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新型コロナ対策、ドイツの場合

＝コロナな日々(5)＝

ドイツ・ヘルムホルツ国立研究機構

高部英明

（電子メイル h.takabe@hzdr.de ）

（2020 年 4 月 23 日）

【自由に転送配布してください。広くドイツの状況を日本の方に知っていただきたい】

ドレスデンに住んで5年。ドイツにも新型コロナ感染の波が襲ってきた。4月 20

日現在、ドイツの感染者数は 14.5 万人。ただし、死者数は少なく医療崩壊も起こ

っていない。新型コロナによる緊急事態宣言やその後のドイツの政府、医療、外

出自粛、店舗の様子、休校中の小中学校の自宅学習の様子など、ネットや友人、

自分で見たり聞いたりしたことをまとめた。

3 月 18 日のメルケル首相（物理学博士）の 20 分の国民に向けた非常事態宣言の

メッセージはすばらしい。そして、それを聞いて自分の行動を考える国民の論理

性・知性には敬服する。彼女の断固たる決意、知性・科学性と慈愛あふれる言葉

の和訳を付録に添付した。ぜひ、読んで欲しい。

その後、私の住むドレスデン市から市民などの行動制限の通達が来た。ベルリ

ンでは一人、60 万円の経済補償を開始。政府の指示は、私の周りでは正確に守ら

れている。規則を重んじるドイツ人の国民性が緊急事態で明確に表れ、国の政策

を理解し皆が行動している。

ドイツの初等中等教育における教育理念は「知識より、自立性、論理的思考力、

独立意識」の育成が優先である。学校での、調べる、考える、議論する、他の意

見を尊重するという 18 才になるまでの教育が緊急事態でも国民を安心させる背景

にあるように分析している。

緊急事態の中、自宅での自由な時間が増えた皆さん。ドイツ人コロナ渦への対

抗から、新しい自分の生き方を見いだす参考にしていただければ幸いです。
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１．はじめに

コロナウイルス危機は中国から世界に感染が広がり、世界中で自宅待機が求め

られ、経済にも大きな影響を与えている。私はドイツのドレスデンに住で5年目。

ドイツの自宅で世界中の状況をネット･ニュースで追いながら、緊急事態に於ける

政府から個人までがどのように対応しているか知ろうとしている。

皆さんは日本の事はよくご存じですから、ドイツの状況を感じていること含め

まとめた。極力日本との比較はしない。多分日本との比較は図1の「問題が起こっ

たら各国はどう解決するか」という 3 年前に欧州のフェースブック等で広まった

「お国ぶり」が端的に示している（欧州は主な国のみを残した）。

図１： 3 年ほど前、欧州のネットで広がった「各国は問題にどう解を見いだすか」

の象徴的イメージ
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今回のコロナの緊急事態への各国政府と国民の対応がドイツ、中国、日本につ

いて図には非常に良く表現されている。3 年前だからこの図は一般論だ。米国は軍

事大国。1 月 2 日のイラン将軍暗殺に象徴されるように、無人機・プレデターが将

軍が乗る車にミサイルを発射、殺害し問題を解決した。ロシアというよりプーチ

ン大統領は問題が起これば反プーチンの関係者を逮捕、暗殺し、問題を解決する。

フランスはマクロン大統領の政策への反対でものパリ占領で明らかなように、フ

ランス革命の伝統を重んじた国民が蜂起し新たな問題を引き起こす。イギリスは

問題を冷静に受け止め紅茶を飲みながら知恵を出し合い問題を解決する。ただし、

BREXIT では混迷を続け、英国信奉者をがっかりさせた、が。

さて、今回のコロナウイルスの主役・中国。図１のように「隠蔽」により問題

解決を図った。しかし、発生報告の 1 カ月後の 1 月 20 日、さすがに中央共産党も

武漢でのウイルス蔓延を認めざるを得なくなり、23 日には武漢の都市封鎖に踏み

切る。この段階で伝統的な共産党の手段である隠蔽による解決が不可能となる。

時はちょうど春節。今年は1 月 24 日から一週間。毎年、海外在住者含め 10 億人

以上の中国人が休暇で故郷へ帰り家族親族と1年ぶりに顔を合わせ祝う。実情は武

漢市では帰省する人など500万人が封鎖前に市を離れたそうだ。春節前から、日本

には100万人弱の中国人が観光で訪れた。多分、厚生労働省などで議論がされてい

たと思うが、図１のように議論は議論を呼び、会議を重ねてもどう対応するか決

まらなかった。その後のダイアモンド･フェリーの乗客隔離で日本的解決がいかに

稚拙か明らかとなる。

日本では問題解決のために多数を集め会議をする。時間は予定を超過して議論

は堂々巡り。リーダーは意見を集約しベストの解を見いだす能力に欠ける。結局、

継続審議となる。ここドイツでは議論をして時間内に結論を出す。いや、結論を

出すために議論をする、という伝統がある。ドイツはリーダーが議論を踏まえ時

間内に結論をだす。論理性と指導力の違い。会議参加者の専門性と能力の違い。

当然、最善の答えを出す能力がある人がドイツでのリーダーの条件。

以上のように、ドイツは図１のように世界から評価されているようだ。政治家

の決断が早い。問題への科学的理解を国民が共有できる。だから、各人がどのよ

うに行動すべきか、すべきでないかを自覚する。その背景には初等中等教育に於

ける「自立した個人の育成」がある。つまり、自分で考え、意見を皆の前で述べ、

議論して、正しい解に近づいていく。それを小学校から育成する。知識より個人

の自覚、独立性、自立性が教育では優先される。その上で、18 才で成人したドイ

ツ人は能力があり理念を持つ政治家を選挙で選ぶ。ポピュリズムに乗り、印象だ

けでナチス党のヒットラーに投票した結果、いかに悲惨な戦争を経験したかを 70

年経った今も学校で議論し考え学ぶことで、より高度な民主主義実現を目指す若

者が生まれる。
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以下に、ドイツ連邦政府、州政府、ドレスデン市が、どの様に感染防止を目指

したか、私の研究所やグループ責任者や個人がどの様に行動したかをまとめて見

たい。あくまで私が得た情報や体験をまとめる。現時点（4 月 22 日）までのドイ

ツの対策は政府も個人も含めて図１に示したように完璧に近いと感じている。緊

急時に於けるドイツの対策や行動を項目別に書いてみたい。日本との比較は、私

は日本にいなかったので書く資格はない。日本にいる貴方が比べて分析してみて

ください。

２．【概要】ドイツの感染広がりと対策の流れ

私は 2 月 22 日から 3 月 4 日まで帰国するフライトを 11 月には買っていた。約 7

万円と安かったので休暇で帰国した。帰国前、日本へのコロナウイルス感染の広

がりが報じられた。結局、私は大阪の自宅に帰ったものの、ウイルスをドイツに

持ち帰ることを恐れ、大学などの友人訪問を中止し、自宅で休暇を過ごすことに

した。そして、女房とドレスデンに予定通り戻り仕事を再開しようとした。この

時点でドイツでは西の州で感染者が出ていた。

実は 3 月末に量研(QST)の関西研(KPSI)と私の研究所(HZDR)がワーク・ショップ

を開催予定であった。関西から阪大も含め 10 名ほどが参加予定だった。3 月 6 日

（金）時点でドイツの感染者は約500人。イタリアなどから考えて数が増えるのは

明らかだった。関西研の知人から問い合わせがあり、責任者のウーリと話し合っ

た。彼は開催するかどうか皆で話し合うのでなく「私が決断すべき事だ」という。

「お前はどう思う」と聞いてきた。結局その日のうちに彼は決断し、関係者全員

に「3 月は中止、先に延期」のメイルを送った。月曜には感染者数は倍増。彼の早

期の決断は正しかったし、関係者に親切であった。

感染者の増加で行動を始めたのは研究所。私のグループ責任者のドミニクから

「研究所は一部屋一人で研究継続。複数は話し合いで利用。残りは自宅勤務(Home 

Office)で仕事を継続」とアナウンス。研究所の情報専門技官達がテレビ会議シス

テムや自宅から研究所のソフトなどを利用できるシステムを直ぐ構築。週一回の

グループ会議もテレビ会議となる。

3 月 16 日には 23 日からの非常事態に入る前に学校休校が始まった。

3 月 18 日、メルケル首相の国民への非常事態への説明が 20 分間テレビである。

彼女の格調高く国民を思う心の演説（和訳）の抜粋を次に示す。付録に掲載した

全文を是非読んで欲しい。
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3 月 21 日、ザクセン州とドレスデン市から後に書くように食料医療以外の店舗

の閉鎖命令がでる。この時点で外出は5人までと制限。罰則は最高2年の懲役刑。

発令後、私の家の周りの通りは無人となった。ドイツ人は規則を守る。

同じ頃、ドイツも国境閉鎖。欧州連合は「人、物、金」の自由な往来を実現し

たが、その歴史の初の国境閉鎖となる。その前にはドイツで働く東欧の労働者が

多数帰国した。物流などを担う人不足が懸念された。

私は 3 カ月の約束で 4 月 12 日までロシアの核物理理論家に部屋の机を貸した。

個室が一時的に二人部屋。感染拡大で彼は悲惨。奥さんが3月中旬に来る予定が、

フライトのキャンセル、減便でモスクワから動けない。4 月はじめには、今度は彼

が帰国できなくなる。プーチンは3月末にベルリンからのロシア人帰国の便をだし

たが、これに乗れず、その後の便を期待したが、これが最後で、ロシアへのフラ

イトは全て無くなる。

3 月 27 日、非常事態に対する経済補償が始まる。ドイツは 16 の自治州の連邦で、

各州が所得税などによる予算を持つ。ベルリンではこの日に市のホームページに

経済補償の申請の案内がオープン。補償額は一人 60 万円。補償を受けた友人に聞

いた。27日に申請画面を開けた。3頁の質問状にチェックをするだけ。画面で提出

したら 2 日後には 60 万円（5 千ユーロ）が振り込まれていたと、驚いていた。彼

女は日本国籍。ドイツ人のご主人も同じく 60 万円獲得した。他の州はまだのよう

だ。

小中学校の休校に学校がどう対応しているか、子を持つ友人に聞いてみた。彼

女は同時に国際スクールの先生でもある。公立の学校は、対応はどうも先生の個

人の力量の範囲で行われているようだ。ある先生はメイルで課題、宿題をPDFで送

ったり、郵送で行ったり。また、クラス代表が先生・校長や父兄とメイルでやり

とりして自宅で勉強の子供達の教育を支援する。国債スクールの彼女は幼稚園児

担当。毎日、挨拶、今日の課題をビデオに録画しネットで児童に配信する。

３．メルケルの演説（3/18）

メルケルの 3/18 の国民に向けた 20 分のメッセージ。彼女は淡々と述べました。しかし、そ

の和訳を読んで私は大変感動した。伝えたいことが科学的、論理的で有り、国民の判断力を促

す内容。民主主義の理念に従う政府の行動への理解を求めています。目の前の国民、子供や老

人に優しく語りかける内容です。長いので、まずは私が抜粋した段落を読んでみてください。

全文は最後の付録にあります。

親愛なる国民の皆様、

私は今日このような通常とは違った方法で皆様に話しかけています。開かれた

民主主義に必要なことは、私たちが政治的決断を透明にし、説明すること、私た
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ちの行動の根拠をできる限り示して、それを伝達することで、理解を得られるよ

うにすることです。市民の皆さんがこの課題を自分の課題として理解すれば、私

たちはこれを乗り越えられると固く信じています。

これは統計の抽象的な数字だけの話ではありません。お父さんであり、おじい

さんであり、お母さんであり、おばあさんであり、パートナーであり、要するに

生きた人たちの話です。どの命もどの人も重要とする共同体の話です。

重要なのは、ドイツ国内のウイルスの拡散スピードを緩やかにすることです。

そして、その際、これが重要ですが、1 つのことに賭けなければなりません。それ

は、公的生活を可能な限り制限することです。もちろん理性と判断力を持ってで

す。国は引き続き機能し、もちろん供給も引き続き確保します。私たちはできる

限り多くの経済活動を維持するつもりです。

私は保証します。旅行および移動の自由が苦労して勝ち取った権利であり、こ

のような制限は絶対的に必要な場合のみ正当化されるものです。そうしたことは

民主主義社会において決して軽々しく、一時的であっても決められるべきではあ

りません。しかし、それは今、命を救うために不可欠なのです。

今後何週間かはいっそう困難になるでしょう。私は皆様に約束します。連邦政

府は、経済的影響を緩和し、特に雇用を守るために可能なことをすべて行います。

わが国の経営者も被雇用者もこの難しい試練を乗り越えられるよう、連邦政府は、

必要なものをすべて投入する能力があり、またそれを実行に移す予定です。

ここで、普段あまり感謝されることのない人たちにもお礼を言わせてください。

このような状況下で日々スーパーのレジに座っている方、商品棚を補充している

方は、現在ある中でも最も困難な仕事のひとつを担っています。同胞のために尽

力し、言葉通りの意味でお店の営業を維持してくださりありがとうございます。

私たちがどれだけ脆弱であるか、どれだけ他の人の思いやりのある行動に依存

しているか、それをエピデミックは私たちに教えています。また、それはつまり、

どれだけ私たちが力を合わせて行動することで自分たち自身を守り、お互いに力

づけることができるかということでもあります。

よかれと思ってする訪問や、不必要な旅行、こうしたことすべてが感染を意味

することがあるため、現在は本当に控えるべきです。専門家がこう言うのには理

由があります。おじいちゃんおばあちゃんと孫は今一緒にいてはいけない、と。

私たちは皆、好意と友情を示す別の方法を見つけなければなりません。スカイ

プや電話、イーメール、あるいはまた手紙を書くなど。郵便は配達されるのです

から。自分で買い物に行けないお年寄りのための近所の助け合いの素晴らしい例

も今話題になっています。

状況は刻々と変わりますし、私たちはその中で学習能力を維持し、いつでも考

え直し、他の手段で対応できるようにします。そうなればそれもご説明します。
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このため、皆様にお願いします。噂を信じないでください。公的機関による通達

のみを信じてください。通達は多くの言語にも翻訳されます。

私たちは民主主義社会です。私たちは強制ではなく、知識の共有と協力によっ

て生きています。これは歴史的な課題であり、力を合わせることでしか乗り越え

られません。

この状況は深刻であり、まだ見通しが立っていません。 それはつまり、一人一

人がどれだけきちんと規則を守って実行に移すかということにも事態が左右され

るということです。私たちは、思いやりを持って理性的に行動し、それによって

命を救うことを示さなければなりません。それは、一人一人例外なく、つまり私

たち全員にかかっているのです。

皆様、ご自愛ください、そして愛する人たちを守ってください。ありがとうご

ざいました。

４．政府からの通達(3/23)

ベルリンの日本大使館から在独登録をしている個人にメイルが来ます。私が住

むザクセン州では 3/23 に外出制限令が出ました。その内容を以下にコピーします。

最大禁固2年という罰則もついています。外出は5人まで。その後、２人までに厳

格化された。

●３月２２日，メルケル首相と各州首相の電話会議終了後，ザクセン州は，３月２３日（月）

０時より外出制限令を施行する旨発表したところ，政令の概要は以下のとおりです。

１ 正当な理由なしに自宅を出ることは禁じられる。

２ 正当な理由とは，特に下記事項をいう。

（１）身体及び財産への直接的危険の防衛

（２）職務遂行及び通勤

（３）緊急預かりへの託児のための外出

（４）宅配を含む市民の供給安定確保のための業務

（５）郵便を含む必要な配達業務

（６）消防，救助及び災害救助のための拠点及び活動場所への移動

（７）医療行為，精神科，動物病院における措置の享受

（８）生活必需品の買い出し等（食料品・飲料品店，卸売店，動物用品店，薬局，ドラッグス

トア，衛生関連施設，眼鏡販売店，補聴器販売店，銀行，貯蓄銀行並びに ATM，郵便局，

ガソリンスタンド，自動車等修理場，クリーニングサービス，コインランドリー，新聞

販売店及び郵便投票の提出）

（９）延期不可能なアポイントのための役所，法廷，執行官，弁護士及び公証人の訪問

（10）配偶者及びパートナー等の訪問，支援の必要な人物，病人又は障害者の（施設外での）

面会及び私的空間における保護権行使

（11）支援を必要とする人物及び未成年者の付き添い

（12）近親者間での危篤者見舞い及び葬儀。ただし１５人を超えてはならない。
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（13）一人，パートナーあるいは家族の付き添いの上での屋外スポーツ及び運動等に限り認め

られ，その他の５人を超えるグループが形成されてはならない。

（14）動物の世話のための必要不可欠な行為

警察による取締りにあたっては，勤務証明書等又は身分証の提示等より正当な理由を説明する

こと。

３ 高齢者養護施設，介護士施設，障害者共同生活施設，病院，老人ホーム及びリハビリテー

ション施設の面会訪問禁止。ただし，近親者による産院，小児病棟，緩和医療施設又はホ

スピス施設の訪問及び近親者の危篤時の見舞いは除く。なお，５人以下の場合にのみ認め

られる。

４ 家族以外の人物との物理的な社会的接触を必要最低限に控えるよう勧告。可能な場合は常

に１．５ｍの間隔を最低限確保すること。

５ 上記１～３に違反する場合，感染症法第 75 条１項１号が適用される（注：２年以下の自

由刑又は罰金）。

６ 本政令は，各地域の保健当局による指令の厳格化を妨げない。

７ 本政令は即時執行される。

８ 本政令は２０２０年３月２３日０時に施行され，２０２０年４月５日２４時に失効する。

５．経済補償（3/27）

メルケルが連邦政府首相として国民に向けたメッセージをテレビで語った後、

各州政府の動きは速かった。食料品、医薬品、医療関係以外は営業停止が求めら

れた。外出制限も各州が発令した。当然、政府規制に対する経済的支援が各州か

ら住民に通知された。ベルリンはドイツにある 4 つの特別市の一つ。残り 12 の州

と同じ自治権を持つ。ドイツでは 16 の州は徴税し独自の予算を持つ。確か、所得

税など基本税は州や特別市が徴収し、消費税が連邦政府の財源となる。16 の州は

首相、財務、教育など国防と外交以外の政府機能を独自に持つ。各自治区に「首

相」がいる。

ベルリンは 3 月 27 日に市民に経済補償を開始した。メルケル演説の 9 日後であ

る。ベルリンにはビジネスとして芸術活動をしている遠い親戚の女性（日本人）

がいる。彼女に電話して聴いてみた。経済補償の迅速さと市民の立場に立った政

府の対応には驚かされた。申請から現金支給までわずか２日間。彼女から聞いた

ことを書こう。

まず、経済支援を聞いたとき半信半疑だった。申請はインターネットで出来る。

そこで、申請の頁を開いた。ベルリンの人口は約300万人。数十万人が申請してい

る。申請の条件など読んで申請書に入力する。驚いたのは、申請書作成が大変簡
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単だったこと。3 頁の申請書はほとんどがチェックを入れるだけ（選択項目）。記

入したのは住所、氏名、メイル住所、そして自分の銀行口座の番号。EU の銀行は

共通のIBAN 番号が個人口座にある。私の IBAN は DE35 のあと 18 桁の数字が続く。

これを入力して終わり。（他の情報で、納税者番号も入力と聞いた）

申請書を提出(submit)しようとしたら当然、多数が申請しているので出来ない。

しかし、このプログラムには大変感心したそうだ。「貴方の前に 10 万何千人が申

請しようとしています。貴方の申請を受け付けることが出来るのは～～時頃にな

ると思われます。提出可能になる1時間前にメイルを送りますので、待機してくだ

さい」と表示がある。利用者に優しいシステムに感心。プロが緊急に作成したソ

フトであることは確かだ。国民の立場でシステムも構築する。公務員のあるべき

姿だ。ドイツには「お役所仕事」という皮肉な言葉はないようだ。

提出できることになり、提出終了。2 日後に銀行口座を調べたら入金があったの

で驚いた。補償額は 5 千ユーロ（60 万円）。あまりの手際よさにパートナー（ド

イツ人）も申請することにした。彼は映像関係の仕事でそんなにキャンセルで困

っていたわけでもないが申請することにした。彼女と同じようにして2日後には入

金を確認した。

彼女は個人事業主でもある。個人事業主、フリーランサーなどへの休業補償も

別途ある。1 件当たり 9 千ユーロ（約 110 万円）。ただし、これは家賃など事業継

続に必要な経費のみに使える補償。飲食などには使えない。余ったお金は青色申

告で返金することになる。政府が納税者を信じているから出来る支援だ。

彼女、経済補償前は大変不安だったが、補償金をもらい精神的に楽になり自宅

待機も心に余裕が出来たそうだ。日本の友達と話をしていて日本の状況を知り

「本当にドイツで活動していて良かったと思いました」と言っていた。

私が住むザクセン州など他の州の現状はよく知らない。女房の友達でドイツ人

と結婚している友人が2名、日本人観光客の通訳をしている。当然、仕事はなくな

った。申請の説明には、「補償の条件は夫婦のどちらかが経済的影響を受けてい

ない場合には申請できない」と書いている。二人ともご主人は国家公務員。申請

は無理。申請書には「不正申請は罰せられる」と書いている。

とにかく、ベルリンの場合、経済補償は金額が多いこと、申請・提出が簡単で

親切なこと、ほぼ無審査で2日後には入金されることの3点、とても素晴らしい対

応だと感心した。この点から、ドイツはまさに「国民を守る政府」である。

６．政府の指示が守られているか



10

ザクセン州からの上に書いた自粛規制が発表されて直ぐ、女房の友人から内容

を知らせてきた。翌日曜日、家の周りを見てみたら大通りに車もなく「ゴースト

タウン」の様である。規則を守るドイツ人の律儀さに感心。ただし、日曜日は通

常でもレストラン以外の店は全て閉店するので街は静かになる。

私は既に自宅勤務を続けていた。平日、スーパーに行くと入場制限をしている。

店それぞれの方法で。大きなスーパーは、入り口にアルコール洗浄を持った店員

が二人いて、全員の手を消毒する。買い物キャリーはドイツでは長さ、高さとも

大きいので皆、キャリーで前後の間隔を開ける。トイレットペーパーはやはり買

い占めが既に有り、棚は空。近くのスーパーも未だに空。食料品は特に平常と変

わらない。小さいスーパーでは、人数制限をしている。皆、外の歩道で 2m 間隔を

開けて並んでいる。一人店内から出たら一人が入る。

ドレスデンなどドイツ東部で物流を担う運転手はポーランド人やチェコ人が多

い。観光バスの運転手もそうだ。ドイツ語ができなくとも運転は出来る、仕事も

出来る。３K かそれに近い仕事はドイツでは東欧・トルコなどの外国人の仕事だ。

これら近隣の国が国境封鎖を開始している。後にドイツも国境封鎖を実施した。

多分、「人、物、金」の自由な往来を理想に掲げた欧州連合が始まった 1993 年以

降で「国境封鎖」は初めてだと思う。すると、彼ら外国労働者が大量に帰国を始

めた。その数は数十万人。一端ドイツから出ると、再入国は当分できないにもか

かわらず、仕事を捨てて郷里に帰る。ドイツで稼いだお金があるから、まさかに

備え家族の元に返るのだろう。ドイツの物流が危ないと言われた。

ドイツ人は元々、定時に仕事を終えて自宅でくつろぐことが好きな国民だ。家

も地下室がある大きな家に住んでいる。子供は生まれたときから自分の子供部屋

のベッドで、一人で寝る。親は添い寝しない。時間が来れば泣いていても部屋で

寝かせるとも聞いた。「川の字」は日本の伝統。だから、家で家族がそれぞれの

部屋で過ごすことが出来る環境は整っている。温暖化前、冬は雪が２ｍも積もっ

たそうだ。11 月から 3 月は日照時間も短くドイツ人は自宅で長くてくらい冬が過

ぎるのを待つ。忍耐強く、焦らず待つ国民性だ。私もドイツに来て「焦らない。

待つことを楽しむ。気長に生きる」事を学んだ。

ドイツ人の家庭。食事は家族がそろい一緒に食べる。その際に、お父さんが子

供に一日の出来事など聞く習慣がある。ある学生に「お前は何故、俺が何を聞い

ても直ぐ応えることが出来るのだ」と聞いたら、「物心ついたときから、お父さ

んやお母さんが食事の時に色々質問してきて、それに答える自分がいた。家族で

毎日、会話をする習慣があるので誰と会話するのも気にならない」と答えてきた。

日本では「食事中は静かに」という家庭が普通だ。私が子供の時、母はそう私た

ちをしつけた。しかし、国際化が進み、海外との交流で会話力（コミュニケーシ

ョン能力）が求められる時、ドイツの習慣は家庭での自然な教育として好ましい。
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「社会的距離(social distancing)」として飛沫感染を避けるため、スーパーな

どで２ｍの間隔が要求されるようになった。ドイツ人は規則を守ることでは世界

一の国民だと思う。指示されずとも皆、２ｍの距離を保って並んでいる。

「ドイツ人が規則を守る国民」。5 年前にドイツに来たときからの強烈な印象だ。

ドイツ人と車、というとアウトバーン（全土を網のように繋ぐ高速道路網：無料、

制限速度無し）を超高速で走るドイツ人を思い浮かべるだろう。ドイツ人は皆、

「スピード狂」というイメージ。私もそう思っていたが、自分で運転するように

なって感心した。市内の制限速度は 50 キロ。全てのドライバーが交通ルールを守

り、ゆったりと運転している。信号も守るし、相手に道を譲る。

ところが、一端郊外に出ると視野は広がり、制限速度も 100 キロになる。する

と、急ぐ車は 120 キロくらいで走る。中央分離帯のない横を対向車が相対速度 200

キロ以上でビュンビュン通り過ぎる。最初は冷や汗もの。今は「科学的に安全だ」

という確信が出来、慣れた。そして、アウトバーンに乗れば、制限速度無し。大

きなベンツやＢＭＷなどは200キロで走る。ボスは遠距離では最高速度250 キロで

走るそうだ。速度は車の性能（値段）で決まる。私はコンパクト車なので普通は

時速 160 キロで走る（これを超えると女房が怒り出す）。

とにかく、ドイツの規則は科学的な根拠に基づく規則で、国民はそれを理解し、

規則を守る。この国民性が今回の緊急事態に於ける国民の行動にも反映している。

７．学校休校への先生の対応

ドイツの初等中等教育の理念は「子供の個々の才能を見いだし伸ばし、自立心

と自信を持たせ、独立した人格形成の準備をする」である。18 才で人に頼らず何

事も自分で考え判断し行動できる大人になる準備をする。18 才で両親から独立し、

育った家からアパートに移り、一人の生活を始める。それを支えるため、大学の

授業料は無料。大学院生から給料（約 20 万円）をもらい社会人と認められる。学

生の生活費はドイツ平均で月額 700 ユーロ（約 8 万円）。18 才になれば経済的に

も親から独立できるように制度設計されている。大人としての自覚が生まれる。

だから選挙にも必ず行く。

公立学校の対応

ザクセン州では 3 月 16 日から子供達の自宅待機が始まった。中学 1 年と小学 3

年の子供を持つ友人（日本人定住者）に子供の通う公立の学校の対応を聞いてみ

た。学校で先生方がどの様に議論しているのかは不明。しかし、結果として担任
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の先生がどの様に子供達のケアをするか決めるようだ。だから先生個人の力量に

よりケアが異なる。彼女からの情報を下にコピー。

上の子：先生の育児休暇のスタート（ちなみに男性教師）で、生徒たちの自宅学

習のケアに手が回っていないというか、追いついてない点がありました。しかし、

休校第一、二週は電子メイルでなんとか送ってくれるようになり（それぞれの教

科担当からの課題を転送という形です）、今は、Lernsax という、ザクセン州が整

えている、オンライン教材を使っての学習になっています。（ここにそれぞれの

教科担当が課題をアップし、それぞれにログインした生徒がそれをチェックし、

課題を進めていくというものです。）

クラスの父兄代表が、各家庭の不満、疑問をまとめ、校長に持ち寄って、私たち

父兄に情報をメイルなどで回してくれたのも、上の子のクラスの方です。

下の子：休校措置が始まった週に、担任の先生が、各週に済ますべきである、ド

イツ語（国語）、算数、理科、英語の課題をプリントの状態で、五週間分を一つ

にまとめて、各生徒の家庭に郵送してくれました。その課題の中のいくつかは、

答え合わせとチェックを含め、担任の先生に、返送するように。という指導もあ

りました。先週で復活際が終わったので、今週からまた、新しい課題が郵送で届

きました。

国際スクールの先生として

友人は国債スクール（International school）の先生。私立学校。学校では感

染が広がる前から先生達が、子供達が自宅学習になったらどう運営するかを議論

していた。技術に詳しい同僚が、テレビ会議システムを使った遠隔クラスの準備

をしていた。自宅学習が始まり、クラス担当の先生が遠隔授業を行うことに決め

た。小学校1年生以上は出席確認をし、オンライン授業を行う。幼稚園部門で働く

彼女は、毎日の挨拶と、こんなことしてみたらどうですか、の紹介を毎日ビデオ

に撮りウェブサイトで園児が見る。

彼女は 20 人ほどの園児にビデオで自宅での活動を指示する。図工など。親も参

加し、先生の教え方に興味を持つ。自宅での子供との時間の過ごし方に色々参考

になるとお母さんから感謝の言葉をもらうそうだ。小さいことだが、子供が図工

に使うハサミは先が丸い。丸いハサミが自宅にないことに気付いた親から感謝さ

れる。

彼女は毎日、ビデオカメラの前で慣れない録画を行う。お母さん達からも好評

で自信が付いたそうだ。「私は YouTuber になれるかもしれない」と喜んでいた。

コロナで新しい経験に踏みだし、自分の可能性を広げる事が出来れば素晴らしい。
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８．ザクセン州規則緩和(4/17)

４月１７日，ザクセン州は，４月１５日の連邦政府と各州政府の間の合意を受け，４月２０

日以降の制限措置の一部緩和に関するプレスリリースを発出したところ，概要以下のとおりで

す。今週から店が営業を再会した。スーパーなど店舗の中ではマスク着用が義務づけられた。

●今後も引き続き，同居家族等以外の他人との物理的・社会的接触を絶対に必要な最小限に制

限することが求められる。同居家族等以外の他人とは，可能な時は常に，最低限１．５ｍの間

隔を確保しなければならない。公共空間における滞在時，マスク（口と鼻を覆うためのマス

ク：Mund-Nasenbedeckung）を着用することが強く推奨される。公共交通機関の利用時および

店舗ではマスクの着用が義務づけられる。

●外出制限は終了し，今後は，正当な理由無しに自宅を離れることが許容される。自宅の外に

おける滞在は単身，家族以外の 1 名，または家族との場合にのみ認められる。

●宗教的儀式，葬儀，結婚式は，１５名以下であれば行うことができる。

●売場面積８００平方メートル以下のあらゆる店舗の営業が可能となる。

９．ドイツが医療崩壊しない理由

さすがのドイツも感染を閉じ込めることは出来なかった。陸続きだから無理だ

と判断するのは当然だ。欧州ではイタリアの感染が始まったのは2月末だ。日本に

いて人から「何故、イタリアか」聞かれたので「一帯一路で中国人を多数受け入

れているからでしょう。北イタリアの革製品。ブランドのバッグなどは確かに

「Made in Italy」と書いているが革の裁縫などしている職人は皆、中国人ですか

ら」と答えた。伝統的革製品などの中小企業を中国人が買収する。その企業の作

業員を中国人に入れ替えてしまう。アフリカなどへの経済支援もインフラ工事な

どは中国人が労働者になる。中国人村を作って工事を請け負う。作業員の食事を

まかなう料理人も同行させる。同じような事は世界中で見られる。

ドイツは入国制限せず（お陰で3/4にドレスデンに戻れた）、感染増大を予想し

て事前に医療崩壊を防ぐ準備をしたそうだ。ドイツ中の病院に入院している重傷

でない患者に対し、ベ

ッド当たり 100 万円の

補償金をだして空のベ

ッド数を確保した。結

果、医療崩壊は起こら

ず、死者の数も感染者

数の多さにもかかわら

ず増えていない。
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感染者数を正しく掴むため、ドイツでの感染検査は膨大な数行われている。図

２は 4/6 の「News 23」の画面である。100 万人当たりの検査の数を示す。なぜ、

日本がこんなに少ないのかは理解しかねるが、ドイツは世界一検査が多い。日本

の約 30 倍。検査数が多ければ感染者数が多くなるのは当たり前。ただし、死者を

多く出さないことが大切だ。ドイツにいて疑問なのが「なぜ、日本はこんなに少

ないのか。技術力は先進国。だと理由は、①政府が数を抑えたく増やそうとしな

い。②政府が指示しても官僚や病院がしたくない。③感染病研が一般のPCR検査を

許可しない、など。何故こんなに少ないのか理由を政府が国民説明すべきだ。自

宅でなくなった老人の陽性検査をしているのか。マスコミも原因を掘り下げて報

道すべきだ。そうでないと、科学的な情報が国民に伝わらない。

イタリアの感染者数

が 1 万人を超えた 3 月 9

日、図3の感染者数の国

比較が欧州のネットで見ら

れた。欧州、米国は各国に

よる感染者の増大が始まっ

た日をイタリアのそれから

何日ずらす、つまり、ドイ

ツは 9 日後からの患者数の

日ごとの変化をプロットす

るとイタリアの増大の日変

化のデータに重なる。米国

は 11 日半遅れて感染が広が

る。すると、欧州、米国は

同じ患者数の変化となり、

それは指数関数で近似でき

る。それは、片対数で直

線。日々患者数が 33％増え

るのが、うす色の直線だ。

このような片対数グラフは理系の人なら慣れているが文系には馴染みがないだろ

う。要は縦軸を感染者 N(t)の対数[log N(t)]（ｔは日を示す）。すると、図のよ

うに 1 桁が同じ長さになる。指数関数は片対数では直線になる。

欧州でこの頃、不思議がられたのは「日本は欧州よりも先に感染が確認された

のに何故、増え方がこんなに緩やかなのか？」だ。まず、科学的に妥当性がある

と思われる理由は、①「日本人は挨拶に握手もハグもチークもキスもしない。濃

密接触が少ないから感染の広がりが遅い」。これはメルケルが国民に注意したよ

うに科学的理由の一部である。面白いのは、②「日本人は毎日寿司を食べている

図 2 各国の 100 万人当たりの感染検査を行った人数。4/6 の

「News23」の画面より。

図３ イタリアの感染者が 1 万人になった日を基準に欧

州の感染者数を発生の送れた日にちを考慮した片対数の

図。横軸は日、縦軸は感染者数。日本も 100 人になった

日をそろえている。日本の少なさ。東洋のミラクルか。
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からウイルスに強い。生魚はウイルスの免疫力を高める」など書く人がいる。さ

らには、③「これは摩訶不思議な東洋のミラクルなのだ」なども（ダイアモン

ド・フェリー含め、馬鹿にされている）。ドイツ人も今ではあまり日本の数を信

じていない。私は単純に検査の数が少ないから感染者数が少ないだけ、と見てい

る。また、通常の風邪で自宅や養護老人ホームで亡くなる老人の死後の検査もし

ていないから死者数も少ないのではないかと推測する。

１０．ロシア、イスラエル

ロシア人研究者の場合

私は二人部屋を個室で利用している。ボスに頼まれてロシア人の理論核物理の

研究者を 1 月中旬から 4 月 12 日まで 3 ヶ月間、空いている机に席を貸すことにな

った。彼はドッブナの原子核研究所で年齢も私と同じ。1 月～2 月には旧ソ連のこ

とやその後の大変な時代の話しなど聞いたりしていた。北方4島問題も議論した。

何を言っても、反論してくるタフなやつだ。3 月始め、ロシア政府は感染者数 3 名

と公表した。しかし、彼は「俺の友達が感染している。この数字は嘘だ」と。

彼の奥さんは3月中旬に来て、二人でドレスデンに滞在する予定だった。モスク

ワとドレスデンには毎日直行便がある。週末にはモスクワの金持ちが家族ずれで

買い物に来る。買い物街はロシア語で溢れる。所が、ロシアは3月はじめに入国許

可の厳しい処置をした。そのため航空便がまずは減便された。奥さんのフライト

がキャンセルされた。慌てて、ベルリン経由の2日後の便を予約した。所がこれも

寸前でキャンセルされた。その後は、全てのフライトがキャンセルされて奥さん

は来独を諦めざるを得なくなった。

彼、今度は自分が 4 月に帰国できるか心配になる。3 月末には全ての航空便が停

止した。彼が私に政府通達を話した時、「政府」がでなく「プーチンが決めた」

という。やはり独裁政権の国だ（図 1）。プーチンの命令がロシア政府の決定だ。

そして、3 月末、ロシア着の全てのフライトが運行停止。奥さんはモスクワに滞在

し、情報を探し、可能性のある情報を彼に電話で知らせてくる。その情報をドイ

ツで確認しては、落胆する日々だ。

その 3 月末、プーチンの命令で世界中から合計毎日 500 名のみ入国を許可する

と、アナウンスがあった。しかし、ベルリンからの便に間に合わず。その情報が

入ったのが出発4時間前の真夜中。ドレスデンからは車を飛ばさないと間に合わな

い。「次もあるだろう」と待ったが、翌日からまた入国禁止となり４週間が過ぎ

ようとしている。あとで、「プーチンはもはや帰国者を受け入れるつもりはない

ようだ。まだ世界中に帰国便をまつロシア人が3千人以上いる。プーチンは俺たち

を見捨てるようだ」とつぶやいていた。プーチンは「ドイツ政府に何とかしても
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らえ」と考えているのか。500 人帰国させて検査など混乱したのか。隔離の場所が

ないなら、シベリヤにいくらでもあるはず（と、私は思う）。

奥さんからのフライト情報を毎日聞きながらも、便は出ない。私が「第3国経由

で帰れないのか」と聞くと、欧州は国境封鎖、ロシアはフライトを全面禁止。ど

うしようもない。電車でも帰れない。彼はだんだん研究にも手が着かず、ストレ

スを感じている。

研究所の契約期限(4/12)の延長を申請したが不可能だった。今は、研究所のア

パートを月額約 10 万円で借り、無給で帰国できる日を待っている。研究所では感

染予防のため「一部屋、一人」の決まりで、私も困っている。今は彼が午前中私

の部屋を使い、私が午後(1 時以降)使う。教科書執筆には大量の文献など資料と、

修正のため印刷が必要で自宅では進捗しない。「約束の期限が過ぎたから部屋を

もう貸さない」とは言えず、苦しい日々だ。

最近ロシアの感染者数が急速に増えだしたようだ。ロシアでは以前から外出禁

止令が出され、外出は半径 100m 以内に制限されている。外は警察がパトロールし

ている。食料など買い出しは一番近い店に限られている。大変だ。

イスラエルの場合

イスラエルのテルアビブに住む友人からメイルがあった。イスラエルは初期段

階で外国人の入国を禁じて厳重な体制で感染を防ごうとした。最初に中国人、日

本人が入国禁止となった。しかし、それでも感染は広がり、事態が深刻になって、

ロシア同様、家の周り 100ｍしか外出は出来ず、自宅待機を命じられている。彼の

家族は健康に問題が無いが、「こんな生活はもう飽き飽きしたよ」とかいてきた。

イスラエルでは超主流派ユダヤ教の人たちが、外界の情報などから耳をふさぎ、

大家族で密集して生活している。そして、毎日、3 密の状態で経を上げ祈る生活を

続けている。ここで、ウイルス感染に火が付いた。瞬く間に彼らの居住区で広が

る。テルアビブの住宅密集地。彼らが大きな原因となり、とても厳しい禁足令が

化せられているようだ。

20 日にメイルがきた。すこし、禁足令が緩和されたと喜んでいた。
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付録 1： この危機を個人・社会の改革に生かせ

新型コロナの広がり。大規模な疾病広がりといえばヨーロッパでは「黒死病」

で有名な中世のペスト流行がある。下の（１）のようにペストにより欧州の人口

はほぼ半減した。黒死病による人口減が、社会体制を大きく変えた。ペスト前の

「領主と農民奴隷」の関係は病気後の農民不足から農民の権利が大きく向上、人

権意識が芽生える事になる。「人権意識の始まり」だ。当時の「働き方改革」が

ペストにより政治主導無く実現した。

コロナ感染で自宅勤務も広がった。大学などの研究者には「自宅勤務はまさに

チャンス」、である。下の（２）のニュートンの例にあるように、大学の雑務か

ら解放され郷里の田舎に帰ったニュートンは、ゆったりした時間が過ぎる中で長

年の疑問に「ひらめき」を得た。「リンゴは地球に引かれて落ちるのだ」。こん

な発想は天才でも長い時間集中できる時間が無いとひらめかない。

「災い転じて福となす」、「人生すべからく塞翁が馬」。なせるかどうかは貴

方の意識次第。この機会に貴方の「働き方改革」を見つけてください。

【以下、Google で検索した抜き書き】

（１）14 世紀のペストの大流行。「中世の働き改革が実現」

14 世紀、世界規模でペストが大流行し、およそ 1 億人ほどが死亡したと推計さ

れている。 アジアで発生し、シルクロードを経由してヨーロッパに伝播し、世界

規模のパンデミックとなった。当時のヨーロッパ人口の 3 分の 1 から 3 分の 2 に

当たる、約 2000 万から 3000 万人が死亡したと推定されている。ヨーロッパの全

人口の 30% から 60%が死亡した。14 世紀末まで、 3 回の大流行と多くの小流行を

繰り返し、猛威を振るった 人口の減少で、労働集約的な穀物の栽培から人手の要

らないヒツジの放牧への転換が促進された。こうしてペストは主として農村にお

ける人口減という過程を経て、ヨーロッパの農業形態まで変え、農奴から小作農

への切り替えが進み、農民の地位が向上することに繋 がった。多くの農地が無料

にもなり、小作農と労働者という新しい社会階層を誕生させることになった。

（２）その後も、ペストは 17～18 世紀、何度か流行。「ニュートンの場合」

1630 年 3 月のカーニバルのためにミラノでの検疫条件を緩めたところ、ペスト

が再発したのである。ピーク時の死亡者数は 1日当たり約 3500 人であった。1665

年にはロンドンで流行し、およそ 7 万人が亡くなった。1666 年に大火（ロンドン

大火）が起こり全市が焦土と化したことでノミやネズミがいなくなり流行は終息

した。
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ちょうどこの頃イギリスでペストが大流行する。大学も 1665 年 8 月に閉鎖され

る。ニュートンが大学を卒業したのは、その年の 1 月。ニュートンは 1665 年 6 月

から 1667 年 3 月まで故郷のリンカーシャーに避難することになる。 この故郷に

いた 1 年半が「驚異の年」といわれている期間である。ふつうの人なら、学校が

閉鎖されれば喜んで遊びほうけるところである。

ニュートンももちろん大学が閉鎖されて喜んだであろうが、それは自分の自由

な時間、すなわち研究・思索に没頭する時間が確保できたからである。万有引力

の発見にまつわる、「ボケーッとリンゴの木を見ていたとき、リンゴの実が落ち

たことから引力についてのイ ンスピレーションが湧いた」という逸話はこの頃の

ことである。もちろん、この話の真偽はわからない。しかし、ニュートンはリン

ゴの実が落ちることと、月が地球のまわりを回っていることは、本質的には同じ

現象であることを見抜いたことは間違いない。

その後も、ペストは 17 世紀頃から 18 世紀頃まで何度か流行した。

付録２；散歩道の風景

家族の散歩は許されている。4月に入り、青空で日中20度を超える日が続いて

いる。素晴らしい春の陽気に誘われ、女房と家の周りを1時間、散歩している。日

によりコースを替えながら歩いている。その風景のスナップの何点かをコロナの

気分直しに紹介しよう。

左の写真の左のアパ

ートの 2 階に住んでい

る。冬は丸裸だった栃

の木の枝に青い葉がど

んどん生えてくる。こ

こは小道で車通りはあ

まりなく静か。ここか

ら東西南北、その日の

気分で散歩に出かける。

1時間で7千歩を歩き、

家に帰る。道はマス目

だから地図無しでも方

向さえ分かれば歩ける。
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ドレスデンの不動産は東西統

合後か戦前の建屋を選ぶのが

無難。社会主義時代の建物は

所謂「安普請」で、住みにく

いらしい。インフラが良くな

い。昔からドイツ（というか

欧州）は集合住宅が標準。冬

が寒いので外壁が少ないほど

暖房費が少なくて済む。この

アパートは 100 年前頃築。白

い花びらの桜が満開だ。

上と同じような配色。ドイツ

は集合住宅が多く、業者が建

てて個別に販売するようだ。

だから、業者は市や州の都市

計画の指針に従い使える壁色

や屋根の色が指定されている。

壁はパステルカラー。少しバ

リエーションが許される。し

かし、都市の景観を損なう原

色などは許されない。

左は私の通勤路。道幅は大変

広く両側に駐車可能。欧州は

昔、車時代が来る前は馬車の

文化が長くあった。ローマ時

代からだ。だから、馬車を止

めても中で十分通行できる幅

に昔から設計されているよう

だ。ドレスデンは 50 万人都

市。ドイツで一番、綠の割合

が高い街。この先の我が家か

ら歩いて 10 分には縦 1km、横

2km の公園がある。家から公

園を抜けて 7 千の歩くと市の中心に着く。
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メルケル首相の国民への呼びかけ

（2020 年 3 月 18 日の演説の邦訳：ギュンター・いつこ訳）

新型コロナ・ウイルスの感染拡大が続く中、ドイツのメルケル首相は 3 月 18 日、外出

自粛など政府通達前に国民に向けテレビ演説を行いました。「第２次世界大戦後、これ

ほど団結が求められる試練は初めてだ」と述べて強い危機感を示し、国民ひとりひとり

に感染拡大を食い止めるための行動を呼びかけました。

ドイツに在住する高部は、毎日の日本のニュースを電子版や YouTube で知りながら感

情的で抽象的な安倍首相の呼びかけにリーダーとしての不安を覚えていました。メルケ

ル首相のこの演説の和訳を読んで、彼女の知性と科学性、さらに危機にある国民一人一

人へのやさしい目配りに感心しました。この 20 分弱の首相演説を聴く国民の民度の高さ

知性・理性の練度。先の見えない危機に於けるドイツ人の心の強さが見えてきます。是

非、皆さんもメルケル首相がどのようにドイツ国民に語りかけたか、以下の訳を読んで

みてください。

2020 年 4 月 3 日 高部（ドレスデン）

メルケル首相の 3 月 18 日のテレビ演説。以下の Youtube にあります。

https://www.youtube.com/watch?v=TgC2TzvIRY8&t=10s
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親愛なる国民の皆様、

コロナ・ウイルスは現在わが国の生活を劇的に変化させています。私たちが考

える日常や公的生活、社会的な付き合い。こうしたものすべてがかつてないほど

試されています。

何百万人という方々が出勤できず、子どもたちは学校あるいはまた保育所に行

けず、劇場や映画館やお店は閉まっています。そして何よりも困難なことはおそ

らく、いつもなら当たり前の触れ合いがなくなっているということでしょう。も

ちろんこのような状況で私たちはみな、これからどうなるのか疑問や心配事でい

っぱいです。

私は今日このような通常とは違った方法で皆様に話しかけています。それは、

この状況で連邦首相としての私を、そして連邦政府の同僚たちを何が導いている

のかを皆様にお伝えしたいからです。開かれた民主主義に必要なことは、私たち

が政治的決断を透明にし、説明すること、私たちの行動の根拠をできる限り示し

て、それを伝達することで、理解を得られるようにすることです。

もし、市民の皆さんがこの課題を自分の課題として理解すれば、私たちはこれ

を乗り越えられると固く信じています。このため次のことを言わせてください。

事態は深刻です。あなたも真剣に考えてください。東西ドイツ統一以来、いい

え、第二次世界大戦以来、これほど市民による一致団結した行動が重要になるよ

うな課題がわが国に降りかかってきたことはありませんでした。

私はここで、現在のエピデミックの状況、連邦政府および各省庁がわが国のす

べての人を守り、経済的、社会的、文化的な損害を押さえるための様々な措置を

説明したいと思います。しかし、私は、あなたがた一人一人が必要とされている

理由と、一人一人がどのような貢献をできるかについてもお伝えしたいと思いま

す。

エピデミックについてですが、私がここで言うことはすべて、連邦政府とロバ

ート・コッホ研究所の専門家やその他の学者およびウイルス学者との継続審議か

ら得られた所見です。世界中で懸命に研究が進められていますが、コロナ・ウイ

ルスに対する治療法もワクチンもまだありません。

この状況が続く限り、唯一できることは、ウイルスの拡散スピードを緩和し、

数か月にわたって引き延ばすことで時間を稼ぐことです。これが私たちのすべて

の行動の指針です。研究者がクスリとワクチンを開発するための時間です。ま

た、発症した人ができる限りベストな条件で治療を受けられるようにするための

時間でもあります。

ドイツは素晴らしい医療システムを持っています。もしかしたら世界最高のシ

ステムのひとつかもしれません。そのことが私たちに希望を与えています。しか

し、わが国の病院も、コロナ感染の症状がひどい患者が短期間に多数入院してき

たとしたら、完全に許容量を超えてしまうことでしょう。
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これは統計の抽象的な数字だけの話ではありません。お父さんであり、おじい

さんであり、お母さんであり、おばあさんであり、パートナーであり、要するに

生きた人たちの話です。そして私たちは、どの命もどの人も重要とする共同体で

す。

私は、この機会にまず、医師としてまたは介護サービスやその他の機能でわが

国の病院を始めとする医療施設で働いている方すべてに言葉を贈りたいと思いま

す。あなた方は私たちのためにこの戦いの最前線に立っています。あなた方は最

初に病人を、そして、感染の経過が場合によってどれだけ重篤なものかを目の当

たりにしています。

そして毎日改めて仕事に向かい、人のために尽くしています。あなた方の仕事

は偉大です。そのことに私は心から感謝します。

さて、重要なのは、ドイツ国内のウイルスの拡散スピードを緩やかにすること

です。そして、その際、これが重要ですが、1つのことに賭けなければなりませ

ん。それは、公的生活を可能な限り制限することです。もちろん理性と判断力を

持ってです。国は引き続き機能し、もちろん供給も引き続き確保されることにな

るからです。私たちはできる限り多くの経済活動を維持するつもりです。

しかし、人を危険にさらす可能性のあるものすべて、個人を、また共同体を脅

かす可能性のあるものすべてを今減らす必要があります。人から人への感染リス

クを可能な限り抑える必要があります。

今でもすでに制限が劇的であることは承知しています。イベント、見本市、コ

ンサートは中止、とりあえず学校も大学も保育所も閉鎖され、遊び場でのお遊び

も禁止です。

連邦政府と各州が合意した閉鎖措置が、私たちの生活に、そして民主主義的な

自己認識にどれだけ厳しく介入するか、私は承知しています。わが連邦共和国で

はこうした制限はいまだかつてありませんでした。

私は保証します。旅行および移動の自由が苦労して勝ち取った権利であるとい

う私のようなものにとっては、このような制限は絶対的に必要な場合のみ正当化

されるものです。そうしたことは民主主義社会において決して軽々しく、一時的

であっても決められるべきではありません。しかし、それは今、命を救うために

不可欠なのです。

このため、国境検査の厳格化と重要な隣国数か国への入国制限令が今週初めか

ら発効しています。

経済全体にとって、大企業も中小企業も、商店やレストラン、フリーランサー

にとっても同様に、今は非常に困難な状況です。

今後何週間かはいっそう困難になるでしょう。私は皆様に約束します。連邦政

府は、経済的影響を緩和し、特に雇用を守るために可能なことをすべて行いま

す。
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わが国の経営者も被雇用者もこの難しい試練を乗り越えられるよう、連邦政府

は、必要なものをすべて投入する能力があり、またそれを実行に移す予定です。

また、皆様は、食料品供給が常時確保されること、たとえ 1 日棚が空になった

としても補充されること信じて安心してください。スーパーに行くすべての方に

お伝えしたいのですが、備蓄は意味があります。ちなみにそれはいつでも意味の

あるものでした。けれども限度をわきまえてください。何かがもう二度と入手で

きないかのような買い占めは無意味ですし、つまるところ完全に連帯意識に欠け

た行動です。

ここで、普段あまり感謝されることのない人たちにもお礼を言わせてくださ

い。このような状況下で日々スーパーのレジに座っている方、商品棚を補充して

いる方は、現在ある中でも最も困難な仕事のひとつを担っています。同胞のため

に尽力し、言葉通りの意味でお店の営業を維持してくださりありがとうございま

す。

さて、今日私にとって最も緊急性の高いものについて申し上げます。私たちが

ウイルスの速すぎる拡散を阻止する効果的な手段を投入しなければ、あらゆる国

の施策が無駄になってしまうでしょう。その手段とは私たち自身です。私たちの

誰もが同じようにウイルスにかかる可能性があるように、今誰もが皆協力する必

要があります。まず、第一の協力は、今日何が重要なのかについて真剣に考える

ことです。パニックに陥らず、しかし、自分にはあまり関係がないなどと一瞬た

りとも考えないことです。不要な人など誰もいません。私たち全員の力が必要な

のです。

私たちがどれだけ脆弱であるか、どれだけ他の人の思いやりのある行動に依存

しているか、それをエピデミックは私たちに教えています。また、それはつま

り、どれだけ私たちが力を合わせて行動することで自分たち自身を守り、お互い

に力づけることができるかということでもあります。

一人一人の行動が大切なのです。私たちは、ウイルスの拡散をただ受け入れる

しかない運命であるわけではありません。私たちには対抗策があります。つま

り、思いやりからお互いに距離を取ることです。

ウィルス学者の助言は明確です。握手はもうしない、頻繁によく手を洗う、最

低でも 1.5 メートル人との距離を取る、特にお年寄りは感染の危険性が高いので

ほとんど接触しないのがベスト、ということです。

こうした要求がどれだけ難しいことか私は承知しています。緊急事態の時こそ

お互いに近くにいたいと思うものです。私たちは好意を身体的な近さやスキンシ

ップとして理解しています。けれども、残念ながら現在はその逆が正しいので

す。これはみんなが本当に理解しなければなりません。今は、距離だけが思いや

りの表現なのです。よかれと思ってする訪問や、不必要な旅行、こうしたことす

べてが感染を意味することがあるため、現在は本当に控えるべきです。専門家が

こう言うのには理由があります。おじいちゃんおばあちゃんと孫は今一緒にいて

はいけない、と。
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不必要な接触を避けることで、病院で日々増え続ける感染者の世話をしている

すべての方々を助けることになります。こうして命を救うのです。多くの人にと

ってこれはきついことでしょう。誰も一人にしないこと、声かけと希望が必要な

方たちの世話をすることも重要になってきます。私たちは家族として、また社会

として別の相互扶助の形を見つけるでしょう。

今でもすでに、ウイルスとその社会的影響に対抗する創造的な形態が出てきて

います。今でもすでに、おじいちゃんおばあちゃんがさみしくないようにポッド

キャストをするお孫さんたちがいます。

私たちは皆、好意と友情を示す別の方法を見つけなければなりません。スカイ

プや電話、イーメール、あるいはまた手紙を書くなど。郵便は配達されるのです

から。自分で買い物に行けないお年寄りのための近所の助け合いの素晴らしい例

も今話題になっています。まだまだ多くの可能性があると私は確信しています。

私たちがお互いに一人にさせないことを社会として示すことになるでしょう。

皆様にお願いします。今後有効となる規則を遵守してください。私たちは政府

として、何が修正できるか、また、何がまだ必要なのかを常に新たに審議しま

す。

状況は刻々と変わりますし、私たちはその中で学習能力を維持し、いつでも考

え直し、他の手段で対応できるようにします。そうなればそれもご説明します。

このため、皆様にお願いします。噂を信じないでください。公的機関による通達

のみを信じてください。通達は多くの言語にも翻訳されます。

私たちは民主主義社会です。私たちは強制ではなく、知識の共有と協力によっ

て生きています。これは歴史的な課題であり、力を合わせることでしか乗り越え

られません。

私たちがこの危機を乗り越えられるということには、私はまったく疑いを持っ

ていません。けれども、犠牲者が何人出るのか。どれだけ多くの愛する人たちを

亡くすことになるのか。それは大部分私たち自身にかかっています。私たちは

今、一致団結して対処できます。現在の制限を受け止め、お互いに協力し合うこ

とができます。

この状況は深刻であり、まだ見通しが立っていません。 それはつまり、一人一

人がどれだけきちんと規則を守って実行に移すかということにも事態が左右され

るということです。

たとえ今まで一度もこのようなことを経験したことがなくても、私たちは、思

いやりを持って理性的に行動し、それによって命を救うことを示さなければなり

ません。それは、一人一人例外なく、つまり私たち全員にかかっているのです。

皆様、ご自愛ください、そして愛する人たちを守ってください。ありがとうご

ざいました。


