得力がなかったな、とい
うのが正直な感想でした。確かに一部には光と陰の関係が用いられていたかもしれないですが、昔の日本人がそ
れを意識してやっていたとは思えないし、それですべて語ろうとするには無理があるのでは…。「単に明りがな
かっただけじゃろ」
、
「西洋だって真っ暗な城はあるし」なーんて思ったりして。彼自身、あれだけ日本家屋を評
価しているのに、実際住んでいたのは洋風建築だそうで…。
彼の書いていたことでおもしろかったのは、

「彼等の集会の中へわれわれの一人が這入り込むと、白紙に一点薄墨のしみが出来たようで、われわれが見て
もその一人が眼障りのように思われ、あまりいゝ気持がしないのである。こうしてみると、かつて白皙人種が有
色人種を排斥した心理が頷けるのであって、白人中でも神経質な人間には、社交場裡に出来る一点のしみ、一人
か二人の有色人さえが、気にならずにはいなかったのであろう。」
と、見慣れない者の不純な感じを嫌厭するのは仕方のないこと、と言っている箇所です。大正・昭和初期らしい、
冷静で新しい視線だな、と思いました。
ペトラはこの随筆は、芸術系の人間には必読書なんだ、と言っていました。たぶんこの随筆が評価されている
点は、日本美的センスではなく、建築などにおける陰の重要性にあるんだな、と私は理解しました。

＊ベルリンの壁
ペトラの授業で一番初めに扱ったのがドイツの東西問題でした。ベルリンの壁が崩壊してからすでに 25 年以
上経過した今、東西格差の問題がかなり深刻になっているようです。統一前はすべて国営企業だった東ドイツの
企業は、あっという間に 8 割以上が倒産しました。まだまだ給料も差があるので若者は西へ流れて行っている、
というのが問題視されていて、最近まで失業率は 10 パーセントを越えていました。つい昨日「ブランデンブル
グの失業率が 8％台になった！」とニュースになりました。どうやら今年の 3 月の調査では、昨年のドイツの失
業率は全国的に下がったようです。失業率の全国平均は 6.5％（前年比-1 ポイント）、まだまだ全国平均よりはず
っと高いです。

合計→
東→
西→
2014 年 3 月までの東西の比較です。西ドイツの失業率が 6％前後なのに対し、東ドイツの失業率は 10％前後と
なっています。
ベルリンは、湖に浮かぶ島のように、周りをブランデンブルグ州に囲まれています。ブランデンブルグの歌手
が廃れていく州のことを書いた歌をペトラが紹介してくれたのですが、悲しすぎて…。途中までブランデンブル
グの残念な感じを歌ったうえで、サビが「ア～～～～、ハレルヤ！ベルリ～～～ン」と自嘲的な感じでした。ブ
ランデンブルグのブランデンとは、
燃えるという意味の動詞 brennen(ブレネン)の分詞形 Gebrant
（ゲブラント）
から来ています。ブルグは「城」で、合わせると「燃え城」になってしまっていて、「燃えてしまった」という
意味を強調して「ゲブランデンブルグ」
。それで私はてっきり、ベルリンの方が失業率は低いんだ、と思ってい
ました。調べたところ、昨年のベルリンの失業率は 10.7％と、全国平均よりもかなり高いのでした。

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2519/umfrage/entwicklung-der-arbeitslosenquote-in-berlin-seit-1999/

少し古いですが 2011 年の新聞記事で、
「なぜベルリンの失業率は以前高いままなのか」という記事を見つけま
した。
「ベルリンは、ヨーロッパのヒッピー（社会の構造にとらわれない自由人？）の磁石のようなところで、若い画

家やミュージシャン、その他の芸術家が多く集まるところである。長い間仕事をしていなかったり、社会的な義
務を負わなかった（納税をしていない）者はいざ探したところでなかなか職にありつけない。ベルリンの失業者
の半分以上が職業専門教育（アウスビルドゥング）を受けていないという点も問題である。ほかの地域の失業者
に比べてこの割り合は 2 倍以上である。では、ベルリンの自治体はこの人たちに何ができるのか。
「結論を言う
とできることはほとんどない」とドイツ経済研究機構（DIW）の担当者は語っている。「彼ら自身、いざ職に就
いたところでやる気もない。一所にとどまるモチベーションもない。ベルリンないだけでなくヨーロッパの各地
からいろいろな人が集まってきてしまう。できることといえば、各方面の企業にもっと開かれた職業訓練の場を
提供することを要請するくらいだ。来年は 8000 人分の職業訓練の場を紹介する用意がある。
」とも述べた。
と、ざっくりまとめるとこんな感じです。ベルリンの昨年の失業者は約 19 万人でした。それでもこの記事が書
かれたころに比べると 3％くらいは減っているようです。まるでベルリンがヒッピーだらけのようじゃないか！
ほかに原因があるんじゃないか、とも思ったりますが、面白い記事でした。
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/arbeitsmarkt-warum-berlin-trotz-wachstum-so-viele-erwerbslose-hat/
4618996.html「日刊シュピーゲル」2011 年 9 月 17 日

＊ドイツの水事情
ドイツの水道水は全国的に飲めるということになっています。ベルリン市のホームページも、
「天然水」
「素晴
らしいクオリティ」みたいなことが書いてあります。私も東京、つくばと一般に「水がまずい」と言われる地域
に住んできましたが、気にせず水道水を飲んでいました。ボンではバディのエレナに「水は飲まない方がいい」
と言われましたが、周りの学生も飲んでいるし、自分が飲んでいて多少今まで飲んでいたのとは違うな、と思い
つつも「これが噂のヨーロッパの硬水の味なのか」と納得し、飲んでいました。飲み慣れれば普通で、なんとな
く半年過ごすことができました。
でも・・・ベルリンの寮の水、学校の水は飲めません。口に入れたときに臭みを感じるし、味もちょっと違う。
これは飲み慣れることはないのでは、と思いすぐに水を買うようになりました。カナダで水を買ったときに飲め
なくて捨てたことがあったのを思い出しました。こちらの水も口に合わなかっただけかもしれません。
ヨーロッパでは水はたいてい炭酸が入っているので注意が必要です。ドイツでは Natural と書いてあるものが
炭酸の入っていない普通の水です。1.5 リットル入 60 セント（約 90 円）くらいですが、リサイクルを進めるた
めにボトルに 25 セントのデポジットがついているので実際には 85 円支払うことになります。後で空のボトルは
スーパーにある専用の機械に入れて返し、その時に返した分のデポジットがそのスーパーで使える買い物券にな
って返ってきます。米なんかもちゃんと買った水を使うとおいしく炊けるので、やっぱ水って大事なんですね。
イタリア人のジャンに「お前水買ってんのかよ～ｗｗ！」（とっても陽気なのでたぶん日本語だったらこんな
感じ）と買い物帰りに見つかった時に言われ、この話をすると、「レモン入れればいいのに」と言われました。
彼曰くここの水は硬水だからまずいのではなく、アルカリ分が入ってしまっているからまずいのだそうで。だか
らレモンで中和すれば普通の味になるはずだと。「レモンの入った水は嫌いだから不採用」と言い、彼の意見は
試しませんでしたが、たまに日本でもレストランで水にレモンが入っているのはおしゃれだから、とか香りづけ
ではなく、アルカリ性のまずさをごまかすためだったのかもしれない！と思うとますますレモン入りの水が飲め
なくなりました。
ちなみにパリに行ったときにプーちゃんがスーパーに並んだ水を指さして「これ日本人飲むとお腹こわすか
ら！！」と言って来たのがありました。買っても買わなくても危険なようです。

４
4/9(土)
前回のお便りでベルリンは 1 カ月ぐらい気候がずれているとご紹介しましたが、先週末から急に気温が上がり
今週の前半は 20℃を越える日も 2 日ありました。昼間はコートがいらないくらいで、急に春が来たようです。
芝生の上に細かい花がいっぱい咲き出して、4 月末に咲くと言われていた桜も早咲きのものかよく分かりません
が咲きだしているので街がカラフルになってきました。ドイツ人に限らずこちらの人は日光が大好きで、晴れて
いるとすぐにクラスメイトに「お外に行こう」とか「ピクニックしよう」と言われます。気温が上がった途端に
一斉にテラスや道路にテーブルを広げたり芝生に寝っ転がったりしてビールを飲み始めました。8 時過ぎまで明
るいので夕方のいい時間が長い、という感じで、「謳歌」という言葉が似合う気がします。自転車も急に増えた
ように感じました。

＊ポツダム
ポツダムへ行ってきました。ポツダムは前回少し話題にしたブランデンブルク州の州都で、ベルリン市ではあ
りません。でもなぜかベルリンの交通機関のシステムの中にポツダムが含まれているので学生証を使って無料で
行くことができました。
ポツダムは大きな庭園と森があり、繁華街の小さな半都会という印象を受けました。「ポツダム宣言」のイメ
ージとは異なり、ゆったりとした自然豊かなところでした。ここは 1700 年代に王宮が建てられ、避暑地もここ
に置かれた王家にゆかりの深い雅な街です。この地域を開発したプロイセンのフリードリヒ王２世（1712-1786）
は寒い土地でも育つじゃがいもの耕地を奨励した人物で、ドイツに今も根付くじゃがいも文化は彼の功績です。
ベルリンとポツダムにまたがった巨大な湖沿いの白や、王家の宮殿は全体で「ポツダムとベルリンの宮殿軍と公
園群」として世界遺産に登録されています。土地が広大なのと、重要な建物がたくさんあるので、一日で回りき
るのは難しいと思います。
森の中を歩いていくと、シシリアン・ホーフ（ホーフとは、中庭のある建物のこと）という 2 階建ての建物に
出会いました。湖畔にポツンと佇む様子が数年前のジブリ映画『思い出のマーニー』の景色に似ているなーと思
ってみていると、このシシリアンホーフが、1945 年 1945 年 7 月 17 日～8 月 2 日、イギリスのチャーチル、ア
トリ―、アメリカのトルーマン、ロシアのスターリンの三人によるポツダム会談が開かれた場所だったとことが
わかりました。ドイツの戦後処理や日本の降伏について話し合われた会議がこんなにきれいで優雅なところで開
かれていたなんて。とても温度差を感じま
す。
「ポツダム会談」は通称で、正式には
“ Dreimächtekonferenz von Berlin (ベルリ
ン三国共同会議)”です。ベルリンの名が入っ
ていることからわかるように、この会議は
本来ポツダムではなくベルリンで開かれる
予定でした。しかしベルリンが戦争で焼け
野原になってしまっていたので使えず、代
わりにここポツダムの地で行われたようで
す。

フリードリヒ王の墓。じゃがいもが供えられている

サンスーシ宮殿
手前に見えているのは温室で、冬でも野菜が作れるように、と設置されていた。

ポツダム会談では、もともと日本の降伏については議題に取り上げられる予定ではありませんでしたが、この
ポツダム会談のちょうど前日にアメリカの世界初の原爆実験が成功し、アメリカ大統領トルーマンが突然議題に
出してきた、と言われています。トルーマンは日本のポツダム宣言受諾拒否をもとから予想していたと日記に書
いており、原爆投下のための理由づけとソ連の参戦前に片付けて戦後権益を獲得するために急いでポツダム宣言
を出したようです。この時はまだソ連の参戦前だったので、ポツダム宣言は米英中の三国での声明となっていま
す。

＊シュプレー川
ベルリンのシンボル、シュ
プレー川は街の中心を流れ、
夏はこの川沿いに寝転がって
ビールを飲むのがベルリンの
夏の楽しみの一つになってい
ます。
先日このシュプレー川のク
ルーズイベントに招待された
ので、この地図の左端から右
端あたりまで 1 時間半くらい
かけてクルーズしてきました。
シュプレー川をクルーズする
と、ベルリンを代表する建物
を眺めることができ、このシ
ュプレー川が本当に街の中心

を流れていることがよく分かりました。
クルーズしていると、船が右に行ったり、左に行ったり、どうしてこの川はこんなに蛇行しているのか、と思
いました。シュプレー川自体はかなり昔の資料にも出てくるので運河ではなさそうです。ざっとインターネット
で調べただけでは日本語はおろかドイツ語でもこのくねくねの理由を教えてくれるサイトを見つけることがで
きませんでした。ベルリンの古地図をあさっていると、1600 年代の地図ですでに今のように蛇行していたこと

はわかりました。なのでこのくねくねは 1600 年代よりも前からあったようです。もう少し調べないといけませ
ん。

＊ドイツのコメ
ドイツではスパゲッティやパンを食べつつ、たまにそろえられるだけの食材で適当に何か作ってご飯を炊いて
います。普通のスーパーでも、コメはかならず売っていますがこちらで「コメ」といえばたいていはタイ米の細
長くてぱさぱさしたものを指します。日本の食品も置いているアジアスーパーで日本のコメは買えますが、当然
高いです。比較的安いのを見つけて表示をよく見ると「コシヒカリ、カルフォルニア産」って書いてあったり。
おいしいのかな？まだ食べてみたことはないです。
そこで代用するのが写真の「ミルヒライス（ミルクライス）」です。スーパ
ーでだいたい 500 グラム 2€（約 280 円）くらいで買えます。
「ミルク」とあ
るように、ねっとりしているコメで、パックの写真にあるコメの上に載ってい
るのはサクランボです。このミルヒライスはデザート用のコメなのです。日本
でコメをデザートにするなんて考えられないですが、こちらではたまに使いま
す。プリンの底にご飯！なんてことはよくあることなのでもう慣れました。
ミルヒライスを炊いてみると、なんというか、
「無味」。おいしくはないです
がまあ食感が似ているので日本食にあうな、という感じです。日本のコメはお
いしかったな～（特に茨城のな～）と思いつつ、我慢できなくはないので食べ
ています。冷えるとまずいのでおにぎりにして持っていくことはあまりしてい
ません。
日本に来ていた留学生で、
「コメに何もかけないで食べるとか大丈夫なの？」
というひとがいましたが、なるほど、たしかにこっちのコメを何にもなしに食べるのは全然おいしくないと思い
ました。
人に寄るのかもしれませんが、こちらの人（ドイツ人に限らず）はコメはゆでて水を切って食べています。み
んなで料理していた時に私だけ炊こうとしたところ「水が少ないだろう」と横から水を入れられて、コメの炊き
方を説明したところその場にいたほかの 2 人もいつも自分はゆでていると言ってきたので仕方なくゆでたことが
ありました。

5
4/17（日）
熊本、大分をはじめとした南九州の地震のことを聞きました。続く余震と、火山活動のことが心配です。初め
は「熊本」と聞いており、熊本で連想する友達 2 人に安否確認をしていましたが、後になって大分に住んでいる
別の友達の家が半壊し、2 日間避難所で過ごして今知り合いの元に身を寄せている、ということが分かりショッ
クを受けました。近くには私がボランティアで住み込みしていた愛媛の佐多岬もあります。私が寝泊まりしてい
たところも築 100 年、それくらいの古さでもあまり目立たないほど周りもぼろぼろの集落だったので崩れてしま
わないか心配です。被害がなるべく小さく済むように願っています。
今週からようやく本当の大学の授業が始まるようです。
（今までは語学の授業だけでした。
）無事に最後のテス
トが終わって、あまり点数が良くないと履修制限をされてしまうところでしたが私は何とか切り抜けたようで無
事制限なく授業が取れることになりました。
今日（4/17）は、先日カフェの隣に座っていたおばちゃんに教えてもらったベルリンの桜のお祭りにクラスの
友達と行ってきました。ベルリンの端に日本、韓国、中国、ヨーロッパの庭園が集まる「世界の庭園公園」とい
うのがあり、毎年そこで開催されているようです。本祭は今日 1 日だけのようで、予想以上に混んでいました。
広い公園なのに入場制限があり、やっと中に入れた時には並び始めてから 2 時間半もたっていました。おばちゃ
んに「コスプレばっかり！」と言われていた通り、並んでいる時からアニメのキャラクターやゴスロリがいて、
中に入るとさらにコスプレイヤーだらけで異様な光景でした。秋葉原の近くに中高はありましたがこんなにたく
さんの日本のアニメのコスプレに囲まれたのは初めてで面白い体験でした。コスプレと言ってもさまざまな種類
がある中、セーラー服やら初音ミク、エヴァンゲリオンなどコスプレの鉄板キャラにはほとんど出会わず、ドラ
ゴンボールや巫女など和風な恰好をした人が多くいたことに気が付きました。コスプレをしたいだけの人たちで
はなく、ちゃんと桜に合う恰好を選んできたんじゃないかな、と思います。あるいはアニメや漫画なんかにでき
くる和服を着たキャラクターはよく桜とともに描かれるので、ここぞとばかりに桜にあったキャラクターの格好
をしてくるのかもしれない・・・。もしかしたらはじめは日本好きの誰かが本当に花見をするつもりで着て行っ
たのがいつの間にやらコスプレを披露する場になっていったんじゃないかな、などと適当に推測をして興味深く
見つめていました。

先週の「週間シュピーゲル」に、小さく日本のことが載っていたので紹介します。シュピーゲルとは「鏡」とい
う意味です。ドイツ版の「TIME」のような感じです。
「国の警戒する若者投票」
日本の若者は長い間特に愛国的と捉えられてきた。
というのは、学校で絶望的な第二次世界大戦のこと
は少ししか学んでおらず、むしろ戦後の奇跡的な経
済復興の方がよく知っているからだ。昨年選挙権取
得年齢を２０歳から１８歳に引き下げた際には、ナ
ショナリスティックな安倍晋三首相は潜在的な支持
率の増大も狙っていた。彼は新しい有権者の力を借
りて、軍隊の海外派遣を認めるよう早急に憲法を改
正できると目論んでいる。平和を求めるデモで安倍
政権の軍備拡張的な政治に抗議する若者が出ること
も予測し、政府の中には新しい有権者に対する不信
感も強まっている。西日本にある愛媛県の高校では、
生徒がプライベートで政治的催しに参加する際にはあらかじめ教師に届け出なければならない。とりわけ東京に
ある文部科学省はこうした規制は許されているはっきりと認めたため、ほかの地域もあとに続く可能性がある。
もちろん内容や使っている言葉が難しいのでぺトラに質問しながら翻訳しました。翻訳すると日本語の語彙の
大切さをつくづく感じます・・・。ドイツ語でわかっているけど日本語にできない！特にはじめのタイトルは苦
労しました。misstraut （ミストラウト）という動詞は「信用しない」「疑う」という意味で、見出しらしい言
葉を当てはめるのが難しかったです。
内容に移ります。おそらくこの記事は愛媛の高校で学校外でも政治活動を許可制にし、そのことを政府が容認
したことを受けて書かれた記事と思われます。日本ではこのような規制はさほど大きな議論を巻き起こしそうも
ないですが、ドイツの常識から考えれば特筆すべきことだったんだろうと思います。ドイツでは有権者はもちろ
んのこと選挙権を持っていない子供でも政治活動は当然できます。選挙権を得ている１８歳の若者が政治活動を
して何が悪い、権利の侵害だ、となるわけです。日本では教育は政治と切り離されて行われるべき、という考え
も強いですし、規制をして混乱を招かない、という方法が日本のやり方ですから多少の規制は必要だろう、とい
う意見も出てくると思いますが、これがドイツでは国が疑問視していると捕らえられたのではないでしょうか。
特に日本は安部政権下の右傾化が有名ですし、今度の規制のニュースは右アレルギーなドイツで日本の実情をし
らせるには使いやすく関心を集めるニュースだったのだと思います。もともとシュピーゲルは論争を巻き起こす
トピックをあげるので有名、ということも一応踏まえておくべきでしょう。
一方でパリでは対テロ対策に対する政府への抗議のデモが暴徒化し、大変な騒ぎになっていると聞きました。
ベルリンでもしょっちゅうデモがあり、
「今日はデモがあるからバスはない」といわれてしまうことは日常茶飯
事です。それをきいてもベルリン市民は「なーんだ、デモか～」という感じ。ストライキも同様。バスが使えな
いと本当に困るのに・・・。パリの話ですが町の中心で講義活動が暴徒になるなんて、怖くて済んでいられない
ですよね。こんなとき、豊かさって何だろう、幸せな社会って何だろう、と思います。個人主義か全体主義かの
違いだとは思いますが、国によってその価値観はぜんぜん違うといま身をもって体験しています。一人ひとり豊
かさを求めてあらゆる手段で訴えることが当然のこととして受け入れられている一方で、「自由」をほんとにみ
んなが求めて好き勝手なことをし始めたら世の中うまく回って行かないし、安心して楽しく暮らしていけない。

日本は規制も多いけど、本当に一人ひとりの貢献?自己犠牲?があるからこそ多くの人が困らないで済んでいる社
会だと思います。ドイツではある程度は勝手が許される国。ある場面では幸せかもしれないけど、ストや労働者
の長期休暇のために電車が止まったり、連絡が滞ったりする。何が正解かわからないですね。バランスですね。

＊ドイツの新聞
世界初の日刊新聞はドイツ・ライプツィヒで 1650 年に誕生しました。ドイツの新聞は、日本のように、読売、
朝日、毎日のように全国的にたくさんの人に読まれる新聞がこれといってありません。全国で売られる新聞はも
ちろんありますが、発行部数はそれほどでもなく、もっぱら地元紙を読んでいます。ドイツで一番発行数が多い
のは「BILD」という大衆向け新聞ですが・・・。
「え、これを１面に載せるの？」という記事が一面で、写真ば
かり載せています。ブリュッセルのテロのときにはさすがに一面だろうと思いきや、サッカーの写真がどーんと
載せられ、
「おいおいドイツ大丈夫か？」となりました。なぜなぜこんなタブロイド新聞が一番売れているのか
聞いても「簡単な文章と単語で写真が多いから」という回答でいまだに納得できて
いません。
ベルリンにもたくさんの地元誌があり、
「junge Welt（ユンゲヴェルト」という東
ベルリンの地方紙も残っています。この新聞は左派で、開くとどのページでも「ど
こどこで自由を訴える行進があった」とか「難民の自分がどれほど苦労した」とい
う記事ばかり。日本の新聞よりもずっとはっきり新聞の特徴が現れているのがドイ
ツの新聞の特徴のようです。
調べてみると、日本はよく新聞をたくさん発行している国ということがわかりました。

2011 年世界の新聞発行部数トップ 10
順位 新聞名 発行部数
1 位 読売新聞（日本） 1000 万部
2 位 朝日新聞 （日本） 750 万部
3 位 The Times of India（インド） 380 万部
4 位 毎日新聞（日本） 350 万部
5 位 参考消息（中国） 310 万部
6 位 日本経済新聞（日本） 300 万部
7 位 The Sun（英国） 295 万部
8 位 Bild (ドイツ） 290 万部
9 位 中日新聞（日本） 280 万部
10 位 Daiinik Jagran (インド） 275 万部
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http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20120724/
234790/?P=3&rt=nocnt
2012 年 7 月 27 日 北村 豊
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4/23(土)
授業の 1 週目を無事終えました。いま取っているのはドイツ語の語学と、
「記念と記憶と歴史」
「東西分裂時代
のベルリン」
「ドイツ映画・文学の中の“故郷”
」の 4 つの授業です。前のふたつはゼミ形式後ろ 2 つは講義形式
です。
「記念と記憶と歴史」
「歴史のもたらす国際関係」の授業はナチス歴史を持ったドイツですから、かなり研
究も進んでいるようです。
（ナチスの関連の研究分野は、
「世界で最も研究された虐殺事件」として知られていま
す）とくに「記念と記憶と歴史」は日本ではあまり聞かない研究テーマですが、ドイツではいろんな分野にまた
がって研究され、たくさんの論文が書かれてきたテーマです。私が「記念」と訳した“Erinnerung（エアインネ
ルング） „ と、
「記憶」と訳した“Gedächtnis（ゲデヒトネス）“は日本語では単純に訳すことのできない含みを
持った概念です。独和辞書には両方とも「記憶」と訳されてしまっていますが、2 つの概念は別物で使い分けが
あります。日本語では「教育」と訳される“Bildung（ビルドゥング）“が教育だけではなく、教養、人間を作る
もの（ビルデン）
、育成までも含む言葉（私の中では、骨組みに粘土でべたべたと肉付けをして一つの人形を作
るイメージ）なのと同様、よく出てくるけど深くて伝えようするともどかしくなる単語です。この授業、初回か
ら面白かったのですが、
「じゃあ来週までに読んできてね」と用意されたものが 100 ページを越えてしまってい
たのには焦りました。でもその本の内容が面白かったので頑張れて、後少しで読み切るところです。それほどま
じめに読む必要はなかったんだろうと思いますが…。前より増してドイツ語漬けの毎日です。
ベルリン自由大にも素敵な図書館が 4 つもあります。特に文献学の図書館は中央図書館よりも大きくって行き
やすいところにあるので私はよくそちらの方を利用しています。
目を引くのはその形です。外から見るとまん丸のドームのような。中は中央に階段があり、スペースが左右に
分かれています。この形何かに似ていませんか・・・。

実は脳をイメージしてデザインされているようです。B1 階から 4F 階まであり、それぞれの階を縁取るように
机といすとコンセントが置かれています。アムステルダムでも、デルフトでもボンでもこちらの学生は本当によ
く勉強するな、と思っていました。ベルリンでもこのたくさんある勉強スペースが埋まってしまうほど人がいる
日もあります。まぁあれだけ課題が出されれば勤勉にならざるを得ないかもしれませんね。ボンの時に図書館に
ぎっしり集まる学生を見てぼーっと、
「世界の脳の集まりだ」
「一人ひとりの脳がこれだけ集まったら宇宙規模だ」
と思ったことがありましたが、ベルリンに来て図書館がそのまま脳の形をしていたのでびっくりしました。ここ

のデザイナーも同じことを考えていたのかもしれないな、と一つの建築から考えました。

＊ビザについて
ようやくビザをとりました。日本人がドイツへ行くときにはビザはあらかじめ申請する必要はなく、現地の外
国人局で申請し取得することができます。時間に余裕があれば日本で取ってしまった方が楽ですし、早く安く済
むようです・・・。私は奨学金の支給証明を待たなければいけなかったので日本での発行はできませんでした。
ヨーロッパでは入国後３ヶ月以内は旅行のビザでヨーロッパ中を回れるのでそれまでに取得することが求め
られます。ビザを取るのに私は①ネット予約をする、②大学のビザ局あるいは留学生センターにビザ発行を依頼
する、③直接ベルリンの外国人局に行くのという３つの手段が考えられました。
①はベルリンについた時点で予約は 8 月まで埋まっていて無理、②は長くて 2 ヶ月間パスポートの原本を預け
ないといけないといわれ、住民登録、銀行等その他の手続きがまだだったので却下、結局③のベルリンの外国人
局に直接行く、という方法しかありませんでした。住民登録もまた厄介で、市役所（Burgeramt）でやってもら
うのですが、この市役所がベルリンのいたるところにある。そして行った市役所によって住民票が取れる早さが
まったく違うのです。まず行ったその日には手続きはできず、初日はただ予約をするだけになります。「いつが
一番はやく手続きできますか」とまず聞くのがドイツでは手っ取り早いです。経験から言うとこれを言わないで
「ただ予約を取りたいんですが…」というと「いつ？」とぶっきらぼうに返されます。「じゃあ…」と適当な日
程を伝えると、
「その日は無理。
」といわれるだけ。「じゃあこの日は？」と聞いても「その日もだめ」といわれ
るばかりです。意地悪しているわけではなく、聞かれたことにただ答える「ローコンテクストカルチャー（低文
脈文化）」なんだ、と理解し気を落ち着けています。
話に戻ると、私の行った市役所では早くて 1 ヶ月先といわれました。ほかの市役所をいろいろ訪れてより早く
済ませられるところを歩いて探したいところでしたが、まだ午前中に毎日授業のあるころで、空いている時間の
短い市役所をいくつも回る、というのはとても疲れるのでやめました。ほかの市役所のほうがより早くに予約を
取れるとも限らなかったですし…。ということでベルリンの住民票が取れたのは 4/15 のことです。私がベルリ
ンに到着したのは 3/6 ですから、私の旅行ビザの期限は 6/5 あたりです。留学生センターに問い合わせたところ、
今急いで手続きをしても間に合うという保障はできないといわれました。仕方なく、ベルリンの外国人国へ直接
行くことになりました。
私が友達や留学生センターの人に「今度外国人局に行くんだ」というとなぜか「幸運を祈る！」とか「まじか、
がんばれよ！」とかいわれることが多く、何でだろうと思っていましたが、ビザの取り方についていろいろと調
べているうちになぞが解けました。まず留学生センターの案内には「直接行くのはお勧めしません。なぜなら大
変な労力を使うから。行くなら開局時間の 3－4 時間前までには到着しておきましょう」とあるのです。前に行
ったことのある友達は朝の 5 時に並んだ、といっていました。どうやら整理券に制限があるらしく、整理券がな
くなり次第その日の受付分は終了となるらしいのです。「そんなに人が来るのか～？」と疑ってはいましたが、
近年の難民の影響（これはあくまでも友達の情報）でその人数はますます増えているらしく、グーグルマップで
ベルリン外国人局を検索したときにすぐに出てくる画像が建物の前に人がダーっと並んだ写真だったので納得
せざるを得ませんでした。
月～水 7：00－14：00、木曜 10：00－18：00 で金曜は休み。私がいったのは木曜日で少し後ろの時間にも余
裕のある日でした。当日は朝の 5 時に家を出て 6 時に外国人局に到着。駅に降りた瞬間に、周りの人たちがみな
外国人局を目指して歩いていることに気がつきました。建物の前に白いテントがあり、そこにほかの人がどしど
し入っていくのに続きました。
「学生か？」と聞かれ青い整理券番号に書かれていたのは 38。とりあえず座って
待て、といわれたのでテントの中で座って待ちました。テントはぎっしりでもないですがすでに人が待っていま
した。前に行った人の話では外で会館までずっと待たされると聞いていたので意外でした。しばらく待つとおば

さんがコーヒーとパンを差し入れてくれとっても親切。これならあと 4 時間耐えられそう！と思っていたら、
「9
時 50 分までおうちに帰っていいですよ～」というアナウンスがあり、学校にいったん行きました。
時間に戻ると韓国人の友達が待合室にいて、一緒に書類の確認をしておしゃべりしました。必要な書類は、
・登録申請書
・保険の契約書
・パスポート
・住民票
・収入証明書
・学校の入学書類
・写真
・30～60 ユーロ（人によって違う？）
です。少しでも不備があると追い返されるので 2 人で慎重に確認しました。確認が終わったころ隣にベトナム人
の男の人が来て、私が一緒にいたのが韓国人の子だったで私もついでに韓国人と思ったらしく、自己紹介が済ん
だところで「中国と日本は気に食わない」という話をされ、勝手に向こうが話すのを楽しく聞いて時間をつぶし
ていました。
10：00 に１番の人が呼ばれ始め、私が呼ばれたのは 11 時半ごろでした。書類の不備はないか、係りの人に何
か言われたらどうしようとか、どきどきしていましたが、「そっけなくて雑」という前評判を見事に裏切ってと
てもやさしいおばちゃんが丁寧に対応してくれました。
ということで無事この半年間ドイツにいてもいいことになりました。

＊ドイツでの携帯の使用について
少し難しい話なので飛ばしていただいて構いません。記録用ですのでご容赦願います。
宿舎で WiFi が使えなかったので、急な連絡のために携帯電話の契約をしました。ボンのときには宿舎にも学
校にも Wifi があったのでドイツのインターネットの契約はしていませんでした。
こちらの宿舎では隣近所と Wifi
を一緒に購入してシェアするのが主流ですが、私はそんなに家で使わないと思ったので高い Wifi をシェアしよ
う、お誘いはお断りして、最低限の連絡が取れる程度の容量を契約しました。
会社によって多少違うところがあるかもしれないので、もし海外で SIM を入れようという場合には会社に問
い合わせた方がよいと思います。それに、探せばもっともっといいプランがあるはずです。私は面倒だったので
店員の言うがままにさせていました。今回のこのページはご参考まで。
‣日本での準備
日本では docomo、au、Softbank といた携帯会社と 2 年間からの契約を結びます。他社のネットワークを使っ
て自社の機種が使われないよう、docomo の携帯では docomo のネットワークしか使えないように制限をかけて
います。これが SIM ロックです。SIM は携帯電話をネットワークにつなげる役割をしていて、SIM がないと携
帯電話として機能しません。日本ではこのように制限がかけられていますが、ヨーロッパでは機械とネットワー
クの会社がばらばらなので、SIM を自分で選ぶという事態が発生します。ヨーロッパで携帯電話をどこでも使え
るようにするにはまずヨーロッパの SIM を入れられる状態にしなければなりません。
docomo の場合、3000 円で SIM ロックを解除できます。機種によっては SIM ロックが解除できないものもあ
るそうなので電話で docomo にあらかじめ問い合わせてください。iPhone は一度 SIM ロックを解除してしまう
ともとに戻せないそうです。私は今使っている iPhone を日本でも引き続き使いたかったので、前に使っていた

docomo の Xi (N-03)を解除しました。ドコモショップに行って、
「SIM の解除をしたいんですけど」と言えばす
ぐに解除してもらえました。
そういえば先日 Apple から SIM フリーの iPhone が値下げ価格で発売されたのが少し話題になっていました
ね。海外主張の多い人には、日本用と海外用で携帯を分ける必要がないので便利かもしれませんね。
‣ドイツにて
ネットワークの会社はたくさんあり、どこの会社を最初に選ぶかが重要だそうです。O2（オーツ―）
、Telekom
（テレコム）などが有名です。ドイツ版ヨドバシカメラのような電気屋さん・Media Markt（メディアマルクト）
という赤い看板の店を探していくと、携帯電話売り場のところに SIM が並んでいました。MediaMarkt 以外で
も O2 という看板を出した小さなお店は街のいたるところにあります。
「ドイツに半年住むんだけど、この携帯をドイツで使えるようにするにはどうすればいいでしょう」と、あわ
よくば手取り足取りやってくれることを願って、SIM とは言わずに質問した所、案の定 SIM を勧められ、購入
前に勝手にあれこれ手続きをしてくれました。
私が選んだのは O2 のフラットレート（定額制）で月 15€で 1GB のコース。容量を超えてもインターネットの
スピードが遅くなるだけで、1 カ月使えます。ただ 1GB は本当に僅かなので頻繁にインターネットに接続して
いると容量オーバーですぐ遅くなってしまいます。速度制限がかかってない時ですらドイツでは 3G の早さなの
で、速度制限がかかると本当に不便なのでトークアプリのライン以外は使わないようにしています。 購入前の
手続きにはパスポート、住所が必要で、しばらく待っていると A４サイズのプリントを 3 枚もらいました。プリ
ントには契約の内容、電話番号が載っていて、これごとレジに持って行って会計。買った後は中に入っている
SD カードを携帯に挿入し、中に入っていたカードに書いてあるパスワード（PIN コード）を入力する。
「本当にわからないのでやってください」というと、一緒に操作してくれました。
まずは店員さんの指示通り、データローミングをオフにします。それからアクセスポイント名(APN)を「設定」
→
「無線とネットワーク」
→
「モバイルネットワーク」
→「アクセスポイント名」
で設定します。
「sufo2」
か
「Internet」
のどっちかにすればよいとのことでした。開いてみて何もなかったら、メニューボタンを押して「新しい APN」
を選んで、
名前: なんでもよい
APN: surfo2
その他: 初期値のまま変更しない
と設定。一応「Internet」でもおなじ作業をしておきました。そして作成した APN のどちらかを選択しておき
ます。データローミングをオフのまま、ダイアルでレシートに書かれた番号を入力して待つと、契約が完了した
旨の SMS が届き、見事ドイツでのインターネットが開通です。
1 カ月たったらまたどこかの O2 ショップかスーパーにいけば、形態のチャージ用のカードが売っています。
チャージしたい料の O2no カードを買って、レシートに記載された番号に電話をかければ次の 1 カ月もまた使え
るようになる、という仕組みです。ま、店員さんに任せておけばよいでしょう。

７
5/3(火)
少し遅くなりました。みなさんいかがお過ごしですか。日本ではゴールデンウィーク、というのに少し驚きまし
た。こちらは 5 月というのが信じられないほど寒くて数週間前の温かさがうそのようです。先週は変な天気が続
き、雪？も降りました。マフラーや手袋をしている人もたくさんいます。晴れていると思ったら突然土砂降りに
なる、という天気がここのところ毎日です。
「ベルリンの春は全部の天気がくる」と友達が言っていましたが、
まさにその通り。暑い日も寒い日も、風も雪も雷も雹もありました。数時間や数分単位で天気が変わるので傘が
手放せません。
2 週間前にオーディションに受かってベルリンの大学コーラスに入部しました。1 人ずつ舞台のあるホールに
呼ばれて、
「はいじゃあ歌って」と真ん中で歌うのです。緊張しました。全部で 15 人くらい受けてその中からソ
プラノ、アルト、バスに 1 人ずつしか受かりませんでした。ほんと自分でもよく滑り込んだなぁ、という感じで
す。その日からすぐ練習が始まり週 1 回とリハ 1 回でさっそく昨日（5/2）初舞台がありました。場所はベルリ
ンフィルの小ホール。ほかの団体とコラボしてちょっとイベントっぽかったのですが、素敵なホールで衣装も本
格的で緊張しました。本番前の控室は本当に自由で、トランプをしたりジャズのピアノ（めちゃくちゃうまくて
かっこいい）を男の子が弾いたり、関係ない曲を歌ったり、本番も合わせてとーっても楽しかった！舞台に上が
ると意外と自分の声が大きく聞こえて不安になります。そしてこちらの合唱のスタイルは各パートが固まって歌
うのではなく、同じパートが隣り合わないようにばらばらに配置されるので他のソプラノの声が聞こえず自分が
しっかりしなきゃ、という感じでした。
控室は男女一緒だったのですが、本番前の着替えも一緒。みんな豪快に脱ぎ捨て全く気にしていない様子。堂々
としているし、着替えながら男女しゃべったりして「すっげーーー！」と感心しました。終わった後の飲み会は
誰かが歌い始めるとそれぞれのパートを歌いだして結局みんなで合唱。わいわい盛り上がりました。

先日ラーメンを食べました。東ベルリンの中心街の隅にある「ここ
ろ」という小さいラーメン屋さんです。開店直後に行ったはずなのに
すでに人で埋まっていて 15 分ほど外で待つ人気でした。豚骨ラーメン
と餃子をたのみましたが、完璧に日本ものでした。ベルリンはさまざ
まな文化の混ざる場所なので日本食に限らず、いろいろな国のレスト
ランが軒を連ねています。また、アジアの食べ物を扱うアジアンスー
パーもたくさんあって品ぞろえよく、日本人街で有名なデュッセルド
ルフより安く買えます。ベルリンなら何でもそろうし、日本食の料理
屋さんも多いので日本食には全く苦労しないと思います。先週末は韓
国人とフランス人とメキシコ人の友達とお好み焼きを作ってみました。
お好みソースをアジアンスーパーで買って、小麦粉から作りました。
お好み焼き粉も売っていましたが一袋 5 ユーロ（600 円くらい）した
ので買わず、小麦粉から作る場合に必要な里芋？はじゃがいもで代用しました。なかなかおいしくできて好評で
した。
ちなみに…。どの日本食のお店にももちろんドイツ人のお客さんはいます。お箸の変わりにスプーンを使って
いる人はほとんど見かけません。皆さん上手に箸を使えています。逆にお箸を使えない人はほとんどいないんじ

ゃないか、という印象です。ただし、箸文化になれているからといって、アジア勢がお箸でポテトチップスをつ
まんだり、ラザニアを食べたりしようものなら好奇の目で見られます。

＊ヒットラー最期の場所
歴史学の友達と話していて、
「そんなにベルリンの歴史
に興味があるならあの地下壕も行ったのか？」と聞かれま
した。
「？なんの地下壕？」と聞くと、
「ヒットラーが死ん
だとこだよ」
。そんなとこがベルリンにあったなんて。早
速調べていってみると、古いがっしりした団地の前に地味
な看板がぽつり。
ドイツ語ではフューラーブンカ―（Führerbunker）と

呼ばれ、日本語では「総統地下壕」と訳されています。
行ったのは先週 4 月 30 日。なんとヒットラーがここで自
殺をした命日です。はっきりした日付を覚えていなかった
のでこの看板の説明を読んだとき背筋がぞっとしました。

ここはもととも相当司令部があった場所で戦前に用
意された緊急用の地下壕でした。1943 年に戦況の悪化
を受けて改増築され、大本営としての機能を果たすよう
になります。1945 年 1 月からヒットラーは恋人、後の
妻・エヴァ・ブラウン、側近部下たちとここで生活を始
めます。左の見取り図には喚起室、会議室、ヒットラー
の居室、エヴァ・ブラウンの寝室、トイレなどが書かれ
ています。
戦後、長い間ヒットラーの最期は秘密にされ、この地
下壕の場所も非公開でした。今もその残骸はこの地下に
埋まったままになっているそうです。2006 年になってようやくこの立て看板が設置されました。日本から持っ
て行ったガイドブックにも触れられていません。だけどとっても重要な場所です。場所はブランデンブルグ門や
国会、ユダヤ人犠牲者記念モニュメントのあるベルリンの中でも最も中心にあります。いままでこんなところに
こんなものがあるなんて全く知りませんでした。

ヒットラーは 1945 年 4 月 30 日に服毒と銃によりこのベルリンの地下壕で自殺しています。56 歳の誕生日か
ら 10 日後のことです。このころにはソ連軍もベルリンに迫り彼は自殺をほのめかすようになっていました。ヒ
ットラーはベルリンから逃れることを拒否し続けベルリンにこだわりました。そばには長年連れ添った恋人エヴ
ァ・ブラウンがおり、自殺の直前に地下壕で結婚したといいます。彼女もここでヒットラーとともに自殺、2 人
の遺体は側近によって焼かれました。間もなく側近らも自殺し、5 月 2 日、ソ連軍によって一連の遺体が発見さ
れました。ヒットラーとエヴァの遺体はソ連に引き取られ埋められましたが、その後掘り起こされて焼却、ドイ
ツ北部、ポーランドを流れるエルベ川に散骨されました。彼の死に関することは戦後秘密にされ続け、「ヒット
ラーは西ドイツに逃れ生きている」という憶測もありました。
そういえばそもそもナチス、とは何でしょうか。この辺りは今週の課題文のテキストに載っているのでそれを
読んでからにしたいと思います。

８
5/18(火)
先日は毎年 3 月から 5 月の 2 カ月間しか開いていないキ
ューケンホフ公園めがけてオランダに行ってきました。オ
ランダのシンボル・チューリップが主に植えられていて 700
万本の花が広い公園内に咲いています。今年は 3 月 24 日か
ら 5 月 16 日の期間でした。私の行ったころは少し遅めだっ
たので、公園までの道のりで見えるはずのチューリップ畑
は残念ながらあまり見られませんでした。暖冬の影響もあ
ったと思います。オランダは寒いので 4 月の末あたりがち
ょうどよかったかな。それでも公園にはたくさん咲いてい
て、数に圧倒されました。この時期のためにオランダ中の
お花の職人さんたちがしのぎを削って自分のブースに植え
る花を毎年決めていて、準備には 1 年か、それ以上かかっ
ているといいます。花の国だからできるこのクオリティです。
でも本当に行きたかったのはキューケンホフではなく…。右の写
真の、キンデルダイクという風車群です。世界遺産にも指定されて
います。電車の本数が少なくてアクセスが難しいのでいままで行け
ていませんでした。ようやく、有名なオランダの風景を見ることが
できました。ゆーっくり、ゆーっくり回る風車を見て、オランダの
土地をこうやってゆっくり守ってたんだなと思
いました。よくオランダ人が言うのは、「世界は
神が作ったが、オランダはオランダ人が作った」
という言葉。このお決まりのフレーズを言ってく
れたらうれしいなと思い、さっきオランダ人の男
の子にこの風車の話をしたら、キンデルダイクの
ことを知らなくてびっくりしました（笑）そんな
彼に以前「どうしてオランダはこんなに小さいの
に素敵な町やものにあふれてるの？」と聞いたこ
とがありました。すると彼は「小さいからでしょ」
という新しい意見をくれました。
風車には、まだ人が住んでいて、ちゃんと生活
をしている様子でした。風車の周りには牛や鳥な
どの家畜がうろうろしてて洗濯物も干してあり
ました。きっとここは 400 年前からちっとも変わ
らないんだろうなぁと思ったのと同時に、次の
400 年もこの風景はこのままであってほしいなと
思いました。

キューケンホフ（Keukenhof ）
8:00－17:00（期間中無休）
入場

16 ユーロ

以下のサイトから安く購入できます
→
http://www.holland.com/jp/tourism/article/keukenh
of-jp.htm

キューケンホフへはハーグからが近かったので、ハーグで一泊しました。ハーグは、国際司法裁判所やオラン
ダの国会、オランダの政治的首都で、王様も住んでいるのでロイヤルシティとも呼ばれています。その割に、と
いうか首都という言葉は全く合いそうもないほどおっとりとして優雅な雰囲気があります。建物も高い建物はほ
とんどありません。何でしょう。このどこへ行ってものどかな感じ。本当に癒されます。
左の写真は平和宮（国際司法裁判所）で
す。1899 年の万国平和会議をきっかけに、
ここに国際司法裁判所をはじめ、国際的な
紛争解決機関を設けるために 1916 年に建
造されました。万国平和会議では戦争の始
め方等の戦争のルールを定めたハーグ陸戦
条約が採択されました。国際司法裁判所が
扱うのは国家間のみ、国連への加盟の有無
は問うていません。

ハーグの中央駅から平和宮へ行く方向へ 2 倍くらい歩いていくと、
「スケベニンゲン」というビーチに出ます。Scheveningen を、オラ
ンダ語では「スヘフェニンヘン」と発音するのですが、日本語では
「スケベニンゲン」と読めてしまいますよね。有名なビーチと聞い
て期待していたのですが、行ってみると泡だらけ。しかも汚い泡で
げっそりしました。さっきのオランダの彼にそのことも言ってみた
ところ、
「一番有名だけど、一番きれいではないね」と言っていまし
た。ビーチへ行く途中の、
「Scheveningenseweg」という看板、訳す
と「スケベニンゲンへの道」
。ほう。

ドイツの壁
先週末、難民の受け入れ施設が放火される件数が急増しているというニュースが流れました。2014 年は 6 件
だったのに対し（この時点ですでに 6 件も放火が起きていたことに私はびっくりですが）、今年は 45 件（5 月 14
日現在）すでに発生しているということで、反移民の暴力に対する懸念が高まっていると懸念されています。こ
のニュースに関して、実は Yahoo!ジャパンのニュースで知りました。ドイツの新聞でも何か触れられているかと
思い、調べてみましたが特に取り沙汰されていませんでした。放火の件数の代わりに、ドイツの紛争局がまとめ
た難民保護施設への攻撃件数のグラフが出てきました。放火は全体の本の一部だったんだな、ということが わ
かりました。

2012年から2015年までの難民施設への攻撃件数
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＊2015 年は 11 月 28 日まで
同時にドイツのどの地域で事件が起こったのかを示した地図も載っていました。これを見ると、事件がドイツ
のあらゆる場所で起こっていたことが分かりました。最初、放火のニュースを見た時に、写真がドイツ東部で撮
られたものだったこともあり、
「あぁまた東部で過激な…」と思っていたのですが、この地図を見て排斥運動が
もはや東ドイツに偏っていないことを知りました。
壁の崩壊から 27 年ですが、長らく東と西では歴史教育の差から、東ドイツの方が人種差別や右翼系、他民族
排斥運動が盛んだと言われてきました。東ドイツでもロシアなりのナチスへの対決がありましたが、「なぜ悪い
か」という犯罪への批判を議論することなしに「悪いものは悪いのだ」という組織への批判だけが行われナチス
を連想させるような言葉を過剰に禁止していきました。社会主義時代の東ドイツにも実はベトナムやモザンビー
クからの労働がいましたが、政府はこれらの移民とはまじりあうことを禁止したために、外国人に対する偏見は

一層強まったといいます。いまだに東部の外国人の比率は 3％ほどで、西部の 10％を大きく下回っています。ま
た、ベルリンだよりの３でもお伝えした通り、旧東西ドイツでは失業率に大きな差があり、失業率の高い東側で
は「移民がドイツ人の雇用を奪っている」という批判が出ています。自分の生活も苦しいのに、大量の社会保障
費で彼らの生活まで保障しなければならないのか、この不満を利用して 2014 年から 2015 年にかけて急成長し
たのが、
「ペギーダ（欧州のイスラム化に反対する愛国的な欧州人たち）」という極右団体です。これまた東ドイ
ツのドレスデンで発生、各地で大きなデモを開催し、ドイツ以外の年にも支局を作るなどしました。ドレスデン
は極右政党やナチスを受け継ぐ「ネオナチ」の巣窟であるともいわれています。「嘘つきメディア」というナチ
ス時代の言葉を用いるなど、明らかに極右なこの団体がこれほどまで各地に影響を与えていることに驚きました。
このような移民排斥派がドイツの主流になることはしばらくないと言われてきましたが、どうなんでしょう。ペ
ギーダはドイツのあらゆる方面から批判され、失言や組織の足並みがそろわないなどしてグループとしてはほと
んど自壊しました。しかし、ペギーダと入れ替わるように出てきたのが AfD（ドイツのための選択肢）という右
翼系新政党です。
EU 脱退と移民制度の見直しを訴えて 3 月末に行われたドイツの 3 つの州での地方議会選挙で、
いずれの州でも躍進しました。この AfD がこの先同中央政府に影響を与えてくるか注目されていて、AfD とい
う文字が新聞に出ない日はほとんどなくなっています。

ヒトラーの権力掌握
前回お伝えしていた、ヒトラーについて。なかなか短くはまとめられそうもないですが要約します。ドイツ語
では彼の名前は「ヒットラー」と発音するのですが、日本ではヒトラーが主流のようなので私もそのように書き
ます。
興味深いことに、彼はオーストリアの出身のようです。もともとドイツの系の家でしたが 24 歳になってよう
やくミュンヘンに移住し、第一次世界大戦で彼は基地から基地へ命令を伝える伝令兵として戦争に参加しました。
第一次世界大戦はドイツの降伏で終わり、たくさんの賠償金の支払いと領土の割譲が無理やり決められました。
これを受けてヒトラーは、降伏に賛成した政府に反発を示し、強いドイツの目覚めを目指すようになっていきま
す。ヒトラーはバイエルン州が一時的にバイエルン・ソビエト共和国として独立しかけた際にその運動に参加し
ました。ヒトラーは軍の命令でバイエルン地方の極右政党「ドイツ労働者党」へ潜入しスパイ活動をしていまし
たが、調査する対象だったはずの労働党員の演説に共鳴し、結局労働党員になりました。休戦協定とヴェルサイ
ユ条約に調印したワイマール政府（新憲法にちなんでそう呼ばれていた）を激しく糾弾、反ユダヤ主義も利用し
て、共感を集めていきます。カリスマ性を認められて党首となったヒトラーは半資本主義の姿勢をはっきり打ち
出すために、
「国家社会主義ドイツ労働者党（Nationalsozialistische Deutsche Arbeitpartei）」に変更しました。
同時に党の紋章を有名な鉤十字（卍）にしました。鉤十字は反ユダヤのシンボルでした。1923 年、ドイツが賠
償金の支払いを拒否したため、フランス・ベルギー軍はドイツの石炭の産出の基点だったルール地方を占領しま
した。政府は賠償金や労働者のへ賃金を支払うため大量に紙幣を刷っていきます。そのためひどいインフレと失
業に見舞われました。1923 年 11 月、ミュンヘン一揆（クーデター）を犯し失敗、ヒトラーは国家反逆罪と殺人
罪で逮捕されました。しかし彼の演説で死刑を免れ、僅か禁固 5 年という判決を受け、結局 1924 年に釈放され
ます。このころに「わが闘争」を執筆、出版しますが、このころはまったく売れなかったようです。ヒトラーが
釈放された翌日、当時の大統領が死去し、大統領選でヒンデンブルクが選出されます。彼は第一次世界大戦の英
雄でした。
ヒトラーの特徴はその演説にあったといいます。オペラ歌手の身振りを参考に威圧感のあるポーズを研究、
人々の憎悪を掻き立てました。1928 年、得票率は僅か 2.8％でしたが 12 人が当選しました。このころは誰もヒ
トラーがこの僅か 5 年後に政権をとるとは思ってはいませんでした。状況が変わった大きなきっかけは、1929
年の世界恐慌です。とりわけドイツに大きな影響があり、失業者は 30％にのぼりました。既成政党への不満も

高まり、1930 年の議会選挙で 107 議席を獲得、第二党になりました。ライバルの共産党の支持者も吸収します。
飛行機を使うなど人を驚かす宣伝方法と演説で着実に支持を集めていきます。影にはヒトラー神話の捏造もあり
ました。1932 年 7 月の議会選挙で 37.7％、230 議席を獲得し、ドイツの第一党になります。しかし当時の大統
領がヒトラーを首相に任命するのを拒否しました。「国民の意思を反映していない」としてこの議会を解散すべ
き、と提言。次の選挙で得票率は下げたもののヒトラーは首相に任命してもらうことに成功しました。しかしナ
チスには 2 つの閣僚ポストしか与えられず、大統領はこれでヒトラーを統制できるだろう考えていました。ヒト
ラーは共産党の議席を奪うため、議会を解散してさらに選挙を行うことにしました。その選挙で実際はナチスと
連立政党を集めても過半数程度で、共産党の得票は 12％あったにもかかわらず、直後に共産党は非合化、社会
民主党も 7 月には非合法となったために、一党独裁になりました。福祉の充実や完全雇用を訴え、1934 年、ヒ
トラーは大統領や首相を統合した「総統職」を儲け、国民投票で 90％の支持を得て総統の位置につきました。
全権委任法も可決、独裁体制を実現しました。

ベルリンだより９
5/22(日)
一昨日は日帰りでベルリンからバスで 2 時間ほどのハレとライプツィヒに日帰りで行きました。高校の友達が
ハレで文学をしているので会いに。そして私にとっては初めての東ドイツの街でした。ハレは東ドイツの残り香
がある程度残りつつ、古い建物もたくさんある素朴な町並みでした。ライプツィヒはドイツでもまぁまぁ有名な
街なわりには意外と町自体が小さかった印象でした。どちらの街も空襲の被害をあまり受けていないようで、の
んびりとした雰囲気のあるドイツらしい街でした。

ハレ
え、こんなところ路面電車が走るの？という感じの狭い路地を縫うようにぎりぎりで電車が通っていきました。
それこそ絵本に出てくるような、かわいらしい建物が多くて、ドイツを訪れたことがない人が「ドイツ」と言わ
れて想像するのはこんな町なんじゃないかなと思いながら歩きました。「大学しかない！」と言われるハレ。い
たるところにおしゃれなカフェやレストランがありました。このハレの失業率は 25％。高齢化が進んでいて大
学があるから若い人がいるけどね。
。
。と言われてしまうような街です。確かにおじいさんおばあさんがほんとに
多かった。そして平日の昼間なのに街に人があふれている。中世後期にバルト海を独占したハンザ同盟の同盟都
市として栄えたハレは、扱っていた貿易品塩（ハレ）がそのまま町の名前になったと言われています。
音楽室にいた覚えのあるヘンデルという作曲家はここの出身だそうで、町の中心のマルクトにも大きな像が飾
ってありますが、実はヘンデルは主にロンドンで活躍
していた人なので、
「ヘンデルにすがって生きている」
と批判されています(笑)。
ハレにある大学は、
「ハレ大学」です。ハレ大学と
は通称で、正式にはマルティン・ルター大学といいま
す。ボンもそうでしたが、歴史あるドイツの大学は名
前に人の名前を使う場合が多いですね。ボンのは長す
ぎて結局覚えられず仕舞いだったな。このマルティ
ン・ルターとは、誰でしょう…？これは宗教改革で有
名なルターさんその人です。ハレ大学の前身は、1502
年創立のヴィッテンブルグ大学と、1694 年創立のハ
レ大学です。前者のヴィッテンブルグ大学の方でルタ
ーさんは教鞭を取られていたそうで、ここはその後ヨ
ーロッパへ拡大する宗教改革の台風の目のような場所にな
っていたそうです。それにちなんでマルティン・ルターと
名付けられました。

ライプツィヒ
ハレから電車で 20 分ほどでライプツィヒに到着しまし
た。ライプツィヒは、旧東ドイツの域内ではベルリンに次
いで 2 番目に大きな都市です。とはいうものの、先ほども
ライプツィヒの中央駅の様子

書いた通り、さほど大きな町ではありませんでした。ですがここライプツィヒはドイツの歴史にはことあるごと
に出てくる重要な場所です。駅は、ヨーロッパ最大ともいわれており、中はフードコートやお店が並び、駅とは
思えませんでした（つくばにあるショッピングモールなんかより全然大き
い）
。
中心に歩いていくと、教会が 2 つ。1 つ目のニコライ教会は、東西分裂
時代末期には毎週月曜日の集会をきっかけに東ドイツの民主化運動が始
まった場所です。もう一つはトーマス教会。ここでは、ヨハン・セバスチ
ャン・バッハが生涯の後半に 1723 年から 27 年間音楽監督として務めて
いました。バロック派のバッハさん。日本では「音楽の父」と呼ばれてい
ますが、バロックの中では最も後期の作曲家として位置付けられています。
今でこそ古典音楽と呼ばれていますが、バッハの音楽はその後の古典派や
ロマン派に続く潮流を作った人物です。その当時は彼の音楽はとても斬新
に聴こえたのではないでしょうか。ちなみにドイツ語でバッハ（Bach）
とは「小川」という意味です。つまりバッハは日本で言う「小川さん」で、
日本の「小川さん」と同じくらい実はバッハさんも案外多いのです。教会
内にはバッハの墓、バッハの肖像のステンドグラスがありました。その横

ニコライ教会裏、民主化運動を説明するオブジェ

にいたのは、またもルターさん。ベルリンでも彼の
肖像をいくらか見ましたが、彼はどの絵の中でも困
り顔。だからトーマス教会でも彼の顔はすぐわかり
ました。1539 年にルターさんがここで演説をした
といいます。
この教会で有名なのがトーマス教会少年合唱団
です。通常金曜日の 18:00～と、土曜日の 15:00～
コンサートがあり、運よく聴きに行くことができま
した。このトーマス教会少年合唱団はなんと 1212
年からの伝統があるそうです。聴いていて、まず人
の声は教会によく合うな、と思いました。年齢は 9
歳から 18 歳だそうです。中学時代の残念な男子の
合唱を思い出してどう訓練したらこんなにきれい
な声が出るんだろうと終始聴きほれました。なんで、
少年なんだろう。大人になったら変わってしまう儚
さでしょうか。或は宗教画で描かれる天使が子供で
描かれるように、子供に霊的なものが宿っていると

トーマス教会内、バッハのステンドグラス。隣にはルターさんもいた。

思われていたのでしょうか。子供はすぐに死んでしまうこ
とが多く、人間と神の間と思われていた、と何かで読んだ気がします。日本のお祭りでも小さな女の子に神の代
わりをさせるものがありました。あと、心霊話も子供はよく出てきますね。尊敬と畏怖が両方託された存在のよ
うな気がします。
開場は 45 分前から。17:30 頃行ったときにはすでに行列があり、かなり後ろの席になってしまいました。も
しも合唱を聴く場合は早めに入場した方がよさそうです。

ライプツィヒ・旧市庁舎
1556 年建設。第二次世界大戦で屋根部分が被災したものの、多
くは残り現在は修復を経て、ライプツィヒの歴史を先史時代か
ら説明する資料館になっている。
一般６ユーロ、学生４ユーロ（第一水曜日は無料）
。塔に登れる
ガイドツアーあり。

ドイツの「町の中心」
ドイツでいう「町の中心」とは市場（Markt）
のある場所です。ドイツではたいていどの町にも地図にぽっかりと何もない場所があります。必ずしも駅に近い
とは限りません。広場にはほとんど毎日簡易のテントで市場が開かれていて、昔から人がよく集まっていたんで
しょうね。広場とセットでこのライプツィヒのような立派な旧市庁舎があります。調べたことがないのでわかり
ませんが、オランダはこんなにはっきりした街づくりではないと思います。オランダにも市場はありますがこん
な風にきれいにぽっかり空いていないし、Markt という場所があっても街の中心かどうかはわかりません。その
点ドイツは街の中心が本当にはっきりわかりやすいです。ガイドブックがないときにもしもドイツの街に降り立
つことがあれば、とりあえず街の中心目指すときっと何かにぶつかると思います。

ドイツの電車
ボンの時にドイツの電車はしょっちゅう遅れたりキャンセルされたりする、ということを書きました。ベルリ
ンでは少しましです。ボンでよく突然キャンセルになっていたバスは逆に早めに来てしまい、乗り遅れるという
ご迷惑な事態が発生しています。ドイツでは改札機はありません。オランダではあるところとないところがあり
ます。
「信用制度」？と言われています。ドイツでは、駅できっぷを買ったらどこかにこっそり置いてある機械
に入れてガッチャンしてもらってそのまま乗車。もしこの作業をしないで乗ると検札が来たときに罰金です。自
分で機械に切符を入れなければならないので、何もしなかった場合でも電車に乗ることはできます。つまり無賃
乗車が余裕でできます。でもたまーに検札があり、それに引っかかると 60€（約 8000 円）を一気に取られます。
ドアが閉まった途端、
「ファーカルテン、ビッテ！！（切符を出してください）
」と言われ、切符を確認されます。
ボンのときには制服を着てわかりやすかったのですが、ベルリンは一般人に紛れるような恰好をしていて乗車の
際気づきにくくなっています。基本的に 2 人ペアで、車両の両側から攻めてきます。切符を持っていなくて逃げ
ようとした人が真ん中あたりで御用になっているのを何度か見かけました。私は学生証があるのでベルリン市内
は自由に行けることになっていますが、私はこの顔だからか、学生証を見せても信用されず、もう一つ身分証を
見せろ、といわれることがあります。学生証は紙ぺら一枚、簡単に偽造できてしまいそうです。顔写真もありま
せん。学生証が身分証にならないって、意味わからない。本当に憤っています。先日検察が来たとき、いつも通
り疑われて私の検札に時間がかかりました。その間に次の駅についてしまい、ついた途端に男が「ありがとな、
馬鹿な中国人！」という最悪な言葉を吐きながら消えていきました。検札のおじさんが私の顔見てため息をつき
ましたが、こちらがため息つきたい気分でした。ドイツの国鉄は赤字と聞きます。人件費もかかるし、実際無賃
乗車は多い。機械に入れ忘れて罰金を取られてしまった友達もいました。早く改札つけて。
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6/6(月)
日本はいよいよ梅雨入りしたみたいですね。こちらはカラッとしていて、日なたはじりじりしますが、木陰は
とても心地いいです。広島にオバマが来た、とか、サミットが伊勢志摩であったというニュースは追いかけてい
ました。私の知る限りテロなど何も起きなかったようでよかったです。
オバマさんが広島を訪れたことは、もうすぐ任期の終わる彼の大統領としての「伝説づくり」の一部だったと
思いますし、大統領が変われば外交姿勢も変わるので、オバマさんが広島を訪れたことで何かが変わるとは思え
ません。日本もアメリカも、トップが変わるたびに外交政策や歴史認識などがぶれがちですが、ドイツでは歴史
認識、基本的な外交姿勢などは首相が変わっても大きく変化しません。ドイツでは、オバマさんのことは新聞で
少し取り上げられましたが、こちらはドイツの南西部バーデン・ビュルテンベルグからパリ近くにかけて続いた
豪雨で洪水が発生し、それどころではありませんでした。セーヌ川が氾濫し、ルーブル美術館も閉まっていたと
聞いています。今も洪水に関するニュースは続いています。
そういえばトランプの評判はドイツでは最悪です。「トランプいいよね」などという発言が万が一出てくるよ
うなことがあればぼこぼこに批判されそうな空気感です。もはや「トランプ」という名前が出れば「面白いもの」
みたいな感じでニヤニヤする合図、ジョークのネタみたいに使っています。私の今のドイツ語のおじいちゃん先
生も、
「ヒトラーがなんで支持率を集めたのか。それは演説だった、という話はこの間したね。今の世の中で、1
人、やつと同じような話し方をする者がいる。あまり大きい声では言わない。ここに支持者がいるなら申し訳な
いが、彼が大統領になったらそれは世界の大災害だ。」と語っていました。
5 月の後半から 6 月にかけて合唱のコンサートと、チェコへの遠征で少し忙しかったので更新できずにいまし
た。6 月 21 日、29 日にはそれぞれフィルハーモニー近くの聖・マタイ教会と、聖ヨハネス教会でコンサートを
しました。21 日の方はフィンランドのコーラスと交代で歌ったので 6 曲程度でしたが、29 日の方は単独で 1 時
間半 14 曲を歌いました。
29 日のコンサートの曲目
・Tumbang preso
・Ne Forte Credas
・Hear My Prayer
・Peace I Leave with You
・Bruckner
・Salva Me
・Crucifixion
休憩
・Lord How Long Wilt Thy be Angry
・Wie liegt die Stadt so wüst
・Ein Jäger längs--・Dilmano Dilbero
・Gjendines badnlat
・Sirba pe scaun
アンコール
・O du stille Zeit

3 日前まで一度も合わせたことのない新しい曲もあるという状況で、直前に集中してガッ！と仕上げました。
この団体のメリハリと、直前の集中力にはいつも感心します。長い曲も多いにも関わらず、「全曲暗譜」という
のがさらっと伝えられて本番までほとんど眠れない状態でした。ドイツ語、英語以外にも、イタリア語、フィン
ランド語、ロシア語があり、さらに大変でした。直前まで楽譜を確認しているような状況でしたが、本番はどの
曲もよく出来たと思います。うねりのような拍手の中、何事もなかったかのようにしれっとした顔でいるみんな
の様子がとても面白かったです。
その 3 日後の 6 月 1 日から 5 日まで、チェコのオロムーツというところで開かれる音楽祭に参加しました。今
となってはその前のコンサートがずっと昔のことに感じられます。期間中は町中のステージやホールで歌い、最
終日にはコンテストがありました。ベルリンからバスで休憩含めて 9 時間半。バスを貸し切って、中はまるで就
学旅行のようでした。音楽を流して歌ったり、トランプやボードゲームをしたり、おのおの移動を快適にするグ
ッズをたくさんもってきていて、枕やクッションを持参した強者もいました。
19 時ごろにホテルに到着。地元の老舗でご飯を食べて、ホテル
近くの駐車場で早速練習を開始しました。歌っていると自然と人だ
かりができて拍手喝采のなか歌いました。9 時間半バスに閉じ込め
られていた後でもちゃんと居酒屋には行きます。はじめのうちは歌
とは関係ないおしゃべりをしていますが、気がつけば誰かが歌い始
め、周りがつられて結局全員で一通り知っている歌を歌うことにな
ります。期間中、ずっと歌っているのです。みんな、「もうこれは
歌っていないといられない病気なんだ」と言っていて、自分もその
中にいて、もう病気にかかっていると実感しています。
毎日遅くまで飲んでいても朝からちゃんと歌いま
す。「多少アルコールを入れたほうがのどにはいい」
と指揮者のドンカもいいます。朝歌う前に市民プール
に行って来た！と近くのメンバーが言っていて、「昨
日 1 時過ぎまで居酒屋にいたじゃんか」というと、な
ぜかおんぶしてくれました。彼は身長が 2 メートルあ
るのです。どういう流れなのか全く分かりません。5
日間、バスの中も含めてずっとみんなでいたので、す
べてのメンバーと仲良くなれました。「サエがどうし
たらベルリンに残れるか」、テーブルを囲んで（半分
酔っぱらって）議論してくれた時には泣きそうになり
ました。居酒屋でチェコの人たちと一緒になることも
多かったのですが、驚いたことにチェコの人はドイツ語を話せる人が多かったです。英語を話せる人よりドイツ
語はなせる人のほうが多いと言っていました。

コンクールでうたった曲はまたも全
曲暗譜で、バスの中で初めて配られた
ものもありました。1 日で 4 曲ずつ 3
回歌う形式でした。面白いのはメンバ
ーの誰もその大会について知らないの
です。何カテゴリーあって、何団体が
参加していて、自分たちは何を歌って
優勝するとどうなるのか、ドンカです
らあいまいなのです。別に勝とうなど
思っておらず、とにかくみんなと一緒
に歌う時間を楽しみたい、ということ
なのかなと思います。
何があるのかわからないまま、とに
かく呼ばれた街の中央に行くと結果発表をしていて、なんだかよく分からないまま 3 回「Collegium Musik
Berlin（コレギウムムジークベアリン）」の名前が呼ばれて（大会は「インターナショナル」なはずなのにすべ
てチェコ語だったので意味が分からず）適当に大騒ぎをして、指揮者がもってきたのを見ると、参加していた 3
つすべてのカテゴリーで金賞をもらっていた、という感じでした。これで終わりだし、飲むか、と指揮者も含め
居酒屋に向かっていると、現地のスタッフが飛んできて、「まだ決勝が残っていますよ！！！」と引き留めてき
ました。急いで会場に戻って着替えて発声をした後で、何を歌うのか聞くと、ドンカは「いい質問ね！」とめち
ゃくちゃ笑っていました。適当に 2 曲決めて練習をして、舞台に上がると超満員。その中で「Hear My Prayer」
と「Tumbang Preso」を歌いました。
「Hear My Prayer 」の方はだんだん声が増えていって、結局最大で 16
声に分かれ、後半はドレミファソラシドがいっぺんに出てくる不協和音がずっと続く難曲でした。ドンカは歌っ
た後振り返って、
「参加しているどの団体よりも難しい曲を歌おうと思った」と話していました。
結果は、審査員の投票制で、もう一つ、チェコの団体と票
を分け合いましたが、ぎりぎりで優勝しました。優勝の記念
にもう一回壇上に出て、
「Sirba pe scaun」という面白いノリ
ノリの、私たちのアンコールの定番局を歌うとスタンディン
グオベイションでした。とても気持ちが良かった。

ベジタリアンとビーガンについて
チェコへ遠征に行って、初めて気がついたことがあります。それはこの合唱にいるメンバーのベジタリアンと
ビーガンの多さです。みんなでレストランをするときに、ベジタリアンの数を改めて数えたところ、34 人中 20
人がベジタリアンかビーガンであることが分かりました。雑食？のメンバーの数より多くてびっくりしました。
ビーガンとは、
（レベルの差はあるみたいですが）ベジタリアンよりもっと厳しく、卵、牛乳、動物性の油、
絹などを食べたり使ったりしない人たちのことを指します。ボンで出会ったタエとレシー、それからドイツ語の
オスターフース先生もビーガンでした。日本でベジタリアンと言うひとはまだまだ少ないと思いますが、ヨーロ
ッパではよく出会います。私は今回ドイツに来るまでビーガンという存在を知りませんでしたが、こっちでは結

構います。スーパーでもオーガニック製品に並んで「Vegan」というマークのついたものや、ベジタリアンのコ
ーナーもよく目につきます。
ドイツでは特にベジタリアン、ビーガンに出会う気がしていました。ドイツのビーガンサ
イトによると、ドイツのベジタリアンの割合は 10％で、やはりドイツは他のヨーロッパの
国と比べるとイギリスと並んでベジタリアンの割合が高いことが分かりました。ビーガンは
1.1％。ちなみに一番高い国はインドで、国民の 40％がベジタリアンだとその調査は伝えて
います。日本に関して公式の調査が見つからなかったので確かではありませんが、動物愛護
団体は日本では 4.7％がベジタリアンだと伝えています。
オランダは乳製品が有名だからか、
4.5％ということになっています。
なぜベジタリアンやビーガンになるのか、その理由は様々のようです。まず宗教的理由、ジャイナ教やヒンド
ゥー教、一部の仏教などは肉を禁じています。健康面も大きな理由の一つ。肉を取りすぎることがないので成人
病やがんになりにくくなると言われています。そして、動物愛護の気持ち。ボンで出会った双子のタエとレシー
も、菜食主義を始めたきっかけは 5 年前、二人同時に失恋して激太りしたのでダイエットをしようと思った、と
言っています。ベジタリアンになってから肌の調子が良くなった、ということに気づき、さらに動物愛護の気持
ちも重なってビーガンに切り替えたようです。2 人の買い物や食事についていくと大変そうです。欲しいものが
あっても裏面をいちいち確認します。また畜産業は環境破壊だとして、地球環境問題を深く考えている人で菜食
主義になる人もいるそうです。単純に健康のために、というベジタリアンはなかなか続けるのが難しいらしく、
今まで知り合ったベジタリアンやビーガンの人たちはだいたい宗教、親がベジタリアンで物心ついたときからの
習慣、動物愛護、環境保護など何かしら精神面の根拠がありました。親がベジタリアンだったのでベジタリアン、
という友達は「肉が食べ物に見えない」と言っていました。
オランダでボランティアをしているときに知り合ったチェコ人のベジタリアンは、小さい時に親にベジタリア
ンになりなさいと言われたと言っていました。チェコ人の女の子はぽっちゃりで、「どうしてベジタリアンなの
に太っているんだろう」としばらく様子を観察しました。わかったことは、彼女は肉を取らない代わりに常に果
物かニンジンかポテトチップスを脇に抱えているということです。それまでベジタリアンには健康的なイメージ
を持っていたので面白い発見でした。
ドイツには植物性の油で揚げたフライドポテトやビーガン用のケーキなどもあふれているので、ドイツで健康
のために菜食主義を続けるのはなかなか困難だと思います。ふたたびタエとレシーの話ですが、「ドイツは動物
は友達、食べるものじゃないという意識が強い」と言っていました。「栄養面とか心配じゃない？」と聞くと、
なんで？？？という顔。「牛とかゾウとか大きい動物も野菜から十分な栄養取ってるじゃない」どうやら日本の
ように何でも食べると健康になる、という発想がないようなのです。食べたいものを食べる、でいいじゃないか。
ほとんどの学校で給食がない点からもそれはうかがえます。ベジタリアン用のコーナーや製品もそろっていない
ですし、
「これはベジタリアンです」などと表示するラベルのようなものも日本にはありません。逆に日本人は
何でもバランスよく食べる、ということがいいことだ、刷り込まれているのでなかなかベジタリアンやビーガン
の食生活には移行できないのではないでしょうか。

ナチスの名称について
先日「ところでなんでナチは『Nazi』なんでしょう『Naso』じゃなくて」という質問をいただきました。確
かにナチスの正式名称は、
「Nationalsozialistische Deutsche Arbeitpertei」なので略すなら、
「Naso」のほうが
よさそうですね。なぜ「ナチス」と呼ばれるようになったのでしょうか。
調べた結果、諸説あるようですが、一説にはナチスの支持者は Nazi ではなく Sozi を呼称として用いていたよ

うです。もともと “Nazi”という言葉は “Ignaz”というオーストリアとバイエルン地区に多くいた男性名の
愛称だったようです。という評価とドイツ・オーストリア人およびチェコ（ボヘミア）への軽蔑を込めて「愚か
な」
「単純な」という意味を含んでいったようです。
由来についてははっきりとはわかっていないようですが、アメリカのジャーナリスト、ロン・ローゼンバウム
（1946-2016）は、「Naso」の方がもともとの呼称だったと言っています。ミュンヘン出身のコンラード・ハイ
デン（1901-1966）が自身の記事で Nazi を用いたことで、Nazi というのが広まったといいます。おそらくコン
ラード自身も、この Nazi がバイエルンにつながる軽蔑の意味が含まれることに気がついていただろうとも述べ
ています。Nazi という呼称が決定的になったのは、1927 年に、ナチスの報道を指揮していたヒトラーの片腕、
ヨーゼフ・ゲッペルス（1897-1945）が“Der Nazi-Sozi. Fragen und Antworten für den Nationalsozialsten（ナ
チ・ゾチ、国家社会主義に対する問いと答え）“という本を出し、
「ナチ」という呼称が定着した、と述べていま
す。ちなみにこのヨーゼフ・ゲッペルスはボン大学の出身で、歴史・文学の専攻でした。ゲッペルスは”Nazi
“という言葉に軽蔑的な意味があることを知らなかったのでしょうか…。

ドイツの外交政策
ドイツには昨年１００万人超の難民が流入しました。このドイツの難民に対する寛容さは日本から見ると理解
できない部分があります。もちろんドイツの中でも、前回までにお伝えしたとおり、難民政策に対しては様々な
葛藤があります。なぜドイツは（メルケル政権は）ここまで難民を受け入れるのでしょうか。
以前少し触れたかもしれませんが、この問題は、結局ドイツの国是である「過去の克服」につながります。人
権擁護の戦いがあるので、放棄して知らぬ顔はできないのです。
ドイツは「不戦の原則」があるので、人権が明らかに侵害された、と判断し、不戦の原則と人権保護の原則を
図りにかけて人権保護のほうが優先される、と判断した場合に海外派兵に踏み切るという記事を以前書きました。
つまり、ドイツは常に人権擁護と不戦の原則を天秤にかけなければ成りません。協力関係にある国々にドイツと
しての取り組みの姿勢を見せるために、ドイツは軍事力でだけではなく、民生支援や復興支にも力を入れていま
す。
この基本姿勢を裏付けるものを発見しました。不定期にドイツの防衛省から出される『国防白書 2006
(Weißbuch 2006)』です。現時点ではこの 2006 年のものが最新になっていて、調べてみるとどうやら今年新し
いものが出るようです。その中には、
「ドイツ国防政策の基本指針」
「国際的枠組みの中のドイツの国防政策」な
どさまざまな項目があります。その中で「包括的アプローチ（Vernetzte Sicherheit）」について言及されている
箇所がありました。包括的アプローチとは、紛争解決や平和維持活動の道のりとして、民生的な支援などの軍事
面から離れた支援をする、という概念で、この白書では、「世界の平和維持や紛争解決には、軍事的条件ありき
ではなく、国家レベルをこえた支援の形」としての包括的アプローチの重要性を訴えています。
直接戦争にかかわらない国ドイツとしての国際的な安全保障の協力の仕方は、「不戦の原則」に基づく軍事
的措置の軽減する政策に関係があると思います。この白書が出されたのは 2006 年。メルケルさんが首相になっ
てすぐの時期です。メルケルさんがはじめ（今よりもっと）難民の受け入れを表明していたのは、この包括的ア
プローチ的な支援の形がメルケル政権の重要な基本指針だったと考えれば少し理解できるような気がします。

オロモウツの中央広場

オロモウツの位置

国歌について
君が代を歌う歌わないで愛国心がどうのこうのという議論がありますが、そもそも君が代の旋律はドイツ人に
よって作られたということをどのくらいの人が知っているでしょうか。このことは現在不思議なほどきれいに忘
れられていると感じています。日本人が作ったものではなくても受け入れられているということは逆に素晴らし
いことなのかもしれませんが。
君が代の旋律は海軍省や宮内省、文部省で働いたドイツ人音楽家フランツ・エッカート（1852-1916）によっ
て作られました。エッカートは当時軍隊で演奏する国歌が日本にはなかったことから海軍省から国家の制作を依
頼されました。国歌を作ることは、国際社会の一員になろうとしていた当時の日本には急務だったのです。エッ
カート以外にもいくつもの「君が代」が作られましたが、結果的に現在まで生き残ったのがエッカートのバージ
ョンの君が代でした。現在までエッカートのバージョンを正式な国歌に定めるという決まりはないようです。
海軍省からの依頼を受けたエッカートは日本と西洋両方に通じる国歌を作るのに苦労したようです。それまで
の日本の音階は西洋の音階でいうファとシを除いたような形になっていて（ファとシを除けば日本の音階に近づ
くという解決策を考えたのもエッカートだったようです）、一つ一つの音自体も西洋のものとはずれていたよう
です。エッカートはまず日本の旋律の分かる曲を自分のもとに送るように依頼しました。そしてミソラを基調と
した旋律を作り上げ、当時の日本人でも違和感なく歌えるものを作りました。当時のエッカートが書いた記録に
は、シンプルな現在の形ではなく、オーケストレーションもついていたことが分かりました。
エッカートは君が代のほかに、皇室の葬送儀礼（大裳の礼）において演奏される「哀の極」や大韓帝国の愛国
歌も作曲しています。こんなにすごい人なのに音楽の教科書にも出てきません。なぜエッカートの名が消えてし
まったのかは本当に謎です。
次にドイツの国歌について。ドイツの国歌はもともとはハイドン（1732-1809）によって作曲された神聖ロー
マ帝国皇帝フランツ 2 世にささげられた歌に、ハインリヒ・ホフマンが詞を載せた、
「ドイツのうた」という曲
でした。というとてもすごい人たちによってドイツの国歌は現在では 3 番しか歌われません。
Deutschland, Deutschland über alles,

ドイツよ、ドイツよ、すべてのものの上にあれ

Über alles in der Welt,

この世のすべてのものの上にあれ

Wenn es stets zu Schutz und Trutze

護るにあたりて

Brüderlich zusammenhält.

兄弟のような団結があるならば

Von der Maas bis an die Memel,

マース川からメーメル川まで

Von der Etsch bis an den Belt,

エチュ川からベルト海峡まで

Deutschland, Deutschland über alles,

ドイツよ、ドイツよ、すべてのものの上にあれ

Über alles in der Welt!

この世のすべてのものの上にあれ

Deutsche Frauen, deutsche Treue,

ドイツの女性、ドイツの忠誠、

Deutscher Wein und deutscher Sang

ドイツのワイン、ドイツの歌は

Sollen in der Welt behalten

古からの美しき響きを

Ihren alten schönen Klang,

この世に保って

Uns zu edler Tat begeistern

我々を一生の間

Unser ganzes Leben lang.

高貴な行いへと奮い立たせねばならぬ

Deutsche Frauen, deutsche Treue,

ドイツの女性よ、ドイツの忠誠よ、

Deutscher Wein und deutscher Sang!

ドイツのワインよ、ドイツの歌よ

Einigkeit und Recht und Freiheit
統一と正義と自由を
父なる祖国ドイツの為に

Für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand
Blüh' im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!

１番のすべての上にあれ！というのは統一のできていなかった国々をドイツという一つの国にまとめ上げよう
という願いが込められていると言われています。しかし、ナチスの時代にはこの歌詞が膨張論的に解釈されて、
ナチスドイツの国歌に定められました。また現在のドイツの範囲をはるかに超えた領域までまとめようとするこ
の歌詞が戦後は合わない、という理由から、１番はドイツの国歌からは外されました。2 番は女性蔑視的な歌詞
で使えないそうです。3 番だけを用いるのに至るまでいろいろな論争があったようですが、歌詞を見てみると確
かに時代にあっていないので 3 番だけというのは非常に妥当だと思いました。

1１
7/15（木）
昨日ようやくテスト期間が終わり、たまっていたレポート類も提出し終えました。まだまだこちらでやること
はたくさんありますがひとまずひと区切りです。
日本ではどれくらい報道されているかわかりませんが、こちらではサッカーの UEFA ユーロカップの２次リ
ーグが先日までとても盛り上がっていました。結果はドイツは残念ながら準決勝で敗退し、私がこの間行ったば
かりのポルトガルがフランスを破って優勝しました。ポルトガルは日本よりはるかに小さくて人口も少ないです
が、W カップよりレベルが高いと称されるユーロで優勝した、というのは本当にすごいことだと思います。どの
町も坂ばかりでサッカーのできそうな平地を街中で見た覚えがありません。優勝した選手を狭い坂の路地を、う
わー！っと駆け上がっていく元気いっぱいのポルトガルの子供たちの姿を思い出しました。
私はドイツの試合はすべてコーラスのメンバーと見ました。そこら中にサッカーを見られる屋外のパブリック
ビューやレストランがあり、ビールとブターシュニッツェルをかじりながら、あるいはみんなで食べ物を持ち寄
って誰かのうちに集まってぎゅうぎゅうになりながら応援しました。イタリア戦の日は教会でコンサートをして
いたので、歌い終えてすぐその教会の庭でスクリーンを広げて観戦。教会の人もビールやイタリアなのでピザを
くれるなど全面協力でした。町中の車にはそれぞれの持ち主が応援している国の国旗が飾り、それがパタパタゆ
れています。おもしろいのは試合の 30 分くらい前になるとパタリと道路を走る車がなくなるのです。ドイツ側
のゴールが決まれば町中で打ち上げ花火。勝利が決まると打ち上げ花火と、それとセットでパトカーのサイレン
がやって来ます。道路では車がクラクションを鳴らし、人は車からせり出して国旗をパタパタ降ったり叫んだり、
とカオス。ひどい騒ぎです。若者だけではなくおじいさんやおばさんもやっているのがすごいな、というか一種
の狂気を感じますが、大人も子供みたいに生きられるのがベルリンのいいところでもあるかな、と思います。

イギリスの EU 離脱について
だいぶ時間が開いてしまいましたが、私が感じたことを報告します。
イギリスの離脱について、今回のドイツでの報道には非常に驚きました。6 月 23 日にイギリスで EU の離脱の
是非を問う国民投票が行われ、離脱票が多数でイギリスが EU を離脱することになりました。イギリスはドイツ
に次いで 2 番目に EU の中でも大きな経済圏を持っている国。
EU に対する出資も大きな割合を占めていました。
EU を引っ張るドイツにとってはイギリスの離脱は痛い結果になります。ドイツの立場としてはもちろん反対。
政府も新聞テレビ各社口をそろえて反対の立場を示してきました。選挙から 2 週間たってだいぶ落ち着いてきた
と感じていますが、選挙直後は「ここまで言うか」というくらいとても感情的な表現を多用して、報道というよ
りエッセイや感想文のようだな、と思うくらいでした。
週間『シュピーゲル』では選挙の前の週、表紙にイギリスの国旗を掲げ、中身もドイツ語の隣に英語の翻訳を
付けた異例なスタイルで出版しました。新聞各紙はドイツに与える影響、EU がなぜ出来たのか、などを「イギ
リスよ、行かないで」という結論で様々な方面から書いていました。いざ結果が「離脱」ということになると、
まず日本の NHK にあたる公共放送の ARD は
「これからイギリスにはどんな地獄が待っているのでしょうか？」
などと専門家に聞くなど「地獄」という言葉を連発。翌週の『シュピーゲル』の表紙のタイトルは「ヨーロッパ
は死んだ」でした。
「暗黒の木曜日」という中の見出しで、「信じられない。『イギリスがいってしまった』と口
に出さなければ理解できない」
「ドイツも、フランスも、イギリス自身も、本当に出て行くことになってしまう

と心から思っていただろうか。
」とイギリスの EU 離脱への落胆を伝えていました。
「悲しい」という感情的な表
現も目立ちました。イギリスの離脱を受けて、ドイツ、フランス、イタリアの首相が会合を開きました。「イギ
リスの速やかな離脱を求める」というのは EU のトップであるルクセンブルグ人のジャンクロード・ユンケルの
圧力もあると思います。彼は選挙直後の ARD にも登場し、ドイツ語で「とにかく次に続く国を防がなければな
らない！」とかなり厳しい口調で批判していました。この早期離脱はドイツ主導で促したのでは思います。これ
だけ必死になるのには、とにかくフランスやオランダなどがイギリスの後に続きかねないという懸念があったか
らです。
このネガティブキャンペーンが功を奏したのか、選挙前や選挙直後よりもイギリス離脱に賛成派の声がちいさ
くなってきていると感じています。特にドイツ語の語学コースはイギリスも含めさまざまな国から来た学生が集
まっているのですが、変化は明らかでした。
ドイツ人自身はどうかというと、ARD の選挙直前の調査によると 7 割の人がイギリスの離脱に反対でした。
ただ私の周りでは「難しい問題だよね。
」と、単純に残留を支持する感じではありませんでした。中にはこの結
果を受けて「イギリス、独立おめでとう！」という人もいました。でも今はイギリスの離脱についてネガティブ
な意見を持っている人が多いと思います。先生は「悲しい」「ドイツだけではない。イギリス自身にもいいこと
はないだろうに、感情で決めてしまった」といっていました。
どうしても EU から離脱したいと主張する背景には、まず移民の問題があります。昨年シリアの情勢不安から
大量に移民がヨーロッパに流れ込んだ際にはイギリスにも記録的に数の移民が流入しました。低所得者層は特に、
増えた移民と自らの職や顧客などをわけあったり共有したりすることになります。医療や交通機関も以前より時
間がかかるなど混乱気味である、ということも聞きました。EU の協定により人がすぐに入って来やすいままで
はこれからも移民のために自分たちの生活が脅かされる、という不満があるようです。EU からの離脱は確かに
国レベルの経済には損失かも知れないが、移民の問題のほうが自分の生活に近く、迫る問題に感じられるのだと
思います。
また、富裕層や知識人で離脱を支持する人は移民の問題ではなく、EU とイギリスという国家の二重の政治に
不満があるようです。EU の代表者は各国の議会が定数ずつ EU 議会に代表として送ることになっているのです
が、この EU に送られる議員は議会が選ぶので国民が直接選んだり、意見を言ったりすることができません。EU
で決定されたことに対し、もし不満や反対意見があったとしてもそれを伝える場がありません。私もこれは本当
に問題だと思います。EU でなにかが決まれば直接の意見を示すことができないままその決定に従わなければな
りません。それよりはイギリスが国としての民主主義を保っているうちに EU を抜け出してより国民の意見が反
映される状態でいたい、ということです。
残留派の主張は、経済面の損失を挙げています。EU にいれば同じ EU 圏内の国々とより活発な貿易ができま
すし、企業の支社や工場を構えてももらえる機会が増えます。しかし離脱派はそのような経済的損失を認識しつ
つも長期的に考えれば離脱したほうがよいと考えているのです。
ポルトガルにいったとき、リスボンはポルトガルの中では大きい都市ですが、ヨーロッパの規模でかんがえ
ればほんの田舎に見えました。このまま EU が人の自由化を続ければ、ベルリンやパリなど大きい都市に人が流
れ込み、地方では地元の産業育たず余計に人が流れ出すという悪循環が生まれ、地域間や国家間に格差が広がる
のでは、と思ってしまいます。そうなればまた財政支援をして…、となりギリシャ危機のような危機が頻発し、
いつか EU は自滅してしまうのでは、というネガティブシナリオを想像してしまいます。私はこのイギリスの離
脱は何も感情的に決めてしまったことではないと思います。ドイツにとっては苦しむ結果になるかも知れません
が、EU はそれだけいろいろ問題を含んだまとまりなのだろうと思います。経済格差、人の移動の自由化に伴う
安全面、過疎、各国の国としての権利など…。あまり感情的にならず、この選挙の結果を受け止めて、持続的な
EU のあり方をもう一度考え直す時なのだと思います。

政治的「トリレンマ」
イギリスの離脱でますます国際社会の「ナショナリズム化」についてのコメントや記事を見かけるようになっ
たなと感じています。そんな中、2011 年にハーバード大学の政治経済学者ダニ・ロドリック教授が指摘した「国
際経済における政治的なトリレンマ」というものに出会いました。「トリレンマ」とは

異なる性質のもの同士

が同時に 2 つしか共存できないという法則のことです。ロドリック教授は国家主権、議会制民主主義（国民に選
ばれた代表者が議会を設けて間接的に話し合いをする）、グローバリゼーションの三つは同時に成立しえないと
いう理論を提唱しました。この理論を知って、これは一つの仮説ですが、私が最近考えていたナショナルとグロ
ーバルのジレンマについてなんとなくわかり始めてはいたけれどはっきり言葉に出来なかった部分をきちんと
整理してくれたな、という感じがしてすっきりしました。
このトリレンマをユーロ圏に置き換えてみます。ユーロ圏では域内の人や経済を自由化し、地域的限定ですが
「グローバルな」社会となっています。通貨はユーロに統合されているので各国は「通貨発行権」を放棄し、ECB
（欧州中央銀行）に委譲しています。固定相場（ドイツのユーロもギリシャのユーロも同じ価値）のため、自国
の判断で自由に金融政策を打つことができません。また EU にも議会があり、EU 議会で決定されたことは EU
の国々は従わなければなりません。これは国家主権の一部を放棄している状態です。EU を構成する国はすべて
民主主義が達成された国とみなされています。民主主義が達成できた国の寄せ集めであればそれが集まった EU
も民主主義だ、とみなされるのです。このような枠組みは、｢スプラナショナルコンプロマイズ｣（超国家性と妥
協）と言われ、政治学の世界ではれっきとした呼び名があるそうです。
各国が民主主義だからって欧州議会も民主主義だなんてむちゃくちゃな主張だと思うのですが、よく考えれば
「それではこれからは欧州議会は EU 全体で直接選挙をします！」ということになれば今回のイギリスの離脱と
は比べ物にならないほど意見が分かれて大混乱は間違いないでしょう。ヨーロッパが一つの国になる。理想は素
敵ですが、もとは一つじゃないのですから。歴史、環境、法律、文化などあまりに多様性がありすぎます。そこ
を大きな法律で制限する。EU は理想的なアイディアに見えたかもしれませんが、その過程は意外と暴力的なん
じゃないかな、と最近は思っています。私、EU の恩恵をたくさん受けて、周りも EU を大好きな人にいっぱい
囲まれているのに、いつの間にか EU 懐疑論者みたいになっていました。あれ。
参考：

-

日系ビジネスオンライン「再浮上する 1930 年代との相似性「アンチ・グローバリゼーション」の行く
末」
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/230160/052500013/?P=3

-

コラム「Vol.29 世界経済の政治的トリレンマ ～グローバリズムと国内政治の対立～」
http://msandconsulting.hateblo.jp/entry/2013/08/05/Vol.29_%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%B5%8
C%E6%B8%88%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%B2%BB%E7%9A%84%E3%83%88%E3%83%AA%
E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%9E_%EF%BD%9E%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E
3%83%90%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0

ドイツの「記憶の場」
ドイツは日本と比較すると、圧倒的に歴史や人物を振り返る記念館、博物館、像などがたくさんあります。街
のいたるところでちょっとした看板を見つけたり、記念館が林立していたりします。博物館や美術館を訪れるの
が好きでなんでも博物館にしたがる傾向があります。この状態はある意味すでにドイツ（・オランダ）の文化と
いうか、性質の一つだと思います。このような場所で特に歴史的な出来事を継承していく装置となる場所のこと
を“Erinnerungsort（
「記憶の場」
）
”と言い、ベルリンにはとくに「記憶の場」（Erinnerung という言葉は日本
語にはなかなか訳しにくい含みを持ったドイツ語らしい言葉の一つなのですが、日本語の論文に「記憶の場」と
いう言葉があったので借用します）が密集しています。
「記憶の場」の文化は第二次世界大戦後に発達しました。
Erinnerungsort のほかにも同じような意味を持つけど使い分けられている言葉もあり、言葉が多さや定義の厳
密さなどがあるところもこの分野がいかに発達しているかを示しています。日本語にすると、なんか違うなと思
ってしまうのが厄介なところです。
特に多いのが第二次世界大戦についての Erinnerungsort です。ベルリンで生活して、いろいろ出会ったので
いくつか紹介します。

-

ベルリン・バイエルン地区の Denkmal（出来事を想起させる看板や記念碑などのオブジェクト）
ナチスの政権掌握後、ユダヤ人はさまざまなルールによって社会的に追放されていきました。ベルリンの北部

のかつて裕福なユダヤ人がたくさん住んでいたバイエルン地区には、ユダヤ人に対するかつての理不尽な決まり
を絵ととも描いた看板が掲げられています。左の黄色いベンチの絵の裏には右の写真のような文章が書かれてい
ます。
「バイエルン地区のユダヤ人は、黄色のベンチのみ使うことが許される」。ほかにも、「バイエルン地区の
ユダヤ人は、夕方の 4 時から 5 時の間のみ食料品を買うことが許される」
「バイエルン地区のユダヤ人の子供は、
ドイツ人の子供と遊んではならない」など 40 個ほどあります。

-

つまずきの石（Stolpersteine）
ベルリンに限らずドイツ（バイエルン州を除く）では右の
写真のようなタイルが道路に点在しています。このタイルは
強制収容所に送られて殺されたユダヤ人がかつて住んでいた
場所の前にあり、一つひとつに名前が書いてあります。ベル
リンのバイエルン地区にはかつてたくさんのユダヤ人が住ん
でいたのでたくさんの「つまずきの石」が発見できます、

-

テロのトポグラフィー Topographie des Terrors（恐怖政治の地理誌）
ベルリンの港区のような雰囲気のある中心地、クロイツベルクにあるテロのトポグラフィーは、かつて
のナチスのゲスタポ（秘密警察）、SS（親衛隊）や SA（突撃隊）の本部が置かれ、世界を恐怖に包んだ
ナチスの恐怖政治（Terror）の中心地でした。空襲で崩れ、後に解体された跡は、地名も変更され長い存
在が忘れて（か消されて）いました。1987 にこの地の出来事を展示する動きが高まり、研究・発掘作業
が進みました。屋外の遺跡とともに説明と写真を付けた展示が行われ、2010 年に資料センターも併設し
て建てられました。資料センターの建設には 20 年以上かかっていて、その背景には予算の問題だけでは
なく、ネオナチの聖地とならないような配慮の検討があったと言われています。

-

ヴァンゼー会議の跡地 Haus der Wannseekonferenz
ヴァンゼーというのはベルリンとポツダムの間のとても大きな湖のことです。夏は泳いで、冬はスケートをす

る、ベルリナーの大好きな憩いの場です。このすてきなヴァンゼーで、追放したたくさんのユダヤ人をどうする
か、という「ユダヤ人問題」を決めるナチスのエリートによる会議が開かれました。ここで、強制収容所でのガ
スによる大量殺戮の決定がなされました。その当時の部屋がそのまま残っていて、とてもなまなましく、こんな
きれいな場所で決めてたんだ、と気味の悪い気持ちがしました。

-

ホロコースト記念碑 Denkmal für die ermordeten Juden Europas
ここは昨年ベルリンに来たときにもご紹介し
ました。国会議事堂やブランデンブルグ門の目
と鼻の先にある広大な記念碑と、それに付随し
た資料館が地下にあります。コンクリートの立
方体がならび、奥に行くほど立方体の背が高く
なります。静かで、どっちに行けばいいんだろ
う、という恐怖感もあります。同時に子供たち
や若者がかくれんぼをしている姿もあり、身近
に歴史がある感じもありました。この建設には
さまざまな議論がなされ、反対運動も起こりま
した。紆余曲折ありつつようやく建った記念碑

ですが、今のところ落書きされるようなトラブル
は起きていないそうです。資料館は、イスラエル
政府の特別な協力を得て、膨大で充実した資料館
となっています。

-

ユダヤ博物館
稲妻のようなモダンな建物と、コの字型の古
い建物。両方合わせてベルリンユダヤ博物館で
す。新館には切り傷のように窓がついています。
この博物館はナチス時代だけではなく、ドイツ
におけるユダヤ人の歴史や文化についての一般
的な情報も提供しています。新館には、入口が
なく、どうしても休館から入らなければならないつくりになっています。
この建物を設計したのは、ダニエル・リーベスキントというユダヤ系アメリカ人建築家で彼の両親の家族は

ホロコーストで絶滅させられたといいます。彼は、この建築を
使って「線と線の間」の空白部分（＝ベルリンのユダヤ人）の
語りをしています。新館の地下は特にユダヤ人追放について取
り上げられていて、
「亡命のみち」
「継続のみち」「ホロコース
トのみち」などとなずけられた通路があり、行き止まりがある
など隠喩に富んでいるなと感じました。また建物全体には時々
「ボイド」と呼ばれる何もない部分があり、そこには今後も何
か展示することが禁じられています。
「人には表現不可能な部
分」を表現した、とされています。ボイドの一つにコンクリー
トのただの筒状の空間があります。中は暗く、唯一天井にある
一つの小さな穴から光が漏れています。その光が何を表すのか、ダニエル・リー
ベスキントはとくに述べてはいません。穴は直接外とつながっていて、ベルリン
の中心街の音がその空間に反響しています。ユダヤ人の何も見えない不安、自分
以外から聞こえるにぎやかな声に覚える哀しみなどを疑似体験する場だったの
ではと私は感じました。この博物館は、展示だけではわからないユダヤ人の思い
などを見せてくれる博物館だったと思いました。
もっともっとご紹介したい場所はたくさんありますし、べルリンの
Erinnerungsort は上に紹介したような立派な建物のあるものだけではありませ
ん。ふとしたところにあります。感心するのは、多くの施設が無料ということで
す。建設にも多くの公費が使われ、内外に影響があるであろう展示には議会の検
討が必ずされています。また、無料なのに、解説が手厚く、オーディオガイドの内容もとても丁寧です。そして、
歴史を伝えてくれる建築もさまざまで、建物が訪れた人にどんな影響を与えるか、ということまでちゃんとわか
っています。わかったうえで、コンセプトや展示のする役割を考えて適切な姿を与えているのだと思います。
ベルリンの博物館の建築について、日本の Erinnerung について、述べたいことは山ほどありますが、長くな
ったので今回はここまでにして筆をおきます。
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7/23(土)
ついに恐れていた事態が起こりました。まず、18 日にドイツ南部ヴュルツブルクで、斧を持った若者が単独
で列車の車内で暴れ、4 人が重傷、1 人が軽傷を負う事件が発生しました。列車は緊急停車し、その間に犯人は
逃走。警察の追跡により発見直後に射殺されました。証言によると犯人は「神は偉大なり」などと言って切りか
かったとされ、直後に IS の犯行声明が出されています。
本日午後 6 時頃、ミュンヘンのショッピングセンターで複数の犯人が銃を発射し、銃撃戦の末 8 人（23 日現
在）が亡くなりました。犯人は逃亡したとみられており、ミュンヘンの鉄道などは翌日までに全面封鎖されてい
ます。
フランスのニースでのトラックの暴走、ヴュルツブルクでの斧、そして今回のミュンヘンです。僅かの間にテ
ロがこんなに起こるなんて。そしてドイツでテロが起こるなんて。今までフランスやブリュッセルでもテロがあ
いましたが、ついにという感じで本当にショックです。これまではテロの計画していた犯人を確保した、など、
事件を未然に防いできましたが、今回はそうはいかず。日の入りはまだ 10 時くらいなのでまだ明るい、ドイツ
のどこでもあるような普通のショッピングセンターで銃撃のテロが起こってしまったことは悪夢です。
今までドイツで IS によるテロ事件が起きていたか定かではありませんが、斧の事件が起きた時に、ARD の司
会者がコメンテーターのような人に「ドイツにもついに IS のテロが来たということでしょうか」と聞き、
「何を
いまさらおっしゃいますか。ドイツはもうずっと前から常に IS の脅威にさらされています」と興奮して言い返
すような一幕がありました。今までパリやブリュッセルのテロがありましたが、実際にドイツ国内にやってきた
というのは衝撃だったと思います。
ミュンヘンというのは南部を占めるバイエルン州の中心都市です。あまりドイツに詳しくない人は「ドイツ」
といったらソーセージやビール、ディアンドルという女性の民族衣装といったものを想像しますが、これらはす
べてバイエルンの文化です。またドイツサッカリーグの中でも一番人気なのチームもバイエルンミュンヘンです。
バイエルン州は民族意識が強く、いまだに排他的だ、といわれています。ドイツ民族の統一を目指すヒトラーが
第三帝国の理想的な街として好んだのもバイエルンの中のニュルンベルクという都市でした。
若干ですがバイエルン VS ほかの地域、のような構図も友達の話を聞いている中で感じることもあり、たまに
ひやっとすることがあります。バイエルンの人たちの中には「俺らはドイツ人ではなく、バイエルン人だ」と言
っている人もいるくらいで、もしドイツで独立問題が起こるとすればバイエルンでしょう。本当は独立したいけ
ど、経済的に無理なのをバイエルンの人もそうじゃない人もわかっていて、バイエルンじゃない人は「ふん、ど
うせできないくせに」と感じです。最近でも（ここ 10 年以内ですが）バイエルンの地区に観光に行った日本人
がやたらと石を投げられたという話も聞いたことがあります。今回の事件とどう関係あるかはわかりませんが、
今回の犯人がバイエルンにゆかりのある移民系であれば、もしかしたら住民や社会とのスレがあったのかもしれ
ません。どんな背景にせよ、普通の人の幸せを奪う行為は絶対に許されませんし、今までドイツが国際社会のた
めにしてきた行為を踏みにじり、社会を困惑させる影響の大きな行為です。しかしこれを機に極端な考えが増え
たり、移民とのさらなる不和を招いたりないよう注意してほしいともおもいます。

トルコとドイツ
ヨーロッパの状況はここ１年半くらい、まさに激動でした。先週の末のことですが、トルコの軍隊がクー
デターを試み、失敗に終わりましたが社会はいまだに混乱しています。エルドアン首相は戒厳令を敷き厳戒
態勢。昨日までに大量の警察官、公務員を解雇したと発表し、エルドアンの性急なやり方がまるで独裁体制
のようで懸念が広がっています。特に難民支援の面でトルコと深く関わっているドイツでも驚きとともにそ
の様子が伝えられていて注視している、という状況です。
ドイツとトルコの移民政策の関係性は今に始まったことではありません。ドイツを歩いていると、気がつ
くことがあります。それはケバブ屋さんの多さ。ケバブとは、肉の表面のカリカリに焼けた部分を薄くスラ
イスして野菜とソースと一緒にパンや薄い生地に包んで食べるトルコの料理です。
これほどまでにドイツにケバブ屋さんが浸透した背景には、戦後ドイツが労働力不足から積極的にトルコ
の移民を受け入れたという事情があります。さまざまな国から移民が来ていますが、特にトルコからの移民
は現在でも大きな割合をしめています。いまドイツにはたくさんのトルコ系移民のⅡ世やⅢ世がたくさん住
んでいて、普通にドイツ人と同じ教育を受けて一見社会に溶け込んでいます。しかし本当は人によって様々
で、
「ドイツは私の故郷だ」という人もいれば、
「本当は来たくなかったし、今もいいとは思わないが仕方な
く暮らしている」という人もいるようです。ドイツ政府も語学の習得を勧めるなどしていますが、語学以外
の面でも困難を抱える人は多いみたいで、どう対策を取るのかは今も課題として残されています。

ベルリン映画
ベルリンは毎年春にベルリン国際映画祭なども開かれたり、映画博物館があったりするなど映画が盛んな
街です。ベルリンという街自体も映画の舞台としてしばしば使われてきました。その中でも有名なのはヴィ
ム・ヴェンダースというドイツ人監督の作った『ベルリン天使の詩（Der Himmel über Berlin）
』です。日
本でどのくらい人気があったのかよく分かりませんが、この映画は壁崩壊前の 1987 年の西ドイツで制作さ
れ、日本を含め全世界で公開され大きな反響を得たそうです。ベルリンに来る前からこの映画は知っていて
見たことがあったのですが、ベルリンに住んでから改めて見返すと、作品の深さを感じました。
壁崩壊前のベルリンにはたくさんの天使がいました。天使たちには人の心の声を聴くことができますが、
天使たちの見ることのできる世界はモノクロです。天使の姿は子供にだけ見ることができます。天使たちは
日ごろ、自分の見た人間についてお互い語り合っていました。
天使ダミエルもまた、ベルリンに住む人間に寄り添う天使の一人でしたが、ベルリナーたちの心の苦しみ
ばかりを聞いて自身は何もできないことにもどかしさを感じていました。映画は天使ダミエルの目線で、ダ
ミエルが見た 1 人ひとりの心の声が聞こえてきます。部屋でくつろぐ人、コインランドリーで座っているホ
ームレスのおばあさん、戦争で空き地になったポツダマープラッツを歩くおじいさん。みな孤独や悩みを心
に抱えていました。中でもダミエルはサーカスのブランコ乗りのマリオンという女性が気になりました。踊
っている時やサーカスのメンバーに見せるときの笑顔の裏側に、誰にも見せない葛藤がありました。ダミエ
ルはマリオンを救いたいと願って、永遠を生きる天使としての死を選び、人間としてベルリンに降り立ちま
す。
この映画には、人々の物足りなさ、孤独、重さ、そして街自体の暗さがあります。ベルリンという街に焦
点を当て、街中で出会う人々が、ベルリンの一部に見えてきます。天使ダミエルは人間になった時、寒さを
感じ、コーヒーを味わうことができました。今までモノクロに見えていた世界はとたんにカラフルになり、
嬉しそうにするのです。そして壁の近くなので戦争でぼろぼろになったままにされてしまっているポツダマ

ープラッツを歩くおじいさんが、
「僕の知っているポツダマープラッツはどこ？」といったり、天使ダミエ
ルが初めて、「あの色は何色？？」と聞いたのがベルリンの壁の落書きだったりと、この映画にはベルリン
の象徴がたくさん出てきます。また、この『ベルリン天使の詩（ „Der Himmel über Berlin“）』のドイツ
語のタイトルは、分断されたベルリンを生きる恋人同士を描いたクリスタ・ヴォルフの『引き裂かれた空
(„Der geteilte Himmel“) 』を意識したタイトルだと思われます。これらがこの映画のサブテーマであり本
当のストーリーが「引き裂かれた街・ベルリン」であることを教えてくれます。
天使の頃にはわからなかった感情や、感性が人間にはあるということ。人として生きることには大変なこ
とがあるけれど、人じゃないと味わえない喜びがある。「大丈夫、天使が君を、ベルリンをちゃんと見てる
から」と言っているような気がします。
そんな天使ダミエルがベルリンを眺めていたのは「ジーゲスゾイレ（戦勝記念塔）」の天使の上でした。
デンマークとの戦争の勝利を記念して帝国議会（現在の連邦議会）の目の前に建てられましたが、現在は連
邦議会をまっすぐに望める、少し離れたところに移されています。中が螺旋階段になっていて、てっぺんま
で登ることができるので、先日初めて登ってみました。天使の顔の近くまで行くことができて、意外と大き
いなと思いました。下を通り過ぎる人や車を見て私もベルリンの天使になった気分でした。
ちなみにジーゲスゾイレの天使のことをもし文章で言う場合には、天使は道路に乗っかっているという意
味の auf

（=英:on）のではなく、上を飛んでいるという意味の über（＝英:over）を用いて表現します。

なので、ドイツ人の意識の中ではジーゲスゾイレの天使は、一応浮いているということになります。
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私がベルリンにいられるのも残りわずかになりました。仲良くしていた留学生もすでにそれぞれの国に帰り始め、
コーラスのメンバーも休暇で出かけてもう会えない人も多いので最近は毎日さよならを言っています。必ずまた
会いたいといえる友達が世界中にできたこと、本当に幸せに感じます。「またね」と言った友人たちとつながり
を絶やさずに必ずいつの日か再会したいです。皆さんに読んでいただいているこの『ベルリンだより』は、きり
がいいので次回 15 回で終了します。

テンペルホーフ空港
現在、ベルリン周辺にはテーゲル国際空港と、LCC のみがとまるシェーネフェルド空港と、2 つの空港があり
ます。2008 年まで、ここにもうひとつ、テンペルホーフ空港がありました。
テンペルホーフ空港は、1923 年開港、ベルリンオリンピックを 2 年後に控えた 1934 年のナチス時代にヒトラ
ーの命令により当時としては世界最大規模の空港につくり変えられました。戦後、東西の対立が過激化した 1948
年６月には、西側の新マルク導入に反発したロシアが東ドイツで陸の孤島となっていた西ドイツの領域である西
ベルリンへの物資の輸送、エネルギーの供給ルートを遮断しました。この結果、当時西ベルリンに住んでいた人々
の生活が脅かされる事態になり、西側を占領していたアメリカ、イギリス（、フランス）が「空の架け橋作戦」
なる大規模な物資支援作戦を実行し、ピーク時で 1 日 13 トン、約 1400 機の飛行機が着陸しました。作戦は封
鎖が解除される 1949 年 4 月まで続けられました。この歴史的な舞台となったのがテンペルホーフ空港でした。
戦後、非ナチ化を進めていた西ドイツおよび西側の占領国の国々がヒトラーの遺産でピンチを救われるというの
はなんとも皮肉だなぁと思ってしまいます。
その後は普通の空港として利用されていましたが、近年の空港と比べると規模が小さくさいさんが合わないこ
となどから閉鎖が検討されるようになりました。しかし、ベルリンを救った大事な空港を閉鎖するのに根強い反
対もあり、2008 年に閉鎖の是非を問う住民投票があり、3 割もの反対意見がありましたが賛成多数で可決されま
した。2000 年代に入り、ベルリンの住居不足が深刻化していて、テンペルホーフ空港の跡地を集合住宅にしよ
う！という意見が出ましたが、跡地をめぐる住民投票の結果、集合住宅にはせず、そのまま保存することが決ま
りました。今のテンペルホーフは・・・

バーベキューもできる市民の公園になっていました。広大すぎて中に入るだけでへとへとです。滑走路を歩くな
んてなかなかできない体験ですよね。ドイツ人がふざけてよく「ドイツの黒歴史」と呼ぶナチス時代から冷戦時
代を経験した場所が今は市民の大好きな公園になってるって素敵だなぁと思います。

ポーランドの旅
先日はベルリンから深夜バスを使ってお隣ポーランドの首都ワルシャワと、アウシュビッツに近いクラカウと
いう昔の首都を訪れました。日本から直行便のない国で、わざわざその国だけを目指していくことはおそらくな
いだろうと思われたのと、アウシュビッツはぜひ訪れておきたいと思ったのでポーランドを選びました。深夜バ
スで朝クラカウに到着、電車で 2 時間かけてアウシュビッツを回って同じ道でクラカウに戻ってクラカウ見学。
その日のうちにバスで 5 時間のワルシャワに到着後一泊し、２日目にワルシャワを見学して夜には深夜バスに乗
ってベルリンに帰るという弾丸ツアーでした。基本的に小走りで忙しい旅でしたが、お土産も買えたしご飯も楽
しめたので無駄のないいい旅でした。
ポーランドのお金はユーロではありません。
「ズヴォッティ」という単位で、4 ズヴォッティ＝1 ユーロ＝110 円
くらいです。ユーロも使えるお店はあるようですがレートが悪いのでポーランドについたらまず ATM でお金を
出してズヴォッティを手に入れました。
「アウシュビッツ行き」と聞くとなんだか怖い気がしますが、そのアウ
シュビッツ行きの列車で強制収容所の跡地を目指しました。電車は古くて椅子がプラスチックで、変なにおいの
する電車というより列車という感じがあり、車に抜かされていく速度でぬるりと走っていました。収容所に人を
運んでいた列車はこんな風景を走っていたのだろうか、と想像しながらクラカウを出て 2 時間でようやくアウシ
ュビッツに到着しました。
アウシュビッツは、ベルリンの端にあるザクセンハウゼン
強制収容所よりも淡々とした印象を抱きました。ザクセンハ
ウゼンに行ったときは悪天候だったというのもあるかもし
れませんが、ザクセンハウゼンの方が空気や質感などがその
まま残っている感じがしてリアルで気味悪く感じた覚えが
あります。見るものすべてにパンチがあったというか。それ
に比べてアウシュビッツは博物館として整えられていて、
「ここでこういうことがありました」とさらりと、でも中身
はものすごいことを伝えてくるという感じで、勝手な印象と
してはザクセンハウゼンは広島の資料館、アウシュビッツは
長崎の資料館に近いと思いました。
アウシュビッツを訪れるにはほとんどの人が現地でガイドツアーに申し込みます。個人で入ることも可能です
がガイドツアーで行く方がたくさん情報も得られますし、広い敷地を効率よく回れます。当日は並ぶのでインタ
ーネットで予約をしていくべきといろいろなサイトに忠告が載っていたのですが、私が見たときはもう予約でい
っぱいだったので「日曜日だし入れないかもしれない」とおもいながら予約なしで行ってみました。8 時開館で
9 時半に到着しました。窓口にはほとんど人は並んでお
らず、あっさりと 10 時からの英語のガイドツアーに参加
できました。解散は 13 時半くらいだったので全部で 3
時間半くらいかかりました。ツアーが始まる前に売店で
日本語のパンフレットを購入していたので寄りわかりや
すかったです。
収容所はⅠ部とⅡ部に分かれていて広大でした。Ⅰの
方では当時の生活の様子が再現されていたり、地下牢を
見学したりできました。毒ガス室も残されていて、見る
だけでなく中に入れたのもびっくりしました。
「お風呂に

残された靴

入るだけ」と言われてこの中に閉じ込められたたくさんの人たちはどんなにこわくて悔しかっただろうと思いま
した。展示室には毒ガスに使った缶、7 トンに及ぶ女性の髪の毛、靴、障がい者用の杖や義足などアウシュビッ
ツからソ連軍が持って行った証拠品がそれぞれ大量におさめられており、ここでどれだけ多くの人が犠牲になっ
たかを語っていました。集められた髪の毛はドイツの会社が織物を作るのに使っていました。1945 年 1 月にア
ウシュビッツはソ連軍によって解放されましたが、その解放 2 日前にナチスは証拠隠滅のため倉庫や収容所内の
建物を放火しており現在残されている証拠や建物はごく一部に過ぎないそうです。
1942 年からアウシュビッツは最大のユダヤ人虐殺施設となりま
した。ここで殺されたのはユダヤ人だけではなく、戦争犯罪者、ジ
プシー（あるいはシンティ・ロマ）と呼ばれる民族、同性愛者、障
害者もいました。ここに連行された人の大部分は登録や囚人番号な
く到着後すぐにガス室で殺されたので正確に何人が犠牲になった
というのは歴史家の間でも意見が分かれています。一般的には 150
万人と言われているようです。
アウシュビッツは最大の強制収容所として有名ですが、ここ以外
にも各地にザクセンハウゼンのような強制収容所がありました。ベ
ルリンだけでも大小約 3000 の強制収容施設があったと言われてい

ガス室

ます。語学の授業でベルリンある“小さい”収容所を訪れたことが
ありますが、10 棟ほど並んでいてそんなに小さくはありませんでした。ヨーロッパ各地にこのような施設が無
数にあったと思うと、想像を超えた規模で虐殺があったのだなと思いました。
私がワルシャワを訪れた８月１日はワルシャワ蜂起が始まった日でした。ワルシャワ蜂起とは、1944 年 8 月 1
日から 10 月 2 日まで続けられたポーランド国内軍によるドイツへの抵抗戦争で、ポーランド亡命政府の指揮の
もと、子供から女性老人まで市民が総出で戦いました。作戦の裏ではソ連が蜂起を促していて、ソ連の協力を見
込んだ国内軍が作戦を開始しましたが、結局十分な支援を得られないままドイツ軍に降伏しワルシャワの街は壊
滅しました。18 万～22 万の市民が犠牲になったといわれています。その後ポーランドはソ連軍によって戦後ま
で占領されることになります。朝ワルシャワ蜂起について紹介する博物館に行くとすでに入場券を求めて長い列
がありました。当時の服や写真がおかれ、今はこんなにきれいで発展したワルシャワで 70 年前にたくさんの人
が亡くなり、街もめちゃめちゃになってしまった戦いを生々しく、祈りとともに伝えていました。作戦が始まっ
た 17:00 には街にサイレンが響き、道行く人は子供も若者も年配の人も車やバスすべてがその場で止まって黙祷
していました。街のいたるところに花が置かれ、人々が立ち止まっていました。
ワルシャワで訪れた場所の中でよかったのは王宮。戦争で崩壊していま
立っているのは再建されたもののようですが、本当に王様が住んでいた
のかと思うくらい見た目が地味でした。その分？中は豪華できらきらで、
中に入れば、
「さすがだなぁ」という感じでした。
ポーランドの名物はなんと餃子。PIEROGI(ピェロギ)と言うそうで、中
は肉で上にバルサミコをかけるので味も見た目も本当に洋風餃子とい
う感じでした。あと琥珀。ローマ時代からよく装飾のために琥珀が使わ
れていたらしいのですが、特にポーランドではよく取れたようです。こ
のあたりの地域には「琥珀の道」なる琥珀の流通ルートが合ったようで、バルト三国、ポーランドなどの産地と
ヨーロッパ各国、バルト海、中東などの消費地とを結んでいました。シルクロードを通じて極東にも運ばれてい
たそうです。

ワルシャワ・中心市場

ワルシャワ蜂起の追悼碑

旧市街の裏通り

ワルシャワ市街

Berlin ist arm, aber sexy.

― ベルリンだより最終回

―

ベルリンは貧乏だがセクシーだ。

今、ベルリンだよりの第 0 回と、1 年間つけていた日記を見ながらこれを書いています。半年間は本当に充実
してて、たくさん経験できて「楽しかった」という言葉では到底語り切れません。ボンの半年で終わらせずに延
長してベルリンに来て本当によかったと思います。読んでくださった皆さんのおかげで、ここまで続けることが
できました。初めのころ自分が何を考え、どう感じていたか、記録を通して思い出すことができて、書いてよか
ったと思います。そして特に、私の知識足らずで考えの及ばなかったところにアドバイスをくださった皆さんほ
んとうにありがとうございました。記録以上にたくさんのことを学べました。
私がベルリンを選んだのは、歴史と溶け合って暮らす街の雰囲気がとても不思議ですごいな、と思ったからで
した。ベルリンを歩いていてすぐに歴史的な建物や博物館、モニュメントに遭遇するし、25 年前まで壁もあっ
た場所でもある。ここを歩くと、切り傷のような痛みがいまだに新しくズキズキする気がします。ベルリンで暮
らしてみて、常に実際に自分が歴史の延長にいることを実感し、この街の人が歴史とより接して生きていると知
りました。
ベルリンだよりの中で政治や歴史的な出来事にたびたび触れていたのは、自然とそちらが気になってしまう環
境に置かれていたからだと思います。ベルリンに住んでいろいろな博物館や記念館を訪れたり、授業でドイツの
過去の克服や記憶の保存、冷戦についてなどのトピックに触れたり、語学の授業も、難民の二世・三世に関する
論文や記事を半年間テーマにして取り上げていました。毎日のニュースは半分以上外国のことだったり、移民の
問題に触れたりなどして、日本と比べてドイツが「世界の中のドイツ」という感じがあって、そこに住んでいる
だけで、いやおうなしに国を越えた問題に向き合わなければならないんだなぁと思います。だからこそドイツの
人々は環境問題などにより積極的に行動できるのではないでしょうか。
私がこの留学で得られたことは、考えて、歩いた時間全部です。日本にいたときよりも、世界がグッと近づい
て、日本をずいぶん客観的に見られるようになりました。大学では第二次世界大戦以後のドイツの政治と歴史の
関係、具体的には記憶の保存と冷戦を中心に勉強していました。ドイツの「過去の克服」は現在ドイツの国是と
なっています。よく日本と比較されて「ドイツは過去の反省をよくしている」と言われます。私も結局は歴史を
ふりかえることについてはドイツの方が発展しているという結論に至りますが、ドイツと日本の大戦の反省はそ
う簡単に比較できません。ドイツと日本を比較するときにまず、賠償金の額が比較されますが、ナチスの犯罪は
あまりにも規模が大きすぎているので単純にドイツの方がこれだけ多いから偉い、とは言えません。博物館の数
も比較されますが、もとからドイツのほうが博物館やモニュメントの文化が根付いていましたし、ドイツには強
制収容施設や建物の跡なども残っているので博物館などの施設を建てやすいのだと思います。
よく、
「南京大虐殺は偽装で、日本は国際法に違反することはしていない。だから加害展示をする必要がない」
と言われます。確かに南京大虐殺が本当にあったかどうか証拠はないかもしれませんが、それでも戦争をしてい
たという事実は否定できません。戦争は傷つく一方で傷つけるという側面もあります。日本では傷つけた側面が
明らかに欠如しています。加害展示をしようとすればすぐに批判が上がったり、それを懸念して自粛してしまっ

たりしています。日本では歴史を勉強しないでも大学生になれます。知り合いの官僚志望の東大生が日本が国際
連盟を脱退したことを知らなかったときには本当にあきれました。こういう人が日本のトップになるんだ。なん
だか心配になりました。小学校や中学校の国語の教科書、ほたるの墓、朝ドラでもそうですが、戦争の悲惨さを
つたえていることには変わりありませんが、なぜそうなったか、誰と戦っているか、などが抜け落ちています。
もちろん平和に対するアプローチとしてそういう方法はあると思いますが、戦争のもう一つの側面もきちんと伝
えるべきだと思います。ドイツでは社会科見学で強制収容所も訪れますし、歴史の教科書は半分くらいナチスに
関してです。博物館もたくさんあり、多くが無料で…。もちろんドイツにもナチスの残党の釈放やナチスの時代
を懐かしむ動きなどがあった歴史はあり、ここまで徹底した教育に行きつくには紆余曲折ありましたが、現状、
日本で歴史を勉強するのはドイツにいるよりもエネルギーを使うことなのです。
ベルリンの強制収容所の跡地を訪れた際驚いたのは、ドイツの政府から運営の援助を受けているはずなのに
「収容されていたイタリア人やオランダ人捕虜に対し直接の謝罪がいまだにドイツ政府からされてない！」とい
う展示があったことでした。国からお金はもらっても中身は完全に独立している。これがドイツの展示のあり方
です。もちろんホロコーストのモニュメントやユダヤ博物館、テロのトポグラフィーなど大きくて、政治的に重
要なベルリンの象徴になりえるものに関してはコンセプトなどを話し合い、議会が一つずつ予算を承認するなど
多少関わっていはいます。
「日本が国際法に違反していたか」あるいは「ほかの国だってやっていたのだからべ
つにいいではないか」
、という議論はそれは政治家のすることで、論点がずれています。民間レベルの私たちは
戦争を起こさないにはどうすればいいのかということを考えていればいいのではないでしょうか。（防衛も大事
ですが、教育のほうがもっと根本的に重要なのではと私は思うのです。）

コーラスに入れたことも、大切な体験の一つです。合唱がたのしかっただけでなく、ドイツ人学生に混ざって
勉強以外のことができたので、彼らが普段どのように学生生活を送っているのかたくさん見ることができました。
オーディションのときには発声、初見、自由な歌などのテストがあり、「絶望だ」と終わった時にがっくりして
いたのを思い出します。合格したその日からメンバーに混ざって歌い、それからは毎週木曜日 18 時から 22 時ま
で練習しました。気がつけば 5 月 2 日から 7 月 2 日までの期間で、チェコへの遠征と、7 回のコンサート、その
うち 2 回もベルリンフィルで歌っていました。練習の後はもちろんビールで、居酒屋さんではずっと歌っている
状態。練習がない時でも常にカラオケやボーリングやパレード見物などなど誘われました。「ダンスパーティー
に行こうよ！」と誘われて、疲れて外に出るとほかのメンバーがすでに集まって歌っていて、何をしても結局最
後は歌におさまる人たちでした。6 月のある日練習前に湖に行こうと突然決まり、みんなで大学の近くの
Kurmme Lanke に遊びに行きました。ほとりでのんびりしていたところ、メンバーが脱ぎ始めて女子も男子も
全裸ですいすい泳いでいました。そして何事もなく服を着てみんなで仲良く練習場所に行くのでした。のびのび
という感じがぴったりな人たちでした。圧倒的にドイツ人の友達が増えたし、ドイツ語を使わないといけない状
況下に自然と置かれていました。時には政治的な話もしていたし、討論もあり、1 対 1 の友人関係ではわからな
かったドイツ人同士でのコミュニケーションも日々感じていました。ドイツ人は本当に直接もの申します。自分
の意見と違えば「自分はこう思う」と伝えて、論戦になることもありますが、終わってしばらくするとまたいつ
も通り仲良くしています。メンバー曰く、ほんとに修復しきれない時もたまにあるらしいのですが大概はそれで
うまくいくようです。討論するときに、戦うのは意見同士であって、相手の人格と戦っているわけではないのだ
そうです。その区別、私にはまだできません。

ドイツ語は結構しゃべれるし、読めるようになりました。大学では鬼のように毎週宿題が出て読まされたのと、
なんでもしゃべっていいよ、という感じのコーラスの仲間のおかげです。ドイツ語を勉強して行くと、辞書には
書いていないニュアンスも読み取れるようになり、いよいよおもしろくなってきました。ドイツ語にはたくさん
の前置詞（
「～の上」
「～の中」
「～のきわ」など）が出てきます。これが一般的な「座る」
「取る」などの動詞と
組み合わせて使われることで、日本語の部首のように意味を追加したり細かなニュアンスの違いを示したりしま
す。また、英語ではすべて me とか her になってしまう「～を」と「～に」のちがいがドイツ語ではきっちり分
けられています。この動詞には「～を」を使う、なども決まっていることがあって、必ずしも日本語と一致して
いるわけではありません。説明が難しいですが…。たとえば、辞書で引くと「助ける」とか「手伝う」という意
味が出てくる動詞 „helfen“ は必ず「～に」という形を後ろに取ります。日本語で考えたら普通は「～を助ける」
ですよね。ここで「helfen という動詞は『助ける』というよりもどちらかというと『～に手を貸す』に近いんだ」
ということが分かります。
日本語との微妙なずれを通して、同じように訳されているものでも言語によって感じる世界が違う、というこ
とも実感しました。ドイツ語は英語よりも、それをわかりやすく感じさせてくれる言語でした。

本当にベルリンに来てよかったです。こっちで友達がたくさんできていろいろ出かけたりしたのでディープな
ベルリンいろいろ紹介できるようになりました。飾らない感じがあって、人が「生きている」・人生を謳歌して
いるのがにじみ出ている街です。芝生があればビールを持ってみんなで寝転んじゃうかんじとか、午後はバスケ
ットを持って湖の孤島に出かけてピクニックをしたり。そうそう、ベルリンには島がたくさんあるのです。この
間、
「クジャク島」というところに行ってきました。Wannsee
という湖がベルリンの西の端にはあるのですが、その近くのハ
ーベル川（川と言ってもほとんど湖）には、いくつも小さな島
が浮かんでいます。この辺りからポツダムにかけては昔王様が
住んでいたところで、宮殿や別荘、城が乱立しています。今で
もこの辺りは高級住宅街です。このクジャク島は 18 世紀には
プロイセン王の動物園でした。ライオンやヒョウなど様々な動
物がいたそうですが、この島だけでは抱えきれなくなり、ベル
リン市内の動物園に動物たちは引き取られました。しかしその
中で、クジャクだけなぜかこの島に取り残され、今では野生化
し、島中を自由に闊歩しています。もともと王室の避暑地なので景色が最高です。島へはフェリーで移動し、森
の中をぶらぶら、とてもいいお散歩コースです。島にはいくつも王室時代の建物がそのまま残されていて、森の
中からふっと白い城が現れるのも素敵です。

Berlin ist arm, aber sexy. （ベルリンは貧乏だがセクシーだ。） 私が、ベルリンを表現した言葉の中でもっ
とも好きな言葉です。ベルリン前市長の Klaus Wowereit（クラウス・ヴォーヴェライト）が 2003 年に雑誌のイ
ンタビューに答えた際、
「でもお金は魅力的ですよね？」と記者に尋ねられ、
「いいや。ベルリンをごらんよ。貧
しいが、しかしセクシーな街だろう」と発言し、その趣旨である「ベルリンは貧乏だがセクシーだ。」というこ

とばがベルリンで話題となり、今でも伝わる有名な言葉になっています。確かにパリやロンドンとは違って汚い
し、生活費も安いけど、金銭面以外の潤いがあります。豊かな文化と自然があって、楽しみもある。ここの人は
外国に憧れはあるけどベルリンが一番！と、ベルリンでの生活を気に入っています。時代が変わっても、この自
由な雰囲気だけはベルリンのエッセンスとして生き続けてほしいと思います。
ドイツにいる今、
「ドイツで学んだこと」を書けるのはこれくらいで、あとは日本に帰ってから少しずつ見え
てくるのではないかなと思っています。ここで見たこと、考えたことが色あせないように努力していくつもりで
います。そしてこの先何かいい形で活かせるようにしたいな、と思います。人生で一番濃くて素敵な半年間でし
た。ドイツに 3 月から半年間、前の報告書も合わせて 1 年間、つまらない文章にお付き合いくださり本当にあり
がとうございました。

S.G.

