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マース独外相の王毅中国外相への毅然たる態度 

 中国の王毅外相が先月（９月）欧州

各国を歴訪し、中国が国際的な批判を

浴びている香港の国家安全法（一国一

制度）、ウイグル族弾圧の弁明（“弾圧

でなく再教育だ”と）、並びにチェコ上院議長の台湾

訪問非難（報復を公言）などの為に奔走した。だが

結果は逆にＥＵの中国への反感を強めたようだ。 

 ９月１日（火）ベルリンに中国外相

を迎えたマース独外相は、中国が「一

帯一路」政策でイタリアやギリシャの

港湾を蚕食し、また南シナ海などで強

引に領土拡大を図っている覇権主義をけん制して

次のように言い放った。「我々ヨーロッパ人は中国

と米国の間のなぶりもの（Spielball） にはならない」

（Die Welt 紙）とし、ＥＵは今後、主権と自主性を

より明確にするだろうと申し渡した。何と胸のすく

ような発言ではないか！ 

ドイツは中国依存から脱却し、日本やアジアの民主主

義国家と連携を強化 

 ドイツ政府は翌２日、インド太平洋地域は「外交

政策の重要事項」と位置づけ、「ドイツ・ヨーロッパ・

アジア：21 世紀を共に形作る」と題した政策ガイド

ラインを閣議決定した。インド太平洋という重要地

域と、多国間主義、人権、ルールに基づく自由貿易、

安全保障政策などの分野で協力を強めることを謳

い、“強者の力による形でなく、ルールと国際協力に

基づく秩序の形成”を強調した。中国への不信感が

表面化し、メルケル時代の過度な中国依存からの脱

却を図る。 

 メルケル首相の中国詣でには、当初

2007 年のダライラマ事件で中国の逆

鱗に触れた関係を修復するという名

目があり、一方では中国の政治体制に

激変が無い限りドイツ車などを売れるだけ売ろう、

という実利追及の「割り切り」があったと思う（拙

著『ドイツの試練』2016、P.123）。また中国の経済

水準が上がれば、市場の開放と民主化が進み、知財

問題も治まるかもしれないという期待もあった。だ

が現実には、一党独裁と独裁者の権力強化が続いて

いる。貿易の相手国としては依然重要ではあるが、 

 

ＥＵの中核ドイツとして「一帯一路」は看過できず、

対中依存は臨界点に達したと判断したのであろう。 

 しかし、ＶＷの中国への販売シェアー（38％）を

例にとっても、独企業の脱中国は相当の痛みを伴う

ことになる。価値観を前面に出す外交のコストは大

きい。 

ドイツの対日期待と今後の日独関係 ― 人的交流の

強化と人材育成が必須 

 今回の対中依存からの脱却発表という外交政策

の大転換に際して、ドイツは日本に対して何を求め

ているのだろうか。これまで日独間には、共通点は

認めながらも「問題が無いのが問題」（シュミ―ゲロ

ー元大使）と言われてきた。ドイツは中国だけで事

足りていた。それはメルケル首相の「訪中 12 回（主

にビジネス）、来日５回（Ｇ７等）」で明らかだ。民

間レヴェルでも、ドイツへ旅行や留学する日本人よ

り、日本に足を運ぶドイツ人ははるかに少ない。言

葉の壁や地理的条件にもよる。しかし基本的には、

日本及び日本人に政治的・経済的・文化的魅力が乏

しかったことが原因であろう。 

 終戦直後、日本のエリートたちは占領地域救済資

金（ガリオア・エロア資金）をもらって米国に留学

し、あるいはフルブライト留学生として米国に学ん

だ。彼らは帰国して日本の指導的地位につき、日米

の絆となった。日本に入る国際情報も、英字新聞の

翻訳が中心だった。一方日本と同じ敗戦国ドイツに

は、しばらくの間留学生を受け入れるファンドは無

かった。明治以降、医学を中心に日本の知識層に重

きをなしたドイツ派は激減した。戦後日本の知独派

は数の上で知米派に遠く及ばないのである。ドイツ

が価値観を基本にするアジアの民主主義国との外

交を進め、日本もそれに呼応するならば、人材育成

を急がなくてはならない。学術・技術・文化・言語

の面でドイツ人から対等かそれ以上の評価を得ら

れる若者の育成が不可欠である。 

 横浜日独協会も、最近公益性が認められ「認定Ｎ

ＰＯ法人」に格上げされた。ドイツ大好きの老若男

女会員の切磋琢磨だけでなく、非会員の若者にも扉

を開けて知独派拡大のお手伝いを目指したい。 

（2020 年９月 10 日記） 
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香港の悲劇 

―制裁もタブーではない― 

元駐日独大使 Volker Stanzel 

中国は世界を試している。中国は、コロナ禍で打撃

を被ったかもしれないが、むしろ、これを奇貨として

覇権への歩みを着々と進めている。こんな中国と付き

合うには、欧州にも戦略が必要だ。 

 中国は、僅か一世代の間に、世界でなくてはならな

い国となった。世界経済の牽引車、貿易・生産のパー

トナー、温暖化防止の要め、原材料の引き取り手、途

上国への投資、などで。中国は、また、技術科学大国

への道を、まっしぐらに歩んでいる。この傾向は、コ

ロナ禍があるにせよ変わらない。しかし中国には、別

の顔がある。チャイナファーストというべき覇権・国

益追求政策だ。これは、既存の法体系や価値観に挑戦

するもので、ここ数年、国連や安保理事会の場で表明

されている。中国は、東アジアでの拡大政策を続けて

いる。そして世界的なインフラネットワーク(一帯一

路)の構築を進めている。新技術の開発も、世界が中国

にさらに依存するようにすすめている。Huawei の５G

ネット開発がその好例だ。 

 中国は、一方で、投資や借款供与を通じて、EU 加盟

国間やブラッセルとの間に対立が生じるように画策

し、他方では、法に基づいた世界秩序に顔を背けてい

る。EU 委員会やドイツ産業連盟は、中国を「体系のラ

イバル」と名付け、米中は、互いに興奮して対立コー

スを歩んでいる。この対立は、トランプが落選しても

終わらないであろう。ヨーロッパは、この対立に押し

つぶされないようにしなければならない。これは、米

中の中間点にヨーロッパの立ち位置を見いだせと言

っているのではない。何故なら、トランプであろうと

なかろうと、ヨーロッパは中国よりかアメリカとはる

かに結びつきが深いからだ。言いたいのは、ヨーロッ

パは、米中いずれを取るかではなく、自国の利益と原

則に基づき自立的に判断すべきだ、ということ。 

 コロナは中国で発生したが、中国政府は、これまで

武漢の失敗の責任をとることを拒否している。それど

ころか、中国はコロナを克服し世界に慈善を施してい

ると、大々的に宣伝している。北京は、コロナの陰で、

南シナ海やインド国境で関与を強めている。この５月、

中国はとうとう国家保安法を制定し、1984 年英国と締

結した協定を反故にしてしまった。この協定は、2047

年まで、一国二制度のもと、香港に、固有の法制度、

自由、高度の自治を保証したものである。「英国との約

束は一片の紙屑となった」外務省報道官はこう言明し

た。その意味するところは、覇権確立のためなら国際

協約を破るのをいとわない姿勢を、内外に鮮明にした

ものである。富める中国は、今や香港の金融センター

としての役割や、法的に裏付けされた特別なステータ

スを、不要なものと判断したのだ。 

 世界から必要とされる中国、同時に独裁的な中国。

中国は、今、ヨーロッパが柔軟な協力姿勢をとるか、

それとも強硬に自己主張をするか、どちらを選ぶのか

を見ている。制裁も決してタブーではない。しかし欧

州と中国は、お互いを必要としている。ヨーロッパは

対等なパートナーシップを目指すべきである。団結、

経済力、自主性によって。ドイツがコロナ禍から立ち

直るのは、EU 諸国が立ち直るのと同時だ。 

 メルケル首相は、コロナ禍の発生について透明性を

要求した。中国は、独立の国連専門家委員会を現地に

招待し、コロナの発生から制圧に至るまでの過程を説

明すべきだ。加えて EU と中国の間に「健康パートナ

ーシップ」を確立する必要がある。その役割は、差し

当たり、ワクチンの開発、製造、世界的な配布であり、

長期的にはヴィールス性や他の病気の絶滅である。そ

れは、欧州や中国よりも疫病が猛威を振るうアフリカ

において最も必要とされるものである。 

 このパートナーシップは、国際協定を無視しては成

り立たない。北京は香港を、国際協調の試金石に仕立

て上げた。断固貫くべきは、ヨーロッパの５G ネット

への Huawei の介入の阻止である。中国の企業を、ヨ

ーロッパ産業の未来を左右するインフラに介入させ

るとは、本年３月 26 日、EU 首脳が集まって決めた「ヨ

ーロッパは自律的であらねばならない。その戦略的物

質および技術は、外国の投資から保護されねばならな

い」という原則に反する。 

 世界が、コロナで、あるいはコロナ後、より協調的、

持続的になるか、あるいはより自己中心的、近視眼的

になるかは、欧州と中国の在り方にかかっている。

Leipzig の欧中首脳会議(注)がなくても、ドイツは、欧

州理事会議長国の立場から、実りあるパートナーシッ

プのため努力すべきだ。しかしそれは、ヨーロッパが

中国に対し丁重に、しかし毅然として向き合い、中国

もまた香港の試金石を真剣に受け止めて初めて成り

立つものである。 

注 Leipzig 欧中首脳会議  本年９月に Leipzig で予定

されていた EU と中国の首脳会議。コロナのため当面延

期となった。(Die Welt Forum 所載) 

 

訳: 中戸 弘之 ＪＤＧＹ会員 

（編集注：中戸氏は、現ハンブルク委員長で、

元ハンブルク領事を務められました。） 
 

Die WELT  Forum 
Sanktionen gegen China sollten kein Tabu sein 
 
Volker Stanzel  30. Juni 2020 
 
China stellt die Welt auf die Probe. Peking mag von 

der Corona-Pandemie überrascht worden sein wie 

alle anderen, es ist aber das einzige Land, das die 

Bekämpfung der Seuche für seinen globalen 

Machtanspruch einspannt. Für den Umgang mit 

diesem China braucht Europa eine Strategie. 

 

Wohl wie kein Land zuvor hat es China innerhalb 

nur einer Generation geschafft, unentbehrlich zu 

werden: als globale Wachstumslokomotive; als 

Handels- und Produktionspartner; für das 

Jahrhundertprojekt  Klimaschutz;  als Abnehmer, 
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Investor und Kreditgeber für Rohstoff- und 

Entwicklungsländer. Und China ist auf dem besten 

Weg, eine Technologie- und 

Wissenschaftsgroßmacht zu werden. Das alles gilt 

weiter, auch wenn China jetzt, wie alle anderen, an 

den weltwirtschaftlichen Auswirkungen der 

Pandemie zu leiden hat. Doch es gibt auch ein 

anderes China, das "China First" unerschrockener 

Macht- und Interessenpolitik. Es ist eines, das seit 

einigen Jahren zunehmend das Regel- und 

Wertesystem infrage stellt, zu dem es sich als 

Mitglied der UNO und ihres Sicherheitsrates 

bekannt hat. Es verfolgt seine Expansionspläne in 

Ostasien, es sucht für seine Unternehmen ein 

weltweites Infrastrukturnetzwerk (die "Neue 

Seidenstraße") aufzubauen, es will die neuen 

Technologien so entwickeln, dass international 

Abhängigkeit von China entsteht - Huawei-

Ausrüstung für 5G-Netze ist hier das Stichwort. 

Zum einen verschafft sich Peking durch 

Auslandsinvestitionen und finanzielle 

Begünstigungen Einfluss, den es nutzt, um EU-

Mitgliedsstaaten gegeneinander und gegen Brüssel 

auszuspielen. Zum anderen wendet es sich von einer 

regelbasierten Weltordnung ab. Die EU-

Kommission genauso wie der Bund der Deutschen 

Industrie nennt China inzwischen einen 

"systemischen Rivalen". Washington und Peking 

sind derzeit auf einem von beiden angeheizten 

Kollisionskurs, und ihre Rivalität wird auch dann 

nicht verschwinden, wenn Trump abgewählt wird. 

Europa muss danach trachten, nicht zwischen die 

Mühlsteine dieser Rivalität zu geraten. Das 

bedeutet nicht, dass es für Europa einen Platz in der 

Mitte gibt, denn Trump oder nicht Trump - mit 

Amerika wird uns auch weiterhin viel mehr 

verbinden als mit China. Aber es bedeutet, dass 

Europa selbstständig genug sein muss, nicht 

zwischen Washington und Peking wählen zu 

müssen, sondern nach Maßgabe seiner eigenen 

Interessen und Prinzipien entscheiden zu können. 

Die Pandemie hat ihren Ursprung in China, doch 

weigert Peking sich bisher, die Verantwortung für 

die Fahrlässigkeiten in Wuhan zu übernehmen. 

Stattdessen hat die Volksrepublik eine globale 

Kampagne lanciert, um sich als erfolgreichen 

Bekämpfer der Pandemie und Wohltäter in der Not 

darzustellen. Im Windschatten der Pandemie nutzt 

Peking die Gelegenheit und weitet seinen Zugriff in 

der Südchinesischen See und über die indische 

Grenze hinweg aus. Im Mai hat es sich schließlich 

durch ein "Sicherheitsgesetz" über das 1984 mit 

Großbritannien abgeschlossene Abkommen 

hinweggesetzt, das Hongkong bis zum Jahr 2047 

nach dem Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" sein 

eigenes Rechtssystem, bürgerliche Freiheiten und 

ein "hohes Maß an Autonomie" garantierte. "Ein 

wertloses Stück Papier" sei der Vertrag mit 

Großbritannien, erklärte der chinesische 

Außenamtssprecher. Die Botschaft dahinter an die 

Hongkonger Opposition und die Welt: Wenn es 

Pekinger Machtinteressen dient, scheut man sich 

nicht, völkerrechtliche Vereinbarungen zu brechen. 

Den bisher nützlichen Finanzplatz Hongkong mit 

seinem durch Rechtssicherheit garantierten 

Sonderstatus braucht das reiche China nicht mehr. 

Ein unentbehrliches, aber auch zur 

Selbstherrlichkeit neigendes China erfordert von 

Europa sorgsames Abwägen zwischen 

geschmeidiger Kooperationsbereitschaft und harter 

Interessenvertretung, für die Sanktionen kein 

prinzipielles Tabu sein sollte. Europa und China 

brauchen einander. Für eine Partnerschaft von 

Gleich zu Gleich muss Europa selbst sorgen: durch 

Geschlossenheit, Wirtschaftskraft und Autonomie. 

Deutschland kann sich vom Pandemie-Einbruch 

nur erholen, wenn es seine EU-Nachbarn auch tun. 

Bundeskanzlerin Merkel hat Transparenz zur 

Entstehung des Virus angemahnt. China sollte eine 

unabhängige UN-Expertenkommission einladen, 

sich vor Ort ein Bild vom Ausbruch der Pandemie 

wie auch von den Maßnahmen zu ihrer 

Eindämmung zu machen. Darüber hinaus sollte 

eine "Gesundheits-Partnerschaft" der EU mit China 

vereinbart werden: vordringlich zur Entwicklung 

eines Impfstoffes, seiner Produktion und weltweiten 

Verteilung, längerfristig zur Prävention und 

Bekämpfung von viralen und anderen 

Erkrankungen, vor allem in Afrika, wo die 

Pandemie noch viel verheerender wüten könnte als 

in Europa und China. 

Sie verträgt sich nicht mit einem willkürlichen 

Umgang mit internationalen Abkommen. Peking 

selbst hat jetzt Hongkong zum Prüfstein für seine 

Partnerschaftsfähigkeit gemacht. Festigkeit ist 

auch beim Verzicht auf Huawei als Ausrüster für 

das europäische 5G-Netz notwendig. Einen 

chinesischen Anbieter in eine für die digitale 

Zukunftswirtschaft wesentliche Infrastruktur zu 

lassen, verträgt sich nicht mit dem Anspruch, den 

die EU-Staats- und Regierungschefs am 26. März 

2020 aufgestellt haben: europäisch autonom zu sein 

und "strategische Wirtschaftsgüter und Technologie 

vor ausländischen Investitionen zu schützen". 

Ob die Welt mit und nach Corona kooperativer und 

nachhaltiger oder eher nationalistisch und 

zukunftsabträglich sein wird, wird auch von Europa 

und China bestimmt werden. Auch ohne den 

Leipziger EU-China-Gipfel sollte Deutschland unter 

seiner Ratspräsidentschaft alles daran setzen, die 

Weichen für eine fruchtbare Partnerschaft zu 

stellen. Das wird aber nur gelingen, wenn Europa 

China verbindlich und standhaft zugleich begegnet 

und wenn China den Prüfstein Hongkong ernst 

nimmt. 

Volker Stanzel, früherer Botschafter in China und 

Japan, Hertie School of Gchrome- 
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「ドイツ大使から 

中小企業支援新旧委員長への親書」 

 

中小企業支援委員会 

前委員長 理事 坂井 啓治 

 
 弊協会第５回定期総会での中

小企業支援委員長交代決議に当たり、駐日ドイツ大使

から新旧委員長宛に、これまでの慰労と今後の活躍へ

激励の親書が送付されてきました。私共の活動が、日

独間の中小企業交流への架け橋となるのであれば光

栄であり、且つまた地域社会への貢献の一助となれば

喜ばしいことであり、協会を支えて頂いている内外の

皆様に御礼申し上げねばならないと思います。 

親書の原文（ドイツ語）は紙面スペース上割愛しま

すが、大切な部分（日本語）のみ抜粋してご披露いた

します。 

「......ドイツ経済の要である中小企業に賜りましたご

支援は、私共にとり大変重要なことです。 

今後とも信頼に満ちた良好な協力関係を継続できま

すことを楽しみにしております。」 

「......横浜日独協会は、大使館の大切なパートナーで

あり、ドイツ経済の要である中小企業の支援は、正に

私どもが非常に重視していることです。 

ドイツ連邦共和国大使 イーナ・レーペル」 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
『ドイツ人とマスク』 

会員 レナー順子（バイエルン州在住） 

 医療関係者は別として、コロナ感染が広まる前まで

は、ドイツ人にとってマスクはあまり馴染みがなかった。 

 冬に風邪が流行っていても、マスクをかけている人

はゼロに等しかった。コロナウイルス感染初期には、

メデイアでマスクの効用がしつこい程討論され、医学

専門家でも、あんな物は役に立たないと言う人もいた。 

 もっとも、品不足でマスクを買いたくても売ってい

なかった状態が長く続いていたので、マスクはする必

要がないという意見を広めていたのかもしれない。３

月中旬のロックダウンと同時に、隣人との距離を 1.5m 

以上取ることが要請され、マスク着用が促された。マ

スクに慣れないドイツ人は、息が苦しい、眼鏡が曇る

と、愚痴をこぼす人が多かった。 

 東部ドイツのイエナ市 Jena (ベルリンの南西約 250 

Km、ミュンヘンの北約 350 Km) は、３月 10 日から 13

人の陽性者を含むオーストリアからの帰宅者 80 人を

隔離し、ドイツで初めて一般市民にマスク着用を義務

付けた。 

一週間前に告知し、４月６日からは、スーパーマーケ

ット内や公共交通機関使用の際に、マスク着用が義務

付けられた。 

 モットーは、「イエナはマスクを見せる (Jena zeigt 

Maske)。」一挙に 11 万人の市民に行き渡るほどの数が

ないので、ネットで作り方を見ながら、自分で縫うよ

う促した。住民の９割が同意し、ほとんど全員が規則

を守っていた。 

その結果、４月９日から９日間新規感染者数がゼロだ

った。 

 

 新規感染者が急激に減ってきている７月に入って

も、他の州、特にバイエルンでは店や、医者、診療所

などの屋内に入る場合、公共交通機関を使用する場合

は、いまだにマスクは義務である。幸いドイツでは、

夏でも湿度はあまり高くなく、温度も 30 度を越す日

は数えるほどなので、日本の夏ほど辛くはない。それ

でも苦にする人が多いので、特に新規感染者の少ない

北部のメクレンブルグ・フォーポメルン州では、マス

ク義務を解除すると宣言した。 

 
 バイエルン州では、バスや電車等の公共交通機関で

マスク着用していない場合は、即罰金を支払わなけれ

ばならない。14 歳以上の人が違反の場合は 150 ユーロ

支払わなければならない。 

８月 25 日 (火) 以降は 250 ユーロに上げられた。２回

目の規則違反からは、500 ユーロの罰金が科せられる。

うっかりかけ忘れた場合は、罰金は半額になる可能性

もある。 

内務省の発表によると、警察のチェックは、時と場合

により判断しているが、バスや列車内の検査はほとん

ど例外を認めないそうだ。罰金は州管轄で、バイエル

ン州内務相ヘルマン氏 (Hermann) は、大多数の人が

マスクをかけ、感染予防に努めているのに、一部の無

頓着な人がマスクをかけないことにより、周りの人の

健康を害することになるので、実際懐に響く額の罰金

が科せられるべきだと語っている。 

 

 夏季バカンスやヨーロッパ圏出身者の里帰りが増

えたため、ドイツ国内新規感染者数が８月下旬２千人

に近くなり、４月下旬以来再度高い数値になった。連

邦政府及び各州政府は、事態は深刻だと判断し、再拡

散を防ぐための政策を検討し始めた。 

 

 職場でのマスク着用義務は、個々の会社の労働環境

にもよるので、一概に義務とするべきではない。主に

屋外で仕事をする職人、特に建築業に従事する人には、

高温下でのマスク着用は耐えがたいものだ。広い建物

の中では、すでに空気清浄機が備え付けられていると

ころも多い。隣人との最低距離が保てない場合に限り、

マスク着用義務になる。必ずマスクを必要とするのは、

レストラン勤務ウエーター、美容院、家庭内電気関係、

暖房取り扱い等の顧客相手の職業に限る。 
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 公共の場所でのマスク着用が義務付けられてしば

らく経っても、違反者が後を立たない。中には初めは

規則に従っていたが、面倒になり無視する人も出てき

た。または断固として反対する人もいる。公共交通機

関利用者は比較的規則を守っているようだが、中には

マスクを鼻の下からかけている人もいる。注意しても

なかなか従わない人もいて、その場合は罰金を払わさ

れる。バイエルン内務省は、規則違反コントロールは

警察の管轄なので、できるだけパトロールの警官を乗

車させるようにするとのことだ。違反数は８月中旬の

最初の検査で 262 件あり、3000 件は口頭で注意するだ

けで済んだそうだ。 

 
 連邦政府は、５月 16 日に、コロナ感染防止対策とし

て、３基本原則キャンペーンを発表し、メデイアで広

報されている。 

日本の３密防止策に匹敵するものかもしれない。 

ドイツの３基本原則は、『die A H A- Formel gegen 

Corona  (コロナに対する AHA 方式 )』 

A=Abstand (間隔) ＋ H=Hygiene (衛生) ＋  

A=Alltagsmasken (日常マスク)方式 

の上には分かりやすい図が書かれている。 

 

A の上には直立した女性の周りに点線の輪が描かれ、

1.50m と書き添えられている。 

H は水滴の下で、泡立てながら手をこすり合わせてい

る様子 

A はマスクだが、実際に Alltagsmaske という言葉はこ

のために作り出された言葉に過ぎない。 

ドイツ語で、“Aha”というと、「ああなるほど」と言う

言い回しがあるので、それにちなんで、わざわざ新語

を作ったようだが、ピントくる人はあまりいないよう

だ。 

それにしても、連邦政府も衛生管理徹底に努力してい

る上、一般庶民も半年以上のマスクとの生活にだんだ

ん慣れ、有効なワクチンや治療薬が開発されるまでは、

今後もマスクはドイツ人の日常生活から切り離せな

い必需品になりそうだ。（了） 

追記：コロナウイルスエピデミックに際して、メルケ

ル首相が 3 月と 5 月に国民に向けてスピーチをし、日

本最初の電子書籍出版社のボイジャーがその拙訳を

無料で公開している。 

参考リンク: 
https://r.binb.jp/epm/e1_138892_24032020095929/ 

https://r.binb.jp/epm/e1_140323_08042020091925/ 

https://r.binb.jp/epm/e1_147657_02062020122154/ 

 

 
ビアガーデンの広場でのブラスバンドの演奏。コロナ規制

に従い、隣人との距離を空け、吹奏楽器の他はマスク着用 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

「モトスミ・ブレーメン通り商店街が 

復興庁より感謝状受賞」 
 

当協会法人会員でもある「モトスミ・ブレーメン通

り商店街振興組合

（伊藤理事長）」は８

月末に復興庁より

東日本大震災の被

災地への長年の支

援を評価され田中

和徳同庁大臣より

感謝状を贈られま

した。霞が関の同庁での授与式には伊藤理事長が代表

して出席されました。 

同商店街は地域交流の一環として 2006 年に初めて

「福島フェアー」を開催、2011 年の東日本大震災以降

も風評被害を受ける現地福島の野菜や果物などの農

作物を販売する物産展などを開催し続け、被災地の復

興支援に努めてこられました。 

また 14 年目を迎えた昨秋のイベントもモトスミ・

ブレーメン通りにはこれまで同様、多くの人出で賑わ

いを見せたと言われています。 

来年はブレーメン市ロイド・パッサージュ商店街と

の友好提携の締結から 30 周年を迎えるため、10 月を

中心に様々なイベント企画も予定されておりますの

で、機会があれば、みなさまのご参加もよろしくお願

い致します。               （向井 稔 副会長） 
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ドイツ産業トピックス（第１３回） 

理事 大堀 聰（中小企業支援） 

＜ゾンビ企業 (Zombieunternehmen)＞ 

皆さんは「ゾンビ企業」という言葉をお聞きになった
ことがありますでしょうか？ 

「経営が破綻しているにもかかわらず、銀行や政府機
関の支援によって存続している企業・会社」のことで
す。ゾンビとは元々は西アフリカ、カリブ海、米国南
部に広がるヴードゥー教の力で死人のまま蘇った人
間のことで、ホラー映画などでもよく耳にしているか
と思います。ドイツではそんなゾンビ企業が 80 万社
に達する恐れがあると報じられました。（Zahl der 
„Zombieunternehmen“ droht auf 800.000 zu steigen. 
Die Welt, 16.08） 

政府がコロナ危機から企業を救う対策として、今年３
月から支払い不能（倒産）の申告義務をなくしました。
これで表には出ない債務超過の企業の数が上がった
ことをクレジット改革機関（Creditreform）が警告して
います。 

専門家によればゾンビ企業は現在 55 万社で、法務大
臣が計画しているように、この制度が来年の３月まで
続けば、その数字が 70 から 80 万社に上るであろうと
の予測です。 
潜在倒産企業が 80 万社というのは恐ろしい数字です。
救済制度が本来救うべきではない企業まで広く手を
差し伸べているのでしょう。 

なおこの「ゾンビ企業」のように、経済分野の新語に
は英語が発祥で、ドイツ語もそして日本語もほぼ同じ
という例が多いようです。 
Corona-App（コロナ警告アプリ）、 
Gesundheits-Start-up（スタートアップ企業） 
Neue Nutzer müssen Facebook-Account nutzen（フェイ
スブックの口座）など新聞の見出しを一日見ただけで、
次々と見つかります。ドイツ語を第一外国語とする私
としては少し寂しいものがあります。 

＜差別用語の撤廃＞ 

クノール(Knorr)はドイツ発祥の食品、飲料のブランド
です。そのクノールが「ジプシースープ」という商品
名称を変更すると報じられました。（Knorr benennt 
„Zigeunersauce“ um. 16.08）背景にあるのは人種的名
称や、概念に対する議論で、まもなく「ハンガリー風
パプリカソース」（Paprikasauce Ungarische Art）とし
て棚に並ぶそうです。まだ差し迫ったテーマではあり
ませんが、企業の方で社会の趨勢を先取りした形です。
なおこうした言葉は使われる状況が大事で、例えばサ
ッカー競技場で「ジプシー」とか「ユダヤ人」とか差
別的に用いれば、今でも大きな問題になります。 

＜コロナ接触アプリ＞ 

先ほど例に挙げたコロナ接触アプリ (Die Corona-
Warn-App)は日本同様にドイツでも導入されました。
これは濃厚接触の疑いのあるアプリ利用者に、その旨
を通知してくれるシステムです。すでに１０００万回
のダウンロードがあったとドイツテレコムの社長が
胸を張りました。（Fast zehn Millionen Downloads: 
Telekom-Chef feiert Corona-Warn-App als großen 
Erfolg. 19.06） 

この数字は導
入直後のもの
です。日本では
厚労省が提供
し 1416万件（８
月 21 日現在）
ダウンロード
されています。
ド イ ツ で は
1720 万件（８月 17 日現在）です。ドイツの方が若干
進んでいる感じですが、“救世主”と期待されたアプリ
も、この数ではどちらの国でも満足な効果が得られる
とは言えないでしょう。 

＜現金志向＞ 

また一つの日本人とドイツ人の類似点が見つかりま
た。それは現金志向ということです。しかしそれもコ
ロナの影響で“現金国家”も変わりつつあるというこ
とです。（Corona knackt das Bargeldland Deutschland. 
03.06） 

その理由は「紙幣や硬貨は今では薬物のように恐れら
れている」（Das liegt auch daran, dass Scheine und 
Münzen wie Drogen wirken.）とか「ドイツは現金のみ
が本物と言われてきた」（Deutschland. Wo früher stets 
galt „Nur Bares ist wahres“）など面白い表現で現状
が語られています。 

＜反フェイスブック＞ 

トランプ大統領の SNS 上の過激な発言に対し、ツィッ
ター社が強く警告したのに対し、フェイスブックはソ
フトな反応でした。これに対しドイツではアメリカ同
様に、いくつかの企業がフェイスブックへの広告を止
める行動に出ました。大きな会社ではフォルクスワー
ゲンと SAP です。（VW und SAP beteiligen sich an US-
Werbeboykott gegen Facebook.30.06）他にも家庭用品の
Henkel や Persil が同調しました。日本の企業はあまり
こういう行動を取らなかったようですが、政治的な動
きを取らないのが、日本企業の特徴でしょうか？ 

＜コメルツ銀行＞ 

以前から経営が苦しかったコメルツ銀行は 200 店の支
店を閉鎖すると発表しました。（Commerzbank macht 
Tempo bei Filialschließungen. 14.08）ドイツ第２の規模
で経営再建中のコメルツバンクは、元々2023 年までに
閉鎖する予定であった 200 支店をコロナの影響で閉鎖
していましたが、このまま再開しないと発表しました。
ドイツの銀行の苦境はこれまでも伝えてきました。や
や次元は異なりますが、日本ではみずほ銀行が来年か
ら紙の通帳を発行すると、1100 円の手数料を徴収する
と報じられました。銀行の生
き残りのためのこうした経費
削減の努力は、これから次々
と行われるでしょう。 

＜おしらせ＞ 

私事で恐縮ですがこの度「心
の糧（戦時下の軽井沢）」とい
う本を自費出版しました。戦
時中にドイツ人が疎開した軽
井沢でどう暮らしたかなどを
書いています。アマゾンでお
求めになれます。（以上） 
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わが心の街 パッサウと人吉 

常務理事 大瀬 克博 

 
パッサウは私の大好きな懐かしい街で、パッサウの

本屋で買った大きな写真を書斎の壁に掛け日々眺め

ています。 

パッサウはドイツのバイエルン州南東部にある人

口 5 万人の小都市です。日本で人気の高いドイツの観

光地はロマンティック街道、ハイデルベルク、ミュン

ヘンなどですが、パッサウはそれに勝るとも劣らない

街と思います。パッサウはミュンヘンから 180km 東に

位置してオーストリアと国境を接し、市の中心部でド

ナウ、イン、イルツの三つの河が合流する「三つの河

の街」そして中世の面影を残す「バロックの街」と呼

ばれる美しい古都です。ドナウ河はシュバルツバルト

に源を発して南ドイツを横断し、パッサウでオースト

リアのチロル地方から北上するイン河そしてバイエ

ルンの森から南下するイルツ河が合流し、大河ドナウ

となってウィーンを目指し南下します。 

パッサウの歴史は古く紀元前に居住したケルト人

に始まります。2 世紀初めにローマの要塞が建設され、

11 世紀には神聖ローマ帝国で自治権を持つ領主司教

国の首都、13 世紀に帝国最大の領地を有する司教国首

都に発展し 1803 年にバイエルン選帝侯国に編入され

ました。宗教改革時代の 1552 年にはカトリックとプ

ロテスタントの平和共存を確認するパッサウ条約が

締結されています。千年の歴史を持つ白壁と赤い屋根

の旧市街はドナウ河とイン河に挟まれた三角地帯で、

河の向こうは緑の丘陵が広がる色の調和が見事な美

しい街です。ドナウ河畔の丘に聳える中世の城塞から

見下ろす景観は特に素晴らしく、詩人で小説家のハン

ス・カロッサは「ドイツで最も美しく瞠目に値する景

観」と称揚しています。 

パッサウとの縁です。私は 1975 年から約 5 年間を

駐在員としてドイツで過ごしましたが、最初の 4 ケ月

はパッサウのゲーテシューレでドイツ語を学びまし

た。生徒数 100 人程度の家庭的な雰囲気の学校でした。

学校食堂での焼き立てパンと生ハムそして香り高い

コーヒーの朝食、諸国の学友たちと街のレストランで

の昼食、そこで交わす拙いドイツ語での会話、4 ケ月

間繰り返した学校生活です。ドイツ南部特有の純朴で

陽気な気風の町の人たち、親切なゲーテシューレの先

生、そして学友たちとの触れ合いなど、パッサウでの

生活は楽しく充実したものでした。先生の自宅にお茶

とケーキに招かれたことがあります。築 400 年と言わ

れるマンションでしたが、新築と見紛うばかりの清潔

で美しい部屋に驚き、短期の生徒を自宅に招待された

先生のホスピタリティに感動したものです。パッサウ

の景観は故郷の熊本県人吉市に似ていて、初めてのド

イツ生活で寂しく不安な私の心を和ませてくれまし

た。私はパッサウがすっかり好きになり、その後に長

く続くドイツとの関わりが始まったのです。 

駐在員時代そして帰国後の出張でドイツそしてヨ

ーロッパの多くの都市を訪れましたが、私はパッサウ

の景観が最も気に入っています。出張の際にパッサウ

まで足を伸ばすことも度々でしたが、最後のパッサウ

訪問は 10 数年前にシーメンス社の案内でドナウ河水

力発電所を見学した時です。その時に予想もしなかっ

た素晴らしい出来事

がありました。世界

最大級パイプオルガ

ンのあるシュテファ

ン大聖堂の首席奏者

が同行シーメンス社

員の友人だったので

す。この大聖堂はウ

ィーン大聖堂の本山

にあたり 8 世紀以来の歴史があります。首席奏者が自

ら教会内を案内し、そして我々のためにパイプオルガ

ンを演奏してくれました。大聖堂に荘厳に響くバッハ

の「トッカータとフーガ」は感動的で今も耳に残って

います。 

故郷の人吉市

です。市境で球磨

川と日本一の清

流川辺川が合流

し、日本三大急流

の球磨川となっ

て街の中心を流

れ、河畔に人吉城

跡があります。鎌倉時代の元久 2 年(1205)、地頭職で入

城した相良氏が明治維新までの 700 年を統治しました。

相良氏は島津氏と並ぶ日本最長の大名家です。「相良

700 年が生んだ保守と進取の文化～日本で最も豊かな

隠れ里」として登録された日本遺産です。 

パッサウと人吉、私の愛する心の街です。この河畔

の街には共通する宿命的な天災、川の氾濫があります。

パッサウは 2013 年にドナウ川の氾濫で被災し市街地

の大半が冠水しました。故郷人吉は今年 7 月の豪雨洪

水で壊滅的な被害を受けています。私はテレビ報道で

見る水に沈んだ故郷に息を呑みました。パッサウ水害

ではドナウ河の水位は 12.9m、人吉では 11.9m まで上

昇し観測史上最大でした。地球温暖化による異常気象

によるとも言われています。 

人吉市は 2018 年に中国メディア東方ネットが発表

した「日本で訪れる価値のある十傑」に、富士山、清

水寺、奈良公園など誰も知る名所と並び選ばれました。

注釈に「日本人も含め多くの人が知らない所であるが、

九州の小京都と呼ばれている」とありました。人吉の

復興が進み小京都と呼ばれる景観が早く戻ることを

願っています。 

パッサウ旧市街 

 

パッサウ大聖堂 

 

人吉城跡から見る人吉市街 
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法人会員 

 
株式会社文芸社   ウィンクレル株式会社   ボッシュ株式会社   トルンプ株式会社  公益財団法人登戸学寮 

ワインブテイック伏見  モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合  横浜国立大学－成長戦略研究センター 

株式会社コトブキ    神奈川大学    ケルヒャージャパン株式会社  一般社団法人如水会横浜支部 

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社   富士・フォイトハイドロ株式会社 

 

 

 

 

 行事予定  

■ 2020 年 10 月 設立１０周年記念事業：中止 

■ 2020 年 11 月 例会： 

・日時：11 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(大) 

・講演：黒川 剛 元オーストリア大使 

『100 年後から見るワイマール文化』 

・会費：例会 1000 円 

■2020 年 『恒例のクリスマス会』 

・日時：12 月 12 日(土）11 時半開場、12 時開始 

・場所：横濱元町「霧笛楼」2 階会場貸し切り 

・会費：お一人様 7 千円 

＊コロナ感染を鑑み、レストラン側には三密状態回

避の十分な対策をお願いしておりますが、感染拡大

の再発深刻化等により中止となることもあります。 

■2021 年 1 月 例会： 

・日時：1 月 16 日(土）又は 17 日(日）（未定） 

・会場：戸塚区民文化センター（予定） 

・講演：野澤 勉 会員 

『チーズの楽しみ方－試食とともに』 

・会費：例会 1000 円 

＊１１月以降の例会他行事につきましては、コロナ禍

情勢により、延期／中止等の可能性がありますこと

をご承知おきください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜新入会員＞ 

・八木 拓 様（やぎ ひらく） 

・笠原 佳吾様（かさはら けいご） 

・鎌田 瑞生様（かまた みずき）   YC青年会員 

・大森 響子様（おおもり きょうこ）YC 学生会員 

・富士・フォイトハイドロ株式会社 法人賛助会員 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

編集後記：コロナ禍で、会の１０周年記念行事他が中止

や延期になる中、記念誌が完成いたしました。良い記

念になればと思っております。ご協力いただきました

皆様に御礼申し上げます。（山口） 

 

⚫ 前号でご紹介しました＊声力講座 島村様のお名前

に記載ミスがありました。訂正してお詫び申し上げ

ます。正しくは以下の通りです。 

＊声力講座 島村武男 2020 
  https://www.youtube.com/watch?v=kzvk3QNMeBc 

皆様のご支援ご厚情に厚くお礼申しあげます。 

＜2020 年４月１日から９月 30 日までのご寄附＞ 

（５万円） 早瀬 勇様  （３万円） 成川哲夫様 

（１万円） 磯貝喜兵衛様 岡本博之様 寺澤行忠様 

 大瀬克博様 能登 崇 様 神永 晉様 

 向井 稔様   菊川瑛子様 

（６千円） 大久保明様  黒崎 稔様   佐藤恵美様 

 藤田 香様   齊藤進治様  大治はるみ様 

 中尾尚美様  地野洋子様 

（５千円） 廣澤紘子様 

（４千円） 山口利由子様 （３千円） 大堀聰様 

（２千円） 南雲淑子様 織田正雄様  小島拓人様 

 四方田彰様  坂井啓治様  

 ロベルト・ゼーリヒ様 

（１千円） 河原芳江様 西 忠彦様 野澤 勉様  

 本多節子様 

皆様のお蔭で横浜日独協会は認定ＮＰＯ法人となり

日々発展しています。その財務の現状にご理解いただ

きいち早くご支援くださいました皆様に感謝申し上げ

ます。今後も新たなご寄附は、本誌（季刊）にその都度

お名前・金額を掲載させていただきます。引き続きお

力添えのほどよろしくお願い申し上げます。 

(会長 早瀬 勇  事務局長 齊藤進治） 

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 

10 月 7 日（水） 中止 

11 月 4 日（水） オンライン講座 

12 月 2 日（水） オンライン講座 

（2021年）1月6日（水）  

【会場】神奈川県民センター 

（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） 
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