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1. 現状認識 

⧫ 戦後、ドイツと並んで敗戦国から奇跡の経済復興を

成し遂げた日本は、90年代初めのバブル崩壊後、「失

われた30年」を経て、その経済的地位は低下の一途

をたどっている。豊かさの指標を国民一人当たり

GDPからみると、現在日本は所謂「先進国」から脱

落しつつあり、それに歯止めを掛けられるかの正念

場に立たされていると言えよう。日本は70年代の初

めにOECD参加国の平均水準に追いつき、90年代初め

にアメリカをも凌駕し、世界のトップクラスに上り

詰めた。しかしバブル崩壊後は、その地位低下は著

しく、70年代初めの水準近くにまで落ち込んでいる

のである。 

⧫ 企業サイドを見てみると、 1989年時点の世界時価総

額ランキングTop５０では、NTTが２位に２倍以上の

差をつけて首位であり、Top５を日本企業が独占、

Top５０には３２社の日本企業が入り、そのうち金融

機関が１７社であった。これはバブル期までの経済

政策において、金融機関が日本の成長を牽引してき

たことを示している。一方で 2022年１月時点の世界

時価総額ランキングでは、Top１０はサウジアラビア

の石油企業と台湾の半導体メーカーTSMCを除き、

GAMMA（Google、Apple、Meta Platforms、Microsoft、

Amazon）を含む IT企業や Teslaといったアメリカ企

業が独占し、日本企業は５０位以内にはトヨタ１社

のみである。またランクインする企業の業種が金融

業から IT・通信業にシフトし、日本がこうした産業

構造転換に立ち遅れたことが示唆される。 

今大きな問題になっているのは、デジタル革命とい

った世界のイノベーションの趨勢に日本企業が劣後

しつつあることである。この背景には、構造改革に

対して消極的であり、積極的な研究開発に打って出

ていなかったという現実がある。日本は、バブル崩

壊後も、円安政策により、産業構造転換を先送りし、

その結果、労働生産性は向上せず、被雇用者の賃金

水準も低迷を続けてきた。こうした実情を考えれば、

日本企業が、仮に海外からの労働者を受け入れたと

しても、十分な賃金が支払えるかは疑問であり、こ

のままでは、日本は外国人材にとって、「選ばれる

国」となることは、今後ますます難しくなるだろう。 

 

 

 

 

 

 

2. 将来への戦略 

⧫ 技術革新や経済のグリーン化が今後ますます進むと、

経済の構造がさらに大きく変わり、新しい産業が生

まれると同時に既存の産業はさらに衰退する可能性

がある。そうした状況下、日本に於いて鍵となるの

は硬直的な労働市場の柔軟化である。労働市場が硬

直的であると労働の再配分がスムーズに行われない。

今後メガトレンドが大きく変わる中、日本経済の再

生は、外国人材の受け入れを含めた労働市場のあり

方に左右されると言っても過言ではない。日本経済

は、人口構造の急激な変化、テクノロジーの進歩、

グリーン化という大きなメガトレンドの変化に直面

しており、人々の働き方、雇用のあり方も変わる必

要がある。労働市場は、経済環境の変化の中で、個

人にとっての最適なキャリアを実現するための雇用

機会を与える市場として機能すべきなのである。 

⧫ グローバル化が進み、一方で少子高齢化により急激

に労働力が減少する中、外国人材の活用の重要性が

増している。日本では、高度外国人材は、制度とし

て受け入れ可能である一方で、単純労働者の受け入

れについては、「移民は認めない」という建前論を

守るために正面からの議論を避けてきた。ただ事実

としては、以前から外国人労働者の人数は増加し続

けており、2020年10月末の外国人労働者数は172万人

と過去最高を更新している。 

一方で、ようやく2019年4月から介護や建築業等の分

野で特定技能という新しい在留資格が新設され、制

度上単純労働者の受け入れに門戸が開かれることと

なった。 

⧫ 少子高齢化が急速に進む日本では外国人材の更なる

受け入れを期待する声が高まる一方で、その受け入

れ方法については、様々な問題点が指摘されてきた。

特に外国人技能実習生や留学生が安価な労働力とし

て劣悪な労働環境で働かされている状況がある。受

入れ制度の問題と同時に、受け入れ企業側のスタン

スが改められない限り、こうした問題の頻発は避け

られない。外国人労働者の賃金は、その労働のクオ

リティによって正しく評価され、そして日本の労働

基準法に基づくものでなければならない。 
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外国人労働者は単なる生産資本ではなく、生身の人

間である。したがって、その受け入れに当たっては、

教育、社会保障、医療、住居など外国人材の生活環

境の整備、保障が必要となる。また異なる文化、思

想を背負った人たちの受け入れには、偏見、差別の

ない体制づくりも必要である。 

⧫ 日本社会、企業でこうした環境整備が進むことは、

今世界中で獲得競争が過熱している高度人材を日

本に引き付けるためにも欠かせない。海外の高度人

材の獲得は、日本企業が、現状の低迷を脱し、イノ

ベイティブな分野で競争力を発揮するための起爆

剤ともなり得る。しかし現状日本は海外の高度人材

にとって魅力的な国とは言えない。スイスのビジネ

ススクールのIMDの海外高度人材魅力度指数では、

2020年に世界６３カ国の中で日本は５４位となっている。 

⧫ 今真に求められているのは外国人材の受け入れに

ついての正面からの議論である。外国人材の受入れ

は単に労働力不足解消のためだけではない。外国人

材の受入れを加速するのであれば、彼らが社会の一

員として暖かく迎えられ、また日本人がそれを喜べ

る環境づくりが必要である。 

⧫ 日本企業がウイズ/アフターコロナの不連続な変化

を先導し、新たな成長を実現する上で、経営陣にお

いても多様な視点や価値観の存在（ダイバーシティ）

が求められる。そして、企業を取り巻く状況等を十

分に認識し、経営陣を支える管理職層においても、

ジェンダー・国際性・職歴等の多様性が確保され、

それらの中核人材が経験を重ねながら、他社を含め

た経営陣に登用される仕組みを構築することが重

要である。すなわち、海外を含む他社での経営経験、

職務経験を持つ中途採用人材の活用が欠かせない。  

⧫ また、こうした多様な人材を活かし社内全体として

の多様性の確保を推進するためには、人材育成体制

や社内環境の整備も重要である。多様な働き方や 

キャリア形成を受け入れた上で、社員のスキルや成

果が公正に評価され、それに応じた役職・権限、報

酬、機会を得る仕組みの整備が求められる。企業は、

こうした多様性の確保に向けた人材育成方針・社内

環境整備方針をその実施状況とあわせて公表して

いく必要がある。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

1 月 22 日 「オンライン講演会」 

「100 年後から見たワイマール文化」 

講師：黒川 剛氏（元オーストリア大使） 
    

 

 

会員 浅尾 一寛 

１．講師との出会い 

筆者と黒川剛氏との出会いは、私が

ドイツに駐在していた 2010 年、デ

ュッセルドルフにご講演に来られ

た時です。講師黒川氏の講演をお聞

きするのはその時が初めてでした

が、非常に感動したのを覚えていま

す。午後の部のご講演のあと、夜に

はデュッセルドルフ駅のレストランで希望者だけの集

まりとして２次会がありました。その時には当時の主催

者側が希望者だけと限定したにも拘わらず、多数の参加

者が集まりました。私は講師黒川氏の横に陪席させてい

ただく栄誉に浴することができました。 

その時ワイマール共和国に関しても話題に出ましたが、

メンバーの構成も顧慮されて短いご説明で終わったと

思います。ただ私にとっては、ワイマール共和国に関し

て興味を持つようになりました。 

昨年には、講師黒川氏のご講演があるとお聞きして期待

に胸を弾ませていましたが、コロナの影響で延期となり、

漸く本日 1 月 22 日に Zoom にて開催されることを知り

心待ちにしておりました。 

２．ワイマール共和国の矛盾 

ワイマール共和国の１４年間の歴史については、世界で

最も民主的といわれてドイツ国民から圧倒的支持を受

けた憲法が、成立後わずか１４年後には、ヒトラーのナ

チ政権により無残にも崩壊していくことになります。 

講師黒川氏は、ビスマルク下野のあとの政治の実権を握

ったヴィルヘルム 2 世のお話からはじめられ、1914 年

に始まる第一次世界大戦を近代戦争として位置づけ、そ

の特徴として従来までの欧州での戦争と異なり、民間人

を含めた国民全員（銃後の国民も）が戦場だけでなく、

何らかの形で戦争へ参加する、総力戦の様相を呈するこ

ととなったと述べられました。 

ドイツ国内では戦闘行為がなく、戦場はフランス・ベル

ギーだったために勝利した敵側（三国協商の軍隊）はド

イツに進駐してくることはなく、敗戦を認識しないドイ

ツ大衆からみればヴェルサイユ条約の内容が公開され

た時に、ドイツに過酷な条件を突き付けられたとして、

その条約交渉の任に当たった当時のワイマール共和国

の政権に大いに不満を持つことになりました。反体制派

と体制派の間に各地で紛争が起こることになります。 
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この紛争の中でベルリンでのカール・リープクネヒトや

ローザ・ルクセンブルグなどの共産主義者による革命は

失敗に終わる、という当時の不安定な政治情勢について

も説明がありました。 

動乱期を乗り越えた後、シュトレーゼマン外相・首相時

代の履行政策により、国民のワイマール共和国に対する

信頼感が改善してきた時に、彼が急死する悲劇に見舞わ

れます。死後には弱体な政権が続き、第一次大戦の最高

指導者ヒンデンブルグの権威に頼る傾向が強まったと

の指摘がありました。ドイツ国民にとって不幸なことは、

このヒンデンブルグがエーベルト大統領から大統領の

職責を引き継いだ時には、既に認知症の症状が出てきて

おり、周辺の限られた人の意見のみ聞くようになり、ワ

イマール憲法に従い緊急時には大統領令が国会の事後

承認を得ることを条件に頻発されることになります。 

黒川氏の講演の最後には、1933 年 1 月にヒトラーを首相

に指名してヒトラー内閣が成立し、それがナチ政権の樹

立への道を開くことになるとのご説明がありました。 

私が興味を持ったことは、黒川氏が当時の日本の政治情

勢と比較して、シュトレーゼマンと原敬との歴史的役割

についての類似性を指摘されたことです。この両者とも

近代国家の創立時の偉大な政治指導者であり、次に受け

継ぐべき政権が樹立するのを待たず、志半ばにしてシュ

トレーゼマンは急死、原敬も暗殺される不幸にみまわれ

たこと。日本では大正デモクラシー運動が途中で方向転

換を余儀なくさせられたとのご意見でした。 

３．ワイマール文化 

このような時代のドイツの政治的・歴史的な背景を縦糸

にして、講師黒川氏は、横糸としてこの日のテーマであ

るワイマール共和国の中で芽生え、そして開花したドイ

ツ文化に関して、文学・音楽・演劇・映画・哲学の分野

から活躍した代表的な人物のご紹介をされました。私に

は初めて聞く名前が多かったですが、それぞれ生きざま

に個性があり、時間があれば少し研究してみたいと思い

ます。この説明のなかで、黒川講師の広範囲に亘る知識

を拝見しました。 

特にこの時期にはユダヤ人の活躍が目立ちます。ワイマ

ール共和国の終焉には、ユダヤ人への迫害がドイツ国内

で横行してきます。しかし文化面でのユダヤ人の活躍は

特筆に値します。ワイマール文化の特徴としての表現主

義という言葉も出てきました。 

ナチ政権の前後に活躍したハイデッガー・ブレヒトなど

の数奇な行動は変わり身が早いというか、混乱期を生き

延びた人の生きざまに私は興味を持たされました。 

バウハウスによる革新的な建築形式もこの文化活動の

実例の一環であると述べられました。 

また社会科学の分野で、日本では神様のように圧倒的に

尊敬されているマックス・ウエーバーも、憲法起草に参加し

ていましたが、その寄与の内容については最近若干異論

もあるとのお話もありました。（筆者にはワイマール憲法の

中の議会制民主主義と大統領による大統領特別令の、並

立二重体制のことを述べられたように感じました。） 

この時期にドイツで文化活動が一気に噴き出した要因

としては、日本での第二次世界大戦の終戦後の社会情勢

を引合いに出されていました。日本もドイツも敗戦国に

なりましたが、敗戦直後の日本では、学術の分野では湯

川秀樹博士のノーベル賞受賞、水泳の古橋選手の世界新

記録樹立、黒沢明監督のグランプリ獲得で日本中が歓喜

の渦に巻かれたことを引合いに出されていました。 

きっとドイツでのワイマール共和国同様に、敗戦直後の

日本でも将来に対する漠然とした不安感との反作用と

して、これらの文化活動が開花したのでしょう。 

政治・外交の世界では活躍の場がなくなり、文化面に国

民の関心が集中した結果と言われたように記憶してい

ます。私がこのご講演で最も感心したのは、ワイマール

の文化活動により、厳しい時代環境の中でのドイツ人の

文化レベルの高さと底力を見たことです。 

４．日独協会のメンバーに対するメッセージ 

最後に講師黒川氏から我々日独協会のこの講演会の出

席者に対して、「日本とドイツとのお互いの関心度は最

近低くなってきている傾向にある。日本はアジアで民主

国家であり、一方ドイツはヨーロッパでは最も自由を基

調にした民主主義国家である。しかし最近のアメリカの

持つ指導力・発言に陰りが見え始めてきているなかで、

東では日本、西ではドイツが世界の自由・民主主義国家

体制の維持発展に責任があり、その中で日独協会は相互

関係強化につとめ、それを通じて両国が世界の平和の推

進に貢献するのを支えるように」とのメッセージを頂き

ました。本日の黒川講師のご講義を拝聴して、日々の生

活の中でこのメッセージを持ち続け、微力でありますが

ご期待に添いたいと思います。 

５．事務局へのお礼 

なお今回の講演会は対面式とオンライン方式の併用方

法で実施されるとお聞きしていましたが、直前になりオ

ミクロンの蔓延により急遽オンラインに一本化するこ

とになりました。短時間の準備期間にも拘わらず、横浜

日独協会の事務局の皆様のご尽力により事前の連絡が

徹底していました。講演中にオンラインの操作トラブル

もなく、スムーズに進行していました。関係者の皆様の

ご尽力に感謝申し上げます。 
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日本とドイツ・脱炭素とグリーン革命（４） 

 ドイツの省エネ住宅・パッシブハウス 

副会長 大瀬 克博 

昨年 12月 16 日～22日、横浜市建築局と合同で「建

築環境セミナー2021」を開催しました。期間限定の

YouTube配信によるオンライン方式で 428名の方より

申込を得ました。セミナーは 2 部構成、第 1 部はドイ

ツ大使館の協賛を得て日独交流 160 周年及び横浜・フ

ランクフルト友好都市 10 周年の記念講演「環境先進

国ドイツの省エネ住宅・パッシブハウスについて」、

第２部が「木造建築物の適切な断熱施工について」と

「長期優良住宅認定制度の改正について」の技術講習

でした。 

本稿ではドイツ建築物脱炭素の切り札パッシブハ

ウスに関する講演の概要を紹介します。講師はパッシ

ブハウス・ジャパン代表理事の森みわ氏です。 

 

 

 

 

 

 

まず気候変動問題です。危機的状況にある地球温暖

化の対策に残された時間は僅かです。日本では過去 50

年で、家庭における 1人当たりの一次エネルギー消費

量が 3.6 倍になっています。 

ドイツ生まれのパッシブハウスはやせ我慢せずに

省エネ住宅を実現するコンセプトで健康性と経済性

を併せ持つ省エネ住宅です。ドイツの省エネ基準は

年々厳しくなっていますが、パッシブハウスは余裕を

持ってクリアしています。日本の省エネ基準はドイツ

基準には達していません。 

日本最初のパッシブ

ハウスは2009年に鎌倉

で建設され、夏そして

冬の住快適性が証明さ

れています。 

パッシブハウスは日

射利用、断熱、蓄熱、換

気など定量化します。窓の向きや庇の位置を最適化し

建物の日射取得を季節によってコントロールします。

また、開口部と躯体の取り合い部のヒートブリッジ

（熱橋）そして基礎周りの細かい熱計算を行います。

このデザインにより換気風量空調だけで冷暖房を完

結する性能が確保され 40坪（80 畳）のパッシブハウ

スが 6 畳用エアコン 1 台で全館空調可能となります。 

次に温熱性能の重要性です。健康的で快適な居住空

間には一定の温度と湿度のゾーンが必要です。パッシ

ブハウスは最小限のエネルギーでこのゾーンを実現

します。日本におけるヒートショックによる死者数は

年間 19000人に達します。一方、交通事故による年間

死者数は 4000 人です。ヒートショックの多くは冬の

入浴中に起きます。原因は 10℃以上の室内温度差で

す。事故の回避に断熱気密性能向上で室内温度差を小

さくすることが効果的です。省エネを意識するあまり

寒い家で我慢することは、ヒートショックを助長する

ことになります。 

体感温度は【住宅外皮内側の表面温度＋室温】/２ 

です。これを上げるには暖房エネルギーを大きくして

室温を高めるか或いは躯体断熱性能を高めて外皮温

度と室温差を小さくする方法があります。パッシブハ

ウスは断熱性能が高いので省エネで快適な体感温度

を実現します。誰にでも受け入れ可能な Eco（エコ）

と Ego（エゴ）を両立させる家です。安い光熱費、音

が静か、良く眠れる、風邪をひかない、家事が嫌いに

ならない、肩こりを軽減する、などの住環境を作ります。 

集合住宅事例を紹介します。富山県黒部市の築 30 年

の社員寮をパッシブハウスへリノベーションしました。 

左上写真が before、下が

after です。外装関係の省エ

ネではヒートブリッジ対策

としてバルコニーを切り落

しました。これで耐震性能も

アップしています。 

更なる断熱対策として断熱

壁及び３層窓を採用しまし

た。これら対策で南面外壁全

体の熱損失は 524W/K から

86W/K に低減され、エネルギ

ー消費量は 284kwh/㎡から

71kwh/㎡と大幅に低減され

ました。 

内装については快適性、省エネに配慮した改装を行

っています。 

住宅のエネルギーシフトです。住宅における再生可

能エネルギー利用も重要です。再エネは季節そして

日々の天候により変動し住宅のエネルギー需要とマ

ッチさせる調整機能が必要です。蓄電池利用が始まっ

ていますが、自給率 100％には程遠い状況です。いま

ドイツで開発が進む興味深いシステムがあります。 

再エネ余剰電力を利用し電気分解で作った水素に CO2

を付加しメタンガスを発生させ、そのガスでコジェネ

用ガスタービンを駆動し電気と熱に転換します。付加

する CO2 はコジェネ排気ガスを利用する自己完結で、

既に集合住宅で採用例があります。このような新技術

も期待されますが、脱炭素は省エネが基本です。日々

の生活で私たちの省エネ意識がより重要です。 

講演は「ドイツから学ぶパッシブハウス」の

タイトルで YouTube 公開されています。→ 

森 みわ氏 

AKBW 公認設計士 
横浜国立大学工学部卒 
Stuttgart 大学 Diploma 
2008 年キーアーキテクツ設立 
2010 年パッシブハウス・ 
ジャパン設立 
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ウクライナ問題と８０年前の欧州戦争  

常務理事 大堀 聰 

ウクライナ情勢は先が見通せません。

ロシアが国境沿いの兵力を増強し、

日本を含む各国が自国民のウクライナからの引き揚

げを勧告しました。そしてバイデン大統領は「ロシア

のウクライナ侵攻は数日中」と語っています。（2月 22

日現在） 

この行方を占うのが本稿の目的ではありません。しか

しながら西欧の大国とロシアに挟まれた“小国”ウク

ライナの状況は、今から 80 年以上前、ドイツとソ連

（当時）に挟まれたポーランドと非常に類似していま

す。最近興味深い史料を入手したので、それらを紹介

して当時を振り返ってみたいと思います。 

1939年 8月 23日、ドイツとソ連が独ソ不可侵条約を

締結します。これでソ連の後ろ盾を得たヒトラーはポ

ーランドに攻め込み、戦争は必至と誰もが考えました。

ベルリンの日本人会では、大島浩大使の意向を受け、

邦人の引き揚げを勧告します。ウクライナと同じです。

勧告が出たのは翌 24日で、在留邦人に配られました。

存在は知っていましたが、私はこの原文をつい最近入

手することが出来ました。（オリジナルは A4サイズで

2枚構成） 

 

そこにはハンブルクに停泊中の日本郵船「靖国丸」に

乗船せよ。船は中立国のデンマーク（実際にはノルウ

ェー）に避難し、危機が去ればハンブルクに戻り、戦

争が始まればそのまま日本に向かうと書かれていま

した。とにかくハンブルクで乗船せよ、切符の手配は

その後という緊急対応です。「友人、知人等に広くご

通知相成りたし」（２枚目）とは今の SNS の時代では

「拡散よろしく」となりましょう。 

そうして 9 月 1 日、ドイツがポーランドに攻め込み、

日本に向け出航する直前に全員で写したのが次の写

真です。 

 

またバイデン大統領は「ロシアがウクライナに侵攻す

る口実をでっちあげている」とも述べています。 

一般論として申し上げると、侵略する側は決して自分

が侵略者とは言わず、やむを得ず反撃、攻撃すると言

います。 

当時のナチスドイツは、自作自演のポーランド正規軍

によるドイツ領のラジオ放送局への攻撃、ポーランド

国内でのドイツ人への迫害（あっても事実を針小棒大

化したもの）、ならびにいくつかの要求に対する無回

答を理由に、ポーランドに対する攻撃をドイツ軍に命

令したと説明しました。 

下はワルシャワを避難する際に、ドイツ空軍の爆撃を

見守る在住の日本人です。最初の爆弾が落ちた時、戦

争が起こったとは信じられず、「これは演習だ」と言

った専門家もいました。この会報が完成する頃、ウク

ライナ情勢はどうなっているのでしょう？ 
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日本が海外から人材を受け入れるということ  

毛受敏浩氏の講演から考える 

理事 藤 田 香 

この 2 年 COVID-19 によるパンデミッ

クで物理的に世界が切断された。 

そして北京オリンピックとパラリンピックの間に、ロシ

ア軍のウクライナ侵攻のニュースが飛び込んできた。日

本はどんな立ち位置を取るべきなのか・・・ 

岸田首相は 150 万人超の第 3 国に避難したウクライナ難

民に対し正式な受け入れ表明した。具体的な受け入れ態

勢を日本人は理解しているだろうか。 

世界がどこに進むのか不安の中、2月19日

の横浜日独協会での毛受氏の講演は本当

に意義のあることだ。ドイツの政策は毛

受氏の資料に詳しく描かれているので、

ここで私の一日本人として課題を書きたい。 

外国人材受け入れについてどんなイメージがあるのだろう。 

日本での外国人材を大きく括れば、留学生、技能実習生、

特定技能者、高度人材就労者、経営者等とその家族とな

る。残念ながら不法滞在が過度にクローズアップされる

こともある。 

彼らに映る今の日本は、私達が思っているほど魅力的な

国ではない。過去 20 年、経済成長率平均０％の国は 196

カ国中おそらく日本だけで、失われた 20 年は、移民政

策もそのままであったらしい。また、日本で研究開発を

しようとする外国人も少ない。 

本来はインテリジェントが、新しい産業による豊かさと

経済を生むはずだが、日本はアメリカのように世界から

優秀な頭脳を集められていないどころか流失している。

一因として仕事の価値と報酬の処遇が明確ではないか

らではないか。 

それでも日本に就職したいという学生は多い。彼らは私

達が考える以上に優秀である。人口減少の人手不足解消

のためだけに受け入れるのはもったいない。多くの留学

生を受け入れた経験から、彼等は将来日本のビジネスパ

ートナーになりえる人材である。持続的に WIN WIN の

関係を構築していくために、日本は新しい働き方を提示

することも必要だと思う。 

インターネットの時代、従来の就労スタイルを見直して

みてはどうだろう。物理的に遮断されてもネットはつな

がっている。そこにつながる異なるバックグラウンドを

持つ人々との共創。奇しくもダイバーシティーインクル

ージョンは JDGY のビジョン「目標とする 10 年後の将

来像」に合致している。 

日本の利点として、ムスリムは近い将来（10 年後）、世

界最大の宗教になる。ドイツをはじめ欧米社会より、日

本は抵抗がない。反面イスラム教に関してステレオタイ

プの知識しか持たないのも事実である。アフリカ、東南

アジアのムスリムにとって、日本は安全で暮らしやすい。

Mosqueも日本中に存在し、墓地もある。弊社の高度外

国人材も 2 名ムスリムだが、ラマダン、食事制限、お祈

りの時間と場所の確保など配慮すべきことはあるが、基

本は、生活習慣の違いを含めお互いをよく知ろうとする

ことである。 

コロナ禍で私たちは多くの課題の中にいる。経済停滞は

生産性のないところにリソースを注ぐことで起きると

言われる。そのリソースを外国人材受け入れに使い、政

府、行政、企業だけでなくドイツに学びつつ日本らしい

外国人材受け入れを、草の根レベルで模索していくこと

は当団体の様な NPO の役割かもしれない。 

改めて毛受氏の講演により、考える機会を与えていただ

いたことに感謝する。 

 

 

ドイツの移民法の成立過程 

2000年 国籍法の改正 

血統主義を前提としながらも、一定の条件下で

出生地主義が採用され、ドイツで生まれた外国

籍の子どもにドイツ国籍を付与 

長期滞在の外国人の国籍の取得資格年限を

15年から 8年に短縮 

2000年 シュレーダー首相 移民政策の議論開始 

政府の「移民委員会」発足（野党、ジュースムー

ト前連邦議会議長が委員長） 

難民に対する対応 

2015年に 100万人近い難民がドイツに流入 

出身国により受け入れと送り返しを決定 

庇護率： シリア 98%、エリトリア 95%、イラク 75% 

  アフガニスタン 44%、ナイジェリア 9%など 

  庇護率の高い国は庇護認定の前から統合 

  講習を始める。さらに平行して職業訓練、

  職業言語講習コースも用意。 

毛受敏浩氏のパワーポイントの一部抜粋 
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東 京 大 学 名 誉 教 授 

1943 年生まれ、東京大学教養学部卒、東京大

学助教授・教授、琉球大学教授、早稲田大学教

授、その間、ハーバード大学、ロンドン大学ＳＯＡＳ

客員研究員、ソウル大学招聘教授。専門は文化

人類学、民俗学、韓国研究、第 11 回渋沢賞

（1977 年）、大韓民国文化勲章（玉冠、2003

年）、第 9回樫山純三賞（2014年） 

著書：『韓国』（河出書房）、『韓国珍島の民俗紀

行』（青丘文化社）、『韓国夢幻』（新宿書房）『文

化人類学で読む日本の民俗社会』（有斐閣）、

『珍島－韓国農村社会の民族誌』（弘文堂）、

『北朝鮮人民の生活－脱北者の手記から読む実

相』（弘文堂）、『日本社会の周縁性』（青灯社） 

＜講演概要＞日本では論理や観念よりも具体性と実践が優先されてきた。それは、早くも江戸時代に国学者が指摘し

た点で、文明開化を経て近代化を遂げるなか、充分に整理されないまま持ち越されてきたもので、今日なお、多くの人

が実感しているようだ。こうした文化伝統は、技術や市場や情報のグローバル化が進み、普遍的価値による社会体系を

めざす現代世界の潮流の中ではどのように位置づけられるのだろうか？われわれが折にふれて感じ取ってきたディレン

マは日本に特有なものなのであろうか？ デジタル化による非人格化が進む中で、われわれの目指す社会とはどのよう

なものか？文化人類学の視点と観察を紹介しつつ、こうした課題について整理しながら共に考えてみたい。 

 

J D G Y オンライン講演会 

2022 年 （土）15:00～17：00（参加費無料） 

https://ws.formzu.net/dist/S88344053/ 

こちらからお申し込みができます 

認定 NPO法人横浜日独協会の総会が 5月に開催されます。 

会員の皆様におかれましては認定 NPO 法人横浜日独協会の活動に対して日頃よりのご理解、ご協力に心より感謝

申し上げます。 

皆様ご承知のように、定款に定められています年次総会が来る 5 月 21 日（土）13：30 より開催（対面またはオ

ンライン）されます。2021 年度の事業報告、収支決算、22 年度の事業計画、収支予算、役員改選並びに定款変

更が主な議題となっています。追って詳しいご案内をいたしますが、その際の書面決議票（ハガキ）の返信は会員の

皆様全員による大事な役割となっていますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

テーマ：『文化人類学の視点からの日本文化の周縁性』 
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 イベント予定  

■2022 年 4 月 イベント： 

・日時： 4 月 23 日(土）午後 3:00～5:00 

・会場： オンライン講演会 

・講演： 伊藤亜人東大名誉教授 

・演題：『文化人類学の視点からの日本文化の周縁性』 

■2022 年 5 月 第 8回 定時総会（別途ご案内）： 

・日時： 5 月 21 日(土）午後 1:30～2:30 

・会場： オンライン／書面決議 

■2022 年 5 月 イベント： 

・日時： 5 月 21 日(土）午後 3:00～5:00 

・会場： オンライン講演会 

・講演： 早瀬 勇 当協会名誉会長 

・演題：『 ”Quo Vadis Deutschland ? " 

メルケル後のドイツの行方』 

■2022 年 6 月 イベント： 

・日時： 6 月 18 日(土）午後 3:00～5:00 

・会場： 戸塚区民文化センター又はオンライン 

  詳細未定 

■2022 年 7 月 イベント： 

・日時： 7 月 16 日(土）午後 3:00～5:00 

・会場： 戸塚区民文化センター（予定） 

・トークコンサート：武田章寛ヤングクラブ会員 

     演奏曲目未定 

■2022 年 8 月： 夏季休暇 

■2022 年 9 月 イベント： 

・日時： 9 月 17 日(土）午後 3:00～5:00 

・会場： 戸塚区民文化センター（予定） 

・講演： 美留町義雄 大東文化大学教授 

・演題： 『森鴎外とドイツ・ビール』 

■2022 年 10 月 イベント： 詳細未定 

・日時：10 月 15 日(土）午後 3:00～5:00 

＊5月以降の対面行事については会費：\1000です。 

＊5月以降のイベントについては、コロナ禍情勢の推移に 

より、中止／延期／オンラインの可能性があります。 

■2022 年 11 月：日独大茶会 

・日時： 11 月 21(月） 

・会場： 橫浜三渓園 鶴翔閣（詳細ご案内別途） 

 

 

2022年度の会費納入をよろしくお願い致します。 

同封の「年会費振込取扱票」にて 4/1～6/30の

期間内にお振込ください。 

横浜日独協会は国内の日独協会では初めて「認定

NPO 法人」となり、より高い公益性が求められると

共に草の根の国際交流を通じた地域社会への責任

も大きくなっています。各種の事業は会員の皆様の

会費があってはじめて成り立ちます。どうぞ引続き

ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

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 

4 月 6 日（水） オンライン講座 

5 月11 日（水） オンライン講座 

6 月 1 日（水） オンライン講座 

7 月 6 日（水） オンライン講座 

【講師】寺澤行忠理事（慶応義塾大学名誉教授） 

認定NPO法人横浜日独協会会報 発行 2022.4.1 (第62号) 

所在地：〒247-0007 

横浜市栄区小菅ケ谷 1-2-1 地球市民かながわプラザ 

 NPOなどのための事務室内 事務局：能登・齊藤 

Tel:  080-7807-7236 

E-Mail: jdg-yokohama2010@outlook.jp 

会報編集責任者: 山口 利由子 

E-Mail：riyuko.yamaguchi@gmail.com 

横浜日独協会ホームページ http://jdgy.sub.jp 

 

 

 

 

横浜日独協会会報      発行 2013.10.1 (第 16 号) 

事務局：〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 2-2-1-913 

能登 崇 方 

Tel &Fax: 045-546-0801, e-Mail: 

tak_noto@yahoo.co.jp 
会報編集責任者  大久保明 

e-Mail a-okubo1926@ttmy.ne.jp  

横浜日独協会ホームページ 

「認定 NPO 法人横浜日独協会」へのご寄附を 

よろしくお願い致します。 

コロナ禍においても工夫を重ね、中長期ヴィジョン

にもとづいた横浜日独協会らしさが観えるドイツ

との草の根の国際交流を一層深めてまいります。皆

さまからのご寄附をお寄せください。 

⧫ 郵便振替口座： ００２４０－３－１３８６４７ 

⧫ ゆうちょ銀行： 店名〇九八（ゼロキュウハチ） 

番号２４４１５９６ 

⧫ 横浜銀行： 横浜駅前支店 普通６４１６６６７ 

※ご寄附いただくと最大 50％の税制優遇を受ける

ことができます。 

舘野ゆかり会員（ソプラノ）コンサート 

「ウイーンはいつもウイーン」 VOL.10 

 ♪オペレッタの楽 しみ♪  

5月２２日（日）14:00～原宿アコスタディオ(連絡：能登) 

 
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)   富士・フォイトハイドロ株式会社   日独産業協会(DJW) 

 

 

 

mailto:tak_noto@yahoo.co.jp

