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｢ ヴ ァ イ ツ ゼ ッ カ ー (Richard von Weizsaecker) ド イ ツ 連 邦 共 和 国 大 統 領 と 時 代 ｣
山

本 利 久

はじめに
1 月 31 日ドイツ連邦共和国

第 6 代大統領リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーが逝去

した、と大統領府が発表した。我が国でも即時にメディアが一斉に報道すると共に、生前
の功績を称えた。特に 1985 年 5 月 8 日、第 2 次世界大戦終結 40 周年に当たり、ドイツ議
会下院で行われた演説を高く評価、数々の国際的にも有名になった文節を紹介していた。2
月 11 日ベルリンの大聖堂で行われた国葬には、ガウク大統領、メルケル首相も参列、そし
てシュタインマイアー外相、ショウブレ蔵相、前下院副議長フォルマーの各氏が弔辞を述
べた。その他同志、政治家、市民に加え、外国からの参列者など凡そ 1400 人が参列した。
戦後 70 年の今日、欧州で一人、安定した経済的繁栄を謳歌するドイツは、今 EU 域内ばか
りでなく、域外諸国との政治・外交関係で、その役割と責任、そして期待の新たな局面を
迎えている。
一方日本では安倍首相がこの夏に出す戦後 70 年の首相談話の作成に向け有識者会議の設置
が決まった。いずれにせよ、歴史認識の問題、善隣外交、国際協調など諸外国との充分な
理解と協力を得る努力が欠かせない。その意味では、互いに第 2 次世界大戦の敗戦国とし
て、ドイツとの共通点も多い。両国とも戦後奇跡の経済復興を成し遂げ、90 年代に失われ
た 10 年、20 年を体験した日本、一方 2000 年代前半まで長きに亘り｢欧州の病人｣とまで言
われ、その後見事に再生したドイツは、経済面でも互いに学び合う点も多々あろう。
メルケル首相は、報道によると 3 月にも訪日の予定だ。狙いの一つは G7 の議長国としての
根回しだが、｢テロとの戦いで歩調を合わせる｣、｢対ロシア・中国外交｣、｢歴史認識・経済
政策｣など両国間には共通の関心事と認識の差異がるようだ(日経 2015/2/11、赤川省吾氏)。
ここではヴァイツゼッカー氏の逝去に関する日本の報道(参考情報・資料欄参照)にはあまり
見られない、現地の代表的メディア(ドイツ、スイス,英国)の報道・評論を参考までに要約、
紹介することにした。人物像の分析・評価、ドイツ社会、歴史上の出来事・背景等が相当
程度詳細に報道されているので、最終章の参考情報・資料と合わせ参考にして頂きたい。
ドイチェ・ヴェレ(DW)2015/1/31、von Alexander Freund
リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー；不滅の大統領：
第 6 代ドイツ連邦大統領が享年 94 歳で逝去された。1984 年～1994 年の、10 年間の長きに
亘り彼は国家の最高位の職にあった。
こんなことはこれまでなかったことだが、人々は
国中の至る所でレコート店や本屋に記念のスピー
チを求めて急いだ。これはドイツ議会下院で 1985
終戦に関する歴史的演説をする 1985 年 5 月 8 日のリヒャルト・
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フォン・ヴァイツゼッカー

年 5 月 8 日、第 2 次世界大戦終結 40 周年に際し連邦大統領リヒャルト・フォン・ヴァイツ
ゼッカーの行った最も重要な演説である。それは時代の脈動を的確に捉えた、外国でも敬
意と賞賛を引き起こしたドイツ降伏を批判的に整理したものだった。
“5 月 8 日は我々ドイツ人に取り決して祝賀の日ではない”、とこの記憶に残る重要なスピー
チでヴァイツゼッカーは述べている。”その日を意識し、生きて迎えた人は、全く個人的に
そしてそのため実に様々な体験を回想する。或る人は帰郷し、或る人は故郷を追われた。
後者は自由の身となり、前者には捕虜の境遇が始まった。” 或るドイツ人はぼろぼろの幻
想の前に立ち、或る者は与えられた新たなスタートに感謝するようになった。
生きた歴史を－彼の全く個人的な－

リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーはこの記念

演説の中で言葉に要約した。その 1 年前、嘗てのベルリン市長は第 6 代連邦大統領に選出
された。
ナチズム時代と戦後の影響
彼の人生行路は既に幼年時代に定まっていた。1920 年 4 月 15 日、シュトットガルトで生
まれたリヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーは外交官の家庭で育った。父のエルンスト
はヒットラー時代の外務省で、1938 年～43 年まで次官を務め、その後終戦まで教皇座の外
交官(バチカン大使)を務めた。リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー自身は中欧に於ける
優れた教育の後、軍役についた－最後は国防軍大尉として。
戦後彼は法学を学び、そしてニュールンベルグ戦争犯罪人裁判で、父を弁護したかの著名
な弁護士のアシスタントとして働いた。父は 7 年の禁固刑の判決を受けた。
国家社会主義(ナチズム)の冷徹な権力とナチス体制の急速な没落がヴァイツゼッカーに影
響を及ぼした。それが彼の有名な演説に表れ、そして 1980 年代半ばに多くのドイツ人がそ
れを心から朗誦した。
“5 月 8 日は解放の日だった”。何よりも 1985 年の彼の第 2 次大戦終結記念演説のこの言葉
で、彼は今日まで人々の記憶の中に深く留め置かれている。更に彼は続けた：多くの人々
にとり、この開放についてどれ程深い後悔が 5 月 8 日と共に始まり、その後も続いたかを、
誰も忘れはしないだろう｡” しかしドイツ人は大戦終結の中で、逃亡、追放され、そして束
縛の要因を知るこが許されなかった。それは多分にその初期段階にあるのだ。
東殴並びにイスラエルとの和解に向けて
10 年間の大統領在職期間の中心に、彼は取り分け東ヨーロッパとイスラエルとの和解を据
えた。彼は確信していた；如何なる(思い出したくない体験等を無意識に)排除、忘却も新た
なスタートの機会を齎さすものではなく、回想と意識だけがそうさせるのだ。
彼の在任中、終にドイツ再統一が実現した：ヘルムート・コール氏が”統一ドイツの首相と
して称賛された”。これに対してヴァイツゼッカーは寧ろ脇役に留まった。他の多くの人々
とは反対に、彼は二つに分裂した国家の統合に慎重に取り組むことがより重要と考えた。
リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーは 1994 年大統領職を退いた後、国内外で請われて
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顧問となり、そして民主主義と自由の熱烈な擁護人として活動した。彼はまた時折、CDU
の友人達を叱咤した。
知識人、芸術家そして経済人との緊密な交流を通じて彼はドイツの政治に一条の光を与え
た。しかし彼は活発な大統領でもなく、大衆的な道楽シンガーでもなく、先輩のヴァルタ
ー・シールやカール・カルステンスの様なさまよい人でもなかった。そして彼はまたその
後任のロマン・ヘルツォークの様なユーモアに富んだ、個性的な考え方の人でもなかった。

歴史的な日：フォン・ヴァイツゼッカーは 1990 年 10 月 3 日、国会議事堂前で再統一を祝う

寧ろ彼はその人格、経歴、なかんずくその外交手腕を通して住民を納得させた真面目で、
教養ある代表者の典型だった。その死までリヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーは重要
な倫理上の泰斗であった。
FAZ(フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング)2015/1/31
第 1 級の国民

von Peter Carstens

リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーは精神、権力、国家の和解者として、その広範囲
にわたる政治活動を越えて自分を見詰めた。国家元首として彼は集団の宿命は同時に集団
の責任を意味すると認識した。
或る厚かましい賛美者が前大統領リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーを 90 歳の誕生日
に些か不躾に連邦の”柱頭行者”と述べた。外交官の子息の願いが、演説を通して教育上の効
果を上げるためそこに結び付いた。一度彼にはこの様なことがあった。他に功績があるに
も拘わらず、或る方法が彼を歴史上の大物にさせられてしまうことに成功した：1985 年 5
月 8 日の終戦 40 周年記念日の演説でヴァイツゼッカーはこの出来事を国家社会主義独裁政
治からの”解放の日”と指摘した。この様な視点から、破滅と完全な敗北に起因する深い悲し
みを越えて、新たなスタートを可能にする幸運が立ち上がった。但し自己の責任を忘れて
はならない。
国家元首としてヴァイツゼッカーは、集団の運命も又集団の責任とし、ヒットラーの独裁
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政治、戦争、そしてユダヤ人殲滅に対する共同責任を明確に認識した。戦後に後書が述べ
られたのは、隠蔽と黙殺の数十年間が最終的に終了したこの演説であった。反論は許され
たままだ。ヴァイツゼッカーの CDU の友人達は、ドイツ連邦大統領が指令した”社会的長
期贖罪者使命”を活力を削ぐものと捉えた。ヴァイツゼッカーは自己責任に対する起想と告
白は、いわば国家のレゾン・デートルだ、と明言した。
彼は新たな決定を西ドイツばかりでなく、欧州の隣国そして自ら当時のソヴィエト連邦の
世評でも適えた。
リヒャルト・フライヘア・フォン・ヴァイツゼッカーはその瞬間、大統領の着物を着た只
の雄弁な CDU の政治家ではなかった。そうではなくて彼は貴族階級の保守的なプロテスタ
ント家系の伝統を引く、博識で、法学を修めた、しかし同時に責任感の強い、ナチズム独
裁政治の巻き添え食った人物だった。
父のエルンスト・フォン・ヴァイツゼカー男爵(Freiherr)は 1938 年～1943 年に外務省の外
交官、外務次官としてナチスの殲滅活動に共同責任を負っていた。同時に彼は戦争と最悪
の事態を回避しようと試みた。ヴァイツゼカーの父は人類に対する犯罪のため、ニュール
ンベルグ裁判で何年にも亘る懲役の判決を受けた。当時まだ若かりし息子は半人前の法律
家として彼の弁護に携わった。そして後に国家や歴史への洞察力を形成したのだが、彼自
身は伝統ある帝国の、嘗てのプロイセン第 9 歩兵連隊の将校として、最初はポーランド、
それからは専らソヴィエト連邦で 6 年間の殲滅戦に参加した。死と死者への起想がその後
常に彼に付き纏った、と彼は屡話した。そこに少なくとも反ヒットラーの精神的接近が現
れた。ヴァイツゼカーは、自身の記述によると 1944 年 7 月 20 日のヒットラー暗殺計画を
打ち明けあれ、既に体制征服時の協力準備をしていた。
P. Carstens：ベルリンの Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Berlin の政治特派員。
Neue Zuercher Zeitung (2015/1/31)

von Markus Ackeret

内面力に基づく倫理の権威
元ドイツ連邦共和国大統領リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーが、土曜日享年 94 歳で
逝去した。この CDU の政治家は 1984 年～1994 年まで西独、そしてその後統一ドイツの
国家元首を務めた。リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーは、1997 年、80 歳の誕生日を
迎える 3 年前、彼の自叙伝的手記を≪四つの時代≫と名付けた。それはドイツ 100 年の四
つの時代に亘るもので、その証人が彼であった：ワイマール帝国、第三帝国、ドイツ連邦
共和国そして統一ドイツである。彼はこれらの時代を自ら生き、苦しみながら過ごし、共
に形成した。そこから内面的な力が彼に生まれ、それが、多くのドイツ人のために－同世
代の人々、そして後の世代の人たちのためにも－更に数十年間に亘るドイツの隣国との引
き裂かれた関係を持つ多くの欧州人のために、彼を倫理上の泰斗に作り上げた。
歴史の傍らで
リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーは 1920 年 4 月 15 日シュツットガルトで生まれた。
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彼の政治上の発見者であり、一時的後援者であったヘルムート・コール以外、誰も≪遅い
誕生の恩恵≫を授かる者はいなかった。
学者とヴュルテンベルク宮殿での、帝国最後の段階で世襲の臣従貴族の地位に昇格した家
系を通して、彼は多くの同時代の人々と同様、歴史の一層身近なところにいた。同時に父
エルンスト・フォン・ヴァイツゼカーの外交官の経歴が子供時代に、次いでドイツの両大
戦間の空間的間隔の中で青年に影響を齎した。家族はバーゼル、コペンハーゲン、オスロ、
そしてヴァイツゼカーが、1937 年のベルリンにおけるアビトゥーア直前まで通学したキル
フェンフェルドのギムナジュームのあるベルンで暮らした。彼の父エルンストはスイスの
公使であった。帰国後外務省の政治部門の長となり、1938 年からヒットラーの外務大臣リ
ッベントロップの下で外務次官を務めた。
父の経歴が、歩兵として開戦日以降直ちにポーランドで戦い、軽傷で切り抜けた彼自身の
戦争期間よりも、より多くの影響をヴァイツゼッカーに及ぼした。ロシアへの作戦行動が
彼をモスクワの前線に、そしてその後レニングラード封鎖に連れて行った。最後の戦闘の
数ヶ月間、彼はバルト三国、東プロイセン、ダンツィヒからの退却を体験し、そして戦時
捕虜として最後の戦闘の日々を逃亡、自由の身となった。
多くの伝記作家が常に彼の政治行動を父との関係を通して考察した。1948 年の父の拘束、
そして人類に対する犯罪行為のニュールンベルグ戦争犯罪人裁判における外務省の同僚に
対する”ウイルヘルムシュトラーセ訴訟”の時も同じように、彼は父の味方をした。ヴァイツ
ゼッカーは、父の弁護を支援するため法律と歴史の勉強を中断した。”更なる事態の悪化を
避けるため”父は対外関係の仕事に一層注力した。息子の供述で、屡、執拗に問い質された
ことに、父は危うく反対行動に出るところだった。
≪必ずしも充分勇敢ではない≫
それはしかし、多分丁度 20 世紀ドイツの言語道断な行動に近い遭遇体験だった。それが、
思考を述べるためヴァイツゼッカーを内面的に自由にし、一方で CDU の彼の同僚たちの口
を敢えて閉ざした。彼は自らこう述べた；どれだけ多くの同世代の人々が戦時中、≪必ず
しも充分勇敢でなかったことか≫。彼は 1944 年 7 月 20 日の対ナチス抵抗運動と自己の接
触に関してもその関与を叱責、協力者ではなかった。
こうした緊張状態の中、彼は連邦大統領として、1985 年 5 月 8 日終戦 40 周年記念日にあ
の有名なスピーチを行うようになった。彼はこの日を、数十年間≪降伏の日≫と呼び、日
付に決して敗戦の日と示さず、ドイツ人にとっても≪解放の日≫だと言った。感動の言葉
で、彼は和解、平和そして憎しみ合いへの反対を喚起した。ドイツ国内でも多くの反論が
引き起こされた演説により、しかしそれが彼を国内外で倫理上の権威にした。彼はその余
生を大統領としての時代を越えて広く引っ張り出された。
転換期に優柔不断
ヴァイツゼッカーは決して政党政治家の中核にはいなかった：1992 年彼の属する政党の小
言が彼の気を悪くした。確かに彼は 1954 年 CDU に入党した。その時彼は未だ産業界で、
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最初はマンネスマン、後に或るプライベート・バンク、最後はボーリンガー・インゲルハ
イムに職を追い掛けた。しかし彼はまた多くの点で対立するコール氏による彼の≪発見≫、
そして 1969 年の連邦下院選挙後も独自路線で自分の姿勢で居座り続けた。彼は東欧条約を
支持し、東ドイツとの対峙を拒否したあの彼の政党に帰属した。何度も彼は大統領になる
野望に失敗した。
そのため彼は 1981 年～1984 年の間ベルリン市長として活動し、そして 1984 年更に尚コー
ル氏に CDU の連邦大統領候補として、むりじいするため、その地位を利用した。これが彼
を支えることになったが、しかし二人は決して真の同行者ではなかった。1989/90 年、コー
ルは統一行程の重要人物になるチャンスを掴んだ。それに反して、職務の政治力不足もあ
って、その役割を殆ど認められないヴァイツゼッカーは、自身が優柔不断な人物であるこ
とが明らかになった。彼は長く西ドイツによる東ドイツの≪一人占め≫を警告、ゆっくり
した統合進路を喚起した。
あらゆる面からの高い評価
最高位の政治的職務から隠退した後 20 年以上の長きに亘り、リヒャルト・フォン・ヴァイ
ツゼッカーは、何か連邦大統領の理想の如く居続けた。無条件の倫理的泰斗としての彼は
意見の一致から疑念に引っ張り込まれ、そして彼の過分に正義を行いたいとする風評に立
たされながらも、内二人は不適当な任命だったが、彼は外見上全ての後継者に抜きん出て
いた。
最後に彼はあらゆる方面から高い評価と尊敬を受けた。貴族出身の役人、そしてまた共和
制下のプロテスタントの政治家としての彼の振舞は多分に、取り分け多くのドイツ人が願
うように、善良で、役所の倫理的指導に相応しいものであった。アドバイザー、講演者、
話し合いの輪の共同責任者として最後の数ヶ月まで活動的であったリヒャルト・フォン・
ヴァイツゼッカーはベルリンで土曜日に逝去した。
ショイブレ蔵相追悼の辞：FAZ(2015/2/11)から
―いつまでも我が大統領―
ヴァルフガング・ショイブレ(Wolfgang Schaeuble)はこの数十年間、リヒャルト・フォン・
ヴァイツゼッカーの緊密な政治上の同志の一人だった。FAZ.NET は 94 歳で逝去した元連
邦大統領の国葬に当たり、この連邦財務大臣で、元 CDU(キリスト教民主同盟)党首の演説
をドキュメント化した。
生命とは何だったのか。ドイツの歴史が自らの内に、そして共に身につけた生命。そして
我々が未だ長きに亘り全うしていない今世紀に於いて。
シュテファン・ゲオルゲが若き日のリヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーの肩に手を乗
せ、シュタウフェンベルグと中尉(フォン・ヴァイツゼッカー)は、1942 年、戦争の見通し
をじっくり話し込んだ。
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筆者注記：
＊シュテファン・ゲオルゲ：Stefan Anton George。象徴主義を代表するドイツの詩人。弟子の一人が後にヒットラー暗
殺計画の首謀者となった。
＊シュタウフェンブルグ：Claus von Stauffenberg、国防軍参謀大佐、1944 年 7 月 20 日のヒットラー暗殺計画に連座
銃殺刑に。

彼はワイマール共和国の没落を、そしてナチズムの蛮行・非道後、西ドイツの復興を生き
抜いた。それから冷戦とその終焉、ドイツと欧州の和合、そしてもう一つ、ドイツ再統一
の 25 年を―新たな役割と使命を担って。
そして全てに、観察者としてではなく、参加者、造形者として、更に治療者として。
彼は―自身の命を賭して知った我が国の重大な損傷―我々自らが加えてしまった、を癒そ
うとした。
リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーは、人間にだけ在り得る豊かな命に感謝出来た。
彼は一体どのような類の人間だったのか！彼の全人格を以って最高の尊敬を得た人なのか、
魅惑的なカリスマ性によるものか。
彼は、それなりの適切な理由からも多くの点で戦前の古きエリートから切り離され、最早
一切それに関して知ろうとしなくなった社会で、目立つようにその影響力を発揮した。
そして多くの人が古きドイツのエリート出身の彼の登場、性格、人格に感謝した。
彼の中で、昔からのドイツの何かが耐え抜き、そして共和制を受け入れた。私自身は全て
が明瞭であったか否か定かでないが、それが彼の中で何かを愛した、最早それが理論的に
本来全く意図しなかった何かを。
リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーの豊かな人格は多くの面を持っていた：音楽、文
学、造形芸術、同じ様に家庭でも、偽善が無く、信心深くあること、経済上の経験、スポ
ーツや政治に於ける楽しみ。
何処でも好意的で、結び合わせの人、親切な人物だった。彼は大きくても、小さくても他
の人達に、会話の中でこの瞬間だけ彼等に与える感情を施すことが出来た。
彼は常に詳しく語り、考え込みがちだったが、いつも皆に分かり易かった―その点で丁度
社会的、政治的環境がしばしば悪影響を及ぼし、益々不適正に興奮した言動とそこからの
攻撃性に影響される今の時代の模範でもある。
しかし私がここで言及しようとしたリスクも、リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーの
異常な影響力とカリスマ性に結びついた。そして私はこれが彼の考えだったのだ、と信ず
る。
彼の栄光の中で、日々の政治が、過去に功績があって、そして今も功績があるよりも、一
層色褪せて見えたことが、ここでリスクと結びついた。
それは間違いかもしれない―私も彼がそれを決して意図しなかった、と信じる―リヒャル
ト・フォン・ヴァイツゼッカーの中に政治の片方の像を見た。
そうではなく、我々は彼の中に政治自体の印象的な形態を見た、それはどうあり得るのか、
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どうあるべきか、そしてそれはまた、無限の段階の中で―現在どうあるのか。
歴史が作った歴史に付いての演説：DW(2015/2/11) von Ferix Steiner
歴史教科書の中で、主賓席を確保するには時々一つだけの行為で充分である。リヒャルト・
フォン・ヴァイツゼッカーの場合、それは終戦 40 周年に当たる 1985 年 5 月 8 日の彼の演
説だった、とフェッリクス・シュタイナー(DW の編集者)は思う。
“5 月 8 日は解放の日であった｡” 今日自明の如く鳴り響き、ドイツ人の 80％以上によって
分かち合われるこの文節は、30 年前大統領の口から出た新聞の大見出しで、殆どセンセー
ショナルな出来事だった。特に保守政党陣営出の大統領の口から、第 2 次世界大戦を、自
ら最初から最後の日まで兵士として戦い、そして何度も勲章で顕彰された国防軍の大尉と
しての。その上、戦争が最大級の残忍さで遂行された丁度そこで：ソ連へのドイツ軍の侵
攻後の東部戦線で。
1945 年 5 月 8 日―それは”降伏”の日となり、我々ドイツ人が一様に失った戦争の終焉であ
った。二つの概念が 60 年代後半から 70 年代の私の幼少期に、その当時のことについての
家族内の説明に影響を与えた。
二人の祖父が終戦直前に捕虜になった。一人は 3 年以上拘留された。
戦争が終に終結したこと、彼等が相互の殺戮を耐えて生き残ったこと、そして家族の許に
帰郷する見通しが出たことなどで、確かに彼等の気持ちが楽になった。しかし彼等自身は
当時、察するところ、”解放されたこと”を多くのドイツ人同様余り感じなかった。
誰がそれを知ろうとしたか、知ることが出来たか
大統領はドイツ国民に尚多くを期待した：”誰がその耳と目を開いたか、強制収容所への列
車が動き始めたことを免れることが出来なかった誰が情報を提供したいと欲したか｡”
それと共にリヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーは、戦後の最初の 10 年間のこの大きな
タブーテーマに言及した： 12 年間のナチズム時代にドイツ人自身が背負わせた罪。”君達
は何を知ったか？”は君達父母の世代の質問だった。それはたびたび答えられないまま、そ
の為世代の急速な断絶の中に幾重にもなって流れ込んだ。
“この経済的成果を成し遂げた人々は、アウシュビッツに付いて最早や何も聞こうとしない
権利を得たが、CSU(キリスト教社会同盟)党首フランス・ヨーゼェフ・シュトラウスは、東
部戦線の国防軍将校だったフォン・ヴァイツゼッカーの様に 1960 年代に尚真実を知ること
を不可欠の条件として求めた。
排除と忘却の願いからのとうに時期を失った方向転換は、保守主義と戦争体験の陣営から
自ら這い出なければならなかったし、それが出来た。と言うのも、勿論既に他の人達もド
イツ連邦議会下院前でドイツの罪を指摘したのだ。連邦大統領、グスタフ・ハイネマンは、
例えば告白する教会のメンバーだった。オーデル・ウイリー・ブラントはナチスにそむい
てスカンジナビアの流刑地に追放された。正に二人はそのため、戦後かなり遅くまで多く
の同世代の人々からの軽蔑と闘った。尤もその効き目は自らの政党陣営に限定されるに留
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まった。
新たな歴史のアイデンティティー
これに対し、彼の演説で歴史回顧の新しい共通規範を設けることがヴァイツゼッカー
により成功した。今や 70 年の批判の無い間隔の中で初めてと言うのではなく、何百万の当
時の参加者と、巻き添えをくった人間が―犠牲者として行為者として―尚生きた一つの時
点で。そして彼は、自身の党からの度重なる反対に対して、ドイツ人に当時の出来事に関
する思い出を生き生きと長く持ち続ける使命を授けた。
ナチス時代に苦しんだ近隣諸国で、1990 年のドイツ統一が出現した時、恐怖と不安がほん
の少しばかり解消した。その時、それはリヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーが 30 年前
に要請した、この新しいドイツの歴史上のアイデンティティーと何処かで結びついた。
それが外国で新しい信頼を生み出した。連邦大統領、ヨアヒム・ガウケが今年のホロコー
スト記念日に”アウシュヴィッツ無しにドイツのアイデンティティーはない”と述べた、
そしてそれが最早如何なる対立した議論も引き起こさなかった時、ドイツ人はその役割と
歴史に対する責任を受け入れた。この二つは 1985 年 5 月 8 日のあの偉大な演説の果実であ
る。
リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーはドイツのために功績を挙げた！
ドイツがお別れを: DW(2015/2/11) von Sabrine Pabst
彼は思想家であり、民主主義者であった：リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー。
国葬と共に、同志、政治家、市民が故連邦大統領に別れを告げた。ベルリンと連邦共和国
が一人の影響力を持つ男性に別れを告げる。

葬儀と引き続いき行われた国葬に、招待者のみ参列―家族、同行者、政治家、元首

ベルリンの大聖堂の祭壇前に国旗に覆われた棺が据えられている。その前に一つの花輪が
置かれている。ドイツ国家が、特に自らドイツ国民のために功績を残した一人の偉大な男
性に別れを告げる：リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー。その国葬は何か全く特別で
ある。国民のため抜群の功績を挙げた人間に対し、ドイツ共和国が別れを告げようとする
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時、連邦大統領がその式典を司った。元大統領は 2015 年 1 月 31 日 94 歳で逝去した。
メルケル首相はリヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーを偲ぶため、ベルリンの大聖堂に
入った。今日首相は他の人達に弔辞を委ねた。外務大臣フランク・ヴァルター・シュタイ
ンマイアー(SPD)、財務大臣ヴォルフガング・ショイブレ、そして前議会下院副議長アンテ・
フォルマーがスピーチを行った。
葬儀の後、保安大隊の 8 人の将校が棺を大聖堂から運び出した。彼等は 8 人の将軍と提督
それに勲章のクッションを運ぶ人達に先導された。大聖堂の階段に彼等は棺を置いた。讃
美歌が鳴り始め、それに国歌が続いた。
The Economist(2015/2/14)のポイントを要約： ドイツの解放者
―祖国ドイツ再統合後の初代大統領、リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーが 1 月 31
日 94 歳で逝去した―
＊1985 年 5 月 8 日の演説について；40 年間人々は荒野を横断、そして約束の地に辿りつ
くことが出来た：しかし古き教えを忘れ、道に迷った。彼等が始めた戦争の降伏 40 年後
ドイツ人は自分達の犯した罪と自身の破壊に出来る限り真摯に向き合うべきだ。
＊当時のヘルムント・コール首相はそれより数週間前、同じ様なことを囁いたが、大衆は
殆ど聞き留めなかった。しかしながら今、その思考が白髪のエレガントな貴族で、外交
官の子息である式典長を務める国家元首から出て、威厳を帯びて響き渡る訛りの無いド
イツ語で述べられた。忽ち国の内外で情感が全力で胸に沁み込まれた。この演説の数ヵ
月後、フォン・ヴァイツゼッカー氏はイスラエルを訪問した最初のドイツの大統領とな
った。
＊それまでにドイツ人達は過去と向き合うため大きな前進を果たして来た。しかしナチス
のメンバー達は尚戦死者の間で名誉を称えられており、そしてドイツの歴史家たちは、
ホロコーストはユニークだったか否かに関して長い学問的闘争の瀬戸際にいた。一人と
して真実を貫いて、自由への最後のステップを取ろうと用意する者はいなかった。しか
しフォン・ヴァイツゼッカー氏はそれを要請した。極僅かな人達が罪を犯したかもしれ
ない、”しかしドイツ人は一人残らず、ユダヤ人が蒙らなければならなかった何事も目撃
することが出来た”、と彼はその演説で述べた。
＊彼は自身の家族の歴史に触れなかった。しかしドイツ人達はこのアピールが他のメンバ
ーと同様大戦に深く連座していた一人の男から出たことを知っていた。父エルンストは
ヒットラー時代の外務省の上席官僚だった。長兄のカルル・フリードリッヒはヒットラ
ーに爆弾を提供するため核融合で働く物理学者だった。
次兄のハインリッヒは、開戦 2 日目に彼から遠くない戦場で喉を撃たれ戦死した。
末弟のリヒャルトはポーランドに将校として侵攻した後も残酷な任務に従事、ソ連邦で
の数々の残虐行為に参加した。2009 年ジャーナリスト達が、彼の部隊に一切捕虜を取ら
ないよう訓令した、新たに発見された 1941 年の命令書を見せて迫った。不意を突かれ、
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彼はそんなこと全く聞いたことがない、と口ごもりながら話した。しかしそれより 2 年
前、会話の中で、彼は”自分達がレイプした国々”に言及していた。
＊1944 年 7 月 20 日、ヒットラー暗殺を試みた者の多くは彼の部隊の出身者だった。彼
は彼等に近かったが、その一員や仲間ではなかった。
＊戦後彼の父がニュールンベルグ裁判で戦争犯罪に関連して起訴された時、彼は、父は
更に重大な犯罪を阻止しようとしたとして、父を弁護するため法律の勉強を一時中断
した。
しかし父は 6000 人のユダヤ人をアウシュヴィッツに追放する命令書に署名した。
結局子息は彼の投獄を救済出来なかった。彼は父の役割について防戦し続けた。彼の
祖国の様に、彼は自分の有罪を受け入れようと躍起になった。暫くの間彼は政治にタ
ッチせず、ビジネスの世界に入り、そしてルーテル教会の平信徒集会の会長になった。
彼は分断されたドイツのキリスト教徒間の和解を説き、西側にシフトした、彼がかつ
て突進したポーランドの国境は、不変であると認められるべきだと要請した最初の一
人となった。
＊コール元首相は、彼を CDU(キリスト教民主同盟)の党員として、1969 年中道右派の政
治に引っ張り込んだが、彼は一度も党の首脳部員ではなかった。彼の心は自由奔放過
ぎた。70 年代、勿論彼は全ての東殴諸国との友好関係樹立政策、Ostpolitik を支持し
た：その構想がヴィリー・ブラントの政敵社会民主党から出たことなど問題ではなか
った。
＊ベルリンの壁にて；
1981 年彼は東西に分断された西ベルリンの市長になった。世間一般の通念は、分断は
永久だと見ていた。しかし彼は、ドイツ問題はブランデンブルグ門が閉ざされている
限り、オープンのままだと主張した。1984 年彼は、コール氏にとっては大変残念なこ
とだが、大統領に選出された。スリムで、禁欲主義者でそして貴族出の彼は、肥満で
みすぼらしいなりをしたコール首相と顕著なコントラストをなした。CDU 党首は政治
闘争でお祭り騒ぎをした；国家元首は礼儀正しい、威厳に満ちたそして有徳な人物と
して脇に立った。ドイツが最終的に再統一した時、彼は国家が願った最高のスポーク
スマンだった。
最も見事な瞬間が、1989 年 11 月のベルリンの壁崩壊直後に起きた。大統領はベルリ
ンに急行、そして緩衝地帯にあるポツダム広場の壁に近寄った。東ドイツの兵士達が
国境横断のため壁を破っていた。西ドイツの大統領が彼等に歩み寄った時、一人の東
ドイツの将校が素早く｢気を付け｣の姿勢を取り、そして吠えるように言った：”大統領、
決して異常な展開ではありません”
参考情報・資料
○日本のメディア報道から：
＊日経(2015/2/3)春秋の抜粋引用
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｢若い人たちにお願いしたい。他の人びとに対する敵意や憎悪に駆り立てられることのな
いようにしていただきたい｣(永井清彦訳)。1985 年、戦後 40 年に際した｢荒れ野の 40 年｣
と称される議会演説では、一節がとりわけ今日に伝えられてきた。｢過去に目を閉ざす者
は結局のところ現在にも盲目となります｣。歴史に対するドイツ民族の責任を説いたとさ
れる箇所がなぜ大切なのか。｢余りにも多くの人たちが実際に起こっていたことを知らな
いでおこうと努めていたのが現実であります｣。ナチスの蛮行に目をつぶったドイツ人の
反省は、我々にも向かってくる。ヒットラーは敵意と憎悪をかき立てて国民の目をふさ
いだ。
追加：いろいろなメディア報道から
＊1985 年 5 月 8 日の有名な演説から引用された言葉等が紙面を飾り高く評価した。
＊過去に目を閉ざす者は現在にも盲目となる
＊過去を忘れないことが和解の道
＊統一することは、分断を学ぶこと；1990 年 10 月の東西ドイツ統一にあたり
＊戦後 50 年の 1995 年夏、日本での講演；過去を否定する人は過去を繰り返す危険を冒
している(東京新聞招聘記念講演)
○凡そ 300 人のアウシュヴィッツ生還者たちが解放 70 年を記念するため、ポーランドの元
ナチス強制収容所で行われた記念式典に参加した。
○ナチスと共に生きて：The Economist(2015/1/31-2/6)、読者欄から
ナチスドイツに留まり、書き続けたハンス・ファラダの様な作家にトーマス・マンは”辛
辣”だった。
しかし彼の第 2 次大戦中の一般のドイツ人に付いて書かれた”Every Man Dies
Alone”は最も洞察力のある、生き生きとした独裁社会の暮らしの小説である。これはナ
チスに対するドイツのレジスタンスに付いて書かれた最も偉大な本とプリ－モ・レ－ヴ
ィは述べた。
(Bertrand Horwitz, Asheville North Carolina)
筆者注記：
＊プリ－モ・レ－ヴィ(Primo Levi),イタリアのユダヤ系化学者、作家。アウシュヴィッツからの生還者。
＊ハンス・ファラダ(Hans Fallada)、ドイツの小説家。第 1 次世界大戦後のハイパー・インフレ、高失
業などの世情を克明に描写し(32 年の｢細民よ、どうする｣)、ナチス時代もドイツに留まり、執筆を続
けた。その他の代表作；｢一度くさいメシを食ったものは｣、｢狼どものなかの狼｣、そして戦後の｢だれ
もがひとりで死んでゆく｣はナチスへの孤独な抵抗と挫折を感動的に描いたと言われる。

○NHK BS 世界のドキュメンタリー：Hitler’s Children－ナチスの罪を負って－
2011 年、イスラエル/ドイツ共同作品
ホロコーストを指揮したナチス幹部達の残虐な行為。その結果蒙った外面的・内面的ダ
メージと消し難い負荷を背負いながら生きるその 5 人の息子や子供、子孫たち。それら
を親族をホロコーストで亡くしたユダヤ人監督が、アウシュヴィツを訪れたイスラエル
の青少年達の辛辣な質問を通して描く人間ドラマ。
12

○NHK BS 世界のドキュメンタリー：Prisoner Number A26188-ホロコーストを生き延び
て。2013 年 英国作品。
1939 年のナチスドイツのポーランド侵攻で、靴工場を営む両親と 3 人の兄弟と平和に暮
らす少女ヘニアは忽ち強制収容所に送られ、アウシュヴィッツを含む四つの強制収容所
を転々とし、奇跡的に生き延びた。ホロコーストを知らない若者が増えていることに危
機感を覚え、悲惨な過去を語り出す。
○昨今のドイツの社会運動：反宗教的ファナティズム、人種差別主義、移民排斥等
＊AfD：Alternative fuer Deutschland、ドイツのための選択肢(2013 年結成の政党)。
現政権の政策に不満を抱く者、右派、欧州懐疑派などが中核。ユーロ圏からの離脱・
ドイツマルクの復活、最終目標は EU 脱退。欧州議会に 7 議席。
＊Pegida(ペギーダ)：Patriotische Europaeer gegen die Islamisierung des Abendlandes
西洋のイスラム化に反対する愛国的欧州人：暴力からの解放、ドイツに於ける宗教戦
争反対の社団法人(設立 2014 年 12 月)。ドレスデンを中心にデモを活発化、注目され
た。反対する分派も生まれた。一部は CDU 右派に接近。
＊Bragida：ブラウンシュヴァイク(ニ―ダ―ザクセン州の首都)の西欧のイスラム化反対
運動。
＊Legida：ライプチッヒのペギータの分派、
＊”欧州直接民主制”同盟：ペギータから分離した新しい同盟で、2 月 8 日に最初の政治集
会を開催した。新しい活動目標は”全てのレベルでのドイツへの直接民主制の導入”、と
ペギータの前スポークスウーマン、カサリン・オルテルは語った。新同盟は彼女によ
ると”国民の立場に立った”そして”保守的”、で CDU 左派の様にその地になじむべきで
あるとなる。
○現政権：
2013 年 9 月の総選挙で、議席を伸ばした CDU/CSU(キリスト教民主同盟・キリスト教
社会同盟)は第 1 会派の席を維持したが、過半数に達せず、それまでの連立与党 FDP(自
由民主党)が完敗したため、野党だった SPD(ドイツ社会民主党)との長期化した困難な
協議を経て、再び大連立を行い、第 3 次メルケル内閣が発足した。
(了)

13

