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司会＝倉重篤郎 日本記者クラブ企画委員

（毎日新聞編集編成局専門編集委員） きょう

は、ドイツの「デア・シュピーゲル」誌のワー

グナー東京支局長に来ていただき、お話を伺い

ます。 

ワーグナーさんは日本で特派員を長くお務

めでしたが、ことしを潮に、ドイツに帰国され

ます。これまで日本で取材したことや、中国と

インドでも特派員経験がおありなのでアジア

の中での日本という観点からも、日本を去るに

あたって言いたいことを全てここで言ってい

ただくという趣旨で、この会を設けました。 

ワーグナーさんの略歴をご説明します。1959

年生まれ、59 歳です。ドイツ北部キール近く

でお生まれになり、フライブルク大学で博士課

程を修了されています。 

明治の外交史――当時から日本に関心があ

りまして――が専攻科目で、博士論文は「日清

戦争までの日本の対アジア政策」がテーマでし

た。 

その後、日本への関心が高くなり、まず 1990

年、多分バブルで日本の経済が世界で非常に注

目を浴びたころだと思いますが、ドイツ経済通

信社が東京支局を開設し、初代の支局長になら

れました。その後一時大学に戻って勉強された

のですが、またシュピーゲルの東京特派員の話

が来て、大学に残るか特派員になるか迷ったそ

うですが、結局特派員の道を選ばれました。シ

ュピーゲルの東京特派員として 1995 年から

2004年まで約 10年間、韓国や東南アジアもカ

バー。2004 年から 2010 年までは勃興する中

国・上海特派員、2010年から 2012年までは北

京特派員、2012年から 2014年まではニューデ

リー特派員、そして 2014 年からまた東京にお

戻りになり今に至っているということです。 

長らく当記者クラブの企画委員も務めてい

ただいた親日派ジャーナリストです。日本語も

堪能ですので、きょうは日本語でお聞きしたい

と思います。 

まずワーグナーさんから短くスピーチをし

ていただきます。その後対談形式で話を聞き、

皆さんからの質問を受けて、全体で 1時間ぐら

いで終わらせたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

ヴィーラント・ワーグナー シュピーゲル誌東京

支局長 ありがとうございました。ただいまご

紹介にあずかりましたワーグナーと申します。

きょう、この場を設けていただきまして、本当

に光栄です。 

私は、90 年代初めから特派員としてアジア

を取材してきましたけれども、いろんな分野の

方にお会いすることができました。そのとき、

自分が常に質問する立場でしたし、その後で一

人で机に向かって記事を書きました。その意味

で、きょうはこういう形の囲む会で、いろいろ

質問されることにはあまりなれていないので、

どこまでお役に立てるか、満足できるようなお

話ができるのか、ちょっと不安です。しかし、

非常におもしろい時期に日本とアジアを取材

することができたことは確かです。 

先日、シュピーゲル本社のお別れ会もあって、

言われたのは、いまの時代に、こんなに長く、

一人の特派員として一つの地域を担当できる

のはもうあまりないということで、その意味で

も非常に幸運だったと思います。 

日本のバブル時代から、中国の大国としての

台頭を経て、いまのトランプ政権のもとでの混

乱まで、大きな流れをみることができました。 

しかし、自分が日本あるいはアジアにいれば

いるほど、いろいろわからなくなってしまった

気もします。いまの日本とアジアは、歴史的な

過渡期にあるのではないかと思います。 

日本は、台頭する中国と、同盟国のアメリカ

の間で、板挟みになって、新しい役割を探らな

ければならない状況にあると思います。 

しかし、地政学的な面だけではなくて、経済

的な面でも、社会的な側面からも、いろいろ過

渡期にあるので、将来どうなるのかは誰も予言

できないので、特にジャーナリストの場合は予

言者ではないので、私もそれはできないと思い

ます。 

いまの日本の総理は、戦後レジームから脱却

とうたっていますけれども、彼は、その変わり

得る新しい体制、あるいはどういう国をつくり
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たいのか、実は彼自身にもわからないのではな

いかという印象があります。 

歴史というのは、表面的に変わったとしても、

あまり変わらない基礎的な要因もあります。私

の日本とのかかわりが始まったのは 80 年代で

す。バブル時代でした。大学で日本史を専攻し

て、明治初期のアジア外交についての博士論文

を書きました。テーマは「日本の膨張主義の思

想的な基礎」でした。 

特に関心があったのは、琉球処分、台湾出兵

と征韓論、それについての政治的な議論とその

意思決定のプロセスでした。 

それでわかったのは、当時の明治日本にとっ

て近隣諸国はただのバッファーゾーンにしか

すぎなかったし、日本の近代化によって生じた

社会的な矛盾と緊張を外にそらすための緩衝

地帯だったんじゃないかということです。もち

ろん歴史は同じように繰り返すわけではない

んですが、最近の沖縄問題、そして日韓関係と

日中問題をみますと、いまでも構造的に似たよ

うな状況が続いているのではないかと思いま

す。 

しかし、以前に比べれば大きな違いもありま

す。昔の日本は前向きに将来に向かっていたの

に対して、いまの日本は高齢化社会ですし、あ

らゆる面で後退していると思います。 

その意味で、私は日本を少し悲しい気持ちで

離れていきます。 

以上、私の簡単な挨拶です。 

司会 ありがとうございました。 

では、私のほうから少しずつお聞きします。 

今回、特派員生活を終わられるにあたって書

かれた著書のタイトルが、日本語に訳すと『日

本－威厳ある下降』。ドイツ語で何というのか

わかりませんが、9月に出版されたわけですね。 

ワーグナー そうです。 

司会 この本は、どのような中身で、どのよ

うな趣旨で書かれたのですか。 

ワーグナー 基本的に、私はいま、高齢化し

ている日本を、ある意味でドイツにとっての反

面教師としてみて、ドイツの読者に向かって警

鐘を鳴らしたかったので、つまり、ちゃんと改

革しないと、こういうふうになるぞという形で

……。 

司会 どういうふうになっちゃうんですか。 

ワーグナー 実は、皆さん、私よりいろいろ

ご存じだと思うんですけれども、基本的には、

ドイツと日本は構造的にいろいろ似ているん

ですね。 

ただ、日本は、高齢化の側面で先輩になると

思います。私も今回 10 年ぶりに日本に帰って

きたときに、ちょっとショックを受けたのは、

例えば地方に行くと、いかに疲弊しているかと

いうことです。あとは介護状況とか、貧困の格

差とか、自分が思ったより、すごく早く進んだ

ということです。自分の頭の中では、まだ最初

に日本に来た 80 年代のバブル時代、つまりそ

の当時は、ドイツからいろんな政治家と企業家

が日本にいて、日本を模範にしようとしたわけ

ですし、今回は、こんなに早くいろいろ疲弊し

て、実はあまり対策がとられていないんじゃな

いか。つまり、実際は地方を切り捨てているん

じゃないかということを心配しているので。 

司会 それで、decline（下降）でも dignity

（威厳）があるというのはどういうことなんで

しょうか。皮肉ですか。 

ワーグナー 申しわけないですけど、確かに

ドイツ人がそれを聞くと皮肉に聞こえるので、

つまり、日本人は礼儀正しいイメージがあるん

ですね。ですから、最後まで表をきちんと保ち

ながら、実は中はもう結構ボロボロという感じ

で……。 

司会 ワーグナーさんは日本の政治ウォッ

チャーとしても結構長くみてきたんですね、こ

の 30 年来。で、いろんな流れがありましたけ

れども、いま安倍政権が一応 9 年、10 年やる

かもしれないという本格政権ですよね、この安

倍政権のウォッチングをずっとされてきて、い

ろんな感想を持たれていると思うんですね。 

まず、安倍昭恵夫人に取材したことがありま

すね。それをお話しいただけますか。 

ワーグナー 2015 年の 2 月に取材しました。

ちょうどその前に、安倍総理は「女性が輝く社
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会」というスローガンを打ち出して、それがか

なり注目されていました。その関連で、奥さん

もいろんな発言をして、例えば「家庭内野党」

とか、あと原発反対に聞こえるような発言もし

たので、ぜひともお会いしたいと思って、それ

で申し込んで、特に、居酒屋も開いたので、ぜ

ひとも居酒屋で取材させてほしいということ

で、そういうことも条件なしで受け入れてくだ

さったので、そこでお会いしました。 

司会 どういう印象を持たれました。実際話

してみて。 

ワーグナー すごくいい印象でしたね。つま

り、結構進歩的で、開放的な、モダンな印象で

した。 

それで、普通の政治家の奥さんとかなり違う

イメージでしたので、いろんな、結構深い話も

できました。例えば、日本の民主主義について

とか。地方で行われている高校生のプロジェク

トを紹介してくれました。３・１１の大地震の

後に大きな防潮堤を作る国の計画があり、これ

に対してそれが環境、防災面で地元にとって本

当にいいのか、という議論でした。学生たちが

主婦たちとも議論していました。草の根民主的

ですごいなと僕は思いましたね。旦那さんがや

っていることとちょっと違うんじゃないかと

いう印象も受けました。 

そこまでは、進歩的な意見を持っている方で

すので、多分旦那さんもそんなに悪くないんじ

ゃないかと思いましたので……。 

司会 思ったけども……。 

ワーグナー ただ、いまみますと、こんどの

内閣には女性が一人しか入らなかったという

ことで、「女性が輝く社会」が結構薄まってき

たという感じがします。それだけじゃないです

よ、アベノミクスとか、当時に打ち出された政

策もそうだと思うんですが。 

司会 基本的には、最初、経済通信社にいら

っしゃったから、経済がある意味では関心が…

…。 

ワーグナー そうですね、シュピーゲルに入

ったときにも、私は最初は経済ニュースの仕事

をしたんです。橋本龍太郎首相時代の日米の自

動車摩擦とかでしたので、結構そのほうにみん

な関心を持ったのでした。 

ただ、あとは完全に外交とか、いろんなこと

をやって、特にうちの場合は、正直言いますと、

日本の政治にはあまり関心がなかったので、日

本人はどういうふうに暮らしているのか、どう

いう悩みを抱えているのかとか、そういうこと

のほうにみんな興味があって。私自身も日本で

いろんなところに行って、普通の人と会って、

いろんな話を聞いて取材できたのは一番よか

ったと思います。 

司会 経済の話に戻すと、書かれた本も基本

的には経済の下降の話ですよね。日本の経済と

いうのをバブルのピークから現在まで、「失わ

れた何年か」という言い方をしますけれども、

ここの流れをどう総括されますか。どうすれば

よかったというようなお考えはありますか。 

ワーグナー 日本は、実は右肩上がりの経済

成長は 70 年代にピークに達したわけですね。

その時点では、日本が直面した課題は次のステ

ップをとって、大量生産を卒業して、もうちょ

っと高度なＩＴとか、付加価値の高い生産のほ

うに移すべきだったと思う。 

司会 切りかえるべきだったと。 

ワーグナー はい。それは生産とか企業のレ

ベルだけじゃなくて、教育の面でも、高校教育

とか、大学教育の側面でもやるべきだったと思

うんです。これまでのシステムをずっと保って

きたわけですね。 

一番わかりやすい例だと思うのは、いつもび

っくりしているのは、みんな同じ時期にリクル

ートスーツを着て就職するということです。こ

れはやっぱり先進国にはふさわしくないんじ

ゃないかと、いつもそう思うんですね。社会主

義的な印象を受けるんですけれども。それを克

服できなくて、ずっとこれも保って、人材も育

てることができなかったわけですね。 

つまり、いまの時代には、特にアメリカと中

国と競争するために、自分独自の発想がないと

生き残れないので。 

特に中国とインドに行ったときにびっくり

したのは、学生たちはすごく堂々と自分たちの
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意見を述べるんですね。中国は独裁国家にもか

かわらず、結構みんな自分の意見をしっかりし

ゃべっている。目的も持っているんですけれど

も、日本の場合は、私もいろいろ大学で講演を

やったりしたんですが、結局、「わかんない」

とか、選挙に行かないとか、そういう方が多い

ですね。 

あと、外国に興味がない。外国に行かない。

私が学生だった時代には、日本人の留学生がた

くさんいました。でも、いまはほとんどいなく

なってしまったと聞いています。 

その意味でも、いろんな改革をすべきだった

んじゃないかと思うんです。 

司会 いまおっしゃったのは、産業構造の転

換、そういう付加価値の高い分野への移行がお

くれたのと、それから学校教育も旧態依然で、

若い人が育ちそこなっているというお話です

ね。 

その二つの部分をドイツと比較すると、どう

ですか。 

ワーグナー ドイツでは、もともと教育は日

本と違って、子どもを結構大人扱いするんです

ね。小さいときからやるんです。例えば、保育

園児に対して、日本のお母さんたちは子どもと、

子どもの言葉で話すんですね。ドイツの場合は、

結構みんな普通の大人の言葉で論理的に話す。

それがまず違う。 

そして、60年代後半、あるいは 70年代初め

あたりには、18 歳の青年たちに選挙権を与え

たとか、日本は 2年前の参院選で初めて適用さ

れたと思います。その意味でもちょっと違う。 

あと、高校教育の場で、有権者だという主権

者教育をやるんですね。選挙がいかに大事だと

か、自分が社会に貢献する義務があるという意

識を育てるわけですけれども、日本の場合は、

むしろ政治は学校ではあまり勉強されていな

いんじゃないかと思うんです。それは基本的に

違うと思います。 

司会 産業構造の転換のほうは、ドイツとど

う違いましたか。 

ワーグナー 結構日本と似ています。構造的

にも似たような問題を抱えています。 

ただ、違うのは、ドイツは 2000 年あたりか

ら構造改革、「アジェンダ 2010年」という大き

な改革を行って……。 

司会 シュレーダー首相時代ですね。 

ワーグナー シュレーダー首相がそれをや

って、彼は、そのためには再選されなかったわ

けですね。だから、やっぱり痛みを伴う改革を

勇気を持ってやろうとする人は再選されない

んですけれども。そのおかげで、メルケル首相

はその政策、改革によってずっと経済はうまく

いって、その業績の恩恵を受けたわけです。 

彼女自身はあまり改革を行いませんでした。

ただ、シュレーダー首相のおかげで、すごくう

まくいきました。 

司会 そういう延長線上でみると、日本のい

まのアベノミクスという政策、これは「異次元

緩和」というのは非常に特徴的なんですが、こ

れはどう評価されますか。 

ワーグナー これは本当にバブル時代から

日本がずっとやってきた処方箋です。お金をあ

る意味でばらまいて、借金に頼って、それで問

題を将来に回すという、先に送らせるというよ

うな感じですよね。つまり、痛みを伴う改革を

やらない。 

例えば、一番いい例だと思うのは、日本人が

大嫌いな消費税のことですけれども、ドイツの

場合は、19％になっています。ともかくすごく

どんどん高くしましたが、日本の場合は何度も

それが先送りされた。そういうことはやるべき

だったと思うんですね。 

司会 ドイツ人と日本人で一番違うのは、財

政に対する感覚。日本人は先送りしても全然大

丈夫なんです、というか、モラル面で……。 

ワーグナー よく原因として言われている

のは、ドイツ人はハイパーインフレを体験した

ということ。 

司会 経験したから。 

ワーグナー ただ、実は日本人も戦後、ハイ

パーインフレを経験したわけですけれども、で

も、日本の場合はすぐに忘れちゃったみたいな

ので……。 
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司会 それで、また日独比較の延長線で言う

と、民主主義のあり方、政治のあり方について

も違うというご指摘ですけれども、どう違いま

すか。 

ワーグナー 多分、根本的な違いは、戦後あ

るいは戦争に負けたことは、ドイツ人はそれを

解放として受けとめているんですね。50年代、

60 年代にはそうではなかったと思いますけれ

ども、いまは、政治的なコンセンサスは、ドイ

ツ人にとって、ヒトラーとかナチス政権からの

解放だったということ。 

ただ、日本の場合は、「降伏」という言葉も

使わないで、ただ「終戦の日」とか、そういう

ほうに……。あと、戦争は根本的にそんなに悪

くなかったんじゃないかという考えを持って

いる方も結構いると思うんですけれども、その

戦争に対する考え方が根本的に違うと思うん

です。それによって、戦後に作った社会とか政

治システムも違うんですね。 

民主主義というのは、ドイツではプレゼント

としてもらったという感じで、それを生かさな

ければならないというか、それを生かす義務も

あるという考えを持っていると思うんです。そ

れに対して日本の場合は、民主主義に対して、

ある意味で、もらわなくてもよかったお土産み

たいなことで、アメリカに押しつけられたと言

う。とにかくあまり元気な民主主義ではない。 

司会 元気ではない。 

ワーグナー つまり、儀式的な……。 

司会 形式的な？ 

ワーグナー そう、形式的で。例えば日本の

ニュース番組をみますと、いろんな国の審議会

が何か会議をやっても、実はもう中身がすでに

決まっている。最後は首相に報告書を渡すので

すが、実はもう誰かが決めている。 

司会 役人が根回しして終わっていると。国

会でも出て来た法案はすでに与党の了承を取

っており修正の余地がない。 

ワーグナー そう。あれは違うと思うんです

ね。ドイツの場合は、いろんな委員会審議の過

程で、法案を変えることもできるので、最後ま

で議論する。結構激しく議論するわけです。 

もちろん国民性もあります。ドイツ人は議論

が好きで、それは日本とちょっと違います。 

司会 あと、デモとか集会でも違いがありま

すか。 

ワーグナー デモも違いますね。例えば原発

ですが、私の学生時代からずっと市民による反

原発デモがありました。最近は、右翼に対して

市民がデモを行うこともしばしばあるのです。

ドイツ人には、普通の市民が町に出て行って自

分たちがこれまで作り上げて来た社会的安定

は自分たちが守らなければならないという意

識があります。これはちょっと日本と違うと思

うんですね。 

日本の場合は、何か上に従うとか、そういう

発想のほうが強いんじゃないかと思うんです

が。 

司会 先ほどちょっと出てきた、アメリカと

の関係ですけれども、日独両方とも敗戦国とし

てアメリカとの関係を戦後また一からつくり

始めたんですけれども、日本が、アメリカのプ

レゼントとしても民主主義を生かし切ってい

るかどうかということ。 

それから、どうも安全保障面でおんぶに抱っ

こ状態があるがゆえに、自立的な政策運営がで

きていない部分があるんじゃないかというよ

うなことを、日本人ですら思っているんです。

戦後の出発点は似たようなものだったと思う

んですが、どこでドイツとの違いが出て来たの

でしょうか。 

ワーグナー 多分、一番大きな違いは、日本

の場合は占領国はアメリカ一つでしたね。ドイ

ツの場合は、四つでした。フランス、イギリス、

ソ連とアメリカでしたので、その意味で、日本

の場合は、アメリカ様ばっかりみていた。そう

いうような構造はドイツの場合はなかったん

ですね。 

司会 占領体制ね。 

ワーグナー 占領体制がまず違った。にもか

かわらずアメリカはもちろん大きな存在でし

たし、いままでそうでした。 

ただ、アメリカに対する憧れは結構あったん

ですよね。日本にいてわかってきたと思うのは、
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日本の場合、人種が違うという側面も入ってい

ます。そのことはドイツの場合は問題なかった

ので、結局、アメリカが結構好意的にやってく

れるとか、そういう感じでした。それで、みん

な音楽とかアメリカのソフトパワーに憧れて、

アメリカは絶対守ってくれる、そういう発想を

持っていたんです。けれども、最近は、トラン

プ政権になって、これは著しく変わってきて、

メルケル首相は、我々はもう今度は自分の力で

やらざるを得なくなると言い出したので、実状

は認めて、アメリカもあまり信用できなくなっ

てしまったということで、それは大きな変化だ

と思います。 

司会 トランプによって、そうなっている。 

ワーグナー ええ、トランプによって。 

オバマ時代までは、本当に価値観の共通認識

もあったんですけれども。ただ、急にこんなに

いろいろ敵対的に言われているので、それはド

イツの政界にとって大きなショックです。 

司会 そのトランプ的な自国ファースト的

な世界の趨勢と、メルケルさん的なリベラルな

姿勢の中で、トランプ的なものが強くなりつつ

あるという感じ、いまのヨーロッパの各国をみ

てもそんな感じがするんですけれども、その辺

はどんなご印象ですか。 

ワーグナー そうですね。確かにドイツもこ

れから一からいろいろ考え直さなければなら

ないと思います。 

幸いＥＵがあるんですけれども、ＥＵもいま

問題だらけですし、ただ、ＥＵしかないので、

その意味で、ＥＵを強くして、それでアメリカ

と中国と対等で外交を行うようにしなければ

ならないわけです。 

ただ、メルケル首相は、ご存じのように、非

常に弱くなってしまったし、あと彼女はもとも

と自分のビジョンを打ち出すような政治家で

はないです。彼女は静かで、何も説明せずにい

ろいろ管理しているとか、状況の危機管理とか、

それは上手なんですけれども、いまヨーロッパ

に必要だと思うのは、前向きにビジョンを打ち

出す政治家ですね。 

マクロン・フランス大統領は、それを独自で

いまやっているんです。でも、ドイツなしでは

できないので、その意味で、ドイツの政治家は

いま彼をひとりぼっちにさせているので、ちょ

っとかわいそうな面があるんです。 

いまドイツとフランスが協力しない限り、本

当にＥＵは危ないと思います。 

司会 メルケルさんの後というのは、どなた

かいらっしゃるんですか。 

ワーグナー いま党内で、キリスト教民主同

盟の中で 3 人が競い合っているんですけれど

も、ただ、本当にその器のある人がどこまで出

てくるのか、ちょっと不安ですね。3人の候補

者の中でも、ヨーロッパの将来のためのすごい

ビジョンを持っている方はいないんじゃない

かと思います。 

司会 先ほど、日本のこれからの生き方とし

て、米中という二大国に囲まれて、これまでは、

どちらかというとアメリカにくっついていけ

ばよかっただけのような気がしますけれども、

新しい役割が求められているというお話があ

ったんですが、その辺はどんな役割が求められ

ているとお考えになっていますか。 

ワーグナー 日本の立場は非常に難しいと

思うんですね。ですから、首相は誰が務めても

非常に困ると思うんですが、超大国として台頭

している中国とアメリカの板挟みになって。た

だ、いまの政権がやってきたようなことでは、

ちょっと日本は危ういんじゃないかと思うん

です。 

つまり、もっと積極的に近隣諸国との外交で

いろいろやりとりしないとだめだと思うんで

す。特に韓国に関しては、それは言えていると

思うんですね。 

韓国は自分の取材範囲ですので、しょっちゅ

うソウルに行っているのですが、二つの国がこ

んなに仲が悪いのは本当にもったいないと思

います。私も韓国人に向かって、同じようなこ

とを言っているんですけれども、本当にいまの

日本の政界は、ただの韓国嫌いという印象を受

けるんですが、本当に深い意味で、和解の努力

をしない限り、日本も損しますね。 

日本にとって、明治時代以前から、ずっと朝
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鮮半島を無視することはできないので、そこと

仲良くしないとだめですね。もちろん、日本に

とって外交の範囲とか、非常に限られているん

ですけれども、ただ、韓国の文在寅政権をみま

すと、そこも実は同じように大国の間に板挟み

になっているんです。それでも一生懸命仲介者

の役割を果たそうとしている。ある意味で、上

手にトランプ政権を操って、自分たちのやりた

い対北朝鮮政策をいま進めているんですね。 

ですから、それは日本もちょっと模範にして

もいいんじゃないかと思うんですね。 

それは一つの例だけで、中国に対しても、い

ろんな、例えば政治家のレベルだけじゃなくて

も、市民のレベルでもどんどんいろんな交流を

進めるべきだと思います。例えば安倍さんが靖

国神社を参拝した時期もあったし、その後はか

なり交流がなかったわけですよね。だから、そ

ういうことはもうやらないほうがいいんじゃ

ないかと思います。 

司会 わかりました。 

 

◆ 質 疑 応 答 ◆  

 

司会 では、会場から質問を受け付けますの

で、質問してください。どうぞ。 

質問 日本と韓国との関係について、ドイツ

のメディア一般がそうですが、日本が戦争、い

わゆる植民地支配について反省や謝罪をして

いないし、きちんとした補償もしていないので

日韓関係が悪いのだという言い方をしていま

す。2015 年年末の従軍慰安婦に関する合意や

この前の元徴用工の判決等がありましたが、そ

のようなことが起きても、やはり日本が悪いか

ら日韓関係がよくならないと依然としてお考

えでしょうか。それが一つ。 

もう一つは、さきほどの話で、日本とドイツ

を比較して、確かに日本の場合、少子高齢化が

進んでいて、非常に難しい状況になっているこ

とは確かですが、ドイツの場合も、1970 年代

ぐらいから人口が実は減っていて、移民を入れ

たことによって、ようやく人口を維持しました。

ただ、移民導入はいまドイツ社会を分断させて、

多分ワーグナーさんが大嫌いなＡfＤ（ドイツ

のための選択肢）という右の政党も議会に議席

を得るようになっています。ある種の混乱を招

いているわけですよね。 

日本とドイツのどちらが本当にうまくやっ

ているかはなかなか難しいと思いますが、ワー

グナーさんは、日本の没落が先かドイツの没落

が先か、どちらだと思いますか。 

ワーグナー まず最初の質問ですけれども、

日本と韓国はどっちが悪いということより、お

互いに近づかないとだめだと思います、妥協し

て。どっちが悪いというより、心からの過去の

処理が必要だと思います。 

例えば、この間の慰安婦に関する合意は、あ

れは結局、本当の反省より、この問題は何とか

終わらせたいという気持ちが明らかにその前

にあったと思います。ただ、歴史というのは終

わらないものだと思います。もちろんドイツ人

として、それに関して偉そうなことは言えない

のですが、ただ、ドイツもたくさんの国と、ポ

ーランドとかギリシャとかと同じような問題

を抱えています。その意味で、歴史の問題は永

遠に終わらないと思うんです。だからこそ、常

に改めて反省の気持ちを強調するしかないと

思います。あと、それを言葉だけじゃなくて、

いろんな交流の面でも生かさなければならな

いと思います。それしか言えないのですが。 

ですから、どっちが悪いというより、仲良く

するためのお互いの努力は本当に必要だと思

います。 

いま日本と韓国は、両方ともその努力は十分

にやっていないんじゃないかと思うんです。例

えば、加害者が謝ったときに、それを受けとめ

てくれる被害者も必要なので、その意味で、ド

イツが幸運だったのは、フランスがそれを受け

入れてくれて、ほかの国も受け入れてくれたこ

とは非常によかったと思います。でなければ、

和解もうまくいかないです。 

その意味では、日本と韓国と中国の場合は、

非常に難しいと思うんですが、だからといって、

相手にしないのは解決策じゃないと思います

ので、努力を絶対続けてほしいと思います。 



9 
 

2番目の移民のことですけれども、確かに私

も自分の故郷の町、北ドイツの小さな町で、人

口は 2万 3,000人ですが、子どものころには外

国人が一人もいなかったのです。ちょうど先週

行ってきましたが、いまはもうたくさんいます。 

ただ、ドイツの社会は、ある意味で移民の流

入によって豊かになってきた側面もたくさん

あります。例えばドイツ人がやりたくない仕事

をやってくれる人もいるし、あとはうちの「シ

ュピーゲル」という雑誌でさえ、私の同僚の中

で、移民が背景にある同僚たちがたくさんいる

んです。若い女性と男性の記者たちとか。彼ら

はまた全然違う観点でいろんな問題をみてい

るので、それによってドイツの文化は本当によ

くなってきた、あるいは豊かになってきたと思

います。 

いまの問題がこんなに大きくなったのは、メ

ルケル首相が 2015 年に、急に、一挙に 100 万

人ぐらい多量の移民を受け入れたことがきっ

かけです。それは特別な状況だったわけですが、

あれからまたすごく減ってきたし、ドイツはこ

んなにお金持ちの国ですから、この問題を解決

できなければ、もう何も解決できないと思いま

す。 

確かに、いろんな面で本当に大変な状況です

けれども、ただ、その過程で、いろんな手続き

とか、あと警察とか検察とかの当局も、以前は

全然できなかったこと、なかった能力を育てて

いるので、これはドイツにとって必要なことだ

ったと思います。 

つまり、言えるのは、これから移民はどこの

国でも、先進国でも絶対ふえてくると思います。

南半球から北半球からたくさんの移民がこれ

からも来るので。ですから、早めにそれに備え

ている国のほうが状況はいいと思います。 

どっちか没落するというより、ともかく早め

に備えたほうがいいと思います。でなければ、

政治的な困難が起こるので。 

日本の場合は、すごく対応は遅いと思います。

いま急にこの問題を解決しようとしているん

ですけれども、でも、実はもう外国人がたくさ

ん入ってきたのに、これはちょっと遅過ぎるん

じゃないかと私は思います。 

 

質問 ドイツも日本も、おっしゃったように、

どちらも敗戦国ですが、ドイツのほうがはるか

に対米自立という点では進んでいます。 

その理由として、ある日本の評論家が、ドイ

ツは戦略的に、例えばＥＵをつくり、そしてユ

ーロもつくって、その結果、その盟主におさま

ることによって強い立場を得ることができた

というようなことを言っていました。実はこの

主張は私はおかしいと思っていて、ＥＵができ

たのは、かなりの程度偶然といいますか、もと

もと欧州石炭鉄鋼共同体というのがあって、そ

れが欧州経済共同体になり、欧州共同体になり、

欧州連合、つまりＥＵに発展したわけですね。 

つまり、ドイツが戦略的にやったというより

は、ある程度自然の流れで偶然になってきたし、

ユーロに関して言えば、ドイツにとってはむし

ろ全く逆だった。ドイツはマルク圏をある程度

形成していて、それを拡大するつもりだったの

が、東西ドイツ統合を実現するために、マルク

を放棄しろと英仏から言われて、やむを得ずマ

ルクを放棄してユーロを受け入れたというの

が実は現実ですよね。 

ですから、戦略的にやったわけではなくて、

ある意味、幸運な偶然と、嫌なことだったけれ

ども受け入れた結果、それが結果的にはすごく

よかったわけですね。ユーロという名前だけれ

ども、実はそれはマルクと同じようなものです

よね。 

ワーグナーさんもその見方でいいと思いま

すか。 

ワーグナー 私もそう思います。 

実は、ＥＵだけじゃなくて、ＮＡＴＯ（北大

西洋条約機構）も、ほとんどその組織は、ドイ

ツをコントロールするためにできたわけです

よね。つまり、人口も一番多いドイツを何とか

コントロールして、第三次世界大戦を起こさせ

ないようにしようとしたわけです。それがもと

もと。 

あと通貨に関しても、フランスはドイツから

強いマルクを奪いたかったという感じで、それ
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に反対したドイツ人も多かったです。例えばシ

ュピーゲルの設立者のアウグシュタインさん

もすごく反対したんです。ユーロに反対する社

説をたくさん書きました。つまり、これはドイ

ツを弱めるための措置だと警告したんです。で

も、仕方がなかった。つまり、ドイツは統一の

ためにマルクを放棄せざるを得なかったとい

うことは言えると思います。 

 

質問 日本がドイツ並みに対米自立を進め

るためには、どのようなことが必要でしょうか。 

つまり、以前とは違って中国がこんなに大き

くなっていて、おっしゃったように中米の間で

問題が出てきますので、昔ほど単純な問題では

ないと思います。日本は 90 年代の末に一度、

アジア通貨危機の後に、アジア通貨基金（ＡＭ

Ｆ）をつくろうとしたけれど、アメリカと中国

の反対で頓挫した。あれがもし実現していれば、

少なくとも通貨面、経済面ではかなりの程度自

立できたんじゃないかと思いますが、いまとな

ってはそれはもうまず無理ですよね。そうだと

すれば、日本が対米自立を進めるためには、ど

のような道があるのでしょうか。 

ワーグナー いまの状況ではほとんど不可

能だと思いますね。いい道がないと思うし、こ

れは本当にやるべきかどうかということも含

めて。だから、その意味では、日本とドイツの

状況はもちろん違うし、日本はＮＡＴＯもない

し、ＥＵもないし、後ろ楯がないんです。それ

でもやはり、もうちょっと堂々とアメリカ人と

外交のレベルでいろいろ意見交換とかしたほ

うがいいんじゃないかと思います。 

つまり、中身に関しても、どんどんいろんな

案を出してやればいいと思います。 

つまり、ゴルフのクラブを渡すだけじゃなく

て、そういうことより、中身の面で、例えばド

イツが行った東ヨーロッパとの和解政策、旧ソ

連とポーランドとの和解政策も、当時のブラン

ト首相が行った政策に関して、アメリカは最初

すごく反対したんです。批判的にみていたんで

すけれども、ただ、頑張ってドイツはそれをず

っと主張してきた。アメリカもいろんな勢力が

ある。民主党も共和党もある。だから、ある意

味でロビー活動とかいろいろできる。 

中国もそういうふうにアメリカに対してや

っている。日本もそういうことをどんどん積極

的にやれば、もうちょっと行動範囲は広がるの

ではないかと私は思います。 

ただ、基本的には、アメリカに頼らざるを得

ないことは変わらないと思います。 

 

質問 きょうは貴重なお話をありがとうご

ざいました。 

日本での取材経験が大変長いと思います。ほ

かのアジアの国にも駐在されて、取材して、日

本の報道の自由の度合いについて、どのように

お考えか、お伺いしたいと思います。 

毎年、パリに本部がある国境なき記者団が、

世界 180 カ国の報道の自由の度合いについて

ランキングを出します。毎年、北欧諸国を中心

に上位をヨーロッパが占めることが多いので

すが、ことしドイツが 15位だったと思います。

イギリスが 40 位まで落ちて、アメリカがいま

この大統領で 45 位、ちょっと下がり方が少な

いのではないかと私は思うのですが、さらにそ

こから 20カ国ぐらい下に、日本が 67位になっ

ております。この判断はフェアだと思われます

か。ワーグナーさんのご経験を踏まえて、お聞

きします。 

それから、そもそもこの団体が世界 180カ国

で十分な調査をしているのか。、予算面やスタ

ッフの面は十分なのか。記者団という以上はフ

ァーストハンドの直接現地で調査をしたうえ

での判断になっているのか、個人的には疑問が

ないわけではないのですが、この点も含めて、

ご意見をお伺いできればと思います。 

ワーグナー その調査は、具体的にどのよう

に行われているのかは、私も詳細までよくわか

りません。ただ、私も日本の記者の友人から、

しょっちゅう自分たちが書きたいことは、上司

のほうからボツにされて、あるいは誰かが左遷

されたりとか、どこかの田舎のほうに行かされ

たりとか、そういう話もあるので、その意味で、

もうちょっと言論の自由を生かしてほしいと
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いうことは確かです。 

私の前の赴任地である中国に比べれば、日本

は本当に言論の自由の天国だと思うんですが、

日本の問題は、直接上からの弾圧ではなく、マ

スコミの自粛姿勢だと思います。誰も命令をし

なくて、忖度とか自粛とか、そういう形で、自

分たちの第四権力としての自由を生かせてい

ないんじゃないかと私は思います。 

ですから、ランキングというより、これをど

うするのかということだと思います。 

私が直接に取材した問題じゃないんですけ

れども、聞いたのは、森友学園の問題を頑張っ

て取材したＮＨＫの記者が、事実上左遷させら

れて、最終的には退社したという話を聞いてい

ます。そういう話を聞きますと、本当にどこま

で一人一人の記者に自由があるのかという疑

問があるんです。 

あと、ＮＨＫの前の会長の発言もありました

よね。政府が右と言って、うちは左に行けない

とか、そういうような発言だったと思うんです

けれども、ともかく、もうちょっと言論の自由

を生かしてほしい。あと、いつも言われている

記者クラブ制度――日本記者クラブは非常に

貴重な存在だと思います。私も企画委員会に参

加させていただきましたけれども。ただ、いろ

んな組織まで記者クラブが本当に必要なのか、

つまり、その記者はその組織の屋根の下でずっ

といて、エサを与えられるような感じで、情報

をくれることを待つということは、あれはやっ

ぱりよくないんじゃないかと思います。やっぱ

り外から独自の視線で取材してもいいんじゃ

ないかと思います。 

とにかく、そのことが変わればいいんじゃな

いかと思います。 

 

司会 ドイツには記者クラブ制度はないで

すか。 

ワーグナー 例えば警察とか、検察とか、ど

こかの企業にとか、そういう記者クラブはあり

ません。あるのは、ドイツの連邦記者クラブで

す。ベルリンの大きな記者会見を行っている。

でも、それはあくまでもジャーナリストたちが

主催者です。 

 

質問 日本の若い人たちが元気がない、また

外に対して関心がないというお話でした。 

私も大学で教えていることがあって、非常に

その感覚はよくわかるのですが、どうしたらい

いのかということがなかなかつかめません。ど

うしたらいいのか、あるいはどういう刺激を与

えたらいいのか、何かヒントを教えていただけ

ればと思います。 

ワーグナー もちろん、その理由は、国民性

もあります。これはいい面もあるんです。この

社会は非常に調和を重視しているから日本は

暴動とか混乱が起こらない。それはいいことだ

と思うんですけれども、ただ、学校のときから、

あるいは幼稚園の時代から、自分独自の意見を

言うこと、あるいはそれを求めること、育てる

ことが大事だと思います。 

政府がいま愛国主義の教育にも力を入れて

いるんですけれども、独自の個性に育てるため

の努力も必要だと思います。 

例えば、自分の意見をどういうふうに述べた

らいいのか、あるいは生徒たち同士を本当に議

論させたりとか、それに力を入れるべきだと思

います。 

あと、自分が所属するグループと違う行動を

とっている人をいじめるとか、あるいは排除し

ないで、かえってそういう人たちにご褒美を与

えたらいいんじゃないかと思います。 

日本は教育政策の面で力を入れるべきだと

思います。 

質問 ドイツとは違いますか。 

ワーグナー 違います。非常に小さいころか

ら、自分の意見を先生のほうからも求められる

わけです。ですから、いろいろ暗記するより、

自由に議論させたりして、それによって、とも

かくいろいろ自分たちにやらせるとか、生徒同

士でいろいろプロジェクトを組ませたりとか、

そういうことは日本より多いんじゃないかと

思います。 

ですから、それを本当に思い切って政策目的
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にしない限り、日本の競争力はちょっと危ない

んじゃないかと思います。特にＩＴとか、そう

いう分野は独自の発想でしか勝てないので。 

司会 ありがとうございました。 

では、ここで終わりにしたいと思います。 

ワーグナーさんがドイツ語で書いていただ

いたクラブへのメッセージです。 

ワーグナー  「 Kein Fortschritt ohne 

Meinungsfreiheit」。日本語で「言論の自由な

くして進歩なし」という意味です。それはとも

かく、明るい意味で、日本記者クラブにも言論

の自由のために頑張ってほしい、ということで

書きました。 

司会 ありがとうございました。 

ワーグナー ありがとうございました。（拍

手） 

文責・編集部 

 


