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西岡（東京） 歴史についておたずねします。

過去の歴史認識についていろいろな論争があ

るのはドイツも日本も同じですが、日本では、

いま教科書論争というのがあります。日本の過

去があまりにも暗く書かれすぎている、これで

は子どもたちが国を愛することにならないで

はないか、そういう議論が出ているわけです。

ドイツではこのような教科書をめぐる論争は

あるのでしょうか。また、過去について、大統

領のご見解をうかがいたい。 
 
歴史から逃避してはいけない 

 
ヘルツォーク ドイツでもこうした議論はあ

ります。しかし、公の議論にはならないと考え

ています。もう 40年も、このことについて議
論してきているわけです。もちろんその都度、

置かれていた重点といったものは違ったと思

います。 
 ドイツでは過去40年の間に、数回、教科書
の書き直しが行われました。特に問題となった

のは、先生をどのように教育するかということ

でした。また、家庭で親から子どもたちがどう

いう話を聞くかということも問題だったと思

います。ドイツでは、先生は複数の教科書から

ひとつを選択することができます。したがって、

先生が歴史についてどういう認識をもってい

るかということが、教科書を選ぶ姿勢につなが

るわけです。 
 日本の教科書については詳しく知りません

ので、判断を下すことはできません。特に、過

去の克服の問題について、他国がこうしたらい

いというように勧めることは出来ないと思い

ます。ただ、歴史の真実が具体的にどうであっ

たかということ、事実がどうであったかをオー

プンにまた直接的にアプローチすることが大

事だと思います。 
 もちろん、ドイツの負の歴史について、間違

いは間違いと、犯罪は犯罪とはっきり言わなく

てはいけない。そして、歴史から逃避してはい

けない。現実を直視していく、そうした姿勢が

大事だと思います。 

 また私たちは、過去の歴史からわが国と難し

い関係にある国々と、お互いにそれぞれの学校

で使われる教科書を共同で執筆しています。共

同で検討することで、どのように子どもたちを

教育していくかということを話し合ってきま

した。例えばドイツとフランス、ドイツとポー

ランドというようにです。この両国はどちらか

といえば、ドイツにとっては常に歴史の中では

敵対国であったわけですから、非常に苦労を伴

いました。意見の衝突もありました。しかし、

お互いに納得できる事実もありました。そうし

た努力をすることが必要だと思います。 
 歴史がどうであったか、事実がどうであった

かを率直に認め、それをみつめることが大事で

す。しかし、ドイツでもすぐにではなく、そこ

にたどり着くまでに数 10年の時間が経過した
ということをつけ加えたいと思います。 
 

河野（毎日） 大統領が昨日、早稲田大学で行

った講演についてお聞きします。 
 大統領は講演の中で、「日本とドイツが軍事

以外の分野、例えば科学技術であるとか、長い

伝統に基づく文化であるとか、あるいは資産を

活用して、国際社会に貢献することが必要であ

る。そしてそういう貢献において、日独両国が

力を合わせて、手を携えていく可能性がまだ大

いにあるんだ」ということを強調された。つま

り、大統領の言葉を借りれば「ソフトパワー」

というものが、21 世紀の日独に課せられた貢
献の道具であると私は理解しました。 
 もし私の理解が正しいのであれば、日本とド

イツがそうした「ソフトパワー」を生かして、

国際社会に貢献できるのは具体的にどういう

分野でしょうか。 
 
古典的外交手段だけでは不十分 

 
ヘルツォーク まず、私たちは外交の古典的な

手段が使えなくなっている時代に暮らしてい

るということがいえると思います。古典的外交

といったものは形の上では残っていますし、重

要でもあります。しかしコンタクトの取り方に
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いろいろ新しい形が出てきました。例えば、日

独両国の経済交流を考えてみてください。また

文化面での交流を考えてみてください。 
 古典的外交の柱の一つである軍事的な方法

で事柄を解決するのは、もうできないわけです。

まず第一に、日独両国とも、本当に世界的なス

ーパーパワーになるほどまだ大きくはないと

いうことです。また両国ともに、軍事を使いた

くないと表明しているわけです。両国とも、軍

事力を防衛に使うことはあっても、憲法上、攻

撃を仕掛けることはできません。軍事力は防衛

にしか使えない。 
 古典的な外交手段にといったものは使えな

くなりました。特に日独両国にとっては、歴史

的経験から、使えなくなっている部分があると

いうことを、まず考える必要があると思います。 
 こうした状況の中では、他のことが重要にな

ってきます。例えば、国際問題を認識する姿勢

です。もっとソフトな方法で、国際問題の緊張

を解く努力をする姿勢が必要です。敵対する相

手に対しても、そもそも衝突が起きそうなとき

には、開発援助のような方法で問題を解決して

いくこともできるでしょう。 
 まず予防する、それから緊張を解くという方

法で、新しい外交の方法を探っていかなければ

いけないと思います。ガリ前国連事務総長は、

世界政治の中でドイツが責任を引き受けると

いうときに、ドイツ国内での議論が、軍をどこ

に派遣するのか、そしてできれば発砲もしろと

いうようなところにすぐ行ってしまうことは、

非常に残念なことだと言っています。例えば、

すぐに軍事に飛ぶのではなくて、何とか緊張を

解く方法を考える。あるいは衝突を回避する、

予防的な努力をしていくことで、起こり得る衝

突を避けるようにする、そうしたことで信頼を

獲得することができるということです。 
 日本にも、こういう方法をとることを勧める

というのではありませんが、これが私の考え方

です。 
 
長谷川（日経） ロシアとの関係についておた

ずねします。ドイツはロシアとの付き合いが非

常にうまいので、戦後処理ができたと思います

が、日本はロシアとの付き合いがそれほどうま

くないので、まだ戦後の解決ができていません。

ロシアとうまくやるために、大事なことは何か

を教えてください。 
 
再び鉄のカーテンを作ってはいけない 

 
ヘルツォーク ひょっとすると、その秘密は、

領土問題がロシアとドイツの間にはないとい

うことかもしれません。もちろん、どちらかと

いえば両国は親近感をもち仲良くやってきま

した。しかし、第一次世界大戦、第二次世界大

戦といった経験がありましたし、ロシアと何の

問題もなかったということではありません。 
ＮＡＴＯ拡大で、恐らく最も重要なことは、

ＮＡＴＯの東側の国境に、新しい鉄のカーテン

とか塹壕といったものができないようにする

ことだと思います。そのためには、どうしたら

いいのか。“鉄のカーテン”がなくなったのに、

新しい鉄のカーテンを数百キロ東へ移動した

ということがないようにしなければならない。 
 ここ数年、ＮＡＴＯ拡大で、東側の国を加盟

させるということが議論されてきましたが、同

時に、どうやってロシアとの信頼関係を構築し

ていくかということも大きな問題だったわけ

です。 
 いま、ロシアとの間でＮＡＴＯ拡大を協議し

て、どのように解決していくかということが、

ドイツにとっての課題です。最近、ロシアの中

でも、ＮＡＴＯは攻撃的性格をもつ同盟ではな

いという声が起こってきています。平和的な同

盟であって、同じ価値観や政治制度をもつ同盟

である、と。そしてＮＡＴＯは攻撃を受けない

かぎりは、自ら攻撃をしかけるものではないと

いうこともロシアの中で新たに認識されてき

ていると思います。 
 

ヒールシャー（南ドイツ新聞） 橋本首相との

会談について、具体的な内容を教えていただき

たい。また、ドイツの政治家、例えばシュミッ

ト元首相、ゲンシャー元外相などはときどき訪
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日していますが、どちらかと言えば、ドイツの

政治家の日本に対する関心はあまり高くない

と思います。ドイツの政治家の日本に対する関

心を上げる方法が何かあるでしょうか。 
 
公式訪問のあり方も変わる 

 
ヘルツォーク まず、いまの分析が正しいかど

うかは、私は分かりません。つまり、首相ある

いは外務大臣がたびたび日本を訪れておりま

す。またいまの点は正しいのかもしれませんが、

ここでも、やはり外交の在り方というのが、ど

んどん変わっているということを見なければ

なりません。 
 ヨーロッパではいま、お互いの公式訪問とい

うのが従来通りの形で続けられるべきかどう

かについて議論があります。こういう例をあげ

ましょう。ポーランドのクワシニエフスキー大

統領とは今年もう５回も、ドイツあるいはポー

ランドではなくて、いろいろな場所で会うとい

うケースがでているわけです。例えば賞の授与

式あるいは葬儀といったところ。また、Ｇ７や

欧州首脳会議、ＡＳＥＭといったところで会う

機会もたくさんあるわけです。 
 私の経験からいいましても、これがあるいは

「ソフトパワー」ということで理解できる手段

ではないかと思います。 
 相互訪問も、このように変わってきている状

況をみなければいけません。もう一言付け加え

させていただければ、連邦大統領としてお招き

いただければ、しばしば日本に来たいと思って

います。 
 橋本総理との会談の内容ですが、国連常任理

事国入りの問題について話しました。その次に

欧州通貨同盟の問題がでました。もちろん総理

は大変よく事情をご承知でした。それから総理

にとっても、私にとっても大事だと思われる、

両国の高齢化の問題について話がありました。

私が総理にお願いしたことですが、資料があれ

ばぜひいただきたいということを申しました。 
 社会保障のやりかたは日本とドイツでは形

が違っておりますので、そう簡単に他国の解決

方法を導入することはできないと思います。け

れども、どちらの国もそれぞれ、この難しい問

題に対して、どうやっていこうかと考えている

わけで、お互いの事情を知ることは非常に役に

立つことだと思っています。 
 
韮沢（日経ＯＢ） 大統領は、ドイツの企業が

日本において大きなチャンスがある、特にドイ

ツの中小企業は日本で歓迎されるだろうとお

っしゃっていますが、具体的にはどういうこと

でしょうか。 
 
ドイツの中小企業の生きる道 

 
ヘルツォーク 私は経済の専門家ではありま

せん。しかし、いろいろな中小企業の方々、日

本に進出していらっしゃる方々と会って話を

うかがいました。そうした中で、一般的に申し

あげられるのはこういうことだと思います。 
 ドイツの中堅企業にとって、これは日本でも、

他のヨーロッパの国でも同じだと思いますけ

れども、大事なことが二つあるわけです。一つ

は製品を大企業に対して納品していくという

こと。これが一つの大事なポイントで、一般的

に中堅企業が、彼らの製品を確実に販売してい

くための道であるわけです。 
 もう一つは、大企業があまり大きすぎて対応

できないような細かいところに対応していく

ということ。これも中堅企業の生きる道だと思

います。日本でドイツの健康靴がよく売れてい

ることが、その良い例だと思います。これは、

ドイツが経験した中から生まれた、中堅企業が

まさにできることだと思っています。すなわち、

大きな市場の中ですき間を探していって、大企

業が進出しないところで成果をあげていく。こ

うしたすき間に対しても、必ず需要があるわけ

ですから。 
 ちょうど２０年前のことですが、ドイツの繊

維産業が香港や台湾、特にフィリピンの圧力を

受けたときがありました。そのときに国内の繊

維産業について大変心配したわけですが、繊維

産業はすでに部分的に、製品を転換していまし
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た。つまり、彼らは香港で売れる製品をつくる

という体制に変えていた。香港で需要があった

もの、高品質の繊維製品といったものをつくっ

ていたわけです。このような方針が、ドイツの

中堅企業の未来だと思っています。 
 
岩脇（共同）国連の常任理事国入りの問題です

が、日本とドイツ以外でも、例えばブラジルな

どが名乗りをあげています。大統領としてはい

くつぐらいの国が、新しく国連の常任理事国に

入るのが適当であるとお考えですか。 
 
地域代表の常任理事国入り 

 

ヘルツォーク 何カ国が新たに加わるかの問

題につきましては具体的な意見はありません。

これは連邦政府の所管事項です。私としては、

そこで出される数字が正しいものであろうと

しか申しあげられません。 
 世界には“地域”というものがたくさんあり、

それぞれ外交の分野で重要な役割を果たして

いるわけです。私としては、ラテンアメリカや

アフリカなどの地域がそれぞれ安全保障理事

会に参加すべきであるという基本的な考え方

はもっています。 
しかし、困難な問題もあるわけです。日本と

ドイツが参加する場合も当然ですが、特別な責

任というものが付随します。日独以外の例えば

ラテンアメリカやアフリカで、どの国が真に地

域を代表し、参加する資格をもっているかは、

それぞれの地域に任せなければいけない。 
 いまは、具体的な提案が出てくるかどうかを

待っているわけですが、それが簡単ではないと

思っています。ただ、何らかの形での合意とい

うのはあり得る。国連の総会議長であるマレー

シアのラザリ氏は、それぞれの地域が参加しな

ければいけない、また、それぞれの地域全体を

代表するような形で代表国が出てこなければ

いけない、ということをおっしゃっています。 
 
森（読売）ロシアについて二つ質問します。冷

戦終結後の世界秩序の中にロシアをどう位置

づけるかは先進諸国にとって大きな問題とな

っています。そうした文脈の中で先日、アメリ

カとロシアの首脳会談において、Ｇ７いわゆる

サミットを８ヵ国にすることで合意しました。

大統領はこの決定をどのように評価しますか。 
 二点目は、日本は領土問題という特殊な問題

を抱えているわけですが、ドイツの立場から、

ロシアを世界秩序の中で位置づけるうえで日

本にどういう役割を期待しますか。 
 
ロシアは無視できない 

 
ヘルツォーク 非常に難しい問題ですが、冷戦

後、ソビエトが崩壊したとはいえ、ロシアは大

国です。もちろん以前よりは弱くなりましたが、

非常に大きな国であるわけです。地図を見れば

すぐ分かることですし、経済的に大きな困難を

抱えているとはいえ、大国であるという事実に

変わりはない。 
 私は、ソ連が崩壊し、もちろん小さくなり、

大きな経済的問題があっても無視してはいけ

ないと常に言ってきました。Ｇ８にすることは

多分正しい判断だと思います。 
 領土問題については知識が乏しく、コメント

できません。また、私の立場上、自分の国では

なくて別の国で、二つの別の国の政策について

発言することはできません。日本政府に対して、

何かこうした方が良いなどとアドバイスもで

きませんので、ご理解いただきたいと思います。 
 

文責・編集部 

通訳・桑折千恵子、中山純 

 


