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私の体験談 

アングラ 

1970年代のドイツで 
  

ゲルハルト・ラウク著 
    

前号から続く 

  

   私は、ある同志の家で一緒に座っています。  玄関のベルが鳴る。  郵

便配達人が小包を届けている。  私の同僚が数週間前に定形郵便で送って

きたのだ。  その中には、私たちの新しい大型の「DIN-A2」（約17 x 22

インチ）の鉤十字ポスターが何枚か入っていました。 

   後日、共産圏のマクデブルク駅を通過する列車に、この大きなポスター

を1枚、窓から吊るした。   

   経験上、電車は駅に着く少し前に停車することが分かっていた。  その

間に、トイレの窓の外にポスターを貼った。  そして、次の車両に急い

だ。  窓から顔を出した。  そして、人がたくさんいる駅を通過すると

き、ポスターが風になびいているのを見た。  
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   この種のポスターは、後に大規模な宣伝行動に使われる。  アウトバー

ンの陸橋に貼られたものです。  ルール地方のアウトバーンでは、当局が

これを撤去する間、数時間にわたって通行止めとなる。 

  

   私は、ある同志の家で一緒に座っている。  電話が鳴った。   彼の親

戚が言うには、ハンブルグにいるアメリカ人の国家社会主義者が強制送還

されたというニュースがあるそうです。  私はその数日前にハンブルクに

いたのです。  何か関係があるのだろうか？ 

   私はハンブルクに戻り、それを確かめることにした。  途中で新聞を買

うと、私の写真入りの記事が載っていた。  キャプションには、私が "跡

形もなく消えた "と書かれていた。 

   ハンブルグで私は同志に尋ねた。  彼は、私がハンブルガー・モルゲン

ポスト紙の見出しを飾ったと言っている。   

   私は、ある個人的な集まりでスピーチをした。  主催者によって集会が

正式に終了した後、私は数人の同志と写真撮影に応じました。  鉤十字の

旗の前で。  この写真は日刊紙に掲載された。 

   私はある弁護士に相談する。  彼は悪名高いニュルンベルク裁判の弁護

人の一人だった。 

   どうせ、もうすぐドイツを離れる予定だ。  しかし、私はこの機会を利

用したい。  そこで、「なぜ強制退去命令を認めないのか」というテーマ

で講演を行う計画を発表します。  場所と時間を含めての発表です。   

   当然、このスピーチをすることができないことは分かっている。  そこ

で、カセットに録音しておく。  この録音を会議で流すのです。 

   現地に着くと、警察よりも私の方が "人手 "が多い。  まさか私が来る

とは思っていなかったのだろう。   私の最大のボディーガードは、彼ら

の最大の同僚より大きいのだ。  私の若者は、まるで言うかのようにニヤ

ニヤしている。"ボス、もう殺してもいいですか？"とでも言うように。  

警察は私を逮捕する代わりに、同行するよう求めた。  私は同意する。   

   警察署で航空券を見せる。  アイスランド航空。  ルクセンブルグから

シカゴへ。  翌朝出発。  私は、すでにすべての旅行オプションをチェッ

クしたと説明する。  そのフライトに間に合うようにするには、ハンブル
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グを45分後に電車で出るしかない。  警察は私をハンブルク駅まで連れて

行った。  警察官も一緒に電車に乗り込む。   しかし、彼はハンブルグ

市内の終着駅で降りてしまった。   そこからは私一人だ。  

   数ヵ月後、アメリカに帰ってから、東ベルリン共産党西ベルリン支部

（！）の機関誌で、この件に関する記事を読んだ。  それは、私がまだド

イツにいると偽っている。 

  

   私は一ヶ所に長く滞在することが少ないので、洗濯がややこしい。私の

解決策は、仲間の奥さんにモーゼルワインかフレンスブルグのラム酒を賄

賂として贈ることだ。  

   あるとき、あまりに多くの荷物を運ぼうとして  スーツケースのヒンジ

を壊してしまいました 
  

   とても魅力的な女性同志の家で一夜を過ごした後、2日目の夜がとても

楽しみです。   

   残念ながら、警備担当者は、私が同じ場所で何泊もするのは危険だと考

えているようです。   

   当然ながら、非常に残念です 

  

   またある時は、年上の、しかしまだ魅力的な女性同志と同居することに

なった。  彼女は微笑みながら、「痴漢はしない」と断言してくれた。  

   残念ながら、「気にしない」という返事をしそびれています。 

   翌日、SS未亡人を訪ねる。  彼女はアドルフ・ヒトラーの美しいフルカ

ラー写真をくれた。  戦後（！）ドイツの新聞から切り取られたものだっ

た。  

  

   東ベルリンのソ連大使館の前を通ると、すぐに警備が厳重すぎるのがわ

かる。  しかし、私は数ブロック離れたところにステッカーを貼ることに

成功した。   

   帰路、私は走行中の列車の側面に鉤十字のステッカーを貼った。  共産

圏の警官の頭から25cmのところだ。  (ステッカーを手前に、警官の制帽
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を背景に写真を撮る。 

   残念ながら、共産圏で撮った写真はどれもうまくいかない。  (安物の

カメラを使っていたのだ）。 

   西側ゾーンでは、他の写真もうまく撮れている。  共産圏（DDR）領事

館の入り口に鉤十字のステッカーが貼られている写真もあります。    

   また、警察署の入り口には卍のステッカーが飾られている。   

   共産主義者のポスターの上に卍のステッカーが貼られることが多い。 

   ハンブルグの中央駅の入り口に鉤十字のステッカーを貼った後、私は通

りを歩いて渡る。  バス停のベンチに座る。  そして眺める。  やがて一

人の男が立ち止まる。  鉤十字のステッカーを見る。  メモ帳を取り出し  

そして連絡先の住所を書き留める。  数週間後、リンカーンに問い合わせ

が届きました。  著者は、この場所で当社の鉤十字ステッカーを見た、と

書いているのだ 

  

   ある民族主義政党の地方支部のクリスマスパーティに参加する。   

   ゲストの一人が私にこう尋ねた。"あなたはゲルハルト・ラウクです

か？"  

   と答えます。"強制送還されたそうです"   

   隣の席の同志がニヤリと笑う。 

   そのうちの一人がタバコを吸いに外に出る。  戻ってきた彼は、おかし

な話を持っています。   

   もう一人の同志が会場のドアにやってきた。  そして、警察が彼を訪ね

てきたと言った。  ゲルハルトを捜しているのだという。   

   この新しく来た仲間は、もう一人に尋ねた。"ゲルハルトがどこにいる

か知っているか？" 

   という返事。"はい、彼は中にいます。  コーヒーを飲んでいます。" 

   ちなみに、この同志の幼い息子は、"アドルフ "という名前だ。 

  

   真夜中である。  私は熟睡している。  突然、ドアをノックする大きな

音で目が覚めた。  そして叫び声。「警察だ！」 

   かすかに会話が聞こえてくる。   
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   隣の部屋は警察です。   

   おそらく、警察は私を必要としている。  彼らは単に間違った部屋へ

行っただけだ。 

   着替えて窓から出るまで、2、3分あると思う。  荷物も持たずに。   

   幸いなことに、かすかな会話が長く続く。  私は、警察が正しい部屋に

行ったことを理解する。  彼らは他の誰かを探していた。  今度こそ 
    

   駅で誰かが私の名前を叫ぶのが聞こえた。  そして、それは警察だと

疑った。  だから私は歩き続けた。一人の男が私に駆け寄った。  彼は微

笑んでいた。  同志だ！ 

  

   私たちは他の車を追っています。  スピード違反をしている。  そのた

め、警察の注意を引く危険性があります。 

   私のドライバーのコメントです。  「時々、私は無能のために全員を銃

殺しなければならないと思う。  そして、同志を全員射殺した罪で自分も

射殺される。" 

  

   私はある民族主義的な政党の会合に出席する。  そして、とても美しい

若い女性に気づく。   

   隣に立っている同志が、自己紹介をするように言う。  しかし、私は翌

日には帰らなければならない。  そこで、私は彼にそうするように勧め

た。   それから何年も経ってから、私は偶然に彼に会った。   そして、

彼が彼女と結婚したことを知るのです。 

  

   初めての国家有償休暇の初日。  高級ホテルのスタッフの一人が私にタ

バコを吸うかどうか尋ねてきた。  私は「いいえ」と答えた。  彼はにっ

こり笑って、「ハシシも吸わないのか」と言う。  私は首を横に振った。 

  別のスタッフが私を個室まで案内してくれる。  彼は驚いた様子でこう

尋ねた。"なぜあなたがここにいるのですか？"   

   私がヒントを出すと、彼は叫ぶ。"ああ、2万枚の卍固めのステッカー

か!  新聞で読んだよ。" 
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   すぐにスタッフ全員が私の有名人ぶりを知ることになる。   

   私は "Herr Lauck "と呼ばれています。 

   他の棟のスタッフが個室を訪ねてくる。   

   その後、私の部屋にはアルゼンチンの同志から送られた小さな鉤十字の

旗が飾られた。 

   滞在中、私はドイツ語でNSDAP/AOについての短い小冊子を書きまし

た。 

   数カ月後、私は別の高級ホテルに異動になった。  ここのスタッフはあ

まり同情的でない。  私のアルゼンチン鉤十字の旗まで没収された。  

(帰るときに返してもらうが）。 

   このホテルでは、コミュ二ケーションアワーを提供しています。  宿泊

客は全員、テレビのある広い部屋に招かれる。   

   郵便物が配られたとき、他の客がスタッフに、なぜ私がすべての郵便物

を受け取ったのかと尋ねた。  スタッフは、「私はすべての郵便物を受け

取ったわけではありません。  私は、私の郵便物だけを受け取りました。  

(私は他の人たちを合わせたより多くの郵便物を受け取りました）。  

  ある日、他のテーブルのカードプレイヤーの一人が私を見つめて尋ね

た。"モルド？" (殺人？) 

   私は笑顔で首を横に振ります。    

   4ヵ月半の休暇が終わり、私の休暇は終了する。   

   しかし、その前に政治的な裁判がある。   

   ある時、私は裁判所の2階の部屋に一人取り残された。  開いている窓

から外に出たい衝動に駆られるが、そうしない。  

   裁判では、弁護士が私のことを「アメリカに生まれたとはいえ、文明的

な中央ヨーロッパ人だ」と表現しています。 

   裁判官がヒトラーユーゲントの賛美歌を口ずさむと、判決は甘くなると

思う。   

   数日後、私はホテルの中庭を歩いていた。  聞き覚えのある声が私の名

前を呼ぶ。  同志だ。  工事をしているのだ。  脱出の機会を与えてくれ

たことに感謝する。  でも、どうせすぐ帰るんだから......」。 
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   ネブラスカに帰ってきて、初めて花粉症になった。 

   治療法：ウイスキー！？ 

  

   地下の独房を訪ねると、特定の人を知っているかと聞かれることがあ

る。  と聞かれることがある。   

   すでにお互いを知り、信頼している人たちであれば、一緒に仕事をする

かどうか、自分たちで決めることができます。   

   いずれにせよ、セルシステムのセキュリティ対策に違反することはあり

ません。  

   相手に対して「注意」されることもあります。 

   時々、BOTHの人が相手に対して警告してくれるんだ! 

   これは単なる性格の不一致だと考えています。 

   時々冗談で、「みんなが集まったら、きっと殺し合いになっちゃう

よ！」と言うことがあります。 



9 

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 the Swastika」からの抜粋を紹介します。 
  

   ある友人は、FBIが家族、友人、隣人、雇用主に彼の政治について質問

し始めたとき、むしろ腹が立ったと言っていました。 

   そこで彼はストームトルーパーの制服をフルに着て、捜査官のオフィス

に入り、そいつの机に足を乗せて、「私のことを聞いているそうだが、

（削除済み）。何を知りたいんだ？ 

  

* * * * * 

  

   同志たちは、党本部の前に一晩中、車を駐車するのは賢明でないことを

ずいぶん前に知っていた。しかし、部外者すべてがそれを知っていたわけ

ではない。そして、反対派は明らかに我々の知性を過小評価していた。 

   ある夜、あまりにありふれた叫び声が本社に響いた。"火事だ！" 

   実は、火は建物の外にあったのです。本社のすぐ前に止まっていたバン

から、30フィートの炎が立ち上っていたのだ。 

   しかし、それは私たちの車ではありませんでした。赤軍はそれを私たち

のものと思い込んで放火したのだ。 

   私たちは、その視覚的な光景を楽しむと同時に、本当の持ち主に申し訳

ない気持ちでいっぱいになりました。もちろん、この状況にはユーモアも

あった。誰かが言った。"マシュマロ、食べる？" 

  

* * * * * 

  

   友人のグンナルがキール港を散歩していた。共産主義者が彼に近づき、

共産党の新聞を売ろうとした。 

   彼は散歩の邪魔をされるのが嫌いだった。特に赤の奴にはね。だから、
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彼はその共産党員を-新聞も含めて-港に投げ捨てたのである 

   見物人は拍手喝采...そして彼は散歩を続けた。 
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