ロ

<編 集部 にて >の 訳
W: すば らしい眺め

l

ベル リンの テ レビ塔 にち ょっと上 ってみ ようってい うのは

,

く雑誌記事 >の 訳

いい考えだったわね。ベ ル リンは, まだまった く完成 してい ない。眼下に見える
のは,今 もなお成長を続けている町 よ。エキサイティングじゃない ?

ベル リン共和国 と ドイツの将来

M: その とお りですね。ベ ル リ ンの発展 を, さらにはベ ル リン共和国全体 の発展 を観

ドイ ツが統 一 し,首 都 が ボ ンか らベ ル リ ンヘ と移転 した こ とに伴 い, ドイ ツ社会 に

察す るのは,刺 激的です。 この発展が われわれをどこへ導 いてい くのか,予 測が

も重大 な変化 が始 ま りま したが,そ の終 わ りは まだ予測 で きませ ん。その展 開 は,ベ

できません。

ル リンとい う町そのもの と同じように,矛 盾 を抱 えてい ます。東西ベ ル リンが ともに
成長 してい くことで, もちろんこの町は東西 ドイツ統一の シンボルお よび模範であ り
続けるのです。今 日に至るまで,ベ ル リンはヨーロッパ最大 の工事現場 となってい ま

W: ひと日で町が さらに発展 したってわかるわね。 ここでは何かが動 いてるわ。文化
的な生活は,ず っと前か ら多様 で,活 気 に富んでいた し,そ れにたいていの新 し
い建物,そ の近代的な建築は, とても魅力的だと思 う。 たとえば旧帝国議会議事
堂 (改 修 され,現 在 はここで連邦議会が開かれている)の 上のガラスの ドーム
私 とても気に入 ってるの。何か透明で民主的なイメー ジが感 じられるで しょ。ベ
,

ル リンは,い まや統一 ドイツの首都であると同時に,そ の象徴 でもあるのよ。

M: もちろんです

!

す。町の再開発 には莫大な費用が必要で,そ れによって首都の抱 える大規模 な財政問
題がさらに深刻になってい ます。 しだいにはっ きりして くる町の近代的な姿を,歓 迎
す る人も少な くあ りませんが,他 方 ノスタルジー を感 じている人は,生 き生 きとした
それ とは別の世界が排除されるのを嘆いています。世界的大都市 と,故 郷 を感 じさせ
,

る地方都市 との間の, また将来へ の展望 とノスタルジーとの間のこの葛藤が,昔 か ら
この町の歴 史を特徴 づ けて きたのです。ベル リン共和国 は,大 きなツヒ
戦に直面 してい
ます。高 い失業率 ,崩 壊 しかけている年金 お よび健康保険制度,ま す ます高齢イヒし
貧富 の格差が しだい に広がってい く社会,外 国人 の移住 と融和統合,あ るい は ヨーロ
,

ぼ くも変 わることには, まった く反対 じゃあ りません。で もそ

の場合,人 々が どのような目標 を追求 し,ま たどのような結果を望 むのかを知る
べ きです。編集長は,ベ ル リンはいわば統 一 ドイツの象徴だとおっしゃい ました
が,ま った くその とお りです。 ここでは,ベ ル リン共禾1国 に,こ の時代がつ きつ

ッパ連合 の問題,こ うい った事柄 は,こ こで挙げ ることのできる大 きな課題 の うちの
ほんのい くつかにす ぎません。東 ヨーロッパヘ の通過門として,ま たさまざまな文化

けて くる問題 を解決するだけの力があるか どうな 観察す ることがで きます。そ

が融合する場所 として,ベ ル リンは最前線 に立ち,ま た最 も日立つ プロジェク トであ
り続けるのです。そ してそのプロジェク トか ら,統 一 ヨーロ ッパ の中で現代 ドイツが

してその問題 はとても大 きいんです。高 い失業率,不 安定な年金制度や健康保険

成功するのか失敗するのかが読み とれます。その場合,成 功 のチ ャンスは,失 敗す る

制度, ます ます高齢イヒす る社会,外 国人 の移住 とそれに伴 う融和統合,EUの (東
・
・。
方)拡 大など,最 も重要なものをち ょっと挙げただけですが・

危険 とまった く同 じ くらい大 きいのです。

(ト

ーマス・ マ イアー)

W: まあそうね。それ らは確 かに大変な問題ね。疑 いの余地 はないわ。でもそれをチ
ャンス としてとらえることだってできるで しょ

!

M: ええ,そ れは認めます。ぼ くも,ベ ル リ ンお よび ドイツ全体の発展が失敗に終わ
るだろ うと言っているわけじゃないんです。 ぼ くが言ってい るはただ,そ のプロ
セスが どうい うものになるか まだ判断で きない って ことです。 だって,人 々はこ
れまでの ところまだはっき りとした目標 を見 きわめてい ませんか ら。 ドイツ国民
が,こ の変化 をひとつのチャンスとみなせればいいのですが。

WI とにか くそ こか ら目を離 さないでい ましょう。
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