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研究会「ドイツの戦後和解」④ 

≪過去との取り組みの日独比較≫ 

  

戦前とは異なる国家の証しを立て続ける 
 

佐藤健生 拓殖大学教授 
 

２０１５年５月１３日 

 

 

シリーズ研究会「ドイツの戦後和解」で佐藤健生・拓殖大教授が日独比較論を話した。

1968年、初めてドイツを訪ねた体験から始まり、戦後の日本とドイツを比べることが研

究テーマとなり、市民団体の集まりで話したり、マスメディアの取材にかかわってきた

自分史をまず、語った。日本とドイツの「過去との取り組み」を比較し、ドイツは戦争

が始まる前の人権侵害を含むナチズム体制が問題とされたことを強調した。 

日本は、どの国よりも早く戦争を始め（1931 年満州事変）、どの国よりも早く孤立し

（1933年５月国際連盟脱退）、どの国よりも長く戦った（1945年８月ポツダム宣言受諾）

ことも指摘した。 

ドイツの取り組みについて「現在の国家が戦前の国家とは異なる。その証しを立て続

けることではないか。ナチス・ドイツといまのドイツが違うことを、事あるごとに、言

葉だけでなく、行動で示していくプロセスだ」と説明した。さらに、質問に答えながら、

戦争責任の取り方、謝罪と補償、受忍論と玉音放送、強制労働の補償基金、強制売春と

慰安婦、民主主義の徹底――と論点は広がった。 

（最後に≪配布資料≫としてレジュメ、参考文献、関連著作目録があります） 

 

司会：倉重篤郎 日本記者クラブ企画委員（毎日新聞） 

 

YouTube日本記者クラブチャンネル 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LfYA5Xw4Irs
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司会（倉重篤郎・日本記者クラブ企画委員） 

きょうは、過去の克服といいますか、シリーズ

研究会「ドイツの戦後和解」としての第 4回目

です。佐藤健生先生に来ていただきました。 

これまでを若干おさらいしますと、最初に

「著者と語る」企画として、成蹊大の板橋拓己

准教授（３月 27 日）に来ていただいて、『ア

デナウアー 現代ドイツを創った政治家』（中

公新書）について紹介し、いかにアデナウアー

が敗戦直後、西側と非常に強い関係をつくって、

かつユダヤ人に対する補償の基盤をつくった

というところを語っていただきました。続いて

「ドイツの戦後和解」シリーズで、石田勇治東

大教授（４月 17 日）にドイツの戦後処理の全

般的な、総合的な、総括的な政策について話し

ていただきました。武井彩佳学習院大准教授

（４月 22 日）には、特にアデナウアー時代の

ユダヤ補償に焦点を当てて話をいただき、さら

に川喜田敦子中央大教授（４月 24 日）に歴史

教科書の話をしていただきました。そしてきょ

う、佐藤先生にこのシリーズの全体の総括とい

いますか、日独のストレートな比較における議

論をして、まとめていただきたいと思っており

ます。 

資料は先生がおつくりになった過去の取り

組みの年表、それから日独比較というレジュメ

です。そして、もう一枚、「戦後日独比較」と

いう表が一枚まじっていますけれども、これに

ついては先生のご資料ではありませんで、私が、

先生の『過ぎ去らぬ過去との取り組み 日本と

ドイツ』（岩波書店）という、2011 年に出た

本の最後に日独の比較について書かれたもの

を私が表にしてみたものを、皆さんにみていた

だこうと思って出しました。一覧表にしたほう

がわかりやすいんじゃないかと先生に申しあ

げたら、先生から配ってよろしいという許可が

出たので、ぜひ参考にしていただきたいと思い

ます。 

佐藤健生・拓殖大教授 拓殖大学の佐藤健生

と申します。よろしくお願いします。 

このような場所でお話しさせていただくこ

とを感謝申しあげます。 

20 年前の 1995 年、戦後 50 年のときには、

いろんな機会にいろんなところで話すことが

ありましたし、取材もありました。それから大

分たって、ほとんどなくなってきていたのです

が、ことしになってから増えてきました。いま、

ほっとしています。はっきり言って、現代史家

というのは季節労働をするわけではありませ

んので、取材にはいつでも応じたいと思ってお

ります。今後ともよろしくお願いします。 

ここでの話ですけれども、すでに先ほどご紹

介がありましたように、石田さん、それから武

井さん、川喜田さん、板橋さんも含めて 4回も

研究会があった関係で、もう皆さんご存じのこ

とが多いと思います。重複を避けるために、で

きるだけ簡単に、倉重さんが用意してくださっ

た紙を参考にしていただきながら話していき

ます。こちらの紙ときょうの話はダブっていま

せんので、私としては全体のまとめとして、何

が問題なのかということを考えていきたいと

思います。 

 

Ⅰ 日独比較と私 

 

それでは、まず「日独比較と私」ということ

です。私の履歴書みたいなものを話させてくだ

さい。 

私は 1947年生まれです。昭和 22年。戦後２

年目に生まれました。1945 年、昭和 20年前後

の世代は、「戦後補償世代」といいますか、戦

後責任の問題に取り組む人が結構多いようで

す。 

 

1968年 初めてのドイツで 

 

私が初めてドイツを訪れたのは 1968 年のこ

とでした。ハイデルベルク大学のドイツ語の講

習会に参加し、ホームステイをしました。初日

にそこのお宅のお父さんと話をしました。ほと

んどドイツ語ができなかったのですが、私が日

本人（ヤパーナー）だと言ったら、彼はまず（５

本の指を広げるしぐさで）「1945 年 5 月に」
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と、要するに「5月」を強調して、「われわれ

はこうした（両手を挙げるしぐさ）」と確認し

ました。そのうえで彼は「ヤパーナーはこうだ」

（３本の指を示すしぐさ）と言ったのです。何

を言っているかというと、われわれは 5月に降

参したけれども、おまえたち日本人は 3カ月余

計に戦ったんだ、大したものだと言うのです。

そのようにのっけから彼にやたらと褒められ

てしまって、むずがゆい複雑な思いをしたこと

があります。 

彼の話の中では、もう一つ、当時よく言われ

たことですけれども、イタリアと組んだのが間

違いだったというのです。次回はイタリア人抜

きでやろうという話をし出したので、驚きまし

た。この種の話は当時、あちこちで聞きました。

特に「ヤパーナー」だと言うと、ミュンヘンの

ビアホールのおばちゃんが抱きついてきては

がい締めに遭ったこともありました。そういう

わけでドイツ人が親日的だなということを感

じました。 

それから 7 年後に私はミュンヘン大学へ留

学しましたが、そのときにはそういう話はほと

んど出ませんでした。7 年という時代の変遷を

感じたものです。 

1975 年に私はミュンヘン大学に留学しまし

た。当初はドイツ語コースへ通いましたが、そ

のときの先生が現代史に大変興味を持ってい

まして、彼の話はなかなかおもしろいものでし

た。その彼が、いい機会だからここで話したら

どうかというのです。ドイツ語で作文しまして、

彼がチェックして、そのうえで私は発表しまし

た。 

そのときのテーマは何かというと、まさに日

独比較だったわけです。戦後史の日独比較をま

ず行ったのが、日本語ではなくて、ドイツ語で、

そこが出発点でもあったわけです。 

私は、それまでナチ時代の外務省を調べてい

ました。「当時」のことを調べていたわけです。

ドイツへ行って一番感じたことは、日々日常の

レベルでナチズムが生きている、というのも変

ですが、ナチの問題がまだ片づいていないと言

いますか、まだまだ生き続けているんだという

ことです。 

そこで研究テーマを変えたといいますか、研

究の重点を変えまして、「当時」から「その後」

に焦点を当てたわけです。これがいわゆる「過

去の克服」という、石田さんの本にあるような

テーマに変わったわけです。 

つまり、当時のことを考えるよりも、むしろ

いまなお生きているナチズムの問題に取り組

むことになりました。結局、私がそのテーマで

最初に書いたのは学術論文ではなくて、（むし

ろ）一般向けの形のものでした。 

 

1979年 アメリカＴＶ映画「ホロコース

ト」の反響 

 

1977 年に帰国後、79 年にアメリカのテレビ

映画「ホロコースト」が(西)ドイツで放映され、

大反響を呼んだというニュースを新聞で読み

ました。そこでいろいろ調べたあげく、ドイツ

の政治教育センターというところから資料を

取り寄せました。 

驚いたのは、テレビで放映された反響のすご

さで、どういうことかというと、ハインリヒ・

ベルという有名なノーベル賞作家がこう言っ

ています。「これからは、ホロコースト放映以

前と以後で時代が分かれる」。それくらいに画

期的な出来事だったのが、この放映だったわけ

です。 

資料を取り寄せたところ、向こうから届いた

のはこんな大きな小包でして、それにたくさん

の本と資料が入っていました。自分の都合の悪

いことに対して、向こうの国の人はきちんと送

ってくれる、そこなのです。ちょっと驚いたこ

とです。自分の都合の悪いことについてこれだ

けの資料を送ってくれるということは、私たち

はちゃんとやっているんだということの証拠

でしょうが、そういったところに驚いたことが

ありました。 

こうした問題に取り組んでやっているうち

に、私が少し発表したものをみてくださった人

から、1988 年ごろですが、花岡事件の裁判に

関係する人からお話がありました。学者の方で
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すけれども、そこでドイツの強制労働はどうな

っていたのか、そして補償はどうなっているの

か話して欲しいということでした。私もそこか

ら調べ始めたわけです。 

当時私は、日ごろからドイツの新聞を読んで

情報を得ていました。ネットのない時代でした

から。そういう中で、例えば東京裁判の研究会

から話があったり、そういう機会に、ドイツで

はどうなのかという質問に答える形で、自分が

取り組んでいることを紹介していったわけで

す。 

1988 年というのは秋口から天皇の容態がよ

くなくて、いろいろと自粛の波だとか、そうい

った時代でした。12 月に、日本ジャーナリス

ト会議の「12 月 8 日集会」というのがありま

して、そこに呼ばれて話をしました。そのとき

に、たくさんの人がいる前で初めて日独の比較

を話したわけです。 

その会が終わった後、弁護士の方が私のとこ

ろに来られて、実は戦後補償の問題に取り組ん

でいきたいから、一緒にやらないかということ

でした。つまりドイツの人を呼んだりというこ

ともあるから、手伝ってくれと言われて、準備

に入りました。その結果が、1991 年の戦後補

償国際フォーラムになります。 

翌年、1989 年ですけれども、天安門広場の

事件があったちょうどその日でした、きょうは

おみえになっていないですが、ゲプハルト・ヒ

ールシャーさん（ドイツ人ジャーナリスト、元

南ドイツ新聞）と一緒に、東京ドイツ文化セン

ターで小さなシンポジウム的なことを行った

のを覚えています。 

 

 

1991年 戦後補償国際フォーラム 

 

91 年には第 1 回戦後補償国際フォーラムが

開かれ、その後数年間、フォーラムは毎年開か

れることになりました。そのときに初めて、ギ

ュンター・ザートホフさんという人を呼びまし

た。私のレジュメの最初の部分で右の方に矢印

があって番号がついています。レジュメの後ろ

にある著作目録の番号に沿っていますので、そ

れをみてください。最初に書いた 1番というの

が、『世界』に書いたもので、これはそのとき

のフォーラムをもとにしてザートホフさんか

らいろいろ聞いて、それをまとめたものです。 

このフォーラムには、ベンジャミン・フェレ

ンツという有名な方も招かれました。フェレン

ツさんについては、石田さんも参考文献に挙げ

ています『奴隷以下』という本があります。私

のリストでは 16番です。この本は 1981年にド

イツ語の翻訳が出まして、ドイツでは非常に評

判になり、強制労働に対する補償問題の糸口に

なったものです。フェレンツさんはアメリカの

人ですけれども、このフォーラムのおかげで、

ザートホフさんとフェレンツさんのお二人に

会えたということになります。 

ちょっと話がそれますが、フェレンツさんが

日本に来られたときに、日本国憲法のすばらし

さを語っておられました。現在は平和運動に取

り組んでおられる方で、ニュルンベルクの裁判

（継続裁判）のときには検察側にいました。彼

は後の企業の補償裁判においては、今度は原告

の弁護士として参加するわけですから、加害者

の追及と被害者の救済の両方に関わってきた

人です。いまもご存命で、90 歳を超えたと思

いますけれども、まだお元気だそうですが、こ

のフェレンツさんが来日されたわけです。 

ザートホフさんは、当時、緑の党の政策担当

協力者という形で来ていました。そのときに、

企業の補償に関しては、国と企業が出資して行

ういわゆる財団、基金方式が決め手だというこ

とを言っていたのをいまでも覚えています。結

局、その形で最終的に落ちつきまして、「記憶・

責任・未来」という財団が設立され、いま彼は

そこで理事を担当しています。 

彼はその後 2度来日していますが、ことしの

8 月にはまた来日されるのではないかという

話になっています（結局来日できず、代わりに

理事会担当職員のウタ・ゲルラントさんが来日

―佐藤）。彼が来日したときには、その都度通

訳をしながらいろいろ教えていただいてきま

した。 
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1992年 テレビ番組の取材に協力 

 

それから、92 年には、テレビ番組の現地取

材がありました。ディレクターと一緒にドイツ

へ行きまして、現地クルーとドイツを回りなが

ら制作したのがフジテレビの番組でした。「日

独の戦後補償 47 年徹底比較」というすごい名

前がついていますけれども、スタジオでは、こ

の間亡くなりました愛川欽也さんが司会を担

当してくださって出来たものです。残念ながら、

私は一度も顔を出すことなく終わりましたが、

ともかく監修という形で手伝わせていただい

たことがありました。 

これについては、後に『法学セミナー』で連

載をすることになりまして、「ドイツの戦後補

償に学ぶ」というテーマで書きました。 

それから、同じ年、92 年には第 2 回目の戦

後補償国際フォーラムで、モニカ・ビンゲンさ

んという方を呼びました。彼女は、ケルンの保

健所に勤めている方です。ナチ時代には遺伝病

患者については強制的不妊化とか断種という

形で、子どもができないようにすることを行っ

ていたのです。実は、普通の人までも含めて、

ナチ側がにらんだ人間を手術した可能性があ

ります。そういった補償問題に取り組んでいる

ビンゲンさんも呼んだということで、一方では

こういう補償に実際にかかわっている人たち

と、他方では学者と接しながら、彼らが日本に

来たときに通訳などをしながら補償問題に取

り組んできました。 

94 年には、ＮＨＫのラジオ番組で「負の遺

産をどう引き継ぐか」というテーマの下に、日

独の若者が 5名ずつで話し合いました。その際

に現地から私がルポする形で取材をしました。 

こういうテレビ・ラジオ番組に関与しながら

見聞したのは、日本のメディアの方がドイツへ

行ってどういう関心を持って取材をしている

かということです。現場に立ち会いながらとい

うことがあります。それから、ドイツから来た

人たちのそばにいることによって、ドイツ側の

関心を知り、私がドイツに行ったときにまた日

本のことを説明するということもありました。

つまり、日本側の関心とドイツ側の受け答え、

逆に向こう側の関心とこちら側の受け答えと

いったそういったものに接することができた

非常にいい機会だったと思います。 

95 年にはベルリンで国際シンポジウムがあ

りました。ドイツ国立博物館が主催した「博物

館における戦争展示の可能性」というテーマの

ものでした。私は直接、博物館に関わる者では

ありませんが、少なくとも学芸員資格を持って

おり、あとはドイツ語で日本の状況を説明出来

るということで行きました。日本の靖国神社の

遊就館とか、いま問題になっていますピースお

おさかとか、広島の原爆資料館とか、そういっ

た施設の展示内容について話をしました。この

ときには、日本のことをドイツ側からいろいろ

聞かれたり、向こうから取材を受けたりしまし

た。 

95年、この戦後 50年は、いろんなところで

いろいろ話す機会がありました。いま振り返っ

てみますと、東京六大学のうち 4つの大学で話

す機会があったくらいで、それだけ関心が高か

ったということだと思います。 

それから、96年から 97年にかけては、私が

大学からミュンヘンに行かせてもらって、1年

間、現代史研究所で研究を続けました。 

2002 年にはドイツ側に呼ばれて、向こうで

話をする機会があり、こんな形で取り組みをず

っと続けてきました。そして 2007 年のドイツ

文化センターでの連続企画が、いまご紹介のあ

りました、この本です。『過ぎ去らぬ過去との

取り組み』、これがその連続企画をまとめた本

です。 

関係の資料については番号を振っておきま

したので、それをみていただければと思います。 

そういう形で、日独を行き来しながら、両方

の関心に接しながらやってきたもので、日独比

較が比較的やりやすい立場にあったというこ

とは言えると思うのです。 

これが私と日独比較の問題との関係という

ことです。 
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Ⅱ 日独比較の論点 

 

「日独比較の論点」ということで、次に挙げ

ておきました。これについては、ちょうど武井

さんのお話や板橋さんの書かれているものを

参考にさせていただきながら、ああ、こういう

分け方ができるんだということで、分けてみま

した。 

 

ヴァイツゼッカー演説とドイツ・モデル

論 

 

1 番目が、「ドイツ・モデル論」と武井さん

がおっしゃっているもので、板橋さんは「理想

視」型の理論と称しています。ドイツを理想化

してしまうというか、一つのモデルにするとい

うか、そういう立場です。そのきっかけになっ

たのは、何といっても 1985 年のヴァイツゼッ

カー演説だと思います。 

いま振り返ってみると、たしか私の記憶では、

あの演説を最初に訳したのが『月刊社会党』と

いう雑誌で、その次が岩波の『世界』、その次

が『朝日ジャーナル』だった思います。大体ど

の辺りからの反応かということはわかると思

います。 

「荒れ野の 40 年」として訳された永井清彦

さん、それから私も含めて、いま振り返ってみ

ると、こういう形で、私は「ドイツ・モデル論」

に入っていたということですけれども、私は決

して理想化した覚えもないし、ここが参考にな

るという、いわゆる「学ぶ」ということで言っ

てきたのですけれども、結局、話が進んでいく

と、大分オーバーな話になってきてしまったわ

けで、そうすると、反論が来たりするわけです。 

80年代から 90年代の波というのはヴァイツ

ゼッカー演説から来ているので、実際に私もこ

こに深くかかわっていたことがいまになって

わかってきたような状況です。私が下手人です

などとは言いませんが。 

それから、「心に刻む」というのは、

“erinnern(エアインネルン)”という、想起す

るとか思い出すという言葉の永井清彦さん独

自の訳語で、この「心に刻む」という言葉に感

銘を受けた人々が「心に刻む会」というのをつ

くりまして、後々は戦争責任資料センター設立

にまで進んでいった団体があります。 

こうした事実については、お手元にあります

「過去との取り組み」という日独対照年表があ

りますので、――先ほどの本『過ぎ去らぬ過去

との取り組み』の後ろについていますが――そ

れをみていただければと思います。日独を対照

しているので、双方にどういう流れがあるかが

わかりやすくなっているつもりです。 

レジュメに「庄司」とありますが、庄司潤一

郎さんが書かれているものがありまして、参考

文献に出ています。彼は防衛研究所の戦史研究

センター長です。庄司さんが書かれたものはな

かなか興味深いのですが、そこの中で「ドイツ

見習え論」という表現をされています。 

この「ドイツ見習え論」ですが、はっきり言

えば、最近の中国や韓国が言っている、そのこ

とが「ドイツ見習え論」だと私は解釈したいと

思います。 

私は市民運動と関係していくうちに、中国、

韓国、北朝鮮、それぞれから「来ないか」と言

われたこともありました。ただ私は、愛国者だ

から行かない、という立場をとっています。私

は日本のためにやっているので、もしもドイツ

のことが知りたければ、自分たちの国でやって

ください、ないしは、ドイツ人を直接呼んでく

ださいというのが正直なところです。私が相手

の国まで出かけて行って、ドイツはこれほどす

ごいです、なのに日本はこんなにひどいです、

という話はとてもできませんので、断わったこ

とがあります。そうした体験があったというこ

とも、ちょっとつけ加えておきたいと思います。 

 

相対化論 － 偶像破壊型 

 

こうした立場への反論が２番目の立場で、

「相対化論」というものです。ドイツにもこん

なにひどいことがあるじゃないかという、一種

の揚げ足取りですけれども、そうすることによ
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って日本を相対化していく立場です。これが

「偶像破壊型」と板橋さんは言っています。 

この立場として、西尾幹二さんと佐瀬昌盛さ

んの名前を挙げておきました。佐瀬さんのもの

については挙げていませんが、西尾さんの本に

ついては、後ろの文献のほうに挙げています。 

こうした両極端の論議については、朝日新聞

で出した『日本とドイツ－深き淵より』と西尾

幹二さんの本の 2つを読むと、意見の違いが明

白になります。前者は 1995 年、戦後 50年のと

きに元旦から 1 カ月ぐらいかけて連載された

ものをまとめた本で、朝日文庫に入っています。 

 

比較拒否論 

 

それから、3番目としては、これは武井さん

の言い方ですけれども、「比較不可能論による

比較拒否」、という立場です。これは現在の安

倍政権でいろんな人が言っています。安倍さん

とは関係のない話ですが、たしか船橋洋一さん

の研究会のときに、船橋さんから、「オレンジ

とリンゴを比較するようなものじゃないか」と

いう見方もあるが、と言われたことがあります。

同じ果物と言えるのか、もともと違うものを、

どうやって比較するのか、という問題提起でも

あります。 

私の立場としては、1番目にもちろん近いの

ですけれども、比較すればするほど、みえてく

るものもあると考えています。相手に映る自分

の姿に気づくこともあるでしょうし、結局は自

分のために相手を参考にするわけです。もう一

つは、学ぶだけではなくて、向こうも学んでほ

しいということで、ドイツがやっていないこと

を日本でやっていることも事実ですから、それ

を向こうに伝えたいし、そういう形で相互に学

び合えれば、というのが私の基本的な考え方で

す。 

実際には、いま、そういう状況にはとてもあ

りません。だけど、日本に来たドイツ人が言っ

ていますけれども、「来てみてよかった」とい

うことです。イスラエルの作家で、キションさ

んという人が日本に来たときに言った言葉が

すごく印象に残っています。彼が日本を去ると

きに「日本に来てみてどうでしたか」と聞かれ

たそうです。彼は、成田に着いて最初にホテル

に泊まってみたテレビですごくびっくりした

らしいのです。その後各地でいろんな人と接し

てみて、「テレビでみるほどのひどい国ではな

かった」という感想をもったそうです。「来て

みてよかった」というわけです。来てみなけれ

ばわからないのです。日本の政治家がいろんな

ことを言うたびにそれが外に伝わって、われわ

れは恥をかいています。外に向かっているもの、

外の人の目に映っているものと内実が違うと

いうところが、日本がかかえている一番の問題

じゃないでしょうか。それが残念な点です。ち

ょっと話がそれましたけれども。 

 

Ⅲ 過去との取り組み 

 

では、3番目の「過去との取り組み」という

テーマに行きたいと思います。 

これは、先ほどの倉重さんのメモに少し関係

してくることです。過去の何が問題なのかとい

うことです。過去とは要するに、1945 年以前

の過去ですけれども、両国の過去の共通項とし

て言えることは、加害責任だと思います。日本

では、いわゆる戦争責任の問題と言いがちです。

しかしその際に加害者であったことの認識が

かなり欠けているところが一番気になる点で

す。 

実際に戦争は、加害で始まって被害で終わっ

たわけですけれども、どちらかというと、いつ

も被害が前面に出がちです。毎年 8月になると

戦争回顧が始まる。それは、広島に原爆が落ち

てから 8 月 15 日に終わった、という短絡的な

見方になってしまいます。終わりから、つまり

8 月 15 日から戦争を見ることは間違いで、い

つから始まったのかを明確にすべきだという

ことは前から言われていることです。 

ドイツの場合、ヴァイツゼッカー演説の中心

としては、（ドイツが降伏した）5月 8日を考

えることは、1 月 30 日を考えることだという

言い方をしています。1 月 30 日は、1933 年の
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1 月 30 日で、ヒトラーが政権をとった日、そ

こから始まった。始まりから終わりまでの 12

年間というもの、――例えば 50周年、70周年

もそうですけれども――1933年 1月 30日から

1945年 5月 8日までを 12年間かけて追体験す

る、そういうことをやることによってわかって

くることがあるという見方です。 

去年は、第一次世界大戦の 100年だったので

すけれども、2014 年が始まったときに、向こ

うのメディアでは、例えば 1 月 1 日から 100

年前は何だったのかと追いかけて、戦争が始ま

るまでをフォローしています。そういうやり方

を意外と日本ではやらないですね。いつも季節

の風物詩みたいに考えてしまって、8月を戦争

回顧の季節にするのではなくて、始まったのは

いつだったのかを明確にしなければいけない

のではないでしょうか。その始まりが、戦争で

なくて、「事変」で始まったというところに一

番の問題があるのですが。 

何といっても、ドイツの場合はナチズム体制

が問題なのです。これはホロコーストを初めと

する人権侵害、抑圧です。つまり、ナチズム体

制というのは、戦争も入っていますけれども、

戦争の前に平時から抑圧が始まっているので

す。1月 30日に政権をとってから、その年の 5

月に初の強制収容所がミュンヘン郊外のダッ

ハウにできた。そのくらいに早々と迫害が始ま

っているわけです。 

その意味で言うならば、平時も含めたという

ことです。逆に言えば、ドイツの問題は、戦争

に対する反省が決して強いとは言えません。だ

からこそ、再軍備が早かったという言い方もで

きます。その点が日本との違いなのです。逆に

言えば、日本の場合、それだけ戦争のほうに引

きずられているのです。 

ところが、日本で問題になっている戦争は、

戦争責任ということではあるのですが、それは

本来の戦争を始めた「開戦責任」ではなくて、

「敗戦責任」という、負けたほうの責任として

捉えがちだということです。 

一番わかりやすいのは、「戦犯」という言葉

です。日本では、「戦犯探し」という言葉をよ

く使いますが、戦犯といったときの話は、必ず

負けた責任は誰がとるのかということなので

す。そういう認識がずうっと続いてきているの

です。そういう意味で、戦争の捉え方が十分で

ないことは明確だと思います。 

 

どの国よりも早く始め、早く孤立し、長

く戦った日本 

 

日本の戦争の特徴を考えたときに、はっきり

言えることは、1931 年（満州事変の勃発）と

いう時点では、どこの国もまだ戦争はしていな

いわけです。最初に戦争を始めた国であり、そ

して、さっき言った、ドイツよりも遅く、3カ

月も余計に戦っているのです。つまり「15 年

戦争」です。そして、国際連盟を最初に脱退し

たのは日本だったのです。ドイツの脱退は

1933年 10月です。それに対して、日本は 3月

に出ているのです。いち早く飛び出している。

いち早く孤立した。ですから、北朝鮮のことを

あまり言えませんよ、と言う人もいます。 

そして、唯一の被爆国ということです。戦争

が終わるのも、原爆があって終わったというこ

とです。ですから、3カ月を考えたときに、思

うことですが、5月に終わっていれば、――“歴

史の if”になってしまいますけれども――そ

のときに、当然ながら、ドイツには原爆は落ち

ていないわけですね。原爆は 7月に開発ができ

たわけですから、結局、原爆開発まで待ってし

まった――待ってしまったというと語弊があ

りますけれども、時期的に考えれば、それだけ

長く戦ったせいでそういうことになってしま

ったということです。その点も考えなければい

けないことではないでしょうか。アメリカは、

何も人種差別ということで日本に原爆を落と

したわけではないのです。 

そして、もっと考えてみるならば、そのまま

行っていれば、原爆がなければ、日本全国が沖

縄化した可能性がありました。全国で沖縄と同

じ体験をしたかもしれないということです。８

月 15 日に戦争が終わった時点で、一番犠牲に

なったのは沖縄だったということ、これは明確
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だと思うのです。 

 

VJ-Day(対日戦勝記念日)と VE-Day（ヨー

ロッパにおける戦勝記念日） 

 

そして、ＶＪ-Dayの意味です。5月 8日につ

いては後で話しますけれども、5月 8日がヨー

ロッパにおける戦勝記念日で、連合国側は

“Victory in Europe”という言葉を使います。

では、日本に対する戦勝記念日、これは 8 月

15 日ではなくて、降伏文書の調印のあった 9

月 2 日だということらしいのですが、日本に対

する戦勝記念日は、アジアにおける戦勝記念日

ではないのです。ＶＡ-Day ではなくて、何と

ＶＪ-Dayだということです。Japanが登場する

ということです。ＶＥ-Day のかわりに、ＶＧ

-Day だとか、ないしはナチに対するとか、そ

ういう言葉もない。わざわざＪが登場している

ことは、連合国側にとってみて、Japanがどれ

だけ大きな存在だったのかということです。

「ジャップ」という言葉も含めてですけれども、

日本人に対する反発、反感の強さ、それはやは

り連合国側からみた場合には、日本人が相当怖

かったということだと思うのです。 

このＶＪ-Dayのほうは、Victory over Japan

とか、Victory against Japanという使い方だ

そうです。 

その点では、1995 年、戦後 50 年のときに、

早稲田大学であったシンポジウムで、アメリカ

の人が言った言葉があります。研究者の人です

けれども、実際に戦争体験のある人だったと思

います。彼が言ったのは、ドイツと日本と両方

で戦っているのは、もちろんほかの国もありま

すけれども、一番戦ったのはアメリカです。ア

メリカが一番両方を知っているのだ、という話

をしていて、何と言ったかというと、アメリカ

がドイツと戦ったときには、大体わかったとい

うのです。この辺で白旗を上げてくるだろうと

いうことです。もう終わりだろうと計算ができ

たが、日本と戦ったときには、それができない。

それがすごく怖かったというか、計算のできな

い戦いだったということです。これは沖縄の

「白旗の少女」の、あの姿が象徴だと思うので

す。 

実際の戦争では、白旗を揚げて出てくるのは、

本当ならば軍人ですけれども、日本の戦争にお

いてはそうではない。いたいけな少女が白旗を

掲げて、一番後ろから軍人が出てくる姿、それ

が日本の軍隊の姿だと言われたことがありま

す。 

私は、さっき言いました、昭和 22 年生まれ

ですから、子どもの頃にはまだ、例えば、「軍

人さん」とか「兵隊さん」という言葉を聞いた

ことがあります。そういう言葉は戦後には死語

になったわけですね。死語になってしまった意

味は何だったのかと考えたときに、やはりそれ

だけ戦争に対する思いがいろいろあったのだ

と思います。 

こんな点についても、日本を考えたときに、

問題点ということで指摘したいのです。 

それから、「過去の克服」というのは、これ

は実際のところ、――私は「過去の克服」とい

う言葉はあまり使いたくないのですが――い

ろいろ語弊や誤解があります。ヴァイツゼッカ

ー氏自身も、「過去は克服できるものではあり

ません」と実際に言っています。 

過去の「清算」とは違って、「克服」という

のは、はっきり言って完了形や過去形で語れな

い言葉です。進行形、現在形で語られる言葉で

あって、続いていく過程なのです。 

つまり、そういう意味では、最初に挙げた「過

去との取り組み」、ドイツ語では「過去とのつ

き合い」とか、「対峙」ですが、過去にどう向

き合うか、そういった意味で今回のテーマを考

えたいと思います。 

 

戦前とは異なる国家の証しを立て続け

る――「過去との取り組み」 

 

実際に、ドイツでやっていることの意味を考

えてみると、結局は、現在の国家が戦前の国家

とは異なることの証しを立てること、証しを立

て続けることではないかということです。だか
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ら、ナチス・ドイツといまの国は違うのだと事

あるごとに行動で、言葉だけではなくて、示し

ていくプロセスとして捉えられます。 

それに対して日本の場合はどうかというこ

とです。これについては私がお世話になった東

京大学の西川正雄先生（故人）がはっきり書い

ておられます。つまり、戦前の大日本帝国とは

違うのだ、それを明らかにすることが、日本に

おける過去との取り組みを意味することでは

ないかということです。 

だから、最近の動きで言うならば、平和憲法

を否定するような動きが出てくるならば、結局

は大日本帝国と変わりがないのではないか、と

いうことです。 

 

 

① 加害者の追及 

② 被害者の救済、補償 

③ 再発の防止 

―― ドイツの過去の克服 

 

ドイツの場合はどうだったのかというと、

「過去の克服」については、３本の柱がありま

す。すなわち、加害者の追及と被害者の救済、

補償、そして、再発の防止です。これについて

は石田さんが、この間のお話では、4つ目とし

て、教育とか研究を挙げているようですけれど

も、私は教育と研究は再発の防止の一部として

考えていきたいので、1 つにまとめてしまった

のです。ただ、研究については、後で説明をし

ます。 

大事なことは、この 3 つが同時進行で、相互

補完関係にあることです。これが全部一緒に進

んだからこそ、時期的にずれはあっても、3つ

ともに取り組んだことは大きいのです。 

例えば、補償では、一人当たりの補償額は数

十万円というのがドイツでは普通です。ちょっ

と信じられない金額ですね。40～50万円とか、

日本では考えられないのですけれども、何でそ

のくらいで納得しているのか――納得してい

るかどうかは別としても、そこで不満が表に出

てこない背景には、ほかでも証しを立てている

から納得しているということです。証しが立て

られているかどうかで言うならば、やっぱり 3

つあってこそできることなのだと言っておき

たいと思います。 

いまの状況では、1と 2は当事者がいるわけ

ですけれども、3については、当事者とかかわ

りはあるものの、当事者が中心にはなりません

ので、これからは 3がかぎになると思います。 

問題は、当事者が生きているうちにというこ

とで言うならば、1と 2の問題がうやむやにな

っているのが日本の問題で、これについては、

私は文献リストにあります「東京はワイマール

ではない」でかなり強調したことです。 

つまり、いまの日本は戦前とは違うんだから

と納得してくれる人は誰かというと、当時のこ

とを知っている人です。その人が見て初めてわ

かることなのですけれども、それができなくな

ったときには、もうおしまいだとは言いません

が、「やってしまえ」といえば、もう誰も止め

ない。止めることができる人が生きているうち

に過去との取り組みをしっかりやらないと、事

はとても大きくなってしまう、と言いたいので

す。 

それから日本については、はっきり言うと、

加害者の追及については、東京裁判で終わって

しまったわけです。そして、3番目の再発の防

止ですけれども、例えば教科書にみられるごと

くいつも揺れ動いている、そういった部分があ

ります。 

 

日本の補償請求額はなぜ高くなるのか 

 

結局のところ、2番目の被害者の救済、補償

が唯一の突破口になるわけで、それを考えてみ

ると、日本の裁判においては、1人頭で要求し

ている請求額がものすごく高いのです。例えば

3,000万円とか、それは数十万円のドイツから

みるならば、とんでもない数字です。ドイツの

ジャーナリストが聞いてびっくりしていまし

た。それではとても勝てないでしょう、と言っ

ていましたけれども、なぜそうなるかというと、
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結局、法的解決を目指すとそこにいかざるを得

ないということです。 

ドイツの場合は、政治的解決です。補償につ

いては法的責任を認めないでやっている。とい

うことは、必然的に受け取る額が低くなること

は事実で、政治的解決だったのです。 

それともう一つ言えることは、本人が生きて

いるうちに何とかしようという考え方です。例

えば補償問題では、「20世紀のうちに 20世紀

の問題を解決しよう」がスローガンだったので

す。もう一つは、本人が生きているうちにやら

ないと意味がないという考え方です。強制労働

補償基金に仲介役としてかかわったラムスド

ルフ（元経済相、元自由民主党党首）という人

が言った言葉ですけれども、作業を開始するに

あたって、「小切手をお墓の上に置くようなこ

とはすまい」と述べています。当事者が亡くな

ってからでは意味がないことなので、生きてい

るうちに何とかしないととんでもないことに

なるぞ、ということです。 

日本の現状から言うと、やはり恨みつらみが

雪だるま式にふえていく、そのつけはどんどん

多くなっているのが現状ではないかと言って

おきたいです。 

 

ドイツの現状と問題点 

歴史研究の成果 

 

次に、「ドイツの現状と問題点」という話を

していきたいと思います。 

現状ですけれども、「歴史研究の成果」とい

うことを挙げておきました。これはあまり言及

されていないのですが、今回、あえてそれを指

摘したいと思います。 

ミュンヘンに現代史研究所というのがあり

ます。年表にも出ていると思いますが、戦争直

後の 1949 年にできたのです。できたときは、

ナチズム史の研究所でした。どういうことかと

いうと、戦後のドイツにおいては、一番の研究

課題というか、知りたかったことは、ワイマー

ルの崩壊とナチズムの台頭、そのことが最大の

テーマになり研究所をつくったということで

す。その研究所は 49年にできて、50年からは、

連邦政府が 50％出資するようになったのです。

これはいまも続いています。国はお金を出すの

ですけれども、歴史解釈がどうのこうのと言う

ことはありません。国が 50％で、残りはバイ

エルン州と、フォルクスワーゲン財団とかそう

いった民間からお金が出ています。 

私がミュンヘンに留学した理由も、この研究

所の存在にありました。最近は、ミュンヘンの

現代史研究所へ行く研究者はほとんどいなく

なりました。なぜかというと、ほかにもあちこ

ちにいろんな研究所ができて、それがかなり成

果をあげているわけです。いまドイツの現代史

研究の拠点は、例えばベルリンとか、かなり散

らばったのですが、昔は、この現代史研究所か

らスタートしてきたというわけです。 

ちなみに、この岩波の本の共編者のノルベル

ト・フライ氏は、この研究所から出てきた人で

す。いまは大学教授ですけれども、その研究所

の出身なのです。いま話題になっているのは、

今年の末で著作権が切れるヒトラーの『我が闘

争』です。その注釈本をこの研究所でつくって

いるのが話題になる程度で、かつての勢いがな

いのが現状です。 

1960 年代のアウシュヴィッツ裁判のとき、

現代史研究所が鑑定書的なものをつくったと

いう具合に実際に研究所として、以前は大きな

意味を発揮していました。 

補償問題に関しても、学者がいろいろ調べた

ことや研究成果が実際の補償に踏み切るにあ

たって、それを裏づけるものとなっているわけ

です。例えばナチ時代の企業研究でいえば、フ

ォルクスワーゲン社がナチ時代はどうだった

のかと考えたとき、どのくらいの強制労働者が

いたのかということで、それが確かめられたと

きに補償に踏み切るということです。会社のほ

うは、資料を提供すると同時に、学者のほうが

それを受けて、きちんとした研究をして、こん

な分厚い本ができましたが、その結果から補償

に踏み切ったことがあります。いわゆる委託研

究です。 
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官庁にあるナチの過去 

 

同じように始まったのが、公官庁の研究です。

これは 2005 年に、年表にも出ていると思いま

すが、当時の外務大臣だったヨシュカ・フィッ

シャーという人が大問題として取り上げたこ

とで、外務省にはナチの過去があるというか、

ナチの時代の外交官が戦後の西ドイツの外務

省にいたという事実です。そういった点につい

て取り上げて、2005 年に彼が言い出して、歴

史家に委託して研究プロジェクトチームをつ

くりました。それが 2010 年ですか、本ができ

上がって、これも議論を呼ぶようになりました。 

それが契機となって、後々、財務省とか、法

務省、――石田さんは、司法省と表記していま

すが――あと、経済・技術省とか労働・社会省、

最近では情報局、諜報局、憲法擁護庁とか刑事

局などの研究がなされています。「済」と書い

たのは、研究プロジェクトはすでに終わってい

るところを意味します。そういう形で各省庁が

ナチとどうかかわったのか、そして、戦後の西

ドイツの新しい省にどれだけの人間が残って

いたのかとか、そういった過去のことをいま調

べつつあるわけです。 

こうした研究ができる背景には、はっきり言

えば、当事者が生きていないということがあり

ます。まだいたら大変ですけれども、いないか

らこそできることなのですが、今やナチ時代の

研究が次の段階に進んで、ここまで来たという

ことです。 

ただ、大きな問題としては、ここに「ブーム」

と書いたように、一種のブームで、各大学のプ

ロジェクトチームがお金の取り合いをすると

いった、そういった傾向なきにしもあらず、と

いうことなのです。日本でも、科研費の取り合

いがあるように、そういう意味で、研究者にと

って、お金がもらえてきちんとできれば一番い

いことなのです。そういう点では、果たしてい

いものかどうかという議論もないわけではあ

りません。これが研究の問題です。 

それから、先ほど言ったＶＥ-Day、5月 8日

です。ことしの 5 月 8日は 70 周年ですけれど

も、それに関しては、その前後でこういうこと

があったということをレジュメに書いておき

ました。 

ミュンヘンには、ＮＳドキュメンテーショ

ン・センターと書いていますが、ＮＳというの

はナチス、ナチズムを指す言葉で、ナチのこと

を伝えるセンターです。ナチ党の党本部があっ

たところのすぐ横にできた建物です。こうした

ドキュメントセンター的なものは、ベルリンと

かケルンなどにあり、あとニュルンベルクでは

党大会会場跡地にはそういったものがありま

す。そういう中で、運動発祥の地と言われてい

るミュンヘンでは、今度、初めてこういうもの

ができたということです。 

 

戦後 70年の５月８日行事 

 

それから、ダッハウに、メルケルさんが行き、

シュタインマイヤー外務大臣が、ヴォルゴグラ

ード（スターリングラード）にわざわざ出かけ

ていって献花しました。ブランデンブルクでは、

ドイツ国内ですけれども、ガウク大統領がソ連

軍の捕虜の墓に献花しています。捕虜は 550

万で、そのうちの半分が死んだということで、

ソ連軍捕虜に対するドイツ側の扱いのひどさ

も結構知られていることです。それに対して彼

が対応したわけです。 

メルケルさんがモスクワに行ったことはニ

ュースでも伝わっていて、皆さんもご存じと思

います。5 月 9 日の軍事パレードに出ないで、

翌日に彼女が行って、無名戦士の墓に花を捧げ

たということです。つまり、敵国の死者の墓に

参った、自分のところではなくて、そうしたこ

とをやっているのが特徴です。 

ことしの 5 月 8 日に国会で開かれた会では、

ふだんは大統領とか、ユダヤ系の犠牲者や生存

者がスピーチをするのですけれども、今回は歴

史家のハインリヒ・アウグスト・ヴィンクラー

という人が話をしました。彼は 1938年生まれで

ケーニヒスベルクの出身ですから、いまのカリ

ーニングラードです。彼は、歴史家と知られて

はいるのですが、実は社会民主党の党員でもあ
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るのです。ドイツでは、歴史家で党員という人

は結構いることはいます。ただ、彼の党派性は

特に問題にならなくて、あらゆる党派からぜひ

ということで勧められて、演説をしたわけです。 

日本の国会でそういうことが考えられるか

ということです。日本の政治家は歴史に関して

勝手なことを言いながら、これは後世の歴史家

に託せばいいとか言うのですけれども、歴史家

の言うことはほとんど聞きません。そういった

点で（ドイツでは）耳を傾ける場面を持ったこ

とは大きなことではないかと思います。 

特筆すべきは、歴史家が言ったということは、

はっきり言うならば、いまや 70 年もたつと、

歴史家が話す立場になってきたということで

す。ナチの問題は、まさに歴史、もともと歴史

には違いないのですが、歴史そのものになって

きているのではないかと思います。 

彼は、歴史解釈とともに、ドイツのこれから

のあるべき姿、そういったところまで提示して

いるのです。それを歴史家が言うところもおも

しろいと思います。その中では、例えば独ソ不

可侵条約の犠牲になったポーランドの問題と

か、バルト三国、そういったものに対して、ま

たいまロシアがいろいろ関わっている特にウ

クライナの問題など、これらに対して、ドイツ

は、自分たちの責任として、ヨーロッパの国と

してやるべきことをやる必要があるとはっき

りと言っています。 

メルケルさんやシュタインマイヤーさんが

ロシアまで行ったということは、ロシア側に一

種の恩を売ったとでも言いますか、そういう形

で相手に敬意を表しつつ、これからはっきり物

を言っていこうという一つの姿勢ではないか

と思うのです。これが一つの政治ですね、こう

いうことがドイツにはあるということです。 

 

先送りされてきた賠償問題――ギリシャ 

 

ドイツの問題点については、これまでもいろ

いろ出てきたと思います。ドイツの最大の問題

は、補償はしていますけれども、講和条約がな

いということで、賠償問題が先送りされてきた

ことです。これは結構、深刻な問題で、一番の

課題が、ギリシャの問題です。 

日本は、48 カ国とサンフランシスコ講和条

約を結びました。ドイツの場合、講和（平和）

条約に代わるものとして「2＋4 条約」を、ア

メリカ、イギリス、フランス、ソ連という 4

つの国（ドイツを占領した国々）との間で結び

ました。結局、この 4つの国は、賠償は受け取

っているわけです。ただし、西側の 3カ国は西

ドイツから、ソ連やポーランドは東ドイツから

受け取っているにすぎません。その点では、ド

イツ全体の問題ではないのです。 

例えば、ドイツが統一された直後にフランス

は、東ドイツ分の賠償が残っているという言い

方をしたのです。それから、さらにはクロアチ

アが独立するときに、いち早くドイツが独立を

認めたのですが、途端に今度はスロベニアが文

句をつけてきたわけです。賠償問題は終わって

いないと。 

ですので、何か事あるごとに、ドイツ側とし

ては命とりとまでは言えなくとも、爆弾を抱え

ている、それが賠償問題なのです。 

現にギリシャの場合はそういうことで、要求

されたのが2,750億ユーロで、約37兆円です。

すごい金額です。とんでもない額の賠償請求を

してきたわけです。その中には、強制国債の問

題もありますけれども、これに対してどうする

かということになりました。ドイツ側としては、

賠償・補償問題は法的、そして政治的に解決済

みだと言っているわけです。 

ただ、ガウク大統領が言っているのは、メル

ケルさんと同じように、一応国としての方針、

政府見解に従うけれども、これを賠償ではなく

て、補償という形でやることも考えられるので

はないか、ということです。 

緑の党や、左翼党も前向きですし、歴史家の

間でも、道義的解決――一番のポイントとして、

大体ドイツの補償は人道的、道義的解決なのが

特徴ですが――それでできるのではないかと

いうことです。金額はもちろん少なくなります

けれども、それでもやったほうがいいと言う人

たちも結構います。 
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これから先の課題ですが、一番の問題は、ギ

リシャが受け取ったお金をそのまま賠償とし

てちゃんと使うのかということです。結局、自

分たちの現在の窮状を救ってもらうためにお

金を受け取るのではなく、賠償は賠償で、別枠

で考えなければいけないということです。 

（個人に渡される）補償ならますますですけ

れども、単なるお金をとるためにこのように言

いがかりをつけるのではなくて、きちんと区別

してやるべきだというのがドイツの主張です。 

 

日本の問題点 

戦争犠牲者援護――身内の救済ができ

ない国 

 

では「日本の問題点」ということを述べてお

きたいと思います。 

加害者の追及については、先ほど言いました。

日本の場合、結局、加害者の追及をやらないと

いうことは、歴史研究が進めば進むほど、歴史

家が検察官的な役割を果たすことになってし

まっているということです。そのことに関連し

て、「自虐史観」といった批判がありますね。

これは非常に残念なことですが、（検察官と歴

史家の）役回りがはっきりと別になっていれば、

できることなのですけれども、これができない

ということです。そういう意味では、歴史研究

と加害者の追及との連動ができていないこと

が大きいと思います。 

それから、あとは日本国内の問題として、戦

争犠牲者援護があります。これは非常に大きな

問題だと思います。要するに、身内の救済が十

分できていない国だということです。身内のこ

とができないのに、戦後補償の問題が外からや

って来たのです。内のことさえもできていない

こと、これはやっぱり大きな問題なのです。そ

の点で、空襲被害者などの救済は、民間人犠牲

者救済の問題、その上に国籍条項もからんだ大

きな問題だと思います。 

かつて、ＮＮＮドキュメントですか、中京テ

レビの番組（「チエと空襲」）で驚いたことが

ありました。名古屋の空襲被害者の方（杉山千

佐子さん）が（両親が空襲被害者の）チエさん

という高校生と一緒に、ドイツの実情を調べに

行くという番組でした。ドイツの専門家はその

話を聞いて驚いていました。「戦争において、

爆弾は軍人とそうでない人を区別して落ちて

はこない」とはっきり言っているのです。当た

り前のことなのですけれども、戦後のケアにお

いてそれができていないことが日本の大きな

問題だと思います。つまりあくまでも軍人・軍

属を優先させている、そこなのです。 

結局、軍人・軍属優先というのは、それが靖

国に結びついてくるのですが、そうでない人た

ち（民間人）の存在を無視している点が大きい

のではないかと思います。 

 

戦時中の抵抗者 「日本の良心」がいた

のではないか 

 

それから日本では、戦争中の抵抗者とか体制

敵対者、そうした存在について、ちゃんと取り

上げられたことがあまりないのです。これは石

田さんのレジュメにも入っていました。抵抗者

が少ないということなのでしょうが、ほとんど

の認識としては、結局、共産党というとらえ方

があると思います。共産党という背景には、冷

戦の中で体制反対者を共産党として敵視した

部分もありました。戦争直後には、何かといえ

ば、ちょっと言うとアカだと言われた、そうい

った冷戦の時代があったわけです。その点で抵

抗者の発見が、中途半端に終わっている。体制

順応者ではない、それ以外の人もいたはずです。

つまり「勇気を持った市民」がいたということ

について、きちんと押さえる必要があります。 

「もう一つの日本」とは何かと言いますと、

戦争直後のドイツでは、「ナチではない別のド

イツがあった」と主張がされたわけです。例え

ば（ミュンヘン大学の反ナチ抵抗運動グループ）

「白バラ」のショル兄妹が「ドイツの良心」と

言われたように、日本にも「日本の良心」と言

われるような人たちがいたのではないか。こう

いうことについても取り上げる必要があるの

ではないかと思います。 
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次に「補償問題は外国人だけの問題ではない」

と書いておきました。実は、弁護士の方から法

律をチェックしてくれと言われて、専門家では

ない私が、ドイツを例にちょっとアドバイスし

たことがありました。しかしタイトル自体をみ

て驚いたのです。「外国人補償法」という名前

がついていたのです。「補償の対象は外国人だ

けじゃないですよ」ということを言いました。

つまり、ドイツの場合、ナチス体制が問題です

から、反体制の人間についても補償の対象とな

ってもおかしくはないのです。ところが、日本

の場合は、いまでもそうです、例えば「非国民」

の一言で済んでしまうとか、そういった点で、

国と違う方向を向いている人間は許されない、

そういった部分もないわけではないと思います。 

その点では、例えば治安維持法の犠牲者、彼

らを救済することは念頭に置かなければいけ

ないことです。補償の問題を考えるならば、で

す。それは「勇気ある人々」という形で彼らの

名誉回復をはかっていいと思います。 

次の「お上」の存在ということですけれども、

ドイツは戦後、国は間違っている可能性もある

として絶対服従は認めていないわけです。だか

ら、命令に対しては、それに対して拒否するこ

ともできる。軍隊も大分変わってきたわけです。

そういう意味で、日本の場合は、依然として「お

上」というか、上の権威があって、国家と国民

の関係、市民の関係、そういったものが昔から

変わっていないのではないかと思うことがあ

ります。 

教育の現場で、例えば大学にいる人間から言

うならば、文科省の方針が絶対的であって、そ

れのためにいろんなことをやらなければいけ

ないという状況です。おかしいのではないです

かと言っても、結局は相手の顔色をうかがって

いる。これは報道規制の問題も含めてですけれ

ども、依然としてお上的なものがあり、それに

対してひれ伏してしまうところがあるのでは

ないかということです。 

権威というもの、それに対する意識というも

のは変えなければいけないし、それが変えられ

るようになったのが、戦後のドイツの一つの特

徴だと思うのです。それは、やっぱり一つ目の

ワイマールの民主主義があって、二度目の民主

主義であるからそこまで来たわけです。成熟す

る民主主義というならば、もう少しそういった

点までいく必要があるのではないかと思います。 

 

玉音放送が生きている「受忍論」 

 

典型的な例としては、「国家無答責」という

概念があります。それから、私が一番気になる

のは「受忍論」という言葉です。受忍論は、ま

さに「堪え難きを堪え、忍び難きを忍び」その

ものを受けているのではないか、玉音放送がい

までも生きている、そういう感じをすごく持っ

てしまうのです、この言葉からいくと。「ほか

も我慢しているんだから、おまえは黙ってい

ろ」、そういうことですね、結局。 

一つ、突破すれば、全部やらなければいけな

いから困るということなのです。逆に言うなら

ば、やり始めればどんどん広がっていくので、

ドイツの補償も、一つずつ一つずつやっていく

うちに最終的に行き届くようになったわけで

す。そういうことを考えなければいけないので

はないか、と言っておきたいのです。 

それからもう一つ、よく「固有の領土」と言

いますね。竹島とか、いろいろ「固有の領土」

という言葉を使うのですが、実際問題として、

この間、天皇が行かれたペリリューとかパラオ

とかサイパン、あれは果たして固有の領土だっ

たのかと考えれば、固有の領土ではないわけで

す。そこに、例えば 1万人の日本人がいたのは

どういうことなのだ、ということです。 

遺骨収拾に行った人が語ったという言葉を

思い出します。ジャングルで遺骨を拾いながら、

「何でこんなところに来たのかな」と言ってい

る人がいた、というのです。そういうことです

よね。縁もゆかりもないところに何で日本人が

いたのかということです。それは、やはり外に

出ていったということですから、もともとの国

にいれば、そういうことはなかったのです。満

州も含めてですけれども、その点は、ドイツと

は決定的に違います。 

ドイツは、外にドイツ人がいたわけで、それ
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を民族自決の名のもとに結びつけようとした

のです。その点が違うと言っておきたいのです。 

ある意味では、外へ出かけていった人が被害

者のように考えられがちですけれども、結局、

出かけて行ったときには加害者であったこと

をどこまで考えているのか。要するに、他人の

土地に踏み込んだわけですから、そういった認

識について、ちゃんと問い詰めないといけない

と思います。 

これは、例えばイアン・ブルマさんのオラン

ダの例などもそうです。ナチス・ドイツにやら

れた人に対する救済のほうが手厚いのですけ

れども、そうではないインドネシアにいたオラ

ンダ人については、結局、自業自得だ、といっ

た話になってしまうのです。植民地主義という

か、帝国主義の場合は、そういう認識でヨーロ

ッパでは捉えられているわけです。しかし日本

の場合は、どちらかというと、遅れてきた帝国

主義、植民地ですので、認識としては少しずれ

ているのです。 

「アクションよりリアクション」というのは、

日本の場合は、どっちかというと、自分からア

クションするわけではない、リアクションのほ

うが多いということ。 

日本の基本姿勢という点で、もう一つ言って

おきたいのは、ノーベル平和賞の比較です。ブ

ラント（1971 年受賞）の場合は佐藤栄作（同

74 年）の場合とどう違うのか。ブラントは、

何かをやったからもらったのですけれども、佐

藤栄作は「非核三原則」ということならば、し

ないで（平和賞を）もらったとも言えます。戦

争放棄も実は「しない」ことを意味しています。

何か積極的なことをやったという意味で評価

するならば、平和憲法がノーベル平和賞をもら

ってもおかしくないと思うのですが。 

それから、「アウシュヴィッツとアンネ・フ

ランクへの関心」ですけれども、これはオラン

ダの記者に聞かれたことがあります。日本では

何でそんなにアンネ・フランクに興味、関心が

あるのかと問われたのです。アムステルダムの

アンネ・フランクの家にもたくさんの日本人が

来る、アウシュヴィッツに行く日本人も多いの

ですが、実際問題として、例えば中国とか、そ

ういった日本の加害の現場まで（わざわざ）行

く人はほとんどいないのです。 

アウシュヴィッツに行くことはどういうこ

とかというと、結局のところ、かわいそうにと

いうか、他人事で済んでしまうわけです。自分

のことではないのです。例えば、杉原千畝さん

が（ユダヤ人を）助けたことについて、助けた

ということで何とか納得してしまうわけです

けれども、実は、ほかにも杉原さんのような人

がいたとか、杉原さんのような人が、例えば中

国や韓国の人を救ったとか、そういう話がある

ならば、それを見つけてほしいし、見つけるべ

きだと思うのです。 

ですからいつも思うのですが、ナチスの問題

に関心を持つ際に、他人事として捉えるのでは

なく、我々の国がナチスの国と同盟国であった、

同じ側にいたことを常に意識しなければいけ

ないという点を強調したいと思います。 

 

厄介な国――責任が問われる時代 

 

最後に「おわりに」ということでまとめてい

きたいと思います。 

最初の「厄介な国」という言葉は、実は先ほ

どふれましたヴィンクラーの演説の最後の一

節に出てきます。偶然ですけれども、私も昔、

引用したことがある、グスタフ・ハイネマンと

いう西ドイツの大統領（1969～74 年）が、大

統領に就任したときに言った言葉です。「難し

い国、厄介な国というものがあります。ドイツ

はその厄介な国の一つです。でも、それがわれ

われの祖国なのです」。そのように彼は述べた

のです。だからこの国に生まれた人は、いろい

ろと大変かもしれない、大変な国かもしれない

けれども、それをきちんと受けとめていかなけ

ればいけないと呼びかけたのです。つまりドイ

ツの場合と同様に、日本の国が、何で厄介にな

ったのかということを自分で自覚し、そしてそ

れ相応の責任を担うこと、そういうことを考え

る必要があるのではないか、ということです。 

今や罪が問われる時代が終わって、「責任」
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が問われる時代に来ているのです。したがって

知ること、伝える責任を考える必要があるので

はないかと思います。 

 

また同じように「だまされた」で済むだ

ろうか 

 

ただこれからどうなるかを考えると、若者の

歴史に関する知識が欠けていることが一番の

心配です。戦争が終わったときに、ドイツでは、

「知らなかった」とみんなが言いました。この

「知らなかった」という言い訳に対して、いま

の時代では、「知ろうとしなかった」というこ

とで反論されてしまうわけです。知ろうとしな

いおまえが悪いということです。これに対して

「だまされた」というのが日本の感覚です。果

たしてこのまま「だまされた」と言い続けてい

ったらどうなるでしょう。当時は情報が足りな

かったからだまされたと言えると思うのです

が、いまのように情報があり過ぎる中ではどう

なるでしょうか。知識がない人間ほど危ないと

いうことです。また同じように「だまされた」

で済むのかということです。 

現実にいま、オレオレ詐欺じゃないですけれ

ども、ころっとだまされる人が多いですから。

あれと一緒にしてはいけない問題かもしれな

いですが、そういった点で、だまされた、とも

う一回言うことではない、と言っておきたいと

思います。 

国内で通じても国外では通じない、というこ

とをちょっと言っておきます。国内では、島国

の宿命かもしれないですけれども、誰が考えて

も、みんな「平和だ、平和だ」と言っています、

誰もが。でも、外からみたらそうはみえないと

いうことは、考える必要があるのではないかと

最後に言いたいと思います。 

かなり言いたいことを言いましたけれども、

長々と。どうもご清聴ありがとうございました。

（拍手） 

 

 

≪質疑応答≫ 

司会 ありがとうございました。 

研究者としての歩みから始まり、日独の違い

を多角的にわかりやすくお話しいただいたと

思います。まず、私から基本的なことをお聞き

して、皆さんに質問していただきます。 

「過去との取り組み」の 3番目の、ドイツの

「過去の克服」の仕方で、三位一体といいます

か、加害者の追及と、被害者の救済・補償、再

発の防止が同時進行で進まないと、それぞれが

お互いに影響し合って前に進まないというお

話でした。日本の場合、全体的になぜ進まない

のかと考えたときに、1番目の加害者の追及が、

国民的な総括が半端になったがゆえに、その他

の 2つもなかなか進まないのではないか、そう

いう面があるのではないかと感じるんですが、

その点はいかがでしょうか。 

佐藤 私の友人の芝健介という人が、『ニュ

ルンベルク裁判』という本（岩波書店、2015

年）を最近出しました。その最後のところで、

ニュルンベルク裁判と東京裁判の比較が出て

います。ドイツ人がドイツ人を裁くということ

では、ルートヴィヒスブルクのナチス犯罪追及セ

ンターが知られています。日本ではそういった

ものがないと言われていますけれども、実際に

は、日本人が裁くことはあったらしいのですね。

そのことについて、少し触れられています。 

ですから、消えていった可能性について、そ

ういう可能性もあったにもかかわらず、やらな

かったのはどういうことなのか。やればできた

とは言いませんが、いまさら、もう手遅れでは

ありますが、そういうきっかけがあったことに

対して、もう少し目を向けてもいいんじゃない

かと思います。 

東京裁判で終わってしまった、と自分たちは

思ったかもしれないですけれども、実は調べれ

ば調べるほど、戦争直後に、動きはあったはず

です。戦後 70 年で最近新聞連載もあちこちで

出ています。それらを読めば読むほど、45 年

の出発点で可能性はたくさんあったことがわ

かります。なぜそうした可能性が消えてしまっ

たのか。その背景として一番大きいのは冷戦だ
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と思いますけれども、そういった掘り起こしを

やることによって、できなかったことを実現す

る可能性は出てくるのではないかと思います。 

司会 誰の役割ですかね、それをやっていく

のは。法的にはもうできないんですね。 

 

68年世代「お父さん、戦争のとき何して

いたの」 

 

佐藤 そうですね。ただ、やっぱり歴史研究

で事実を明らかにするということです。 

その辺のところは難しいですね。例えばドイ

ツの場合、家庭内で、自分の親に対する告発的

なことを 68 年の世代はしているわけですよね。

父親に対して。しかしその時には父親は沈黙を

守りました。それが、70 年代末の「ホロコー

スト」放映のころは、今度は孫に対しておじい

さんが話すようになったというプロセスがあ

ります。その点でも日本との違いがあります。 

だから、日常の家庭のレベルでそういうこと

をやっていく段階でみえてくるものがドイツ

にはありますね。『お父さん、戦争のとき何し

ていたの』という本（ペーター・ジィフロフス

キー著、二期出版、1988 年）がありましたけ

れども、その種の本が山ほどあります。やっぱ

り自分の親について、当時何があったのか。た

だ、その犯罪に加担したか、しないかだけでは

なくて、自分が直接つながっている人が、過去

に何をしてきたのかということを認識するこ

とは大事なことなのです。 

だから、罪を追及して告発することはできな

いにしても、何をやってきたのかを知る必要が

あると思うのです。（手遅れかもしれませんが）

まずはそのくらいのレベルから始めるべきで

す。 

司会 ちょっと微妙ですけれども、あえて聞

きますが、天皇陛下の戦争責任問題は関係あり

ますか。 

佐藤 いや、そういう問題ではないと思いま

す。ただ、例えば天皇家における、父親から息

子に対する伝達といいますか、これは、私はあ

ったと思うのですね。天皇自体が――何もしな

かったと言いませんけれども――やらなかっ

たことを、いま息子さんがやっているわけです。

あの思いを、やっぱりみんなが継承すべきだと

思います。和解には象徴的行為が必要だといわ

れるのですけれども、あの姿はまさに国民の象

徴なのですよね。国民の象徴として受けとめて

ほしいし、ああいうことについて、やっぱりき

ちんと考えるべきだと思うのです。 

司会 「ドイツの現状の問題点」の、歴史研

究の成果を強制労働の補償に生かす過程です。

日本も先ほどおっしゃったような、秋田の花岡

事件ですか、ありました。でも相当、対応が違

って、ドイツの場合は、2000 年になってから

新たな補償基金をつくって補償を始めた。日本

には、裁判はありますけれども、全くそういう

動きはない。この差はどういうことでしょうか。 

 

相手国との信頼関係があった強制労働

基金 

 

佐藤 すごく難しいところで、つまりアメリ

カで企業が訴えられて、どう対応したらいいか、

が最大の課題だったわけで、それが政府との結

びつきで強制労働補償基金の財団ができたの

です。 

そのときに一番大きいことは、相手国との間

ですでに良好な信頼関係ができ上がっていた

ことです。実際に強制労働基金は 166万 5,000

人ですか、それだけ多くの人々に 5年ぐらいで

渡したわけですが、それはドイツ政府が直接届

けに行ったわけではないのです。相手国の財団

（「パートナー機関」と呼ばれるいわゆる受け

皿機関）に振り込んだだけです。振り込んだだ

けといったら語弊がありますが、分配は向こう

の財団がやるのです。当該強制労働者から補償

の請求を受け取れるのは向こうの財団であっ

て、信頼関係のもとでやれたわけです。手続き

に極力時間を省けたわけで、そういうことがで

きる良好な関係が培われていたことがヨーロ

ッパの大きな利点です。 

前提として大きかったのは、ソ連・東欧が崩
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れてしまって、それぞれが民主主義国家になっ

たために、対等な関係が築けたことです。 

ただ、日本を取り巻く状況としては、特に中

国の問題については、体制が違うので、簡単に

はいかない。ドイツの場合、昔の段階では、ソ

連・東欧諸国が共産党の独裁下にあったころは、

話が簡単だったというとらえ方もできます。一

党独裁で窓口がたったひとつだったからです。

しかし相手国に渡しても当事者本人に補償が

届くかどうかはわかりません。独裁が終わり、

民主主義の体制になると信頼関係が生まれ、相

手機関に渡しても当事者本人に届くことが保

証できるようになったのです。こういう二国間

の信頼関係は、西側諸国との間では、早々と

12カ国と積み重ねてきたことです。 

質問 ドイツと日本の違いというところで、

ドイツはドイツ人がもともといたところを民

族自決の名の下に併合したということですね。

日本は、縁もゆかりもないところに行ったとい

うことですから、これは日本のほうがより悪質

だと言いたかったんでしょうか。あるいは、ド

イツの場合も、オーストリア併合やズデーテン

ラントの併合あたりまでは確かにドイツ人が

いたところですが、その後バルバロッサ作戦で

東へ攻めて行った。ドイツ人がもともといたよ

うなところではない。 

佐藤 違いますね。 

質問 そのあたりはどうなんでしょうか。 

 

民族自決を利用したズデーテンランド

併合 

 

佐藤 それは区別しなければいけません。許

容範囲とは言いませんけれども、民族自決を主

張できるところとそうでないところがありま

す。ズデーテンラントというミュンヘン会談

（1938 年９月）のときに決まったところは、

ほかの国も納得したわけです。しかも、武力で

はなくてやったわけですけれども、その後のバ

ルバロッサ作戦（1941 年６月～）の場合は、

これは侵略そのものです。ポーランド（1939

年９月～）もそうですしね。しかしナチス・ド

イツが、第一次世界大戦後のテーマが民族自決

だったことをうまく利用したことも事実です。 

日本の場合は、縁もゆかりもないところに踏

み込んだことは事実ですし、そういう意味では

侵略ですから悪質には違いないです。しかしど

ちらの国が悪質だったかという論議はすべき

ではないと思います。 

ただ、理由づけとして、ドイツの場合でも大

義名分として利用した部分があったというこ

とです。 

日本は、満洲にできた国はかいらい政権です

から、そういう形でしかできなかったというこ

とです。 

 

ドイツは性病対策、日本は強姦対策 

 

質問 先生の著作目録の慰安婦ですね、「強

制売春」と「慰安婦」、93年ごろ、もうすでに

お書きになっている。「河野談話」のころだと

思うんですけれども、強制売春と慰安婦はどう

いうシステムの違いがあったのか、それから、

どういう補償をしたのか、それから、日本はア

ジア女性基金でやったわけですけれども、これ

についてどう評価されるでしょうか。 

佐藤 強制売春の問題は、ドイツは「強制売

春」といいますけれども、いわゆる「慰安婦」

問題が出てきてからドイツ側に飛び火したと

いいますか、ドイツ側もその問題に初めて気が

ついたのです。過去をめぐっては、普通ドイツ

から日本に問題が派生していくのですが、その

反対だったんですね。ドイツでは売春制度がい

までも生きていますから、そういう社会におい

ては受けとめ方が違い、対応が遅れがちです。

それがわかってから、きちんとしなければいけ

ないという方向に進んでいます。 

私、ちょっとうかつでしたけれども、実際問

題として彼女たちにちゃんと補償が実行され

たとはまだ聞いていません。それが事実として

確認されたことは確かですけれども。 

いまの関連で、話がそれるようで申しわけな

いのですが、補足しておくことがあります。日
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本の場合とドイツの場合とどこが違うのかと

いう一つの重要なところは、いわゆる慰安所を

つくった理由が、ドイツ側では性病対策だった

のです。日本の場合は強姦対策だったというこ

とです。その「強姦」と「性病」の違いといいます

か、それだけ日本の軍隊は強姦がかなり大きな

問題だったということは言えると思いますね。 

こういう女性の人権の問題で言うならば、ソ

連軍がベルリンに入ったときの問題も含めて

ですが、もう少しきちんとした研究が出る必要

があると思います。実際の数はすごかったよう

ですね、ベルリンの場合は。 

質問 戦後の日本の政治体制で、戦前の体制

と少し変わりはしましたけれども、天皇制がそ

のまま存続されたことと、戦後の日本の問題、

どういうふうに考えられるか、天皇の戦争責任

の問題も絡むと思うのですが、どういうふうに

お考えでしょうか。 

 

声を上げるべき時に上げない日本 

 

佐藤 日本とドイツは無条件降伏したとい

われますが、日本の場合は、無条件降伏ではな

いわけです。結局、条件は一つ通ったわけです

から。「国体の護持」です。形は違いますけれ

ども、維持されたわけです。「歴史の if」にな

りますが、天皇が退位して、そして皇太子が新

しい天皇となり、そのとき初めて人間天皇にな

ったとすればわかりやすかったわけです。しか

し同一人物が現人神から人間天皇に変わった

ということ、これは大きな問題になってしまっ

たわけです。 

しかも、日本人は、――これまた語弊があり

ますが――そういう変化に対する対応力、順応

力がすごくあると思うのです。頭を切りかえて

しまうのです。そこがちょっと困ったことです

けれども。おかしいじゃないかと思った人もい

るはずですけれども、おかしいじゃないかとい

い疑問が表に出てこないというところが、日本

人の一つの特徴かもしれません。普通、誰が考

えてもおかしいことだと思いますけれども、そ

れに対して、それが大きな声になり大きな運動

にならないのが、いかにも「長いものには巻か

れろ」ということなのでしょう。わかりやすく

言うならば、そういうことだと思います。 

だから結局、私が 88年の 12月にそういうと

ころ（日本ジャーナリスト会議の集会）に呼ば

れたのですが、その時点は本人がもう命の終わ

りに近づいたときで、本人がほとんどしゃべれ

ないときになってみんな手を挙げ始めたわけ

です。つまり天皇の戦争責任を問題にし始めた

のです。そこです。やっぱりお上に対する意識

が強いんでしょうね。本人が生きていて話がで

きるうちに問題にしないわけです。アメリカへ

行ったときの会見とか、そういった形で外国か

ら言われて初めて、ということもありますね。

それまで長い間自分たちで言わないでおいて、

昭和の、最後の最後になってから、天皇の戦争

責任という問題が出てきたわけです。それはや

っぱり、責任を追及するときのタイミングとし

てはおかしな話ですね。実際に卑怯なことだと

思います。 

そうではなくて、やっぱり声を上げるべきと

きに上げておけば済むことをしないのです。そ

の点で私はいつも言っているのですが、声を上

げるときは上げておかないと後で困るよ、とい

うことなのです。 

そういう感覚は、ドイツの場合、例えば「鉄

は熱いうちに打て」じゃないですけれども、「始

まりが肝心」ともいいますね。何か動きがあっ

たときに初めに押さえることが大事だ。それは

ワイマールの教訓なのです。 

質問 2＋4 でドイツが解決済みという論拠

は何でしょう。補償の実績があり、2＋4 で法

的な面は解決済みという条項があるので、それ

を根拠に補償、賠償問題が終わっているとドイ

ツは主張しているのでしょうか。 

佐藤 根拠といいますか、いま振り返ってみ

て思い当たることがあります。2＋4 条約締結

直前の時期に、コール首相も、ゲンシャー外相

も「いまや戦勝国も敗戦国もない」と何度も言

っていたわけです。何なのかなと思ったんです

けれども、講和条約も賠償問題も蒸し返しを避

けようとしていたのですね。結局、悪く言えば
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それで丸め込んだというわけで、関係国（ドイ

ツ占領国）だけで話をつけたのです。4つの国

についてはもう賠償は済んでいるわけで――

完全に済んでいるとは言えませんが、少なくと

も西側、東側では済んでいるわけで――問題は、

中小国です。つまり４か国以外の交戦国、実際

に挙げたら 70 カ国ぐらいあるそうですけれど

も、そういった国の声が届かなかったというこ

とです。法的なものについては、私はいま何も

言えません。 

質問 厳密な意味で、国際法的な根拠は曖昧

であると考えていいんですか。 

佐藤 そうですね、条約が成立してしまった

ので、それについて後から誰も文句を言ってい

ないといいますか、既成事実として生きてしま

っているということだと思います。 

 

すきを見せないドイツ 

 

質問 ギリシャは文句言ってますが。 

佐藤 そうですね。これはギリシャに限った

ことではないと思います。つまり、ドイツがう

まく行動をしているからこそ表に出てこない

のですが、何かあれば必ず出てくるはずです。

さっき言いましたクロアチアの承認問題です

ね。いちゃもんつけられるチャンスが出てきた

ときに。逆に言えば、ドイツはすきをみせてい

ないということです、はっきり言えば。そうい

うものだと思うのです。 

質問 日本も講和条約を結んで、賠償問題は

国際法的には解決しているわけです。歴代の首

相も謝罪という発言を何回もしているわけで

すけれども、それを国際社会がちゃんと認めな

いという面もあると思います。それは日本のこ

とが外に向けて伝わっていない面もあるかと

思うのですが、どうでしょうか。 

佐藤 伝わっていない理由で言うなら、例え

ば外務省がいろいろ問題になっています。伝え

方がまずいといった指摘があります。 

一番大きなことは、謝罪の問題です。（アジ

アと欧米とでは）まるで認識が違うといいます。

アメリカの研究者が戦後 50 年のときに言った

そうですが、「外交関係において謝罪が問題に

なるのは、東アジアだけだ」というのです。東

アジアの特徴であって、ほかの地域では謝罪は

問題にならない。ならないといったらオーバー

ですが、要するに謝罪をしたらおしまいだとい

うことです。謝罪をした以上（法的責任を認め

たわけで）、西欧的考え方で言うならば、もう

全部持っていかれて当然なのですね。（ところ

が日本の場合）謝罪をしたにもかかわらず（補

償を）何もやっていないということなのです。 

だから、あるドイツ人が言った言葉で印象的

だったのは、「補償こそ最大の謝罪だ」という

のです。補償こそ謝罪に当たるということは、

補償することが真の謝罪を意味するとも言え

るでしょう。 

石田さんのお話にちょっと補足したいこと

があります。ラウ大統領も謝罪していると彼は

言いました。ドイツの大統領が謝罪したときの

タイミングは、ヘルツォークもそうですけれど

も、それは相手から何も言われなくなったとき

です。問題が解決したときに初めて謝罪するの

です。〔あれは 1999 年 12 月のことで、当時財

団の、つまり国と企業側の出資額をめぐって被

害者の側と交渉中でしたが、12月 14日に遂に

合意に達しました。そのことを見届けたあと、

17日に彼は謝罪の声明を出したのです。〕赦し

を請うということ、謝罪の言葉を先には言わな

いのです。そこがやっぱりドイツのしたたかさ

なのです。 

当たり前のことだと思うのですが、日本の場

合は、「謝ればいいんだろ」で済まそうとする

からいけないのです。となると「ここまで謝っ

ているのに何で」となってくる。謝って済むな

ら、じゃないですけれども、そこの謝罪という

考え方の違いを指摘しておく必要があります。 

 

謝罪と補償――文化の違いも 

 

私、ちょっと例が悪いかなといつも思いなが

ら「謝罪」についてはこう説明します。私は留

学中にバレーボールをやっていました。ミスす
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ると、ついいつものとおりに口にしたのが、「ご

めん」という言葉です。それを一々ドイツ語で

言っていたのですが、「ごめん」と言う人は誰

もいないんですよ。われわれの基本的な考え方

は、「ごめん」と言えば「ドンマイ」と言って

くれるものと思うのですが、誰も「ドンマイ」

とも言ってくれないんです。怖い顔してにらむ

わけです。 

それで一度、終わった後、飲みながら話した

ときに、「何で謝らないのか」と聞いたら、は

っきり言われました。「ミスしたんだ、悪いと

思ったら次のプレーに生かせばいい」と言われ

たのです。次のプレーで挽回すればいいという

ことです。 

これは補償の基本的概念で、ドイツ語の

“Wiedergutmachung”というのは、「再びよく

する」ことを意味します。それは不正、不法を

正すことです。悪いこと、不正、不法を認めた

からは、それを正すことによって償いができる。

だから、不正を「ごめん」で済ませないで、次

で（きちんと）やってくれれば、相手は納得し

てくれるということです。動かない限り先へ進

めないわけですからね。「これだけ謝っている

のに」という話は、やっぱり通じないのです。 

ただし、アジアの国々では、「謝ってくれさ

えすればいいのです」と言い方もあります。そ

れがまた問題なのです。謝って済むんだったら

いくらでも謝ってしまいますから。本来ならば、

謝って済むことではないのです。取り返しがつ

かないことをどう取り返すかが一番大事なこ

となので、その取り返し方をどうするか、そこ

なんですね。ちょっと複雑ですけれども。 

もう一ついいですか。謝罪のことで思い出し

たのですが、私が知る限り、ドイツ人が謝って

いる姿をみたのは一度だけです。ある時、公園

で「ごめんなさい」という言葉が聞こえたんで

す。茂みの向こうへ行ったら、犬の前で土下座

しているドイツ人がいました。犬の足を踏んだ

らしくて。「犬には謝罪するけれども、人間に

は謝罪しないのか」とドイツ人の友人に話した

ことがあります。 

実際に、もぞもぞと、謝っているのか、謝っ

ていないのかわからないことを言います。言い

わけめいたことばっかり言う人が多くて、本当

に謝っている姿は見かけません。でも「犬には

謝るドイツ人」と言うと、ドイツ人も嫌な顔を

します。そこはやっぱり文化の違いです。 

しかし簡単なことではすぐに謝ります。肩が

触れたら「あ、どうも失礼」という感じで「パ

ルドン」とか「ソーリー」とか言いますから、

そういうものだと思います。肝心なときには絶

対謝りませんけれども。その点の文化の違いが

確かにあります。もちろん文化の違いで事を済

ましてしまうと問題ですけれども、そうした点

は指摘しておく必要があるでしょう。 

質問 日本の極東国際軍事裁判とドイツの

ニュルンベルク裁判との違いはなんですか。日

本では最近、東京裁判を批判する人もいるがド

イツでもそういうことはありますか。 

佐藤 それはないですね。 

質問 なぜですか、それは。 

佐藤 なぜですと言われると難しいのです

が、やはり「勝者の裁き」とか、いろいろ批判

はあるかもしれないけれども、一応おさまった

ということですね。 

明らかに言えることは、ナチスを裁いたドイ

ツと日本の場合とではちょっと性格は違いま

すね。ある意味では、裁いたことによって一応

決着がついたということです。 

 

自分たちで裁こうとしなかった日本 

 

質問 日本は決着ついていないでしょう？ 

佐藤 日本の場合、一番の問題は、東京裁判

で解決済みという言い方をします。ケース・バ

イ・ケースで使い分けるわけで、完全なご都合

主義です。一方で「勝者の裁き」だと言いなが

ら、全て東京裁判で解決済みという言い方もす

る。それはおかしな話です。矛盾していますね。 

ただ、長い目でみてどうかと考えたときには、

決着がついたことには変わりがないわけです。

一番の問題は自分たちで裁こうとしなかった

わけですから。裁こうとしているなら別ですけ
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れども。ドイツの場合は（ニュルンベルク裁判

の）その後、自分たちで裁こうとしたというこ

とです。だから、連合国の裁きプラスアルファ

で自分たちを見詰めたわけです。誰が悪いのか

わからないというのが日本です。 

逆に言うならば、「おかわいそうに」という

形があるわけです。特に広田弘毅とか、そうい

う人たちに対する同情です。あの人たちは責任

をとらされたという言い方ですけれども、それ

はやっぱり、誰がとるかというと、最初の天皇

の問題になってくると思いますけれども、最高

指導者がそうなっていない。 

もう一つ言えば、日本の場合は、「天皇の名

において」（された戦争だった）と言います。

最初のドイツ語での報告で、私は言ったことが

あります。日本は「天皇の名において」という

話だったのですが、ドイツは「ヒトラーの名に

おいて」というのではないのです。「ドイツ民

族の名において」、「ドイツ国民の名において」

ということだった。そこが違うのです。 

ただ、国防軍は途中から宣誓式でアドルフ・

ヒトラー(個人に)に忠誠を誓うのですけれど

も、そこの辺の違いです。やっぱりワイマール

（共和国）は民主主義国家であった。ヒトラー

も選ばれて（首相に）なった人ですから、選ん

だ責任が問われるのは当たり前です。そういう

点が日本とドイツの違いとしてあります。 

司会 そろそろおしまいにしますけれども、

先生、先ほど「季節労働者」とおっしゃいまし

た。年表をみていると、1990 年代前後はご活

躍され、ことし戦後 70 周年の盛り上がりはど

んな感じですか。 

佐藤 ちょっと驚いたのですが、結構、いろ

いろ話が来ますので、喜んで出ていきます。 

ただ、20 年の差を埋めることの大変さとい

うのですか、やるべきときにやってきていない、

ということがありますね。ドイツは早くからも

っと進んだのです、その間に。 

司会 置いていかれていますね。 

佐藤 そうですね。 

司会 「東京はワイマールではない」という

論文を、2013年と 2015 年と続けて書かれてい

ます。この趣旨は、ドイツはワイマールという

民主主義体制がいつの間にか変容して、2度戦

争に負けないといまの事態に至らなかった。日

本はまだ戦争に 1回負けただけで、そういう比

較からした場合、日本がいま民主主義を誇って

いるようであるけれども、実質的にワイマール

化するおそれはないのかという警鐘だと思い

ます。そういう先生の目からみて、いまの体制

についてその都度、議論しなければいけないと

いう立場に立った場合、いまの現状は、ワイマ

ール体制の中で言うと、どんな位置にあるんで

すか。 

佐藤 私はその比較をするのですが、日本人

の（心中にある）基本的なもので、負けた悔し

さがいまも生きているんじゃないかというこ

とです。 

ドイツの例を考えれば、（第一次大戦で）負

けた国が勝った国と（第二次大戦で再度）戦っ

て、勝とうとしたということです。（しかし日

本の場合）いまやおかしいのです、相手はアメ

リカじゃないんです。今度どこと戦うといった

ら、下手すると韓国、中国でしょう。韓国と中

国というのは、また同じことをやるわけですか

ら、韓国（植民地支配をした相手国であって、

交戦国ではありませんが）や中国に負けたとい

う自覚がない、はっきり言えば。アメリカに負

け（ながら）、そのアメリカと一緒になって手

を組んでいる、原爆を投下した国と落とされた

国が手を組んでいる、その不思議さです。普通、

考えられないことだと思うんですね。 

 

アメリカに対する態度――ドイツと日

本の違い 

 

白井（聡）さんの本（『永続敗戦論』、太田出

版、2013 年）を読むと、つくづく思いますけ

れども、やっぱり対米追従という問題が大きい

です。これもドイツ人の私の友達（ザートホフ

氏）が言っていましたけれども、ドイツと日本

の一番の違いは、アメリカに対する態度だとい

うのです。アメリカとの関係が決定的に違うと。

日本の場合のアメリカべったり（の姿勢）は、
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単独占領になったことが間違いのもとだった

んでしょうけれども、多角的に事が捉えられな

いという弱点につながっています。 

ドイツにとって一番幸いしたところは、4つ

の国を相手にしたことです。つまり占領国が４

つだったということです。それによって（結果

として）より良いものができた。アメリカ（と

の関係）さえ何とかなればいいという姿勢が日

本でいまだに続いており、これは一種の宿命に

なってしまっています。これを何とかしなきゃ

いけない。きちんとやっていれば、――湾岸戦

争のときもそうです――アジアを代表する発

言ができる国になっていたはずです。ところが、

アジアについて日本は何も言えないというか、

誰も信頼してくれない。結局かつて（ヘルムー

ト・）シュミット元西独首相が述べたように、

「日本には友人がいない」、そういう話になっ

てしまうのです。 

何か暗くなってしまったんですけれども。 

司会 どうやって打開したらいいか、何かお

考えはないですか。 

佐藤 いや、私は政治家じゃないので。 

ただ、やっぱり意識を変えなければいけない

ですね。基本的には、日々日常の民主主義の徹

底だということはいつも言っています。自分の

意見を持って、はっきり言って、それをみんな

が尊重してくれる、そういうことの積み重ねを

やることによってできてくることだと思うの

です。何か同調圧力的なものが強くて、こんな

こと言っちゃまずいんじゃないかとか、場に合

わせることは、国内では通用しても、外国へ行

ったらばかにされますよ、と学生諸君に言いま

す。 

私は学生諸君に言うのですが、（彼らは）意

見を聞かれたときに言えないのです。それで、

（その場で）いろいろ（意見を）聞いたあげく、

誰かの意見を選んで、「あの人と同じ」と言っ

ちゃう人がいる。そのときに向こうの人はどう

するかというと、「とんでもないやつだ。俺は

おまえじゃない」と言いますね。俺はおまえじ

ゃないということは、ひとりひとりの意見が違

って当たり前なのです。（自分自身の意見をも

つこと、）それができていない社会が日本では

ないかといつも思いますね。 

 

知識を認識に 

 

司会 ありがとうございました。 

先生に揮毫で書いていただいたのは「知識を

認識に」という、非常にシンプルで、しかしい

まの話とつながるかなと思ったんですが、どう

いうご趣旨で……。 

佐藤 これはドイツ語で書けばわかりやす

くなります。「認識」では、“er（エア）”とい

う言葉が「知識」＝“Kenntnis（ケントニス）”

の前につくのです。このエアは、内に取り込む

ことを意味します。（前述の）「心に刻む」じゃ

ないですけれども、知識を自分のものにする、

体の一部にする、それが初めて認識になるとい

うことです。 

だから、歴史認識も、歴史の知識が入ってき

たときに、その知識を自分のものにすることに

よって自分の行動ができあがってくる（ことを

意味します）。一番の問題は、過去に何があっ

たかを知っていれば、（単に）謝るのではなく

て、どういう行動をとるかという基本ができる

ということです。 

それは、私が『世界』に書きました、「道徳

的なセンシビリティ」、なんですね。相手がど

う思うかがわかっていれば（ふさわしい）行動

ができるのです。相手がどう思うかが想像でき

ないことが一番怖いので、全くの無神経です。

それで、「知らなかった」で済まそうとするこ

とがいけないことだと思うのですね。 

司会 ありがとうございました。終わります。 

（了） 
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≪配布資料≫ 

 

日本記者クラブ・研究会                     2015 年５月 13日 

「ドイツの戦後和解」④ 

 

過去との取り組みの日独比較 

                             佐藤 健生（拓殖大学）                                   

はじめに 

 

Ⅰ．日独比較と私 

 1968年 ドイツ初体験 

 1975~77年 西ドイツ留学（ミュンヘン大学） 

 1979年 米 TV映画「ホロコースト」放映 

 1988年頃 花岡事件裁判関係者、東京裁判研究会との出会い － ドイツは？ 

 1988年末 初めての日独比較（日本ジャーナリスト会議） 

 1989年 日独比較の小シンポジウム（東京ドイツ文化センターGI） 

 1991年 第１回戦後補償国際フォーラム（ザートホフ氏の初来日）→ １、16 

 1992年 テレビ番組の現地取材（フジ「日独戦後補償 47年徹底比較」）→ ３～７ 

      第２回戦後補償国際フォーラム（ビンゲンさんの来日）→ ８～９ 

 1994年 ラジオ番組の現地取材（NHK「負の遺産をどう引き継ぐか」）→ 20 

 1995年 ベルリンでの国際シンポジウム（「博物館における戦争展示の可能性」） 

 1996~97年 在外研究（ミュンヘン・現代史研究所） 

 1999年 ザートホフ氏２度目の来日 

 2000年 ワイマールでの国際シンポジウム（寄稿参加） 

 2002年 ミュンスターでの国際シンポジウム 

 2007年 GIでの連続企画（「和解への道」）→ 29 

 2008年 ザートホフ氏３度目の来日 → 28 

 

Ⅱ．日独比較論の論点 

 １．「ドイツ・モデル論」（武井）、「理想視」型の議論（板橋） 

  1985年のヴァイツゼッカー演説以降（1980~90 年代）― 「心に刻む会」 

   永井清彦氏、佐藤 

  最近の中国、韓国の「ドイツ見習え論」（庄司） 

 ２．「相対化論」（武井）、「偶像破壊」型の議論（板橋） 

  １への反論 

   西尾幹二氏、佐瀬昌盛氏 
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 ３．「比較不可能論による比較拒否」（武井） 

  現安倍政権の主張 

 

Ⅲ．過去との取り組み 

１． 過去の何が問題か？ 

  1945年以前の過去 ― 加害責任 

   ドイツ   ナチズム体制 → ホロコースト、人権侵害・抑圧 

   日本    戦争 → 戦争責任（開戦責任）― 敗戦責任？ 

          どの国よりも早く始め（1931 年） 

          どの国よりも早く孤立し（1933年３月） 

          どの国よりも長く戦った（1945年８月） 

          唯一の被爆国 

          VJ-Dayの意味 

２．「過去の克服」とは 

   現在の国家が戦前の国家とは異なることの証し をたて続けること 

   ドイツ  ナチス・ドイツ（「第三帝国」） 

   日本   大日本帝国 

３． ドイツの「過去の克服」 

① 加害者の追及 

② 被害者の救済、補償 

③ 再発の防止 

   三者が同時進行、相互に補完 

   現在： 当事者の退場により、③がカギとなる 

   日本の実情： ①は終了、③は不安定、②が唯一の突破口 

          しかし法的解決は困難、政治的解決が必要 

４．ドイツの現状と問題点 

  現状 

・歴史研究の成果 ― 「現代史研究所」の設立（1950年以降、国が 50％出資） 

アウシュヴィッツ裁判や補償問題など 

  ナチ時代の企業研究 → 強制労働者への補償 

  ナチ時代の公官庁研究 ― 外務省を皮切りに歴史家への委託研究がブームに 

    これまでに外務省（済）、財務省、法務省、経済・技術省、労働・社会省、 

情報局、憲法擁護庁、刑事局（済） 

・５月８日（VE-Day）前後のドイツ ― 大戦終結 70周年関連行事 

  ４月 30日（ミュンヘン解放 70周年）NSドキュメンテーション・センター開場 

  ５月２日（ダッハウ強制収容所解放 70周年）メルケル首相献花 
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  ５月７日（ヴォルゴグラード）シュタインマイヤー外相献花 

      （ブランデンブルク）ガウク大統領、ソ連軍捕虜の墓に献花 

  ５月８日（国会での両院議員集会） 

        今回は歴史家（ハインリヒ・アウグスト・ヴィンクラー）が演説 

        歴史解釈と共にドイツの今後のあるべき姿も示唆 

  ５月 10日 （モスクワ）メルケル首相、無名戦士の墓に献花 

  問題点（課題） 

  ・賠償問題 ― 講和条約未締結 

ロンドン債務協定（1953年）で先送り 

          ２＋４条約（1990年）でも未解決 

          あらたに締結となると、70か国以上の交戦国と交渉が必要 

             ギリシャの場合： 2787億ユーロ（約 37兆円）の賠償を請求 

    （戦時中の強制国債４億 7600万ライヒスマルク＝約 110億ユーロを含む） 

    ドイツ政府の見解 ― 賠償・補償問題は法的、政治的に解決済み 

    ガウク大統領、法的には政府見解に従うが、補償の可能性も示唆 

    緑の党、左翼党も補償に前向き 

    歴史家も道義的解決を呼びかけ 

５． 日本の問題点 

  ・加害者の追及が東京裁判で終了 → 歴史家が検察官的な存在に 

（いわゆる「自虐史観」） 

  ・不十分な戦争犠牲者援護 ― 空襲被害者など民間人の除外、国籍条項 

  ・戦時中の抵抗、敵対者の存在 ― 「市民の勇気」 

    「もうひとつの日本」、「日本の良心」は？ 

    補償問題は外国人だけの問題ではない 

  ・「お上」の存在？国家と国民、市民の関係（「国策」の意味） 

    「国家無答責」や「受忍論」 

  ・「固有の領土」ではないところになぜ日本人がいたのか？ 

  ・アクションよりリアクション 

  ・アウシュヴィッツやアンネ・フランクへの関心の意味 

 

おわりに 

 「厄介な国」ドイツと日本 ― その由来を自覚し、相応の責任を担うこと 

 罪が問われる時代は終わり、「責任」が問われる時代に ― 「知る」、「伝える」責任 

 若者の歴史に関する知識の差は日独で開く一方（「だまされる」可能性大） 

 国内で通じても国外では通じない 
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