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echo
インドと日本――アジアにおける戦略的パートナー国
クリスティアン・ヴァーグナ
（Dr. Christian Wagner）
ドイツ国際政治安全保障研究所
ここ数年間、
日本とインドは両国間

通商は130億米ドルに上ったが、
これ

力エネルギー部門で協力することが

の政治・経済・軍事関係を大幅に強化

を2014年までに250億米ドルに拡大す

両国首相により発表された。インドは

してきた。政治関係では一連の協約

ることに日印ＥＰＡが資すると目され

原子力エネルギーを固持するであろ

を締結し、毎年首脳会談を実施する

ている。
日本の技術力と輸出産業、
イン

うが、
日本は福島における災害後、原

ことを通じてハイレベルの関係強化

ドの高度成長率と伸びつつある中流

子力エネルギーの将来的利用に関す

を達成した。日印両国ともに、国際連

階級は、二国間の経済協力をいっそう

る最終判断を未だ下していない。

合安全保障理事会における常任理事

発展させる魅力的要因である。2012年

国入り等を通じて国際社会における

にインドが日本企業にレアアースを納

貢献力を高め、より重責ある位置づ

入することを承諾した結果、
日本は以

けを望み、
ドイツとブラジルとともに

前ほど中国に依存しなくて済むよう

国連安保理改革を求めるＧ４諸国の

になった。その見返りに日本国政府

一員として互いに国連安保理常任理

は、インドが早急に必要とするインフ

事国入りを支持する関係にある。

ラ拡大を支援し、デリーとムンバイ間

日印両国間の経済関係をさらに拡
大するための基礎を成すのが2011年
発効の「日本国とインド共和国との間
の包括的経済連携協定」
（日印ＥＰ
Ａ）である。2010年～2011年の日印

およびチェンナイとバンガロール間の
産業回廊開発のための包括的投資を
確約した。2012年に開催された日印
首脳会談では、インドの慢性的なエ
ネルギー問題を解決するために原子

安全保障政策でも、日印両国共通
の懸案事項は多い。両国ともにエネ
ルギー輸入依存度が高いため、両政
府はシーレーンの海上安全保障分野
における協力の重要性で一致し、海賊
対処に高い優先度を付し、数年前から
海上自衛隊とインド海軍による日印共
同軍事演習を実施している。
日印間の安全保障面の協力
は、2007年の第1回日印防衛政策対
話で開始し、麻生総理とシン首相が
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巻頭寄稿文

編集後記

2008年に署名した「日本国とインドと

ドイツないしはヨーロッパは政治経

の間の安全保障協力に関する共同宣

済関係において日本とは緊密なネット

言」でさらに拡大された。今では陸海

ワーク、インドとは成長しつつあるネッ

空それぞれの定期協議会も開催され

トワークを有している。安全保障政策

ている。
日本はインド軍の近代化にも

面で欧州連合（ＥＵ）が近い将来アジ

大きな関心を寄せているが、
これは、

アの安全保障アーキテクチャーでハー

を目指す盟友であり、
日独両国と多角

軍備品輸入先の多角化を目指すイン

ドパワーとしての役割を担うことは

的な協力を深めている。すでに、安倍

ドの関心にもマッチしている。

ない。
しかしながら、国家間や社会間

両国が戦略的にともに高い優先順
位を付す問題は、台頭する中国との
係わり方である。インドと日本はそれ
ぞれ中国との未解決領土紛争問題を
抱えているため、対中国関係が緊張を
ともなうことも少なくない。
しかしなが
ら、経済面では中国は日本にとり米国
を追い抜く最大の輸出市場である。
イ

の歩み寄りを促進させる方法、すなわ
ち地域協力プロセスを通じて紛争処理
を促進させる方法に関する種々経験を
ドイツおよびＥＵは積み重ねてきた。
日本とインドそれぞれの対中国関係
においても、長期的にはこのようなソ

な関係に発展している。それでも、日

大の課題となるのは、中国の台頭を念

本ないしはインドの対中国政治関係

頭におく共同戦略の開発である。同戦

が継続的に改善されたことはない。

略開発に際しては、インドと日本各々

戦終了直後から米国と軍事同盟を敷
いてきた。反面インドは1990年代に
入ってから米国との経済的、政治的、

独両国が国連の安全保障理事会改革

首相を頂く日本とは2006年に戦略的
グローバルパートナーシップで合意し
ているが、昨年末の安倍首相再登板
で日印関係の更なる進展が期待され
る。
メルケル首相のドイツとも2007年
以来グローバルな戦略的パートナー
シップ関係を深めており、2011年には
7名の閣僚等を率いて訪印したメルケ
た。本年3月に東京で行う国際シンポ

極めて似通っている。両国にとって最

は歴史的経緯もあり、第二次世界大

当てた。インドは、
ブラジルとともに日

なるであろう。

ける最大の取引国として極めて緊密

ころ異なる戦略を選択してきた。
日本

再びアジアの興味深い動きに焦点を

ル首相と包括的な政府間協議を行っ

日本とインドは多くの分野において

おいて、日本とインドはこれまでのと

今号の巻頭記事は、前号に引き続き、

フトパワー能力が前面に立つことに

ンドにとっても今では二ヶ国通商にお

中国との外交政策上の係わり方に

『jdzb echo』読者の皆様

の外交政策上異なる伝統を考慮する

ジウムでは、日独両国がインドをどの
ようにとらえ、対印関係を如何に進め
てゆくか、広く深い討議を行うことが
期待される。
今号では、2011年の福島の原発事故
で注目を集めた、高度な科学的知見
の国民への伝達に関する課題につい

と同時に、東南アジア諸国連合（ＡＳ

ても紹介する。科学への国民の理解を

ＥＡＮ）地域フォーラム
（ＡＲＦ）や東

どのように促進するか、議論の発展が

アジアサミット
（ＥＡＳ）
をはじめとす

望まれる。

る様々な安全保障機関による既存の

坂戸勝

アプローチをも考慮する必要性があ

ベルリン日独センター副事務総長

る。
jdzb echo

軍事的関係を強化しはじめた。中国
からの挑戦に対応するために日本は

ベルリン日独センター広報紙『jdzb echo』は四半
期毎（３月、６月、９月、12月）に刊行されます。

2007年に安倍政権下で米国、オース
トラリア、
インドとの四ヶ国イニシアチ
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ブを強く推し進め、民主主義の価値観
を共有することを強調した。2012年秋
に発表された安倍晋三の
「アジアの民

本紙『jdzb echo』はＰＤＦ版をホームページか
らダウンロードすることも、ｅメールでの定期講
読も可能です。

主主義セキュリティダイアモンド構想」
も同様の方向性を示すものである。
反面インドは、外交政策上のツール

連絡先
Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin (JDZB)

として民主主義的価値の促進を図る
ことに乗り気でなく、軍事同盟も拒否
し、
「対中国」
と明白に謳ういかなる同
盟にも参加していない。2011年12月に
インド、日本、米国は海上安保および
地域の紛争源に関する初協議を実施
したが、
ここでは三国ともに中国の役
割を中心に据えた討議を展開した。

ベルリン日独センター (JDZB)
ミヒャエル・ニーマン
mniemann@ jdzb.de

編注：
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会議報告

日独シンポジウム
「サイエンス・コミュニケーション」2012年12月10日
ユリアーネ・ベーム
（Juliane Böhm）
、ベルリン自由大学、
日本学科在学生
2011年７月にベルリン日独センター

ジウム開会の辞を述べた後、第一部「日

は、日本における三重の災禍（地震、津

独両国のサイエンス・コミュニケーショ

波、福島原発事故）
と、
そこで見られた従

ンの形態」で北海道大学の三上直之が

来型メディアおよび新メディアの役割を

日本におけるサイエンス・コミュニケー

取り上げる日独シンポジウム「東日本大

ションの具体例として、
日本で初めて大

震災と新旧メディアの役割――日独に

衆の意見が政治および報道に直接影

おける地震報道に関する比較の視座」

響を及ぼすことにつながった討論型世

を実施した。同シンポジウムでは、原子

論調査を紹介した。ついで「対話する科

力に係わる複雑な知見を分かりやすく

学」社のベアーテ・ラングホルフ
（Beate

伝える術に悩むジャーナリストの問題

Langholf）が、テーマが複雑になればな

も取り上げられ、2012年12月10日開催

るほど、それに適したコミュニケーショ

の掲題シンポジウムでは、まさにこの

ン形態を組織することが困難になると

難問が中心に据えられた。
日独の科学、

説明した。そこで、
「対話する科学」社と

ジャーナリズム、経済各分野の代表者

しては、サイエンス・コミュニケーション

が、サイエンス・コミュニケーションの

の目標および課題を検証すること、大衆

様々な形態、目標、それらにともなう課

の参画を強化すること、新たなターゲット

題を取り上げ、討論した。サイエンス・コ

グループを開拓することを将来の課題

ミュニケーションが直面する問題は、
日

と設定した。

独間で極めて類似している。たとえば、
学者・研究者が自身の研究について自
ら積極的に発表する傾向は両国ともに
強まってきているものの、最終的にはサ
イエンス
（科学、学問）
自身による自己プ
レゼンテーションのあり方が重要である
との認識が分かち合われた。
とりわけ、
日本における三重の災禍の後、日本国
民の間では学者・研究者およびジャー
ナリストに対する猜疑心が蔓延し、サイ
エンス・ジャーナリズムに対する批判と
して歪曲された描写およびジャーナリ
ストの偏見が挙げられた。

第二部「科学ジャーナリズム」
ではユー
リッヒ研究センターのハンス＝ペータ・
ペータース（Prof. Dr. Hans Peter Peters）
が、
「科学ジャーナリズムに代わるものは
当面存在しない」
と語った。
それは、科学
ジャーナリズムの課題が、素人の大衆向
けにテーマを取捨し、専門知識を分かり
やすい形に変形させ、
科学と社会の関係
を構築することだからである。
したがっ
て、問われるべきはむしろ科学ジャーナ
リズムに課される機能と、他が代替し得
る機能の選別である。
早稲田大学サイエ
ンス・メディア・センターの田中幹人も似

ベルリン日独センターのフリデリーケ・

たような論証を発表した。田中の見解で

ボッセ事務総長（Dr. Friederike Bosse）お

は、
ジャーナリストは新しいメディアを積

よび日本国際交流基金を代表してケル

極的に利用するよりは、
どちらかというと

ン文化会館の手塚和彰館長がシンポ

傍観してきたにすぎない。
本領域におい

33

てジャーナリストは科学と大衆の仲介者
ではなく、科学と大衆という両プレーヤ
ーの傍観者に過ぎなっかったのである。
第三部「産業界における新技術の説
明」ではバイオテクノロジーおよびフュー
チャーセンター構想といった具体例を
基に、政治経済におけるサイエンス・コ
ミュニケーションの役割が説明された。
ＢＡＳＦ社のトビアス・シュタインマン
（Tobias Steinmann）は科学、消費者、政
治間のコミュニケーションの透明性を
高めるために同社が独自に開発した農
業・食物価値連鎖の環境影響評価方法
「AgBalance」を紹介した。政策研究大
学院大学の角南篤は、欧州のあり方を
モデルとして国の資金で設立された
フューチャーセンターが、産業界や社
会の参画を得て戦略を立てる方法を紹
介した。
第四部に当たる最終討論において
は、サイエンス・コミュニケーションの
様々な観点が再度取り上げられた。ま
ず、科学があまりに容易く政治に取り込
まれがちであるとの危険が指摘された。
また、映画などを通じたサイエンス・コ
ミュニケーションの娯楽的な形態につ
いての発言があり、
ナレッジはどの程度
真剣に伝達されるべきか議論された。
さらに、現在の実情・事情の複雑性も取
り上げられ、問題が複雑になればなる
ほど、受け手の理解を助長する媒体と
してのサイエンス・コミュニケーション
の重要度が増すとされた。サイエンス・
コミュニケーションの担うべき目標は、
市民参画を実現するために市民の注意
を喚起し、情報を伝達することにある。
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会議報告

日独会議「Resource Efficiency for a Green Economy – Towards Pioneering
Actions in Japan and Germany」2012年12月３日
ライムント・ブライシュヴィッツ
（Prof. Dr. Raimund Bleischwitz）
ヴッパタール気候環境エネルギー研究所
原料価格が上昇しつづけるなか、経済

ム「ProgRess」を紹介し、つづいて堀田康

大国であるドイツおよび日本の両国が、

彦(公益財団法人地球環境戦略研究機関

資源効率性向上を目指すのも当然のなり

が、福島第一原子力発電所事故のため中

ゆきである。すなわち、物理的に投入され

断された日本の政策を紹介した。三番手

る原料に対して創出される付加価値を高

の基調報告者ウルリーケ・マイネル
（Ulrike

めることを目指し、
ドイツは「ProgRess」
と

M einel、
ドイツ自然保護連盟・ＮＡＢＵ）

銘々した政策プログラムを作成し、欧州連合

は、今後締結されるであろう種々同盟や、

（ＥＵ）は2020年までの戦略「欧州2020」

新たな政治アプローチの意義を強調した。

において資源効率性向上をフラッグシッ
プ事業に指定した。
日本もまた数年前に資
源効率に関する野心的政策路線を制定し
た。
これら政策は企業の実質的コスト削

め、企業が原料費を削減することを通じ

をテーマに、
スザンネ・ドレーゲ（Susanne

て消費エネルギーも削減し、イノベーショ

Dröge、
ドイツ国際政治安全保障研究所・

ンポテンシャルを開拓し、種々スリム化を

ＳＷＰ）が司会を担当し、最初の基調報告

通じて副次的に環境負荷も削減する政策

者ミランダ・シュラーズ（Miranda Schreurs、

は極めて魅力的である。古典的な環境政

ベルリン自由大学環境政策研究所）
が国際

策とは異なり、資源効率化政策は環境保

ガバナンスのチャレンジに関する見解を

全と産業促進を両立させる可能性を秘め

発表した。つぎにミヒャエーラ・シュペー

ている。

ドイツ連邦外務省）
ト
（Michaela Spaeth、

in Japan and Germany」
である。筆者が
導入の基調講演を発表した後に第一部
「資源政策」において現行政策および今
後導入されるであろう政策が取り上げら
れた。
まず、
ビルギット・シュヴェンク
（Birgit
Schwenk、
ドイツ連邦環境・自然保護・原子
炉安全省）がドイツの資源政策プログラ

トライン・ヴェストファーレン州効率化エ
ージェンシー)、ふるかわさとみ（フルハシ

３名が発表した。

独会議第二部では「国際資源政策の展望」

Economy – Towards Pioneering Action

ル・ニムツィック
（Michael Niemczyk、
ノル

いしは廃棄する国が異なるからである。

れに際する調査が極めて厳格になったた

独会議「Resource Efficiency for a Green

告した。企業の実態についてはミヒャエ

シーメンス株式会社)の
ガ（Jonas Dreger、

討議されなければならない。そこで、本日

所が2012年12月３日に共催したのが日

ローバル研究所）が、未来の市場に待ち構
える国際的な大きなチャンスについて報

出する国と、最終製品をリサイクリングな

る。金融危機を経た今では投資や借り入

とヴッパタール気候環境エネルギー研究

トムソン（Fraser Thompson、マッキンゼー・グ

シーメンス社を代表してヨーナス・ドレー

め、資源効率は国際的な枠組みにおいて

問に応えるためにベルリン日独センター

ｅｎｓｅ）が司会を担当し、最初にフレーザ・

いうのも原料の原産国と、それを加工・輸

め、
経済政策的にも理にかなったものであ

者の見解はどのようなものか。これら疑

界持続可能な発展フォーラム・ｅｃｏｎｓ

プラットフォーム（ＥＲＥＰ）の参加企業

アになると企業活動の停滞につながるた

調達手段はどのようなものか。環境研究

ドイツ産業
ナ・レモール（Vedrana Lemor、

題として処理することは不可能である。
と

の４割を占める原料費削減を意図するた

擦はどの程度考慮されるか。企業の資源

業界の対応および未来市場」はヴェドラ

環境総合研究所)、さらに、欧州資源効率

また、国際的なビジネス環境がアンフェ

どのようなものか。資源をめぐる国際摩

である。活発な討論がみられた第三部「産

資源効率を語る場合、
これを一国の問

減、なかでも加工産業における総生産費

資源効率に関する政治の取り組みは

資源効率に関する産業界の視点も必須

がドイツ外交政策の現状と展望を紹介し
た。最後に筆者が、国際的な金属協定お
よびステークホルダー・フォーラムに関す
る提言を述べた。

第四部は、
本日独会議を締めるハイライ
トともいえよう。
それは、
国際連合環境計画
（ＵＮＥＰ)の持続可能な資源管理に関す
る国際パネル（ＩＲＰ）のメンバー森口祐
一(東京大学）
およびシュテファン・ブリンゲ
ヴッパタール気候環境
ツ
（Stefan Bringezu、
エネルギー研究所)が登壇し、国際比較お
よび計量方法の側面を討議したからであ
る。
これまでは国別の措置しか存在しな
かったために、様々な問題が発展途上国
にシフトされる事態が発生しかねなかっ
た。そこで、総物質需要量（total material
requirements）
というコンセプトが表すよ
うな包括的指標に関する指針が必要とみ
なされるようになった。その意において
環境研究は標尺を若干高めに設定し、将
来の活動に拍車をかけるものといえよう。
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も裁判に先行し保護をすることがあり、保護

「青少年支援の視点」の日独比較 ―― 一支援者の立場から

決定までに数日を要するのが現状であると

大隅健志、京都府宇治児童相談所、臨床心理士
クリスマスマーケットが始まり、雪が降り

のことでした。また、日独間の手続きの違い
違いがあります。
また保護施設だけではなく、

積もるなか、約二週間、青少年を支援する施

通所・訪問型援助についても幅広いサービス

設等を巡りました。青少年を直接支援する

がありました。構造の違いが、民間団体の自

スタッフをはじめ、
コーディネートするスタッ

律的な運営や支援内容の豊かさを生み出し

フ、法律・心理学等の専門家、そして青少年

ていると強く感じました。

自身と触れ合う機会がありました。建物のな
かは予想以上に温かかったのですが、人の
温かさにも触れ楽しい雰囲気を満喫するこ
とができました。
私は、
日本の児童相談所で心理士として勤
めています。
児童相談所は、
児童・青少年その
家族を支援する公的機関です。
児童の保護や
施設等への措置を行う権限を有しています。
強制的な介入を行う時もあれば、
任意での相
談援助を行うこともあります。
困難を抱える青
少年を支援する立場である我々相談所職員
も、
日々困難に出会っています。問題解決の
糸口を少しでも多く見出す、あるいは考え出
すことができればと思い、日独青少年指導
者セミナー（以下セミナー）へ参加しました。

についてドイツの支援者から
「形は違えども
支援をすることについては同じ」
という意見
も耳にしました。
解決志向的に考えると、
手続
きという違いがあるものの同じく必要な支援
を行っているのだと共感的に理解しました。

２）支援者の姿勢――リソース志向・解決志
向および社会教育福祉的視点

以上のように支援の視点の違いと共通性

ドイツの青少年支援の目指す方向に「社
会統合」
という言葉を度々耳にしました。青
少年が社会の一員として教育を受け働くこ
とが重視されているということでした。日本
においては、働かず教育を受けない若者や
引きこもる若者が話題となることが多いの
ですが、労働市場に統合していくという発想
はドイツほど強くないように感じます。そし
て、
「社会統合」の実現に向けて、多くの支援
者の姿勢から強く感じられたのは、
リソース
志向・解決志向や社会教育福祉的視点です。
支援の姿勢の中核として、原因追求型ではな
く、問題を解決していくために青少年が持ち

を感じました。社会構造の違いから個々の
支援者の姿勢の違いが生み出される一方、
歴史のなかで青少年を社会の一員として尊
重されるよう社会へ働きかけ、社会構造を
作り出してきたという側面もあるでしょう。
こ
のように醸成されてきた風土に触れること
ができ、パラダイムシフトが起こる感覚をお
ぼえました。
また、
日独の支援者の意見交換
を通して、
ドイツ側から社会教育福祉的な
視点が行き過ぎ、広く浅い支援となる傾向
について言及がありました。完璧なシステム
というものはないのではないでしょうか。私
は、セミナー後、現行システムのなかで支援
機関内の役割分担や他機関との連携をより

今回のセミナー参加により、
ドイツの青少年

得ている力
（リソース）
を活用し、
ネットワーク

支援の現場から新たなことを得ると同時に、
こ

など社会的関係を利用しながら支援していく

れまで日本の現場で培ってきた感覚や知識を

ことが有効であると理解しました。
リソース・

相対化する機会となりました。考えたことを
「支

解決志向については日本でも言われていま

援の視点」の比較という観点から３点に絞っ

すが、現段階ではドイツほどの広がりでは

て述べます。一つ目は支援の土台にある社

ないように感じられます。

る」関係が、システムを補強することやシス

３）支援の実際――強制的保護に関して

つながると考えます。
このことが、
より良い青

会構造の違い、二つ目は支援者の姿勢の違
い、最後に支援の実際についてです。
１）社会構造の違い――民間団体による支
援の豊かさ

日本の児童相談の現場において、緊急対
応等の必要時に司法の関与なしに強制的
に一時保護をすることがあります。
このこと

日本の児童相談所における一時保護所

による批判はありますが、現システムのなか

は、多くの課題に直面しています。たとえば、

で、関係者が周到な準備をし、子どもの福祉

非行少年と被虐待児童を、あるいは男女を

を最優先に業務を行っています。他方、
ドイ

ともに保護する混合処遇の課題が広く言わ

ツでは司法の関与を得て保護をします。
この

れています。また、民間団体が運営するシェ

実際の対応について現場の支援者と意見交

ルターの数も多くありません。
ドイツで訪れ

換をする機会がありました。
ドイツにおいて

効果的に行っていく必要性を感じました。それ
は、社会の有機的な繋がりや、機能的なネット
ワークの構築を実現することであると考え
ます。笑顔で人と人がつながり、
「顔が見え
テムに必要な変更をもたらしていくことに
少年支援に結びついていくことであるとも
考えます。本セミナーを通して、
ともにがんば
っている国内外の仲間と出会えたことは大き
な宝です。
また、今回のような交流を設けて
頂き、多くの関係者の方にサポート頂き、感
謝の念に堪えません。人と人の繋がりがどん
どん広がり深まっていくことを期待して止み
ません。貴重な経験をさせて頂きありがとう
ございました。

たシェルターでは、入所する児童の対象（男
女別等）が明確で青少年の状況に合ったシ
ェルターが提供されていました。また、多く
の民間団体が運営していることに驚きまし
た。日本では、公的責任を果たすということ
で公的な機関が第一義的な役割を担ってき
た歴史的経過もあり、
「民がしないことを公
がやる」
という感覚があることや、公的業務
が民間委託されていくものの十分な財政面
でのバックアップがなく厳しい現状というこ
とがあります。
ドイツの青少年支援の根拠
に、社会法典第８編があり、公的青少年援助
所轄機関と民間公益青少年援助実施団体の
パートナーシップや、情報面および財政面か
らの助成の義務が謳われており、社会構造の

ホストファミリーとならぶ著者
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会議系事業
国際社会における日独の共同責任
国際シンポジウム
「日本・インド・ドイツ――
変化する世界の中で」
協力機関：コンラート・アデナウアー財団
（東京）、世界平和研究所（東京）
2013年３月26日、東京開催
東日本大震災で被災した福島県在の児童を対象とするライオンズクラブ・ベルリン管弦楽団チャリティーコ
ンサート
（2013年１月30日、ベルリン日独センターおよびベルリン独日協会共催、Gudrun Arndt 提供写真）
副題に日本語で「湘
南の古都――伯林
鎌倉物語」
と掲げる
私小説『Die Stadt
am Meer』
（ 海辺の
町）を朗読する作者
ユルゲン・エベルト
ヴスキ ー（ J ü r g e n
E bertowski 、2013年
１月15日）

日独シンポジウム
「対中国認識および日本
とドイツの外交政策」
協力機関：フリードリヒ・エーベルト財団
（東京）、
ドイツ・アジア研究所（ハンブルク）
2013年６月４日～５日
日独ワークショップ「アジアにおけるリーダー
シップと権威」
協力機関：ドイツ・アジア研究所（ハンブル
ク）、東アジア協会（ハンブルク）
2013年６月20日～21日
日独会議「政治手段としての記憶」
協力機関：フリードリヒ・エーベルト財団
（東京）
、
コンラート・アデナウアー財団
（東京）
、在日ドイツ大使館（東京）
開催予定日：2013年６月、東京開催
日独安全保障ワークショップⅣ
協力機関：ハインリッヒ・ベル財団（ベルリ
ン）、財団法人日本国際問題研究所軍縮・
不拡散促進センター（東京）
2013年９月６日

天然資源、
エネルギー
地球温暖化、環境
永野レア写真展「Pulse Tokyo」
（2012年12月６日～2013年２月28日）の開会式典における本人挨拶。

日独シンポジウム
「地球温暖化防止政策に
おける地方自治体の役割」
協力機関：名古屋大学、ハインリッヒ・ベル
財団（ベルリン）
開催日未定、名古屋開催
日独シンポジウム「再生可能エネルギーの
導入促進および法的枠組み」
協力機関：早稲田大学（東京）、
フリードリ
ヒ・エーベルト財団（東京）
開催日未定、東京開催

パネルディスカッション
「日本神話――過去の遺物か、生きた伝統か」
（2012年12月４日）
で対談するイルメ
ラ日地谷キルシュネライト氏（Prof. Dr. Irmela Hijiya-Kirschnereit、ベルリン自由大学）
と、
『古事記』を翻訳出
版したクラウス・アントーニ氏（Prof. Dr. Klaus Antoni、テュービンゲン大学）
（Shooresh Fezonis 提供写真）
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少子高齢化社会

諸文化の対話

日独シンポジウム「医療と介護の品質向
上――電子媒体利用による新たな可能性」
協力機関：厚生労働省大臣官房国際課（東
京）、独連邦保健省（ベルリン）
2013年４月９日～10日、東京開催

日独学生セミナー「欧州政策」
協力機関：オッツェンハウゼン欧州アカデ
ミー、東京大学総合文化研究科、
ドイツ学
術交流会（ボン）
開催予定日：2013年９月26日～27日

日独シンポジウム「成年後見制度」
協力機関：中央大学（東京）、日本成年後見
法学会（東京）
2013年10月23日、東京開催

日独シンポジウム「パブリックディプロマ
シー」
協力機関：国際交流基金（東京）
開催日未定

調査プレゼンテーション
「少子高齢化と企業」
協力機関：ミュンヘン大学、三菱総研（東京）
開催予定日：2013年11月６日、東京開催

公開討論会「外国人アーティスト・イン・レ
ジデンス――グローバルな交流と国境を
越えたネットワークの可能性を語る」
協力機関：ゲーテ・インスティトゥート・ヴィ
ラ鴨川、アメリカン・アカデミー（ベルリン）
開催日未定

学術振興を通じた社会発展
「思 索 工 房 ― ― 2 1 世 紀における日本」
発表会
協力機関：ベルリン自由大学
開催予定日：2013年５月22日
日独シンポジウム
「人工の自然地帯の保護
および持続可能な利用に向けての課題」
協力機関：東京大学、ギーセン大学、エコ
ロジー協会（ベルリン）
開催予定日：2013年９月９日

国家、企業、市民社会
日独ワークショップ
「企業コンプライアンス」
協力機関：独日法律家協会（ハンブルク）
開催予定日：2013年５月16日、東京開催
日独シンポジウム
「企業の社会的責任と
コーポレートガバナンス」
協力機関：早稲田大学、
フンボルト大
学（ベルリン）、企業と社会フォーラム
（東京）
2013年９月19日～20日、東京開催
日独会議「東北における都市・地域計画」
協力機関：財団法人計量計画研究所（東
京）、デュースブルク・エッセン大学、国際
交流基金（東京）
2013年11月１日、仙台開催
日独会議「社会的不平等」
協力機関：ドイツ現代日本社会科学学会
2013年11月21日～24日

特別事業
日独フォーラム第22回全体会議
協力機関：独連邦外務省（ベルリン）
、
日本
国外務省（東京）
2013年10月29日～30日、東京開催

文化事業
ダーレム音楽の夕べ
第121回：漆原啓子（ヴァイオリン）
、
ヤコブ・
ロイシュナー（ピアノ）
2013年３月７日、19時30分開演
第122回：日本とドイツの児童合唱団
2013年３月26日、18時開演
第123回：琵琶、笙と舞の会
2013年４月５日、19時開演

展覧会
コルネリア・ナーゲル楽焼展「日からの恵み」
オープニング：2013年４月５日、18時開会
展示期間：2013年５月24日まで
ドイツ学術交流会奨学生作品展覧会
展示期間：2013年８月から10月上まで

ゲラルド・クリスト写真展
オープニング：2013年８月15日、19時開会
展示期間：2013年９月27日まで
横尾龍彦＆アクセル・アンクラム二人展
オープニング：2013年10月10日、19時開会
展示期間は2013年11月27日まで

東日本支援事業
3・11東日本大震災ドキュメンタリー映画
上映会
2013年３月11日、16時開会
３・11東日本大震災復興祈念の集い
「復興への道のり」
協力機関: ベルリン独日協会、国際交流基
金、ベルリン日本商工会、絆ベルリン、在ド
イツ日本国大使館
2013年３月11日、18時30分
特別講演会「福島第一原発事故を考える」
2013年３月12日、14時開演
協力機関・会場: 在独日本国大使館

映画上映会

「エクレール・お菓子放浪記」
2013年３月21日、19時開会

オープンハウス

2013年６月８日、14時より

人的交流事業
・若手研究者招聘事業
・日独ヤングリーダーズ・フォーラム
・研修プログラム
日独青少年指導者セミナー
・日独勤労青年交流 プログラム
・日独学生青年リーダー交流プログラム
・日独高校生交流たけのこプログラム
各プログラムの詳細はwww.jdzb.de →
人的交流事業
展覧会観覧時間
月曜日～木曜日10時～17時
金曜日10時～15時30分
会場についてほかに記載のない場合はベ
ルリン日独センターで開催します。
詳しくはwww.jdzb.de → 個別事業
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Study Japan! Fai r 2013 報告

詳しくはhttp://www.study-japan-fair-eu.jp/
をご覧ください。
連絡先
早稲田大学ヨーロッパセンター・ボンオフィス

Tel.: (0228) 7 66 96 20, Fax: 7 66 96 21
Email: bonn-office@list.waseda.jp
日本の大学で学習・研究を志す人々を対象
とする
「Study Japan! Fair 2013」が2013年１月
18日にベルリン日独センターを会場に開催さ
れました。主催機関は早稲田大学および在独
日本国大使館で、ベルリン日独センター、日本
貿易振興機構（ジェトロ）
、国際化拠点整備事業
（グローバル30）が協賛し、総計21の日本の大
学・機関が参加しました。
オープンスペースでは各大学がブースを構
えて自校を紹介し、個別相談に応じました。ベ
ルリン日独センターも出展し、青少年交流事業
等を紹介しました。
セミナールームでは大学別のプレゼンテーショ
ンセッションがあり、英語で実施される講座
や、留学生を対象とする日本語授業に関する
情報等が提供されました。さらに、在独日本国
大使館が日本の高等教育制度および国費留学
奨学金制度や研究者向けの奨学制度を紹介
し、日本学術振興会（ＪＳＰＳ）および日本貿
易振興機構（ジェトロ）
も日本で研究するメリッ
トに関するレクチャーを発表しました。
大ホールでは茶道デモンストレーションお
よびベルリンの和太鼓アンサンブル「太鼓こね
くしょん」による演奏会があり、早稲田大学教
員による「日本の文化と文学」および関西学院
大学教員による「東日本大震災と在日外国人」
と題する模擬授業が実施されました。
「Study Japan! Fair 2013」を訪れた200人以
上の学生、研究者、教員等は、日本留学に関す
る包括的な情報を得て、満足して帰途につきま
した。

