NPO 法人 横浜日独協会 Non-Profit Organisation

Ｎr. 5４
2020 年 ３月-５月

『英国のＥＵ離脱と高まるドイツへの期待と懸念（Ⅱ）』
ＮＰＯ法人横浜日独協会会長

早 瀬

勇（全国日独協会連合会副会長）

前号ではＢＲＥＸＩＴ（英国のＥＵ離脱）決定と
その問題点を述べました。
今回は欧州連合（ＥＵ）とはそもそも何なのか ？
英国はヨーロッパか ？ 英国というバランサーを
失ったＥＵで、経済だけでなく政治的にもドイツが
強すぎる存在になる危険性は無いのか ？ 等につい
て皆様とご一緒に考えていきたいと思います。どう
ぞご批判やご意見をお寄せください。

るところでした。ですから長い間、英国にとって独
仏などは対等な相手ではなかったのです。

(１) ＥＵ本来の目的は何だったのか？

サッチャー元首相は、東西ドイツの統一に猛反対
しました。ドイツを潜在的脅威と見るフランスは、
統一後のドイツはＥＵの一員として閉じ込め、かつ
強力な通貨ドイツマルクを放棄させて共通通貨ユ
ーロを使わせることを条件としてドイツの統一に
同意しました。（半身の英国はＥＵ加盟後も伝統的
通貨ポンドを手放さず、人の動きを保障するシェン
ゲン条約にも入りませんでした。自国の経済的利益
のみを意図したと言っても過言ではありません。）
英仏が反対する中、ソ連のゴルバチョフが、ソ連軍
の東独駐屯費用を肩代わりするようコールドイツ
首相に要求したのは、まさに千載一遇の取引で、東
西ドイツ統一の追い風になりました。（いま隆盛な
右翼政党 AfD＝ドイツの為の選択肢＝も、草創期に
はドイツマルクの放棄とユーロの採用に反対する
経済学者のグループでした。）

１９６３年その英国がＥＣ（ＥＵの前身）に加盟
を申し込んだとき、ドゴール仏大統領が「英国は米
国のトロイの馬だ」と言って反対したのは有名な話
です。ドゴールは大変な慧眼の持ち主で、植民地ア
ルジェリア（イスラム）の独立を１９６３年に認め
たのも正解でした。

“ＥＵの父”の一人に、青山光子
の次男リヒアルト・クーデンホフ・
カレルギー伯がいます。その名著
“Pan-Europa”1923 で彼はポーラ
ンドからポルトガルまでのヨーロ
ッパは、それぞれが持つ輝かしい歴
史と文化を大切にし、狭い欧州地域
で緊密に連携すべきである。そして汎ヨーロッパ、
汎アメリカ、大英帝国などの五大超国家による恒久
平和と経済的発展を確実なものにすべきであると
の一大構想を提起しました。しかし、その具体的目
的は、欧州の小国が結束して軍事大国旧ロシアに対
抗し、また急速に発展する新興国アメリカ合衆国へ
の人材流出を防ぐ意図でした。フランス外相（首相）
のブリアン、ドイツの首相（外相）シュトレーゼマ
ンの強力なサポートもあって多くの支持者を得ま
したが、ナチズムの台頭と第二次世界大戦の勃発で
具体化に至りませんでした。
戦後、欧州大陸の国々はまず歴史と文化と共通の
価値観で結束したのです。
(２) 英国はヨーロッパか？
産業革命の恩恵と植民地支配から得た富を背景
に、大英帝国はパックス・ブリタニカを謳歌し、階
級制度のもと貴族と富裕層の間に絢爛たる文化が
栄えました。良質廉価な英国製綿糸布が世界を席巻
した時、後進国ドイツが関税同盟で対抗しなかった
ら英国の植民地になっていたかもしれません。旧植
民地米国とは血縁で固く結ばれ、豪州、インド、カ
ナダ、マレーシアなどと結んだ英連邦は盤石で、英
国人の実力とそれに見合ったプライドは世界が認め

ドイツの産業競争力は、冷戦下の「経済復興の奇
跡」を境に英国を凌ぐようになりました。経済小国
の旧東欧諸国の加盟や、ギリシャなどの債務危機の
たびにユーロ安が起こりました。輸出大国のドイツ
に黒字が積み上がり、独り勝ちが顕著になりました。
いま英国は世界に誇る金融街“シティー”を中核と
する国際金融センターに活路を見出しています。し
かしそれもＥＵ内で認められている“single passport”
が非加盟国英国には不適用になりますから、在英の
銀行・証券は欧州大陸にシフトするでしょう。
ＥＵ第２の経済大国イギリスを失うことは、ＥＵ
にとって大きな痛手です。文化・人材の交流も阻害
されます。更に、かねてから独立志向の強いスコッ
トランドや、ＥＵ加盟国として繁栄するアイルラン
ドを横目に見る英領北アイルランドの国境問題も
燻っています。連合王国の分裂の危機です。
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ジョンソン首相は、ナチスの空爆に耐えドイツに
打ち勝ったチャーチル元首相を師と仰いで国民を
鼓舞し、先の総選挙で大勝しましたが、山積する深
刻な諸問題にどう立ち向かうのでしょうか？

第４回

ドイツ派遣高校生作文コンテスト
派遣高校生作文

(３) ＢＲＥＸＩＴ後のドイツへの期待と強大化へ
の懸念
ドイツ人はＢＲＥＸＩＴをどう見ているでしょ
う？ 日刊紙ハンデルスブラットは「ジョンソン英
首相のＥＵ離脱は“神風攻撃”だ。
」
（註：ドイツ人
は無謀な行為に対して Kamikaze、
自滅行為に対して
Harakiri と今でも結構使います（本協会大堀理事
談））
。また同紙は「英国の離脱で、ＥＵの地理的な
中心（der Nabel=へそ）が変わり、ビュルツブルク
のそばの農地になる」とも書いています。これは単
に地理上のジョークではなく、英国の離脱と旧東欧
へのＥＵ拡大でドイツの役割が更に重くなること
への示唆でしょう。仏伊など南欧加盟国だけでなく、
ＩＭＦ（国際通貨基金）などＥＵ域外からも、ドイ
ツに対する財政出動の要請が高まっています。
ＥＵの盟主とも言われたメルケル首相の時代は、
財政均衡とドイツ独り勝ちの時代と言えます。しか
し難民政策への内外の抵抗や右翼政党 AfD の議席
増大によって、メルケル首相のリーダーシップにも
陰りが見えています。英国の離脱、メルケル対トラ
ンプの溝の深まり、国内野党の続伸等の逆風に耐え
ながら、自国の経済力を更に伸ばし、今後２年間の
在位中にいかにＥＵをまとめていくかが注目され
ます。戦後ドイツは、ナチス時代の負の遺産を意識
して、常に「欧州の中のドイツ」として振舞い、
「ド
イツの欧州」となることを避けてきました。しかし
ここにきてＥＵの崩壊を食い止めるために、フラン
スとも連携するドイツの強力な指導力に期待が高
まっています。昨年１２月就任したＥＵ委員長フォ
ンデアライエン女史は“ＥＵの申し子”で、前ドイ
ツ国防相として長年メルケル内閣を支えてきまし
た。早くも環境問題で指導力を発揮し、その欧州人
としての優れたバランス感覚に注目が集まります。

横浜市世界を目指す若者応援事業による支援
を受けております当会の第４回ドイツ派遣高校
生作文コンテストで、最優秀に選ばれました慶應
義塾高等学校・松本九太朗さん、横浜県立横浜国
際高等学校・石川琴葉さんの両名が 3 月 23 日よ
り 3 月31 日までフランクフルトに派遣予定です。
お二人の作文とドイツ語訳を、ホームページに
アップ致しました。どうぞご覧くださいませ。
高校生作文コンテスト委員長 佐藤 恵美
フランクフルト派遣は延期となりました。

２月１０日

レーペル大使歓迎会

（公財・日独協会主催 於広尾シェ・モルティエール）

左からレーペル大使、オステン大使館通訳部長、早瀬会長

アメリカ第一主義をはじめとしたナショナリズ
ムが蔓延する中で、それに対抗するドイツがかつて
の悪夢を再現するのではないか、と懸念する声も聞
かれます（
“新ドイツ問題”
）
。しかし戦後７５年、
「私
は欧州人＝“Ich bin ein Europaer”
」と胸を張って
自認し、他の欧州人と価値観を共有するドイツ人が、
時計を逆戻りさせる姿は想像できません。マース独
外相が一昨年来日して日本の友に語りかけたよう
に、米中のような “Rule maker”にはなれなくとも、
平和、民主主義、自由市場を標榜する日独は、その
知見をもって世界を融和させる“rule shaper”にな
る道を歩むべきでしょう。
（了）
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１月例会
ドイツ連邦共和国大使館

クラウス フィーツェ首席公使の
講演を聞いて
会員

萩原

一夫

昨年１月に引続き本年もフィーツェ
首席公使の講演を拝聴することを楽
しみにし、戸塚区民文化センターで
開催された１月２５日の講演会に参加出来たこと感
謝致します。
フィーツェさんは流暢な日本語でお話されることは
昨年のご講演から知っておりましたので、リラックス
してお話を聞くことができました。
ご経歴は旧東ドイツのフンボルト大学で日本地域研
究され、東海大学に留学されました。ベルリンの壁崩
壊後、ドイツ外務省に入られ今回が３回目のご勤務と
日本を深くご理解された外交官ということが強く印
象に残っておりました。
私はドイツの政治情勢に強い興味を持っており、是非
この点で質問したいと少し意気込んで参加致しました。
講演では先ずドイツの内政ではベルリンの壁崩壊 30
年が過ぎ、国の分断が克服されたことに多くの感謝の
念や喜びの声が共有されたが、特に東部地域において、
統一の完成には不備な点があるとの批判の声もある
こと。日独関係は望ましい方向にあるが、国内の課題
では、人口動態の変化、高齢化社会、社会保障の財源、
都市部と地方の格差、専門人材不足、エネルギー供給
の近代化等共通の課題もある。外交面では、両国とも
に、同盟国米国との関係が複雑化する一方、台頭する
中国の挑戦に向き合うという状況にあること、そして
日独両国は、国際社会における保護主義的傾向や、ル
ールに基づいた世界秩序が軽視されがちな傾向には
大きな影響を受けること等が指摘された。
お話の中では、日本を舞台にした国際会議開催や本年
の東京オリンピック・パラリンピックに対応した大使
館の綿密な準備等のお仕事の忙しさが理解出来まし
た。中国駐在のご経験もあり、日本での生活と比較し
て中国での生活を語られる時は、やや辛口のトーンで
あった様に思われました。
私は当日、自分の質問と首席公使のご説明に注意を集
中しておりましたので、自らの質疑応答を中心に書か
せて頂きます。
一つはドイツのシュルツェ連邦環境大臣が「ドイツは、
脱原子力と脱石炭を同時に実施する世界で最初の国
だ」と発言しており、ドイツの環境政策は素晴らしい
と感じたことを述べさせて頂き、この点で日本は立ち
遅れていること、今後ドイツと日本が中心となって地
球温暖化対策で協力できないかという点を質問させ
て頂いた。首席公使よりは、ドイツは日本での福島原
発事故のあと脱原発を決断し２０２２年末には全て
の原発が止まること、そしてこの決断を大半の国民が
支持していること、更に地球温暖化への対応として褐
炭・石炭による発電も遅くとも２０３８年までには停
3

止する方針を決定し、そのため地元の東部２州やノル
トラインヴェストファーレン州での雇用対策など検
討されているとの説明がありました。ドイツは環境政
策において世界の模範国と思われ、是非日本もかつて
の京都議定書の議長国として、ドイツと手を携えて環
境先進国のリーダーとなって欲しいと思う。
二つ目は、最近のドイツの政党支持率の動向で緑の党
がＣＤＵ・ＣＳＵに次ぐ第２党の地位を占めていると
ころから、首席公使から緑の党がＣＤＵ・ＣＳＵと連
立を組む可能性にも言及された。
これに関して、ＣＤＵ・ＣＳＵ（黒）、ＳＰＤ（赤）、
緑の党（緑）の３党が連立すると大きく過半数を越え
る安定政権となることから、ケニア連立（ケニアの国
旗が黒・赤・緑であるところから）を期待したいと希
望を述べさせて頂いたが、首席公使はまず来年の連邦
議会選挙の結果を見てみましょうとのコメントと共
に、この３党がテューリンゲン州で近い関係にあると
のご説明もあった。その後、ドイツの政治状況におい
てテューリンゲン州の動向に注目が集まっており、連
立交渉が難航する中、一時ドイツのための選択肢（Ａ
ｆＤ）の支持の下、ＣＤＵも支持し、ＦＤＰ出身の州
首相が選出されるという驚愕の事態が発生したが、多
くの国民の批判が上がり数日でＦＤＰ出身の州首相
は辞任するという状況となっている。この間指導力不
足が指摘される中、メルケル首相の後継者と目された
クランプ・カレンバウアーＣＤＵ党首が辞任表明する
事態まで広がり、ドイツの中央政治にまで影響が広が
っている。益々ドイツの動向から目を外せなくなって
います。私はドイツ公共放送ＡＲＤの報道に目を通し
て、メルケル首相後のドイツの政治動向に不安と関心
を抱いております。個人的にはメルケル首相にもっと
首相を続けて頂きたいと思っております。
ドイツ出身のフォン・デア・ライエンさんがＥＵのト
ップに就任し、Ｂｒｅｘｉｔ後のＥＵの動向も興味深
く、来年もフィーツェ首席公使のお話
を伺うことを楽しみにしております。
最後に、各質問者が頂いたドイツ国
旗のダルマさんを大事に家の書棚に
置いて、ドイツ再訪問の夢が実現で
きた時に目玉を入れたいと思います。

このイベントは中止となりました。
横浜日独協会 YC（ヤングクラブ）主催 ３月例会

文化委員会企画

武田章寛 YC 会員のヴァイオリン演奏とトーク

このイベントは延期致します。

春の郊外散策—北鎌倉

1. 日時：2020 年 3 月 22 日（日）15：00－17：00
2. 場所：戸塚区民文化センター 4 階練習室④

春うららの季節に、お花見を兼ねて北鎌倉を散
策いたします。

3. 演奏プログラム
J.S.バッハ： 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティ
ータ 第 2 番からシャコンヌ

【日時】
４月３日（金）１０時１０分 北鎌倉駅表口集合
(横須賀線は、進行方向前方―鎌倉駅寄りに乗車
されると便利です)
[参考] 横須賀線（横浜 9:44―保土ヶ谷 9:47―東
戸塚 9:52―戸塚 9:56―大船 10:02―北鎌倉 10:05）

演奏者コメント：
最近ヨーロッパでは、バッハなどのバロック音楽の
演奏をする際に、当時使用されていた弓(バロック・
ボウといい、現在の弓とは形が異なります)を使用し
て演奏する機会が増えております。バロック・ボウの
使用により音楽的に大きな変化をもたらし、よりバッ
ハの考えていた音に近づく事を今回はテーマとして
横浜日独協会の皆様にお話しと演奏をさせて頂きた
いと思います。

【午前】
東慶寺（入場料 200 円）。静かな佇まいの寺で、
縁切り寺として知られています。
鎌倉一美しいといわれる「水月観音像」
（300 円）
を拝観。著名人の墓所が多数（小林秀雄、西田幾
多郎、鈴木大拙、野上弥生子、岩波茂雄、出光佐
三、大松博文、織田幹雄、前田青邨など）あります。

４．会費：例会 1,000 円

【ランチ】「鉢の木」新館
半月点心 2,640 円(税・サ込)
【午後】 円覚寺（入場料 300 円）。
臨済宗円覚寺派大本山、鎌倉五山第二。1282 年、
北条時宗の開創で、国宝「舎利殿」、国宝「鐘楼」
などがあります。
「仏日庵」は北条時宗の廟所で、
川端康成「千羽鶴」の舞台です。「帰源院」は夏
目漱石が参禅

Akihiro Takeda-武田

章寛

【ティー・タイム】円覚寺構内の茶寮「安寧」
上生菓子と抹茶 1,000 円（税・サ込）
上生菓子は逗子「こよみ」製。ぜんざいやコーヒ
ー・紅茶も。金沢翔子の書が飾られています。

プロフィール

東京生まれ。2010年第8回東京音楽コンクール弦楽部
門第3位受賞後、ソリストとして円光寺雅彦、マルク・ゴ
レンシュタイン指揮東京フィルハーモニー交響楽団、秋
山和慶指揮とくしま国民文化祭記念管弦楽団、宮本文
昭指揮東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団等数多
くの国内オーケストラと共演。2016年には東京文化会
館にてリサイタルを行い、好評を博す。
最近の室内楽の活動では、世界の第一線の演奏家と
共演を重ねている。また、コンサートマスターとしての
経験を多数のオーケストラにて積んでおり、German
Scandinavian Youth Philharmonicの演奏会に3年連続
コンサートマスターとして参加し、ベルリンのフィルハー
モニーにて演奏の他、Orchesterzentrum NRWのコンサ
ートマスターとしてドルトムントのコンツェルトハウスに
て演奏した。ドイツ、フォルクヴァング芸術大学修士課
程終了、ダニエル・ゲーデ氏に師事。2014年より財団
法人Villa Musica Rheinland-Pfalz奨学生。2017年11月
にはマーラー室内管弦楽団のアカデミー生として同楽
団演奏会に出演。

【その他】
①「鉢の木」のランチは、2 日（木）正午以後にキ
ャンセルされますと、キャンセル料が発生しま
すので、ご注意ください。
②新型コロナウイルスの影響の広がりによって
は、今後予定を変更することがあるかもしれま
せん。
【申し込み】
参加ご希望の方は、教養講座「百人一首をよむ」
会のメンバーの方は３月４日（水）の例会時に、
またそれ以外の方は、３月 27 日（金）までに、
中尾文化副委員長までお申し込みください。
その際、茶寮「安寧」で“上生菓子と抹茶”を注
文される方は、その旨お伝えください。
E-mail: naomint2013@gmail.com
(携帯アドレス) naomi10017@docomo.ne.jp
電話番号： 044-798-2420 (Fax 兼用)
携帯電話： 090-7711-4633

2019年ニュルンベルク音楽大学 Meisterklasse進学
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第２回

横浜日独協会 新入会員 自己紹介

コロナ感染拡大により中止致します。

時の癒さぬ傷はない

日独ユース・女性フォーラムのお知らせ

Die Zeit heilt alle Wunden (Hamlet)
６月１３日（土）１時より第 2 回日独ユース・女
性フォーラムを開催いたします。昨年よりユース
フォーラムと女性フォーラムを合同で開催してい
ます。２人の講師による基調講演に続き、横浜日
独協会よりフランクフルトへの派遣高校生２名に
よる報告があります。
恒例の手作りケーキとお茶、フルートと琴による
合奏の休憩後、基調講演者を含む数名のアドバイ
ザーをお迎えして、日独学生ディスカッションが
「女性の労働力維持・向上のための男女の意識改
革について－日独の現状と取り組み」のテーマで
行われます。日独両学生の活発な意見交換の場に
どうぞ奮ってお出かけ下さい。

会員

冒頭からこの自己紹介文を読まれる対象である
皆様をホレイショー扱いする愚をお許しください。
個人情報保護やプライバシー管理が厳しい昨今、自
己紹介の難しさを噛みしめつつ駄文を記しており
ます。
冒頭から「傷」という表現をもちいたのは、私に
とって、ドイツ語が傷も傷、「大傷」に他ならない
からであります。ドイツが傷なのではなくてドイツ
「語」が傷なのです。大学の第二外国語をフランス
語で選択したこともあり、ドイツ人の友人も存在せ
ず（日本人の友人はたくさんいましたよ！ 念のた
め）ドイツ語の使用をまったく必要としないまま無
為に過ごしていたある日、ラジオで小塩節先生のカ
ール•バルトについての講義を耳にしました。バル
トといえば当時の私たちの年代には、世の中の良き
監視人たる生き方を問う点で、含意に富んだ言説者
でもありました。ドイツ語に真の意味で興味を持っ
たのはこの時点からだったと思います。

日時：２０２０年６月１３日（土）13:00～17:00
場所：横浜国際センター
（パシフィコ横浜国際協力センター６階）
日独ユース・女性フォーラム委員長

南雲淑子

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

館野ゆかり会員

藤田楯彦

バルトの翻訳は日本でもいろいろな方の翻訳が
ありますが、後期高齢者になる今年いちどドイツ語
でじっくり読んでみたいと思い立ったからです。ド
イツ語を軽視した傷を、長い時を経過したいまにな
って、癒そうと思い立った初学に近い身です。この
紙面を借りて皆様によろしくご指導を乞う次第で
あります。

ソプラノリサイタル
26.1.2020

「ウイーンはいつもウイーン」
～愛は歌の翼に乗って～

【略歴】広島修道大学名誉教授 同大学元商学部長
以下は身元確認のための付随情報です。
元日本学術会議商学研究委員 元文部科学省科学研
究費審議会委員 元郵政省簡易保険研究委員

久保山菜摘コンサート

2020.1.13

～若きトリオの響き～ に出演の久保山菜摘さん
（ピアノ）と河野明敏さん（チェロ）
久保山さんは 2019年3月の武田章寛デュオ演奏会
でピアノを演奏されています。
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ドイツ産業トピックス（第１１回）
理事 大堀

＜飛び恥 (Flugscham)＞
冒頭の言葉を聞いたことがある方はいらっしゃい
ますでしょうか？「飛行機に乗るのが恥ずかしい」と
いう意味です。私がこの言葉を意識したのは、次の
記事でした。
「 ド イ ツ 鉄 道は 運 賃 を１ ０ ％ 下げ る（ Deutsche
Bahn senkt Preise um zehn Prozent. 31.12.2019 FAZ）
」
これまで値上げが続いていたドイツ鉄道が、今年の
1 月から長距離運賃を値下げしました。議会で決め
た付加価値税の値下げ分を乗客に還元したのです。
こうして乗客は鉄道を利用することで、環境を保護
することができるといいます。一方で 4 月からは、
航空機利用は飛行距離に応じて税を値上げし、運賃
は割高になる見通しです。
背景にあるのは飛行機に比べ、 鉄道は二酸化炭素
の排出量が圧倒的に少ない(飛行機は鉄道の約５倍)
という事実です。ゆえに政府は鉄道の利用者拡大に
努めています。
ドイツの航空関係者の中には将来に非常に危機感
を持っている人も多くいます。そして実際に国内の
飛行機利用者は常に減っています。(Immer weniger
Passagiere fliegen innerdeutsch. 25.01.2020)
「この乗客減少の理由は、航空交通による気候への
影響や、 “飛び恥”の議論が影響していることはな
い」と協会は語っていますが、どうでしょう？(Dass
die Debatte über Klimaschäden durch Luftverkehr
und „Flugscham“ die Passagiere am Boden halten
könnte, schloss der Verband aus. am Boden halten=
地上に留める、比ゆ的にも )
一方ドイツ最大の航空会社ルフトハンザの労使に
おいては、環境からの危機意識より、目先の自分ら
の賃金問題が大事なようで、ストが何度か発生して
い ま す 。 (UFO kündigt Streik bei der Deutschen
Lufthansa an. 18.01.2020.)

聰（中小企業支援）

日本に目を向けるとこうした動きは見られません。
CO2 削減のため、東京―大阪間は飛行機ではなく新
幹線を利用しよう、そのために税制も見直そうとい
う動きは、急激な社会構造の変換を嫌う土壌ゆえ、
すぐには起こらないと私は考えます。
なおこの“Flugscham“
（飛び恥）という言葉はスイ
スドイツ語圏で２０１９年の「今年の言葉」のひと
つに選ばれました。皆さんもこれから耳にするかも
しれません。

＜電気自動車の産業界への影響＞
「電気自動車への転換は４１万人の職場を危険に
さ ら す （ Umstellung auf E-Mobilität gefährdet
410.000 Arbeitsplätze. 12.01.2020）
」
ある研究機関（NPM）の報告によると、電気自動車
は現在の自動車、部品業界のビジネスモデル
(Geschäftsmodell)を急激に変えてしまいます。それ
ゆえ２０３０年までにドイツで４１万人の雇用が
奪われると報告しました。電気自動車になると部品
数が減ることはよく言われるところですが、エンジ
ンとギアの生産だけで８．８万人です。影響を最小
化するために、従業員が他の業界に転換できるよう
な、再教育が今から必要と訴えています。
最近トヨタが、人口２０００人の「自動運転実験都
市」を作ると発表して、単なる車のメーカーから脱
却しようとしていますが、ドイツの自動車メーカー
は伝統的車づくりの発想から脱却していない印象
を私は持ちます。アメリカの電気自動車メーカー、
テスラの時価総額が、フォルクワーゲンを抜いたと
報じられたのは、この 1 月でした。
（以上）
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高い東洋美術品 2 万６千点が、作品を美術館から外に
出さないという条件で寄贈された。ほとんどがアジア
の作品 1 千点から成るアーサー・Ｍ・サックラー・ギ
ャラリーと地下で繋がっており、組織も共通で、とも
にスミソニアン博物館群の一角を形成する。宗達の
｢松島図屏風｣など日本美術品は約 5 千点あり、日本人
のスタッフも数人いる。また日本語の美術関係書籍も、
１万冊余りある。

文化コラム

海を渡った日本文化
―日本美術のコレクターたち（２）―
会員

寺澤行忠

日本の美術品は海外
に多く渡っているが、と
りわけアメリカが多い。
それは日本とアメリカ
が、それだけ関係が深か
ったからでもある。中で
も多いのがボストン美
術館である。

アメリカ・オクラホマ州の資産家に生れたジョー・
プライスは、ニューヨークの古美術商でたまたま見か
けた掛軸に心を奪われ、大学卒業祝いのメルセデス・
ベンツを買うための資金で、その掛け軸を買ってしま
った。伊藤若冲の｢葡萄図｣であった。このことが彼の
人生を一変させた。
以来、画家の名前を見ずに、自分の眼だけで選ぶと
いう信条のもと、若冲を中心に森狙仙、長沢蘆雪など
の上方の画家、酒井抱一、鈴木其一などの江戸琳派の
画家、肉筆浮世絵といった 600 点余りの作品を、日本
人の悦子夫人とともに収集することになる。これらの
画家たちが、ほとんど注目されていなかった時代のこ
とである。そして日本から要請があれば、喜んでその
コレクションを日本に貸与した。今日の日本における
若冲ブームは、彼の審美眼に負うところが大きいと言
っても決して過言ではあるまい。

アーネスト・フェノロサ

アーネスト・フェノロ
サはお雇い外国人として 1878 年に来日、政治学や理
財学を教える傍ら、日本美術に関心を持ち、その研究
と作品の収拾に情熱を傾けた。岡倉天心とともに法隆
寺夢殿を開扉させ、救世観音の存在を世に知らしめた
ことは、よく知られている。伝統的な芸術に対する評
価がきわめて低かったこの時期に、その価値を日本人
に再認識させた功績は、きわめて大きい。一方で「平
治物語絵巻」
「松島図屏風」など、すぐれた美術品 1000
点以上を購入、これをすべて買い取ったチャールズ・
ウェルドが、自ら収集したコレクションと併せて、ボ
ストン美術館に一括寄贈した。
岡倉天心は、ボストン美術館の第２代東洋部長に就
任、フェノロサの感化もあり、日本美術の振興に尽力
した。英文による著作“The Book of Tea”(『茶の本』)
は、日本文化の優秀性を説いて、欧米の知識層に多大
な影響を与えた。
「聖観音立像」
「弥勒菩薩立像」など
は天心の収集した名品で、ボストン美術館の日本美術
品の充実に大きく貢献した。

プライス夫妻

ウィリアム・ビゲローはモースの感化で来日、日本
の文化や伝統を深く愛した。豊かな財力を背景に、多
くの日本美術品を収集、約４千点の絵画と 3 万点以上
の木版画をボストン美術館に寄贈した。この中には、
約 700 点の肉筆浮世絵絵画が含まれている。これらは
注文によって描かれた 1 点しかない特注品で、世界に
比類のないコレクションである。

サンフランシスコのアジア美術館は、アジアの美術
品だけを保有する美術館としては、西洋世界では最大
規模であるが、実業家で元 IOC 会長のアヴェリー・ブ
ランデージからサンフランシスコ市に寄贈された約
７千点のコレクションから出発した。その後の収集で、
現在は約１万４千点の美術品を所持しており、日本の
ものだけでも５千点近くに上るが、重文級を含むすぐ
れたコレクションのほとんどは、ブランデージ・コレ
クションである。

ウィリアム・Ｓ・スポルディングとジョン・Ｔ・ス
ポルディングの兄弟は、浮世絵の歴史の全貌がつかめ
るようにすることを主眼に、浮世絵の最高の作品を厳
選・網羅して、6 千点以上の浮世絵を収集した。そし
て作品を光線や湿度の害から守るために、美術館の中
でも展示しないことを条件に、ボストン美術館に寄贈
した。その条件は現在も守られているが、2007 年にＮ
ＨＫが特に撮影を許され、高精細カメラで撮影・放映
した。現在我々が見る浮世絵のほとんどが退色してい
るが、このコレクションは、特に紫色が当時の色彩の
まま鮮やかに保存されており、見るものを驚かせた。
ワシントンのフリーア美術館は、デトロイトの実業
家、チャールズ・フリーアによって設立された。質の
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行事予定

文化委員会企画

■ 2020 年 3 月 例会：中止
・日時：3 月 22 日(日）午後 3:00～5:00
・会場：戸塚区民文化センター４階 練習室④
・トークコンサート 詳細は P4 をご覧ください
武田章寛 YC 会員（ヴァイオリン）
・会費：例会 1000 円

① 教養講座「百人一首をよむ」
【日時】原則として毎月第１水曜日 13:00～14:30
３月例会 ３月４日（水） 中止
４月例会 ４月１日（水） 中止
５月例会 ５月13 日（水）中止
６月例会 ６月３日（水） 中止

■ 2020 年 4 月 例会： 中止
・日時：4 月 26 日(日）午後 3:00～5:00
・会場：戸塚区民文化センター４階 練習室④
・お話：井出航平ＹＣ会員
「ドイツで感じたギブアンドテイク」
・会費：例会 1000 円

【会場】神奈川県民センター
（横浜駅西口より徒歩５分）
【講師】寺澤行忠会員（慶応義塾大学名誉教授）

② 春の郊外散策—北鎌倉 延期致します。
【日時】４月３日（金）10:10 北鎌倉駅表口集合
詳細は P４をご覧ください。

■ 2020 年 5 月 第５回 定時総会：6/20に延期
・日時：5 月 17 日(日）午後 1:30～2:30
・会場：戸塚区民文化センター４階 練習室④

「スカート」練習会の開催について

■ 2020 年 5 月 例会：「年次総会記念講演」中止
・日時：5 月 17 日(日）午後 3:00～5:00
・会場：上記総会と同一会場
・講演：黒川 剛 元オーストリア大使
「100年後から見るワイマール文化」
（仮題）
・会費：例会 1000 円

会員の皆様 本年もよろしくお願いいたします。
さて昨年１１月の例会で、ドイツのカードゲー
ム「スカート」について、東京スカートクラブの
会長 Eckhoff さんより講義があり、皆様の高いご
関心をいただきました。これを機会にスカートを
覚えたいという方もかなりいらっしゃいますの
で、下記により練習会を開催することといたしま
した。どうぞ多数のご参加をお待ちしております。

■ 2020 年６月
「第2 回 ユース・女性フォーラム」中止
（お知らせは、P5 をご覧ください）
・日時：6 月 13 日(土）午後 1:00～5:00
・会場：横浜国際協力センター
6 階多目的ホール パシフィコ横浜
・最寄駅：ＪＲ桜木町駅
・会費：1000 円 学生無料

1. 日時： 教養講座「百人一首をよむ」会開催日の
１５時から 約２時間
2. 場所： かながわ県民センター９階
ボランティアサロン
神奈川区鶴屋町 2-24-2
JR 横浜駅西口・きた西口を出て徒歩５分
Tel 045-312-1121
3. 出席

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

新入会員：
・レナー 順子 様
（レナ― じゅんこ）
・ザイドラー 結花 様 （ザイドラー ゆか）

直接お出でいただいても結構ですし、
あるいは事前に中戸あてご連絡いただ
いても結構です。
中戸 Tel 045-773-2473
E-mail nakato@mqc.biglobe.ne.jp

編集後記： コロナウイルスの影響で参加予定だった催しが
次々中止になっていくので不安になります（山口）
NPO 法人 横浜日独協会会報 発行 2020.3.1 (第54号)
所在地：〒247 -0007 横浜市栄区小菅ケ谷 1-2-1
地球市民かながわプラザ NPOなどのための事務所内
Tel: 080-7807-7236
E-Mail: jdg-yokohama2010@outlook.jp

4. その他
原則として、毎月第１水曜日は１３時より、
同じ建物で、横浜日独協会主催の「百人一
首の会」が開催されております。こちらに
出席されて、その流れでスカートの方にお
越しいただければ、短時間で、日独文化の
粋を体験できるか、と思います。

会報編集責任者: 山口 利由子
E-Mail：jrr3@mvj.biglobe.ne.jp
横浜日独協会ホームページ

http://jdgy.sub.jp
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