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ドイツ史叙述の方針転換

新著紹介（２０２１年１０月）

今野元『ドイツ・ナショナリズム』（中公新書）

「どうしてドイツ連邦共和国は欧州指導国になったのか？」

・ドイツ史研究はいつまでも「過去の克服」「ナチズムの前史

・後史」でよいのか？ドイツは本当に「後進国」だったのか？

・ドイツ史は「小ドイツ」「西ドイツ」だけの歴史でいいのか？

・従来の歴史学研究は同時代の権力状況を正当化する政治的機能を果たしてきたのでは
ないか？学問が政治的現実にいつも順応していてよいのか？



「普遍」対「固有」という分析枠組
グローバル史の一部としてのドイツ史

・「普遍」を称する文化：政治的・経済的・文化的に強大な中心的文明圏の流儀

・「固有」を称する文化：「普遍」の押し付けに反発して構築される周縁的文明圏の
流儀

＊「普遍」も「固有」も自称：必要に応じて構築され宣伝されたもの

・ドイツの世界史・欧州史的立ち位置

ある時には「普遍」の立場で外部に自分の流儀を押し付け「固有」の反発を買う

ある時には外部から「普遍」の押し付けに合い「固有」を掲げて対抗する



「普遍」対「固有」で見るドイツ史
二千年のドイツ史を４つに区分する

（１）発展の時代：９－１７８９年

西洋的「普遍」の指導を使命としつつ緩やかにドイツ「固有」意識をも育んだ時代

（２）抵抗の時代：１７８９－１９４５年

西欧的「普遍」の圧迫に直面してドイツ「固有」に固執した時代

（３）萎縮の時代：１９４５－１９９０年

西欧的「普遍」に屈服してドイツ「固有」を自己否定した時代

（４）再生の時代：１９９０年－

西欧的「普遍」を欧州統合を指導しつつ国内に「固有」の復権をも抱える時代



（１）発展：神聖ローマ帝国の興亡
キリスト教的西洋の「普遍」的指導国としてのドイツ

・「（ドイツ国民の）神聖ローマ帝国」：ゲルマン人（のちドイツ人）による欧州的「普
遍」の牽引・古代ローマ以来のキリスト教文明の政治的最高権威を自負

・中世には中欧を圧迫し反撥買う（東方植民）⇒近世には仏土侵攻で領土縮小

・宗教改革：近代的政治理念（とりわけ啓蒙・平等・抵抗権など）の源泉・宗派共同
体制の確立（近世ドイツ的多文化共生）

・皇帝・帝国諸身分の「ドイツの自由」体制：身分制議会と帝国裁判所が秩序維持

・選挙君主制：ほぼ毎回ハプスブルク家（エステルライヒ）当選・プロイセンの擡頭

・ドイツ国民意識：緩やかに形成・対ローマを意識・「文化国民」＋「国家国民」



ローマ帝国領ゲルマニアの痕跡
トリーアの古代浴場跡

（２０１２年４月２１日今野元撮影）



ローマ帝国領ゲルマニアの痕跡
トリーアのポルタ・ニグラ（黒門）

（２０１２年４月２１日今野元撮影）



「ゲルマン民族の大移動」の時代の
ローマ帝国

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerwanderung#/media/Dat

ei:Roman_empire_395.jpg）



ルーヴル美術館蔵の
カール大帝騎馬像（９世紀）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_der_Gro%C3%9Fe#/media/Date

i:Charlemagne_Louvre_OA8260_n1.jpg）



ヴェルダン条約による
フランク王国の分割

       

          

       

              

      

            

       

               

         

          

       

       

     

   

     
      

    

       

        

           

     

         

       

    

       

      

         

    
             

     

         

          

     
     

    

       

     

        

         

     

        

           

       

    

      

         

        

         

    

       

   

      

       

         

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Verdun#/media/Datei:Ve

rtrag_von_Verdun.svg）



神聖ローマ帝国の帝冠

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichskrone#/media/Datei:Weltliche_S

chatzkammer_Wien_(190)2.JPG）



マリーエンブルク城（ドイツ騎士団本拠地）
（出典：https://de.wikipedia.org/wiki/Malbork#/media/Datei:Malbork_zamek_zblizenie.jpg）



ヴァルトブルク城

（２０１２年５月１４日今野元撮影）



１６１８年段階での
新旧両宗派の分布

（橙がプロテスタント地域）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg

#/media/Datei:HolyRomanEmpire_1618.png）



神聖ローマ帝国
（１６４８年）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Westf%C3%A4lischer_Friede#/media/

Datei:HRR_1648.png）



常設帝国議会

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Immerw%C3%A4hrender_Reichstag#/

media/Datei:Immerw%C3%A4hrender_Reichstag.jpg）



常設帝国議会議事堂
（レーゲンスブルク市庁舎）

（２０１４年９月１０日今野元撮影）



帝国大審院
（ヴェッツラール）

（２０１７年８月２７日今野元撮影）



七選帝侯
（１５３３年の画）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurf%C3%BCrst#/media/Datei:De_C

onstitutio_criminalis_Carolina_(1533)_110_detail.jpg）



ローマ皇帝フランツ一世・ハンガリー
女王マリア・テレジアとその家族

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia#/media/Datei:Maria_T

heresia_Familie.jpg）



サンスーシ宮殿でのプロイセン王
フリードリヒ二世の昼食

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._(Preu%C3%9Fen)#/medi

a/Datei:Adolph-von-Menzel-Tafelrunde2.jpg）



（２）抵抗：ドイツ国民国家を巡る闘争
西欧「普遍」に「固有」を掲げて対峙したドイツ

・フランス革命：西欧的＝「普遍」的価値による世界の序列化の開始

・ナポレオンのドイツ侵攻：神聖ローマ帝国の破壊（１８０６年）による革命理念移植

・反仏ドイツ国民意識の醸成：シュタイン・ブルシェンシャフト・ロマン主義（言語や
歴史にドイツの「固有」性を見る潮流）

・ビスマルクのドイツ国民国家建設：エステルライヒを排除したプロイセンの統一

・第一次世界大戦：勃興するドイツ帝国を英仏米が自由・民主・平和を掲げ袋叩き

・第二次世界大戦：国民社会主義政権による反撃の試み・人種にドイツの「固有」
性を見る潮流によるユダヤ人大量虐殺・障害者安楽死



「人（男）と市民の権利宣
言」（人権宣言：１７８９年）

（出典：
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%

B3%E3%82%B9#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4

%E3%83%AB:Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citiz

en_in_1789.jpg）



九月虐殺
（１７９２年）

（出典：
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%

90%E3%83%AB%E5%85%AC%E5%A6%83%E3%83%9E%E3%83

%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%82%A4%E3

%83%BC%E3%82%BA#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%

82%A4%E3%83%AB:L%C3%A9o_Taxil-

Myst%C3%A8res_de_la_Franc-Ma%C3%A7onnerie-gravure_74.jpg）



ナポレオン・ボナパルト

（出典：
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83

%AC%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9C%E3

%83%8A%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%88#/media/%E3%

83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:David_-

_Napoleon_crossing_the_Alps_-_Malmaison1.jpg）



「フランス人の皇帝」
ナポレオン一世

（出典：
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83

%AC%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9C%E3

%83%8A%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%88#/media/%E3%

83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Fran%C3%A7ois_

G%C3%A9rard_-_Napoleon_I_001.JPG）



ローマ皇帝フランツ二世からエステルライヒ皇帝フランツ一世へ

（出典：https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_II,_Holy_Roman_Emperor#/media/File:Ludwig_Streitenfeld_001.jpg／
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_II,_Holy_Roman_Emperor#/media/File:Francis_II,_Holy_Roman_Emperor_by_Friedrich_von_Amerling_003.jpg）



ナポレオンのベルリン入城
（１８０６年）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Friedrich_Karl_vom_und_zu

m_Stein#/media/Datei:Charles_Meynier_-_Napoleon_in_Berlin.png）



ライン同盟首座司教侯
カール・テオドル・フォン・
ダールベルク帝国男爵

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Theodor_von_Dalberg#/media/

Datei:Portrait_of_Karl_Theodor_von_Dalberg_by_Franz_Stirnbrand.j

pg）



プロイセン首相
カール・フォム・ウント・ツーム・

シュタイン帝国男爵

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Friedrich_Karl_vom_und_zu

m_Stein#/media/Datei:Portr%C3%A4t_des_Freiherrn_Karl_vom_un

d_zum_Stein_als_preu%C3%9Fischer_Minister.jpg）



ヴィーン体制の指導者
クレメンス・フォン・メッテルニヒ侯爵

（エステルライヒ外相・国家宰相）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Kongress#/media/Datei:Princ

e_Metternich_by_Lawrence.jpeg）



ドイツ連邦

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Bund#/media/Datei:Deutsc

her_Bund.svg）



ヴァルトブルク祭
（１８１７年）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Wartburgfest#/media/Datei:Wartburg_

demonstration_1817.jpg）



フランクフルト国民議会
（１８４８年）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Nationalversammlung#/m

edia/Datei:Frankfurt_Nationalversammlung_1848.jpg）



ケルン大聖堂
（１８５５年段階）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lner_Dom#/media/Datei:J

ohannesfranciscus-Michiels_bau-des-doms-koeln-1855.jpg）



ドイツ戦争（普墺戦争）
（普側は青・淡青／
墺側は赤・淡赤）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Krieg#/media/Datei:Map-

AustroPrussianWar.svg）



ドイツ皇帝ヴィルヘルム一世の皇帝即位宣言
（出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wernerprokla.jpg）



ドイツ帝国

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Kaiserreich#/media/Datei:

Deutsches_Reich_(1871-1918)-de.svg）



ドイツ帝国国旗

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich#/media/Datei:Flag_o

f_Germany_(1867%E2%80%931918).svg）



ドイツ皇帝・プロイセン王
ヴィルヘルム二世

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II._(Deutsches_Reich)#/medi

a/File:Wilhelm_II._1905.jpeg）



ドイツ帝国の世界進出

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Kaiserreich#/media/Datei:

Map_of_the_German_Empire_-_1914.PNG）



「我々ドイツ人は神を恐れる、
それ以外は何も恐れるものがない」

（ビスマルク侯爵）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Kaiserreich#/media/Datei:

Propaganda1888.jpg）



青島でのドイツ人と
清国人との交流

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiautschou#/media/Datei:Bundesarchi

v_Bild_146-1980-111-

62,_China,_Tsingtau,_Besuch_Gouverneuers_Sun_Pao-Chi.jpg）



第一次世界戦争の協商国側（緑）と中欧列強側（橙）
（出典：https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg#/media/Datei:WWI.png）



ヴェルダンの戦いでの
ドイツ軍の突撃

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg#/media/Datei:Verdu

n_15_03_1914_Toter_Mann_296_2.jpg）



参謀本部第一幕僚長
陸軍大将

エーリヒ・ルーデンドルフ

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Ludendorff#/media/Datei:Erich

_Ludendorff.jpg）



ドイツ帝国
（ヴァイマール共和国）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Republik#/media/Datei:Kar

te_des_Deutschen_Reiches,_Weimarer_Republik-

Drittes_Reich_1919%E2%80%931937.svgg）



ドイツ連邦・ヴァイマール
共和国国旗
（黒赤金）

（出典：https://de.wikipedia.org/wiki/NS-
Staat#/media/Datei:Grossdeutsches_Reich_NS_Administration_1944.

png）



国民社会主義ドイツ労働者党と
党首アドルフ・ヒトラー

（１９３１年ブラウンシュヴァイク）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Republik#/media/Datei:Bundesarchiv_

Bild_102-11265,_Braunschweig,_NS-Gautreffen_mit_Adolf_Hitler.jpg）



黒赤金国旗団

（出典：https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsbanner_Schwarz-Rot-
Gold#/media/Datei:Bundesarchiv_Bild_102-

11270,_Berlin,_Aufmarsch_des_Reichsbanners.jpg）



ポツダムでの国会開会式

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Datei:Bundesarc

hiv_Bild_183-

S38324,_Tag_von_Potsdam,_Adolf_Hitler,_Paul_v._Hindenburg.jpg）



大ドイツ帝国国旗・国章

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Deutschlands#/medi

a/Datei:Merchant_flag_of_Germany_(1919%E2%80%9319

33).svg）



「帝国水晶の夜」

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Novemberpogrome_1938#/media/Dat

ei:Bundesarchiv_Bild_119-2671-

06,_M%C3%BCnchen,_Kaufhaus_Uhlfelder,_Zerst%C3%B6rungen.jp

g）



ベルリン・オリンピック
競技会（１９３６年）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele_1936#/media/Da

tei:Bundesarchiv_Bild_146-1976-116-

08A,_Olympische_Spiele,_Fackell%C3%A4ufer.jpg）



ドイツのスペイン内戦介入
（パブロ・ピカソ「ゲルニカ」）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Bild)#/media/Datei:Mural_

del_Gernika.jpg）



オーストロ・ファシズム

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Austrofaschismus#/media/Datei:Tribu

naFrentePatri%C3%B3ticoAustriaco1936.jpg）



エステルライヒ併合
ヴィーン宮城で演説するヒトラー

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs#/media

/Datei:Bundesarchiv_Bild_183-1987-0922-

500,_Wien,_Heldenplatz,_Rede_Adolf_Hitler.jpg）



占領したパリを訪問した
ヒトラー総統

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg#/media/Datei:Adol

f_Hitler,_Eiffel_Tower,_Paris_23_June_1940.jpg）



対米宣戦布告
（真珠湾攻撃に伴い）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Datei:Bundesarc

hiv_Bild_183-1987-0703-

507,_Berlin,_Reichstagssitzung,_Rede_Adolf_Hitler.jpg）



大ドイツ帝国
（１９４４年）

（出典：https://de.wikipedia.org/wiki/NS-
Staat#/media/Datei:Grossdeutsches_Reich_NS_Administration_1944.

png）



殺害された人々の眼鏡

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg#/media/Datei:Brille

n.JPG）



１９４５年６月のベルリン

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_um_Berlin#/media/Datei:Rei

chstag_after_the_allied_bombing_of_Berlin.jpg）



（３）萎縮：ドイツ国民国家の自己否定
西欧「普遍」に順応しようとしたドイツ

・ニュルンベルク裁判：「ナチス犯罪」強調によるドイツ人の精神的武装解除

・東西ドイツ建国：米ソという２つの「普遍」大国の従属国としての分断建国強制

・修正による再出発：マイネッケやリッターら・ドイツの悪しき流れを絶ち良き流れに

・破壊による再出発：「６８年世代」（ハーバーマスや学生運動）・ドイツ史の全面的
否定（⇒のちには「ドイツ」そのものの虚構視）

・アデナウアー外交からブラント外交へ：ドイツの分断及び領土縮小の甘受・その
歴史的正当化としての「過去の克服」「歴史家論争」



ドイツ及び欧州の分割占領
（１９４５年以後）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Besatzungszone#/media/Datei:Besatzu

ngszonen_in_Deutschland_und_%C3%96sterreich.png）



ニュルンベルク国際軍事裁判

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Prozesse#/media

/Datei:Defendants_in_the_dock_at_the_Nuremberg_Trials.jpg）



ドイツ分断
（１９４９－１９９０年）

         

         

    

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wiedervereinigung#/media/

Datei:Flag_map_of_Germany_(separation).svg）



ドイツ連邦共和国国旗・国章

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Deutschlands#/media/Datei:Fl

ag_of_Germany_(unoff).svg）



コンラート・アデナウアー
連邦宰相

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer#/media/Datei:Bund

esarchiv_B_145_Bild-F078072-0004,_Konrad_Adenauer.jpg）



ヴィリー・ブラント
連邦宰相

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Willy_Brandt#/media/Datei:John_F._

Kennedy_meeting_with_Willy_Brandt,_March_13,_1961.jpg）



ユルゲン・ハーバーマス
フランクフルト大学教授

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas#/media/Da

tei:JuergenHabermas_retouched.jpg）



学生運動
（１９６８年）

（出典：https://de.wikipedia.org/wiki/68er-
Bewegung#/media/Datei:Ludwig_Binder_Haus_der_Geschichte_Stud

entenrevolte_1968_2001_03_0275.0148_(17076461192).jpg）



ブラント西独宰相のヴァル
シャワ・ゲットー記念碑前で

の土下座

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Kniefall_von_Warschau#/media/Datei:

Willy_Brandt_Square_02.jpg）



ドイツ民主共和国
国旗・国章

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flag_of_East_Germany.svg）



「ベルリンの壁」

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Teilung#/media/Datei:Berlin

er_Mauer_mit_Panzersperren_(Liesenstra%C3%9Fe-

Gartenstra%C3%9Fe_1980).jpg）



FDJ（自由ドイツ青年団）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Deutsche_Jugend#/media/Datei:

Bundesarchiv_Bild_183-T1017-

326,_Friedrichstadtpalast,_Gr%C3%BCndungsfeier_der_FDJ-

Berlin.jpg）



プラッテンバウ（団地）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Plattenbau#/media/Datei:Fotothek_df

_n-07_0000047.jpg）



エステルライヒ共和国国旗

（出典：https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flag_of_Austria.svg）



クルト・ヴァルトハイム
連邦大統領

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Waldheim#/media/Datei:Kurt_

Waldheim_1971cr.jpg）



リヒテンシュタイン侯国
国旗

（出典：
file:///C:/Users/kyoin/Downloads/Flag_of_Liechtenstein%20(1).svg

）



リヒテンシュタイン侯国の国土

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein#/media/Datei:Liechtenst

ein_topographic_map-de_Version_Tschubby.png）



ルクセンブルク大公国
国旗（赤白水）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburg#/media/Datei:Flag_of_Lu

xembourg.svg）



ルクセンブルク大公国の国土

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburg#/media/Datei:Flag_of_Lu

xembourg.svg）



（４）再生：欧州的国民国家の飛躍
西欧「普遍」の牽引とドイツ「固有」の想起

・ドイツ再統一（１９９０年）：「ポストナショナル」時代の突然の終わり

・国民的自覚を求める声：「９０年世代」（シュヴァルツ・シュトラウス・ボーラーら）

・シュレーダー政権（１９９８ー２００５年：SPD＋緑）：「６８年世代」の政権奪取でドイ
ツが西欧的＝「普遍」的価値の学習国から牽引国へ転換

・メルケル政権（２００５ー２０２１年？：CDU＋SPD 又はFDP）：保守主導政権だが保
守主義を離れシュレーダー政権の果実を獲得・継承

・統一による自信回復：ドイツ「固有」の過去（君主制・教会・軍隊）復権・移民排斥



ドイツ再統一式典
（１９９０年）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wiedervereinigung#/media/

Datei:Bundesarchiv_Bild_183-1990-1003-

400,_Berlin,_deutsche_Vereinigung,_vor_dem_Reichstag.jpg）



ヘルムート・コール
連邦宰相

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Kohl#/media/Datei:Helmut_

Kohl_1989.jpg）



ウルリヒ・ベック
ミュンヒェン大学教授

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Beck#/media/Datei:Beck-St-

Gallen-Symposium.png）



ハンス＝ペーター・シュヴァルツ
ボン大学教授

（出典：https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-
Peter_Schwarz_(Historiker)#/media/Datei:Schwarz-H-P2.JPG）



ハインリヒ・アウグスト・
ヴィンクラー

ベルリン大学教授

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_August_Winkler#/media/Dat

ei:Heinrich_August_Winkler_(15339187008).jpg）



ゲルハルト・シュレーダー
連邦宰相

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schr%C3%B6der#/media/D

atei:2015-

12_Gerhard_Schr%C3%B6der_SPD_Bundesparteitag_by_Olaf_Kosin

sky-12.jpg）



アンゲラ・メルケル
連邦宰相

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel#/media/Datei:Angela_

Merkel_2019_cropped.jpg）



ホルスト・メラー
ミュンヒェン大学教授
現代史研究所長

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Horst_M%C3%B6ller#/media/Datei:H

orst_moeller_0024.JPG）



名誉教皇ベネディクトゥス１６世
（ヨーゼフ・ラッツィンガー）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.#/media/Datei:Giao_ho

ang_Bien_Duc_XVI,_Benedictus_XVI,_Benedict_XVI.jpg）



ウルズラ・フォン・デル・ライエン
欧州連合委員長

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen#/media/Datei:

Ursula_von_der_Leyen_(49468709252).jpg）



ベルリン王宮
（２０２０年復元完成）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Schloss#/media/Datei:Berline

r_Schlo%C3%9F_(2020).jpeg）



ドレスデンの聖母教会
（２００５年復元完成）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Frauenkirche_(Dresden)#/media/Datei

:100130_150006_Dresden_Frauenkirche_winter_blue_sky-2.jpg）



コブレンツのヴィルヘルム大帝
騎馬像

（１９９３年復元完成）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Eck#/media/Datei:Kaiser_

W_1.jpg）



ドレスデンの連邦軍
軍事史博物館
（２０１１年竣工）

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rhistorisches_Museum_d

er_Bundeswehr#/media/Datei:MHM-pano-small.jpg）



ドイツ連邦軍の
大ツァプフェンシュトライヒ

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Zapfenstreich#/media

/Datei:Gro%C3%9Fer_Zapfenstreich_Ramstein_Air_Base_2002.jpg）



ケルンの大モスク
（２００９年竣工）

（出典：https://de.wikipedia.org/wiki/DITIB-
Zentralmoschee_K%C3%B6ln#/media/Datei:DITIB-

Zentralmoschee_K%C3%B6ln_-_April_2015-7489.jpg）



社会主義者慰霊廟

（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Gedenkst%C3%A4tte_der_Sozialisten#

/media/Datei:B-Friedrichsfelde_Zentralfriedhof_03-

2015_img01_Gedenkstaette.jpg）



メルケル退陣後のドイツの行方？

・ドイツによる欧州・世界の「道徳的征服」：赤緑黄政権誕生で世界的発言権を増
すか？

＊新宰相候補ショルツの指導力：未知数だが安定か

・CDUの止まらない脱保守化：もう保守に戻れない保守党の特徴喪失？

・国内の緊張増大：移民排斥運動（AfD、ペギーダ、知識人）が増大するか？

＊類似の状況：オバマ政権期のアメリカ合衆国

・国外の緊張増大：周辺国家のドイツ警戒論が増すか？

＊マクロン仏大統領：仏三色旗の青を革命期のものに戻す



ご清聴
ありがとうございました


