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其の五十六

大内宿・冬景色

江戸期、下野国（栃木県）今市から会津若松へ至

る道中が会津西街道と呼ばれていた。

その山あいの里に大内宿がある。この街道は会津

藩主が江戸参勤のため、最短の道として開いた。保

科正之はじめ二代正経、三代松平正容と十八回に及

ぶ参勤の往来をした街道である。私は二十数年前、

ソバの花咲くころ、大内宿を訪ねたことがある。か

やぶき寄せ棟造りの連なる町並みを目にした時、深

い感動を覚えたことを思い出す。その時、雪に埋も

れた光景をイメージし、いつか再訪したいと思い続

けていた。その念願をかなえたのは二〇一〇年の冬、

一面、銀世界に覆われ静かなたたずまいの宿場は冬

の眠りの中にあった。軒下の長いつららが冬の厳し

さを伝える。いてつく寒さが体をこわばらせる。カ

メラのシャッター音 が静 寂 を 破り、往 時の姿 を 今

に伝える映像がものにでき、ほっ！と胸をなで下ろ

す。手つかずの宿場が国の重要伝統的建造物群保存

地区に指定されたのは一九七一年のことである。

（写真・文 樋口健二）

巻頭言

ドイツの偉大な詩人、
ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲー
うものがあります。知識の移転においては、実際にその土

テの言葉に、
『分別ある者は旅先で最高の教養を得る』とい
地や人々を直接知ることに勝る方法はありません。エンゲ
ルベルト・ケンプファーやフィリップ・フランツ・フォン・シー
ボルトも、そのことを認識していたに違いありません。そ
くも一七世紀に日本研究のため来日した最初のドイツ人で

れは彼らが、オランダの東インド会社の業務に従事し、早

一八六一年には初めて日 本とドイツ（ 当 時のプロイセ

あり、当時のヨーロッパの知識を日本に伝えたからです。

が正式に樹立されました。それから百五十年後となる今年

ン）間で修好通商条約が締結され、ここに両国の外交関係

当時から両国は、お互いの国に対する敬意を抱くとともに、

フォルカー・シュタンツェル
駐日ドイツ連邦共和国大使

二〇一一年、数多くの周年事業が展開されています。その

両国の絆を示す一例として、
ドイツ東洋文化研究協会（Ｏ

絆と友好を深めながら関係を育んできました。
ＡＧ）をはじめとする関連団体が挙げられます。こうした
団体はいまや日本では六十を数え、ドイツでも同様に多数
の団体があります。さらに日独の多くの都市が姉妹提携を
結び、それを機に専門家同士にとどまらず、一般市民の間
の交流が行われることとなりました。
現在の日独両国は、これまで以上に良好な関係を維持し

間主導で行われています。近代的な通信技術の恩恵を受け、

両国の地理的な距離は問題にならなくなりました。そうし

てドイツのサッカーや音楽に幅広い興味を持つ日本の若者を

目にする一方で、ドイツの若者が日本のマンガやアニメに興

じる姿が見受けられます。日本でオクトーバーフェストを祝

うかたわら、ドイツでは桜の開花祭を祝っています。

二一世紀初頭を迎えた今、両国は将来にも問題となる共

通の課題を抱えており、これがまた大きな共通項として両

な人口を抱えた脱工業化社会であり、健全で暮らしやすい

国を結び付けています。日独両国は、資源が乏しく、過密

全なエネルギー供給、高齢化社会の進展ならびに社会保障

環境の維持、天然資源の持続可能な利用、クリーンかつ安

制度の維持という大きな課題に立ち向かっていかなければ
なりません。

グローバル化が進んだ現代世界において、これらの課題

に対する持続的な解は互いの協力の下に見いだすのがベス

トです。いまや学術分野においては、協力と相互研究が成

行う意思だけではなく、人と人の出会いです。友好関係と

功の鍵となっています。しかし大切なことは、共同研究を

頼によって育まれます。この点において、両国間の観光客

いうものは、出会いと、そこから生まれる相互の理解と信

の往来を中心とした直接的な交流の拡大が、将来、多く

の実りをもたらすことでしょう。まさにそれは数世紀前に

ゲーテが私たちに残した言葉そのものです。

巻頭言
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ており、学術分野における協力関係、交易・文化交流、あ
るいは技術移転など、広範囲にわたり、数多くの事業が民

相互交流で学び育む
未来志向の日独関係

日独交流百五十周年

観光や文化交流の在り方をめぐって

二◯一一年は、日独交流百五十周年。プロイセンの東方アジア遠征団が一八六〇年秋に江戸に到着し、翌年

に日本と修好通商条約が締結されました。両国は、経済、科学、政治、文化の分野において互いに重要な

合わせて九年余り勤務する機会を得た。この

たる外務省勤務のなかで、ドイツには三回、

一九六一年から二〇〇一年まで四十年にわ

として、
「経済の奇跡」とも言われた戦後の経

当時の西ドイツは「社会的市場経済」を旗印

す確定化してきた時期であった。
経済面では、

の構築により、ドイツと欧州の分断がますま

久米

邦貞

ご執筆いただき、 これまでどのように二国の交流関係が育まれてきたかについて、その一端を紹介します。

パートナー関係にあります。今号では、各分野の有識者の方々に両国間の交流の軌跡、観光などをテーマに

三回のドイツ在勤の時期を比較すると、戦後

済復興を成し遂げつつあり、日本はそれを模

崩壊する直前の二年間の西ベルリンでの勤務

写真１ 一九八七年、旧日本国大使館修復後に入居した
ベルリン日独センター前にてブロックドルフ事務総長と
筆者（写真上）
。ドイツ統一後の在独日本国大使館（写真下）

ベルリン日独センター総裁
元駐独大使

のドイツが置かれた状況と日独関係の変遷ぶ

範にその後を必死に追いかけて、戦後の本格的
な高度成長への道を歩み出さんとしていた。

第一回目の勤務は、六〇年代前半の四年間で

（写真１）であった。日独はすでに世界第二、

第二回目は八〇年代後半、ベルリンの壁が

ある。一九六一年八月に始まったベルリンの壁

一九六〇年代、八〇年代のドイツ

りを実感できる。

――経験から見える両国の関係

日独関係の変遷をたどって

―――これまでの軌跡
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っていたといえる。

面でいわば当然のこととして相互に重なり合

置づけにあり、両国の立場は、政治経済の両

に直接接する西側最前線の国として共通の位

日独は冷戦下の東西陣営の対立のなかで東側

を求められていた。政治安全保障の分野でも、

とも呼ばれ、共に世界経済をリードする責任

第三の経済大国に成長し「世界経済の機関車」

欧州経済が危機的状況を強める昨今さらに

の傾向は、南欧諸国の債務危機に端を発して

張するようになったとも言われた。そしてこ

たドイツが、徐々に自国の国益を正面から主

を旗印に専ら欧州との協調を最優先してき

スの影に寄り添って、
「欧州のなかのドイツ」

自国の国益の主張を抑え、政治面ではフラン

る近隣諸国への配慮からそれまでは一貫して

これらを契機として、ドイツの強大化を恐れ

で、ドイツの政治は大きく世代交代を遂げる。

ー首相の率いる赤緑連立政権が生まれたこと

顧問で元ドイツの外交官であった友人の薦め

と呼ばれる船旅の東アジア部分に、同社の

社の主催する「政治問題スタディークルーズ」

ドイツのハパク・ロイドＨＡＰＡＧ Ｌ
︱ ＬＯＹＤ

一致するものではなくなってきているといえる。

は、かつての冷戦時代とは対称的に、当然に

の時期には、国際社会のなかでの日独の立場

顕在化しつつある。しかし、それは同時に、

真２）と呼ばれる一万トン足らずで総乗客数

を得ている。船は「ハンゼアティック号」
（写

で、講師として毎年二週間程度乗船する機会

さて話は少し変わるが、ここ三年ほどの間、

ドイツの船会社主催の
クルーズに乗船

統一後のドイツを取り巻く状況の
大きな変化
しかし、西ベルリンを離 任してほぼ八年

争への反省と、その上に立っての新しい欧州

百八十人ほどの中型クルーザーだが、クルー

戦後のドイツが一貫して示してきた過去の戦
の建設への積極的な貢献が、近隣諸国により

はそれを超える二百人近くが乗っており、行

半を経た一九九八年に再びドイツに着任する
壁の崩壊を契機に、統一ドイツは、戦後長き

次第に認められ、評価されるようになってき

と、状況は大きく変わっていた。ベルリンの
にわたり負い続けた「ドイツ分断」という負

き届いたサービスによって５ツ星のランキン

グを得ている。船内には、百名余りを収容で

たことの表れでもある。
この時期になると、日独を取り巻く国際環

の遺産を克服したことで、大いに自信を取り
戻し、経済はもとより政治分野でも、欧州統

き、各船室のテ
下するなかで欧州統合が着々と進みつつある

境は大きく異なってくる。すなわち欧州では、

のに対して、日本を取り巻く東アジアでは、

合の推進やバルカンの地域紛争の解決等で積
また、ソ連の崩壊で東方からの軍事的脅威

南北朝鮮問題や台湾問題といった冷戦時代の

東側からの脅威が消滅して米国への依存が低

が消滅したことで、安全保障面での欧州、特

遺産や、中国の台頭などの新たな緊張要因も

極的役割を演ずるようになっていた。

欧の関係は変質していた。こうした背景に加

あって、米国の軍事的関与の重要性はますま

にドイツの米国への依存は大きく低下し、米
え、一九九八年秋には十六年間続いたコール

す高まっている。こうした環境の変化からこ

レビにも中継可

能なスライドシ

ョーの装置を備

えたレクチャー

ルームがあり、

二週間前後の区

間ごとにその地
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政権に代わって初めて戦後世代のシュレーダ

写真2 ドイツ船会社ハパクロイド社
クルーズ船「ハンゼアティック号」

心や文化的関心には、脱帽せざるを得ない。

エネルギーと、何よりもその旺盛な知的好奇

ふれた敬虔な態度に、案内する日本人ガイド

は見られない真剣な眼差しと、祈りの心にあ
けいけん

者、ジャーナリスト、外交官等の講師三、
四

や訪問先の関係者から深い感銘の声が聞かれ

たことであった。

弁護士、自営業者等の夫妻も見受けられる。

者夫妻だが、中には働き盛りで現役の医師、

ほとんどで、大半はすでに現役を退いた高齢

オーストリア人などのドイツ語諸国の人々が

討論会も開かれる。

船期間中に三回ほどの講師全員を囲むパネル

演を行う。政治経済のテーマについては、乗

貴重な経験であり、外国人の目も交えて日本

陸し観光して歩くことは、他では得られない

日本人として加わって、日本各地に海から上

るが、こうしたツアーグループにただ一人の

る経験はこれまでにも数え切れないほどにな

をとる。日本と外国の間を航空機で往き来す

港し、最後は北海道の小樽までというコース

て異なるが、韓国、日本のいくつかの港に寄

合、中国沿岸部の港から始まって、年によっ

この船旅で私が同乗する部分は多くの場

が備わっていることもある。しかしそれにも

簡素な美的感覚や、その神秘性を理解する力

イツ人には日本人の持つ無駄を削ぎ落とした

意識にも類似したところが多いことから、ド

民は共に高い知的文化的関心を有し、その美

ころが大きいのは言うまでもない。また両国

た気質や価値観を共有していることによると

さ、真面目さ、すぐれた規律と組織力といっ

を分かち合えるのは、両国民が勤勉さ、緻密

このように日本人とドイツ人が互いに共感

ドイツ人の日本文化への
高い関心と深い理解

域の政治、経済、国際情勢などを講義する学
名と、寄港先の史跡や文化遺跡等について講
義をする専門家二名ほどが乗り込んで、それ

講演は、主として終日航行する日に集中して

を外から眺め、
見つめ直す稀有な機会であった。

増して、両国民が文化芸術や物づくりの伝統

ぞれが二、
三の異なったテーマで交替して講

行われるが、時間がある時は寄港地への入港

この船に乗って海上から眺める日本列島各

では歴史を通じて常に先端を切りながらも、

日独両国民に存在する
親近感と共感

前の朝食後や出港後の夕食前にも行われ、

地の陸地の面影には、ひときわ感慨深いもの

近代統一国家の建設や海外植民地への進出で

ターバスで、また一部の旅慣れた人々は地図

れる広島、長崎や、一度訪れたことのある鹿

理解が地元で多くの称賛を呼び、また毎年訪

いこと常に同じような立場に置かれてきたこ

と、またその結果として国際社会のなかで長

代史のなかで類似した軌跡をたどってきたこ

船客は九割方がドイツ人、残りはスイス人、

パネル討論会は多くの場合、夕食後に食後

がある。しかし何よりも印象深いことは、日

は他の先進諸国に後れを取ったことから、近

やガイドブックなどを頼りに、船に積んであ

児島県知覧の特攻隊博物館などの戦争関連

とに由来する相互の親近感や共感が、両国民

そ

酒やダンスで一時間ほどの腹ごなしをした後

本各地で訪れる旧跡や神社仏閣等で、このツ

る自転車や、バス、市電などの公共交通機関

の展示施設では、それを見つめるツアーグル

間に存在することが挙げられる。

う

に、ラウンジ中央のダンスフロアにパネリス

アーグループの日本文化への高い関心と深い

を利用して寄港地周辺を終日観光して歩くの

ープの人々の、他の欧米諸国からの見学者に

け

もちろん寄港した先では、多くの人がチャー

ト用の椅子を並べ替えて深夜まで行われる。

だから、この高齢者グループの満ちあふれた
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ドイツに学ぶことが多かった
岩倉使節団

代国家としての統一を成し遂げたばかりのド
イツについては、フランスやオーストリアと
の戦いに勝利をもたらしたビスマルクやモル

した。当初使節団は、当時近代統一国家の建

明治六年（一八七三年）三月にドイツを訪問

は、二十一カ月に及ぶその旅の終わりに近い

される豊富な資源に支えられて成り立ってい

程を経て、海外の数多くの植民地からもたら

は近代国家建設と産業革命の長い歴史の道

かし使節団は旅を進めるなかで、英仏の繁栄

多くのことが知られていなかったようだ。し

設で先頭を走っていた米英仏から諸制度の導

るもので、日本には容易にまねできないもの

トケの戦略の多大な成果を除いては、あまり

入を図ることを考えていたと思われ、そのこ

であることを痛感する。それに対してドイツ

明治初期に新政府によって初めて公式に欧

とは、まずこれらの三国を十分時間をかけて

では、海外の植民地にも乏しいこの国が、専

の類似性を強調する。また国際法についても、

つつ、国際社会のなかで日独が置かれた立場

米十二カ国に派遣された岩倉使節団
（写真３）

視察するという旅程からもうかがい知れる。

ら国内のわずかな資源と勤勉な国民の努力の

その役割は限定的で、大国は自国に都合の良

みによって急速な発展を成し遂げ、他の欧州
諸国に追いつきつつある様を自らの目で見聞

は国力を養うことこそが自主独立のためには

い時はそれを振りかざすが、そうでない時は

重要であることを説く。この演説が一行に強

して、この国をより身近に感じ、この国こそ

使節団にこのことをより強く確信させた

烈な印象を与えたことは間違いなく、使節団

それを無視して武力をもって自国の主張を押

のが、ベルリン（写真４）で宰相ビスマルク

の主要メンバーが帰国後も明治政府のなかで

日本がモデルとすべき国であると考えるよう

が一行を迎えて行った晩餐会でのスピーチだ

中核的な地位を占めたことも加わって、使節

し通すとして、日独のような新興国にとって

った。ビスマルクは、英仏への強い対抗心を

団の認識は、その後の明治政府の政策に大き

になったといわれる。

示しつつ、後発の弱小国であったプロイセン

ばんさん

が、当時の欧州の弱肉強食のパワーポリティ

な影響を残すことになる。

こうして日本は、近代国家の建設と西洋の

ックスのなかで、いかにその国力を積み上げ
て大国に追いつくべく努力してきたかを説き
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写真4 岩倉使節団訪問当時のベルリン・ブランデンブルク
門周辺（『米欧回覧実記』挿絵銅版画 久米美術館提供）

当時の日本では、明治維新にやや遅れて近
写真3 明治5年当時の岩倉使節団（左から木戸孝允、山口尚芳、
岩倉具視、伊藤博文、大久保利通）写真提供：大久保利泰氏

ツへの理解と関心を高めた。

を学ぶことになり、それが更に日本人のドイ

哲学、音楽等広範な分野でドイツから多く

じて法律、軍事、教育、科学技術、医学、文学、

専門家が数多くドイツに派遣され、彼らを通

イツをモデルとすることとなった。留学生や

科学技術の導入に当たって、多くの分野でド

約の関連など一部の限られた点を除いてはほ

のハンディは、今や国連安保理や核不拡散条

初の「後発性」に由来する両国の国際社会で

国際社会の評価と信頼を獲得しつつある。当

姿勢と多大な国際貢献を通じて今や着実に

るようになり、日独両国とも、その国際協調

州統合の推進役として主導的な役割を演ず

裂を克服して自信を取り戻したドイツは、欧

さらに政治の分野でも、冷戦終結を機に分

多岐にわたる国際問題がある。

軍縮、地域紛争の解決、地球温暖化対策等、

している世界経済秩序の再構築、国連改革、

き課題としては、まず現下の国際社会が直面

を築いていくことが重要である。取り組むべ

自覚を分かち合うことで、新たな協力関係

さらに未来に向けて共同で責任を果たすとの

に支えられた友好関係の基盤の上に、今後は

してきたことで培われた相互の親近感とそれ

を振り返ってみると、確かにビスマルクが強

明治維新以来、今日までの日独関係の歴史

両国民に親近感をもたらし、友好関係の土台

通した気質、国民性、価値観などと相まって

の日独のパラレルな軌跡は、両国民の間に共

ぼ克服されている。こうした近代史のなかで

の構造改革の問題、教育問題、環境エネルギ

祉問題、グローバル化に対応しての経済社会

の国内においても、高齢化や医療といった福

げて高福祉国家を実現した日独は、それぞれ

また戦後いち早く飛躍的な経済発展を遂

近代史のなかでの
パラレルな軌跡が生む日独の親近感

調したように、両国は近代統一国家の建設と

となってきた。

ー問題など数多くの分野で類似した問題を抱

いう出発点において他の欧米諸国にやや後れ
を取った点で共通しており、このことがその

このように国際社会の先頭に立つに至った

有する両国が、こうした問題についてもその

などについても伝統的に類似した価値観を共

えている。社会的公正、労使関係、企業統治

どる遠因となったことがうなずける。両国は

日独両国は、二〇世紀末の冷戦秩序の崩壊や

経験を交換し合って協調して取り組み、新し

今後のあるべき日独関係

その後、共にいち早く急速な発展を遂げてこ

グローバル化の急速な進展に始まって、二一

後の近代史のなかで両国が似通った軌跡をた

の遅れを取り戻し、他の列強諸国と肩を並べ

れている。

日独修好百五十周年に当たる本年、日独

いモデルを模索、提示していくことも期待さ
や国際社会の新たな秩序構築とルールづくり

で行われている各種の催しは、今後の協力の

危機へと目まぐるしい変化が続くなかで、今

戦争の道を歩むことにもなるが、戦後は国際

に向けた国際的努力の先頭に立って、共に積

基盤となる両国民の相互理解と関心を育む上

世紀に入っての世界政治の多極化や世界経済

協調を指向する平和国家として新たに再出

極的な役割を果たすことを求められている。

で、時宜を得た有意義なものである。

大をめぐっては他国との摩擦も生じ、誤った

発し、
奇跡的な復興と経済発展を成し遂げて、

こうした期待に応えるために日独両国は、こ

るに至る。その過程での海外への影響力の拡

米国に次ぐ第二、第三の経済大国として世界

（くめ くにさだ）
れまで過去の歴史のなかで類似の軌跡を共有

けんいん

経済を牽引する立場に立った。
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日本とドイツの文化交流、その心
――旅を通して感じる両国の本質

り七十年前にラテン語で書いた『日本王国誌』

節

も経験して、何と江戸城で将軍綱吉に長時間

だが、この人は一度も日本に足を踏み入れた

小塩

日本とドイツとの間の交流、相互の関係は

にわたり拝謁している。その記録が実に愉快

ことはなく、宣教師やオランダ商館の記録か

フェリス女学院理事長
独立行政法人 国際交流基金ケルン日本文化会館元館長

他の国々との間柄とは違って大変に「真面目」

である。ただの儀礼ではなかった。

はいえつ

で真剣なものだった。それでいて相手の良さ

ンダ語ではなくドイツ語で恋の歌を朗々と歌

芝居のまね事を演じ、ケンペルはさらにオラ

守るなか、求められて歩いたり、踊ったり、

鳴滝に医学塾兼診療所を開設し、多くの日

一八二三年（文政六年）に来朝、長崎郊外の

イ ツ 人 医 師 は 有 名 な シ ー ボ ル ト で あ る。

鎖国 中の日本へやってきたも う一人のド

ら日本誌をまとめあげたものだ。しかし今後、

って将軍ほかの人々を大いに喜ばせた。日記

時は一六九一年（元禄四年）
、太陰暦の二

日本という国の地理や地誌などがヨーロッパ

本人近代医学徒を育てた。たくさんの日本特

をよく見抜き、素晴らしい本当の意味の観光

にそして世界に初めて正確に伝えられたのは、

を含む大著『日本誌』が英語、フランス語そ

有の植物の種子をヨーロッパに持ち帰った。

日独交流史のなかでもっと研究紹介されてし

ドイツ人医師ケンペル（一六五一〜一七一六）の

してドイツ語で出版されたのはその死後だっ

一八二八年（文政十一年）に禁制の日本国内

月三十日、ケンペルの太陽暦では三月十九日、

おかげだった。ずいぶん昔のことである。ケ

たが、この本には日本の社会、風俗、政治、

地図を国外に持ち出そうとしたことが明るみ

から始まっている。まずその最初の第一歩か

ンペルさん、とよく言われているエンゲルベル

経済、宗教から動植物に至るまで実によく観

に出ていわゆる「シーボルト事件」が発生し、

かるべきだろう。

ト・ケンプファーは、博物学や地理上の興味に

察し、正確に記述している。このケンペルが

国外追放処分を受けたが、後に大著『日本』

江戸城内の大広間。将軍以下多くの人々が見

突き動かされて東洋に旅したいと考え、長崎

日本に旅する前に読んで多くを学んだのが、

らご紹介しよう。

出島のオランダ商館、正しく言うとオランダ東

同じようにオランダの禄を食んだドイツ人医

（ Nippon
）その他を著し、日独関係に極めて
大きな功績を残した。

来日したドイツ人たちの足跡

インド会社の医師として来日、鎖国中の日本で

師ヴァレーニウス。この人がケンペルの本よ

は

長崎と江戸の間の往復の旅を元禄年間に二度
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もう一人、案外に知られていないのが、ト
ロイア発掘をやってのけたハインリヒ・シュ
リーマンで、一八六五年に日本を観光目的で

告書によれば、彼らの市内観光はいいかげん

記録は見つかっていない。しかし派遣団の報

遣欧使節団は英・仏に続いてプロイセン・ド

なものではなかった。いくつもの軍需工場、

った。この時何を話し合ったか、今のところ

イツを訪問、まずケルンに寄り、一泊ののち

特に銃砲の生産工場、大小の病院、大学、小・

ドイツには寄っていない。文久二年の第一回

列車でベルリンに向かい、立派に外交の使命

中学校、道路の状況などをつぶさに見て歩い

かって以来、二百五十年ぶりだった。支倉は

を果たした。

翌年帰国後は尊王攘夷のテロが激越さを

ている。観光は同時に学習視察だった。

聖堂の最上階まで登り、ライン地方を楽しく

増していたので、旅行記録の公開はしばらく

ケルンでちょんまげ姿の彼らは未完成の大
眺め渡し、集った大観衆に扇子をかざして挨

どもこの経験は九年後、
一八七一年
（明治四年）

、

できず、江戸城の奥にしまいこまれた。けれ
、

拶を送り、降りてくると女性たちと住所氏

の岩倉使節団に受け継がれ、日本近代化に

、

名の交換などもしている。ライン対岸ドイツ

市（国名と発音は同じだが綴りは違う）の宿

大きな影響を与えた。文久二年の使節団！

つづ

ではゼクト（シャンペン）を大いに飲んだ。

彼らについてはもっと知られていい。

グリム兄弟の家も訪ね、オランダ語で談笑し

終え、馬車で市内観光。ベルリン大学教授の

た。ベルリンでは政府間交渉を見事に果たし

の観光旅行ならまず挙げられる南ドイツのノ

福沢諭吉も加わっている。彼らは現代日本人

下総勢三十八名の団員中には傭通詞（通訳）

外国奉行竹内下 野 守 保徳（五十六歳）以

しもつけのかみ や す の り

赤ワインは血の色のようで気に入らなかっ

ている。グリム兄弟の弟ウィルヘルムはすで

イシュヴァンシュタイン城、古都ハイデルベ

ようつう じ

に世を去っていたが、兄のヤーコプは健在だ

Ernst Wrba / Alamy / JTB Photo

訪ねて、フランス語で優れた日本訪問記を書
いている。それは日本への牧歌的でロマンチ
ックな感動と、やがてこの国日本が強大な工
業国になるだろうという予想との間で揺れて
いる。面白いではないか。

ヨーロッパに渡った日本人の足跡
さて、もっと大事なのは、日本側がどのよ
うに初めてドイツの実態に触れたかだ。
江戸の徳川幕府は京都の天皇から外交交
渉権を与えられていた。一八六二年（文久二

国立国会図書館

年）
、幕府は日本史上初の中央政府派遣の総

福沢諭吉

勢三十八名からなる外交使節団をヨーロッパ
に送った。日本からヨーロッパに使節が派遣
されたのは、一六一三年に伊達政宗の命によ
って支倉常長が通商交渉のためにローマに向

グリム兄弟の像、ハーナウ市
（左が兄ヤーコプ）

トロイア発掘のシュリーマン、
1865年来日

Classic Vision / AGE Fotostock / JTB Photo
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り、ボンのベートーヴェンの生家、ベルリン

ルク、ローレライの岩を見ながらのライン下
心させられる。

たのだろうかと感

精神の持ち主だっ

れた名所旧跡をた

彼らは案内さ

やドレスデンやライプチヒでの生の音楽会な
どは訪ねていない。
だ眺めたのではな

た。しかし彼らはまずケルンに着いて壮大な

一つも訪ねるゆとりはなかった。知識もなかっ

文久二年の彼らには、これらのうちのどれ

しようと努め、特にドイツの人々が規律正し

身でつかまえ理解

と足を、つまり全

象を自分の目と耳

い。何事につけ対

大聖堂に自らの足で登り、異教キリスト教の

く清潔で勤勉な姿をしっかり心に刻んで帰っ

知識ではない
純粋な感性で捉えたドイツ

ことは知らないのにこれは神の「城」だと書

旅行会社が用意してくれるさまざまなプロ

グラムがある。訪ねる国がドイツだから、不

真面目なものであるはずはない。安心して出

間があったら頼んでドイツの工場か生産会社

かけていい。しかし、ほんのちょっとでも時

を訪ねてみたいものだ。そして知るべきポイ

せい ち

ントはドイツ人の技術に対する自信と頑固さ

だ。ドイツ人は一般的に物を作る技術の精緻

さにこだわり、成果に自信を抱いている。製

品を売る、あるいは買いに来させるに当たっ

て物は売るけれども特許は売らない。これで

ある。欲しかったらドイツまで買いに来い、

許もどんどん売った。その時はいくらかのお

特に新興国に工業製品その他を売る時に、特

という。反対が残念ながら日本なのだ。海外、
目の使節団が訪ねたベルリンは普仏戦争に勝

金が入る。バブルにもなろう。しかし何年も

経験は少し違っている。無理もない、第二回

夜は土地の料理、ドイツ産シャンペンを大い

利して大浮かれに浮かれていたプロイセン・

た。その点は九年後の岩倉使節団のベルリン

に味わい、初めて渡った「鉄の橋」の下を悠々

ドイツのやや軽薄な首都風景だったのだか

歓し、
日本の住所を人々に教えて来日を勧め、

と流れるライン河の眺めを楽しんだ。ベルリ

ら。しかしこのプロイセンの普仏戦争勝利を

びりと過ごしている様子がお分かりになるだ

ごすのもいいかもしれない。彼らが実にのん

ンなどの温泉リゾートでドイツ人と一緒に過

で訪れるバーデンバーデンやウィースバーデ

ドイツ人には頑固な一面もあるが、長い休暇

見るだけでなく、進んで見つめたいものだ。

固さの一端に触れることができる。受け身に

短い観光旅行でも、心がければドイツ的頑

上げられ、追い越されて青息吐息の日本。

経たぬうちに特許を売りまくった相手に追い

ンの市内観光で何を見たかは、先にご紹介し

きっかけに、日本の近代化は憲法、法律、軍
事、医学、哲学を始めとしてあらゆる分野で
圧倒的にドイツに学ぶこととなった。

さて二一世紀にドイツを旅するには
二一世紀のこれからの日本人は、ドイツへ
の観光旅行に出たら何を見たらいいだろう
か。何を知るべきだろうか。
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（筆者撮影）

悠々と静かに流れるライン河

き残している。そして土地の人々と楽しく交

JTB Photo

たとおりであって、何と柔軟な感覚と進取の

ライン河畔、ケルンの大聖堂

見直されるなかで、日本の温泉地で少し長め

Japanische Kultur.
イッヒ リーベ ディ

ろう。日本でも本物を求めることが何かと
ー ヤパーニッシェ

また重ねて桂離宮と伊勢神宮を、建築史上の

「世界的奇跡」である、とたたえたのであった。

日本固有の財産と心に自信を持つ

人類の「世界的奇跡」について語った別の

の滞在を試みる時の参考にしてみてはいかが
れはお世辞でも思

人がいた。第二次世界大戦でドイツが無条件

クルトゥーア」
。こ
いつきでもない彼

か。きっと楽しいことになるであろう。

日本文化に対するドイツ人の視点

宮、白川郷などの

伊勢神宮や桂離

った。
「ドイツとドイツ人は世界にその最も

降伏をした一九四五年にアメリカの首都ワシ

いと思うのだろうか。私たちはこんなに交流
建築としての素晴

特に歌曲は人類の世界的奇跡である」
。

深い音楽を贈った。深いドイツ音楽のなかの、

の本音だった。

の深くて長い相手のドイツ人に、何より何を

らしさを日本国内だけでなく、全世界に向け

宮について次のように考えた。近・現代ヨー

あり紹介の恩人だったタウトは、例えば桂離

ツ魂というのは、やはり感嘆すべきものであ

勝国の首都でこう言い切ることのできるドイ

惨めに崩壊し降伏した母国を背負って、戦

、

ロッパの建築は、建築家の「個性の表現」と

ろう。自己卑下をすることの多い私たち日本

、

しての作品であるが、桂離宮にあっては、建

人は、日本の自然遺産、文化遺産、そして日

リ ー ト

亡命作家トーマス・マンは胸を張ってこう言

ントンの国会図書館で、敗戦国ドイツからの

見せたいか。その問いを解く鍵が、次のよう

て発言、発信した。日本文化の深い理解者で

第二次世界 大戦の始まる前、一九三三年

築家の創作個性は背景に下がり、隠れて、
「よ

本の心にもっと自信を持ってしかるべきであ

「私は日本文化を愛します。

（昭和八年）に来日して三年間、建築や工芸

り高いもの」
を実現している。これが日本だ、

ブルーノ・タウト

我、日本文化を愛す」

の指導をしたドイツ人建築家タウトの繰り

（おしお たかし）

ると思う。
築は有用技術であると同時に芸術なのだ。
「俺
が、俺が」と自分の名刺を誇示するのではな

トーマス・マン
（1875〜1955年）

い。
日本の心の真の良さをタウトはここに見た。
またこんなことも言っている。
「芸術は、常
にいつも変わらず人間的な感情の最高の表現
やいば

であり、であるからこそ、人間の魂のなかの全
ての悪魔に対する最も鋭い刃なのである」と。

Ullstein bild / APL / JTB Photo

Bruno Taut

な言葉にある。

ところで、ドイツ人は日本に来て何を見た

世界遺産 白川郷

日本の芸術、日本の建築である、という。建

Ullstein bild / APL / JTB Photo

返し語 り 記した言 葉である。
「 Ich liebe die

ブルーノ・タウト
（1880〜1938年）
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特集 3

プロイセンが面白い
――明治維新を先導する日本人とプロイセン
作家（ドイツ・シュトゥットガルト在住）

川口マーン惠美

士団が入り込んで、暴力的な手段で異教徒の

ンからきている。一三世紀、そこにドイツ騎

ト海沿岸に住み着いていた先住民プルッツェ

妙だ。そもそもプロイセンというのは、バル

が修道会国家を放棄したことだ。総長の名は、

のきっかけは、一六世紀初頭にこの国の総長

沿岸の小国としてはとどまらない。次の発展

プロイセンは、しかし、もちろんバルト海

もっぱら南ドイツの領地ニュルンベルクの統

く遠ざかって一生を終えた。彼らの関心は、

授かったこの僻地にはさして興味を示さず、

がら、ホーエンツォレルンの領主は、新しく

のとおり辺境でしかなかった。当然のことな

地方だが、当時は片田舎の開墾地で、その名

クというと、ベルリン、ポツダムを包括する

地をキリスト教化していく。それに伴い、多

アルブレヒト・フォン・ブランデンブルク ア
=
ンスバッハ。彼は俗人となり、めでたく結婚

治にあったのだ。当時のニュルンベルクは神

プロイセンとして残ったのである。

くのドイツ人やスラヴ人が入植し、生き延び

し、ドイツ騎士団をプロイセンから追い出し

聖ローマ帝国の皇帝の直轄地で、豊かで文化

プロイセンが面白い。その誕生からして奇

たプルッツェン人は入植者と混血し、言葉も

が、これによりプロイセンは世俗の公国とな

てしまう。平たく言うなら国家の乗っ取りだ
る。この際、見逃してはならないのは、この

の首都になるなどとは、まだ誰の夢にも出て

隆盛の地だった。ベルリンが後年ドイツ帝国

ホーエンツォレルン家というのは、後にプ

アルブレヒトが偶然にも、ホーエンツォレル

最初の三代はブランデンブルクからはなるべ

へき ち

宗教も文化も失い、やがて絶滅してしまった。

プロイセンの始まり
こうして新しい修道会国家が成立し、華や
て選ばれた修道会総長で、治世者である騎士

ロイセン国王、ひいてはドイツ帝国のカイザ

私の住むシュトゥットガルト近郊のヘッヒン

こなかったころの話である。

たちも皆、聖職者だ。そして、新国家の名は

ーを輩出する家系だ。元々の出身は南ドイツ

ゲンというところに、ホーエンツォレルンの出

ン家の人間であったということだ。

プロイセン。征服した者が、潰した小国の名

で、一五世紀にようやくブランデンブルク辺

身城がある。国道を走っていくと、平坦な田

かな発展を遂げる。国家の長は、選挙によっ

を踏襲するというのも珍しい話だが、結果と

境伯として東方に進出する。ブランデンブル

悠久のホーエンツォレルン城

してプルッツェンの民は消えても、その名は
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ホーエンツォレルン家の舞台は、しかし、

やがて南ドイツからブランデンブルクに移

り、次第に力を養っていく。そして一六世紀、

前述のように、バルト海の彼方に同族の支配

するプロイセン公国ができた時、彼らはそれ

を見逃すことはなかった。さまざまな努力の

末、一六一八年、ブランデンブルクはプロイ

センと同君連合を形成することに成功し、さ

らに一七〇一年には、それがプロイセン王国

として統一される。バルト海の小さなプルッ

ツェンはついに王国となり、遠く離れたベル

前に小さな釣り橋がある。そこを渡ると、ト

城は堀で囲まれており（写真２）
、城門の

クを背負ってふもとから登ってくる人もいる。

イキング好きのドイツ人のなかには、リュッ

上がり、そこから城まで十五分ほど登る。ハ

（写真１）が見えてくる。車で上の駐車場まで

に近づくと、その頂上に中世の砦のような城

園風景の真ん中にぽっこりと丘が現れ、さら

見えるわけではない。ただ、その三百六十度

遠くにはシュヴァーベンの連山。特別に何かが

うっすらと差す日のなかで宝石のように輝く。

ろ、葉を落とした木々はすっかり樹氷に覆われ、

が目にまぶしい。そして冬、大気がいてつくこ

太陽が森や畑に照りつけ、秋は鮮やかな紅葉

丘も里も真っ白にかすんでいる。夏は明るい

には、辺りの何千本もの果樹の花が満開で、

頂上からの眺めは絶景（写真３）だ。初夏

てからは、王宮はカイザーの居城でもあった。

く。さらに一八七一年にドイツ帝国が成立し

とともに徐々に巨大で絢爛な王宮となってい

に建てられた質素な城は、プロイセンの興隆

体を圧倒しているのがよく分かる。一五世紀

なベルリン王宮（写真４）がベルリンの町全

ればならない。戦前の写真を見ると、壮大

ベルリンといえば、王宮のことを書かなけ

リンがその首都となった。

ンネルのような防衛壁がらせん状に続く。そ

の田園風景の単純さに、私はいつも感動する。

一八六一年、日 本 はプロイセン王国 と国

倉使節団が欧米視察の旅に出た。

けんらん

プロイセン王国の首都ベルリン

の薄暗い通路を、石畳に響く自分の足音を聞

一二世紀のころ、権力を持った人間も持たなか

交を結ぶ。日独国交の始まりだ。そして、

とりで

きながらたどっていくと、ふと、今にも後ろ

った人間も、ここからこの景色を眺めたのだと

よろい

から、鎧に身を固め、息も絶え絶えになった
ひづめ

な錯覚にとらわれる。

りここから同じ風景を眺めるのだろう。

一八七一年、ドイツ帝国ができたその年、岩

写真3 眼下に広がる田園風景

思う。そして、私が死んだ後も、人々はやは

写真2 ホーエンツォレルン城

伝令が、馬の蹄の音高く駆け上ってくるよう

写真1 丘の上にそびえるホーエンツォレルン城
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その一員であった久米邦武著の『特命全権
大使 米欧回覧実記』
（岩波文庫・全五冊）
が珠玉。久米は佐賀藩出身の歴史学者で、あ
しつよう

りとあらゆる見聞を執拗ともいえる情熱で書
きとどめていくのだが、その観察が信じられ
ないほど細かい。なにゆえに二百五十年も鎖
国をしていた国の人間が、突然目にした異郷

一八七一年に始まった視察の旅は延々と続

は、イギリスやフランスよりもずっと役に立

心持ちを忘れていない。
「この国の政府の方針

勉とでここまできた。しかも、弱者に優しい

き、彼らがプロイセンを訪れたのは一八七三

日本はアジアのプロイセンとなるべく歩み始

つ」と岩倉（具視）は確信する。こうして、

恐ろしいほど優秀であったに違いない。

年のことだ。統一を成し遂げたばかりのドイ

変喜び、伊藤も岩倉と同じく、ビスマルクに

ンを訪れる。ビスマルクは伊藤との再会を大

一八八三年、憲法を学ぶため、再びプロイセ

岩 倉使 節団の一員であった伊藤博 文は、

めたのである。

ツは、おそらく希望と活気に満ちあふれてい
たのだろう、日本のエリートたちはその空気
を正確につかみ、そして、統一の立役者であ
ほ

るビスマルクに惚れ込んだ。

鉄血宰相ビスマルクと日本使節

どの政府も違うことを考えている。強い国は

友好的に交わるが、それは外見だけ。本当は

意的だった。そして「全ての国は礼儀正しく

したのだろう。一八八四年には、森鴎外が陸

イザーに謁見し、また、ビスマルクと晩餐を

必ずベルリン王宮を思う。王宮で、彼らはカ

こういうシーンを脳裏に描くたびに、私は

心酔した。

常に弱い国に圧力をかけ、小さな国は大きな

軍の衛生制度を調べるためにやはりプロイセ

ビスマルクも日本の使節団にはすこぶる好

国にさげすまれる。プロイセンは長い間、弱

ンに赴いている。留学中、彼がベルリンで最

ばんさん

小で哀れな状況にいた。今の日本は、まさに

初の数カ月を過ごした下宿は今もあり、記念

えっけん

数年前のプロイセンだ。我々は、権利の保持
と自己保存に努めねばならない。同じ状況に
いる我々両国は、特別友好的に交わるべきで
ある」というようなことを懇切丁寧に説いた。
そんな心のこもった老宰相の言葉が、一日
節団の胸にずっしりと響いたことは想像に難

も早く先進国に追い付こうと心に誓う日本使
くない。プロイセンも、哀れな状態から抜け

個人主義といったものの本質、長所、そして

の光景から、共和制や民主主義や、君主制、
短所をここまで鋭く洞察できるのか、それが

出すために軍国主義を敷き、規律と服従と勤
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不思議でならない。近代日本を作った人々は、

写真5 森鴎外記念館のプレート

Top Photo / APL / JTB Photo

写真4 戦前のベルリン王宮

館（写真５）になっている。彼も毎日のように、

世界大戦に敗れると、カイザーは貨物列車に

時は流れ、一九一八年にドイツ帝国が第一次

王宮が燃えても誰も驚かず、消火に当たる者

ていた。当時、すでに空襲は毎夜のことで、

一九四五年二月三日、ベルリン王宮は燃え

消されたベルリン王宮

ごっそりと財宝を積んでオランダに亡命した。

さえいなかった。こうして四日間燃え続けた

威風堂々のベルリン王宮を眺めたはずだ。

ドイツ帝国はあっけなく消え、ワイマール共和

あと、そこには、なおも頑丈に聳え立つ壁と、

そび

国が建てられ、空っぽの王宮は博物館になった。

一九四九年、東ドイツが建国され、プロイ

しっかりとした丸屋根の骨組みが残った。

真６）に留学している。ベルリン大学とベル

センの面影を憎んでいる人物が指導者の座に

一九二六年、私の祖父がベルリン大学（写
リン王宮とは目と鼻の先だ。祖父は博物館と

就いた。ヴァルター・ウルブリヒト、後に壁

一九七六年にはそこに、東ドイツの時の指

年十二月、再びただの更地になった。ウルブ

つてベルリン王宮のあった場所は、二〇〇八

スベストで高度に汚染されていたからだ。結

導者ホーネッカーが共和国パレスという多目

たのと同じく、統一ドイツは、東ドイツの思

リヒトがプロイセンの思い出を無きものにし

けた王宮は消え、ベルリンの真ん中にはぽっ

的巨大ホールを建てた。共和国パレスは、党

い出を無きものにしたのである。

西ドイツは統一した。すぐさま共和国パレス

くる！ ドイツ人とは信じられないことをす

そして、ここに再びベルリン王宮が戻って

王宮がよみがえる！

が問題になった。というのも、この建物はア

一九八九年、壁が無くなり、その翌年に東

放され、市民のモダンな憩いの場となった。

ードが行われた。しかし、それ以外の時は開

の行事の会場となり、前の広場では軍事パレ

局、共和国パレスは解体され（写真７）
、か

写真7 解体作業中の共和国パレス

かりと穴が開いた。

ブリヒトは王宮を爆破する。五百年も建ち続

国にはそぐわない。そこで一九五〇年、ウル

雅で特権的な貴族のにおいがした。労働者の

の建設を命じた人物だ。ベルリン王宮は、優

なった王宮をきっと訪れたに違いない。

写真6 筆者の祖父も通ったベルリン大学（現フンボルト大学）
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センターができた（写真８）
。過去の王宮に

ボルト・ボックスというインフォメーション

二〇一一年の六月には、敷地の一角にフン

面が付け加えられる）
。

のデザインで、建物の一面にだけ近代的な壁

なくベルリン王宮である（イタリア人建築家

ンボルト・フォーラム。しかし外見は紛れも

中身は科学と文化の殿堂になる。名付けてフ

る人たちだ。王宮の複製を造るのではなく、

世界はプロイセンなしですますことができ

は、
「プロイセンは存在する必要はなかった。

つてドイツの歴史家セバスチャン・ハフナー

ころが、プロイセン人はどこにもいない。か

言を話し、昔ながらの伝統で祭りを祝う。と

ンベルクは今でもある。人々はそれぞれの方

バイエルンやヘッセン、バーデン、ヴュルテ

消えたはずなのだ。同じ運命であったはずの

は、もちろん高い。プロイセンは跡形もなく

ただ、なぜ今頃プロイセンなのかという声

ツェツィーリエは、ソ連領となったポツダム

さて、第二次世界大戦後、ヴィルヘルムと

なかった。

破壊されており、首脳会談の開ける会場は

リエンホーフで開かれた。ベルリンは空襲で

秩序を定めたポツダム会議は、ここツェツィ

極の雅であろう。ちなみに、戦後の世界の

るのに、豪華絢爛には見えない。これこそ究

いった趣だ。実は隅々まで贅が尽くされてい

そりとたたずむイギリス荘園風の大邸宅と

エンホーフは、洗練された庭園のなかにひっ

ぜい

ついての資料、そして、これから建設される

た」とまで言い切った。果たしてそうなのだ

を逃れて南ドイツに移り住んだが、ヴィルヘ

みやび

フォーラムのコンセプトがよく分かる。
私は、
ろうか？

遠にカイザーになれなくなった皇

一九一八年にドイツ帝国が崩壊した時、永

旗が掲げられる。それを見る時、ヨーロッパ

ある城主が逗留している間は、屋根の上に家

ンツォレルン家の所有だ。カイザーの子孫で

ている。そういえばこの城は、今でもホーエ

ルムはなんと、ホーエンツォレルン城に戻っ

太子ヴィルヘルムは、父親ととも

にはまだ中世の歴史が脈々と息づいているの

カイザーの子孫の住む城

王宮の復元（写真９）が待ち遠しくてたまら
鴎外が見たベルリンの風景を私も見ることが

ない。完成は二〇一八年の予定。岩倉や伊藤、

にオランダへ亡命したが、まもな

だと思う。

ーフも私のとても好きな場所で、日本から知

ホーエンツォレルン城もツェツィリエンホ

と う りゅう

く、政治活動をしないことを条件
にドイツへ戻っている。夫人のツ

人が訪れれば、どちらかに必ず案内するほど

ふう び

ェツィーリエは、一世を風靡した

だ。そして、偶然にもどちらもプロイセンと

きさき

人気の妃で、その名を冠した彼ら

深く関わっている。

（かわぐち マーン えみ）

プロイセンは、決して死んではいない。

今もポツダムにある。

写真9 フンボルト・ボックス内に展示してある
ベルリン王宮完成予想図

の居城ツェツィリエンホーフは、
ホーエンツォレルンが中世の山
城であるのに対して、ツェツィリ
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できるのだと思うと、ワクワク胸が躍る。

写真8 フンボルト・ボックス

特集 4

食文化のＴＰＯ

ーカリーで出されていた。この店は谷崎潤一

残ったドイツ人が銀座に開いたジャーマンベ

する何十年も前、やはり捕虜生活後日本に

る。ハンバーガーもマクドナルドが日本に上陸

本人の食生活に影響を与えたのが始まりであ

ハイムたちがソーセージやパンを紹介し、日

野の収容所にいたローマイヤ、ケテル、ユー

化はソーセージやパンの膨大な種類、季節感

れていることを知った。また、ドイツの食文

ワインを楽しむ時（写真１）がはっきり分か

に、ドイツ人が日常生活でビールを飲む時と、

や顧客を招いての食事会などに参加するうち

イツ全土を報道関係者に紹介し、本社の行事

トハンザ ドイツ航空の広報担当者としてド

本人の頭からは消えていない。私は長年ルフ

大島

愼子

って初めて理解できるものではないか、と思

文化はその地域の気候風土や場の雰囲気があ

参加する機会に恵まれた経験からいうと、食

の振興に数年関わり、ワイナリーの試飲会に

筑波学院大学経営情報学部教授

ても、店舗は日本の大企業に吸収されている。

日独交流に見るワイン文化と観光

ドイツのワイン文化と観光を語る時、食文
化、街道文化そして温泉文化という三つのキ
ーワードを欠かすことはできない。

一方、現代では、多くの日本人がドイツに
観光旅行に行き人的な交流は盛んであるが、
ゃがいもを食べている」というイメージは日

「ドイツ人は、ビールを飲み、ソーセージとじ

日本でのドイツ食文化の始まり
日本におけるドイツの食文化は、第一次世

郎の『細雪』にも書かれているが、私も子供

があり、特有のシステムがあることに気づい

にあふれた食材と郷土料理や家庭料理の数々

ばんどう ふ りょ

界大戦の捕虜として板東俘虜収容所や習志

の時に行った記憶がある。現在は、そのドイ

た。ドイツ農林省の外郭団体でドイツワイン

ツ人たちが築いた日本におけるドイツ食文化
は世代が替わり、ブランドとして名前は残っ

写真１ ラインヘッセン地域のヴォルムスの聖母教会で行われた、
リープフラオミルヒ
（マドンナのブランドの白ワイン）のパーティー
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の一リットルのジョッキが飲み干せるわけで、

バーフェストの喧騒と興奮のなかでこそ、あ

うのである。例えば、ミュンヘンのオクトー

ーセージを体験して初めて分かるのである。

ソーセージの種類に圧倒され、また屋台でソ

あるが、ソーセージの文化はドイツの肉屋で

のドイツ人捕虜が伝えたパンやソーセージが

ドイツが日本にもたらした食文化には前述

け合わせになる時はビール、レストランでメ

る。じゃがいもも屋台で焼きソーセージの付

十種類ものじゃがいもが並ぶ様子は壮観であ

夏の風物はじゃがいもで、マーケットで何

感を守っている。春を告げるのは白いアスパ

が日常化しているが、ドイツ人は頑なに季節

あふれ、果物も野菜も通年で手に入ること

日本人の食生活ではハウス物と輸入品が

厚皮で作り、レシピによりパセリ、レモン皮、

白ソーセージは、仔牛肉、豚背脂、ゆでた豚

り、ミュンヘンの白ソーセージである。この

ソーセージの代表格がフランクフルターであ

ージと焼くソーセージに分類される。ゆでる

った。食べ方としては、湯で加熱するソーセ

りアメリカに渡り、ビーフが素材の中心にな

本である。後年ソーセージがドイツ移民によ

ドイツ人が食すソーセージの素材は豚が基

を合わせる。同じヴィルトでも、ウサギやキ

ダー品種やドルンフェルダー品種の赤ワイン

季節であり、ヴィルト Wild
の季節は鹿肉が
中心になるが、これにはシュペートブルグン

これもワインと合わせる。そして冬は狩猟の

と合わせてソースにしたり、炒めたりするが、

コのなかで、フィファリンゲ Pfifferlinge
とい
うキノコが季節を告げる。キノコはクリーム

インとなる。初秋にはキノコで、各種のキノ

インコースの肉や魚の添え物になる時は、ワ

けんそう

ない。この意味で、食文化は観光でその地域

日本の食卓で同じものがあっても魅力は感じ

である。
Spargel
ドイツ人のこだわり はドイツ産

かたく

季節にこだわるドイツの食文化

に行ってこそ、理解できるものである。

ラガスであるシュパーゲル

ルバーナ種がドイツを代表していた。ドイツ

種の七割がリースリング種であるが、昔はシ

北限といわれたドイツで、現在白ワインの品

醸造技術が進んだためである。ワイン生産の

であり、これは地球の温暖化の影響もあるが、

生産量では七割が白ワインで三割が赤ワイン

を合わせるのが伝統である。ドイツのワイン

ゲルにはシルバーナ品種のドライな白ワイン

で、五月中旬から聖ヨハネの祝日で
Spargel
ある六月二十四日まで店頭に並ぶ。シュパー

ガー、アウクスブルガーなどその地域の屋台

地名がついているものが多く、ニュルンベル

ードとビールで食べる。焼きソーセージには

ている。そして白ソーセージは、甘いマスタ

肉は傷む前に食べる、という知恵から生まれ

午前中に食べる。これは冷蔵庫の無い時代に

聞いてはならない」という言い伝えどおり、

だが、伝統的に早朝に作られ、
「正午の鐘を

め、十二～十五センチごとにねじって作るの

を加える。出来上がった混合物を豚腸に詰

メース、たまねぎ、更には生姜やカルダモン

風のロマンチックな雰囲気という意味合いで

時代の「ローマへの道」の意味であり、当世

ロマンチック街道は、そもそもはローマ帝国

する中世の街並みが日本でも知られている。

ブルクからフュッセンまでの道の周囲に点在

ばロマンチック街道が有名であり、ヴュルツ

さて、街道文化だが、ドイツで街道といえ

その土地で味わうものである。

い。季節の食材とワインのマリアージュは、

ジなど鳥類の場合は、白ワインを飲む人が多

Deutscher

産シュパーゲルとシルバーナにはこの伝統が

で焼かれ、これもビールと合う。

街道文化に戦略的観光政策を見る

残っている。

特集◆日独交流150周年――これまでの軌跡 観光や文化交流の在り方をめぐって
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はない。フランクフルトからミュンヘンまで
のバスが、昔からロマンチックバスと名乗っ

由来する。ドイツ人にとっては日常的な風景

家族が、休暇を過ごすことが多かったことに

二次世界大戦後に駐留していたアメリカ軍の

り、正式な名称は Ferienstrasse
であるから
直訳すると「休暇街道」であり、百五十以上

観光地を面でつなぐコンセプトが古くからあ

街道文化は、ドイツでは観光街道という

ドイツ人の休暇の
過ごし方から生まれた休暇街道

であってもアメリカ人にとっては中世の街並

のルートがある。最も古い街道はドイツアル

ていたが、この街道が有名になったのは、第

みは非日常社会であり、これは観光誘致に最

らの観光客は車で素通りするとの理由で、

トーリーばかりを考え、ロマンチック街道の

的な風景とルードヴィッヒ２世の悲劇的なス

イラスト）で、三月から十月まで多くのワイ

ファルツ地方（写真３）を縦断する街道（地図、

シュヴァイゲンから、ボッケンハイムまでのプ

るのでこれも古く、フランスのアルザス近くの

イツワイン街道は一九三五年に制定されてい

テスガルテンまでの四百五十キロである。ド

デン湖からヒットラーの別荘があったベルヒ

ストリア国境沿いのアルプスに並行し、ボー

ペン街道であり一九二七年に制定され、オー

光立国を目指すタイミングと相まって、この

から工業国として復興してきたドイツが、観
街道をアメリカ人、そしてバブル期に入った
日本人を対象に大々的に宣伝した。
ドイツの観光政策は戦略的である。遠方

日米を対象にプロモーションを開始したのは

起点であるヴュルツブルクは、フランケンワ

からの観光客はドイツに宿泊するが、隣国か

一九八〇年ころの話である。私はルフトハンザ

インの大産地であると気づいたのは後のこと

ワーグナーを敬愛し庇護しながらも悲劇的な

である。ノイシュヴァンシュタイン城は、城

いう言葉を流行させた、女性誌の﹁ non-no
﹂
の記者を招待して、街道の最終目的地である

最期を迎えたルードヴィッヒ２世のエピソー

チック街道の紹介のため、当時アンノン族と

ノイシュヴァンシュタイン城（写真２）のロ

ドは有名であり、東京ディズニーランドのシ

の広報に配属されたばかりのころで、ロマン

マンチックな雰囲気を取材してもらった。ロ

ンデレラ城のモデルとしても知られている。

郭建築としては評価されていないが、音楽家

マンチックという言葉を重視したため、魅力

1935年に制定されたドイツワイン街道。
プファルツ地方を縦断する
www.deutsche-weinstrasse.de

てプロモーションを始めたものである。敗戦

適とばかり、ロマンチック街道協会を結成し
写真2 ノイシュヴァンシュタイン城
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写真３
（上）プファルツ地方のブドウ畑

日本の温泉に学んだ
ドイツの温泉文化
は温泉であり、
Bad

代から続いているバーデンバーデンに、若者

にも親しみやすい近代的なカラカラテルメを

一九八五年に新設したのである。

アハウス（写真５）があり、これは社交場で

デンバーデンを筆頭に、保養地の中央にはク

ドイツワインの十三生産地のほとんどに、ワ

ーゼルワイン街道、バーデンワイン街道など

ワイン街道はドイツ国内に複数あり、モ

写真４
（左）バートデュルクハイムの
世界一のワイン樽

バートデュルクハイムの

ありレストラン、コンサートホール、そして

イン街道と名づけられた道がある。モーゼル

歴史に由来した
ドイツ各地のワイン街道

カジノが併設されている。昼はテルメと呼ば

ワイン街道はドイツで最初にローマ人がワイ

ドイツには温泉と指定された地名に Bad
とつ
く都市が百四十ある。著名な高級保養地バー

れる温泉浴場でリラックスして喉の渇きをビ

ン造りを始めたといわれるトリーアを通り、

ワインを飲む。五十社のワイナリーが出店し、

（ソーセージ市）と呼ばれ、大き
Wurstmarkt
なテントの中で〇・五リットル入りのグラスで

イン版ともいえるもので、ヴルストマルクト

かれる。これはミュンヘンのビール祭りのワ

に感動した。ド

ふれていること

泉には若者があ

ームで日本の温

い女性の温泉ブ

イツから日本の温泉視察団が来日し、当時若

たのはベルツであるが、七〇年代の後半にド

手となったのである。

語であり、修道院の僧侶がワイン醸造の担い

より花開いた。ワイン造りの教科書はラテン

ト教とローマ文化を受け入れたカール大帝に

のど

ン祭りがある。この街道にあるバートデュル

ールで癒やし、夜はカジノやコンサートホー

よってもたらされ、民族大移動の後にキリス

二百五十キロ続く。ワイン文化はローマ人に

百五十種のワインが味わえる。この祭りは昔、

イツの温泉保養

たしな

る。日本の温泉を調査し、温泉医療を紹介し

ルでワインを嗜むというライフスタイルであ

巡礼者にソーセージや飲み物を与えるために

地には中高年し

たる

樽（写真４）の前で九月にワイン祭りが開

クハイム（ Bad Duerkheim
）では、百七十万
リットル容量で世界一の大きさというワイン

開かれたものであり、したがって、ワインは質

かいなかったの

インを造り続けている。

ワインを育てた伝統的な修道院は今なお、ワ

シュロス ヨハニスベルク修道院など、ドイツ

やアウスレーゼ（房選び）の手法を発見した

ハ修道院（写真６）
、
シュペトレーゼ（遅摘み）

ュタインベルガー」を造り出したエバーバッ

紀にはドイツワインの最高峰である「銘醸シ

ライン河畔に一二世紀に建てられ、一八世

る。祭りにはソーセージ屋台が大量に出店さ

である。そして

や香りを楽しむというよりも、がぶ飲みであ
れ、一般的にはソーセージとビールという組

彼らはローマ時

特集◆日独交流150周年――これまでの軌跡 観光や文化交流の在り方をめぐって
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み合わせが、この時ばかりはワインとなる。

写真5 バートデュルクハイムのクアハウス

レッシュでフルーティーなワインの人気が根

的にはドイツが生んだリースリング品種のフ

土日を入れれば二週間連続して休むことにな

連続付与（十二日）が法律で決められており、

は治癒のためであるから、日本のように病気

る。休暇手当も支給される。夏休みに家族

治療を休暇で消化するなど論外なのである。

強いが、急斜面で栽培して手摘みであるドイ

全世界的に、食事とともにワインを飲む習

ドイツで観光街道や農家滞在中心のグリ

で休暇を過ごすために、学校の夏休み開始は

慣が増え、辛口ワインが好まれる。ドイツワ

ーンツーリズム、国内観光が活性化している

ツワインは人手がかかるため価格が高く、日

インは甘いというイメージを拭い去ることが

のは、ドイツ人に休暇を取る習慣があるから

州によって異なり、アウトバーンやキャンプ

必要なのである。そして芳醇なデザートワイ

本のスーパーマーケットやコンビニエンスス

ンである貴腐ワインやアイスワインレベルを

こそである。また温泉文化が発達した要因は、

地などの混雑を緩和するように配慮されてい

食後にゆったりと楽しむ生活習慣がまだ日本

トアの店頭の価格帯に合わず、入手しにくい

に根づいていないことも、ドイツワインの良

クア Kur
の制度である。これは慢性疾患や
持病のある四十歳以上の労働者が、温泉保養

る。休暇はリフレッシュのためであり、病欠

さがアピールしきれていない要因である。し

地で四週間ほど滞在して体調を整える制度で

のである。

第二次世界大戦後にドイツワインを日本に

かし、十勝ワインも六〇年代にドイツで技術

あり、保険が適用され有給である。ドイツ経

ほうじゅん

紹介したのは、カメラのライカ社や医薬品メ

を習得した成果であり、北海道や山梨が奨励

済が低調になった九〇年代末ころからは審査

日本のワイン文化はドイツから

ルク社の総代理店のシュミット商会社長の井

しているワインツーリズムも、ドイツやフラン

が厳しいらしいが、年次休暇とクア休暇を一

あつむ

上鍾氏であり、その社員であった古賀守氏が

スのワイン街道がヒントになったものであろう。

療関係者を中心に飛躍的に普及し、七〇年

においてドイツワインは、ライカファンや医

時から親と旅行に行く習慣があり、成長す

位を占めた。しかしその後、フランスワイン

いないものが一つある。休暇法である。ドイ

日独交流の歴史で、日本が全く受け入れて

到底理解できないものではないだろうか。

本の若者の旅行離れは、ドイツ人にとっては

内や外国で見聞を広めた若者を採用する。日

れば当然のように海外旅行に行く。企業は国

の普及や、健康に良いという赤ワインブーム

ツは二十四労働日以上の有給休暇を企業が従

日本がドイツから
もう一つ受け入れてもいいこと

により、白ワインが中心であったドイツワイ

業員に保証しなければならず、しかも休暇の

（おおしま ちかこ）
ンのマーケットシェアは低迷している。世界

代から八〇年代にかけては輸入ワインの第一

度に取れば二カ月以上休みが取れる。子供の

独立してドイツワインの普及に努めた。日本

写真6 エバーバッハ修道院（ライン河畔ラインガウ）
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研究ノート

三陸の観光復興

大隅

当財団では、東日本大震災によって甚大な

年化を実現していくとともに、他産業との連

しいツーリズムを創出し、滞在化、観光の通

一志

被害を受けながらも他の被災地に先駆けて観

携による雇用創出や流通・経済の活性化、集

主任研究員

光復興に取り組む岩手県田野畑村に対し、継

落再建・コミュニティ再生など、観光が生み

――岩手県田野畑村の取り組み（２）
財団法人日本交通公社

続的な支援を行っている。前号（
『観光文化』

出す価値を生かして、村全体の復興を少しで

い

２０９号）に引き続き、同村への支援を通し

も牽引していこうという狙いからである。
「未

計画の策定作業の段階へと移っている。計画

新たな田野畑ツーリズムの育成と観光・交

の再建、体験プログラム等）

被災した観光施設等の復興（ホテル羅賀荘

れる。失われた宿泊拠点の復旧に相当の時間

光を元通りに回復させることは難しいと思わ

われずに済んだ。とはいえ、かつての三陸観

ど陸中海岸を代表する観光資源の価値は損な

崎や浄土ケ浜（宮古市）
、龍泉洞（岩泉町）な

幸いにして、今回の震災においても、北山

新しいツーリズムの芽を育てる

現在、観光復興計画は、基本計画から実施

ニティづくり

観光を活かした産業振興や魅力あるコミュ

制の強化

観光機能の再構築と情報発信力、推進体

と交流促進

復興のプロセス等を活かした観光客の滞在

た観光復興への歩みを紹介する。

見た場合、総合産業とも言える観光が果たし

ら、都度、紹介していきたい。

の詳細については、今後の進捗を踏まえなが

【観光復興の方針】

創造」に向けて以下の五つの方針を掲げた。

田野畑村の観光復興では、
「未来の価値の

はないだろうか。

来の価値の創造」は、地域づくりの視点から

観光復興の目標は
「未来の価値の創造」

得る大きな役割であり、直面する三陸の被災

値の創造』である。これは、
「未来に向けた復

野畑スタイルの観光・交流を通した未来の価

基本計画に掲げた観光復興の目標は、
『田

。
下旬、村議会で承認された （注１）

村災害復興計画『復興基本計画』
」が、九月

員会での検討を経て、
「東日本大震災田野畑

筆者も参画している村災害復興計画策定委

地の復興においては、なおさら重要な視点で

（5） （4） （3）
流空間の整備
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興」という村復興計画全体の方針を受けたも
ので、震災を糧に、これまで以上に田野畑ら

（2） （1）

れたこれまでの周遊型の三陸観光が、次第に

多様化するなかで、
「見る」ことに重きが置か

を要する上、旅行者の興味や旅行スタイルが

こうした視点を踏まえ、当財団と村では、

重要であること

せず新たなマーケットを育てていくために

したサポーターづくりが、観光を途切れさ

および高架橋の流失など各地に大きな傷痕を残

し、明戸浜の防潮堤の損壊、三陸鉄道島越駅舎

海洋の自然や海のなりわいに触れる
（ブルー＆エコツーリズム）

三陸の海の自然（生態）
、漁法や養殖技術、
漁業・水産加工体験、市場・番屋見学、
漁村の暮らし・文化学習など

ても、決して単なる「被災地巡り」にとどめず、

肝要なのは、被災地を案内するツアーではあっ

災害の傷痕は、
復旧が進むにつれて薄れていく。

被災地でも提供されていくものと思われるが、

今後、被災地の案内ツアーは、他の三陸の

を旅行者に伝えている（写真１・２）
。

日の実体験や被災後の生活ぶりなど“生の声”

験を持つ住民が直接語り部となって、津波当

集落内の災害遺構などを案内しつつ、被災体

験村・たのはたネットワークのスタッフが被災

ガイド」の受け入れを始めた。ＮＰＯ法人体

旬から「大津波・あの時あれからの語り部＆

提供している。田野畑村においても、七月下

フロントライン研修」プログラムを五月から

現場視察のサポート等を目的として、
「被災地

道が、被災地の復旧・復興作業の円滑な実施、

被災地を案内するツアーとしては、三陸鉄

史を後世に伝える遺構の保存も検討している。

聞き取り作業を進めるとともに、津波災害の歴

今回の大津波では、漁村集落の大半が流出

津波の記録の保存と「津波の語り部ガイド」

鮮度を失いつつあるからである。

震災を糧としながら、将来の観光を支える新

した。村では、現在、これら津波の傷痕を記録

●動き出した新たな取り組み

田野畑村の観光復興においても、北山崎の

たなツーリズムの創出に向けた取り組みおよ

復興を支援する

みに依存することなく、村がもう一つの柱と

サッパ船アドベンチャーズ、
北山崎ネイチャートレッキングなど

に残し、津波を経験された方々の体験談などの

番屋エコツーリズム
中核プログラム

び準備を進めている（図１）
。

図1 田野畑村の目指す新たなツーリズムの方向

して育ててきた、海の暮らしの魅力を村民が
旅行者に伝えるという『番屋エコツーリズム』
の理念を受け継ぎつつ、より田野畑（三陸）
らしい魅力にあふれたツーリズムを再創出し
ていかなければならない。

●キーワードは「学び」「支援」「交流」
今後の新たなツーリズムの創出には、
「学び」
「支援」
「交流」が重要なキーワードになると
考えている。それは、主に次のような理由か

三陸を歩く
内陸資源や歴史・文化資源の活用

らである。

ロングトレイルの整備、
三陸を歩きながら地域住民と交流など
歴史・文化体験（三閉伊一揆、菅窪鹿踊等）
、
産業体験（畜産等）
、山・川・沢等の自然体験、
収穫体験など

「学び」
「支援」
「交流」
ジオツーリズム・プログラム、
津波の語り部ガイドなど

在化していること

宿泊に質を求めず田野畑に来てくれる現実

的な客層の開拓が必要であること

震災が生み出した遺構、繰り返される津波

の歴史やその体験、防災の知恵などが学ぶ

資源となり、三陸観光の他地域との差別化
につながること
復旧・復興の段階では、村民との交流を通

清掃活動、
海岸風景の再生（植樹、
環境づくり）
、
ロングトレイル（長距離自然歩道）の整備、
番屋の再生など（田野畑サポーターとの交流）

【キーワード】
ジオ
（地質）
や津波から
三陸の自然と暮らしを学ぶ

旅行者側に学びや社会貢献等のニーズが顕

（3） （2） （1）
（4）
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三陸でしか学ぶ（伝える）ことのできない持続

陸の代表的プログラムに育てていきたい。

教育旅行や学びを求める大人にも通用する三

高めるとともに、その語り部の育成を通して、

るストーリー性を持ったプログラムへと質を

村の状況も理解した上で一般客を対象とした

に社員が田野畑村でボランティア活動を行い、

もなりかねない。前述の旅行会社では、事前

すれば、支援する側からの善意の押しつけに

震災後、被災地のがれき処理や清掃活動、

復興支援（ボランティア）ツアーの受け入れ

な支援活動、例えば、被災した海岸風景の再生

ってくる。考えられる今後の対象は、中長期的

今後、復旧が進むにつれて支援活動の場は減

ツアーを実施している。

買い物など直接的な復旧活動や経済的貢献を

（植樹活動など）や遊歩道整備、産業復興支援

（注２）明治以降の三陸を襲った大津波の貴重な証言・記録を紹
介した記録文学。著者・吉村昭は、毎年のように田野畑村を訪
れ、村人から聞いた津波の話を記録し、村人との交流を深めた。
（注３）
「津波が来たら、肉親に構わず、各自てんでんばらばらに
一人で高台へと逃げろ」という意味の、三陸沿岸地域に伝承さ
れてきた津波防災の知恵。「命てんでんこ」ともいう。

（注１） http://www.vill.tanohata.iwate.jp/userfile/

hukkoukihonnkeikakuhonnbunn.pdf

（おおすみ かずし）

入れ態勢づくりが必要になってこよう。

などであるが、復旧活動以上に、十分な受け

通して、復興を支援しながら被災地を観光す
る旅行会社の企画ツアーが出ている。
田野畑村においても、旅行会社の企画する
ボランティアツアーの受け入れを行っている。

的なプログラムにしていくことである。
田野畑村には、災害遺構にとどまらず、吉

観光と合わせて、
被災地である宮古（浄土ケ浜）

某旅行会社では、
「三陸海岸復興支援＆観光コ

大津波の記憶や記録、
「津波てんでんこ」（注３）

や田野畑村を組み込んだ四日間程度のツアー

ース」として、世界遺産・平泉や遠野などの

など人々に伝承されてきた言葉や防災の知恵

をこれまでに複数回催行している。田野畑村

介されているように、繰り返し経験してきた

が残されている。また、田野畑村で見られる

でのプログラムは、明戸浜でのごみ清掃活動

村昭著『三陸海岸大津波』（注２）に数多く紹

“高台に暮らしながら漁業を営む”という漁村

ボランティアツアーの課題は、旅行会社・

のほか、大津波語り部ガイドやサッパ船体験

旅行者のニーズと受け入れ側とのマッチング

スタイルは、隆起海岸である北部陸中海岸特

る白亜紀地層など、津波とも関わりの深いジ

や、受け入れ側の負担への配慮である。本来、

などで、受け入れはＮＰＯ法人体験村・たの

オツーリズム資源も豊富であり、田野畑なら

有のものと言える。加えて、長年の地殻変動

ではの「学び」の要素は多い。今後も、こう

ボランティアツアーは受け入れる被災地側の

はたネットワークが行っている（写真３）
。

した要素を活かしながら、三陸という地域の

ニーズに支援者が応えるものであるが、とも

によりできた隆起海岸の海岸線に露出してい

自然やそこに暮らす人たちの魅力を伝えられ
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写真３ 復興支援ツアーでのボランティア
活動の様子。明戸浜での清掃活動では、
参加者たちが、無心に汗を流す姿が印象
的であった。

写真1・2 「津波語り部ガイド」。
被災体験をした住民自らが語る生の声が
参加者の心に響く。

連載Ⅰ
あの町この町

友愛の行方

第46回

──徳島県鳴門市大麻町板東

ドイツ文学者・エッセイスト

池内

紀

駅。簡素な無人駅の正面は開け放しで、遠

ＪＲ四国の高松と徳島を結ぶ高徳線板東

て、三々五々と白衣姿が行きかう風景を想

カ所札所巡りの栄えあるスタート地点であっ

一番 霊山寺」の入口を告げている。八十八

（イラスト＝著者）

くに形のいい三角の峰が見える。大麻山とい

像してきたが、まるきり見かけない。たまた

りょうぜんじ

って讃岐山脈の東端にあたり、標高はせいぜ

まなのか、それとも霊場巡りもすっかりモー

ばんどう

い五〇〇メートルあまりだが、スッキリした

例外になったのか。

タリゼーション化されて、歩き遍路は珍しい

は

独立峰のように形がいい。昔から日本人は

山門前で参道から離れ、三角の峰を見や

おおあさ

このような山を神の宿るところとして崇めて
きた。山上には大麻比古命が祀られ、南麓

りながら川沿いをすすむと、山裾の繁みの前

ひ こ の みこと

に四国きっての古社の一つ大麻比古神社があ

に来た。

店 …… 半ばシャッター街にせよ、かつて独立

履物店、呉服店、スーパー、理髪店、文具

のように立ててある。となり合ってこの土地

背のそろった木柱が二本、左右の見張り兵

「ベートー
ヴェン 「第九」日本初演の地」

「板東俘虜収容所跡」

る。通称が「おわさはん」
、春の大祭には一
キロに及ぶ参道が人であふれる。

した町だったころの名ごりを見せている。風

示板。そのため正面まん前に俘虜収容所と

が財務省から「無償で借り受けた」旨の標

駅前からＴ型に古風な通りがのびている。

格のある町家の一階が休み所に改造されて、

「第九」
と財務省のヘンテコなトリオができた。

「お遍路さま お気軽に お立ち寄り下さい」
。
角を曲がったところの雄大な石柱が「四国第

24

センダンの大木が大きく枝をひろげてい
る。草の繁った中に杭がのぞき、
「兵舎（バ
ラッケ）第八棟跡」などの標示が見える。段
差から赤レンガの礎石がのぞいている。そん
な一角に白と黒の大理石づくりで立派な「友
愛」の碑。左右に日本語とドイツ語で俘虜
収容所の由来が彫りこまれている。ドイツ語
が読めるせいで知ったのだが、
「センダンの
木」はドイツ語ではパーテルノステルバウム
というらしい。教会で大きな数珠を何人もで
廻し合うのを、たしかドイツ人は「パーテル
ノステル」という。よく似た巨大数珠を日本
にそっくりの宗教的風習があったのだろう。

の寺でも見かけたことがあるから、洋の東西
収容所にどうしてセンダンが植えられたのか
知らないが、はからずも友愛を植物で結びつ
けたぐあいである。
大正三年（一九一四）七月、第一次世界大
戦勃発。八月四日、ドイツとイギリス開戦。
八月二十三日、大日本帝国はドイツに宣戦
を布告した。たてまえは一九〇二年に結んだ
日英同盟によってだが、本当の狙いはべつに
チンタオ

あった。当時、ドイツ帝国は中国・山東半島
の港湾都市青島及び南洋諸島を領しており、

あの町この町 46
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これを攻めて大陸進出、また南方への足がか
りにしようというのである。

元板東俘虜収容所入口

って、とても支援の手がまわらない。日清、

ては、はるか遠い東方のちっぽけな拠点であ

日本軍、青島を占領。なにしろドイツにとっ

日本海軍、
ドイツ領南洋諸島を占領。十一月、

九月、日本軍、山東半島に上陸。十月、

る。恐るべきはやり病がなければ、死者の数

三千万人もの死者を出したスペイン風邪によ

板東では九人。大半が一九一八年、世界中で

所は全国十一カ所にわたり、死者八十数人、

名前が刻んである。それでわかったが、収容

全国でも一、
二を争う立派さではあるまいか。

く建て替えられた。国際交流の建物としては

たのが初代で、平成五年（一九九三）に新し

いる。昭和四十七年（一九七二）に建設され

層目が黒く、黒い屋根に白い八角塔がのって

きょう て い

「ドイツと協定したのですか？」

テイがあるから」と言われた。

受付の女性にその旨を伝えると、
「キョウ

は格段に少なかったのではなかろうか。
収容所跡地から十分ばかり歩いたところ

日露を制し、日韓併合をはたして意気上が
る日本軍部にとっては、赤子の手をねじるよ

に「鳴門市ドイツ館」がある。白い二層に三

協定ではなくて競艇。鳴門競艇は四国随一

うなものではなかったか。
青島と南洋諸島のドイツ守備隊、また召

であって、少なからず市の財政を潤し、ひい

鎖までの四年間にわたる収容所のようすが、

集や志願によって防衛についたドイツ人は捕

捕虜収容所がつくられた。四国では松山、丸

資料、映像、人形などで再現してある。
「バ

ドイツ館の二階が展示室で、開設から閉

亀などの師団地に収容。大正六年
（一九一七）
、

ラッケ」と呼ばれた八棟は、ごくお粗末な家

ては「第九」のふるさとに寄与しているらしい。

徳島県板野郡板東町に収容所がつくられ、

屋をいう日本語の「バラック」とはちがい木

虜となり日本へ送られた。総数約五千人。

四国の各地に分散していたドイツ人捕虜が一

ンス、農作業、乳牛指南、洋酒造り ……。

ゆらせている。テニス、サッカー、鉄棒、ダ

おり、表紙には軍帽の男が悠然とパイプをく

の合作で、文と絵で収容所暮らしをつづって

ル画文集があった。詩人肌とアマチュア画家

つに『鉄条網の中の四年半』というオリジナ

ァイオリンを奏いたりできた。展示資料の一

り、孤独好きが読書したり、音楽好きがヴ

小さかったにせよ、共有部分をサロンにした

造の大きなもので、一人あたりのスペースは

慰霊碑には捕虜生活中に没したドイツ人の

二つあって、旧は小さく新は大きい。新しい

のぼっていくとドイツ兵慰霊碑の前に出た。

容所跡の上に池があって、かたわらの山道を

大麻山の山裾が舌のようにのびている。収

に異人村が誕生した。

眠りこけたような阿波の小さな町に、にわか

いるが、碑文によると、正確には九五三人。

カ所に集められた。ふつう約千人といわれて

急拠、千葉県習志野、福岡県久留米などに

俘虜収容所全景（大正6年の写真による）
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画文集『俘虜収容所の4年半』表紙（コラージュ）

一応は鉄条網で区切られていたが、
「ドイツ

農学士

村」はさまざまな形で外に開かれていた。

「俘 虜独逸人。後備陸軍上等兵

右の者 は 洋 種 野 菜 栽 培の 専 門 家であ

ハインリヒ・シュミット 当年四十歳

り ││ 」

当板東町農会のもとめによって、ドイツ式

栽培法の実習指導に出向いた報告書。経済

学博士、准士官ベルリナーが郡役所、また徳

島市商工会議所で「大戦と世界経済の展望」

と題して講演。ヨーゼフ・ウェーバ、
フリッツ・

ローデル両名より「ウイスキー」「ブランデー」

の製法に関して指導を仰ぐ旨の出願。プア

ン・タラーンほか二名が県立農学校の依頼を

受けて養豚場に出張し、学生の前で、
「分校

飼育ノ幼豚三頭ノ去勢」をしたこと、
また「他

ノ豚一頭を屠殺シ、コレヲ解体ノ上、調理シ

テ、校長生徒全員ニ試食セシメタ」こと。ど

のような料理だったのかはわからないが、
「一

同、ソノ妙技ニ舌ヲ巻キ多大ノ感銘ヲナシタ

リ」とあるから、舌つづみを打ってパクつい

たと思われる。

ほかにも牧場の設計、指導、ドイツ式体

操のコーチ、陸軍少尉にして音楽家ポール・

エンゲルによる洋楽教授。

収容所開設二年目の春、板東町の郡公会

あの町この町 46
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軍艦の模型、銅製の函や像、シャンデリア、額

パステル、鉛筆、油彩）二百点、豪華客船や

即売品の目録によると、絵（水彩、木炭、

道連絡切符を発行、往復二割引。

るが、淡路島からの客もあてこんで汽船・軌

を運転。そのときのポスターが展示されてい

気軌道は公会堂に近い駅まで徳島発の臨時

期は十日間。人出を見こして地元の阿波電

堂で「俘虜製作品展覧会」が開かれた。会

この事情は総計五千人のドイツ人捕虜に

辞典をつくり、日本語通をふやしていった。

に堪能なドイツ人は通訳のかたわら、日本語

職人もいた。東京の商社支配人として日本語

ずさわっていた知識人もいれば、腕に覚えの

た民間人であったせいだろう。高等教育にた

なく、開戦とともに召集されたり志願してき

もともとドイツ人捕虜の多くが職業軍人では

町の人々とさまざまな交流ができたのは、

当のカヴァリエ（騎士）
」だと述べた。ドイ

き人間性にかわりはない。帰還したドイツ人

悲憤をよく知っていた。捕虜であれ、尊ぶべ

に松江大佐は父を通して「敗者」の立場と

勇を兼ねたその人となりの力だろう。さら

る軍部にあって、しかるべき地位を得た。知

そんな家に生を受け、薩長閥がハバをきかせ

を指示され、
藩士は荒涼とした北方に移った。

藩は取りつぶし、おめぐみの下北半島三万石

会津は幕府軍と戦って敗れ、二十八万石の大

ツ語における最高の称讃にあたる。第二次世

が「マツエ大佐」を語るとき、こぞって「本

に八カ所あったが、板東のほかのどこにも、

界大戦にも召集を受け、ソ連の捕虜になった

催された大正七年当時、俘虜収容所は全国

標本、蜜蜂飼育箱、ハム、ベーコン、ヨーグル

この種の交流がなされた記録はない。また板

一人が、のちに問われて答えている。

共通したところだった。
「製作品展覧会」が

ト、自動計算器、洗濯機械、冷蔵機械、セロ、

東に集められる前の松山や丸亀では捕虜の

「私は、確信をもっていえます。世界のど

縁、鏡台、椅子、シガレットケース、縫いぐ

チッター、
（修理ずみ）ヴァイオリン……。い

外出は月一度、それも厳重な監視つきと定ま

こにバンドウのようなラーゲル（収容所）が

るみ、絵葉書、灰皿、毛糸靴下、蝶や昆虫の

ずれもドイツ人捕虜の手づくりによる。

っていた。俘虜情報局の管理のもとに、同じ

存在したでしょうか。世界のどこにマツエ大

公会堂が第一会場で、札所一番霊山寺の境

方式が各地で続けられたにちがいない。

に出向いた。もし逃亡を図るならわけなくで

キロあり、ドイツ人捕虜は連日、販売、出演

ホールも大繁昌。収容所から会場まで約二

露された。連日押すな押すなの盛況で、ビヤ

棒などの器械体操、人間ピラミッドなどが披

技、
「ドイツ相撲」
、ドイツ笑劇、鉄棒、平行

エンゲル管弦楽団による演奏、ドイツ体育競

年（一八七二）生まれだが、父は元会津藩士

その経歴の初めに一つの特徴がある。明治五

がら、目元にゆたかな温顔をとどめている。

におなじみの髭をはやしたいかめしい容貌な

ところに肖像が掲げてあるが、明治の軍人

よるものと思われる。展示室の入口正面の

軍歩兵大佐・松江豊寿のイニシアティブに

板東はあきらかに異例であって、所長・陸

そ稀有な例外だった。

は一切なかった。世界の戦史にあって、およ

以降の捕虜収容所に通常のことが、板東に

の食と非人間的な強制労働 ││ 。第一次大戦

張り台。つねに死を伴う苛烈な罰則、最低

電流を通した有刺鉄線と機関銃つきの見

内が第二会場になった。こちらではポール・

きたはずだが、ただの一人もそんなことはし

と知れば、すぐにわかる。明治維新に際し、

がいたでしょうか」

佐のようなラーゲル・コマンダー（収容所長）

なかった。
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な坊主あたま、ひときわ目つきが鋭い。受付

のは、もっとも特異で、もっとも人間性にあ

されているが、板東俘虜収容所をめぐるも

国際交流の歴史にはいろいろな記録が残

これだけの観光的財産が申し分のない配

あつらえたように揃っている。

と神とキリスト教、さらに歴史の置き土産が

館がある。霊場二番極楽寺もすぐ近い。仏

が生んだキリスト教実践家・賀川豊彦記念

東町は市の西南端にひっそりと孤立している。

の女性によると、日独交流一五〇周年にあた

ふれ、とりわけ興味深いケースだろう。大正

置にあるのに、それぞれがポツリポツリとあ

退屈である」と言うと、わが意を得たよう

り、ドイツ大統領が来日する。十日ばかりの

八年（一九一九）
、徳島市内新富座でポール・

るだけで、エリアとして生かされていないの

一階に下りてくると、フロアに人だかりが

スケジュールに鳴門市ドイツ館訪問が入って

エンゲル管弦楽団が催したコンサートにおい

はどうしてだろう？ ドイツ館も賀川豊彦記

霊場一番霊山寺は大麻比古神社の参道入

いて、ドイツ警察先発チームと徳島県警の合

てベートヴェンの「第九交響曲」が演奏され、

念館も建物は立派だが、人のけはいに乏し

にうなずいた。事務室から出てきた黒服軍

同打ち合わせ兼下見だという。ものものしい

わが国「第九」の始まりとしてライトがあて

く、土地と人にほとんどかかわりがないかの

している。全員黒服で男ばかり。書類をひろ

一団が階段、通路、トイレ、事務室をチェッ

られがちだが、それはむしろお別れのエピソ

その川沿いにドイツ館、収容所跡、また阿波

クしながらまわっていく。

ードである。そこにいたるまでの年月の動静

口にある。これと平行して板東谷川が流れ、

鳴門市はかつて製塩で栄えた。ドイツ北

ようだ。たまに交流会があっても、予算つき

者はあわててあとを追いかけた。

部の町リューネブルクは岩塩の産地として知

と人の動きこそ、くわしくたどり直す意味

の催しはその日かぎりのイベントにとどまる

団がゾロゾロと二階へ上がっていく。若い記

られている。塩が縁で姉妹都市を結び、ドイ

がある。真の国際交流のための数々のヒント

のだ。せめて遊歩道と標識を整備して、エリ

げ、指示したり、チェックしたり。よく見る

ツ館の奥まったところがリューネブルクのあ

が見つかる気がする。メルヒェンのような遠

アを一巡できるコースを用意してはどうだろ

と中心の三人はドイツ人で、その一人は精悍

るニーダーザクセン州の広報コーナーにあて

い昔ばなしとするには、あまりに惜しい歴史

ち寄り、奇蹟のような収容所のあったことを

られている。そこでコーヒーが飲めるという

板東町は昭和三十四年（一九五九）
、隣り

知ることは、こよなく遍路の心にかなうので

う。札所巡りの人が何げなくドイツ館に立

ルマイヤーのプレミアムコーヒーをいただい

町と合併して大麻町となり、
「板東」の名が

はなかろうか。

のひとこまなのだ。

ていると、下見集団からこぼれ出た若いドイ

消えた。昭和四十二年（一九六七）
、大麻町

ので、旧バイエルン王室御用達アロイス・ダ

ツ人が所在なげにやってきた。デュッセルド

は鳴門市に編入された。
「鳴門市観光ガイド

〔注 記 棟田博『板東俘虜収容所物語』
、及び林啓介氏
の教示を受けた〕

（いけうち おさむ）
マップ」をひらくとひと目でわかるが、観光
コースは市の東北部、旧鳴門市の海寄り、島

ーヒーをすすめると、残念そうに腕時計を
指さした。時間がないということらしい。ド

寄り、うずしお巡りに集中している。旧板

ルフの新聞記者で、大統領専属とのこと。コ

イツ語で「いかなるツェレモニー（儀式）も

あの町この町 46
友愛の行方―― 徳島県鳴門市大麻町板東
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ホテルのロビーで、毎日、昼下がりになると

かりでなく、東京を含む世界各地のチェーン

人のリッツマンは考えた。こうして考案され

再現することはできないだろうか。料飲支配

を楽しむ、古き良き時代の優雅な雰囲気を

リバイバルという発想

催される優雅なイベント。白い帽子のページ

たのが、音楽の生演奏とともにサービスする

山口 由美

ボーイやチョコレートなどと並ぶ、ザ・ペニ

アフタヌーンティーだったのである。

旅行作家

香港を拠点とし、二〇〇七年には東京にも

ンシュラというブランドを象徴する重要なア

時からずっと受け継がれたものではなく、

そのアフタヌーンティーが、実は、創 業

史は優に百年を超える。だが、現在のような

香港、上海でホテルを経営しており、その歴

親会社の香港上海ホテルズは、それ以前にも

忘れられかけたものの中に
思いがけない宝物が…

開業したザ・ペニンシュラ。歴史ある名門ホ

一九八〇年代初め、当時のヘインツ・リッツ

インターナショナルホテルとしての地位を確

ザ・ペニンシュラの開業は一九二八年だが、

イコンと言っていい。

天井の高い重厚なロビーラウンジ、優雅な

マンという料飲支配人の発案によるリバイバ

立するのは、一九九四年のタワー完成と、時

外渡航が一千万人を超えたころ、とりわけ多

たスイーツ。バブル経済とともに日本人の海

系列ホテル、レパルスベイホテルがあった。

つてここにペニンシュラ創業より歴史のある

映画『慕情』で知られるレパルスベイ。か

年代だったことになる。香港では経済発展を

飛躍を前にした、いわば胎動の時期が八〇

ヌーンティーではなかったかと思う。

クラシックの生演奏を聴きながら、テーブル

ルであったことは意外に知られていない。

くの日本人が、香港でペニンシュラのアフタ

一九二〇〜三〇年代、ここで行われていたの

対する不安も人々の心に影を落としていた。

おう か

はなかったかと思う。

ヌーンティーに出かけたのだった。

謳歌する一方で、一九九七年に迫った返還に
午後のお茶を楽しみながら、音楽とダンス

が「ティーダンス」だった。
ザ・ペニンシュラのアフタヌーンティーは
今も多くのゲストを楽しませている。香港ば

を同じくして進められた世界進出においてで

に運ばれる三段重ねのトレーに美しく盛られ

く知られるようになったきっかけが、アフタ

テルとして知られるが、日本人にその名が広

連載Ⅱ
ホスピタリティーの
手触り67
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だったのかもしれない。

の発端も、あるいは香港のザ・ペニンシュラ

アフタヌーンティーのブームが起きるが、そ

ではないか。その後、シンガポールなどでも

イデンティティーを確立させたものだったの

された空前のヒット商品にして、ホテルのア

アフタヌーンティーとは、そんな時代に発案

ると、再び新鮮なものとして市場に受け入れ

代遅れになっても、ひと世代くらい時代が巡

時の流れとは不思議なもので、いったんは時

シカルなファッションがもてはやされている。

一九七〇年代の、最近は一九八〇年代のクラ

などでは当たり前のようにある。少し前は

リバイバルという 発 想 は、ファッション

を造ることのできる職人が、辛うじて一人だ

富士山であった。しかし、現在は、
「盆景」

迎えたのは、なんと身の丈以上もある巨大な

一九三一年、国賓として来日したタイ国王を

りな「盆景」をいくつも見ることができる。

古いアルバムをひもとくと、驚くほど大掛か

家芸としたのが箱根の富士屋ホテルである。

婚礼などでたまにリクエストがあるそうだ

け残っている状況だという。

拙著『 百年の品格 クラシックホテルの歩

富士屋ホテルでは、長らく卓上に鉢植えの

が、日本ならではの伝統あるホスピタリティー

思い出したのが、このアフタヌーンティーの

植物を置く伝統があった。これも自前の温室

き方 』の出版にあたり、日本のクラシックホ

逸話だった。歴史あるホテルの財産とは、
綿々

で育てたもので、ヨーロッパ由来のスタイル

の形として、もっと盛大にリバイバルすれば

と受け継がれた建物やサービスだけではな

である。しかし、卓上に土の付いたものがあ

テルを改めて取材し、その経営者の方々とお

い。積み重ねた時間の中で、忘れられた、あ

るのは不潔ということで、近年、廃止されて

いいのにと思う。

るいは忘れられかけたものの中に、思いがけ

しまった。
「盆景」が廃れたのも、同じ理由

目にかかる機会も多かったのだが、その時に

ない宝物がある。

盆栽を使って箱庭のような世界を食卓上に

のが「盆景」である。日本古来の芸術である

本人が培ってきたホスピタリティーの伝統や

アイデンティティーが問い直されている。日

震災後、ことさらに日本人としての誇りや

だったのだろうか。

再現する。一九六〇年代ころまでは、日本な

アイデアを、いま一度、棚卸しするのにいい

日本のホテルにおいて、そのひとつと思う

らではのおもてなしとして、各地のホテルで

機会ではないかと思う。

（やまぐち ゆみ）

造られていた。自前の温室を持ち、庭師を抱
えていたことから、ことさらに「盆景」をお

ホスピタリティーの手触り 67
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られるようになる。

1931年9月に来日したタイ国王夫妻を迎えた富士屋ホテルのメインダイニングに飾られた
身の丈以上もある富士山の盆景 （山口由美著『ホテルクラシック』商店建築社 掲載写真から）

新着図書紹介

フランスのブローニュ（パリ）やオーストリア
のウィーンの森など、世界的な都市は、すぐそば
方の「匠の森」だった。

と松原を目に焼きつけて書いたのが岩手県気仙地

なお、それぞれの地でメルクマールとしての揺る

を遂げた時代を生き抜き、二一世紀に入った今も

テルとして、日本の「おもてなし」を最初に海外

して生まれ変わった背景には、乏しい予算を何倍に

北海道大学の「苫小牧地方演習林」が都市林と

くの人々は健在だ。地域の人々を活かした人間教

頭や踊り、造形、芸能など、伝統の技術を持つ多

石の鉄工業、石巻の水産業、陸中の各地に残る音

町は失われたが、気仙地方の大工をはじめ、釜

砕くように丁寧な筆致で描く。

良の「百年ホテル」の楽しみ方を、それこそ噛み

の観点から、箱根だけでなく、日光、軽井沢、奈

に持つ著者が、
「見る」
「味わう」
「泊まる」など

その一つである富士屋ホテルの三代目を祖父

著者が指摘するように、日本人による日本のホ

方には珍しい白砂青松の「高田松原」は、根こそ

ぎない地位を維持している。

ぎ大津波にさらわれた。わずかに一本だけが奇跡

陸前高田市の広田湾に臨んで生まれた東北地

日本でも、
地域の人々の苦心と努力によって
「緑」

に発信したのは「百年ホテル」だった。

に大きな都市林を備えている。
を実現し、
「人と自然の共生」のプロセスを通じて

的に生き残り、希望を託す象徴としてニュースを

も活かすための自然と風土に対する深い知識と愛

育の場をつくり、その「匠の森」を大震災後の東

父の姿とを重ね合わせ、著者は「華やかな舞台を

賑わしたのは記憶に新しい。

情が存在する。その考え方を広げていくと、
「都市

裏で支えるのは、実のところ、地道な毎日の積み

著者は全国への“聖地巡礼”を繰り返してきた。

「生物多様性」を示す独自のケースがあるはずだと、

林」という言い方はしなくても、
日本では古くから、

北復興プランの中に位置づけてはどうかと著者は

な積み重ねが「伝統というものの正体」であるこ

重ね」と指摘する。クラシックホテルは、その小さ

クラシックホテルを支えてきた幾多の人々と祖

か

その土地の人々が必要とする独自の森づくりを続

呼びかけている。

い

けてきたのではないかというのが、著者の仮説だ。

とを知る人たちによって育まれてきたものなのだ。
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BOOKS

NEW

山形県庄内地方の「クロマツの森」
、和歌山県田
クラシックホテルといえば、一般的には、長い

「百年ホテル」初心者へもかゆい所に手が届く

歴史を持ちながらも“現役の宿泊施設”として、

までの配慮を見せながら、自身も「伝統というも

辺市の「クマグスの森」
、沖縄県北部の「やんばる

オールドファンやリピーターだけでなく若い世代

（挑全）

からも、時に畏怖や尊敬の念を持って熱いまなざ

あふれている。

のの正体」を知る著者ならではの説得力が随所に
日本にも、明治時代に創業され、今なお多く

しを注がれているイメージが浮かぶ。

の森」など、著者が“聖地巡礼”を通じて訪れた各
日本人と都市
——
林』
（池内紀著、集英社新書）で紹介されている。

地の森が本書『 人 と 森 の 物 語

十四章分を書いた時に東日本大震災が発生し、

の人々に愛され続けているホテルがあり、著者は
『 百年の品格 クラシックホテルの歩き方 』（山
口由美著、新潮社）で、その百年以上の年月を重
ねたホテルを「クラシックホテルの中のクラシッ
箱根、日光、軽井沢、奈良という日本を代表す

クホテル」として「百年ホテル」と名づけた。
る観光地に存在する「百年ホテル」は、明治、大
正、昭和から平成に至るまで、目まぐるしい変化

A5判 127ページ
定価 1,500円
新潮社

大津波で跡形もなく消え失せた陸前高田の街並み

新書判 216ページ
定価 740円
集英社新書
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