
 

 

 

 

 

日本記者クラブ 

記者会見 

ドイツと日本の交流 150 周年 

クリスティアン・ヴルフ ドイツ大統領 
２０１１年１０月２４日 

 

日本記者クラブが招いたドイツ大統領としては、ホルスト・ケーラー大統領（０

５・４４）、ローマン・ヘルツォーク大統領（９７・４・８）に次ぐ 3 人目だ。

リヒャルト・ワイツゼッカー氏も前大統領（９５・８・１０）としてお見えに

なっている。 

ドイツの大統領は国家元首で、具体的な政治テーマについて直接発言すること

が普通はなく、｢荒れ野の 40年｣演説で有名なワイツゼッカー氏のように哲学的

なスピーチをすることが多い。 

しかし、この日の日本側取材記者、ドイツ同行記者の 大関心事は、ギリシャ

政府の財政破綻危機とドイツ、フランスなど欧州議会の対応だった。キリスト

教民主同盟（CDU）の副党首、ニーダーザクセン州首相も務めた経験のあるヴル

フ大統領は、質疑応答で、直裁にこの問題に答えた。欧州の金融危機、銀行危

機がそれほど切迫していることの証左かもしれないし、大統領の政治家として

の資質とも関係しているのもしれない。 

 

 

司会 日本記者クラブ理事長 吉田慎一（朝日新聞上席役員待遇 編集担当）  

通訳 桑折千恵子、蔵原順子 
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司会（吉田慎一理事長） 本日は、昨日公

式来日されましたドイツのクリスティアン・ヴ

ルフ大統領におこしいただきました。極めて多

忙な日程のなか当クラブのために時間を割い

ていただきまして本当にありがとうございま

す。感謝申しあげます。 

大統領の略歴ならびに日程等はお手元にあ

りますので、省略させていただきますが、少々

付け加えさせていただきます。大統領は 2003

年にニーダザクセン州の首相になられて、昨年

ケーラー大統領の辞任を受けまして、51 歳の

若さで大統領に選出されています。戦後では

も若い大統領というふうに聞いております。 

大統領は親日家としても知られておりまし

て、ニーダザクセン州の首相のころ二度ほど訪

日いたしました。また、3月１１日の東日本大

震災の折にはベルリンの日本大使館に駆けつ

けていただきまして、日本の被災者に、あるい

は日本の国民に温かいメッセージをおくって

いただいたというふうに聞いております。その

ことにつきましても、あらためてここで感謝申

しあげたいと思います。 

なお、日程にありますが、明日は東日本大震

災の被災者、とりわけ原発の被災者に会ってい

ただくということで、被災地・福島を訪問され

ます。 

ということで今日は早速ですが、時間もござ

いませんので、大統領からまず 10 分ほどお話

しいただき、その後質問をうけさせていただき

たいと思います。申し遅れましたけれど、私は

日本記者クラブの理事長をしております。朝日

新聞の吉田と申します。それでは大統領よろし

くお願いいたします。 

 

ヴルフ大統領 吉田理事長、ありがとうご

ざいました。ご出席の皆様、お招きをいただき

まして、ありがとうございます。このすばらし

い記者クラブにお招きをいただきました。どの

ようなご質問にもお答えしようと考えており

ます。 

冒頭に、私のほうから申しあげたいことは、

日本の大変すばらしい歓迎を受けたというこ

と、特にきょうの昼、私を招いてくださったの

は天皇陛下でございます。そこで、日独の関係

というのが相互の親近感、そして相互の尊敬に

基づいているということを改めて感じました。 

ことし、日本とドイツの間の交流 150 周年を

祝っております。このすばらしい記念の年、例

えば昨日、1万人もの訪問者のあったジャーマ

ンフェスティバルがありましたが、それをはじ

めといたしまして、この記念の年に、日本だけ

でも 700 件の行事、そしてベルリンでも、いま

まさに「北斎展」が開かれているところです。

この北斎展は大変人気が高かったために、会期

を延長しております。そのほかにもたくさんの

行事が行われました。 

今回の 150周年記念というのは、皇太子殿下

と私が総裁を務めているものでございますけ

れども、これを機会に、我々両国がさらに近づ

けるようにということを考えております。遠く

離れた二国でありますけれども、同じようなメ

ンタリティーと、同じような価値観で、大変近

い 2つの国であると思います。私たちの、この

記念の年は、3 月 11 日の大きな自然災害によ

って暗い影が差したわけでございますが、ドイ

ツの人々が日本の人たちに対して寄せる心、そ

して連帯の気持ちというのは、今日までも全く

変わっておりません。技術的にも、また人的に

も、財政においても、さまざま形での支援をし

ております。ドイツ赤十字から日本赤十字に対

しまして、ドイツから多くの寄附をさせていた

だきまして、その資金の一部で、川内村のコミ

ュニティ・センターを立てることになります。 

細野環境大臣からは、新しいエネルギーの開

発とＣＯ２削減のために、両国は協力しなけれ

ばいけないというお話もありました。 

明日、いわき市に参ります。そして実際の被

災地の様子を拝見させていただこうと思って

おります。日本の方々の相互連帯、そしてすば

らしい再建の業績というものを、この目で確か

めてきて、ドイツに伝えたいと考えております。

この点については、まだドイツでは十分に報道

されていないというふうに思います。まだまだ

日本の皆様に対して多くの人が心を寄せてお

ります。 
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私たちのこの二国間の協力をこれからも育

んでいきたいと思っております。昨日、菩提樹

の記念植樹をいたしたところでございます。ベ

ルリンでは、桜を植えております。この 2つの

木が育つように、2つの国の友好関係がさらに

育まれていくようにと願っています。 

日本とドイツは、経済的にみますと、世界第

3 位、4 位の経済大国でございます。日本とい

う産業立地の場所は、すばらしい企業活動の場

でございます。私どもの企業もさらにここで活

動することができると思っております。昨日、

ドイツとの共同プロジェクトをやっている 20

名の日本人の学者と会いましたが、また明日は、

つくばにも伺う予定でございます。さらにドイ

ツ企業のエボニック社を訪問する予定でござ

います。ドイツ企業の活動の地として日本がす

ぐれているということを、さらにドイツでアピ

ールしていこうと思っております。日本は国民

総生産の 4％を研究開発に投じております。こ

のような形で、これからの世界の発展に貢献を

していかなければいけないと思います。 

東京では、すばらしい交通制御システムがご

ざいます。モビリティー分野においても、日本

はすばらしい業績を達成されております。 

私どもは、共通の問題をも抱えております。

人口動態の変化、少子高齢化、社会保障の問題、

資源の安定供給、民主的な共同体の発展、これ

を 21 世紀に対応する形に発展させていかなけ

ればいけません。 

私たちは、日本の政界とも大変よい関係を維

持しております。ちょうど谷垣自民党総裁とお

会いしてきたところであり、この後、野田総理

ともお話をする予定でございます。その際には、

ユーロの問題についてもお話をする予定でご

ざいます。 

また、京都へも行く予定ですが、ドイツ文化

センターのアジアにおける初めてのアーティ

スト・イン・レジデンスを落成する予定です。

このような機関では、日独の映画、そしてコン

サート、演劇などの交流を行っております。ア

ーティスト・イン・レジデンスによって、さら

にこういった協力が深まると思います。 

また、徳島県鳴門市、ここは第一次世界大戦

後のドイツ人捕虜たちが、日本で初めてベート

ーベンの「第九」を演奏したところでございま

すが、そこを訪問させていただきます。長い友

好の歴史を改めて実感してこようというふう

に思います。 

もう何年も前に、明治神宮は訪問させていた

だいておりますけれども、今回は、伊勢神宮を

訪問させていただく予定にしております。日本

の長い宗教の歴史も拝見させていただきます。

日本の文化に対する関心というものもさらに

高まるようにと願っております。 

ドイツ人学生の日本に対する関心を、もっと

高めていきたいと思っております。若い学生が

日本に来るということは大事なことと思って

おります。日独友好 150 周年の記念の年という

のは、特に若い人たちにとって、お互いのパー

トナーの国に対する関心を一層高めるために

重要な年だと思っております。 

この相互の関心、そして相互に関する知識を

さらにふやしていく必要があると思います。私

の今回の訪問で、さらにそういった方向性に進

展がみられることを願っております。では、皆

様のご質問を喜んでお受けしたいと思います。 

 

司会 大統領、どうもありがとうございま

した（拍手）。今回の訪日が、いかに幅広い日

独友好につながっていくかということを短時

間で、明快に語っていただきました。それでは、

質問をお願いします。 

 

≪質疑応答≫ 

 

質問 大統領、いまヨーロッパは非常に大

きな危機にさらされています。そこで、よく聞

こえてくる声というのは、「南欧の怠け者の

国々が通貨ユーロを危機に陥れたのだ」という

声です。私は、こうした意見には一理あると思

います。ただし、こうした国々にむち打つだけ

では問題を解決することはできないし、金融市

場を落ちつかせることもできないと思います。 
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大統領にお伺いしたいのは、ドイツはそこで

どのような貢献をし、問題を解決するべきでし

ょうか。ヨーロッパ内の連帯、通貨同盟をどの

ようにして守っていけばいいのでしょうか。ユ

ーロという通貨は、ドイツにとってどのような

役割を果たしているのか、また、ユーロという

通貨の果たすべき役割は何でしょうか。将来に

わたってどういう役割を果たすべきでしょう

か。 

 

ヴルフ大統領 ご質問をいただきましてあ

りがとうございます。 

まず、ドイツの失業率についてお話ししてお

きたいのですが、過去 20 年間にないほど、い

ま低い水準になっております。そして、雇用状

況ですが、ドイツの歴史始まって以来、高い雇

用状況を示しており、就業率の高さは、ドイツ

始まって以来というのが現状です。そして成長

率も非常に堅固である。これは 2007 年、2008

年の金融危機の際には考えられなかったこと

でした。 

ユーロという通貨は、通貨として成功をおさ

めてきた歴史があります。大変強い通貨であり、

世界のそのほかの通貨をみてみますと、日本の

円も含め、日本の円も大変強い通貨ですけれど

も、ドイツ、ヨーロッパでは、大変インフレ率

も低く、ユーロがまさに金融危機の際に大きな

手助けとなりました。もし、あの当時、ヨーロ

ッパに複数の通貨があったとすれば、それは投

機家の格好の対象になっていたに違いありま

せん。 

おっしゃるように、いま現在、世界じゅうで

銀行危機という状況にあります。それは銀行が

いろいろな商品で投機をし、しかもその際の金

額が、皆さんだれもが想像できないほどの規模

だったからです。それは銀行を弱体化に追い込

み、多くの国が債務を抱えることになりました。

しかし、それはヨーロッパに限ったことではな

いということを強調しておきたいと思います。 

世界じゅうに、基本原理、すなわち実際に手

元にある以上のお金を支出できないのだとい

う基本的な原則に反した国はたくさんありま

す。一般家庭であれば、自分の手元にあるお金

で何とかしなければならないという、ごく当た

り前の原理に反した国がたくさんありました。

そして、ほとんどの国がこうした状況にいま陥

っており、債務がない国というのはほとんどあ

りません。これは世界的なトレンドであるとい

うことです。毎年のように、債務を積み重ねる

という状況が、いま現在、非常に厳しい状況を

もたらしております。 

財政再建、そして持続的な経済というのは必

要ですけれども、もっと大切なことは信頼です。

金融市場というのは、信頼がなくてはなりませ

ん。相互の信頼がなければ物事はうまく進まな

いのです。そしていま、信頼を取り戻さなけれ

ばいけないときに来ています。そのためには、

各国がそれぞれの宿題を片づけなければなり

ません。そして持続的な経済を再び実行しなけ

ればなりません。そのためには連帯も必要です。 

ドイツは、責任を実感し、責任を担います。

ヨーロッパで継続的に機能する危機メカニズ

ムをつくり、いま現在、救済策を構築している

中です。しかし、そのためには実行力が必要

で、そして制裁のことも考えなければなりませ

ん。どの国も、財政を健全化させなければなら

ないし、債務問題を処理しなければなりません。

金利の安いお金という状況を打破していかな

ければならないのです。 

もちろんこれは、全世界で共有されている考

え方ではないでしょう。ゼロ金利政策を続けて

おり、インフレのリスクを負っている国という

のも中にはありますが、それはドイツのポジシ

ョンとは異なるものです。ドイツは、安定性、

そして健全化ということを目指すためには、や

はり信頼が必要であり、それが結局のところ、

一国の経済の成長につながるのだという確信

を持っています。 

いま、ヨーロッパでは、連帯をどのように示

せばよいのか、どのような救済策が必要なのか、

ということに取り組んでおります。それには短

期的な取り組みもあり、そうした短期的な対策

というのは、場合によっては人々の、国民の抵

抗に遭うこともあります。しかし、国民に人気

がない政策だからといって、それを避けて通る
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わけにはいかないのです。ヨーロッパには、力

があり、そしてともにこの危機を、つまり国家

債務、そして銀行の危機をともに乗り越え、そ

の危機をチャンスに変える力があると、私は確

信しております。 

ヨーロッパは、これまでも常に危機的な状況

を、新しいヨーロッパへの第一歩として、統一

ヨーロッパへの一歩として常に活用してきま

した。2014 年という節目を迎えて、それまで

の 100 年を振り返ってみますと、 初の 50 年

には二度にわたる世界大戦、世界大恐慌、ホロ

コーストがあり、後半では自由、民主主義、法

治国家の成立、欧州統合、冷戦の終焉、平和の

構築などです。 

ヨーロッパは、 初の 50 年で大きな間違い

をたくさん犯しましたが、次の 50 年で大変大

きな成功をおさめてきた、大変大きな進歩を遂

げてきたのだということを確信できると、私は

考えております。 

これは世界経済にも共通することで、アメリ

カであれ、日本であれ、ヨーロッパであれ、正

しいことを行わなければならないという気持

ちを持っており、私はこの点について、これか

ら野田首相ともお話しするつもりでおります。 

 

司会 ドイツ側の同行記者の方はいかがで

すか。どうぞ。 

 

質問 大統領、ヨーロッパの債務問題、そ

して通貨の危機というのが、日本の政治家との

話し合いのテーマであるとおっしゃいました

けれども、いまのヨーロッパのこの危機をどの

ようにみておられるのか。そして、ブリュッセ

ルで具体的な解決策を探っておられる人たち

に対して、どのような期待を持っておられます

か。 

 

ヴルフ大統領 東京におりまして、何か記

者会見で呼びかけても、何の効果もないのでは

ないかというふうに思います。これは具体的に、

実行する人たち、実行を担当する人たちの手に

あるわけで、ドイツでいえば、ドイツの議会で

あります。また、政府間のさまざまな機関であ

ろうと思います。 

民主的な原則にのっとってこの問題を解決

していくということで、そういったところで議

会の関与もあります。ですから、メディアを経

由して、私が東京から何かアピールをしても意

味はないというふうに考えます。 

これまで私がお話しした方々の話の中では、

先ほど私がいったようなことを、ヨーロッパの

情勢について申しました。いま、この挑戦課題

を克服しなければいけない状態にあるという

こと、そして、そうしたそれぞれの各国は、み

ずからの問題を解決しなければいけないし、ま

た他の国は連帯をしなければならないという

こと、そしてその解決ができるだろうというこ

とについて、私は、自信を持っている。 

この間、ヨーロッパはユーロという通貨で、

大変すばらしい発展をみせてきた。ユーロ自体

が成功であったというふうにいえると思いま

す。ですから、ユーロ自体を問題視するという

よりは、各国の財政再建、あるいはインフレに

対する政策等々、それをみていかなければいけ

ない。他の通貨を持っている国々とは、ヨーロ

ッパはいま、違う状況にあるわけであります。

ですから、アメリカの場合には、ドルは自国の

通貨ということで解決ができる部分もあるか

もしれませんけれども、共通の通貨ユーロを持

っているヨーロッパということでの特殊な問

題というのはあると思います。 

 

質問 先ほど、大統領のお話の中で、ヨー

ロッパは常に危機をチャンスにしてきたとい

うお話がありました。いまのこの信用不安及び

金融システムが抱えている危機というのは、将

来的にどのようなヨーロッパに向けてのチャ

ンスになるのか。その道筋をどういうふうに考

えていらっしゃるのか。 

日本でみていますと、ここに来ていろいろな

意見の違いというのが深刻になってきている

ようにみえます。大統領が先ほどからおっしゃ

っているように、果たして本当にヨーロッパあ

るいはユーロ圏でまとまることができるのか。 
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ヴルフ大統領 終的にみますと、この数

十年間、ヨーロッパは統一した意見を持つに至

っております。そしてその以前の段階というの

は、私は 善の道を模索するための取り組みだ

ったというふうにみております。そして透明性

を持って国民にその議論がきちんとみえるよ

うな形で進めれば、それは間違いなく民主的な

形であり、決して批判的にとらえるものではな

いと確信しております。 

これが、いまおっしゃったディスカッション

のプロセスについての私の考え方です。 

もう一度、第一点目をお願いできますか？ 

ごめんなさい、ちょっと失念してしまいました。

もう一度 初の質問を繰り返していただけま

すか？ 

 

質問 ヨーロッパは常に危機をチャンスに

してきた、ということをおっしゃいました。今

回のいまの危機というものは、やがては…… 

 

ヴルフ大統領 ありがとうございます。思

い出しました。 

リスクにチャンスをみるというのは、確かに

難しいことで、複雑なことですが、私が考えま

すに、そこでみいだした合意というのを、単に

目標のための宣言というふうに見なすのでは

なく、それが制裁を伴うぐらい大切なものだと

いうことを、全員が認識することです。 

ユーロを導入したとき、さまざまな枠組みに

ついて合意はしました。しかし、その合意した

約束を守れなかった場合にどうなるのか、とい

うことをきちんと明確にしておきませんでし

た。例えば、毎年新たな債務を、3％を超えて

はならないというような数字まで出していた

のに、それは必ずしも各国が守っていたわけで

はありません。ドイツも、また例外ではありま

せん。 

ですからこそ、今度は、メカニズムをつくっ

て、こうした合意に違反した場合、抵触した場

合の制裁ということにまでついて考えるとい

うのが私の見解です。そうしなければ正しい行

動をとるということが、必ずしも約束されない

からです。ですから、合意に至ったらば、次は

拘束性を持たせるということ、そして、そのた

めには、信頼が不可欠であると私は考えていま

す。通貨政策と金融政策の基本は信頼関係です。 

 

質問 先ほど、現在の危機の原因として、

金融市場の自由化というのも一因であるとい

うふうにおっしゃられましたけれども、そうい

ったことが、日本の方々とのお話でテーマにな

りましょうか。そして、日本の方々も同じよう

な見方をされるというふうに思われますでし

ょうか。つまり、このような自由化を少し逆行

させるというようなことはあり得るのでしょ

うか。 

 

ヴルフ大統領 日本というのは、世界の経

済で、非常に大きな経済大国でありますので、

重要な役割を果たしています。Ｇ20 でも、ま

たＧ8でも、ドイツにとっての本当にパートナ

ーとして重要な立場をとっておられます。です

から、現在の危機はもちろん話し合いのテーマ

になります。 

私の立場として申しあげられることは、例え

ば、空売りというのは、長い間不可能でありま

した。で、いま、それが可能になっております

けれども、持っていない株式を売買するという

やり方というのは、これは極端にいうと、やは

り少しおかしなことだというふうに思うわけ

です。ですから、実体経済と、それから金融市

場との出来事、事象というのを、もう少し近づ

けなければいけないと思います。 

金融世界の中では、なかなかそのものを手で

つかむことができない。で、架空の世界という

のが広がりやすい。そこには投機というのが起

きやすいと思います。それが世界を奈落に引き

込むだけの力があると思います。つまり、それ

だけ金融界の中では、信じられないほどの額が、

その虚構のうえで取り引きされてしまってい

るわけですから、それを制限していくという必

要があるのではないか。ですから、今日のこう

いった金融市場にも、一定の制限というものが

必要になってくるのではないか、ということを



 

7 
 

私はすでに申しあげたわけです。 

また、絶対に必要なのは透明化ということで

あります。それを要求するだけではなくて、実

行するというのが、いま も求められているこ

とであろうと思います。 

 

質問 制裁というご発言があったんですけ

れども、それは具体的にどんなことを考えてお

られるのでしょうか。例えば、欧州議会で、も

しコンディショナリティーにギリシャが何度

か抵触する場合には、投票権がなくなるとか、

そういうようなことなんでしょうか。あるいは、

その先には、場合によっては、ギリシャのユー

ロからの離脱を強制的に求めるというような

ことも入っているのでしょうか。 

 

ヴルフ大統領 細かいことについては、こ

こで申しあげたくないのですが、いまちょうど

ヨーロッパで、この点について議論が交わされ

ている 中だからです。ですが、とりわけ、Ｉ

ＭＦ（国際通貨基金）もここに参加してもらわ

なければなりません。そして、昨年の 5 月 10

日、ギリシャはきちんと約束を果たすべき状況

にあったのに、そして結局のところ国を破産に

追い込むような状況になってしまったわけで

すけれども、それは絶対に避けなければならな

いということです。 

ですから、制裁というのは、決して、その制

裁によってあの国が破産に追い込まれるほど

の制裁であってはいけないと、私は考えていま

す。これ以上のことは、いまちょっと詳細につ

いては述べたくありませんけれども、各国の財

務大臣、議会、そして各国首脳がこれから決め

ていくことです。 

 

質問 ドイツ、日本は、過去にイニシアチ

ブをとって国連の改革ということを試みてお

ります。安保理の構成についての改革などであ

ります。日本とドイツを常任理事国にしようと

いう改革の方向だと思いますけれども、それは、

いまも重要なテーマと考え、正しい方向だとい

うふうにみていらっしゃいますか。連邦大統領

として、そのようなコンセプトをどうごらんに

なっておられるか。例えば、野田総理とお話の

ときにはこういったテーマも取りあげられる

予定でしょうか。 

 

ヴルフ大統領 いえ、これはいまの具体的

なテーマではありませんけれども、日独の立場

は一緒だと思います。両国は、国連が、現在の

組織の形が、世界の現実の影響力ですとか、そ

ういった現実を正確に反映している組織構造

になっていないという認識であります。つまり、

第二次世界大戦後の体制を反映した組織であ

る。ですから、21 世紀の世界を反映したもの

ではない。現在、ブラジル、インドなどの新し

い国が大きな経済力として成長してきている

わけで、国連の平和維持軍等と、あるいはそう

した活動に大きな支援もしております。ですか

ら、そういった意味での改革が必要で、Ｇ4の

イニシアチブというのは、その意味で正しい方

向だと思います。 

拒否権というのがあるために、この間、実際

には何も決定することができないということ

が続いてきました。いま、妥協、あるいは過渡

的なルール等々について、いろいろな話が可能

だと思いますけれども、まずは開かれた議論と

いうのが必要で、いまの現状をそのまま維持し

ようという方向は正しくないと思います。 

で、そのままにしていきますと、国連の重み

というのが失われてしまいまして、Ｇ20とか、

その他の国際的なさまざまな機関のほうに力

が移ってしまう。国連は実に素晴らしい組織で

すので、そうなったらそれは大変残念なことだ

と思います。 

潘基文国連事務総長が、さまざまな対立の中

で、例えばアフリカ諸国でいろいろな活動をさ

れて、非民主的な選挙についてはそれを認めな

いとか、いろいろな成功をおさめてこられてき

ているわけです。国際情勢が不安定ですので、

国連は指導力を発揮してほしい。日本とドイツ

は同じ立場に立っているので、すべてのことを

話し合う必要はないわけです。一方、積極的に

話し合いたいテーマもあります。例えばアフガ
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ニスタンでの日本とドイツの取り組みなどで

す。 

いままでも両国はアフガニスタンを大変積

極的に支援し、第２，第３の供与国ですが、い

ましなければいけないのは、平和な国に発展さ

せていくために、そのステージのために、日本

とドイツは引き続き協力すべきだと思います。 

日本は 50 億ドルを提供しております。アフ

ガニスタンにはいま 50 カ国も関与をしており

ます。それだけの国が関与しているにもかかわ

らず、アフガニスタンの平和というのはいまだ

になっていないということは、国連のそのよう

な手法だけでは限界があったということです。

こういったことは変えていかなければいけな

い。国連改革、安保理改革、これは日独同じ考

えを持っている。ただし、今回の訪問で、特に

それをテーマとする予定はございません。 

 

質問 エネルギー問題で 2点、伺います。 

先ほど、大統領は、細野環境大臣の言葉とし

て、再生可能エネルギーの協力を進めたいとご

紹介がありましたが、具体的にどのようなアイ

デアをお持ちでしょうか。 

2 点目は、過日、フランスのフィヨン首相が

日本に来られまして、原子力の安全を含む原子

力エネルギー全体の日仏協力を進めよう、とい

うことで合意いたしました。これについてのコ

メントをいただければ幸いです。 

 

ヴルフ大統領 ご存じのとおり日本では現

在、原子力発電所、核エネルギーの将来につい

て、非常に密な議論が行われておりますが、ド

イツはこれを興味深く見守っています。ドイツ

ではこの議論には終止符が打たれ、新たな方向

性をみいだすこととなりました。それは、福島

の事故を受けてのことですけれども、もともと

ドイツは、脱原子力発電所、脱核エネルギーと

いうことをすでに決定しており、2022 年まで

に、ということは決めておりましたけれどもそ

れが加速化されたわけです。 

日本は、世界でも も安全基準が厳しく、あ

らゆる面において非常にすぐれた技術力を誇

っている国であるにもかかわらず、その日本で

このような事故が起きてしまったということ

は、今後長期的に核エネルギーを利用すること

はできないというドイツの決断につながった

のは間違いありません。 

もっとも、ドイツでは 10 年前に、すでに新

たな原子力発電所の建設は行わないという決

定は下しておりました。残りの原発の稼働期間

をいつまで延長するかということが も重要

なポイントでありましたが、今回の事故を受け

て、即座に停止するということが決まったわけ

です。 

昔であれば、アメリカが月に人を着陸させる

のだといって、どうすればいいかということは

初は考えていなかったと思います。着実に一

歩一歩進めていかなければなりません。効率の

高い電力網、そして、エネルギー効率を高める

こと、再生可能なエネルギーを発展させる、そ

れから、今後は、蓄電の問題も考えなければい

けません。その点で日本からも多くのことを学

べると私は考えております。 

日本では、わずか数週間の間で、電力消費の

15％から 20％を削減することができました。

それによって大きな被害が出たわけではあり

ません。現在、日本には 54 基のうち 11基が実

際に稼働しておりますけれども、原発の代替は

ないのだという意見は、私のような素人の目か

らみても、ちょっと説得力がないように思いま

す。 

ですから、原発がなくてもやっていけるのだ

ということは明らかだと思いますので、我々は

これから先にある大きな目標に向かって、創造

力を豊かにし向かっていかなければなりませ

ん。そこで、日独は協力できると考えておりま

す。 

日本は、 先端のテクノロジーを持っており

ます。とりわけ、エネルギーの蓄電について考

えますと、日本のリチウム電池の技術力は世界

高峰のものです。太陽が照っている間に、エ

ネルギーをためて、そして、それを蓄電するこ

とができれば、風が吹いている間にエネルギー

を生産して、そしてそれをためる。ドイツや日
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本がそこへ技術力を結集してエネルギーをつ

くるという話だけではなく、エネルギーをため

る技術に力を注いでいけば、工業化社会に新た

な局面をもたらすことができる、と私は思って

います。 

いま現在のような環境汚染、あるいは資源を

無限の資源があるかのように使い続ける、とい

う状況から離れることが必要だと思います。京

都議定書の継続に関しては、必ずしも日本とド

イツは意見が一致しておりません。他の国が消

極的な態度を示している以上、京都議定書の継

続にあまり積極的なスタンスはとらないと日

本はいっていますが、私たちは環境に対する共

通の責任があると思い、他の国もそういうふう

に説得しなければなりません。 

ロシアも、現在、ロシアにとっては環境の気

候変動が大きなビジネスチャンスだというふ

うにいっております。とりわけ、ロシアの北東

地域にとってはそれがチャンスなのだといっ

ています。ですが、私はいま、8歳と 3歳の子

どもがいますけれども、私たちと同じように豊

かな生活を彼らに保障してやらなければいけ

ません。 

私たちが生きている時代よりもひどい状況、

ひどい地球を子どもたちに残すことは、私たち

には許されていないのです。私は日本で核エネ

ルギーをめぐる議論は、なされなければならな

いと思いますが、その議論の行く末に介入しよ

うと思っていません。ですが、相互の理解を深

めるための議論を積み重ね、そして技術面など

で協力できるところがあれば協力関係につい

て議論をするために、私は来ているのです。私

は、大きな期待を寄せているからこそ、今回、

6 日間の日程をつくって日本に来ているわけ

です。 

 

司会 ありがとうございました。先ほど、

大統領もお話しになっていたように、この後、

実は、野田首相との首脳会談がありまして、も

うそろそろ質問を締めくくらなければなりま

せん。きょうは短い時間でしたけれども、非常

に幅広い話題に、非常に率直なお話を伺ったよ

うに思います。45 分足らずでしたけれども、

非常に濃縮された時間を我がクラブの会員た

ちに与えてくださったと思います。心から感謝

いたします。恒例でありますので、記念品を私

のほうから差し上げて、大統領に感謝を表明し

たいと思います。どうもありがとうございまし

た。（拍手） 

（文責・編集部） 


