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echo
日独協力の可能性を開拓
マティアス・マフニク
（Matthias Machnig）
ドイツ連邦環境・自然保護・原子炉安全省次官
日本とドイツには類似点が多い。たと

しかしながら、2007年10月末に日本を

みが行われるため、ハイブリッドカーなど

えば両国ともにエネルギーと資源を輸入

訪れたとき、革新力に関しては日本がド

の環境テクノロジーが最初に日本で紹介

に頼り、その依存度が高い、ないしは高す

イツをはるかに凌駕することを目の当た

され、燃料セル技術の開発が日本で熱心

ぎる点で共通する。
また、エネルギーや資

りにした。まず、
ドイツが国内総生産（Ｇ

に進められたことも、
とりわけ驚くべきこ

源の一部を脆弱な国家（fragile states）か

ＤＰ）の2.5パーセントを研究開発費に充

とではない。更に、石炭発電所の排煙脱

ら輸入していることもあり、効率的な利用

当しているのに対し、日本は3.3パーセン

硫設備や自動車の触媒技術など、80年代

が社会全体の課題である点も類似する。

トを充てている
（2005年）
ことが挙げられ

にドイツで特に重要視されたテクノロジー

国内経済に目を転じると、両国ともに輸

る。また、日本の産業ネットワークが効率

が日本で開発されたものであった事実も、

出依存経済として世界市場ではライバル

的に機能し、様々なイノベーション（革新）

この関連で付言すべきであろう。

関係にあるものの、地球温暖化防止に向

を調整し実行しうることでも、日本がドイ

けての国際的な取組みでは協力関係に

ツに優る。産業ネットワークに属するのは

あり、両国経済はともに大きな責任を担

産業構造審議会および同審議会の各分

っている。更には両国とも伝統的に、経済

科会ならびに系列と呼ばれる企業集団で

の革新力に富み、経済協力開発機構（Ｏ

あり、経済産業省がネットワーク全体を巧

ＥＣＤ）のどの国々よりも素早く、より優

みにコントロールしている。また、日本で

れた成果を上げ得ることから大きな可能

は研究開発のみならず、製品の市場化ま

性を有している。

でを念頭に置いてイノベーションの取組

2008年３月３日にブリュッセルで開催された日欧シンポジウム『アフリカ開発の展望』
（ベルリン日
独センター、欧州連合日本政府代表部、欧州委員会、
ヨーロッパ政策研究所による共催事業）の参加
者にビデオでメッセージを送るワンガリ・マータイ氏（Wangari Maathai 、
ノーベル平和賞受賞者）。

世界中でエネルギーと天然資源をもっ
とも効率的に利用する国は日本だといわ
れる。
日本は資源生産性を2010年までに
2000年比で４割高める計画である。
ドイツ
の『持続可能性戦略』では、資源生産性を
1994年から2020年までに２倍増とするこ
とをめざしている。
日本にはまた、reduce
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『jdzb echo』読者の皆様

（減少）、reuse（再利用）、recycle（再資

発電促進政策に戻ってほしいと依頼した。

源化）の頭文字から採った「３Ｒイニシア

来る数年間に複数国で太陽光発電市場を

チブ」がある。
ドイツ語の「Nachhaltigkeit（

創出することができなければ、
この市場は

持続可能性）」は格式ばって口にし辛い言

危機的なものとなり、
日本企業もリスクを

葉だが、日本語の「もったいない」は日常

負うことになるであろう。

生活に浸透している。資源戦略を立てる際
に、われわれは日本を模範とする。
反対に、
日本がドイツに目を向けている
点もある。たとえば環境に指針を得た税制
や、各種支援・促進メカニズムに大きな関
心が持たれている。なかでも再生可能エ
ネルギーを対象とするものや、最近では
とりわけ排出権取引制度などに関するも
のが注目を集める。私が日本を訪れたの
と同じ時期に、産官学の要人専門家の一
行がドイツを訪れ、欧州排出権取引制度（
ＥＴＳ）
とドイツでのその実施に関して知
見を得るため一連の会合を行っていた。
日
本は、ＥＴＳを注意深くフォローしている
ものの、排出権取引制度を拘束力ある形
で国内に導入する政治意思に欠けるとい
われる。いわゆる温室効果ガスの主要排

日本の人々と気候変動問題について話
し合うと、
ドイツとは異なり、地球温暖化
防止策を未だに経費負担として捉え、新
しい市場や革新を創出する刺激剤と理解
してはいないことが感じられる。そこで、
地球温暖化防止に関する次回の日独対
話では、
ドイツ産業連盟（ＢＤＩ）がマッ
キンゼー社に委託して作成した地球温暖
化防止措置に係わる調査の結果を踏まえ
て討議したい。同調査結果は、考え得る温
暖化防止措置策のおよそ３分の２に、経
済採算性があると評価している。
ハノーファー・メッセ（国際産業技術見
本市）では４月24日に太陽光発電に関す
る日独ワークショップが開催される予定
である。そのほかにも、３月中旬に名古
屋で開催される日独ワークショップ『日独
米気候政策自治体パートナーシップ』、ヴ

出国の大半は、
このような排出権取引制

ッパタ―ル気候・環境・エネルギー研究所

度が最終的には自国にも良い効果をもた

が主宰する脱物質化（dematerialization）

らすとは考えず、形成されつつあるグロー

および資源生産性に関する国際対話、
ある

バルな炭素市場へのアクセスに失敗する

いは日本で2009年に開催予定の第２回日

懸念を持つからである。本件に関しては、

独環境対話フォーラム等の機会がある。
日

日独間の対話継続が必要であろう。

本とドイツがこの分野で協力できる可能

再生可能エネルギーの分野でも、日独

性は大きい。
ともに開拓してゆきたい。

2008年、
日本は主要国首脳会議（Ｇ８）議
長国の任をドイツから引き継ぎました。日本
とドイツが各々のアジェンダのトップに挙げ
るのは、気候変動問題です。ベルリン日独セ
ンターが名古屋で３月に開催するワークショ
ップでは、本問題における地方自治体の役割
を取り上げます。本紙巻頭寄稿文の執筆者マ
フニク
（Matthias Machnig）次官も同ワーク
ショップで講演の予定です。４月に開催され
るハノーファー・メッセ（国際産業技術見本
市）の本年度のテーマ国は、
日本です。
メッセ
における日本の出展でも、気候変動と環境が
前面に打ち出されることでしょう。ベルリン日
独センターもハノーファー・メッセに参加し、
気候変動問題をはじめとする環境部門の発展
を担保する効果的なテクノロジー政策を紹介
するシンポジウムをドイツ産業連盟（ＢＤＩ）
と共催します。地球温暖化を防止するには、政
治と産業の協力が必要です。
そこでベルリン日
独センターは上述二つの事業で、産官協力に
焦点を当てます。
最後に、異例のことではありますが、ベル
リン日独センター事務局に触れます。本年３
月31日に桑原節子（Dr.）所員がベルリン日独
センターを退職することになりました。桑原
所員は図書・ドキュメンテーション部長として
18年の長きにわたりベルリン日独センター図
書室を運営してきたのみならず、
ベルリン日独
センター内外の学術リサーチや専門情報収集
等に尽力し、
ベルリン日独センターの使命のひ
とつである日独間の情報交流の進展に大きな
功績をのこしました。
今後とも、
ベルリン日独センター図書室をご愛
顧くださるようお願いいたします。
フリデリーケ・ボッセ（Dr. Friederike Bosse）
ベルリン日独センター事務総長

間の対話が望まれる。90年代に日本は太
陽光発電（ＰＶ）の促進において、世界的

jdzb echo
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。

規模で先駆的役割を担っていた。日本の
太陽光発電は長期間、世界市場のトップ
に君臨し、その成功は誰もが認めるとこ
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ろであった。
しかしながら、今では太陽光
発電の促進プログラムは縮小され、国内
市場は放置されている。もちろん、
ドイツ

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。

など日本国外で太陽光発電の市場導入促
進プログラムが立ち上げられた結果、
日本
の太陽光発電産業も利益を得ている。
しか
しながら、太陽光モジュールの世界需要の
大半をドイツ一国が長期的に背負い、
その
予算を手当てしつづけることは不可能で、
太陽光発電に市場競争力をもたせるため
には、
さらに多くの国々が魅力的な促進プ
ログラムを設けることが必要となる。
した
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連絡先：
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がって私は日本に対して、積極的な太陽光
友の会連絡先：freundeskreis@jdzb.de
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ベルリン日独センターはドイツ産業連盟（ＢＤＩ）およびＢＤＩイニシアチブ「イノベーション・ス
トラテジーとノレッジ・マネージメント」
と共同で、４月22日にハノーファー・メッセ（国際産業技術見
本市）
でシンポジウム『テクノロジー・ロードマップとノレッジ・トランスファー』を開催し、具体例を基に
ロードマップを用いて成功したイノベーション（革新）を紹介する。本紙は、本件に中核的立場で係わ
るクラッセン（Prof. Dr. Utz Claassen）ＢＤＩイニシアチブ代表にインタビューした。
編集部：ロードマップとはなんですか。国の政
治や産業にどのような意味をもっていますか。
クラッセン：ロードマップは「一段階ずつ実行
に移す戦略」
と同義に用いられることが多い
概念で、端的にいうなら
「一連の措置のパッケ
ージ」です。ロードマップがあれば特定の目標
に向けて成長し、戦略的に発展してゆくことが
できます。
一口にロードマップといっても、製品ロード
マップ、研究ロードマップ、能力ロードマップ、
業界ロードマップなど様々なものがあります。
ＢＤＩイニシアチブ「イノベーション・ストラテ
ジーとノレッジ・マネージメント」が取り上げる
のは将来の技術の変遷を表現するテクノロジ
ー・ロードマップで、４月に開催するシンポジ
ウムでは「テクノロジー・ロードマップを用いて
早く、賢く、効果的に目標に到達する方法」を取
り上げます。
編集部：テクノロジー・ロードマップは、
どのよう
に作られるのでしょうか。
クラッセン：ロードマップの作成には様々なプ
レーヤーが係わります。テクノロジー・ロードマ
ップの場合は政界代表（たとえば、
ドイツ連邦
教育研究省・ＢＭＢＦ）、学界代表（たとえば、
ベルリン・ブランデンブルク科学アカデミー・
ＢＢＡＷ、
フラウンホーファー応用研究振興協
会所属の様々な研究所、ヘルマン・フォン・ヘ
ルムホルツ協会、他）、そして企業代表が参加
することが重要です。
これに加えＢＤＩがネッ
トワーク締結機関として参加して、それぞれの
プレーヤーが有する能力を分析し、ロードマッ
プを作成しました。
編集部：2006年のハノーファー・メッセで初めて
ＢＤＩイニシアチブが紹介されましたが、
その
出発点と、画期的な側面を教えてください。
クラッセン：ＢＤＩイニシアチブ誕生の発端はト
ゥーマン（Jürgen Thumann）ＢＤＩ会長、ロゴ
スキー（Dr. Michael Rogowski）前ＢＤＩ会長、
私の三者で建設的かつ突っ込んだ話し合いをも
ったことで、
そこで最初のアイデアが生まれまし
た。
私達は
「革新的な試みのネットワーク」
および
「知識社会に向かう発展」を偶然に委ねてはな
らないと確信するにいたったのです。
画期的なことは、
企業間で連携する具体的な
プロジェクトが初めて設けられたことです。参加
企業は自らを開き、
また社内のハードルを克服
しなければなりません。そのようにして、全く新
しいテーマを設定し、横断的なワーキンググル
ープを立ち上げることができました。
ノレッジ・
マネージメントが、個別課題であり企業課題で
あると同時に、国内経済の課題でもあることが、
初めて理解されたのです。

編集部：ＢＤＩイニシアチブ立ち上げからちょ
うど２年後に、ベルリン日独センターとＢＤＩ
の共同シンポジウムが開催されます。ＢＤＩ
イニシアチブは、
これまでにどのような成果を
あげてきましたか。
クラッセン：ＢＤＩイニシアチブに参加する企
業は100社以上で、その活動状況には質量とも
に目を見張るものがあります。
このような成果
は、最初から期待できるものではありませんで
した。
というのも、企業が具体的な利を得るた
めには、それぞれが相手に対して自らを開く必
要があったからです。つまり、共通の理想を実現
する意欲が不可欠だったのです。ＢＤＩイニシ
アチブで最も大きな成果をあげているのは、個
々の企業ではもはや遂行不可能な複雑なテー
マを取り上げるワーキンググループです。
編集部：それは、
どのようなテーマですか。
クラッセン：いくつか具体例を挙げましょう。
•

•
•
•

「中枢神経系の研究支援および革新戦略」
に関する企業ノウハウおよび知見のネットワ
ーク構築
新素材にかかわる共同事業立ち上げに向け
た取組み
次世代エネルギー市場のための情報工学
都市化が過度に進む地域のための都市技術

最後の例には追加説明が必要でしょう。都市
化の進んだ地域では、経済産業と環境保護を組
み合わせた地球温暖化防止策にとりわけ大き
な関心がもたれています。そこで、エネルギー
供給事業者、発電所設計者、代替可能エネル
ギー創出者、
テレコミュニケーション、ＩＴハー
ドウェアおよびソフトウェアなど異業種間のネ
ットワークが構築されたのです。
編集部：ドイツには、次世代テクノロジー育成
のための産業政策『ドイツ連邦政府ハイテク
戦略』がありますが、
この戦略をどのように評
価されますか。
クラッセン：
『ドイツ連邦政府ハイテク戦略』は
正しい方向へ向かう重要なステップと確信して
います。
この戦略を補完するものとして、官学の
インターフェースとなる研究同盟が設けられ、
ＢＤＩイニシアチブとも密に連携しています。
また、首相顧問機関『革新と成長のための審議
会』
とも協力しています。
編集部：日本でも経済産業省がロードマップを
用いて、
ノレッジ・トランスファー（知の移動）を
更に組織立て、
日本の競争力を高めようと努め
ています。日本の試みがどの程度の成果をあ
げているか、
ご存知ですか。
クラッセン：昔から日本のほうがドイツよりはは

るかに緊密な産官協力関係を持っていました。
たとえば、経済産業省が産業技術研究支援事業
の長期目標を設定し予算を配分する場に、日
本経済団体連合会（経団連）が立会うことによ
り、産官学で調整しつつ事業が遂行されます。
日本のノレッジ・トランスファーのあり方は、実
に模範的です。
日本はまた、早い時期に情報伝達システム
を設けました。
ドイツはこれに学ぶべきです。
日本の情報マネージメントは、
ドイツのロード
マップの根本理念に対応するものですが、日
本では、
ドイツがロードマップを検討するはる
か以前に、情報マネージメントに着手していた
のです。
編集部：両国の戦略および制御プロセスを比
較してください。
クラッセン：目につく違いを挙げましょう。日本
では、個人は自身を企業目標に従属させ、企業
は自社を国の利害に従属させる結果、
ドイツの
ような創造力と個性は育成されないものの、
プ
ロセスの調整および制御は往々にしてドイツよ
り効率的かつ迅速です。
もうひとつ、新しい方法の導入に際する相違
が挙げられます。
ドイツで研究支援や原価企画
（target costing）などで新しい方法を導入す
る際には、
「公明正大」
であることが必然とされ
ます。その結果、方法そのものが膨れ上がり、
複雑になる傾向があります。
日本で新しい方法
を導入する場合にははるかに簡単で、統一性
と全体的に優れます。
編集部：現在の、
また将来に向けたロードマッ
プを作成し、それを実行に移す際の、産官学協
力の理想的な形は、
どのようなものでしょうか。
クラッセン：現代では「知は力なり」は通用しな
くなりました。今では、
「知を分かち合うことは
力なり」が有効です。現代のテクノロジー上の
課題はあまりにも複雑で、個人で処理すること
はもはや不可能なため、誰もが自分の知を分
け与える用意を持つことが求められます。個人
のみならず企業、政界、産業界も、あるいは国
の単位でも、それぞれが知を分け与える用意
を持つべきです。
これが、もっとも重要かつ決
定的な点です。
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会議報告

国際シンポジウム
『文化間の対話からグロ
ーバル文化としての対話へ』
2007年12月３日～４日
東京大学駒場キャンパス開催
マーティン・エーバス（Martin Eberts）
在日ドイツ大使館、政務課長

国際日本文化研究センター准教授）が現代に

する人物である。
シャフィイアヌワルは、文化間

センターが東京大学および在日ドイツ大使館

2007年12月３日および４日にベルリン日独

おける「文化間の対話」の基盤――すなわち、

の寛容と補整を求める情熱的な報告を発表し

と共催した国際シンポジウムは、
『文化間の対

誰がパートナーで、
どのような基盤と価値観を

たが、
これは、苦渋に満ちることの多かった同

話からグローバル文化としての対話へ』
という

共有しうるか――について論じた。つづいてカ

氏の長年の経験に裏打ちされたものである。

野心的なタイトルの下で開かれた。
これは学術

ルショイア
（Prof. Otto Kallscheuer、ベルリン自

自らイスラム過激派組織による威嚇を受けて

的のみならず、政治色もきわめて強いテーマだ

由大学教授）が、通持論的なアプローチで、
ヨ

いるシャフィイアヌワル氏の報告には、強い説
得力があった。

が、
東京大学駒場キャンパスの東京大学ドイツ・

ーロッパ史における宗教と政治の緊張に満ち

ヨーロッパ研究センター（ＤＥＳＫ）は、本テー

た関係について興味深い基調報告を行った。

マに相応しい会場であった。
オープニング・セッ

現在の状況と過去の出来事が多様に絡み合う

ションで早くも、
本テーマに内在する文化と政治

様を説明した本基調報告は、
とりわけ日本人聴

の接点が明らかにされた。本シンポジウムの開

衆の関心を集めた。その後に「文化間の対話」

催を支援した国際交流基金の理事長・小倉和夫

において将来的に日独が協力できる領域につ

が、
基調講演で日本の文化外交政策の変遷を説

いて聴衆も交えて討議したところ、東アジアお

明したのに対し、
ドイツの国連大使を務めたプ

よび東南アジア、北アフリカおよび中近東の二

ロイガー（Gunter Pleuger、
ドイツ連邦外務省

つの地域が挙げられた。

元次官）は、多国間協力に基づく21世紀の国際
政治のダイナミズムについて語ることで、
ともに
聴衆を惹き付けた。
シンポジウム全体を通じて、
「政策」
「文化的、

つぎのセッションでは、
田中均
（日本国際交流
センター・シニアフェロー、東京大学公共政策大
学院客員教授、元外務省政務担当審議官）およ
びデーリッヒス（Prof. Claudia Derichs、ヒルデ

宗教的、社会的バックグラウンド」
「世界政治の

スハイム大学教授）が基調報告に立った。前者

底流」の三者の対立関係が際だった。本シンポ

は、外交官としての長年の経験をベースに政

ジウムは、世界各地で開催される
「文化間の対

治の現場からのアプローチを、後者は学術的

話」をテーマとする数多くの会議に新たな一幕

分析的なアプローチを採ったことで対照的だ

を加えるものではなく、過去に開催された多様

ったが、
ここでも実りある討議がもたれた。デ

な会議の成果の検証をめざした。さらに、国際

ーリッヒスの基調報告は前方に――すなわち

政治の舞台において協力を強化しつつある日

未来に――目を向ける勇敢なもので、
「文化間

本とドイツが、
「文化間の対話」
という現代の中

の対話」を成功させようとするならばリップサ

核的テーマに貢献するために提供すべき「付

ービスだけでは不充分で、様々な要請事項が

加価値」を確認することも目標とした。
したがっ

あることを指摘した点で感銘深かった。たとえ

以上のような基調報告の多様性に呼応する
かのように、講演者間のディスカッションおよ
び参加者との質疑応答も多岐にわたった。
し
かしながら、成果のほうはどうだろうか。活発
をきわめた「総括セッション」の後に、参加者
は本シンポジウムの成果として、なにを持ち帰
ることができただろうか。
「文化間の対話」のた
めにとりわけ日本的な、あるいはドイツ的な、
あるいはまた日独共同のアプローチが存在す
るのだろうか。
極めて長いスパンの回答と、短いスパンの
回答の二つが考えられる。前者は、シンポジウ
ム席上で発表された数多くのモザイクの破片
を一枚の絵にまとめること。刊行予定のシンポ
ジウム報告集はそのための試みのひとつであ
る。後者は、
「本シンポジウムそのものが、
グロ
ーバル化の進んだ21世紀において必要とさ
れる『対話の文化』の表現である」
とするもの。
「対話としての対話」は、設定された時刻に設
定された目標に到達しうるものではなく、言葉
によってはじめて効果をあげることができるプ
ロセスである。そして、対話が理想的な形で進

て、三者の対立関係を際だたせたことは、シン

ば、価値に関する討議において文化的な接点

ポジウムの主旨に合致するものである。
このよ

を見出すことの必然性（たとえば、イスラム教

うに本シンポジウムがきわめて野心的な目標を

の伝統に民主主義の原則を導入すること）、文

抱いていたことにかんがみ、具体的な政策提言

化コンピテンシーおよび対話コンピテンシー

日本では欧米と比べ、
「文化間の対話」や「

は敢えて作成しなかった。
シンポジウムが理想

に重点を置く教育（就学前教育から高等教育

文明間の対話」
というテーマが公の場で取り上

的な形で進み、生産的な討議が行なわれたとし

全般にわたる履修課程ならびに教材の作成）、

げられることはこれまで少なかった印象もある

ても、最終的には整然と形の整った成果は得ら
れず、単純な「回答」
も存在せず、
「作業中（work
in progress）
」
という結果が残されることは、
シン
ポジウム開催前に自明だったからである。

「グローバル倫理」の基盤の模索などが、要請
事項として挙げられた。
この目標を達成するには「正直に話し合う精
神」
と
「対外的に開かれている精神」が必要だ

第2日早朝には、
「成果調査セッション」
として

が、つぎのセッションの基調報告者シャフィイ

過去数年間に行われた「文化間の対話」
で我々

アヌワル（Prof. Mohammad Syafi'i Anwar、イ

が学んできたことをまとめ、将来的に日本が担

スラム教・多元主義国際センターＩＣＩＰ事

い得る役割について討議した。最初に池内恵（

務長、在ジャカルタ）は、
このような精神を具現

められれば、対話する者の考え方が変わること
すらありえる。

が、本シンポジウムにおける日本側基調報告者
および聴衆の積極的な参加姿勢に照らせば、更
なる意見交換と交流を日独両国に資するものと
できる可能性は大きい。
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交流事業

生きる力の育成――青少年の社会性
ベ ルリン日独 センター がドイツ 連 邦 家 庭・高 齢 者・女 性・
青 少 年 省 の 委 託を受 けて実 施 する『日独 青 少 年 指 導 者セミ
ナー』の 2 0 0 7 年 度日本 団 Ａ ２グ ル ープ は 、2 0 0 7 年 1 2月２
日から1 5日にドイツ（ベ ルリン、ドレスデン、ボン）に滞 在し
た。2007年度の研修テーマは「生きる力を育む――青少年の
社会性」である。以下に、一瀬裕之団員（長崎県教育庁生涯学
習課子ども読 書・体 験 活 動 班 指 導 主 事）の 報 告を掲 載する。
なお、本事業は日本側では独立行政法人国立青少年教育振興機
構が文部科学省の委託事業として派遣・受入を担当している。
はじめに
「ドイツの青少年教育は、日本より進んでお
り、
日本はドイツを手本にしてきた」
出発前に、多くの青少年教育に携わる方から
聞いた話である。実際にドイツでの研修を終
えて、
これが事実であることがわかったが、そ
れとともに日本との違い、日本の教育に活か
せることが見えてきたように思う。今回はそれ
をまとめてみたいと思う。

ドイツの現状から学んだこと

その姿勢からも学ぶことは多い。二つ目に、青

は社会性やキーコンピテンシーの育成は、青

少年の現状に応じた様々な団体が存在する点

少年団体活動が担う部分が多い。一方日本で

である。今回の研修で自由参加型青少年育成

は、学校教育が担う部分が多く、前述したよう

活動を行なっている児童・青少年ハウス「マラ

に教師の役割自体が異なる。教師の役割が多

イケ」を訪問したが、家庭的に問題を抱える生

い日本だからこそ、教師の取組みが青少年の

徒、学習活動に積極的になれない生徒に、職

社会性の育成を大きく左右すると思う。私自

員の方々が愛情をもって係わっていた。
この施

身、教育に携わるものとして使命感を新たに

設のおかげで、道を踏み外さずにすんだ青少

した。二つ目に、日本の青少年団体活動の活

年は多いのではと感じた。
このような、多様な

性化についてである。
ドイツでは、学校教育制

団体・施設が子どもたちの個に応じて存在す

度が州ごとに定められているのに対して、青

ることも、社会性の育成に大きく係わっている

少年教育は、児童・青少年援助法という法律

と思う。三つ目に、青少年団体の活動の深まり

の下、青少年省が連邦全体を統括している。

が、日本の団体活動とは違う点である。日本の

国を挙げて青少年教育に取り組んできた証で

第二次世界大戦後にドイツ政府は、新しい

学校教育で行なう道徳教育や平和学習の内

ある。日本でも、青少年教育の重要性を再認

ドイツをアピールするために、青少年教育に

容が、
ドイツでは青少年団体・施設の職員の

識し、学校外で育む青少年の社会性について

力を入れた。その成果もあり、
ドイツの青少年

手で行なわれ、自発的に参加した青少年は、

もう一度検討していく必要がある。それと同時

団体は活発に活動し、児童・青少年全体の３

多くのことを身につけることができる。団体に

に青少年団体自体が、活動の内容を他国と比

分の１が団体活動に参加している。日本の青

は積み上げられてきたスキルもあり、効果的

較しながら見直すことも必要であろう。もう一

少年団体参加率が平成12年の調査では、15

に青少年の社会性を育成することができてい

度ドイツを手本に青少年団体活動を活性化

歳～17歳で7.4パーセント、18歳～21歳で14

た。

パーセント、22歳～24歳で14.6パーセントと
少数にとどまっている状況と比べると、団体加
入率の高さが際だっている。
また、2000年の国際比較調査によると、
ド

今回のセミナーを終えて、特にこのように
すばらしい活動を行なっているドイツの青少
年団体活動が、危機に瀕しているように感じ
た。要因は、現在ドイツで行なわれている全日

イツの青少年は「いじめを注意したこと」
「友

制教育の導入である。学力向上の観点から、

人のけんかをやめさせたこと」などの項目に

一日を通して学校で活動することをめざす全

おいて、日本の青少年よりも数値が高く、正義

日制は、青少年団体活動とは逆の発想のよう

感などの社会性が育まれているという結果が

に思えてならなかった。日本とドイツでは、教

みられた。今回の研修を通して多くの青少年

師の職務が大きく異なる。
ドイツでは学校教

施設を見学し、たくさんの方々と意見交換を

育制度は、16の州ごとに行なわれており、基本

行なって、
ドイツの青少年は、社会性やコミュ

的に学校は、午前中で終了である。教員は、教

ニケーション能力、異文化理解能力、責任感や

科教育の専門家であり、日本でいう生徒指導・

協調性などのキーコンピテンシーを、青少年

生活指導は行なわない。子どもたちにしつけ

団体活動や青少年育成活動に力を入れてい

を行なうのは、家庭と青少年団体である。その

る施設の活動を通じて育んでいることがよく

ようななかで、学力向上をめざして全日制を

わかった。

導入するのは、青少年団体活動のよさを打ち

ではなぜ、
ドイツの青少年は青少年育成活

消してしまうのではないかと感じた。

動や青少年団体活動を通じて社会性を育むこ
とができるのか、私は、つぎの三つの理由があ
ると考える。ひとつ目は、青少年団体活動では
自主性が強く求められることである。みずから

すれば、活動のなかで青少年は多くの社会性
を身につけることができると思う。三つ目は、
学校と学童保育の連携である。ザクセン州の
全日制の取組みでは、学校と学童保育が同じ
施設内で綿密に連携を取りながら、子どもた
ちの放課後の活動を担っていた。学童保育に
いながら他の青少年団体活動に参加すること
もでき、子どもたちは自発的に自分の興味・関
心にあう内容を選択し活動していた。日本で
は、今年度から文部科学省と厚生労働省が連
携し、放課後の子どもたちの居場所を確保す
るために、
「放課後子どもプラン」がスタートし
た。長崎県においても、19市町において83教
室の放課後子ども教室が行なわれているが、
目標の全小学校区での実施には程遠い状況
である。学童保育に通っている、いないにかか
わらず、全ての子どもがみずからの意志で参
加できる教室が身近にあることが理想である。
ドイツの青少年団体が子どもたちの居場所と
なり子どもたちの育ちにとって重要な役割を

日本に生かすべきこと

果たしているように、
「放課後子どもプラン」の
取組みが子どもたちの体験の場、交流の場、

今回のセミナーを終えて、
ドイツの青少年

考え、みずからの意志で活動を行なうことで、

遊びの場、生活の場、学びの場としての居場所

教育の現状を知るなかで日本に活かせること

自ずと学ぶことは多くなると考えられる。係わ

を確保できるように、青少年教育担当者として

が、大きく三つ見えてきたように思う。ひとつ

るスタッフもボランティアが基本であるので、

推進をしていきたいと思う。

目は、教師の使命感についてである。
ドイツで
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事業報告

佐藤アキ子、
ミレイ・シェルホルンの写真展
『Somewhere between Walking and Dreaming』
展示期間：2008年４月４日まで。

国際シンポジウム『民主主義の諸相――21世紀の発展を目指

観覧時間は月曜日～木曜日は10時～16時30分、

した諸策』でキーノート講演中のシュトラーテンシュルテ氏（Dr.

金曜日は10時～15時30分。

Eckart Stratenschulte、
ヨーロッパアカデミー）、2007年11月28日
～29日、於ベルリン日独センター。

『第87回ダーレム・ムジークアーベント――2008年新年コンサート』、2008年１月18日、於ベルリン日独センター、
（写真左から）東儀か
なえ(ピアノ)、木下美穂（アルト）、ロザーナ・バレナ
（Rosana Barrena、
ソプラノ）、エリック・ヴィーザ（Eric Viser、バス）、木下基樹（テノール）

日独シンポジウム『日本とドイツにおける学術図書館の将来展望

日独ワークショップ『日独ソフトウェアセクターのイノベーション

および発展』の基調報告者等、2008年２月28日、於ベルリン日独

プロセス』において基調報告を発表する柳川範之氏（東京大学大

センター。

学院経済学研究科）、2008年1月28日、於ベルリン日独センター。
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会議系事業（重点領域別）
国際社会における日独の共同責任
日欧シンポジウム
『アフリカ開発の展望』
協力機関：欧州連合日本政府代表部（ブリュッ
セル）、欧州委員会（ブリュッセル）、
ヨーロッパ
政策研究所（ブリュッセル）
開催予定：2008年３月３日、
ブリュッセル開催
国際会議『メドゥーザを支配する――グローバ
ル・ガバナンス――日本、米国、英国、
ドイツの
アプローチの比較』
協力機関：ベルリン自由大学、東京大学
開催予定：2008年12月11日～12日
日独会議『開発協力における国際的責任――日
独共同の関心およびイニシアチブ』
協力機関：コンラート・アデナウア財団（ベルリ
ンおよびボン）
開催予定：未定

天然資源、エネルギー、気候変動、環境
国際ワークショップ『日本、
ドイツ、米国における
地方自治体間の環境パートナーシップ』
協力機関：ドイツ連邦環境庁（デッサウ）、欧州
気候同盟、名古屋大学
開催予定：2008年３月14日～15日、名古屋開催
日独会議『エネルギー問題』
協力機関：フリードリヒ・エーベルト財団（ベル
リンおよびボン）、富士通総合研究所（東京）
開催予定：2008年６月、東京開催

少子高齢化社会
日独ワークショップ
『介護保険制度の発展に向け
た日独間の実績交換ワークショップ』
協力機関：ドイツ連邦保健省（ベルリン）、
日本
国厚生労働省（東京）
開催予定：2008年10月、東京開催
日独シンポジウム
『家族政策』
協力機関：筑波大学、マックス・プランク学術振
興協会所属外国社会法・国際社会法研究所（ミ
ュンヘン）
開催予定：2008年11月13日～15日
東京およびつくば開催

学術振興
日独シンポジウム『テクノロジー・ロードマップ
と知の移動』
協力機関：ドイツ産業連盟（ベルリン）
開催予定日：2008年４月22日、ハノーファ開催

日独ワークショップ
『日独の持続可能な開発のた
めの社会科教育』
協力機関：ドイツ学校地理協会（ベルリン）、
日
本地理科学学会（広島）、広島経済大学
開催予定：2008年８月20日～22日

国家、企業、市民社会
日独会議『アジア――パートナーまたはライバ
ル――日独企業の対アジア戦略』
協力機関：デュッセルドルフ経済促進公社、デ
ュッセルドルフ商工会議所
開催予定：2008年３月４日、デュッセルドルフ開催
ラウンドテーブル『Current State and Prospects
of Japan’s Foreign Economic Policy and Japan’s
Relations with its Neighbours（日本の経済外交の現
状および展望ならびに日本と近隣諸国の関係）』
協力機関：ミラノ国立大学現代アジア研究セン
ター、ボッコーニ大学（在ミラノ
開催予定日：2008年３月31日、
ミラノ開催
国際シンポジウム『ヨーロッパとアジアにおける市民社
会――国家と超えたコミュニケーションに向けた展望』
協力機関：ハレ・ヴィッテンベルク大学
開催予定：2008年10月９日～10日、ハレ開催
日独ワークショップ『エコデザイン』
協力機関：国際デザインセンター（ベルリン）、
国際デザインセンター（名古屋）、在日ドイツ商
工会議所（東京）
開催予定：2008年10月、東京および名古屋開催
シンポジウム
『労働の国際化――学問と経済の
出会い』――ドイツ学術交流会プログラム『日
本語学習と企業内研修』25周年記念
協力機関：ドイツ学術交流会（東京）
開催予定：2008年10月16日、東京開催

文化間の対話
シンポジウム
『知識の国際的関係を説く』
協力機関：ベルリン・ブランデンブルク学術アカデミー
開催予定：2008年３月13日
『第９回奨学生セミナー』
協力機関：ドイツ学術交流会（ボン）
開催予定：2008年７月10日
国際シンポジウム
『日本発のポップカルチャー』
協力機関：国際交流基金（東京）
開催予定：2008年10月下旬
日独会議
『東アジアにおけるドイツのソフト
パワー――過去および未来』
協力機関：大阪大学
開催予定日：2008年11月21日～22日
京都または大阪開催

特別事業
『日独フォーラム第17回全体会議』
開催予定日：2008年11月25日～26日

日独人的交流事業
若手研究者招聘プログラム
協力機関：日本国外務省（東京）、
ドイツ連邦教育研
究省（ベルリン）、
ドイツ連邦経済技術省（ベルリン）
実施予定期間：2008年３月
（ドイツ代表団訪日）
2008年６月
（日本代表団訪独）
2008年度（ヤングリーダーズ・フォーラム）
協力機関：ロバート・ボッシュ財団（シュトゥットガルト）
実施予定期間：2008年７月20日～30日
以下の交流事業はhttp://www.jdzb.de -->
人的交流事業で御覧下さい：
・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』

文化事業
ダーレム・ムジークアーベント
（午後7時30分開演）
３月14日：アンサンブル・ザイテンブリッケ
『古典音楽・新音楽』

展覧会
佐藤あき子、
ミレイ・シェルホルンの日独対話写真展
『Somewhere between Walking and Dreaming』
展示期間：2008年４月４日まで
展覧会『日本の木版画』
オープニング：2008年５月９日、19時
写真展『日本の銭湯文化』
オープニング：2008年６月21日、19時

リーディング
ドラマリーディング「父と暮せば」
開催予定：2008年4月10日、19時30分

ベルリン日独センター『一般公開の日』
開催予定：2008年６月21日
掲載の行事のタイトルが英語で挙げられ
ているものは英語で開催、そのほかのものは
ドイツ語で開催（一部日独または日英の同時
通訳付）
します。
会場については、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http://www.jdzb.de-->各種行事
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ドイツ学 術 交 流 会 東 京 事 務 所 設 立 3 0 周 年
日本とドイツ――ともに学び、
ともに研究する

ドイツ学術交流会（ＤＡＡＤ）は東京事務
所設立30周年に当たる2008年、
「日本とドイ
ツ――ともに学び、
ともに研究する」
をモットー
に、
日独協力の一環で多くの成果をあげてきた
30年間を振り返り、2000人以上の日本人同窓生
（元奨学生）を招く一連のイベントを企画して
いる。そのハイライトは、
ドイツ学術交流会お
よびアレクサンダー・フォン・フンボルト財団の
同窓生を招く５月の同窓会で、同同窓会には
グリューンベルク
（Prof. Peter Grünberg、ユー
リッヒ固体物理学研究所）ノーベル物理学賞
受賞者（2007年）
もＤＡＡＤ同窓生として参加
し、記念講演を行なう
（氏は、日本賞受賞者で

ドイツ学術交流会とベルリン日独センター
豊かな成果をあげる協力、大きな可能性を秘
めるパートナーシップ
ベルリン日独センターは、設立30周年を迎え
るドイツ学術交流会（ＤＡＡＤ）東京事務所に
心より祝意を表する。ベルリン日独センターと
ドイツ学術交流会ならびにドイツ学術交流会
東京事務所の関係は、
長年の協力と友情に培わ
れ、
日独間の知的交流の強化推進をめざす事業
においては、
可能な限り協力しあってきた。
1990
年代前半にベルリン日独センターが『日欧交流
特別計画』の一環でドイツ人奨学生を日本に派
遣したが、
そのときすでに、
ドイツ学術交流会東
京事務所はそれら奨学生の日本での相談窓口
であった。会議系事業でも度々協力しあってき
た。たとえば『日本におけるドイツ2005/2006』
のもと、
ドイツ学術振興会（ＤＦＧ）の支援を得
てシンポジウム
『環境と学術――未来のための
戦略目的とコンセプト』
を東京で開催した。
2001
年にもワークショップ
『高等教育分野における日
独国際交流』
を共催した。ベルリン日独センター
とドイツ学術交流会の協力関係には、
ドイツ学
術交流会が支援する東京大学ドイツ・ヨーロッ
パ研究センター（ＤＥＳＫ）も含まれる。2007
年12月にベルリン日独センターはＤＥＳＫと
協力し、国際シンポジウム『文化間の対話から
グローバル文化としての対話へ』を開催した。
ベルリン日独センターとドイツ学術交流会の

ドイツ 学 術 交 流 会との 協 力

もある）。日本のＤＡＡＤ同窓生のネットワー
クには定評があるが、組織運営にも優れ、分野
を問わず日独間の産学協力に貢献している。
ドイツ学術交流会が次世代層を含む日独間
事業を実施する際には、
ドイツの大学に留学経
験のある日本人や、大学生あるいは若手研究者
として日本滞在経験があり、現在は日本で就職
しているドイツ人の積極的な参加を得ることが
できる。
このような同窓生が人と人、機関と機関
を取り持ち、
論文等を鑑定し、
インターンシップ
（
企業内研修）の場を提供し、
ドイツ学術交流会
のプログラム『日本語学習と企業内研修』の世
話役として協力している。
本プログラム『日本語学習と企業内研修』
は、1984年、すなわち日本が急速に経済大国
に成長したが、
ドイツでは日本がまだ十分に知

協力関係の証は、
日本国内にとどまらず、
ドイツ
においてもみられる。ベルリン日独センターは
1997年以降毎年、
ドイツで研究中のＤＡＡＤ
日本人奨学生と、
日本から帰国したドイツ人奨
学生の合同セミナーを、
ドイツ学術交流会と共
催している。
本セミナーは、
奨学生が相手国にお
ける経験や滞在中の研究成果を発表し、奨学生
同士で協力を打診しあうことのできる絶好の機
会である。
セミナーで発表される研究論文は
『ベ

られていなかった時代に、設けられた。対象と
するのは大学に残る研究者ではなく、産業界
で専門性を高めようと志す若者で、
これまでに
自然科学、経済学、法学、建築学など様々な分
野から、300人以上のドイツ人青年を日本に派
遣してきた。彼らは現在では知日派の専門家
として国際企業で職についているが、そのうち
約50人は日本で勤務している。国際的な本プ
ログラムにふさわしく、野心的にも学習目標を
「異文化間マネージメント
（managing across
cultures）」
と定めている。本プログラムのもと
第25期奨学生が日本研修を始める2008年10
月に、ベルリン日独センターと共同で記念シン
ポジウム『労働の国際化――学問と経済の出
会い』を開催する予定である。
イレ ー ネ・ヤンセン（ D r . I r e n e J a n s e n ）
ドイツ学術交流会東京事務所所長

ルリン日独センター報告集』
のドイツ語シリーズ
として刊行される。
自然科学から文化史、民俗学
まで多岐にわたる分野に、
日独奨学生セミナー
が意図する
「際だつ学際性（Interdisziplinarität
par excellence）」の達成が示される。
ベルリン日独センターは本年秋に共同で開
催する記念シンポジウムをはじめとして、
ドイ
ツ学術交流会東京事務所との連携が今後とも
順調に進展することを願っている。

