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(１) 英国総選挙でＢＲＥＸＩＴ（英国のＥＵ離脱）は

ほぼ決まった 

英国民の過半数は先週の総選挙でＥＵ内での共

存共栄よりも誇り高い孤立を選びました。若者や産

業界が推すＥＵ残留（理性）より、中高年や地方の

ナショナリズム（感情）が上回ったのです。輝かし

い伝統と爛熟した文化を持つ英国人が、国家主義と

いう船に乗せられて荒海に漂流しないよう祈るば

かりです。 

 ＥＵの一加盟国でありながら、常に特別扱いを要

求してきた英国は、政策決定機関であるＥＵ理事会

の決議方式に多数決方式が採用されて以来（2014、

リスボン条約）、多数決で仕切られることに不満を

募らせていたと思います。かつて英連邦に君臨した

盟主であり、1941 年のナチス・ドイツによるロンド

ン大空襲（Blitz）に耐えて第二次世界大戦の戦勝国

となった誇りとドイツ人への優越感を、中高年の英

国人は今も持ち続けているように思えます。経済規

模ではドイツを下回っていても、ＥＵの中の“One 

of them”では嫌なのです。 

 一方独仏は「公平な競争」を常に要求します。メ

ルケル（独）とマクロン（仏）が采配を振るうＥＵ

の指令に従う「屈辱」から、トランプ大統領が親友

と呼ぶジョンソン首相の国家主義が解き放ってく

れたのが今回の選挙結果でした。 

(２) ＢＲＥＸＩＴに立ちふさがる難問・鬼門 

 ジョンブル（John Bull）のプライドはジョンソン

の作戦によって一応保たれましたが、その代償はあ

まりにも大きいと言わざるを得ません。決められた

移行期間（１１か月）の間に、ＥＵと自由貿易協定

(ＦＴＡ)を結ぶのは至難の業です。「合意なき離脱」と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なった場合、輸出の４割以上を占める対ＥＵ貿易に

関税が課され、人がドーヴァ―海峡をフェリ－で渡

るだけでもヴィザが要ります。金融センター・シテ

ィーで働くＥＵ出身の若者も、大学の研究者・学生

の移動も面倒になります。何かにつけて、膨大な書

類が迅速な行動を阻みます。 

メルケル独首相は

じめＥＵ首脳は、「い

いとこどり」を許さな

い姿勢ですが、ジョン

ソン首相は米国との

血の繋がりに、はかな

い期待を抱いている

ようです。しかし、選

挙の支持者が生産す

る遺伝子組み換えの

大豆の売りさばきや

銭勘定以外興味のな 

い大統領が、ＥＵを飛 

び出した昔のジョン

ブルを特別待遇するでしょうか。差しの deal での

損得が生き甲斐の大統領が、英国が満足するような

ＦＴＡを結ぶわけがありません。大国意識を捨てて、

カナダやノールウエー並みの協定に活路を求めざ

るを得ない可能性は否定できません。 

以前から独立とＥＵ加盟を目指すスコットラン

ドや、豊かなＥＵ加盟国アイルランドを横目に見る

北アイルランドも、グレート・ブリテン（連合王国）

にとって深刻な分裂の懸念材料です。欧州の混迷は

益々深まっています。 

(３) ＢＲＥＸＩＴで高まるドイツへの期待と懸念 

    （次号をご参照ください）     （了） 
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法人会員紹介 

株式会社 草思社 
 

株式会社草思社は 1968 年に加瀬昌男（故人）によって創立された出版社です。2018 年に創立 50 周年を迎

えました。第一回刊行物はハンター・デイヴィス著『ビートルズ』で、日本で初めての本格的なビートルズ

の評伝として刊行当時、たいへん話題になりました。以来、海外の優良図書の翻訳や日本人の書下ろし作品

など、ノンフィクション作品を中心に、今日まで 2400 点を超える書籍を発行しています（のちに文庫シリ

ーズも創刊）。 

ドイツ語の翻訳物やドイツ文化の紹介なども、多く手掛けています。その中にはセバスチャン・ハフナー

著『ヒトラーとは何か』『ドイツ現代史の正しい読み方』、トラウデル・ユンゲ著『私はヒトラーの秘書だっ

た』などの歴史ものや、ヘルマン・ヘッセの日本での再評価を生んだ『庭仕事の愉しみ』『人は成熟するに

つれて若くなる』などのエッセイ集、アインシュタインの日記やカール・ベンツの自伝があります。またド

イツ在住のジャーナリスト川口マーン惠美さんの日独文化比較『老後の誤算 日本とドイツ』などの作品は

現代ドイツを知るための好著であり、多くの読者に読まれています。 

 ドイツは毎年フランクフルト・ブックフェアが行われて、世界の出版文化の中心の一つです。デジタル化

の波に押されて、書籍文化はどこも衰えつつありますが、まだ魅力的な本は毎年発刊され続けています。活

版印刷と書籍文化はドイツの発祥といっても過言ではありません。小社もドイツを先達として見習い、海外

の文化の紹介や国内からの日本文化の発信など、大いに書籍の可能性を追求していこうと考えております。 

 

●セバスチャン・ハフナー著 

『ヒトラーとは何か』 

ナチスの興亡を同時代人として

体験したジャーナリストが、ヒトラ

ーの野望の軌跡を臨場感あふ

れる筆致で描いた傑作評伝。 

独自のヒトラー解釈で話題を呼

んだ名著。 

 

●ヘルマン・ヘッセ著 

『庭仕事の愉しみ』 

庭仕事は瞑想である。草花や樹

木が教えてくれる生命の秘密。 

文豪ヘッセが庭仕事を通して学ん

だ「自然と人生」の叡智を詩とエッ

セイに綴る。 

自筆水彩画を多数挿入。 

 

●ヘルマン・ヘッセ著 

『シッダールタ』 

ヘッセの代表作の一つを新訳で

贈る。インドの若者シッダールタ

の悟りへの道を寓話的に描き、

「人はなぜ生きるのか」に解答を

与える傑作小説。 

 

●アルバート・アインシュタイン著 

『アインシュタインの旅行日記―日

本・パレスチナ・スペイン』 

二十世紀を代表する知性が見出し

た日本人の美点とは？ １９２２年

～２３年にかけての旅の間にアイ

ンシュタインが書き記した日記・手

紙類を網羅した貴重な記録。 

●川口マーン惠美著 

『老後の誤算 日本とドイツ』 

ドイツは老後格差がひどく、日本

は医療・介護が崩壊寸前――。 

欧州の高齢国ドイツの状況を日

本と徹底比較。日本の高齢者は

恵まれすぎている！? 

●カール・ベンツ著 

『自動車と私 カール・ベンツ自伝』 

1886年、ベンツは自動車の実用化

に成功、特許を取得した。 

そこにはどのような困難がありどう

克服したのか。最晩年に自らの発

明と人生を情熱的に語った唯一の

自伝。 

 

（株）草思社は法人会員（株）文芸社（瓜谷綱延社長）の

子会社です。なお瓜谷社長には横浜日独協会創立以来

顧問を務めていただいています。 
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文化委員会企画 

鴫立庵・旧吉田茂邸見学 

会員 大野眞理子 

お天気にも恵まれ、晩秋の一日、大磯での楽しい

時間を過ごさせていただきました。まず最初に、300

年以上の歴史を誇る日本三大俳諧道場の一つであ

る「鴫立庵」を見学しました。 

『こころなき身にもあはれは知られけり鴫立沢

の秋の夕暮れ』 これは、西行法師が大磯あたりの

海岸を吟遊して詠んだ歌と言われています。1664 年

に小田原の崇雪という人が、石仏の五智如来像をこ

の地に運んで、草庵を結び、西行のこの歌にちなみ

「鴫立沢」の標石を立てたそうです。その場所が今

日の鴫立庵ということです。 

この崇雪という人、“ういろう”で有名な外郎家の

８代目とも言われているという説明を聞き、40 年ぐ

らい前のことを思い出しました。亡くなった母の同

級生に外郎さんという方がいて、母はいつもバッグ

の中に“ういろう”の入ったピンクのケースを持ち

歩いていました。ところがある時娘がそれをなくし

てしまいました。ういろうは、仁丹に似たお薬です

ので、小さい子が食べてしまったら大変と大騒ぎに

なったことを思い出しました。 

崇雪の立てた鴫立沢の標石の裏に、“湘南”という

文字があり、これが湘南という言葉の始まりと言わ

れているそうです。早速ここで一句詠まれている方

もいらっしゃいました。 

旧吉田茂邸は、残

念ながら 2009 年火

災により焼失してし

まいましたが、2017

年に復元されました。

二階からの眺めは素

晴らしく、一方に目

を向ければ遠くに連なる山々が、もう一方に目を向

ければ大磯の海岸が、そして目の前には手入れの行

き届いた広大なお庭が広がっていました。 

今年は母方の祖父、齋藤隆夫が亡くなって 70 年

にあたり、出石で「齋藤隆夫没後 70 年記念事業」と

いうのがありました。祖父は吉田内閣で国務大臣を

したということもあり、私が子供の頃、祖母が「大

磯に行ってきます」と言って出かけたことを記憶し

ています。どうして誰誰さんのところではなく、大

磯なんだろう？と子供心に思っていました。そして、

帰宅するとお部屋で飼われている犬の話をしてく

れました。今と違って 60 年以上も前に室内で犬を

飼うというお宅は少なかったと思います。我が家で

は毛足のピタっとした真っ黒いトムという犬が外

で飼われていましたが、私にはトムが部屋の中にい

ることは想像できず、一体どんな犬なんだろうと思

ったことをよく覚えています。 

また、我が家には父方の祖父末松偕一郎と吉田茂

さんが二人で撮った写真が飾ってあります。父が

「吉田茂生誕 100 年記念展」が開催された折、会場

でこの写真を見つけ、撮影場所が分からないという

ことだったので、これは旧満州奉天で撮影されたも

のだということを教えてあげたそうです。後日この

写真が送られてきました。若いころの吉田さんはと

てもスマートです。せっかくですので、皆様にもご

覧いただこうと思い、持参しました。亡き母と二人

の祖父に思いをはせた一日でもありました。 
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11 月例会 

「ドイツの SKAT って 

どんなトランプゲーム？」 

 
会員 西  忠 彦 

 

2019 年 11 月の例会で表題の

講演がありました。講師は「東

京 SKAT クラブ」会長の Olaf 

Eckhoff 先生です。 

早瀬会長の挨拶・講師紹介に続いて、先生の自己

紹介がありました。現在ドイツの機械メーカーの

社長をされている同氏は、日本で育ったドイツ人

なので、日本語も流暢、説明も良く分かりました。 

 

さて、この「SKAT」というのは、トランプを使

ったゲームで、歴史的には 1820 年頃、ドイツで発

生したもので、現在ドイツでは特に男性陣の間で

広く普及しているゲームとのこと。そしてドイツ

ではこれが「無形文化遺産」に登録されており、

驚いたことに、ゲームに関する「裁判所」まで在

る、とのことです。講師は、Stanzel 元駐日ドイツ

大使ともよく赤坂のドイツ料理屋で、ゲームを楽

しんだとのお話でした。 

 

日本では、第一次大戦の時、捕虜になったドイ

ツ人兵士達が、四国の収容所でこのゲームを楽し

んでいた絵が残っているそうです。 

さて、ゲームは 3 人で行います。勝負は 1 人（親）

対 2 人(子供)です。その組み合わせはその都度変わ

ります。配られた手札の内容を見ながら、目標額

をせり上げ、最も高い人が親になります。そして、

カードを取り合い、勝負が終了します。 

と、ここまでは座学で説明。そしていよいよ実

際にテーブルを囲んで、実戦形式で教わることに

なりました。本来は相手の持ち札の内容を推測し

ながら、駆け引きで進めるところですが、初心者

にわかり易い様に、皆の札をオープンにし、良く

見える状態にしました。そしてその都度説明を加

えながら、ここでの「推測と決断」のポイントを

教えていただき、雰囲気を楽しみました。中には、

「相手の人がこれを持っているから、これを出し

たら勝てる！」などと言っている人も居ましたが、

「実際には伏せてゲームをするので、それは無理で

す」と言われ、大爆笑。 

かなり高度な勘と読みを必要とする「頭脳ゲー

ム」という感じです。奥が深いです。ゲームでは

「読み」が的中すると、やった！やられた！とい

う気持ちになるでしょう。その結果、お互い大興

奮して大声が飛びだすそうで、この様な時には、

“Erreget Euch nicht！”（興奮するな！）というド

イツ語が飛び交うそうです。面白そうですね。 

最後に能登副会長より、「今日は誰も居眠りをし

ている人が居ない例会でした(^_^)」との挨拶があり、

散会しました。(了)  
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12月例会    クリスマス会 

会員 町井 みゆき 

 
12 月 14 日、元町のフランス料

亭霧笛楼でクリスマス会が催され

ました。私は初めて参加いたしま

したが、幸運にも、くじ引きで引いた座席は早瀬会

長令夫人とその御姉様の菊川様の間という特等席

でした。 

 

早瀬勇会長のご挨

拶、霧笛楼会長鈴木様

のご挨拶に続いて、

「 乾 杯 の 歌 ・ Ein 

Prosit」を全員で合唱

し能登副会長の発声

で乾杯。 

 

 

 

その後は小路様のピアノ

演奏、金子様の伴奏による

坂井様のシューベルト歌曲

の独唱、永田様のハーモニ

カ演奏、そして男女混声コ

ーラスのクリスマスソング

が披露されました。 

 

会場内は各テーブルで話に花が咲き、楽しい音楽

に合わせて踊りだす方もいらして、始終和やかな雰

囲気に包まれていました。新入会員の紹介のあとは

菊川様の仕舞が披露されました。仕舞を初めて拝見

した私は、改めて日本の伝統文化のすばらしさを実

感しました。最後は総合司会の向井副会長が作成さ

れたドイツ関連クイズで大いに盛りあがりました。 

おいしいフランス料理に舌鼓を打ちながら、あっ

という間の三時間でした。初参加なのにとても居心

地がよく心から楽しませていただきました。クリス

マス会を運営企画されたみなさまに心より感謝申

しあげます。 
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第 4 回セミナー 

『ドイツ中小企業の事例に学ぶ』 
 

中小企業支援委員長 

常務理事 坂井 啓治 
 

今年も横浜を中心とする地

域中小企業へ、掲題をテー

マとする恒例のセミナーが 

横浜企業経営支援財団

（IDEC）との共催で、10 月 29 日（火）に開催されまし

たのでご紹介します。 

昨今の中小企業の課題は、「人手不足・生産性向上・事

業継承・産学連携」等ですが、ドイツではこれらの問

題にどのように対処しているのかを、ドイツから来日

予定の中小企業事情に詳しい関係者に講演してもら

うことになり、横浜情文ホールに定員（70 名）を超え

る横浜・東京の関係者が参加されました。 

 

プログラムは、カリーナ・マッツカー

ト女史（ドイツ機械工業連盟バイエ

ルン州支部貿易・見本市部長）による

基調講演「ドイツ中小企業の現状～

デジタル化による人手不足、生産性

向上、事業継承、産学連携などへの対

応～」と、ダニエレ・ベルナルディニ

さん（AI スマート社社長）に、産業

界の潮流 AI（人工知能）を取り上げた

「ドイツに於ける AI 産業の現状」を

講演頂きました。 

ドイツでの人手不足への対応については、特に製造業

におけるデジタル化を進めるのに必要な専門知識の

ある人材が不足しているので、職業学校へ行かせると

ともに、自社内での教育と訓練を強化して育成してい

る事例。生産性向上には、伝統の技術や古い機械をも

使い乍らスマホ、パソコンを使って「企画―生産―販

売―在庫―サービス」に至るまで、いつ、どの段階で

も見ることができる可視化システムで、工程を合理化

してコストダウンと新しいビジネス作りを進めると

ともに、ベテランが若者に教えたがらない技術の継承

がスムーズに行われている事例。産学連携では、ベン

チャー・ビジネスから零細企業や起業家でも、大学・

研究所との共同研究に国・地方自治体の多くの機関か

ら助成が得られる仕組みができる事例が紹介されま

した。 

しかし、ドイツも国際社会における昨今の貿易不均衡

の影響から機械エンジニアリング分野の不況感がみ

られ、お得意の機械輸出が低調になった由で苦慮して

いることを最近の統計で示されました。 

当日のセミナーを聴講された、日独産業連盟の日本代

表吉田一哉氏からは、「今回のテーマは日独に極めて

共通の深刻な課題であり、問題点の解決に向けた更な

る継続的な取組みが必要不可欠な分野であろうかと

存じます。当連盟でもこのテーマは今後の重点課題と

して捉え、具体的に海外展開・ドイツとの連携による

打開を図ろうとする中小企業様のご支援もしていき

たく考えております。」とのコメントを戴きました。 

もう一つの講演の AI（人工知能）は、時代の最先端技術

で、メーカーはもとより、研究所・大学で凌ぎを削っ

ているテーマです。第 3 次産業革命と言われるコンピ

ュータで解決できないものを、過去に蓄積した知識・

データほかの手法を駆使して人の頭脳に近い働きを

させる AI が解決しようとするものです。 

AI は、一見難しい面があり研究開発途上ですが、成功

や試験段階の例は、案外身近なと

ころにありました。例えば写真の

様な「枝に着いたままのトマト」

をロボットで定量掴み、箱に詰め

るのが難しいところを、AI ロボッ

トが解決したとか、また街角やス

ーパーでの飲料水・冷凍品などの自動販売機の出し入

れが、すべて AI により管理され、ｘｘ号機はいつ・何

を何個入れ・何個売れたか、従って在庫がわかるので、

供給必要時と量が一元的に管理され、生産計画、販売

実績、在庫など瞬時に把握できるシステムが出来てい

るようです。 

講演に続くパネルディスカッションでは、パネリスト

にドイツからの講演者と、日本から地域中小企業の代

表として、自動車や電子部品

製造の中小企業㈱キョーワハ

ーツの坂本社長と、IDECもの

づくりコーディネーター兼中

小企業コンサルタント㈱浜テ

クアートの島崎社長、モデレ

ーターはドイツ機械工業連盟日本代表兼在日ドイツ

商工会議所シニアコンサルタントの長谷川平和氏の

豪華メンバーで、日独中小企業の実情につき意見交換

が行われました。 

課題は日独で共通するところが多く、環境の違いもあ

り、課題への挑戦手法は異なるも IoT の方向性は共通

していました。これからディスカッションが佳境に入

るところでタイムアップとなり、聴講者からのアンケ

ートにも「もっといろいろドイツのことを聴きたかっ

た」との感想・意見を多く頂きました。今後日独中小

企業間の交流を進め、お互いに学ぶべきところを学べ

るような風土ができれば、今回のセミナーの意義も大

きく、企業の発展も期待できると感じ、横浜日独協会

としてその推進役を務めたいと思いました。 

予定時間のやや遅れの交流会は、早瀬会長のセミナー

参加者への謝辞に次いで、横浜国立大学長谷部学長の

ご挨拶の後、後援団体としての在日バイエルン州駐日

代表部からのご寄贈で、この日のために東京事務所に

冷やしてあったドイツの樽ビールで乾杯が始まり、参

加者の名刺交換や講師との歓談など交流会が賑々し

く開催されました。 

今回は、身近なテーマであり、両講師のご尽力で多く

の参加者から「よかった」との評価をいただきました。 

司会進行の筆者 
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IDEC-JDGY セミナー2019 講演者“偶感” 
                                                   

企業が優位に立つには 

『最善の成果』を交換すること 

 Mrs. Carina Mazzucato（基調講演） 
ドイツ機械工業連盟バイエルン州支部 

貿易・見本市部長 

横浜で行われた 2019 年 10 月のセミナーへの私の参加

「ドイツの中小企業のケーススタディから学ぶ」 

～デジタル化は労働力不足を解決し、生産性とビジネ

スの継承を改善する～は時宜を得たものでした。 

現在これらの問題は、ドイツの中小企業が直面しなけ

ればならないことを完全に反映しています。日本の中

小企業が同じ問題に苦しんでいることをセミナーか

ら学ぶことは私にとって非常に興味深いものでした。

㈱協和ハーツの坂本（社長）さんのように、解決策を見

つけた人もいれば、問題の解決策を探しているところ

もあります。ドイツ企業も時には同じ段階にあります。 

というわけで、セミナーの主題は、IDEC と JDGY の賢

明な決断でした。今日のグローバル化された産業の好

ましい成果の一つは、お互いから学び、最善の成果を

交流し合うことです。このセミナーは、この交流に相

応しい環境を提供してくれましたし、イベントの側面

（交流会）での多くの興味深い会話に嬉しく思い感謝

しています。ドイツの中小企業は、日本の中小企業と

の交流を続けることにより、恩恵を受けると思いまし

たし、その協力を続けることにとても興味があります。 

今回の題目は、今後数年間はまだ関係があると思いま

す。私は、来年のセミナーにも相応しいトピックと講

演者を見つけることに貢献できれば幸いです。このよ

うな重要なイベントを主催され（パネル）ディスカッ

ションに貢献できるように私を登壇に招いていただ

いた坂井啓治氏及び DGY/IDEC に感謝します。(了) 

『ドイツの AI 産業現の現状』 
 

Mr. Daniele Bernardini（講演） 

 AI スマート社 代表取締役 

私は、AI 専門家の今後の見通しについて成功を収めた

企業と共有できるユニークな機会を得ました。 講演

に続くパネルディスカッションの話で、この企業の背

後にある挑戦とやる気を更によく理解する機会があ

りました。 ドイツだけでなく日本でも、AI とデジタ

ル化が意味するものは、まだその表面だけを研究して

いると思います。 製品や生産現場の改善の可能性は

沢山あります。 最も重要なことは、AI と IIoT（産業

IoT）は新しいビジネスと新しい市場を作り出します。 

私は、JDGY と IDEC のイニシアチブによって、デジタ

ル化を中心とした恒例のイベントを毎年開催するこ

とは、横浜の企業にとって大きなメリットだと強く信

じています。これらのトピックに対する意識の高まり

は、積極的な取り組みへの第一歩です。 

これに続いてパネルが必要な分析と聴衆が相互作用

する可能性を示しました 

今回のセミナーへの参加者は、少なくとも緊急性を感

じて、より多くを学び、技術がその会社を強化する方

法について考え始めることを願っています。産業界で

長年培われてきた匠のわざと新技術との収斂により、

真にユニークな機会が生まれる可能性があります。今

後もこのイベントを継続し、地元企業に、社内だけで

なく若い起業や大学とともに、革新へ向かって新しい

技術へ目を開く必要があることを力説します。（了） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

第4回 IDEC横浜-横浜日独協会セミナーに参加して 

理事・中小企業支援委員会顧問 大瀬 克博 
 
セミナー内容は坂井委員長の報告に譲り、本稿では

私の感想を述べます。4 回目となったセミナーはブラ

シアップされスムースな進行であったと感じました。

また配布資料そして的確な通訳が理解を容易にして

くれ、周到な事前準備を窺わせました。 

講演後のパネルディスカッションは中小企業が抱

える人手不足、生産性向上、事業承継の三つの課題に

ついて討議が行われ理解を深めることができました。 

パネリスト 4氏とモデレーターの発言から私の印象

に残ったことを紹介します。 

1. ドイツインダストリー4.0 では同一地域にある企業、

大学、研究機関のクラスター（集合体）協業が成果

を出している。クラスターでの協力はドイツの強み

になっている。 

2. IoT 導入では動きが早く対応が柔軟なスタートア

ップ企業との協業も有効であり、伝統的なビジネスモ

デルと新しいモデルの組合せがイノベーションを産む。 

3. IoT、AI に取り組む鍵はトップの意識と将来への危

機感であり、その必要性とメリットを社員と共有し、

導入に対する社員の不安除去が重要である。IoT、AI

は新しいビジネスを提供し未来を開くツールである。 

4. 導入に当たっては早く成果を出すことが大事で、小

さなことから始めるのがベター。やってみてゴール

を変えても良い。 

5. キョーワハーツは金型、金属プレス加工から微細加

工技術へ挑戦し新分野を開拓していて、現在は IoT

導入による生産性向上にも取り組んでいる。 

6. 浜テクアートは中小企業の経営支援、生産性向上、

業務革新などのコンサルティングを行っている。 

また、変革の時代を生きる中小企業のため IoT、AI

活用の本を発刊した。 

交流会ではマッカート女史が「近年ドイツではマイス

ターの道に進む若者が減っているのが懸念される。ド

イツは伝統的な専門技術とデジタル技術の融合を強

みとしなければならない。」と話されたことが強く印

象に残っています。 

 日本も伝統的な匠の技とデジタル技術の融合を強

みとし、人と機械の協調を図ってこの変革の時代を乗

り越えなければならないと感じたセミナーでした。 

今後は中小企業関係各位の関心度を高め、理解を深め

るため具体的な IoT 導入事例の紹介が大事と考えます。 
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ドイツ寄稿 

『ドイツ社会での 

女性地位の変遷と現状』 

 

レナー 順子 
（バイエルン州 トゥッツィング在住） 

 

紹介： 在独 40年のレナー順子氏は、2008年から 10年

に亘り NHK「ラジオ深夜便」でドイツレポートを担

当し、JDGY のホームページの女性／若者フォーラ

ム等の協会行事を閲覧し、この度ドイツでの女性問

題を中心に以下のドイツ便りを寄稿されましたので

ご紹介します。 

著書： 「ドイツバイエルンのラジオ日記」（理想書店） 

なお、レナーご夫妻は 2020 年２月に一時帰国の折、

JDGY 2 月例会に参加される予定です。 

（副会長 能登 崇） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

寄稿本文： 

2019 年 12 月ドイツ人政治家ウアズラ・フォンデ

ア・ライアン氏 (Ursula von der Leyen)が女性とし

て初めて欧州連合（EU）内閣に当たるヨーロッパ

委員会の委員長に正式に就任した。彼女は７人の

子供の母であると同時に医者でもあり、約３０年

間の政治家活動中、政党の要職についた他、連邦

労働・社会省大臣、連邦家族・高齢者・女性・青

年省大臣、防衛大臣等を務めた。父親が当時 EU

前身組織の官吏だったため、生まれはブリュッセ

ルで、教育を受けたのもそこだった。母国語のド

イツ語はもとより、英語、フランス語なども自由

に使いこなす。そういう背景から最適の人材だと

思われている。本人も生粋のヨーロッパ人だと自

覚しているそうだ。 

2005 年 11月以来ドイツ連邦共和国首相を勤めてい

るアンゲラ・メルケル氏 (Angela Merkel)も女性で

ある。1949 年に、最初の首相アデナウアー氏が着

任後、9 番目の首相で、女性として初めてこの任

務に就いた。就任以来 2019 年で 14 年になり、任

期 16 年だった第 6 代首相コール氏に次ぐ長さで、

第１代首相のアデナウアー氏と任期の長さは同じ

である。 

政府大臣にも以前と比べて女性が増えている。第

４次メルケル内閣の 15 省大臣のうち６人が女性で

ある。メルケル第１から第３次政権もほぼ同数の

女性閣僚が座を占めていた。地方政治においても、

最近は女性市長の人数が増えている。私の住むト

ゥッツィング（Tutzing）でも首席市長は 2017 年

から女性である。同郡に属す 14 の市の内の首席市

長の５人が女性である。 

以前には考えられなかったような要職、例えば州

知事や防衛大臣の他、党首に女性が任命されると、

メディアで大きく報道されるので、ともするとド

イツ政界で女性の占める割合が最近非常に高いよ

うな錯覚に陥ってしまう。二人の男性の強敵を退

けて、2018年 12月にキリスト教民主同盟（CDU）

党首に女性アネグレット・クラムプ・カレンバウ

アー氏（Annegret Kramp-Karrenbauer）が選出さ

れたのは記憶に新しい。 

ところが、バイエルン人口の 50.4％は女性である

のに、市町村議員の女性数は約三分の一にしか満

たない。州議会では更に少なく約４分の一である。

国会での女性の割合は、下院上院とも約 30%であ

る。下院においては 1949 年の第一回選挙で女性の

割合が 10％だった。その状態が約 40 年続いてい

たが、80 年代後半から徐々に上がり、2013 年の選

挙で約 35％に上がったが、2017 年には約 5％下が

った。 

女性に参政権が認められたのは、1918 年で約 100

年前になる。100 年の間にこういうところまで達

することができたのは、称賛に値するが、政界は

実社会の要望を反映すべき場所なので、議員数、

大臣数の割合も男女ほぼ同数なのが理想である。

だが実情はまだ程遠い。 

19 世紀中頃から、女性が自分たちの市民権獲得を

目指す目的で、新聞発行及び組合第１号結成もし

た。女性参政権が実現したのは、1918 年の自由国

家バイエルン設立の革命と同時だった。その数日

後に、ドイツ全土で婦人参政権が合法化された。 

しかし参政権実現後、50 年以上経った後でも、政

治界は女性にとっていばらの道だったそうだ。 

初期の数少ない女性政治家で、州議員、国会議員

を何期も務め現在も現役で活躍しているトゥッツ

ィング在住の女性政治家ウアズラ・メンレ氏

（Ursula Männle)によると、1970 年代でも、同党

内の男性からの意地悪行為に悩まされたそうだ。 

自分の選挙ポスターの上に他の男性候補者のポス

ターを貼られたり、町の中心で宣伝のビラを配ろ

うとして、邪魔されることもあったそうだ。その

上海外援助委員会長に応募した際は、女性だとい

う理由で、却下されたそうだ。彼女は、そういう

ことで怯まず、さらに男性優先の職務に挑戦した

そうだ。女性がたまたまそういう仕事を任された

場合は、男性を見るより更に厳しい目で、判断さ

れたそうで、能力、才能があり、その仕事をこな

せることを証明しなければならなかった。彼女の

最初の仕事は、子供と家庭の権利を守る法律設定

だった。その後も、男女平等賃金制度、住居問題、

家庭と仕事の両立可能な環境作りに力を入れてき

た。彼女曰く、女性政治家がいなかったら、女性

の立場を社会的に楽にする法律は成立しなかった

だろう。政治によって女性の立場や生活環境を大

いに変えることができるので、女性も大いに政治

に関心を持ち、政治界に進出するべきである。 

レナ―夫妻 
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一見女性政治家が多そうなドイツ政界だが、その数

は意外に少なく、一般市民女性の地位向上のために

は、さらに多くの女性政治家の台頭が望まれるようだ。 

政治界だけでなく、一般社会で管理職についている

女性の数はさらに少ない。公務員や公務員同等の教

師は、環境が恵まれている方で、産後何年か休職し

た後、仕事に復帰する場合は、無理なく復帰できる

ようだ。大小限らず一般の会社の場合は、建前は法

律で決められている男女平等賃金制を導入してはい

るが、産休以外に長い休暇を取ることはほとんど不

可能で、仮に同じ職場に復帰できたとしても、以前

約束されていた昇進コースを登ることはほとんどで

きないようだ。小さい子供を育てている場合でも、

男の人と対等にフルに機能しなければ、後々の昇進

は阻まれるようだ。今でも実社会ではそういう環境

なので、いくら最近保育園、幼稚園、放課後世話サ

ークルが整ってきているとは言っても、相当理解の

ある同僚、上司、進んで子供の世話をする伴侶がい

ない限り、多くの女性が経営トップに昇進して活躍

することは出来ないようだ。 

先日、世界的に活躍する IT 関係企業を立ち上げ、

現在大きなドイツ企業を顧客にもつ企業の最高経営

責任者であると同時に、いくつかの上場企業の監査

役もしている若い女性のインタヴューを見た。彼女

曰く、ジャーナリストから、総会にはどういう服装

をして行きますかとか、お嬢さんは今どこに預けて

きているのですか、等という質問をされた。同等の

立場の男性には、絶対にしない質問である。まだ女

性に対する既成観念が強いことが顕著になっている。

ドイツで 100 年間に女性の社会的立場は急激に改善

されたが、女性の労働環境を法律面から整え、一般

社会の女性を見る目が変わり、女性が活躍できる体

制が完備するまでには、もうしばらくかかりそうだ。

（了） 

 レナ―さん送付写真 

 

フランクフルト市長一行が横浜訪問 

－林市長、両市の友好関係深化に期待－ 
 
 横浜市のパートナー都市フランクフルト・

アム・マイン市のフェルトマン市長ご一行が

先月横浜を訪問しました。 

林文子市長は１２月９日、Feldmann 市長、

Pfreundschuh 市会副議長、Beyer 独日協会会

長、Yumiko Wiesheu デナント社長らを昼食に

招待し、両市の友好関係の更なる発展への期

待を示しました。 

横浜側からは横山市会議長、赤岡国際局

長、上野商工会議所会頭、早瀬日独協会会長

ら６名が陪食しました。（編集部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「フランクフルト独日協会との懇談会。 

前列左がバイエル会長、右がクノーブラオホ副会長 

兼事務局長。  ２０１９年１２月９日、メルパルクにて」 

   都筑区クリスマスマーケット 
 

 

 

 

 

 

 

開会式会場にて：  右から：シュリンプ独逸学園長、 

レーペル大使、中野都筑区長、早瀬ＪＤＧＹ会長 

 

村祭りでの 

民族衣装同好会の踊り 

バイエルン州の典型的な村 
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ドイツ産業トピックス（第１０回） 

 

理事 大堀 聰（中小企業支援委員） 

 

＜ベルリンの壁崩壊３０年後の産業界＞ 

ベルリンの壁が崩壊したのが 1989 年 11 月９日、そ

れから 30 年が経ち日本でもいろいろ報道されまし

た。例えば朝日新聞は「旧東ドイツ市民の 57％が自

身を“２級市民”とみなし、東西統一が成功したと

感じているのは 38％。こんな調査結果をドイツ政府

が発表した。」と報じました。 

 

“２級市民”という言葉が私には印象に残りました

が、ドイツ語は以下のようです。 

“Die Entwicklung verlief nicht überall gleich gut.  

Viele fühlten sich deshalb als Menschen zweiter 

Klasse”. （発展は全国均等ではなかった。よって多

くの旧東独市民は２級市民と感じている） 

 

さてこのコラムの主旨から、30 年後の産業界に目を

転じると次のようです。９月 27 日「東ドイツ出身

者がキャリアを積むことはまれなのか？ 指導層の

たった４％が旧東ドイツの出身者で占められてい

る。ドイツには確かにウッケマルクで育った首相が

いる。また東ドイツ生まれのヒルトルード・ベルナ

ーがフォルクスワーゲンの法律部門の責任者だが、

ふたりは例外で（Doch die beiden Erfolgsfrauen sind 

Exoten）、ドイツの経済界では東ドイツ出身者はほ

とんど上に行くことができない。」と出ます。 

 

産業界の東西格差は生活レベルより、断然高いよう

です。理由として挙がっているのは、「今の企業の人

の評価基準は西側のものです。社会主義者が言うと

ころの“類似性の原則”（Das Prinzip der Ähnlichkeit）

が東ドイツ出身者の企業での昇進を妨げている。」

と３０年経っても、まだ旧東ドイツ時代の思考が、

かれらの頭の中にあると述べています。しかし本当

に思考だけが、経済分野での進出の遅れの原因なの

かは、私は少し疑問に思います。 

 

＜テスラがベルリンに工場！？＞ 

「カリフォルニアの電気自動車会

社の社長イーロン・マスクがドイ

ツ自動車産業の士気をくじいた」

という見出しが出ました。（11 月

14 日） 

「これまでダイムラーも、フォル

クスワーゲンも、BMW もテスラの

社長の言うことは真剣にとらえて 

 

 

こなかった。しかし突如としてイーロン・マスクは

ベルリンに巨大な工場を作ると発言したのです。 

それは彼の常とう手段であるツィッターではなく、

ベルリンでのある授賞式の場での“リアルな”発言」

と皮肉っぽく、そして真実味があることを語ってい

ます。 

同社は７千人規模の工場をベルリン近郊に作り、上

海にも合わせて作ることで世界３極体制を作り上

げる計画のようです。ベルリン近郊の旧東ドイツ領

は人件費も安いというのが、選定の理由でしょう

か？ 

 

一方ドイツの自動車業界は厳しい状況です。ダイム

ラーは千人以上のマネージャーを削減すると発表

し（11 月８日）、さらに最低でも１万人の従業員を

削減すると発表しました。（11 月 29 日）テスラの話

が実現すれば、数の上ではテスラ社は雇用の救世主

となりそうです。 

 

＜サラミ戦略＞ 

11 月３日「ミーレはサラミ戦略は取らない（Eine 

Salamitaktik gibt es bei Miele nicht）」と報じられま

す。サラミ戦略とは目的を達成するのに一歩一歩、

徐々に行う方法です。サラミを１枚１枚切るところ

から来ているのでしょう。つまり会社の改革でも一

気に行うのではなく徐々に進めるやり方で、消極的

でネガティブな意味で用いられます。 

120 年続くドイツの家電メーカー・ミーレの社長ラ

インハルト・ツィンケンは 1,000 人を解雇し、家族

経営企業から、５人の同等の重役によって運営され

るようになる、と大胆なリストラを語った本文の見

出しが“ミーレはサラミ戦略は取らない”でした。 

 

＜言葉の奥にあるもの＞ 

11 月 23 日「Deutscher Meister Volkswagen（ドイツ

のマイスター・フォルクスワーゲン）: Der Computer 

lenkt, der Roboter baut」の見出しが出ます。新聞記

事には、このように諺をもじった表現がしばしば用

いられます。後半部分“Der Computer lenkt, der 

Roboter baut”の元文にお気づきの方はいますか？

答えは“Der Mensch denkt, Gott lenkt” (人は考え、

神は導く。原典は旧約聖書)です。 

ここでは「コンピューターが制御し、ロボットが組

み立てる」と自動化の進んだことを言っています。

しかし単に文章の意味だけでなく、記者の言葉選び

の底流にある部分も知ることができると、ドイツ語

もさらに味わい深くなります。 

                                    （以上） 
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佐藤しのぶさんを偲ぶ 

～ドイツ環境問題ＴＶ番組でＪＤＧＹと協力～ 
 

会長 早 瀬  勇 

 

世界的プリマドンナで、ドイツに

関心が強く、横浜日独協会（ＪＤ

ＧＹ）の活動にもご理解があった

ソプラノ歌手佐藤しのぶさんが

去る９月２９日逝去されました。芸術にはもちろん、

環境・難民・教育などにも豊かな見識を持った社会

啓蒙家でもありました。 

 

 最初の出会いは、９年前テレビ神奈川（tvk）の長

寿番組『佐藤しのぶ 出逢いのハーモニー』にエッ

セイストとして出演させて頂いたときで、想い出の

ピアノ演奏（エヒテルナッハ国際音楽祭でのヴァイ

ゼンベルク）、ビールの美味しい飲み方、横浜での日

独交流など幅広い話題で打ち解けました。 

 

 ＪＤＧＹは tvk の依頼で、開局４０周年記念番

組『環境先進国ドイツに学ぶ』の企画・現地取材・

座談会出席に協力しました。取材先は「森林学」で

有名なフライブルク大学、シュヴァルツヴァルトの

農村の小規模水力発電所、カールスルーエ技術研究

所のバイオマス発電工程、クラインガルテン（個人

小農園）、パッシヴハウス（省エネ住宅）などで、ド

イツ人の自己責任や地産地消への柔軟な対応を特

別番組で神奈川県や横浜市の視聴者に紹介するこ

とが出来ました。 

 

 座談会ではエネルギーや社会問題に詳しい旧知

の大石久和氏（元国交省技監）、田坂広志氏（元内閣

官房参与）に佐藤しのぶさんと私が加わり、中西哲

生さんの名司会で現地取材の映像を見ながら日本

がドイツから今すぐにも学ぶべき点を話し合いま

した。２０１２年のこの特別番組は、今なお未解決

なエネルギー転換対策への重大な問題提起です。 

しのぶさんは、ドイツ人の自己責任を高く評価され、

欧州での豊富な体験を話されましたが、中でも面白

かったのは欧州でのオペラ公演の楽屋での話題が、

日本と違って殆ど政治問題や環境問題であったこ

と、招かれたどのドイツ人の家庭でも、庭木の中に

必ず食用の実がなる樹木があった事などでした。 

 

 １１月１１日、帝国ホテルでの「偲ぶ会」の式場

には清楚な花壇が設えられ、美しく透き通るしのぶ

さんのアヴェ・マリアが流れていました。指揮者で

夫の現田茂夫さんは、流れる涙をぬぐうこともなく

短い別れの言葉を終えました。 

しのぶさんとの出逢いとこれまでのご協力に感

謝します。合掌。（了） 

 

 『佐藤しのぶを偲ぶ――日独交流を応援』 

ＪＤＧＹ企画・取材協力のｔｖｋ特番「環境先進国ドイツに学ぶ」

の座談会に筆者と共演 （２０１２年９月放映、テレビ神奈川） 

 

根岸外人墓地での墓前祭に出席 

理事 大堀 聰 

去る１１月２日（土）、根岸（山手ではない）

の外人墓地で、戦時中に横浜港で船舶が爆発し、

命を落としたドイツ兵士ら６１名の墓前祭があ

り、森利子会員（写真中央）と私（左から２人目）

が参列しました。 

ド イ ツ 大 使 館 か ら は キ ー ゼ ベ ッ タ ー

（Kiesewetter）武官と他一名が来られました。 

またこの日に合わせ、すぐ近くの小学校と中

学校の生徒が墓地の清掃をしましたが、清掃は

４０年続いているそうです。 

森会員はその時の大爆音を、山手の女学校で

聞いた貴重な証人です。 
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次年度の個人正会員の年会費改定のお知らせ 

昨年 5 月に開催されました総会において、皆様に

ご承認いただきましたように、2020 年度より「個人

正会員」の年会費が 4,000 円（現行 3,000 円）になり

ます。当協会は今年 10 月に創立 10 周年を迎えます。

これからも、ますます幅広く充実した日独の交流が

行えるよう、皆様のご理解とご協力をお願い申し上

げます。（事務局 齊藤進治） 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 編集後記： 

明けましておめでとうございます。 
今年もよろしくお願いいたします。 

 

  

 

 

2020年元旦 
常務理事・会報編集長 

山口利由子 

文化委員会企画 

教養講座「百人一首をよむ」 

【日時】原則として毎月第１水曜日 13:00～14:30 

1 月例会 1 月 8 日（水） 604 会議室 

2 月例会 ２月５日（水） 604 会議室 

3 月例会 ３月４日（水） 604 会議室 

【会場】神奈川県民センター会議室  
（横浜駅西口より徒歩５分） 

【講師】寺澤行忠会員（慶応義塾大学名誉教授） 

 行事予定  

■ 2020 年 1 月  第４回 総会（臨時）： 

・日時：1 月 25 日(土） 午後 1:30～2:30 

・会場：戸塚区民文化センター ４階 創作室 

・議案：主たる事務所移転に伴う定款変更 

 

■ 2020 年 1 月  例会： 

・日時：1 月 25 日(土） 午後 3:00～5:00 

・会場：戸塚区民文化センター ４階 創作室 

・講演：ドイツ大使館フィーツェ首席公使 

       演題（未定） 

・会費：例会 1000 円 

 

■ 2020 年 2 月  例会： 

・日時：2 月 15 日(土） 午後 3:00～5:00 

・会場：戸塚区民文化センター ４階 創作室 

・内容：ドキュメンタリー映画 

『国（籍）なき外交官ーアルメニア難民を

救った横浜のダイアナー』 

・紹介：高川邦子会員 

・会費：例会 500 円（予定） 

 

■ 2020 年 3 月  例会： 

・日時：3 月 22 日(日）午後 3:00～5:00 

・会場：戸塚区民文化センター３階 多目的室（中） 

・ヤングコンサート：武田章寛 YC 会員ほか 

・会費：例会 1000 円 

 

■ 2020 年 4 月  例会： 

・日時／内容： 未定 

 

■ 2020 年 5 月  第５回 定時総会： 

・日時：5 月  日程及び時間（未定） 

・会場：戸塚区民文化センター（予定） 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 新入会員： 

・風間こずえ 様  （かざま こずえ） 

・町井みゆき 様  （まちい みゆき） 

・藤田 楯彦  様  （ふじた たてひこ）  

NPO法人 横浜日独協会会報 発行 2020.1.1 (第53 号) 

所在地：〒231-0062 横浜市中区桜木町 1-1-56 

         ５階 市民活動共同オフィス内 

Tel:  080-7807-7236 

E-Mail: jdg-yokohama2010@outlook.jp 

会報編集責任者: 山口 利由子 

E-Mail：jrr3@mvj.biglobe.ne.jp  

横浜日独協会ホームページ http://jdgy.sub.jp 

 

 

 

 

会員コンサートのご案内 

♢ 館野ゆかり会員 （ソプラノ） JDGY 後援 

1 月 26 日(日） 14 時 開演 

アコスタジオ（表参道） 

～愛は歌の翼に乗って～ 入場料 2500 円 

♢ 久保山菜摘 (ピアノ-武田 YC会員共演者） 

1 月 13 日(月） 14 時開演 

汐留ベヒシュタインサロン 

～若手 トリオデルアルテ演奏会～ 

入場料 3000 円 

1 月 26 日(日） 19 時 開演 

渋谷ホール(渋谷桜丘町） 

～オールショパンの夕べ～入場料 3000 円 

入場ご希望の方は事務局（能登・齋藤）へご連絡

下さい。 
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