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『アンネの日記』から考える民族差別

～ドイツ系ユダヤ人の一つの例～

12K027　中川　直大

はじめに

　2015年は第二次世界大戦が終結した1945年から70年後にあたる。この戦後70年の節目とな

る年に、私は先の世界大戦について考え、卒業論文にまとめたいと思った。

　第二次世界大戦は、その名の通り、全世界を巻き込んだ戦争であり、6200万人もの死者を出

した。その内の3700万人は民間人であった。戦争遂行のために開発された大量殺戮兵器は多く

の民間人を犠牲にし、その最たるものが、広島と長崎に投下された原子爆弾であった。

　その一方で、戦闘とは直接関わらぬ、イデオロギーの分野で特異な悲劇的出来事が第二次世界

大戦中に起こる。ナチス・ドイツが行ったホロコーストである。私は、このナチス・ドイツによ

るユダヤ人迫害を卒業論文のテーマとして取り上げようと考えた。それは、これまで文化論演習

で第二次世界大戦を背景とするドイツの文学作品を学んできたからでもある。

　昨年、東京都内の複数の公立図書館で、『アンネの日記』が、おびただしい数にわたって損傷

を受ける事件が起こった。メディアでこの事件が取り挙げられるうちに、この作品を通して、第

二次世界大戦中に起こったユダヤ人迫害の問題に取り組もうと思い立った。

　『アンネの日記』は、周知のように第二次世界大戦中ナチスによるユダヤ人迫害が行われていた

時代、ユダヤ人である少女アンネ・フランクが、迫害から逃れるために自分の家族を含めた８人

で、1942年６月から1944年８月までアムステルダムの隠れ家で過ごした生活を綴った本である。

　ここでは、時代に翻弄されたドイツの裕福なユダヤ人であったフランク一家の運命を通して、

ナチス・ドイツ期のユダヤ人問題の一側面ついて明らかにしたい。そのために、まず、アンネの

父であるオットー・フランクを中心に、フランク一家の家族史をまとめる。次に、『日記』にも

描かれている「隠れ家」で暮らす８人の生活を、彼らを支えた人々の視点も交えて考察する。最

後に、フランク一家の中では、ただ１人強制収容所から生還したアンネの父オットーが戦後、

『アンネの日記』を出版するまでの経緯をたどる。『アンネの日記』は現在、「世界記憶遺産」に

指定されているが、オットーや隠れ家生活を支えた人たちの思いを重ね合わせながら、『アンネ

の日記』の意味を考えていく。
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第１章　オットー・フランクの家族史
　ここでは、アンネの父であるオットー・フランクと、彼女の祖父であるミヒャエル・フランク

の生涯をまとめてみる。彼らが生きた時代は、ドイツにおける長いユダヤ人差別の歴史の後、

19世紀後半にユダヤ人のドイツ国民化が実現し、20世紀においてナチス政権下における激しい

ユダヤ人迫害へと暗転する時期である。

　この時期を生きたユダヤ系ドイツ人の生き方は、千差万別ではあるが、ユダヤ人のドイツ国民

化の中で裕福な生活を送るようになったフランク家が、ドイツを追われ、ついには家族のほとん

どを失う運命は、同じ時代を生きたユダヤ系ドイツ人の典型的な例の１つだと考えられる。ナチ

ス政権下における、時代に翻弄されるドイツのユダヤ人を理解するために、フランク一家を１つ

の例とし、彼らはどのような生活を送ってきたのかを明らかにする。

１．オットーの両親とその時代

　1889年５月12日、オットー・フランクは、父ミヒャエル・フランクと母アリーセ（旧姓シュ

テルン）との間に、４人兄弟の次男としてフランクフルトの富裕な住宅地であるヴァステントで

生まれている。フランク家は、自由派ユダヤ教徒であった。

　母方の先祖は、市の公文書によると16世紀初頭までさかのぼることができるが、その多くは

ドイツ人社会において商業で名を挙げた人々であった。１

　アリーセは20歳の時に、フランクフルトで自分の腕一本で財を築いた、15歳年上のミヒャエ

ル・フランクと結婚する。

　父ミヒャエル・フランクの出身は、ラインラント＝プファルツ州のランダウで、この町のユダ

ヤ人も何度か町から追い払われたことがあった。しかし、ミヒャエルが生まれた1851年には、

ユダヤ人も市民として完全な地位を獲得することができるようになっていた。２

　1879年、ミヒャエルがフランクフルトにやって来た時、ゲットーは壊されつつあり、街のユダ

ヤ人社会は、ようやくフランクフルトの商業世界に全面的に参入する権利を獲得したのである。３

　フランクフルトにも、過去何世紀にわたりゲットーがあった。1614年のユダヤ人大虐殺の

後、街のユダヤ人たちは全員追い出され、戻ってきても衣服にバッジをつけて身分を明らかにさ

れ、民族隔離制度の中で暮らしていた。19世紀前半、ユダヤ人団体と一部の非ユダヤ人たちの

粘り強い活動の結果、この制度を大幅に緩和する法律が制定され、ユダヤ人たちにも同等の権利

が与えられた。しかし、この新たな自由思想の下には、依然として根深い反ユダヤ主義の痕跡が

残されていたことも忘れてはならない。４

　ミヒャエルは結婚後、株式や証券、外貨の売買、為替手形の取引などに携わるようになる。さ

まざまな事業に投資し、普仏戦争によるドイツ経済の繁栄もあったことから、彼は株式を有利な

条件で売却し、自足した生活を送るようになっていたのである。５
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２．オットーとその時代 ～フランクフルトからアムステルダムへ～

（１）フランクフルトでの生活
　1908年にオットーは19歳でハイデルベルク大学の美術史科に入学する。ここで、彼の生涯に

おける最も重要な友人の１人である、ネーサン・ストラウスと出会う。ネーサンはニューヨーク

のメイシー百貨店のオーナーの嗣子で、彼の影響を受けたオットーは、ニューヨークへ渡る。

オットーはニューヨークの百貨店で働くことを通して、近代経営について多くを学ぶが、1909

年にミヒャエルが亡くなり、急遽帰国する。６

　父の死後、銀行の所有権は母アリーセに移るが、経営上の実務の大半はオットーが引き継い

だ。翌年にはデュッセルドルフにある金属工業会社の仕事まで、専任で引き受けることになる。７

　1914年に第一次世界大戦が勃発した時は、デュッセルドルフで働く傍ら、家業の銀行の業務

も、ニューヨークに出張する合間に、そつなくこなすという毎日が続いた。８

　第一次世界大戦では、およそ10万人ものユダヤ人が、ドイツ国民として戦った。オットーと

彼の兄弟たちも徴兵され、オットーは歩兵隊所属の射距離測定員として、砲兵隊に配属される。

1917年２月には、オットーの属する部隊の指揮官から、彼を士官昇進の候補者として推薦され

ている。勇敢な働きを示し、翌年には中尉に昇進した。９

　第一次大戦が終わった時、オットーと彼の兄弟たちは、無事に帰還することができたが、一家

の財産は戦時国債の投資の失敗とインフレにより、多大の被害を受けた。唯一の打開策として、

オットーは海外への事業拡大を決断し、1923年、「ミヒャエル・フランク＆ゾーネン」という銀

行の支店を、アムステルダムに開設した。10

　1925年、オットーは36回目の誕生日に、アーヘン出身のユダヤ人実業家の娘である、エー

ディット・ホーレンダーと結婚する。そしてアンネの姉であるマルゴーが、1926年２月16日に

生まれる。オットーは写真に熱中し、娘の生後からその成長過程を多数の写真に収める子煩悩ぶ

りで、一方、母のエーディットもマルゴーの成長を丹念にベビーブックに記録しており、幸せな

結婚生活がうかがえる。11

　そして、1929年６月12日、次女のアンネリース・マリー・フランクが誕生する。12	マルゴーが

内気だったのに対し、アンネは気さくな子であり、姉は思慮深く控えめで、妹はお転婆で甘えん

坊という、典型的な姉妹の関係だったようだ。13

　オットーは子どもたちの面倒をよく見ていた。当時の父親は、子どもにどう接して良いか分か

らず、何かと言えば「服従と良きマナー」、つまり目立たない態度を求めた。オットーは２人の

娘と遊んで疲れることはなかった。２人に世界中のことを教え、そして自作の物語「２人のパウ

ラ」を語った。「２人のパウラ」の本当の作者は、オットーの母アリーセである。14	隠れ家での生

活が辛い時も、オットーはアンネを落ち着かせるために、２人のパウラが出てくる新しい物語を

聞かせている。

　オットーは娘たちの教育こそが一番大事だと信じる、当時では新しい考え方の持ち主であっ

た。マルゴーもアンネも成長するにつれ、父親の膨大な数の本を読むことが次第に増えていっ

た。マルゴーは自分の考えや意見を心に溜める傾向があったが、アンネは正反対で、自由に言葉



─ 4 ─

が使えるようになるやいなや、何か思いつくと、すぐにそれを口に出すようになった。15

　アンネの誕生から４ヵ月後、世界恐慌が起こる。金融界は深刻な危機に陥り、フランク家のよ

うに専ら外国との取引を行っていた小銀行は、特に打撃が大きかった。ドイツ国内の失業者は急

増した。

　オットーは家族や親族の生活を案じた。妻のエーディットはアーヘンの実家から経済的援助を

受けていたにも関わらず、生活費は枯渇し、一方、母と兄弟たちも全員が一族の銀行経営に依存

していたため、経済的困窮に陥っていたからである。16	そして世界恐慌から１年経っても、景気

回復の兆しは見えて来なかった。フランク家の銀行は悲惨な状態に陥った。

　1931年３月、フランク一家はガングホーファーシュトラーセに新たな住まいを見つける。今

までの住まいよりは狭かったが、アンネやマルゴーが遊び場にする広い裏庭があった。17	しか

し、1931年の夏にフランクフルトの証券取引所が無期限に取引を停止したことで、銀行の経営

はいよいよ厳しくなる。家賃も、一家の財力を上回るようになり、1933年３月、一家は経済的

理由により、ヨールダンシュトラーセのアリーセの家に身を寄せる。18

　その後も毎日の暮らしはあまり変わらなかったが、以前同様、友人や親戚の家に頻繁に遊びに

行ったり招いたり、家族で日帰り旅行に行く習慣は止めなかった。エーディットは、娘たちに服

を買い与え、喫茶店に入り、娘たちにコーヒーとケーキをご馳走した。19	オットーとエーディッ

トは、経済的に苦しくても、娘たちにお金の心配はさせたくなかったのである。

　1933年１月にヒトラーが首相となり、さらに３月23日には全権委任法が国会を通過して、ヒ

トラーが絶対的権力を握った。フランクフルト市議会選挙でもナチ党が圧倒的勝利を収めると、

反ユダヤ主義の勢力が勢いを増した。20

　オットーとエーディットは、手遅れにならないうちに亡命すべきだと決意する。さらに、ユダ

ヤ人の子どもは非ユダヤ人の子どもが通う学校には通学できないという新たな法令が出された。

この法令により、アンネは保育園の入園許可が取り消しとなり、マルゴーも転校を余儀なくされ

た。21	この法令が２人の決意を一層固めた。

　オットーは当時をこう回想している。「子どもたちを社会情勢に無知なまま育てるわけにはい

かない。私をとりまく世界は崩壊してしまった。私は深く傷ついたが、それでもこの国を去るこ

とにしたのだった。」22

（２）オランダでの生活
　オットーは、妹ヘレーネの夫エーリヒから、ジャム作りに使うペクチンを製造する業者「ポモ

ジン工業」の子会社である「オペクタ商会」のオランダ支社を開設しないかと勧められる。オッ

トーは当時のドイツの国内情勢や、オランダには確かな人脈があること、オランダの難民政策が

他の国より寛容なことから、この提案を受け入れる。オットーは当初、ユレトヒト支社の最高責

任者となるはずだったが、常務取締役に指名した人物との間に問題が生じ、代わりに自らアムス

テルダムに支社を設立する。23

　1933年、オットーは家族の住まいを探すべく、ひと足先にフランクフルトを離れる。その間

エーディットたちは娘たちを連れて、アーヘンの実家に身を寄せる。24
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　オペクタの事務所は、アムステルダムのニウヴェゼイツ・フォールブルクヴァルにあるモダン

な高層ビルの中にあり、２つの部屋と小さなキッチンがあり、部屋の１つはオットーのオフィ

ス、もう１つは発送部の部屋として使われた。常雇いの事務員が病気で長期休暇を取ることに

なったため、オットーは穴埋めとして当時20代半ばのミープ・ヒースを雇い入れる。のちに

「隠れ家」のフランク家を支援する人物の１人である。25

　オットーは家族を１日も早く呼びよせるべく、ミープが住んでいるニウヴェ・アムステルダム

＝ザイトにようやく家族用アパートを見つける。1933年12月、まずエーディットとマルゴーが

列車でオランダへ向かった。アンネはしばらくアーヘンの祖母の家にとどまり、翌年２月にアム

ステルダムにやって来る。彼女はその時、まだ５才にもなっていなかった。26

　フランク一家は、すぐに新しい環境になじんだ。イェケルストラートにある小学校に入学した

マルゴーは、そこで親しい友人もでき、優等生となる。一方、アンネは近くのニールストラート

にあるモンテッソーリ教育法の幼稚園に入園した。エーディットとオットーが、アンネがおしゃ

べり好きで、じっと座っていることが苦手であることから、この学校を選んだのである。

　モンテッソーリ教育法は教室での児童の自由を大いに認め、「各人なりに自由に勉強してこ

そ、個性は一層発達し、創造性は一層発揮される。大事なのは、自分が選んだものに熱中するこ

とであり、すぐに飽きないことである。」27	という方針を取っていた。アンネは小学校も、モン

テッソーリ教育法の学校に入学した。小学校入学後は、姉の影響から、本をたくさん読んだ。ア

ンネのクラスでは、生徒の半数がユダヤ人で、その多くがアンネ同様、ドイツから亡命した家族

の子どもたちであった。28

　フランク家は、暖かい家庭であった。娘たちの友人であれ、移民の子どもたちであれ、常に歓

迎した。おいしいパンがあれば、エーディットがクリームチーズを塗ったり、チョコレートをか

ける。冷えたレモネードかミルクを子どもたちに振舞った。オランダの子どもたちは、自宅にい

るより、フランク家にいた方が快適だったくらいである。29	そのくらいフランク家は、アムステ

ルダムで平穏で恵まれた生活を手に入れたのである。

　1938年、オットーは会社の売上高が季節によってかなり落ちこむことを補うべく、新会社

「ペクタゴン」を設立する。この会社は、アムステルダムの電話帳によると、「ハーブ卸売業、

ピクルス用の塩ならびに混合スパイス製造業」とされている。オットーは自ら取締役社長に就任

し、旧友のヨハンネス・クレイマンを監査役ならびにペクタゴンとオペクタ両社の経理責任者と

して抜擢した。30

　フランクフルト時代に比べ、アムステルダムでは、オットーは仕事に多くの時間を費やさなけ

ればならなかった。彼は、「ほぼ毎日出張し、夜にならないと帰ることができない。フランクフ

ルトでは、昼になると家に戻って少し休むことができたが、今は全く休むことができない。」31	と

回想している。

　なぜこれほど多忙であったかというと、ペクチンは、まず薬局を通じて地方を中心に全国へ販

売する必要があった。彼は、効果を疑う主婦と販売員を相手にしなければならなかった。また、

収入不足のため従業員を大勢雇うことはできず、当初は自らオランダ中を回らねばならなかった

のである。32
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　世界恐慌が起こり、家業であった銀行業を打ち切られ、さらにナチスの反ユダヤ人政策によ

り、フランクフルトからアムステルダムへ移住したフランク一家。新たに会社を起こし、辛い仕

事の毎日であったが、この頃のオランダにはまだナチスの勢力は及んでなかったため、フランク

一家は迫害を受けることなく生活していた。

　次の章では、ナチスの勢力がオランダに広がった時代背景と、隠れ家での生活を始める一家の

様子を述べていく。

第２章　隠れ家での生活
　第２章では、隠れ家生活を送るフランク家の様子をまとめる。第二次世界大戦の勃発に伴いユ

ダヤ人の迫害も一層激しさを増す。彼らと親交のあった者たち８人が隠れ家生活を送ることに

なった背景と、彼らの隠れ家生活の様子を、支援者の視点を交えながら明らかにする。

１．隠れ家に住み始めるまで ～時代背景～

　アムステルダムでは1930年代初頭に、ドイツからの亡命者によって改革派のユダヤ教信徒共

同体が創立されていた。ドイツから来たユダヤ人の大半は、オランダで支配的であった正統派ユ

ダヤ人と相性が悪く、フランクフルトからやって来たオットーも同様で、彼らはシナゴーグに足

を踏み入れたことすらなかった。アムステルダムのユダヤ教信徒共同体は、彼らにとって社交場

であった。彼らにしてみればユダヤ人というアイデンティティはナチスによって初めて押し付け

られたものであった。33

　オランダのユダヤ人は、全人口の約1.5％を占め、市民権を認められており、隣国ドイツで何

世紀にもわたった反ユダヤ主義の流れは見られなかった。34	しかし、ヒトラーがオランダをドイ

ツ領として要求するかもしれないという不安が、フランク家のみならず全オランダを悩ませてい

た。35

　フランク家では土曜日の午後に友人や知人たちをよくコーヒーに招いた。招かれた多くがドイ

ツからの亡命者であり、その中には「水晶の夜」事件でドイツから逃げ出してきた人たちもい

た。オットーの会社の従業員であるミープ・ザントロシェッツとその婚約者のヤン・ヒースなど

オランダの友人たちもいた。こうした集まりは異国での生活を相互に支え合うことに不可欠であ

り、とりわけヒトラーの行動を詳細に追うための政治情報を交換する場であった。36

　ヒトラーは1939年８月31日の戦争遂行指図第１号で「オランダ、ベルギー、ルクセンブル

ク、そしてスイスの中立は厳格に守る」と宣言した。全オランダ人が「中立」という言葉にすが

りつき、オットーもまた、オランダは第一次世界大戦でも中立を守ったのだから、今度も中立を

守るだろうと楽観的であった。しかし、1939年９月１日、ドイツ軍はポーランドに侵攻し、

ポーランド各地でユダヤ人に対し差別命令や権利剥奪の法律を作り迫害を開始した。37

　そして1940年５月10日早朝、ドイツ軍が宣戦布告なしにオランダに侵攻した。５月15日、オ

ランダはドイツに降伏したが、生活はすぐに大きく変わったわけではなかった。38
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　オランダ在住のユダヤ人は特段ひどい扱いはされていなかったが、８月になりドイツからのユ

ダヤ人亡命者は外国人登録事務所へ出頭し、登録を行うように指示される。これは後に、ユダヤ

人の所得を知るために利用され、最終的には絶滅収容所への名簿に使われることになる。39	多く

のユダヤ人がオランダからの脱出を図ろうとした。公共交通機関は機能していなかったため、自

動車や自転車でエイマイデンやスヘーヴェニゲンといった港町へ向かった。オランダ政府が船を

用意し、ユダヤ人避難民をイギリスへ移送する噂が流れたが、そうした中で脱出できた者はごく

わずかであった。40　

　1940年12月１日、ペクタゴン商会の売上げが上

図１

がり、事務所がプリンセンフラハト263番地に移

転する。間口の狭い切妻造りの赤いレンガの建物

で、もともとは17世紀に建てられたアムステルダ

ムのこの地区で見られる古い建物と同じ構造をし

ている。41	この敷地には建物が２つ並んで立ち、前

の家（主家）はオペクタ商会とペクタゴン商会が

使用し、後ろの家は、オットーがその一部を知人

の薬剤師であるレフィソーンに転貸した。後に、

この後ろの家でフランク一家は隠れ家生活を送る

ことになる。42

　この頃から、ドイツ軍はオランダで次々と法律

を公布する。すでに７月４日からはオランダの占

領地内もしくはドイツ、ポーランドの占領地から

発信されたラジオ放送以外聞くことを禁止する条

例が公布された。ドイツ軍から公布される法律は、次第にユダヤ人へと照準が絞られる。７月

16日、ユダヤ教ならびにイスラム教の宗教法に則って食べることが許されている動物・鳥類の

殺害が禁止される。これにより、ユダヤ教の食事規則に従っていた比較的少数の信心深いユダヤ

人が菜食生活にならざるを得なくなった。10月22日には「資本金の25％以上がユダヤ人所有に

なっている、あるいは一定限度以上ユダヤ人の支持を受けている企業はすべて経済監査局に申告

すること」43	という条例が公布された。この条例はオランダにおける経済界からのユダヤ人排除

の始まりであり、ユダヤ人の財産が「アーリア人化」されることを意味した。

　オットーはこの条例の対策として、従業員のヴィクトール・クーフレルとヤン・ヒースに依頼

し、有限会社「ラ・サンテーズ」を設立する。この会社は、主に化学品、薬品、食卓用品の製造

および販売を目的とした。これにより、完全に合法的に設立された企業となり、そして必要とな

ればペクタゴン商会の営業を引き継ぐようにした。引継ぎも上手くいき、ナチスに対する小さな

成功となった。44

　1941年からユダヤ人とナチスとの間に、しばしば大きな衝突が起こるようになり、２月19日

に、アムステルダム南部のレインストラートにあるアイスクリーム屋ココで事件が起こる。この

店はユダヤ人移民の待ち合わせ場所として使われていたため、ナチスにとっては問題の場所で
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あった。ある日、経営者でありドイツ系ユダヤ人のエルンスト・カーンがドイツ兵にアンモニア

を噴射した。カーンは拷問を受け殺される。２月22日、ドイツ兵によって427人のユダヤ人男性

が無差別に逮捕され、ブーヘンヴァルト強制収容所に送られた。２ヶ月後に生存者はマウトハウ

ゼン強制収容所に送られ、強制労働に就き、生還者はわずか２名であったという。

　この事件に激怒したオランダ人は、２月25日にゼネストを呼び掛ける。このストライキは３

日間続き、アムステルダムやヒルフェルシュム、サニンダムでは交通機関や産業活動が停止し

た。このストライキにより、アムステルダムだけでも７人が亡くなり76人が負傷し、オランダ

人全体に重い懲罰金が科せられ、さらに、以後デモに参加した者は１年以上の禁錮刑に処すると

の警告が出された。45

　この年の７月、ユダヤ人が所有する資産は、ドイツ軍の監督下にあるユダヤ人の銀行、リップ

マン・ローゼンタール＆カンパニーの口座に移され、さらに10月22日には「職業上、営業上、

あるいはその他の収益をもたらす活動をユダヤ人が行う場合は、秩序ある管理による許可を必要

とする。（中略）また、ユダヤ人の雇用契約の停止、清算には一定の条件が該当するものとする」46	

という法律が出された。この法律により、ユダヤ人をいつでも合法的に解雇できるようになり、

ユダヤ人の生活基盤を奪うことが可能となったのである。ドイツ軍の侵略当時、オランダには

14万人のユダヤ人がおり、その60％がアムステルダムに集中していた。ユダヤ人のうちの１万

4381人は、1933年以降にドイツやオーストリアから逃亡してきた者、11万8000人がすでにオ

ランダに在住していた者、そして7621人が他国籍のユダヤ人であった。47

　また、７月からは、ユダヤ人は今まで通っていた学校から、新たに設立されたユダヤ人学校へ

の転校を強制され、マルゴーやアンネも10月にユダヤ人学校へ転校する。さらに、公園や映画

館、ホテルやプール、競馬場の入場が禁止された。48

　1942年１月、ユダヤ人評議会（ナチスに対して直接の責任を負うユダヤ人の指導者グルー

プ）は、ドイツ軍からの要請を受け、950名のユダヤ人を召集し、オランダ東部のヴェステンボ

ルグにある労働キャンプへ移送する。その後は無国籍や18～55歳の未婚の男性も強制移送の対

象となり、労働キャンプへ移送される人数は増加した。49

　さらに、アドルフ・アイヒマンは

図２

「ユダヤ人問題の最終的解決」に関

わるすべての機関に対し、７月か

ら東方の絶滅収容所への移送が開

始される通知を送った。1942年７

月５日、マルゴーに召集令状が届

く。アムステルダムのゲシュタポ

本部はその日、アムステルダム在

住のドイツ系ユダヤ人に対し、数

千通もの召集令状を発送していた

のである。徴用された者の大半は

15、16歳の少年少女であった。50
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　エーディットはただちにオットーの会社の相談役で人望もあり、後に隠れ家の住民となるファ

ン・ペルス夫妻に、以前から進められていた隠れ家の計画を早めることを伝える。ヘルマン・

ファン・ペルス、ミープとミープの夫ヤンはフランク家の身の回りの品を隠れ家に運ぶまで預か

る段取りになっていた。当時の様子をミープはこう回想している。

　「フランク家のアパートに着いてからは、ほとんど言葉は交わされなかった。彼らの切羽詰

まった気持ち、その底にあるほとんど恐怖に近い焦り（中略）一切が絶望的な混乱を呈してい

た。」51

　翌日早朝５時、ミープがマルゴーを自転車で隠れ家へ連れて行った。最初に隠れ家の住人と

なったのはマルゴーであった。「マルゴーの様子は茫然自失している人のようだった。ここに着

いて安心すると同時に虚脱してしまった気持ちは私にもよく分かった。だから『隠れ家』のドア

を開けるとき、勇気づけるために彼女の腕を強く握った。それでも２人とも依然として口を利か

なかった。彼女はドアの向こうに消え、私はいつもの通り自分のオフィスに戻った。昼近くに

なってフランク夫妻とアンネが、通りに面した事務所のドアから入って来るのが聞こえた。この

時を待っていた私は、すぐさま迎えに出ると（中略）隠れ家のドアへ行った。３人ともぐっしょ

り濡れていた。私はドアを開け、３人が中に入ると、すぐにそれを閉めた。午後になり、誰もい

ないときを見計らって隠れ家に入ると、足の踏み場もないほどの家具や道具が積み上げられた光

景には度胆を抜かれた。」と、ミープは書き残している。52

２．隠れ家での生活

　隠れ家での生活は、段ボールの整理や家具を所定の位置に動かしたりと、部屋の整理から始

まった。マルゴーとエーディットはぐったりしていたが、オットーはこの混乱を紛らわすために

部屋の整理に取り掛かり、アンネも父に続いた。また、オットーは初日から隠れ家の住人たちに

日課を出し、慣れさせることにした。平日は遅くとも７時に起床し、８時半までには朝の支度を

終わらせる。12時半まで子どもたちは勉強、それが

図３

終わると台所でジャガイモの皮むきをする。屋根裏

部屋に何トンも貯蔵されているジャガイモは、隠れ

家生活の主食であった。

　大きな音を出すことは厳禁であった隠れ家生活で

静寂を破るのは、「隠れ家」の近くにあるオランダ

西教会の15分毎に鳴る鐘の音であった。昼の12時半

の鐘が鳴ると、「前の家」である会社の社員たちは

昼休みで１時間半自宅に戻る。この時間は住人たち

にとって、支援者たちがオットーに新聞を渡したり

買い物メモを預かったり、商売の話をする貴重な時

間であった。53

　午後１時15分過ぎに軽い昼食をとる。住人たちに
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とって料理が何かは二の次で、支援者の１人ないし２人と食卓を囲み、外の世界の情報を知るこ

とが大事であった。住人たちは支援者にプレッシャーをかけないよう、質問責めにすることはな

かったが、アンネは友人のこと、町の様子、飼っていたネコのその後のことなどミープを質問責

めにすることがあった。54

　夕飯までの時間は、昼寝や読書、勉強で過ごし、５時半に「前の家」で働くオットーの社員が

帰宅すると、隠れ家の住人全員が社長室にあるラジオで反ドイツの放送、特にBBC放送を聴い

た。オットーとヘルマンは、その日の仕事の状況を確認し、郵便と注文のファイルに目を通す。

マルゴーとアンネは昼間、体を動かせないので体操をした後、ミープから頼まれた事務の仕事を

する。これは単にミープが自分の仕事を減らすためでなく、姉妹の沈みがちな気分を軽くしよう

という配慮であり、「自分は役に立っている」という姉妹の喜びを彼女は知っていたからである。55

　フランク家が隠れ家生活を始めて１週間後、ファン・ペルス家が、新たに後ろの家の住人とな

る。この家族もまたフランク家同様、以前から潜伏生活の準備をしていた。フランク家が潜伏生

活を始めたころ、町ではナチスによる「ユダヤ人狩り」が激化しており、ペルス家も予定より１

週間早く潜伏生活を始めることになったのである。56	ペルス家が移ってきてからは、ミープはフ

ランク家とペルス家の両方に買ってきてほしいものを尋ねることが日課となった。

　ヤンが隠れ家の住人に町の様子を伝えると、男たちは彼を中心に議論を始め、女たちはミープ

を中心に別の話題で盛り上がった。しかしアンネだけは男性の議論でも女性の議論でも、いつも

話の中心にいた。彼女は隠れ家の住人の中で最も好奇心が強かったからである。57

　フランク家もペルス家も潜伏生活をしているため、配給切符を受け取れなかった。支援者は彼

らの生活を支えるために余分な配給切符を手に入れなくてはならなかった。ヤンはある地下組織

と繋がり、組織が盗んだか、あるいは偽造した配給切符を手に入れ、毎日の食糧を買うのに使っ

た。ヤンの友人の１人に彼と同じ地区で書店と貸本屋を営む人がおり、ヤンとミープは毎週隠れ

家の住人に読みたい本を借りては新しい本を隠れ家に届け、読み終えた本を回収していた。隠れ

家では読書用の本の需要は高かった。58

　ヤンとミープの他にもペクタゴンの監査役兼経理のヨハンネス・クレイマン、ペクタゴンの作

業監督役のヴィクトール・クーフレル、オットーの秘書であるベップ・フォスキュイルの合わせ

て５人の支援者は、なるべく均等に隠れ家を訪れるようにしていた。隠れ家の住人たちは、常に

訪問者を歓迎した。４つの小さな部屋での暮らしは、退屈な日々であったと想像される。新鮮な

空気を吸えるのは天窓がある屋根裏だけであった。支援者たちの訪問は、いつしか決まった習慣

となっていた。まずミープが早朝訪れ、買い物メモを受け取り、昼にベップが訪れ、フランク夫

人かペルス夫人が用意した昼食をごちそうになる。次にヤンが来て男たちとその日のニュースに

ついて話し合い、午後になるとミープが食糧を持って来る。クレイマンやクーフレルも来てオッ

トーやヘルマンと会社について議論する。１日が終わり職員が帰宅すると、支援者の誰かが上に

行き、普通に動いて良いことを住人たちに伝える。59

　夏の暑さが厳しくなるにつれて、隠れ家の暮らしは辛くなった。日中は窓のカーテンを降ろ

し、夜は灯火管制の暗幕を外せないので、ほとんど空気が流通しない。そのため室内は酷く蒸し

暑くなった。隠れ家の裏に立つマロニエの木が、日差しを遮ってくれることが救いであった。初
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期の隠れ家生活の混乱が落ち着き、秩序が確立されると、住人たちは思い思いの方法で日中を忙

しく過ごすよう心がけた。読書や勉強、料理とそれぞれすることは異なっても１日中何かに没頭

する。また日中は音を立てないように全員が靴下で過ごした。共同生活の中でチームワークが生

まれ、どんな仕事でも早く片付けられるようになり、それぞれ異なる個性が溶け合うことを学

び、一種の協調性を身に付けるようになったのである。60

　支援者たちが何より恐れていたことは、誰かが体調不良になっても医者を呼ぶことができない

ことであった。エーディットは娘たちの健康と、２人の食べるものや着るもの、何か病気の兆候

はないか常に気を配った。おかげでフランク家もペルス家も、１年目の夏を健康で乗り切ること

ができた。61

　1942年11月16日、歯科医のフリッツ・プフェファーが新たに隠れ家の住人となる。彼はミー

プのかかりつけ医で、フランク家ともお茶会の客の１人で親交があった。オットーたちはプフェ

ファーを隠れ家に迎えることが、彼の周囲に不審の念を抱かせ、ひいてはすでに隠れ家にいる者

たちに危険が及ぶ可能性があり、この危険を冒してまで部外者を迎え入れるか検討したが、結局

治療の途中で患者を見捨てないプフェファーの責任感に敬意を表し、彼を迎え入れる決断をす

る。62	プフェファーがアンネと同室になると、アンネはすぐに彼と対立した。彼はオットーと同

い年であるが、性格はオットーと正反対であり、融通が利かず規律やマナー一点張りな人である

と、アンネは日記に書いている。プフェファーもまた、アンネの率直すぎる性格に、しばしば苛

立たされていた。63

　１年目の冬は、誰もが僅かな火で工夫しながら暖をとった。隠れ家は部屋が小さいことが幸い

した。ペルス家の部屋の居間には小さなストーブが１つ、フランク家にも石炭を焚く小さなス

トーブがあった。隠れ家で出るゴミはオフィスの営業時間後に焼却された。燃え殻や灰、その他

燃やせないごみはヘルマンの息子であるペーターが下へ運び、オフィスや作業所から出るゴミに

紛れ込ませた。ごく少量だったので、気づかれる恐れはなかったのである。

　ミープは使い古した帳簿やノートをアンネの書き物に使う紙としてとっておくようになる。ア

ンネは書くことについて秘密主義を崩さず、いつもノートを父親の古いブリーフケースに入れ、

父の部屋に隠していた。隠れ家ではプライバシーは存在していないも同然だったが、フランク家

では子どもも含めてすべての人のプライバシーを尊重し、アンネのノートは、彼女の許可なしに

読むことはできなかった。64

　４月がやってくる頃、支援者に病魔が襲う。まずベップが悪い風邪にかかり、クレイマンは以

前から胃弱に悩まされていたが、とうとう胃から出血し、医師の命令で静養することになる。病

に倒れた人たちの埋め合わせのため、残りの３人は隠れ家を訪ねる回数を増やさざるをえなかっ

た。	65

　戦争が長引くにつれ、食糧の入手が困難となった。長時間行列に並んでも買えるものは殆どな

く、品質も悪いものばかりであった。食事の内容は単調になり、消化不良や食あたりを起こすこ

ともあった。しかし、隠れ家の住人は決して弱音を吐かず、届けた食糧の包みを開けても失望す

る素振りを見せることはなかった。

　隠れ家の生活の中で、アンネの体の成長はめざましかった。着る服はみな小さくなり、隠れ家
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に持ってきた靴も入らなくなっていた。様々な悪条件の中でも、体の自然な成長は妨げられな

い。1943年６月12日に彼女は14歳になり、彼女の誕生日には全員がちょっとしたお菓子や食べ

物、本、白いノート、中古の衣服を贈り、精一杯誕生日を楽しむための努力をした。66

　1944年３月に、隠れ家の人々のために配給切符を工面してくれた人たちが逮捕される。ヤン

が地下組織を頼り、５人分の切符を確保したが、８人を支援するには到底足りず、隠れ家の住人

の不安が一層強まる。また、夜、事務所に泥棒が入る事件があった。正面のドアに大きな穴が開

き、事務所が荒らされた。住人たちは動転した。なぜなら、警官が家の中をうろつき、隠れ家が

見つかるのではないかと生きた心地がしなかったからである。この事件以後は何があっても隠れ

家の外に出ないことを誓い合った。67

３．逮捕

　1944年８月４日午前10時30分、ドイツの秘密情報機関（SD）の隊員が「前の家」に入り、

隊員の１人であるカール・ジルバーバウアーがミープたちのいる事務室に踏み込む。SD隊員た

ちに見つかっても、隠れ家の住人たちは落ち着いており、隊員であるジルバーバウアーの方が慌

てていた。なぜなら、オットーの方が彼より軍隊の階級が上であったこと、ミープが同郷である

ことが彼を苦しめた。隠れ家の住人８人と、オットーの会社の社員で管理責任者であるクーフレ

ルとクレイマンが連行された。連行された後の隠れ家はベッドが壊され、足の踏み場もないほど

ノートと紙が散乱していた。ミープとベップはかろうじてアンネの日記とオットーのポータブ

ル・タイプライターなどを発見することができた。68

　隠れ家の住人８人と支援者２人は逮捕後、SDのアムステルダム本部へ連行され金品を取り上

げられ尋問を受ける。隠れ家の８人はヴェステルボルク、支援者の２人は反体制派の懲罰収容所

であったオランダにあるアールスフォールトへ移送される。69

　隠れ家の８人はヴェステルボルクで強制労働をさせられた後、アンネとマルゴーはベルゲン＝

ベルゼン収容所へ移送され、そこでチフスにかかり1945年２月末から３月の間に亡くなる。イ

ギリス軍がナチスから解放する２～３週間前であった。70	エーディットはアウシュヴィッツ＝ビ

ルケナウに移送され、1945年１月６日に熱病と飢えにより亡くなる。71	ヘルマン・ファン・ペル

スは1944年９月６日、アウシュヴィッツ＝ビルケナウのガス室で殺害された。72	妻のアウグステ

は収容所を転々とし、1945年５月８日以前にドイツかチェコスロバキアで死亡している。73	息子

のペーターはアウシュヴィッツからドイツ国内の各収容所やサブキャンプを転々とする「死の行

軍」の中の１人となり、1945年５月５日にマウトハウゼンで亡くなっている。連合軍によって

収容所が解放されたのは、それから３日後のことであった。74	歯科医のプフェファーは、アウ

シュヴィッツからザクセンハウゼン、そしてノイエンガンメの強制収容所に送られ、1944年12

月20日に死亡している。75	隠れ家の住人のうち生還できたのはオットーだけであった。彼はヴェ

ステルボルクからアウシュヴィッツに移送された1019名の内生還できた男性45名、女性82名の

内の１人であった。76

　支援者の１人であるクーフレルは、オランダ各地の強制収容所を転々とさせられる。1945年
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３月、600人ほどの収容者とともにドイツへ移送中イギリス軍の攻撃を受け、この時監視の目を

かいくぐり逃げることに成功し生還することができた。77	クレイマンは連行された７週間後、国

際赤十字が「病気のため緊急治療が必要」として釈放要請をしてくれたおかげで生還することが

できた。78

第３章 『アンネの日記』出版と世界記憶遺産に登録された『アンネの日記』のメッセージ
　第３章では、終戦後、オットーが『アンネの日記』を出版するまでの経緯をまとめる。『アン

ネの日記』はなぜベストセラーになり、世界記憶遺産に登録されることになったのか。戦争の悲

惨さを伝える本として多くの人に読まれているこの本が本当に伝えたいことは何なのかを考えた

い。

　1945年６月３日、オットーはアムステルダムに帰国し、ミープ夫妻の下に身を寄せる。オッ

トーはオランダの赤十字を訪れ、そこでアンネと収容所が一緒であったヤニー・ブリレスレイペ

ルからアンネとマルゴーの死を告げられる。79	それは1945年７月18日ないし19日であった。

ミープはその日、オットーにアンネの日記を渡している。オットーはアンネの日記と、アンネが

公刊を視野に入れて書き改めていたテキストの両方を、オランダ語からドイツ語に翻訳したもの

を親戚に読んでもらうために送っている。その後オットーは、アンネの創作童話を追加し、元秘

書であったイーサ・カウフェルンに文法的な誤りと、ドイツ語の表現を校正してもらった原稿を

友人たちに見せている。80

　その中の１人、ジャーナリズムおよび群集心理学の教授であるクルト・バシュヴィッツが「あ

の時代に関して私の知るもっとも感動的なドキュメントであり、同時に１つの文学作品になって

いる」81	と、オットーに、アンネの日記の出版を勧める。最初、オットーはアンネの日記は性的

描写が多く、アンネ自身も日記で「将来は著名な作家になりたいけれど、日記は自分だけのも

の」82	と書いていたため、出版を躊躇したが、後に日記を出版した方がアンネの「作家になりた

い」という意に適うだろうと考えを改めて出版を決意する。

　当初は出版元を見つけるのに難航したが、歴史家のヤン・ロメインが日記についての論説を

ヘット・パロール紙に掲載させると、ようやく数社の出版社が名乗りを上げた。最終的に1947

年夏、オランダのコンタクト社から性的な描写などを削除・改訂した83『後ろの家』（ヘット・

アハテルホイス）が出版された。さらに1950年にはドイツ語版とフランス語版が、そして1952

年には英語版である『アンネ・フランク―ある少女の日記―』がアメリカから出版された。84

　1952年に日本でも出版され好評となる。日本の出版社は『アンネの日記』を戦争文学とし

て、戦争がもたらした悲劇に重点を置いた。その結果、日本人にとってアンネ・フランクは、西

欧人でありながら戦争を体現する容易な文化的象徴となった。しかし、オットーは知人に宛てた

手紙に「戦争はこの本の背景でしかなく、アンネの本は戦争文学でもなければユダヤ人の本でも

ない」85	と書いている。

　『アンネの日記』が世界的ベストセラーになったのは、これがドラマ化され世界各地で上演さ

れてからであった。１作目はプロデューサーがつかず上演されなかったが、1955年10月５日に



２作目がニューヨークで上演され、ピューリッツァー戯曲賞を受賞する。翌年８月末に『アンネ

の日記』がスウェーデンのイェーテボリで、ヨーロッパで初めて上演され、以後ドイツ語圏各地

で上演された。

　そして2009年、『アンネの日記』は世界記憶遺産に登録される。世界記憶遺産とは、世界遺

産、無形文化記憶遺産と並ぶユネスコの三大遺産の一つである。歴史的な文書や絵画、写真など

を保護し、デジタル技術などを使い広く公開することが目的で、登録に際しては真正性や完全

性、適切な保存管理の有無などが審査される。86	第二次世界大戦中、何百万人というユダヤ人が

苦しみの中で殺されたが、『アンネの日記』はアムステルダムの隠れ家という極めて耐え難い状

況におかれる中、楽観的な姿勢を失わず、ごく一般的な思春期の少女の声が日記に綴られている

ことが登録の理由であった。87	こうして『アンネの日記』は、ホロコーストによって犠牲になっ

た者たちを代弁する象徴となった。

　しかし、ミープは「アンネはホロコーストで犠牲になった600万人のユダヤ人の象徴だと耳に

するが、アンネの生と死は１人の人間の生と死であり、600万人の人々それぞれに生と死があ

る。したがって彼女をナチスによって殺された600万人の代表にすることはできず、そうするべ

きでもない。」88「彼女は600万人の一個人にすぎないが、彼女の生涯はホロコーストによる世界

の損失の大きさを鮮明に私たちに教えてくれる。彼女が書いた２年間の日記は世界中の人々に希

望を与え、理性と尊厳を訴えるものになった。」89	と語る。

　実際に『アンネの日記』を読んでみると、書かれているのは隠れ家の住人に対する批判やペー

ターのこと、アンネ自身の心身の成長についてである。オットーやミープの言う通り、戦争はあ

くまでも背景であり、戦争の悲惨さを伝える戦争文学でもなければ、ナチスによって殺された

600万人のユダヤ人の象徴でもないのである。

　『アンネの日記』を日本語に訳した深町眞理子はこう語る。「『アンネの日記』は人種差別反対

のための教科書として書かれたものでもなければ、収容所体験の悲惨さを訴えるものでもない。

困難な時代を生きた少女の「声」である。90	また、日記を通して大切なことは、「異質＝悪」とし

て敵視するのではなく、また、異質なものを同化させようと強制することでもなく、互いに異

なっていることを認め合い尊重し合うことである。」91

おわりに

　ヒトラーが政権を握る前、ドイツに居住していたユダヤ人は法的にドイツ国民として認めら

れ、フランク家はドイツで財を築いた裕福な家庭であった。第一次世界大戦ではオットーはドイ

ツ国民の１人として戦い、士官に昇進している。ところがヒトラーが登場すると、ユダヤ人はユ

ダヤ人という理由だけで迫害を受け、フランク家はオランダへの亡命を余儀なくされた。

　隠れ家生活では、強力な支援も受け、フランク家は約２年間の潜伏生活を送っていたが、ドイ

ツ降伏間近で逮捕され、強制収容所へ送られる。収容所生活を生き延びることができたのはオッ

トーのみであった。終戦後、オットーはアンネの日記の出版に尽力する。

　『アンネの日記』が出版された当初、この本は戦争の悲惨さを伝えるもの、アンネはナチスに
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よるユダヤ人迫害の実態を伝える象徴として多くの人々に読まれた。それは現在でも続いてお

り、特に私たち日本人は『アンネの日記』を戦争文学として捉えがちである。その背景には日本

の出版社の思惑があった。

　第二次世界大戦中、ナチスはユダヤ人を「異質なもの」として根絶やしにしようと、600万人

の罪のない者が殺され、その一人がアンネであった。ミープは「アンネは差別や偏見、迫害の犠

牲者には何の罪もないことを訴えている」92	と語っている。民族差別と迫害の時代にたまたま生

を受け、制約された生活環境の中で展開される日常生活を日記に書きつけた主人公アンネは、あ

る意味でどこにでもいる少女と言える。そして、何の罪もないその少女が理不尽にも強制収容所

で命を落とさなければならない顛末を知る読者である私たちは、この作品から、人種差別がいか

に愚かしいことであるかというメッセージを受け取ることになる。『アンネの日記』が主張して

いることは、ホロコーストによる世界の損失の大きさと、互いに尊重しあうことの大切さであ

る。現在でも世界各地では他民族を「異質なもの」として排除、または受け入れを拒否している

国がある。民族同士互いに認め合い、尊重することが重要であると『アンネの日記』は訴えてい

る。
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