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ドイツの教会事情 （ドイツカトリック教会に所属した経験から）
横浜日独協会会長

(1) ドイツの実情
① ドイツは「国の宗教」の規定を持たず、「信仰、宗教」の
自由は、基本法（憲法）で保障されている。その代わりに、
国はカトリック教会及び福音派教会とパートナーシップ契
約を結び、互いに協力する関係を築いている。この協力
関係の例として、国家による教会税の徴収・分配や、学
校における宗教科目の必修化（例外あり）宗教団体によ
る社会福祉事業などがある。
② ドイツでは現状全人口の約54%がキリスト教会（カトリ
ック約28％、福音派約26％）に所属している。人口
に占めるキリスト教徒の割合は年々低下しているもの
の、ドイツの社会と文化は、キリスト教を土壌として
育って来た。しかし（1）外国人問 題（ドイツには2017
年末で外国人942万人、移民を背景とするドイツ人
984万人、計1926万人がいて、総 人 口の約23.6％に
ものぼる。日本の外国人は2019年 に287万人で総人
口の約2.3 %） と（ 2） 1990年の東ドイツの統合（旧東ド
イツ市民は現在も無神論が主流）により、ドイツ人は
異文化と価値観の多様化に直面することとなり、それ
らとの折り合いと融合を迫られることとなった。
③日本と比較すると、日本での仏教の役割が主に冠
婚葬祭に比重があるのに比べ、ドイツのキリスト教は、
ゲマインシャフト（共同体）での活動を通じて、冠婚葬
祭のみならず、キリスト教の伝統の祭事、年間行事に
結びついて、ドイツ人の各ライフサイクルに深く関わっ
ており、個々の人々にとっても、家族、社会生活への
関与度合い、浸透度は格段に高く、ドイツ人の価値
観、精神行動への影響は大きい。
④ ドイツの教会は、「公法上の社団」として、学校での
宗教教育、教会税、聖職者の養成と任命等を通じ、
国家と契約関係にあり、国家と教会は、市民生活
の安寧と福祉という点でその目的が共通し、両者は
補完関係にある。つまり、教会は長い間、社会福祉
事業の主な担い手であったし、その伝統は今も引
き継がれている。
⑤ ドイツの社会においては、ゲマインシャフト（共同体）
の果たす役割は大きく、それは教会を中心として構
成されている場合が大半である。日本の実情は、
会社社会と並列して家族中心主義があり、都市を
中心に、家庭と会社 （ゲゼルシャフト） に偏 ったゲマ
インシャフト （共同体）の欠如した社会になりつつある。
一方で、家族中心主義にも変質と崩壊（同 質的な
価値観を持つ核家族化と、むしろそれへの反発）が
進行し、会社でも終身 雇用が必ずしも保証されなく
なりつつある中で、若い世代を中心に会社帰属意識
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は低下している。日本人にとって、精神面での拠り所、
基盤が揺らぎつつあると言える。
⑥ドイツでは、基本法により、公立学校における宗教教
育が正規の教科目であり、学校教育に宗教が組み込
まれている。授業は通常その地域の司祭ないし牧師
が委託を受けて行うが、通常全ての生徒は14歳まで受
講義務を負う （親の申請により 受けないことが可能）。
但し、宗教教育のあり方については、様々な議論を経て、
現在授業では、子供達に宗教および宗教的考え方に
触れさせて、生命および人生の意味と価値を子供に
理解させ、社会において責任ある行動とは何かにつ
いて指針与える場との位置付けになっている。
⑦カトリック教会、福音派教会は、地方税たる教会税
を州政府が代行して徴収、教会に配分する。水準は
所得税の8-9 ％でドイツの所得税が重いことを考えると、
かなり高額（ヨーロッパで教会税が残存している国はド
イツのみ）であり、これが教会離脱の主要因の一つと
言われている。一時的に駐在する日本人の場合も住
民登録と同時に宗教の申請の必要があるが、「無宗
教」等と申請して払っていない人がほとんどである。

(2) 日本への示唆
① 日本とドイツは、両国とも戦後奇跡の経済復興を成し
遂げ、その共通性が指摘されることが多いが、様々な点
で両国の向かっている方向性は異なる。特にドイツはフ
ランスと並んで戦後ヨーロッパの統合に主導的役割を
果たしており、域内単一市場、EU の発足 、統一通貨ユ
ーロの導入等を通じ確実にヨーロッパの統合に向かって
進んでいる。EU の更なる拡大は、ドイツに一層のナシ
ョナリズムの克服と多様な価値観の受容を求めている。
② ドイツの外国人問題は、日本にも避けられない問題を
提起しており、ドイツと同様、アジアの中の日本として、
異文化との共存、ナショナリズムとの折り合い、多様な
価値観の受容が求められている。
③日本の社会において欠けている家庭と会社（ゲゼル
シャフト）と繋ぐ共同体（ゲマインシャフト）の重要さが
再認識される必要がある。ゲマインシャフト（共同体）
は、家庭や会社とも共存し、一方で個人としてのある
べき多様性と自立を許容する役割を担うべきである。
④ 学校教育において、何らかの方法で、生命および人生
の意味と価値を子供に理解させ、社会において責任あ
る 行動とは何かについて指針を与える場が提供される
必要があろう。

その後は仲尾台中学校吹奏楽部による追悼演奏の中、
全員が献花しました。最後は海上自衛隊音楽隊トランペ
ット奏者がドイツ軍の鎮魂歌を演奏し、当会能登副会長
が閉会の辞を述べました。

祝☆早瀬名誉会長、「日独友好賞」受賞！
日本とプロイセン修好条約調印 160 周年という日独
交流の歴史の節目の年に、ビッグ・エス・インターナショ
ナルが主催し、日独交流の貢献された方々を顕彰した
いという候補者募集に、横浜日独協会では早瀬会長
（当時）を推薦いたしました。早瀬前会長は、ドイツ留学
(西ドイツ・ゲッティンゲン大学)以来、半世紀以上にわ
たり日本とドイツの交流に活躍し、その活動分野は多岐
にわたりました。とりわけこの十年間は横浜日独協会会
長としての実のある日独交流に貢献されたことが大き
な理由でした。

当日横浜日独協会からは 8 名が参加しました。協会名
で墓前へ花束を供え、横浜日独協会は終始前面に出た墓
前祭となりました。
また特筆すべきはドイツ学園の生徒が多数参加し、当
協会の会員で爆発を身近で体験した森利子さん（93）に、
式典後に熱心に質問をしていました。過去の悲劇は確実
に若い世代に語り継がれています。

早瀬名誉会長が日頃より、広く日独交流の重要性を
発信していましたが、私たちもこの言葉を励みに、より一
層の深化に向けた草の根交流に取組んでいきたいと思
います。（齊藤事務局長）

根岸外人墓地での墓前祭
常務理事

大堀 聰

1942 年 11 月 30 日、横浜港で起こったドイツ艦艇の大
爆発事故のドイツ人犠牲者が根岸の外人墓地に眠ってい
ます。今年は彼らの墓前祭が１１月６日（土）に行われ
ました。

参列した日独関係者。地元の方は写真左側

この墓地は戦後荒れ放題でした。
「ここがどんな場所な
のか。子どもたちにもしっかりと地元の歴史を伝えてい
きたい」と毎年１１月に墓地の清掃と墓前祭を、３５年
以上にわたり地元の方々が行ってまいりました。
今年はちょうどこのタイミ
ングに、ドイツのフリゲート
艦「バイエルン」が日本にやっ
てきました。そしてそれに合
わせてドイツ連邦軍関係者が
来日しました。こうした方々に
加え、
日本の自衛隊からも VIP
が墓前祭に参列したのです。

閉会の言葉を述べる能登副会長

式はまず日本側を代表して
私の挨拶で始まりました。初
めて参加される日独の方々に
も分かるように、墓前祭実施の経緯、爆発事故の背景な
どを説明しました。

2011. 11/11

挨拶する筆者。墓石正面横
浜日独協会の花。

続いて着任間もないフォン・ゲッツェ駐日ドイツ大使、
ツォルン連邦軍総監が挨拶をしました。

ドイツのフリゲート艦「バイエルン」-140 m
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「ドイツと日本語、横浜、人物秘話
１７世紀から第二次世界大戦期までを辿る」
を拝聴して
理事

様々な人々の「日本語」によって紡がれてきた交流の
歴史が今後もさらに繋がっていくよう、
私も横浜日独
協会の一員として、
微力ながらも尽力していきたいと
思った。

西条 りみ

鎖国下、また戦時下において、
ドイツ人は「日本語」をどう学び、
日本人とどのように交流してき
たのか。歴史の教科書で、
「鎖国」という言葉の誕生
のもととなった「日本誌」の著者「ケンペル」や医師
「シーボルト」などの名前は学んでいたが、この視点
で考えてみることは、今までほとんど無かった。
小川先生は、日独合作映画の
宣伝動画などを含む、多くの貴
重な資料をご提示下さりながら
「ドイツ人と日本語」という切
り口でお話しくださった。とり
わけ興味深く感じたのは、19 世紀後半、海外からの
貿易商が日本人と商取引の際に話したという、
「横浜
ピジン（横浜方言）
」
。この言語においては Jones-San
Arimas？（ジョーンズさん、あります？＝「ジョーン
ズさんはいますか。」
）のように「Arimas（あります）
」
ということばが動詞として多く使われていたという
ご説明があった。
助詞を省いた独特の言い回しと抑揚
に、ドイツ人らが「中国語を足がかりに日本語を学ん
だ」
という歴史がこの言語にも見て取れるのかもしれ
ないという印象を持った。
「横浜ピジン」が雑踏の中、
シルクの取引の場面で行き交っている場面が想像で
き、
「意思疎通の道具としてのことば」の役割を果た
していたのだろうと思う。
「文化交流においての日本語」
の習得には私たち日
本人が外国語を学ぶ時と同様、
「人」や「文化」を深
く知ろうとすることも必要であっただろう。
日本にお
けるベートーヴェン第九演奏の最初の地として名高
い「板東俘虜収容所」
。そこにいた俘虜たちは収容所
所長であった松江豊寿をはじめ、
地元の日本人と交流
があった。
俘虜たちの一部が第一次大戦後も日本に残
り、
マイスターとしての腕を日本の地で活かしたこと
が、
今日のユーハイムやローマイヤなど有名店の礎だ
という。

Cantare MIYU 第 5 回演奏会
（中央；館野ゆかり会員）JDGY 後援
11 月 22 日 於：日暮里サニーホール

第二次大戦期、
ドイツのいくつかの大学での日本語
の授業は、
当時日本語を学ぶ学生の多くが商人として
の生業に活かす目的で日本語を学んでいたため、
夜間
に開講されていたそうだ。一方で「北斎の浮世絵に感
動して日本語を学び始めた」という学生もいたようで、
「日本の文化」
が学びのきっかけであったことを嬉し
く思った。
2021 年は日独交流 160 周年の年にあたる。1863 年
にプロイセンが日本に領事館を置いた際、
当時の外交
官たちは、
「もと武士たち」から日本語を学んだとい
う。
鎖国の時代から現代に至るまで、
それぞれの時代、
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また、早瀬先生がアダム・スミスのことをよく研究
されていることについても大変感銘を受けました。私
もちょうど、２０１８年の世界金融危機を契機に、資
本主義の父であるアダム・スミスに関心を抱き、国富
論の原点となった道徳的感情論の英語オリジナルバ
ージョンを取り寄せてドイツで読んだことがありま
す。と言っても全て読んだわけではなくてさわりだけ
ですが、シンパシーが経済活動においても原点である
ということは、非常に新鮮でした。

【書評】
『ドイツと私の半世紀』
（早瀬勇著）
元駐独大使 神余 隆博
（関西学院理事・教授、元国連大使）
横浜日独協会名誉会長

早瀬 勇 先生
２０２１年８月１４日（大阪市）
拝啓

それまで私はマックス・ヴェーバーの『プロテスタ
ンティズムの倫理と資本主義の精神』を通じて、オラ
ンダやベルギーなど当時の資本主義の先進地域にお
けるプロテスタンティズムの厳しい戒律が、資本主義
のバックボーンとなってきたと思っていたのですが、
このシンパシーが原点であるということを知り、大変
意外かつ新鮮な驚きを感じたことを覚えております。
今回の先生の著書におけるアダム・スミスの「官」と
「民」に関する講演を拝読し、アダム・スミスの考え
方をよりよく理解することができたと思った次第です。

このところ長雨が続いており、各地で洪水にならな
いかと懸念されます。オリンピックが終わり、コロナ
の感染拡大が収まりませんが、お元気でお過ごしでし
ょうか？
早瀬先生におかれましては、本年５月２０日付で
『ドイツと私の半世紀』と題するご著書をお送りいた
だき大変有難うございました。また、さらにその前に
なりますが昨年１０月には機関誌「デア・ハーフェン」
におけるドイツの中国依存からの脱却に関するご論
考並びに横浜日独協会１０年の歩みの特集号をお送
りくださり、すべて拝読いたしました。日独関係に関
し、大変力強い論を展開しておられ、同感する次第で
あります。横浜日独協会を１０年間率いてこられ、日
独交流に多大なる貢献をされたことに対し心からの
敬意を表したいと思います。

また、アダム・スミスのお墓を訪ねたときのお話も
印象的でした。日本人は偉大な人物のお墓を訪ねるこ
とが好きで、私も、印象派の画家の何人かのお墓を訪
ねています。ファン・ゴッホ、ルノワールなどですが、
そのような気持ちはよくわかります。しかし早瀬先生
ほど徹底していませんので、さっと見てそれで終わり
という感じです。

（註：その後の８月２０日付け外相表彰に対し、更にご
祝意の芳書を有難く頂きました――早瀬註。）

更に、このアダム・スミスに関する講演会に出席し
ていた方の名簿のなかから、川西重忠氏の名前を発見
した時は驚きました。川西さんは残念ながら最近お亡
くなりになりましたが、生前、ドイツ（ベルリン）と
日本において度々お会いし、桜美林大学の研究室まで
お伺いしたことがあります。早瀬先生がアジア・ユー
ラシア総合研究所評議員ならびに日独フォーラム座
長に就任されたのも川西先生との関係からでしょう
か。川西先生を偲ぶ会がコロナの関係で開催できず、
追想集が出版される予定と承知しております。私もそ
の中に一文を寄稿させていただきました。

早瀬先生の御著書はたいへん興味深いもので、ドイ
ツのことから EU に至るまで縦横無尽に論じられ、さ
らにアダム・スミスに関するご講演、「ドイツの道」
と「日本の道」の違い等、鋭く論じられております。
いずれも読みごたえのある内容で、大いに勉強になり
ました。
早瀬先生は私より１０年ほど前にゲッティンゲン
大学に留学されたわけですが、私は１９７３年にゲッ
ティンゲン大学で２年間国際法のゼミに所属してお
りました。当時はどうだったでしょうか私のときには
Weender Str.にある Blauturm という 10 階建ての建物
の一角に国際法ゼミがあり、私はそこで日本と EU の
貿易関係に関する国際法上の問題について勉強しま
した。

（註：故川西重忠氏は、２０１７年ご著書『日独を繋ぐ
“肥沼信次”の精神と国際交流』を出版され、その翌年
当協会でも同題の講演をされました。川西氏の追想集に
は早瀬も小文を寄稿。早瀬註）

その意味で早瀬先生はゲッティンゲン大学の大先
輩であられるわけです。特に国際学生寮（ナンゼンハ
ウス）に住んでおられた際の雪深いクリスマスの夜の
温かいスープの話はとても心に響くエピソードであ
りました。私の場合は、ザウアーラントのイザローン
にあるゲーテインスティテュートに通っていたころ、
下宿をしていた初老のおばあさんにクリスマスやそ
の他の機会に何度も招いてもらって、ゲッティンゲン
から行ったことがあります。早瀬先生は温かいスープ
の体験をもとに各地で若き日本人や外国からの留学
生の面倒をみてこられたという事ですが、誠に頭が下
がります。

日独関係については、日本とドイツが常任理事国入
りすべきことについても言及されておられます。この
安保理改革および常任理事国化の動きは、私が 1992
年に外務省の国連政策課長であった時に宮澤喜一総
理に国連安保理首脳会議で主張していただいたこと
からはじまっております。私もその後この問題につい
て交渉を行ってまいりました。国連大使としてもニュ
ーヨークにおいてドイツやインド、ブラジルと組んで
交渉してきたわけですが、残念ながら３０年ほど経ち
ますが一歩も前進しておりません。最近私が共編著者
となって７月に出版した『国連安保理改革を考える』
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さて、去る 2021 年 9 月 18 日の日独協会主催のオン
ライン講話において私もサポート役として参加させ
て頂きました。講話者の伏見ワインビジネスコンサル
ティング代表取締役黒川社長の資料作成や録画準備
のサポートという貴重な経験を致しました。伏見ワイ
ン様は、当店にワインを卸して頂くインポーター様で、
約 3 年前のオープン以来のお付き合いとなります。ワ
インを日本に普及された第一人者と言っても過言で
はない黒川社長のドイツワインの知識と熱い想いを
いつも側で感じる事のできるこの出会いに大変感謝
しております。

（東信堂）の中でこの問題に触れております。私自身
は安保理改革が必要だということについては今も同
じ考えです。ただ日本とドイツが常任理事国になるか
どうかについては、最近少し考えを変え、準常任理事
国すなわち常任理事国と非常任理事国との間のステ
ータスを目指すべきだとこの本の中で主張しており
ます。関連部分の拙論を２つコピーしてお送りいたし
ます。お暇なときにでも、お目をとおしていただけれ
ば有難くぞんじます。
（註：やや長文につき添付は省
略しますが、経済大国化しつつあった日本の常任国入
りを米国が支持した当時や日本・ドイツ・ブラジル・
インドの G４が常任国入りを主張した頃から、安保理
の機能低下が顕著な今日までの変化を説き、本省課長
や国連大使としての長年のご経験に照らして、国際公
益ないし国際公共財としての国連における日本の役
割増大を提唱しておられる名著。

私は、PC 操作や WEB に強い方ではありませんの
で、今回サポート役のお話があった時点では正直、本
当に私で大丈夫か、と不安な気持ちでいっぱいでした。
幸い、以前に黒川社長主催のオンラインドイツワイン
塾をお手伝いさせて頂いた経験を基盤に準備出来ま
したので、その際の資料に追加修正し、何度もリハー
サルを重ねる事で、結果、事前に録画し当日配信とい
う予定通りの形で無事終える事が出来、また、聴講下
さった皆様からの評判も良かったとのお話を伺い大
変安堵しております。私自身大変勉強にもなりました。

また『月刊公明』１２月号にも『世界の安定と繁栄へ
日本は長期の国連戦略を』と題して寄稿され、「多国
間主義のための同盟」に日本の主体的参加を促してお
られます。早瀬註。）
このたびは、早瀬先生の御著書を拝読することによ
ってさまざまなことを学ばせていただきました。また
ドイツに対する深い愛情そして日本の将来を思う気
持ち並びに若者を育てようというお気持ちを人一倍
お持ちの先生のお人柄に触れることもでき、大変充実
した気持ちになりました。

コロナ禍で世の中はいろいろな意味で変化してお
ります。しかしながら、次回は、ドイツやドイツワイ
ンがお好きな方、また、音
楽が好きな方が当店にご来
店下さり、オンラインでは
なく現地で皆様とお会い出
来る日が楽しみでなりませ
ん。感染症対策の上、皆様
のご来店を心よりお待ちし
ております。

コロナの感染がまだ収まるところを知りません。ど
うかくれぐれもご自愛の上、引き続き日独関係の発展
にご助力くださるとともに、諸方面で健筆をふるい続
けていただくよう希望いたします。
遅まきながら心からのお礼を申し上げます。敬具
２０２１年８月１４日

神余 隆博

拝

関西学院理事、
関西学院大学教授・国連・外交統括センター長
日本国際連合学会理事長
（以上）

オンライン ドイツワイン塾
皆さん初めまして。私は、横浜市金沢区で ｢KEITH･
NOUKENDAI(キース・ノウケンダイ )｣というピアノサ
ロンを運営しておりますマネージャー・松井と申します。

KEITH･NOUKENDAI (キース・ノウケンダイ)
京浜急行 能見台駅下車徒歩約 2 分
改札出て左手 160m ロイヤルホスト手前の階段で2階へ
営業： 不定休
住所： 横浜市金沢区堀口 5-1-209
Web : www.keith-noukendai.com

京急線能見台駅から徒歩数分の場所にある防音設
備完備の飲食店兼イベントスペースです。不定期では
ありますが、生演奏付のワイン会や JAZZ LIVE など
を開催。他方で、セミナーや様々なイベント会場とし
てご利用可能なレンタルスペースとなっております。

電話： 045-788-2769
Mail：manager@keith-noukendai.com
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日本とドイツ・脱炭素とグリーン革命 （３）
副会長

5.日本とドイツ・今後の取組み
日本の取組みです。交通、産業部門の削減も必要
ですが、電気自動車 EV の普及など電化率はさらにア
ップし、30 年後の電力需要は 30～50％伸びると推定
され発電部門の脱炭素化が重要です。

大瀬 克博

4.国を挙げて取組むドイツのエネルギー転換
日本とドイツは国情も違い脱炭素の取組みは自ず
と異なりますが、エネルギー転換に国を挙げて取り
組むドイツから学ぶことも多いと考えます。

当面の基本方針は 1）徹底した省エネ推進、2）再
エネの最大限導入、3）火力発電の高効率化と原子力
発電の安全最優先再稼働、です。

実現には市民の理解が重要です。ドイツでは 93%
の市民が再エネ普及支持との調査結果があります。
エネルギー転換の重要性
項

目

回答率

次世代への責任

76 %

気候保護

74 %

エネルギー自給

67 %

市民エネルギー参加

59 %

電力会社との競争

51 %

中小企業の経済強化

47 %

出所：TNS 2016/11 調査

近隣に設置して良い発電設備
項

目

回答率

再エネ一般

63 %

ソーラーパーク

77 %

風 力

55 %

バイオマス

40 %

ガス火力

19 %

石炭火力

7%

原子力

4%

FraunhoferISE 資料を基に作成

ドイツは、1）石炭火力の段階的縮小と 2038 年の
完全撤退、2）再生可能エネルギー増強、風力発電を
主力とし 2045 年に比率 80%以上を目指す、3）水素
開発、の三つが従来の重点テーマです。しかし、新
政権は石炭火力撤退を 2030 年、再エネ比率 80％を
2030 年へ前倒しする目標を掲げています。

左上表は再エネを
支持する理由です
（複数回答で）。興
味深いのは次世代
への責任 が回答率
最大であることで
す。これが憲法裁
判所の判断にも表
れています。

日本とドイツの戦略の違いは火力と原子力です。
大陸のドイツ、島国の日本、地政学的事情によりま
す。ドイツは再エネ電力の変動を大陸の強固な電力
系統が吸収し大停電を防止しています。エネルギー
安全保障（自給率、安定供給など）は国の存立に関
わる重要事項であり脱炭素化と両立を図らねばなり
ません。将来に向けたエネルギー政策が両国で異な
る背景です。

左下表は 2020 年
1 月に行われた 発
電設備への受容度
調査です。過半の
市民が近隣のソー
ラー、風力の設置
に肯定的です。特
にソーラー支持が
多く、これがハン
ブルク市など新設
家屋のソーラー設
置義務の法律制定
に至った背景です。

6.風力発電の拡大

再エネ拡大は電気料金にも影響します。ドイツの
家庭用電気料金は kwh 40 円、日本は 26～30 円です。
一方、ドイツの産業用電気料金は政策的に下げ日本
より低いレベルにあります。この料金をドイツ国民
は受け入れ、更に市民の省エネ意識醸成にも繋がっ
ています。以上のような市民意識がエネルギー転換
の国民運動的な展開を可能とし、野心的な政策目標
の実現を後押ししています。
交通分野の脱炭素で期待が大きいのが EV です。
ドイツ自動車連盟が EV とエンジン車の CO2 排出量検
討結果を発表しました。EV は生産時の CO2 排出がエ
ンジン車を上回ります。EV の走行時排出量はゼロで
も駆動電力は発電時に CO2 排出があります。生産時
の排出量、走行時の EV 電力排出量とエンジン車燃料
の排出量を合計し比較しています。ガソリン車では
12 万 km、ディーゼル車では 20 万 km まで EV 排出量
が多い結果でした。EV を本来のエコカーとするため
には発電の脱炭素化がより必要です。

再エネ増強は日本もドイツも風力発電がメインで
す。日本は導入目標として 2030 年 10GW（1 千万 KW）、
2040 年 30～45GW を掲げ、殆どが洋上風力です。
45GW は一基 1 万 KW の大型風車で 4500 基となり、中
国に次ぐ洋上風力発電大国になる目標です。45GW は
1GW(百万 KW)原子力発電設備 45 基に相当と報道され
ますが誤解を招く表現です。これは設備容量 kw であ
り発電量 kwh 比較ではありません。原子力は常に定
格出力での運転ですが、風力発電は風況（風の強さ）
により出力は変動し年間を通した利用率は原子力発
電の約 40%です。45GW の風力は発電量 kwh では原子
力 18 基分相当になります。
ドイツの風力発電設備は 2020 年現在で 63GW に達
し、陸上が 54GW、洋上が 9GW です。陸上風力は自然
保護団体や住民の反対運動影響で近年の新設は激減
しています。今後の主力は洋上風力で現在の 9GW を
2030 年 20GW、2040 年 40GW にする目標です。そのた
めの法整備も行っています。

バルト海の洋上風力 60 基 385MW
（出所：ドイツ環境省）
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ジーゲン通信 1
ヤングクラブ青年会員

今のところは来年 7 月に帰国をする予定ではおり
ますが、その時は世の中が少しでも落ち着いている
事を祈ります。そして、皆様にお目にかかれる事を
心待ちにしております。

武田 章寛

ご無沙汰をしております、ヴァイオリニストの武
田章寛です。

どうぞご自愛の上、お元気でお過ごし下さい。
2021 年 12 月 3 日ジーゲンにて 武田章寛

コロナ禍、皆様がお変わりなく健康で過ごされて
いる事を心より願うばかりです。ドイツでは感染者
が約 7 万人連日増え続け、パンデミックが始まって
以来の緊張感が漂っております。

添付の写真は、当オーケストラの新しい本拠地と
して、来年夏に竣工する Haus der Musik 上棟式で演
奏した時の写真と、オーケストラリハーサル時の写
真です。(指揮は音楽監督のナビル・シェハタ氏)

思い返せば、前回皆様にニュルンベルク通信をお
送りしたのが去年の 4 月。コロナウィルス拡散によ
り、世の中の状況が刻一刻と変わっていく中、デュ
ッセルドルフ空港から日本行きの飛行機に飛び乗っ
て帰国した頃でした。
コロナ禍での不自由な生活は時を早く進めてしま
うと思うのは私だけでしょうか。あっという間に一
年半が経ちましたが、私の生活でも変化がありまし
た。今回通信の名称が再び変わりましたのは、私が
Nordrhein-Westfalen 州のジーゲンに転居したからで
あります。今年の 6 月 21 日、同地の Philharmonie
Südwestfalen 第２コンサートマスターのポジション
に合格し、新年より正式に就任する運びとなりまし
た。また、既にゲストコンサートマスターという形
で仕事を始めさせて頂いております。
このオーケストラはジーゲンの Apollo Theater を
拠点に、主に管弦楽曲を中心に演奏しております。
今秋はチャイコフスキーの 5 番、シューマンの 4 番
の交響曲など早速名曲を勉強する機会に恵まれまし
た。先週末の演奏会では初めてコンサートマスター
のヴァイオリンソロを弾きましたが、曲はアルビノ
ーニ作曲「弦楽のためのアダージョ」。この曲の恐ろ
しいのは、超有名な曲の割に録音数が少なく、名盤
中の名盤としてカラヤン指揮ベルリンフィルの演奏
が頂点に君臨している事です。そしてその中でヴァ
イオリンソロを弾いているのが私の尊敬する恩師、
レオン・シュピーラー先生なのです。多くのお客さ
んがあの音を想像してコンサートにやってくると考
えるだけで怖くなり、御年 93 歳のシュピーラー先生
にレッスンをお願いしました。PCR 検査、消毒を徹底
してベルリンのご自宅へ伺い、2 時間半ノンストップ
でご指導下さいました。長時間のレッスンで集中力
が切れかけた時に「君が疲れている事なんて僕は興
味ないよ！」とお言葉が飛び、偉大な演奏家の温か
くも厳しい教えに自分の未熟さ、これからの道のり
の険しさを痛感しました。

祝： ♪コンサートマスターご就任♪
武田さん、新天地ジーゲンでの同地交響楽団コ
ンサートマスターへのご就任を心よりお慶び申し
上げます。
コロナ禍感染急増のドイツで(2021 年 12 月現在）、
色々な困難を乗り越えて見事に合格されたことを
JDGY 会員として我が事のように嬉しくまた誇りに
思っております。
クラシック音楽の本場ドイツで、聴衆を感動さ
せる演奏が如何に難しいかは、通信の中でも述べ
られていますが、そこは演奏技術は勿論、若さと
貪欲な向上心で一層磨きをかけ、素晴しい演奏を
めざして益々ご活躍ください。

右も左も分からずコンサートマスター業を始めた
私ですが、ここまで来られましたのはひとえに皆様
のご支援のお陰であります。ただひたすら音楽の高
みに近づけるよう努力すること、この一心で精進し
て参ります。どうぞ今後ともよろしくお願いいたし
ます。

本年 7 月の一時帰国での演奏を心待ちに致して
おります。
（副会長 能登 崇）
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イベント予定

文化委員会企画
教養講座「百人一首をよむ」

■2022 年 1 月 イベント：
・日時： 1 月 22 日(土）午後 3:00～5:00
・会場： 戸塚区民文化センター4 階 練習室④
・講演： 黒川 剛 元オーストリア大使
「100 年後から見たワイマール文化」
＊当日はオンライン参加との併用（ハイ
ブリッド方式）による実施を予定。

【日時】原則として毎月第１水曜日 13:00～14:30
2022 年 1 月 12 日（水） 永青文庫等見学
2 月 2 日（水） オンライン講座
3 月 2 日（水） オンライン講座
4 月 6 日（水） オンライン講座
【講師】寺澤行忠常務理事（慶応義塾大学名誉教授）

■2022 年 2 月 イベント：
・日時： 2 月 19 日(土）午後 3:00～5:00
・会場： オンライン形式
・講演： 毛受（めんじゅ） 敏弘

２年ぶりのクリスマス会開催！
12 月 11 日（土） 横濱元町 霧笛楼にて

日本国際交流センター

執行理事

「日本における外国人材受入問題－
ドイツとの比較」(仮題）
■2022 年 3 月 イベント：
橫浜-フランクフルト友好都市 10 周年
記念ピアノ演奏会
・日時： 3 月 17 日(土）午後 6:30（開場 6:00）
・会場： 神奈川県民ホール（小ホール）
・ピアノ： 古畑 祥子（チラシ同封）
・共催： 橫浜日独協会/DJW 会員を招待
新旧会長のご挨拶

能登副会長の乾
杯は、サイレント
モード

■2022 年 4 月 イベント：
・日時： 4 月 16 日(土）または 23 日(土）
・内容： 未定

向井副会長
クリスマス会と
クイズのご準
備ありがとうご
ざいました。
大 い に 楽 しみ
ました。

■2022 年 5 月～6 月：
日独大茶会（日時未定）
・会場： 橫浜三渓園 鶴翔閣
＊１ 月以降のイベントにつきましては、コロナ禍状勢に
より、中止／延期等の可能性があります。
新入会員：
・Martin Rathmann 様（Ｍ．ラートマン）
・江花 辰美 様（えばな たつみ）
・高木 恵 様（たかぎ めぐみ）

森会員に昔の貴
重なお話を伺う
永田さんのハー
モニカ演奏に聞
き惚れる
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