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echo
回顧
小塩
半世紀近く前、ベルリンの壁が
築かれてしばらくの後、ゲルマニ
スティクのフンボルト留学生だっ
た私は初めてベルリンに旅をし
た。戦火に焼けたティーアガルテ
ンの再び育ち始めた森の中を通
り、たまたま旧日本大使館の前を
通った。その建物はひと気がなく、
不気味に黒々と夜空に聳え立って
いて、妖怪でも出てきそうな、
ゴシ
ック・ロマンのような気配だった。
少し離れた旧イタリア大使館に
は、最上階の破れ窓に一つだけ小
さな灯がともっていて、
これまたさ

節 (Prof. Dr.)

らに不気味だった。
廃墟と化したこの旧日本大使館
の建物を修復再生し、
ここにベルリ
ン日独センターを設立することが、
日本の中曽根首相と連邦共和国の
コール首相の語らいと合意によっ
てきまり、1985年に組織が設立し
て23年を経た。創立当初から今ま
で私はベルリン日独センターの歩
みを評議員として見守りともにして
きたが、今秋、高齢の故をもって辞
するに当たり、求められて短い回
顧を申し述べよう。
聖書の創世紀とヨハネ福音書

を真似して言えば、
ベルリン日独セ
ンターについての私の思いの中に
は何よりも先ず「はじめに建物あり
き」
ということばが浮かぶ。それほ
どにこの建物は大きく堂々として
いた。
内部は使い切れぬほど広い。
日本とドイツの友好関係はこの修
復され活用されることとなった建
物が象徴的に証しした。
そしてさら
に、両国の友好だけでなく、
それを
基盤としながら、東と西の出会い
の場、東側への語りかけの場とし
ての働きが、意義深く始まり、移転
後も本質に変わりはない。

目 次
回顧
小塩

ベルリン日独センター『一般公開の日』において桜アンサンブルはゲストミュージシャンも交え、独自
にアレンジした日本の伝統音楽をピッコロ、
フルート、太鼓、ピアノ、歌で紹介した。2008年は、ベルリ
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巻頭寄稿文

編集後記

『jdzb echo』読者の皆様

世界情勢とともにベルリン日独

してよく当センターの働きをリー

センターの活動はしかし少しずつ

ドしていった。その後の代々の事

変わった。例えば当初は図書館の

務総長、副事務総長、そして全所

予定はなかった。
しかし諸資料や

員に対し、そのよき働きについて

図書が集まって、自然に図書館機

私は心から感謝の意を表したい。

能が必要となった。また当初は日

かつてベルリンには第一次大戦後

本語教育は行わないと明言され

1933年まで、
ノーベル化学賞受賞

ていたが、1980年代のドイツにお

者Fritz HaberとAlbert Einsteinが

ける日本への関心の高まりに伴っ

設立に寄与し、
日本の薬学者・星一

て、日本語講座も開かれるように

（はじめ）の私的出費によって運

なった。東京に本部のある国際交

営された日本研究所があってよ

流基金は当初は関係が薄かった

い働きをしたが、その規模や働き

が、現在は人材と財政の両面で協

はセンターとは比較にならぬほど

力している。

小さかった。

日本人とドイツ人がここでは

これからのベルリン日独センタ

共同で働いている。言語も仕事の

ーは日独の友好のみではなく、EU

仕方もメンタリティも全く異なる

全体とアジア、
アメリカをも巻き込

人びとが、対等に協力し合って働

んだ活動を、
仮に困難があろうとも

くにはさまざまな困難があったは

それを乗り越え、
力を合わせてなし

ずだ。日本人は大部屋で働くのが

とげていくだろう。理事会、所員、関

ふつうであり、
ドイツ人は原則と

係者ご一同のよきお働きと成功と

して個室で執務する。孤独なタコ

を、心から祈る次第である。

壷（穴）から出てきて、言葉による
コミュニケーションをはかるとき、
議論が苦手である。いいことを発
築して論旨を貫徹させ、最後のよ
い結実を勝ちとることが苦手であ
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る。むろん例外的な日本人も少数
はいるかもしれぬが、一般にはそ
い出したら断固あるいは頑固に自
説を貫き、
自己主張を遣り通す。極
めてヨーロッパ的である。

ったろう。初代の事務総長グラー
フ・ブロックドルフは異才を発揮

ベルリン日独センター (JDZB)
ミヒャエル・ニーマン
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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。

うだ。一方ドイツ人は、いったん言

まとめあげるのは、至難の業であ

気候保全の観点からエネルギー問題をと
らえた東京・経団連会館でのシンポジウム
は、国際的な課題に日独がともに取り組んだ
もの、両国の次世代リーダー層を招き合宿形
式で催した｢日独ヤングリーダーズ・フォーラ
ム｣は、将来に向けて日独間の交流の絆を深
めるためのものです。いずれの事業報告から
も、出会いと対話の機会が、両国関係者間の
交流さらには協働の持続的な発展に着実に
繋がる手応えを、十二分に感じとることがで
きます。
また、インタビュー記事でご紹介した
日本アニメに関するシンポジウムは、交流に
よる相互刺激を通じて文化が一層豊かに発
展する過程に迫るものです。

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。

言しても、その意見を論理的に構

ばね、ひとつの恒久的運動組織に

この間1998年には、ボンからベルリンへの
首都移転にともない、ベルリン日独センター
は現在の日本大使館の建物からダーレム地区
に、活動の場を移しました。移転から満10年を
記念して、最終ページに施設と所員の紹介を
掲載しました。
1985年の設立から23年を経て、
センターの活動は確かに、
時代とともに変化し
ています。
しかし、
「東西の出会いと対話の場」
としての基本的な使命は変わりません。

佐藤宏美
ベルリン日独センター 副事務総長

一般的に言ってふつうの日本人は

こういった両民族の人々をた

巻頭文をお寄せくださった小塩節氏は、組
織設立以降長きにわたり、ベルリン日独セン
ター評議員として、
とりわけ過去19年間は同
評議会の副議長として、センターの発展に大
きく貢献くださいました。
このたびは、小塩氏
と相前後して、沢田敏男氏、外林秀人氏、そし
て豊田耕児氏も評議員を退任されます。設立
時より常にセンターの発展をあたたかく見守
り、時には厳しくご指導くださいました四名の
方々に、
この紙面を借りて、心からの感謝の意
を表させていただきます。

小塩節氏はフェリス女学院理事長、中
央大学名誉教授。
1985年よりベルリン
日独センター評議会委員を、
1989年よ
り同評議会副議長を務めてきた。

連絡先：
Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin (JDZB)
Saargemünder Strasse 2, 14195 Berlin, Germany
Tel.: +49-30-839 07 0
Fax: +49-30-839 07 220
E-Mail: jdzb@jdzb.de
URL: http://www.jdzb.de
ベ ルリン日 独 センター 図 書 室 の 開 室 時 間 は
火 曜 日 ～ 木 曜 日 午 前 1 0 時 ～ 午 後 ４ 時 で す。
友の会連絡先：freundeskreis@jdzb.de
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日本のアニメはドイツの一般大衆にも普及し、
ファン層を超えて広く注目を集めている。
ベルリン日独センターは本年10月30日と31日に、文化学的およびメディア学的観点から日
本のアニメを取り上げるシンポジウムを開催する。
本会議の基調報告者の一人で、世界最大の日本映画フェスティバル
「ニッポン・コネクショ
ン」のフェスティバル・ディレクターの一人である映画批評家のアレクサンダー・ツァールテン
氏（Dr.、マインツ大学）にインタビューした。

編集部：ここ数年間、世界中で日本文化の人
気が高まっていますが、その理由は何処にあり
ますか。
ツァールテン：人気が高まっているのは日本文
化全般ではなく、
日本のポップカルチャーの一
部で、
とりわけマンガおよびアニメです。その
理由を説明するのは簡単ではありません。一方
には、
日本のイメージと、
それにともなう異国情
緒的な要素があり、他方には、現代日本のなか
に西洋およびアジアならびに近代化の様々な
要素が混在する
「純粋に日本的」
でない現象が
あります。すなわち、美意識の面においても、
ス
トーリー・テリングの面においても、遠くて近い
関係にあるのがマンガとアニメで、
これが人気
の理由でしょう。

編集部：アニメやマンガを受容する層も様々で
すが、
それぞれの層は何処に魅力を感じている
のでしょう。
また、
その魅力は「日本的特質」によ
ってどの程度強化されるのでしょうか。
アニメと
マンガがグローバル化およびバーチャル化の
時代に向かう時、
「典型的な日本的要素」が貢
献するでしょうか。
ツァールテン：答えは、何を「典型的に日本的」
と捉えるかによって異なります。伝統的な要素
と、異文化の影響を含む現代的な要素のミッ
クスが重要で、
これをドラマチックで、作劇法
に則った特定の形態に移すことも必要です。
ア
ニメの多くには、画面の二次元性や、既知感を
創出するのに役立つ数秒間の静止画など、特
定の美意識が認められます。
しかしながら、そ
うした特質は1950年代に数多く制作されたア
メリカのテレビアニメにも認められるもので、
日本アニメの専売特許と名づけるには少々無
理があります。
もうひとつ重要な点は、全てが関連している
ことです。マンガがあり、テレビアニメがあり、
カードゲームやコスプレに適したキャラクター
があり、最後にテレビゲーム、ビデオゲーム、
コ
ンピュータゲームがあります。端的に言うと、
こ
こにも既知感をベースとするマーケティングが
可能な世界があり、消費者は、そのなかに没頭
できるのです。
この圧縮されたグローバル性を美しく包み
込み、マーケティングするプロフェッショナリテ
ィを、
「現代日本の特徴」
と名づけることが可能
です。
しかしながら、
これは、
「日本の根源的メ
ンタリティー」
とは無関係で、日本は他の諸国

と比べると、自国文化のマーケティングを通じ
て、
グローバル化のプロセスおよびそのさまざ
まな側面を明らかにし、それに作用を及ぼすこ
とに秀でているのです。

編集部：2008年に、アジアでも人気の「ドラえ
もん」が日本のアニメ文化大使に任命されまし
たが、
これは、外国の対日イメージアップに貢
献しますか。
ツァールテン：アニメの美意識を取り上げるこ
とは、日本国政府のきわめて実際的な判断で
した。政府は、西洋世界で「ジャパン・バッシン
グ」が広まっていた1980年代とは異なり、アニ
メのキャラクターが日本のポジティブなイメー
ジを伝えることに気づいたのです。

編集部：日本国内では、
日本のポップカルチャー
が世界的に受容される現象をどのように認識し、
反応していますか。
ツァールテン：公的な政治経済のレベルと、国
民レベルを分けて考える必要があります。前者
は、外国の現象が自国に及ぼす影響をきわめ
て即物的に観察しています。後者は、驚きと誇ら
しさが混ざった気持ちで受け止めているようで
す。
ここ数年で、
この現象の原因解明を試みる研
究が多数発表されたのは興味深いことです。た
とえば、特定の感情を喚起する江戸時代の伝統
に根拠を求める研究もあります。
しかしながら、
一部国粋主義的なトーンが加わることもあるた
め、時には注意も必要です。

編集部：江戸時代の風刺画から発祥し、
スタジ
オジブリ、３Ｄのコンピュータゲームおよびビ
デオゲームまでつづくアニメの歴史を手短に説
明してください。
ツァールテン：江戸時代まで遡る必要はありま
せん。
アニメの二元性は、絵解きに始まる紙芝
居の系譜に見ることが可能です。昭和初期に
誕生した街頭紙芝居は戦後に最盛期を迎え、
街頭テレビの開始とともに衰退しましたが、
こ
の時期、面白いことに紙芝居製作者の多くがマ
ンガ・アニメ産業に転職しました。
「アニメ」
とは厳密には、1960年以降の「ア
ニメーション映画」
を指します。国際的に最も有
名なのが宮崎駿とスタジオジブリで、
これが、
ア
ニメーション映画のプロトタイプです。
宮崎自身

は、
自分をリミテッドアニメの伝統に立つもので
はなく、
より手の込んだフルアニメの先駆者と捉
えています。

編集部：現在のマンガとアニメのブームは、
ピー
クに達したといえるでしょうか。今後の展望を聞
かせてください。
ツァールテン：日本に対する全般的な関心、そ
して、日本のポップカルチャーに対する特別
な関心は、直線的に発展してきたものではあ
りません。色々な起伏があってここまで到達し
たもので、今後もそうした波が起こりつづける
でしょう。
現在、
日本のマンガ産業は、市場縮小にとも
なう問題を抱えており、国際市場を目指して大
規模に変わりつつあります。従来は日本の国内
市場に焦点が当てられていましたが、今後はア
ジア、
ヨーロッパ、米国など国際市場での受容を
目指すようになるでしょう。
その結果として日本
のマンガおよびアニメがどのように変化するの
か、興味深いところです。
ドイツは、
日本のマンガを輸入しているだけ
ではありません。マンガの美意識に基づいて独
自のストーリーを語る多数の若手ドイツ人マン
ガ家が活躍しています。
これらアーチストに対峙
するのが、
日本のハイプロフェッショナルなマン
ガ産業です。
ここに、
きわめて興味深い交流形態
がみられます。
将来、
日本をはじめとするアジア諸国のポッ
プカルチャーが、
ますます大きな役割を担うこ
とになると思います。
ここで言う
「日本」は、単な
る地理的名称です。
というのも、
「日本のポップ
カルチャー」
とは、
「日本文化の純粋形態」では
ないからです。
「日本のポップカルチャー」は日
本から輸出され、日本に再輸入される「グロー
バル化された文化が混在する文化」
です。将来
を掌握するのは、
「純粋なアイデンティティ」に
固執する人ではなく、質の高い文化ミックスを
創造し、マーケティングする能力のある人です。
この両極の何処に日本がみずからを位置づけ
るかを観察するのも、面白いところです。

4

会議報告

日独会議『地球温暖化抑制およびエネルギー問題に関するグローバル
な取り組み――日独協力の展望』2008年６月30日、東京開催
フリーデマン・ミュラー（Dr.）
ドイツ国際政治・安全保障研究所（ＳＷＰ）
エネルギーの安定供給および気候保全に係わるグローバルな取り組
みにおいて日本とドイツの協力可能性を検討する会議が2008年６月、
フ
リードリヒ・エーバルト財団、富士通総研、ベルリン日独センターの共催で
開催された。

参加申し込みは多数にのぼったが、経団連

に終始することがなかった。政治活動が一筋

可能性に言及した。
レヒテンベーマによると、
エネルギー効率の向上は省エネおよび技術促

会館の会場席数の制約から、開催日の10日ほ

縄でいかないことも示した。
フリデリーケ・ボッ

ど前には受付を締切らざるを得なかった。
この

セ（Dr.、ベルリン日独センター事務総長）および

進にもつながり、競争上の優位をも意味する。

ことからも、
日本における本課題への関心の高

ベルトルト・ラインバッハ（フリードリヒ・エーバ

日本及びドイツはこれらの可能性を他の産業

さを窺うことができる。会議当日、会場は代議

ルト財団）の開会挨拶の後に基調講演に立った

諸国以上に容易に活用し得る状況にある。マル

士、政府関係者、学者、研究者、経済産業界の

福山哲郎
（既出）
は、
国際協議に基づく地球温暖

ティン・イェニッケ
（Prof. Dr.、
ドイツ環境諮問評

代表で埋まった。翌週に主要国（Ｇ８）首脳会

化抑制計画に賛同する発言を行なった。福山に

議会顧問、ベルリン自由大学教授）は、ＥＵが先

議が控えていたにもかかわらず、在日ドイツ大

よると、
日本が化石燃料の割合を抑えた低炭素

駆的役割を担い、低炭素産業指向のイノベーシ

使館からも大使および公使が出席した。

エネルギー供給を実現する可能性は高いが、
そ

ョンに投資して規制面で優勢に立つことで利益

の導入プロセスに着手し、実現を目指すのであ

を得られると強調した。過去にドイツあるいは

れば、
アジアで競合する中国およびインドも本

ＥＵの基準・標準が他の国々でも採用された

プロセスに取り入れる必要性がある。
有馬純
（経

例が複数あったことを挙げ（例：再生可能エネ

済産業省大臣官房参事官、
国際エネルギー交渉

ルギー法）、イノベーションを誘導する企業が

本は世界第２位、
ドイツは第３位の経済

担当、資源エネルギー長官官房国際課長）は、
ト

競争面で大きなメリットとなるとした。

大国である。

ップランナー法式等の現行プログラムを例に、

日独ともに、特記すべき石油および天然ガ

国際比較における日本の立場を説明し、
「ＣＯ

ス備蓄を有さない。

２を2005年比で2020年までに14％、2050年ま

国民一人当たりの温室効果ガス排出量

でに60％～80％削減し、世界全体の排出量を

は、
日独ほぼ同じである。

今後10年から20年の間にピークアウトさせる」

京都議定書、その準備を行った気候変動

という福田ビジョン（福田総理スピーチ、2008

枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）第１回締約国

年６月）の実行可能性を取り上げた。ペートラ・

会議（1995年３月、ベルリン開催）、さら

ビアヴィルト
（環境・自然保護・原子炉安全委員

会議テーマに関して、
日独間で協議すべき材
料には事欠かない。
•

•
•
•

•

国内総生産（ＧＤＰ）の規模において、
日

にＵＮＦＣＣＣ事務局のボン立地など、

会会長）は、
ドイツが採択したエネルギー気候

日独ともに、地球温暖化防止に向けた多

統合政策（ＩＥＰＫ）を紹介し、同政策はエネ

国間枠組み構築において、重要な役割を

ルギー効率向上の促進、再生可能エネルギー

果たしてきた。

法、競売排出権から得られる資金の利用方法

日独ともに、
国際関係における自国の適切

等とも係わるため複雑であり、そのために妥協

な役割を模索中である。

が必要であると説明した。
フランク・シュヴァー

日本では、礼儀正しく控え目な態度が求め
られるが、それが、率直な討議の阻害要因とみ
られることも多い。本会議も礼儀正しく謙虚に
進められたが、その中でも胸襟を開いた討議
がみられたことは特筆に価する。核エネルギ
ーや温室効果ガス削減の基準年について活発
に討議され、日本のトップランナー方式、欧州
排出権取引制度（ＥＵ-ＥＴＳ）、
ドイツの再生

ベ（ドイツ連邦議会議員、社会民主党議員団機
構問題・排出権炉取引問題担当議員）は、欧州
排出権取引制度のフェーズⅠ（2005年～2007
年）およびフェーズⅡ（2008年～2012年）を紹
介し、競売制の割合および新たな部門導入に
関する産業界との軋轢、
また、炭素排出経費が
生じる欧州連合（ＥＵ）
と生じない地域間の競
争上の格差を具体的に説明した。

排出権取引制度をとりあげた次のセッショ
ンでは、基調報告後の質疑応答・討議で相反す
る意見が表明された。
フランク・シュヴァーベ（
既出）は、排出権取引制度の実際の成果を紹
介した。根津利三郎（富士通総研専務取締役）
は、日本が京都議定書の目標を達成するのが
困難なのは、排出権取引制度の欠如が原因で
あるとし、
日本およびグローバルな規模におけ
る排出権取引の必要性を強調するとともに、
世界貿易機関（ＷＴＯ）で直ちに国際交渉を
始めるべきと主張した。筆者は、
グローバルな
排出権取引制度を成功させるには、アジアの
新興産業諸国を取り込むことが必要と考える。
グローバルな排出権取引制度が中国、インド
をはじめとする新興産業諸国に魅力的に映れ
ば、すなわち、排出権取引で得られる利益を国
の近代化に投資する可能性を前面に押し出す
ことができれば、それら諸国もグローバルな制
度に同意すると考える。濱崎博（富士通総研上
級研究員、国際公共政策研究センター主任研
究員）は、日本に排出権取引制度を適用・導入
する際の多くのハードルを指摘した。会場の多

可能エネルギー法（ＥＥＧ）に対する賛辞が述

政界代表者による基調講演につづき、エネ

数の産業界代表が濱崎の見解に同意するよう

べられるなかで、見解の相違が両国間ばかり

ルギー効率性向上および排出権取引制度の在

に見受けられたのに対し、日本の政治家の発

でなく、両国の国内にも存在することが明らか

り方に関するセッションが始まった。学界代表

言からは、排出権取引制度に対する前向きの意

になった。たとえば、福山哲郎（参議院議員、民

がセッション導入の基調報告を行なったが、そ

欲が感じ取られた。石油価格の高騰による圧力

主党政調会長代理）が、
「日本政府の政策は原

の後の質疑応答・討議には、全く予想外ながら

は、明らかに政治をも動かしたようである。持続

子力発電に依存しているが、その計画どおりに

日本の政治家も積極的に参加した。シュテファ

可能な気候政策のために、
この機運を利用する

10基を新設できるのか疑問である」
と発言した

ン・レヒテンベーマ（ヴッパタール気候・環境・

ことが肝要と考える。
そのためにも、本会議でみ

ことは新鮮に映った。

エネルギー問題研究所、研究グループ「未来エ

られたような建設的な討議が、今後も続いてい

ネルギーとモビリティ・ストラクチャーズ」副代

くことが望まれる。

他の会議とは異なり本会議席上における政
治家の基調講演は、政党あるいは政府の見解

表）は、エネルギー効率向上にともなう大きな
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交流事業

日 独 ヤ ン グ リ ー ダ ー ズ フォ ー ラ ム
2 0 0 8 年で 学んだ 企 業 の 社 会 的 責 任
浜川

綾美、
シーメンス
（株）

筆者は、日独ヤングリーダーズフォー
ラム（German-Japanese Young Leaders
Forum）の2008年度サマースクールに参
加し、様々なことを学んだ。
この十日間の
機会を得たことを心から感謝している。
グローバルな懸案事項のなかでも最
も深刻かつ重要な案件のひとつである地
球温暖化防止を本年度のテーマに据え
たヤングリーダーズフォーラムでは、学術
をみずから負う必要性を認識し、本問題

携わる者が、たとえ専門家ではなくとも、

治的側面も含む様々な視点から同テーマ

に関する知識をさらに深め、問題解決を

政治的な枠組みや経済活動の多様な条

に関する討論を通じて学ぶ、素晴らしい

目指す行動を起こすべく決意した。

件を理解し、改善に貢献する義務を持つ

的、社会的、生理学的、
また当然ながら政

機会が提供された。基調講演者による精
力的な発表、
これにつづくフォーラム参加
メンバーも交えての真剣かつ建設的な討
議を通じて、地球温暖化問題に取り組む
人々の強い責任感、情熱、決意が明らか
になった。
コペンハーゲンのオフショア風
力発電所のシーメンス製風力タービンへ
の船旅で、筆者の所属企業がグローバル
な問題の解決に貢献する様を視察し得た
ことも、素晴らしい体験であった。
この十日
間で、一国の政府あるいは国際機関、非政
府機関（ＮＧＯ）
、民間企業、個々の市民等
による地球温暖化防止関連の活動および
役割に関する理解を大幅に深めることが
可能であった。筆者も地球温暖化の責任

サマースクールでは、地球温暖化に関
する様々な知見を得ただけでなく、社会
において経済が担う役割も認識すること
ができた。実は、サマースクール開始時
は、政府・行政関係者および研究者など他
の参加者が地球温暖化に関して博学なの
に対し、筆者の知識が浅薄なため、少々居
心地が悪い思いを抱いていた。
しかしなが
ら、参加メンバーとの討議の場で、彼等に
は未知の民間企業の観点から意見を徐々
に発表し始め、
これこそ経済と社会の真の
交流であることに気づいた。
社会には様々なステークホールダーが
おり、主要な政策を形成する際には、各々
が異なる役割を担う。個々の企業活動に

と、今では確信している。すなわち、ひとり
ひとりの就業者が、
日常業務を超えて広義
の社会的責任を担う、
企業市民
（corporate
citizenship）たるべきということである。各
就業者が各々の業務の社会的影響を認識
し、理解し、それに従って行動する企業文
化を企業市民の精神と呼ぶならば、筆者
は今後、職務上の責任と社会的責任を結
び付けて捉え、企業においても責任ある
行動をとれるよう、企業市民として最善の
努力をしたい。
ヤングリーダーズフォーラムでは、地球
温暖化問題に関する理解を深めることが
できたことに加え、意欲的な参加メンバ
ーとの示唆に富む対話や多彩な分野の
基調講演を通じて、筆者自身の職務上の
責任意識が向上したことが特に有意義で
あった。休憩時の短時間の会話を含むす
べての交流が実に刺激的かつ興味深く、
この貴重な経験を生涯記憶に留めたい。
素晴らしい参加メンバーおよび基調講演
者、ならびに本ヤングリーダーズフォーラ
ムの企画実施に当たったベルリン日独セ
ンターとロバート・ボッシュ財団の担当者
に、心から謝意を表したい。
（原文英語）
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事業報告

2008年６月21日のベルリン日独センター
『一般公開の日』には多数のベルリン市
民が訪れ、
「日本語でお名前を書きます」
コーナー （写真） を初めとする多彩なプ
ログラムを楽しんだ。恒例の習字講座や
ワークショップ『マンガを描こう』も大い
に賑わった。今年は、ベルリン日独センタ
ーがダーレム地区に拠点を移して十周年
に当たるが、
これを記念して建物の増改
築を担当した建築家が行なった館内ガイ
ドも、好評を博した。

ベルリン日独センターおよびドイツ学術交流会（ＤＡＡＤ）の共催

ベルリン日独センターは、2008年７月７日にベルリン芸術アカデ

による２回目の日独韓奨学生セミナーが2008年7月10日、11日の

ミーで行なわれた『詩における過激性――日本の現代詩――伊

両日に開催された。写真は、
『同人誌と日本のマンガ産業』につい

藤比呂美』
と題するポエジー対談の企画実施に協力した。ベル

て発表するラム氏（LAM Fan-Yi、ベルリン自由大学学生）。

リン・ポエジー・フェスティバル2008年の一環となるもので、日
本文学者のイルメラ日地谷キルシュネライト氏（Prof. Dr. Irmela
HIJIYA-KIRSCHNEREIT、ベルリン自由大学教授）が、国際的に著名
な詩人・作家の伊藤比呂美氏と対談した。

2008年８月５日に第10回目のキッズ・レクチャーを開催した。ベ
ルリンの私立カニジウスコレーク校の生徒および同校を訪問し

ベルリン日独センターで開催されたワークショップ『日独の持続

交流事業を実施中の東京都立小山台高等学校の生徒らを、ベル

可能な開発のための社会科学・地理科学教育』
（2008年８月19日

リン日独センターに迎えた。

～22日）におけるパネルディスカッション。
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2 0 0 8 年 事 業 計 画（抜 粋）

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
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
開催予定日：2008年12月11日～12日
日独会議『開発協力における日独のグロ
ーバルな責任――異なるアプローチ、共
通の利害関心』
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）
開催予定日：2009年1月26日～27日

少子高齢化社会
日独ワークショップとシンポジウム
『少子高齢社会と家族のための総合
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）
開催予定日：2008年11月13日～15日
東京およびつくば開催

国家、企業、市民社会
日独シンポジウム
『日本とドイツにおけ
る市民社会――概念と実践』
協力機関：ハレ・ヴィッテンベルク大
学
開催予定日：2008年10月９日～10日、
ハレ開催
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）
開催予定日：2008年10月16日、東京開
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）
開催予定日：2008年10月30日、東京開催

文化事業
コンサート
第90回ダーレム・ムジークアーベント：
『クリスマスコンサート』
開催予定日：2008年12月19日

文化間の対話
アニメ上映と国際シンポジウム『アニ
メ グロバルかの時代におけるその
文化的特性と普遍性』
協力機関：ライプツィヒ大学、横浜国
立大学、国際交流基金（東京）
開催予定日：2008年10月30日～31日
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、大阪開催

特別事業

展覧会
ユリア・バイヤー写真展
『ヨーロッパの公共プールと日本の
銭湯』
展示期間：2008年９月５日まで
『人生』
日独キュルト展
オープニング：2008年9月19日、19時
展示期間：2008年10月24日まで
写真と解説による人物紹介展『佐野エ
ンネ――草の根交流のパイオニア』
オープニング：2008年11月7日、19時
展示期間：2009年１月16日まで

『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

その他

日独人的交流事業

映画『Dinner with Murakami』
開催予定日：2008年12月4日、19時半

『日本人ジャーナリスト欧州招聘事業
（ベルリン、
ブリュッセル）』
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9月21日～28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：
・若手研究者招聘プログラム
・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』

展覧会の観覧時間は
月曜日～木曜日10時～17時、金曜日
10時～15時30分です。

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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ベルリン日独センター・ダーレム移転十周年

ベルリン日独センターは十年前に旧日本国大使館建物を引き
払い（同建物は、今では再び日本国大使館建物として利用されて
いる）、ベルリン南西の学術文化エリアであるダーレム地区に移
転し、以降は同所で事業を展開している。前庭を市民の散策に開
放し、本館の中庭では彫像を展示している。
ベルリン日独センター建物の増改築を請け負った建築家クラ
ウス・ライヒャルト氏（Claus REICHARDT、ＲＴＷ建築事務所）は、
ベルリン日独センターの７月の所員遠足に帆船ローヤル・ルイー
ゼ号を提供、同船の歴史を説明した（写真左）。
ベルリン日独センターで勤務する日本人･ドイツ人あわせて27
名の所員（写真下、2008年春撮影）は、会議系事業や様々なイベ
ントの企画・実施に励んでいる。

