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「借金まみれの日本――なぜドイツは財政再建ができたか？」
横浜日独協会会長
(1) 政府が借金することは
悪いことか？

いいことか

ドイツ人はこういう議論はしない。悪いに決まっ
ているからだ。ギリシャの不始末で、共通通貨ユー
ロへの信頼が一時揺らぎ、ドイツはじめＥＵ全体が
さんざん手こずって来た。日本は経済大国だから大
丈夫だ、というのは間違いだ。
日本の国と地方の借金（将来世代の負担）が 1085
兆円に達した。ＧＤＰ（一年間に国内で新たに生産
された財・サーヴィスの価値の合計）の約 2.5 倍に
達し、米国の約 1.1 倍、ドイツの 0.65 倍をはるか
に超え、危険水域に入った。
借金したら利息を払わねばならないし期限には
返さなくてはならない。国（一般会計）が払う国債
の利子だけでも全支出（歳出）の約１０％、期限が
きた国債の払い戻し（債務償還費）は歳出の約１
５％に及ぶ。金利がこれまでは低金利だったが、金
利の上昇が見込まれる今後の利子負担は増大する。
それでもまだ、歳入の約 3 割を国債の新規発行に頼
っている。ドイツはこれがゼロになった（2015 年）。
日本の財政は破綻に向かっている。若い有権者の沈
黙が不気味だ。
「破綻ではない」という自称“政府のブレイン”
もいて、「日本の多額の資産を差し引けば借金は半
減し、ＧＤＰ比で米国並みになる」とか、
「国は家計
よりも企業に似ていて、発展のためには借金して投
資すべきだ」とか言う。経済規模を膨らませて収益
を上げるのが先決だ、という意見にも一理あるが、
経済成長や投資のみに頼るのは、その成果が保証さ
れていない「賭け」である。赤字国債の使途が、社
会活性化のための新規投資ではなく老齢化に伴っ
て膨張する社会保障費である点が大問題であり、健
全な国家運営とは言えない。

早瀬

勇

シュレーダー首相（在任１９９８
～２００５年）は離婚歴三回。政治
家としては敏腕で、支持母体である
労働組合にも自助努力を迫り、賃金
付帯費用の圧縮などによる企業競
争力の回復を断行した。例えば、ハローワークが紹
介する働き口を二度断ると失業保険をストップし
た。これは失業率を下げただけでなく（2005 年１１．
３％⇒2012 年５．５％）
、社会福祉を食い物にする
怠け者に活を入れた。また企業の買収や合併（Ｍ＆
Ａ）に道を開き、ルフトハンザや郵政の民営化を実
現。銀行による産業支配を終わらせた。硬直化した
経済からの脱却であった。メルケル政権は、この「ア
ゲンダ２０１０」の果実を享受した。
緊縮財政を提唱してＥＵ加盟国に煙たがられたシ
ョイブレ財務相（ＣＤＵ）が連邦議会議長になった
が、後を受け継ぐショルツ氏（ＳＰＤ）も財政規律
を貫くと見られている。（シュレーダー首相の功罪
については、Ｐ５で予告の講演会で詳述の予定。
）

(3) では日本はどうすればいいのか？
シュレーダーのような、真に国の将来を考え、身
内の労組にも媚を売らず、身を挺して改革法案を通
す、そういう大衆におもねない首相を選ぶことだ。
医師による老人への過剰投薬をやめさせて、社会保
障費を抑える。肉親の自宅介護や乳幼児のスキンシ
ップを大事にする社会をつくる。国債増発にのみ頼
らない公共事業の推進（ＰＦＩ／ＰＰＰなどで民間
資本とスキルを活用）。社会にこびりついた既得権
の岩盤を崩す。4 月新卒一括採用の廃止。単身赴任
を禁止、地方をレヴェルアップ。見せかけの忠誠心
である残業の廃止。終身雇用の死守はＡＩ時代では
無理で、中高年の職業教育・意識改革が必要、等々。
日本は完全雇用や上下関係を大切にする国で、ハ
ードランディングが苦手。しかし“創造のための破
壊（シュンペーター）”に勇敢に取り組まないと、国
家財政でずるずると赤字国債が増える。シュレーダ
ーのような強力な指導者が一身を投げ出せば、日本
の財政均衡も決して「ゴルディウスの結び目」では
ない。（了）

(2) ドイツではなぜ財政再建ができたか？
ドイツが国債の発行をゼロにした（プライマリ・
バランスの実現）のは 2015 年度からだが、その功
績はメルケル首相にではなくその前任者シュレー
ダー首相（社会民主党出身）にあり、彼が社会保障
改革「アゲンダ２０１０」を強烈な意思で実現した
ことにある。
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１月例会

ーマカトリック教会に行ってしまって、地元には残り
ませんでした。この時代は中世からの矛盾を抱えて、
マグマがたまっていた時代ではないでしょうか？
ルターの修道士として、純粋に聖書をもとに発し
た「95 ヵ条の提題」は彼の思惑とは離れて、意外な
方向に進展します。時のグーテンベルクの発明した
印刷技術のおかげで、彼の思想が印刷され、たちま
ち広がっていきます。まさに現代の SNS であろうか。
彼自身の思いを超えて、宗教的あるいは政治的に
利用されて、農民戦争、３０年戦争になっていって
しまいます。
彼は教会へのプロテスト（protest）ではなく、
教会のリフォーム（reform）を願ったものが、いつ
の間にかプロテスタントの言葉になり、プロテスタ
ンティズム運動になって行きました。

「ルター宗教改革 500 年記念講演」
を聞いて
会員

小川 紀生

私は日独協会の一月例会で「ルター宗教改革 500
年記念講演」と題して、東洋英和女学院院長の深井
智朗先生のお話を聞きました。講演は、讃美歌、
「神
はわが砦」のオルガン演
奏から始まり、どうゆう
ことになるか、少し緊張
しましたが、深井先生の
お人柄か、
「マルティン・
ルターと宗教改革」とい
う重い話も、時々ユーモアを交えた優しい語り口に
引き付けられ、短く感じられた一時間でした。はる
か昔、高校の世界史で習った記憶がある以外、何ら
予備知識もない私ですので、私の理解し、感じたま
まを記してお許し願います。

深井先生はプロテスタンティズムについて、その
後の発展について話されましたが、私の頭ではあま
り理解できませんでした。しかし、先生がおっしゃ
られた次の言葉は、頭に残ります。中世では神の与
えられた職業(Beruf)は聖職者、あるいは領主にあ
り、農民や商工業者の職はこれに値しないとされて
いたが、この宗教改革ですべての職業は尊いもので
あり価値のあるものである。また、すべての人間は
人間として尊重されるとの考えがもたらされたと
話されました。
ルターの宗教改革から５００年の今、世界的にも
日本でも、様々な分野で分断の兆候があります。多
次元化社会の中では、宗教だけなくあらゆる分野で
の互いを尊重し、認め合うことが必要でないでしょ
うか。今回の講演を拝聴して感じました。
（了）

講演は、500 年前の当時の人々の状況、キリスト
教の果たしていた役割から話され、どうしてルター
が修道士として当時の盛んにおこなわれていた贖
宥状（免罪符）制度に疑問を呈したかから話され、
その後、事態はいかに彼の予期せぬ方向に進展して
いったかを話されました。当時のキリスト教は、土
着の信仰をも融合し、いわゆるヨーロッパのキリス
ト教となっていたが、ローマカトリック教会は絶対
的な存在で、教会の進める贖宥状（免罪符）制度に
疑問を呈し反対することはカトリック教会に異議
を唱えるとして、ルターは破門されるに至りました。
現在の私たちにとっては、贖宥状（免罪符）を買
うことで天国に行けるとは、神を信じるか否かにか
かわらず、おかしいと思うのは当然と思われます。
しかし、当時の人々にとっては、短命でいつ死が訪
れるか分からない。いつ疫病に罹って死が訪れるか
分からない情況では、免罪符を得ることは切実なこ
とであつたのです。また、封建諸侯にとっては、そ
の権威付けはローマカトリック教会から与えられ
ていて、それに異を唱えることはできませんでした。
領地内の教会が出す贖宥状から得られるお金はロ
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私の経歴
40 数年、高速道路の建設管理に携わってきました。日
本の最初の高速道路である名神・東名高速道路に建設
にあたっては、先進国のドイツのアウトバーンの設計
手法、基準を大いに学びました。それ以来この面での
ドイツのとの関わり合いは深かったです。リタイアー
した今でも、ドイツ事情には関心は深く、日独協会の
一員に加えてもらっています。
深井 智朗

ふかい ともあき
1964 年生まれ。アウクスブルク大学哲学・社会学部博士課程
修了、哲学博士（アウクスブルク大学）、博士（文学）（京
都大学）。現在、東洋英和女学院院長・同大学人間科学部教
授。著書に『十九世紀のドイツ・プロテスタンティズム――
ヴィルヘルム帝政期における神学の社会的機能についての
研究』（教文館）、『ヴァイマールの聖なる政治的精神――
ドイツ・ナショナリズムとプロテスタンティズム』（岩波書
店）、『パウル・ティリヒ――「多く赦された者」の神学』
（岩波書店）、『プロテスタンティズム――宗教改革から現
代政治まで』（中央公論新社） など。訳書に、シュライア
マハー『神学通論 1811 年/1830 年』（共訳、教文館）、シュ
ライアマハー『宗教について』（春秋社）、ハルナック『キ
リスト教の本質』（春秋社）、トレルチ『キリスト教の絶対
性と宗教の歴史』（春秋社）などがある。

２月例会

川西先生自らもこうした活動の発端から関与さ
れ、様々な機会を利用してこの事実を広く知っても
らうべくご尽力されてきました。多くの関係する
方々が「草の根」のレベルで日独両国の交流を進め
てこられたことに脱帽するばかりです。
我々ＮＰＯ法人横浜日独協会に関与する者にと
っても、このお話は正に日独両国間の関係発展に
「草の根」レベルの交流がいかに大切であるか、更
にはその長きにわたる継承が何にも増して肝要で
あるのかを再確認しつつ学ばせて頂いたものとし
てお礼申し上げます。（了）

「日独を結ぶ肥沼信次の生涯」
を拝聴して
講師：財団法人「アジア・ユーラシア総合研究所」
所長 川西重忠氏
副会長

向井 稔

２月例会では、桜美林大学名誉教授でもあられる
川西先生から、正に一人の日本人医師による自らの
命までかけた、ストイックな
までの献身的な偉業がドイ
ツ人の心に深い感謝と敬慕
を産み、それが現在に至るま
で様々な形で日独両国間の
官民合わせた太い絆となっ
て連綿と継承されている と
いう実に素晴らしいお話 を
お聞きすることが出来まし
た。私も含め聴講した殆んど
の会員も、おそらく初めてそ
の事実、またその歴史を知ることになったのではと
思います。本当に感銘を受けました。そして心に残る
お話を頂く機会を得たことに感謝しております。
戦前に医学研究のため、あこがれのドイツに渡り
ベルリン大学医学部の正教授にまでなった日本人
医師「肥沼信次」がその人物です。彼は敗戦後もド
イツに残り、日本人でありながら旧東独のベルリン
近郊の小さな町「ウリ―ツエン（Wrietsen）」に設
置された「伝染病医療センター」の責任者として、
そこで劣悪な環境の下で伝染病に罹患した多くの
ドイツ人患者を自己犠牲の下で治療し救いながら
も、しかし結局自らの命をチフス発疹により絶つこ
とになります。その事実は、ウリ―ツエンの人々の
心に深く刻まれながらも、その後東西冷戦が続く中、
旧東独政府による厳しい情報統制下で長らく伏さ
れ、実に１９８９年ベルリンの壁が崩壊し東西ドイ
ツが統一するまで４０年以上もの間に亘って、表に
出ることが無かったとのことです。しかしながら、
その後自然発生的にこの「３７歳で早逝した肥沼医
師」の存在が次第に知られることになります。
「ウリ―ツエン」という旧東独の小さな市と肥沼
氏生誕の地である「八王子市」の民間の人々との間
で交流が芽生え、最近では相互の市民団体による熱
心な活動をきっかけとして、両市の間で正式な「友
好交流協定」を締結するまでに発展、高校生の交流
を含む広範囲な親善関係が今後も進められていく
ものと期待されています。
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ＪＤＧＹ－協会紹介パンフレット

待望のドイツ語版が遂に完成！！
予てより発行準備を進めていた当協会の紹介パ
ンフレットのドイツ語版が遂に完成致しました。
会長のリーダーシップのもと、半年ほど前よ
り翻訳及び編集が本格化。今月、横浜らしい写
真も満載の綺麗で楽しいパンフレットが出来上
りました。
協会活動の概要、設立以来の歩み、若者、高
校生派遣、中小企業支援案件他がコンパクトに
纏められた初版パンフレットです。
早速ドイツ国内独日協会をはじめとする在外
諸団体・関係ドイツ人、日本国内の日独協会や
関係団体等へ発送されます。
会員の皆様にはホームページでこの全文をご
覧戴くことが出来ます。なお事務局にも一定部
数を備えております。
なお、ドイツ語翻訳等では、協会のユーデッ
ク理事、佐藤理事、大堀委員他の皆様に大変ご
尽力を戴きました。この場をお借りして篤くお
礼を申し上げます。
（副会長 能登 崇）

海外で活躍する場合に身につけるべき要素とし
ては、宗教を含む異文化理解という解答が 36%と最
も高く、言葉が 28%、国際情勢の理解 11%、人間と
神奈川大学経済学部教授 小山和伸
しての教養 11%、人脈 9%と続いている。
この国際シンポジウムは、橫浜改造市民会議が主
催する産学連携プロジェクトとしては、第五回目を
迎える。かかるイベントは、２つの主目的に基づい
て企画実行されている。１つは、学生に対する海外
飛躍への動機付けであり、今ひとつは市庁舎のみな
とみらい移転後の関内跡地利用に関して、国際交流
センターを設立するための布石としての意味を持
っている。
橫浜が「国際都市」の名にふさわしい真の国際都
市となるためには、海外活動に積極的に関わる意志
を持った多くの学生と、海外からの上質な教授陣と
留学生が大勢集う機能が具備されていなければな
12 月 11 日、神奈川大学において橫浜改造市民会
議主催の国際シンポジウムが開催された。テーマは、 らないと考える。横浜に行けば、いつでも最先端の
国際的人材による、自由闊達な議論を体験すること
「求められる国際人材とは?」と題し、以下の如き講
ができるといった環境を創り上げてこそ、橫浜は本
演者並びにパネリストを招いて、多彩な提言や体験
物の国際都市になることができると確信している。
談が披瀝された。
（了）
橫浜市国際局の関山局長、フランス大使館の F.
デュローム日仏教育担当官、日独研究所の B. ベル
ガー所長、日立製作所の横山水ユニット事業部長、
第 3 回高校生作文コンテスト（当協会主催・横
日揮の栗林アフリカ営業部員が登壇した他、日仏学
浜市及び全日本空輸協力）にて選出されました宮
院橫浜の X. ペルソ館長、橫浜日独協会の早瀬会長
崎創平さん、角田果穂さんの派遣が 3 月 20 日
等が留学に関するコメントなどを述べ、特に第二セ
（火）に決定致しました。
ッションでは会場の参加者との活発なディスカッ
2 月 3 日（土）桜木町の横浜市市民活動支援セ
ションが行われた。
ンターにて、フランクフルトへの出発に向けての
オリエンテーションが実施されました。有意義な
滞在になることでしょう。
お二人の報告を待ちたいと思います。

学生の海外活動への関心について

オリエンテーション

参加者総数は、第一・第二セッションを合わせて、
総数 425 名に達した。そのうち大学生はドイツ、フ
ランス、イタリア、イギリス、スペイン、リトアニ
ア、などからの留学生 11 名を含む 380 名であった。
以下では、シンポジウム中に実施した学生向けアン
ケートの集計結果に基づき、学生の海外活動への関
心について報告してみたい。
先ず、海外での活躍を希望する学生は 75%で、希
望しない学生 25%を大きく上回り、最近内向き指向
の懸念が指摘されるなかでも、若者らしい積極性を
読み取ることができる。興味関心の高い地域は、西
ヨーロッパ 29%、東ヨーロッパ 23%で、ヨーロッパ
全体で 52%という高い数値を示した。続いて北アメ
リカ 18%、東アジア 14%という結果になっている。
仕事内容については、企業での仕事が 56%で最も高
く、政府および NGO を含む国際機関での仕事が
27%と続く。
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早瀬会長の講演予告

第三回日独ユースフォーラム横浜

一橋総研・三田経済研究所ジョイントセミナー
演題：
『ドイツの道、日本の道――なぜここまで違っ
てしまったのか？』

日程：4 月 14 日（土）
場所：横浜国際協力センター6 階
プログラム：

前半は『日本が出来ない財政均衡をドイツはなぜ実
現したか？』を中心にお話しし、後半は『今後ドイ
ツはＥＵ改革、Brexit, ポピュリズムにどう立ち向
かうか？』について問題提起します。

12：30 受付開始
13：00 開会
基調講演
討論会

主催： 一橋総合研究所および三田経済研究所

討論テーマ（仮）

日時： 2018 年３月２３日（金）
１８時３０分～２０時３０分

「ドイツ人と日本人のお金と時間の価値観」

会場： 如水会館（千代田区一ツ橋２－１－１）14 階
一橋クラブ 記念室東
・地下鉄東西線竹橋駅下車
3a 出口 徒歩 3 分

「空気を読むとは？」

講師： 早瀬 勇（ＮＰＯ法人

（時間とお金とどっちが大事？）
17：00 閉会、懇親会（～18：15）

横浜日独協会会長、
元金沢星稜大学学長）

「講演の前口上」
第二次世界大戦の敗戦国として共に廃墟から立ち
直り、世界の民主主義と経済復興に大きく貢献した
日独両国。しかし戦後 70 年、東西ドイツの統一を
果たし、財政均衡を取り戻し、ＥＵの盟主となった
ドイツと、一方いまだに官僚主導の前例主義や行き
過ぎた民主主義から抜け切れず、巨額の財政赤字を
積み上げ、安全保障では独立国としての尊厳も失わ
れつつあるわが国日本。なぜそのような差が出来た
のか？ その「なぜ」を解くカギは、今のメルケル
政権の施政ではなく、20 年前に中だるみのドイツに
復活のメスを入れたシュレーダー政権の思い切っ
た施策“ＡＧＥＮＤＡ ２０１０”にあった。

昨年のユースフォーラム
4/15 日独 4/15 日独ユースフォーラム
交換ユースフォーラム

若者の熱い意見

若者の熱い意見交換

新ロゴ決定
新年度を迎える前に、当協会の「ロゴ」を新
たに統一することになりましたのでご案内致
します。これまで、会報やホームページ、ある
いは役員の名刺などにそれぞれ違うデザイン
の「ロゴ」が使用されて来ました。
先日開催の理事会で、多数応募いただいた
ロゴデザイン候補の中から審査の結果、慶応
義塾大学生の川辺礼香（かわべ れいか）さん
応募の、この新たなロゴに決定いたしました。
横浜の「ベイブリッジ」を背景に日独両国の国
旗が力強くたなびいているすっきりとした素
晴らしいデザインです。
今回号の会報から、その第一面左上に初め
て登場していますのでご覧ください。（向井）

なお本ジョイントセミナーは上記両研究所の会
員が対象ですが、特に 5 名分の講師関係者枠がござ
います。参加費は軽食と御茶代で￥３，０００です。
ご希望の方は講師（早瀬）
ＴＥＬ：０４５－８６４－６８８３ までご連絡頂
き、積極的に議論にご参加下さい。

カリフォルニア大学
サンディエゴ校に留学中の
YC 会員 川辺礼香さん。
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行事予定

文化委員会企画

① 教養講座「百人一首をよむ」
【日時】 毎月第１月曜日、午後 1 時～2 時 30 分
４月より、原則として毎月第 1 水曜日に
変更いたします。
【会場】 神奈川県民センター 会議室
（横浜駅西口より徒歩５分）
3 月例会 3 月 5 日（月）302 会議室
4 月例会 4 月 4 日（水）303 会議室
5 月例会 5 月 2 日（水）303 会議室
【講師】 寺澤行忠 会員（慶応義塾大学名誉教授）

② 東京ゲーテ記念館見学と
飛鳥山公園お花見
【日時】4 月 7 日（土）午前 11 時
【集合】JR 線京浜東北線 王子駅下車
中央改札口集合
※ 弁当は各自でご用意ください。
参加ご希望の方は、4 月 5 日（木）までに寺澤行忠
文化委員長までご一報ください。
E-mail： yukite@jcom.home.ne.jp
Tel.： 0466-26-1352
【“楽しいドイツ語クラス”のご案内】
毎月第２、第３火曜日の午前中に楽しく学べる
ドイツ語クラスが開催されていますので、ご興味の
ある方はどうぞご連絡下さい。
（詳細は事務局：能登・齊藤まで）

■ ２０１８年 ３月例会：
・日時： ３月１７日（土）15:00～17:00
・会場： 戸塚区民文化センター４階
創作室（予定）
・講演： －今、ドイツの政治情勢は－
講師： 在日ドイツ大使館
グラ－プヘア臨時代理大使
・会費： 例会－1000 円 及び質疑応答
■ ２０１８年 ４月例会： ユースフォーラム
・日時： ４月１４日（土）13:00～18:00
・会場： 国際協力センター ６階 多目的ホール
パシフィコ横浜 最寄駅：JR 桜木町駅
・内容： 第３回 ユースフォーラム横浜
主要テーマ「日独のお金と時間の価値観」他
・フォーラムの後に懇親会を予定しています。
・会費： 例会－1000 円
■ ２０１８年５月 第２回定時総会及び例会：
・日時： ５月１２日（土）
総会： 13:30～ 例会： 15:00～
・会場： 戸塚区民文化センター 4 階 練習室 ①
・例会： 講演： 三木田啓一会員
『アルプスの少女 ハイジ』を読み直す
原作とアニメーション版に見られる相違
等を中心に、作品の持つ魅力に迫ります。
・会費： 例会－1000 円 懇親会－500 円
－新入会員－
櫻田 敦子様（さくらだ あつこ）
宮下 聡様・恭子様
（みやした さとし・きょうこ）
加藤 悠様（かとう はるか）
編集後記 ２月は、ドイツ語版・会の案内パンフ
レット作製、会報のレイアウトと忙しい月でした。
多くの方々のお力で、無事に印刷入稿までたどり
着き、ほっと致しました。パンフレットは、HP
にも掲載されるということですので、楽しんで頂
けると思います。（山口）

毎日新聞に取り上げられた
前ドイツ大使シュタンツェ
ル氏の著書の書評をご紹介
します。
（磯貝）
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