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私の体験談 

1970年代のドイツにおける国家社

会主義者の地下組織 
  

ゲルハルト・ラウク著 
    
    

第一部 

フロント訪問の準備 
  

まず、旅行が計画されていることを誰にも言わないことです。 
  

第二に、すべての名前と住所を暗記すること。  書き留めるのは危険すぎ

る。  敵の手に渡る可能性がある。  (電話番号は不要、盗聴される可能

性がある）。 
  

3つ目は、荷物を軽くすること。  洋服はスーツケース1つ。  残りはブ

リーフケース1つ。  荷物は旅行中に紛失する可能性があります。  (ある

いは、早く逃げるためにわざと捨てられるかもしれない！（これは一度や

二度ではない。  (これは何度も起こりそうになった。) 
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スーツコートでポケットを増やす。  複数のポケットに現金を分散させる  

スーツコートとパンツ。  そしてマネーベルト。 
  
  

第2部 

ファーストコンタクト 
  

飛行機でヨーロッパの別の国へ。  急いで国境を越え、ドイツへ。  連絡

先を抜き打ちで訪問する。  夕方や週末にドアをノックする。  (家にい

る可能性が高い。） 
  

ドアが開く。  目の前の人の顔には驚きの表情がある。   
  

"ゲルハルト、ドイツにいたなんて知らなかった！"  
  

"そうだ、そういうことだ" 
  

同志の妻が食事を用意する。      
  

私たちは良い友達になる。  彼の家族も含めてです。そして彼のペット

も。 
  

簡単な暗号を作るんだ。  私たち二人だけのために。  他の誰でもない  

そのため、いくつかの重要な概念に限定されます。  コードネームとか待

ち合わせ場所とか  多くの暗号を覚えなければならないので  (プライ

ベート・ジョークが 役に立つ) 
  

翌朝早くまで語り合う。   睡眠時間はわずか数時間。  そして、同志は

仕事に出かける。  そして、私は次の会議に出かける。 
  

最初の数日は特に激しい。  できるだけ多くのことを成し遂げたい。  私

が国内にいることを政治警察に気づかれる前に。   
  

数週間、数ヶ月が経ちます。  そして、私はドイツを離れる。   
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断れない招待状がなければ  そして、高級ホテルにチェックインする。  

国家の客として 
  
  

第三部 

祖国への初訪問  
  

   1972年9月  

   私はニューヨークの空港にいます。突然のニュースアナウンス。イスラ

エル・オリンピックチームが殺された！」。  (当然、パレスチナの人た

ちは気の毒だ）。 

   翌日、私は初めてヨーロッパに到着した。  駅で、誰かが私の名前を呼

ぶのが聞こえた。  振り向くと、大学時代に知り合った若い魅力的な女子

学生がいた。  (聖書的な意味ではなく）。 

   最初の旅行でドイツで出会った同志は、SAの老人である。  彼は共産圏

から逃げてきたのですが、共産党員が3度目の逮捕に来ると聞いて、その

場を離れました。 

   この最初の晩、私たちは田舎道を散歩する。  私は身をかがめる。  先

祖代々の故郷の土を手に取る。  そして、それに口づけをする。   

   確かに、おいしくはない。  関係ない。  これは象徴的なジェスチャー

だ。   心がこもっている。     

   家に戻る途中、彼はガレ場を指さした。  あそこは避けた方がいい。  

イノシシだ 

   彼の古くからの農家は質素である。  外の家。  台所のストーブが唯一

の暖房。   

   最初の食事の席で、彼は誇らしげに皿や銀食器の鉤十字を指さした。  

第三帝国時代のものだ。 

   後日、手縫いのオリジナルSAアームバンドをプレゼントしてくれまし

た。  それは私の最も大切な持ち物のひとつとなりました。  家族の聖書

と一緒にね。   そして、アメリカ人の同志からもらったオリジナルのド

イツ語版「MEIN KAMPF」です。  (彼はニューヨークの古本屋で10ドル

でそれを購入したのです）。  

   それから数週間、ドイツ各地に散らばる同志を訪ね歩いた。  
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   同志が逮捕されたと知ると、私は同志に知らせるためにまた大旅行に出

ます（電話は信用できません）。  (この旅では、自分が逮捕されるかも

しれないと心配になります。  しかし、そんなことは起こらない。  私は

この任務を終え、無事にアメリカに帰国しました。 
  
  

第四部 

私自身の体験 
  

 アパートのドアをノックする。  ドアを開けると、黒髪の男がいた。  

彼は微笑む。  私の肩に手を置く。  そして、私のチェックにキスをす

る。 

   私はこう叫んだ。「あなたがフランス人であることを知っていてよかっ

た。   そうでなければ、あなたの鼻を殴っていたでしょう！"と。 

   二人で笑う。 

   そして、彼の奥さんに会う。  そして猫だ。  次回の訪問時に返却され

る) 

    シャルルマーニュ師団のベテランで、ベルリンの戦いに参加したことが

ある。  面白い話がたくさんあるんですよ 

    戦後はフランス外人部隊に入隊。  アルジェリアで戦う。  OASの反乱

に参加。   ドイツに逃亡。   

   電話が鳴る。  彼が出る。  短い会話。   

   彼はこう説明する。  "あれは同志だ。  警察が来るぞ。  このワイン

を飲み干す時間はある。  しかし、その後、我々は去らなければならな

い。"       

   そうするんだ。  それから、近くの居酒屋へ歩いて行く。  そこは別の

同志が経営している。そこで数時間過ごす。  私たちの会話は他の客を驚

かせる。  しかし、誰も警察を呼ばない。 

   またある時は、小さな一枚のピースを渡される。  そこには何か変わっ

た記号が書かれている。  彼は私に、これを持っているようにと言った。  

しかし、その意味を説明しない。  そして、私は尋ねない。   
  

   大変光栄です。私は伝説的なスツーカのエース、ハンス・ウルリッヒ・
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ルーデル大佐の家に招待されたのだ。(半世紀たった今でも、その住所は

覚えている。） 

   ルデルは2,000回以上の戦闘任務をこなした。  500～600台の戦車を撃

破。  戦艦と巡洋艦を沈めた  第二次世界大戦で最も多くの勲章を受けた

ドイツ兵である。  (ヒトラーは彼だけのために特別なメダルを作らせた) 

   ルーデルは、戦後も忠実な国家社会主義者であり続けた。 

   自宅に入ると、壁のディスプレイケースにメダルが飾られている。 

   幼い息子がおんぶをせがんでいる。  私は喜んで乗せてあげる。   

   このターザンファンは、私のペンを盗んでハムスターの檻に隠しまし

た。  しかし、彼の母親がそれを見つけて、私に返してくれました。 

   ルーデルと山道を歩いていると、「高所恐怖症なんですか？  私はこの

質問に戸惑った。  そして、ふと横を見ると  すると、茂みの向こうに険

しい崖が見えるではありませんか。 

   彼は時々、斜視になりたいと思うことがあるそうです。  日本人は兵士

に対してもっと敬意を払っているからだ。 

   ルーデル氏と私は、ヒトラーがあまりにも人道的であったという点で意

見が一致しています。  彼はこうコメントしています。"そうでなければ

我々は戦争に勝っただろう" 

   彼の家に戻り、奥さんと義理のお母さんと一緒にお茶を飲んだ。  全

員、忠実な国家社会主義者だ。 
  

   オットー・リークスが雑誌『DER LANDSER』を手渡してくれる。  こ

の号には、彼が騎士十字章から鉄十字章を授与された数少ない下士官の一

人となった経緯が書かれている。   

   ひとりぼっち。  負傷している。  損傷した対戦車砲を操り  ロシア戦

車10両を撃破した。   

   現在はタクシードライバー。  ペットはボアコンストリクター。  国家

社会主義運動で活躍中。  
  

   ヨーロッパ数カ国の民族主義者が参加する会議で、短いスピーチをす

る。 

   偶然にもその後、大きなビアホールで他の参加者と出会う。  そのうち

の一人は、戦後ドイツ空軍に所属している。  (その後数年間、彼の部隊

が米国で訓練するたびに寄付金を送ってくれる) 
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  スペイン人を含む数人が、フェルトヘルンハレまで歩いていく。  1923

年11月9日の殉教者のための記念プレートが立っていた場所に、私たちは

立ちました。  ヒトラーの敬礼で腕を上げる。   そしてホルスト・

ヴェッセルの歌曲を歌う。 

   通り過ぎる人が笑顔になる。 
  

   3人の同志が1つの歌を歌いたいと思う。  しかし、それぞれが異なるテ

キストを知っている。  老ストームトルーパーは国家社会主義者のテキス

トを知っている。  共産圏から逃亡した同志は、フォルクスワーゲンのテ

キストを知っている。  私はドイツ連邦軍のテキストを知っている。  

(レコードジャケットの裏の文章を覚えていた)  
  

   同志と私は、彼の台所のテーブルを囲んでいる。  玄関のベルが鳴っ

た。  彼はドアに向かい、友人と戻ってくる。  私たち三人はテーブルを

囲んで座る。  同志が私たちを紹介する。 

   "ゲルハルト 友人Xだ 警察署長をしている" 

   "X、これはゲルハルト・ラウク。  彼はNSDAP/AOの責任者だ" 

    私は驚き、ショックを受けています。  "X "も同様に驚いています。   

   "X "が飛び上がる。   

   そして、握手してください。 
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卍の下で楽しむ 
  

国家社会主義者の活動には、明るい場面もあるのですゲルハルト・ラウク

の小冊子「Fun Under Swastika」からの抜粋を紹介します。 
  

   私はセントルイスで地元の同志を訪ねていた。通りを歩いていると、同

行者が「共産主義者のユダヤ人の老人がやっている」新聞スタンドを指差

した。 

   案の定、近づいてみると、共産党の新聞が公然と掲げられていた。私は

彼に、"あなたは共産主義者ですか？"と尋ねた。彼は、"私は反ファシス

トです "と答えた。 

   "そうですか、共産党の新聞を売っているんですね。国家社会主義者の新

聞も売ってるんですか」（もちろん売ってない） 

   私は彼の目を見て、微笑みながら、"オーブンで会いましょう！"と言っ

たのです。 

   私と友人が笑いながら振り返り歩き出すと、彼の「反ファシスト」の叫

び声がかなり長い間聞こえてきたのです。 
  

* * * * * 
  

   ドアをノックする音がした。開けてみると、トレンチコートを着た二人

の男がいた。彼らはFBIの捜査官であると名乗り、バッジを差し出した。

前々からFBIの訪問は予想していたが、この朝は違った。 

   同志について質問されたとき、私はただ「I kann kein Englisch.(「私は英

語を話しません」) 

   でも、うまくいかなかった。ある人はこう答えました"Das macht nichts 

aus.Ich kann Deutsch."("It doesn't matter. Ich kann Deutsch.") と答えました。 

   次の会話で、私は自分の名前を "Otto Schmierkäse "と言い、その男は 

"Franz Eher Verlag" [わが闘争のドイツの出版社]に勤めていると思ったの

です。当然ながら、私は彼らが探している男の住所を知らなかった。 

   彼らが帰ると、私はコートを着て近くの公衆電話へ出発した。たまたま

その辺を車で走っていて、私が行くのを見かけました。誰も手を振ってく

れない。 
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   さて、最悪の事態が発生した。同じ歩道を歩いていた若い可愛い女の子

二人が私に微笑みかけてきたのだ。彼女たちと知り合いになれると思う

と、私の脈拍は速くなった。残念なことに、私はできるだけ早くその公衆

電話（数ブロック先）に行く義務があると感じていた。だから、彼女たち

は逃げてしまった。くそっ！ 

   私が戻ると、隣の少年は笑顔で腕を上げ敬礼し、大きな声でハイル・ヒ
トラー！ と挨拶してくれた。 
   おや、どうしてわかったのでしょうね？ 



10 

 

 


