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広島県議会 ドイツ・ポーランド行政視察団 

行政視察報告書 

 

1 日 程 

     平成２９年８月７日（月）～８月１４日（月）（８日間） 

 

Ⅱ 参加者 

     広島県議会議員 金口  巖（団長） 

桑木 良典 

福知 基弘 

瀧本  実 

 

Ⅲ 調査目的 

     本県が提唱する国際平和拠点ひろしま構想の更なる推進に向け、第二次世界大戦

の荒廃から平和を構築しているドイツ・ポーランドの取組と、先進的な新エネル

ギー政策（太陽光・バイオマス発電等）を調査し、本県行政施策の立案等に反映

させる。 

 

Ⅳ 調査の概要 

 

     別紙のとおり 
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はじめに 

 

今回の調査は、本県が提唱する国際平和拠点ひろしま構想の更なる推進に向け、第二次世

界大戦の荒廃から平和を構築しているドイツとポーランドにおいて、平和への取り組みや歴

史遺産の活用状況と、先進的な新エネルギー政策（太陽光・バイオマス発電）などを調査し、

本県の行政施策の立案等に反映させることを目的に実施しました。 

 調査に先駆け、現地での調査を円滑に実施するべく、外務省の欧州局 中・東欧課と連携

し、情報収集を行うとともに、調査内容を翻訳し可能な調査地には事前に質問内容を伝達し

た上で現地調査に臨みました。 

 そうした中、今回の視察において、多くの知見が得られましたので、是非とも今後の施策

立案に繋げたいと存じます。調査の概要は以下の通りです。 

 

ヘッセン州経済省 

 【調査日時】 ８月８日（火）10：00～11：40 

 【対 応 者】 ヘッセン トレード＆インベスト シニアマネージャー 

アンドレアス・ダムラウ 氏 

        Hessen LandesEnergieAgentur Abteilungsleiter 

Dr. Karsten McGovern 氏 

       ヘッセン州経済省 Foreign Trade, Location Policy 担当 

                          Bernd Kistner 氏 

      

       

  

            

  

  

 

 

 

ヘッセン州経済省での調査 
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○ヘッセン州経済省では、地域経済の状況と再生可能エネルギー政策について、また、 

行政と民間企業との連携、雇用環境や雇用確保に向けた行政の施策、ドイツに商取引 

を希望する企業へのアドバイス等について調査を行った。要点は下記のとおり。 

   

（１）ヘッセン州の経済状況について 

 

フランクフルトを中心として半径 200km の中に 4,400 万人の消費者、ＥＵ全体で５億１

千万人の消費者がおり、ＥＵ各地からの移動距離をみればフランクフルトがヨーロッパの玄

関口になりうるし、窓口となるヘッセン州経済圏が重要な位置を持っている。 

ヘッセン州は大きく分けて３つの地域に分けることができる。カッセルを中心とした北ヘ

ッセン、ギーゼンを中心とした中部ヘッセン、南部のフランクフルトを中心とした経済圏の

３つであり、130 以上の自治体、地方の経済振興機関や研究機関が存在しているが、それら

を地域ごとにまとめて運営している。 

北ヘッセンは様々な物流センターが置かれているのが特徴である。フランクフルトから離

れているので土地が安く、アウトバーン網が整備されていることから、荷物の運搬がしやす

い位置関係にある。中部ヘッセンは様々な産業（光学・レンズ・カメラ・精密機器などの企

業）の集積地であり、フランクフルトからの距離が比較的近いため土地が安く大規模で運営

することが出来る。南ヘッセンはフランクフルトを中心とした、一般的にはラインマイン経

済圏と呼ばれている地域で、就労人口が多くヨーロッパ経済の中心的役割を担っている。銀

行が多くユーロの発行銀行があるため金融サービスの中心であるとともに、ドイツ経済を牽

引している産業の先導企業が多く集まっている。 

フランクフルトにおいて金融業で働いている人数は約 10 万人。国内外の銀行の本店・支

店・駐在所・営業拠点が 201 あり、金融サービスの部門を持っている企業が約８千、株式

取引をするヨーロッパ最大の証券取引所、ドイツの金融関係の研究機関（ハウスオブファイ

ナンス）も多く集められており、欧州中央銀行やドイツ連邦銀行もあることから金融の中心

地となっている。 

南ヘッセンは、ＩＴ関係や中小企業の意見交換の場があり様々な技術を生むことが出来る

地域であるためヘッセンのシリコンバレーと表現されている。ダルムシュタット町の工科大

学の中に中小企業競争力センターがあり、よりよい技術を生み出すためそれぞれの企業がお

互いの情報を交換することで、中小企業がリスクや人的な問題等に関する意識を向上させる

機会が提供されている。最終的な目的は、活動範囲をドイツ全体に広げ政策情報の提供や貿

易の支援に発展することである。 

ダルムシュタットには他にも、ドイツの様々なＩＴ企業のセキュリティを司るセンターが

まとめて設立されており、企業のセキュリティ研究部門・プライバシー保護部門を集中させ

ることで企業秘密を超えたつながりができている。またインターネット関連会社をまとめる

ことにより雇用者を広げ、また技術センターの拡大により会社の数が増えるなどの理由で現

在さらなる開発途上にある。 
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自動車産業に関しては、ヘッセン州にはオペル・フォルクスワーゲン・メルセデス（ダイ

ムラーベンツ）があり子会社を含めた 65 社で５万３千人の雇用を生み出している。オペル

は、組み立てからデザインセンター、技術開発センターまで全部ルストレスハイムに集約し

ている。またフォルクスワーゲンのスペアパーツのセンターがあり、商用車の車軸を作って

いるダイムラーベンツの本拠地もある。最終的な年間売上は 166 億ユーロで非常に重要な

産業の１つであるととらえている。 

 

（２）ヘッセン州への投資について 

 

アーンスト＆ヤング（ドイツ国内の経済に関する研究をして発表する機関）の 2016 年の

都市魅力調査によれば、海外からの直接投資がなされているヨーロッパの最も魅力ある国は

ドイツだという結果になっているが、これは直接投資をした時の結果が出やすいのが理由。

ヘッセン州はドイツの中で最も生産性が高く、資本あたりの GDP や労働者 1 人あたりの

GDP は、ＥＵ28 か国全体やドイツ全体を上回っており、これは流通・空港・高速道路の路

線網などが集まっていることや、州政府がより流通が豊かになる方法を考案し様々な施策を

講じていることなどによる。 

2012 年からの５年間でヘッセン州への国外からの投資件数は倍以上になっており、投資

家からの評価も非常に高い。2016 年は、スイス、フランス、韓国、インド、日本、イギリ

ス、アメリカ、中国の各国からヘッセン州に対して投資が行われているが、中国からの直接

投資が初めてトップになった。そうした中で、コミュニケーション技術やサービス産業など

これまで参入がなかった部門が増えたのが大きな特徴である。日本や国際投資家が今年ヘッ

セン州へ投資した理由は、世界的な交通網の要衝であること、商工会議所や証券取引所が存

在することによる金融システムへのアクセスが比較的容易なこと、ドイツがヨーロッパ市場

の中心をまかなっていること、法律が企業を守ってくれるということである。日本からの投

資はまず間違いない先に投資が行われており、またクオリティの高さが他国に比べて確実で

ある。 

 

（３）再生可能エネルギー政策について 

 

2011 年の福島第一原発の事故をきっかけに発電に関する考えがドイツの中で急転した。

現在、ヘッセン州は２つの原発を利用して約 40％弱の発電量を賄っているが代替エネルギ

ーをどう確保するのか、またどのように消費電力を削減することができるのかといったこと

について話し合いが行われている。例えば 2,400KW の発電をしてその中にどれくらいの消

費電力があり一般家庭でどの程度効率的に利用されているのか、家庭の人数に応じてどれく

らいの消費電力が適当かという数値を予想して電力会社と協議している。また、家庭から排

出されるエネルギー、電化製品から出てくる温熱に対する問題、ガスを利用した発熱を家庭

に普及させることなど、世界異常気候・温暖化への対策が各企業から提案されることを重視

し、企業と開発に関する意見交換をしており、三菱グループと調査研究・普及活動を始めて
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いるものもある。 

現在、ヘッセン州では環境保全対策に 1,700 万ユーロを投じているが、2018 年、2019 年

には１億４千万ユーロをかけて更なる対策を講じる準備、法案づくりや現場づくりを行って

いる。発電、蓄電、エネルギーの転換に関して環境保全をどう強化していくか、原発などの

事故をどう防ぐか州として考えている。ヘッセン州の経済省、エネルギー省、交通省などと

関連企業、環境保全に関する研究所、農業に関する地域研究所、地域の法人、自治体レベル

や地方の研究者たちの集団・組織とともに運営していくような会議の場が以前より多く開か

れ、一般市民も聴講できるような仕組みができている。その他商工会議所や様々な企業の助

けを借りて、一般市民に理解してもらうための告知、パンフレットなどの印刷や講演、コマ

ーシャルをしている。 

 

またヘッセン州として、エネルギーに関する新しい有限会社を５月に立ち上げた。現在、

社員 11 名、440 万ユーロの売上を計上しているが、2018 年には社員を 10 名以上増やし、

収益も倍以上にすることを目標に運営している。州におけるエネルギー転換や環境保全に関

する指標の実現に向けた環境整備や地域の機関、企業、一般市民に対するサポートなどを行

っている。例えば州としてのエネルギー削減量の試算や、地域の発電設備ごとの発送電に関

してシミュレーションすること、各家庭の屋根に設置した太陽光パネルによる電力供給や余

剰エネルギーの買い取りについて方法を具体化することなどである。電球を LED に変えた

場合の CO2 排出量の変化やカーシェアリングによる排ガスの減少量を具体化し、ヘッセン

州内の電力事情を一般市民に対し告知している。さらに企業の電力事情に対する意識を高め

させるため、同じ研究目的のもとにつくられた会議体でライバル企業同士を意見交換・連携

させたりしている。また個人宅の太陽光パネルで発電した電力を自治体が購入して街路灯な

どに利用するといった新しいアイデアも取り扱っている。ヘッセン州は 2050 年を目途に再

生可能エネルギーを 100％化することとしているが、エネルギー消費、蓄電、インフラの整

備など全てこの新しく立ち上げた有限会社がそれぞれ別の組織をつくり、その組織の中に入

って根本的に変えていこうとしている。さらに、こうした状況をつくることにより最終的に

は法案化することができるように州とも連携している。 

 

（４）ヘッセン州と日本との関係について 

 

日本とドイツ・ヘッセン州との間には長い伝統があり、1861 年、ドイツ帝国ができる前

プロイセンと日本の間で通商友好条約が締結したのが日独のコミュニケーションの開始と

言われている。1872 年、日本政府が明治通商と呼ばれる最初の紙幣を発行した。その際、

偽造不可能な紙幣発行のためフランクフルトのドンドルフ＆ナウマン社の印刷機を発注し

た。つまり日本の最初の紙幣はドイツ製の機械によって印刷された。150 年前からの関係を

見れば、日独間には信頼と友好の長い関係があることがわかる。 

 

ヘッセン州が考えている日本との結びつきは、州内に日本人が５千人在住していること、
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日本企業が 250 社以上進出していること、日本総領事館がフランクフルトにあること、す

べての日本のメガバンクの支店があること、商工会議所があることである。また横浜市とフ

ランクフルト市が姉妹都市になっているが、フランクフルト市はパートナー都市と言ってお

り、2006 年から環境開発という同じ目的をもつことから提携した。さらに日本政府の観光

局や日独協会があり、ヘッセン州内には日本の各機関が整っている。フランクフルトは国際

都市であり外国籍の人が 30％以上いるため外国人が阻害される可能性が低い。特徴として

は、190 カ国の人が集まっており 35 のインターナショナルスクールがあり 12,500 の国際企

業が存在していること。投資に関しては、現在、直接投資している日本企業は日独の合弁企

業として投資が行われており、５年で倍以上の投資が行われ、そのうちの 95％が成功して

いる。エネルギー技術に関しては、特に日本はヨーロッパの国々よりも開発がさらに進んで

いると思っており、原子力に対する問題、蓄電や太陽光などの運用方法についてはヨーロッ

パの中でも認められている国であるので、生産能力や拡大能力はさらに進んでいくと考えて

いる。 

 

（問）ドイツが 2050 年に既存のエネルギーから再生可能エネルギーに変えていくというこ

とをドイツ国民はどのように考えているのか。 

 

ドイツ国内でも州内でもそれぞれの政党ごとで考え方が全く異なっているのが現状であ

る。新たな発電所の設置、発電方法の開発、余剰エネルギー・再生エネルギーの畜送電など

について全く考え方が違っている。自然に回帰する方法をとらなければ問題は解決しないと

考えている党もあれば、既存の設備投資をしているものを利用できないかと斬新的なことを

考える党もある。自治体・個人・州の政党・州・国の政党・国・ＥＵ全体がそれぞれ問題を

抱えており、2050 年に 100％再生可能エネルギーをもってドイツを作り直すという考えを

もって、それぞれが今動き始めたばかりである。政治家がイニシアチブをとって方向性・導

線をつくっていけば解決方法が見出されるだろう。税金をどれだけ開発につぎ込むか、結果

どうなったかということを告知するなどすれば、国民に意識をもってもらえるし、より興味

を持ってもらい理解を促すことができる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 省からのメッセージ 

  

経済省の玄関にて 

  
省からのメッセージ 省庁の方々と玄関にて 
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在フランクフルト日本国総領事館 

【調査日時】 ８月８日(火) １３：３０～１４：３０ 

【対応者】 在フランクフルト日本国総領事館 

主席領事 角田 剛隆  副領事 小暮 遼  領事 佐藤 寿彦 

 

 

 

 

 

 

在フランクフルト日本国総領事館では、連邦国家における地方自治が果たしている役割、 

行政と議会の組織及び権限や役割、地方における人口減少・少子高齢化への対策、フランク

フルトと広島県の今後の連携について意見交換をおこなった。 

１．ドイツ連邦共和国では連邦制、議員内閣制、代表民主制をとっており、日本の県よりも

強い行政権限を持つ独立した 16の州が集まって構成している。また、ドイツは小邦分立に

よる地方分権の歴史が長いため、日本の東京のような一極集中はないとのこと。 

そこで、以下の点について質疑をおこなった。 

① 連邦国家における地方自治が果たしている役割について伺った。 

連邦国家における地方自治が果たしている役割は、一般論として，連邦国家においては州

の自主性が重視され、またドイツの場合は連邦参議院を通じて州の意見が尊重される形で行

政が行われている。地方の行政課題に対し、州がきめ細かに対応することが可能となってい

る。  

②  国と州の関係について権限、財政について伺った。 

権限と財政の面から見た国と州の関係は、州政府代表団で構成される連邦参議院は、州を

代表する機関として、主として連邦の立法及び行政の分野において州の利益を反映させる機

能を果たしている。連邦議会が可決した連邦法のうち、州の利害に密接に関係する法律（州

  

在フランクフルト日本国総領事館での調査 
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の財政収入に関する法律、州の行政権に介入する法律等）は、連邦参議院の同意がなければ

成立しない（同意法）。その他の法律は、連邦参議院が特段異議を唱えなければ法案は成立

する（異議法）。連邦参議院が異議を申し立てた場合には、連邦議会がその異議を却下すれ

ば法案は成立する。 

 連邦政府は広範な領域において立法が可能であり、州の専属的立法権に関する事項につい

ては、教育制度、文化政策，警察制度等に限定される。ドイツ基本法（注：憲法に相当する）

第 109条第１項には、連邦と州は財政的に独立しており、原則的に自己責任において財政運

営しなければならないとされているが、その一方で、特に旧東ドイツ地域の州のように財政

面で豊かではない州と財政面で豊かな州との間の財政格差を調整することを目的として財

政調整制度が整備されている。財政調整制度に基づく交付金には、連邦から州へ交付される

連邦補足交付金と、財政力に基づく州間の調整交付金がある。  

 ③強い権限を持つといわれているヘッセン州と基礎自治体であるフランクフルトとの関係

ならびに現状と課題について伺った。 

強い権限を持つと言われるヘッセン州と基礎自治体であるフランクフルト市との関係な

らびに現状と課題は、ヘッセン州とフランクフルト市は友好的な協力関係にある。経済振興

の分野においては、英国のＥＵ離脱問題以前から外国企業誘致等において協力して取り組ん

でおり、また、貿易振興の分野においては日本のＪＥＴＲＯの地域版に相当する「ヘッセン

トレード＆インベストメント」や「ライン・マイン公社」のもと、州及び市の行政区域を越

えた協力関係を築いている。  

２．行政と議会の組織ならびに権限と役割について、ドイツの政治システムは、1949年に

発効されたドイツ連邦共和国基本法の枠組みに基づいて運営されている。基本法改正には、

両院の３分の２の賛成を必要としており、このうち「人間の尊厳の保証」「権力の分割」「連

邦制」そして「法による支配」といった基本法諸原則は「永久化」され侵害は許されないと

聞く。 

①行政と議会の組織ならびに権限と役割について伺った。 

行政と議会の組織及びその権限と役割等に関しては、ドイツは連邦議会と連邦参議院の二

院制をとっている。連邦議会の権限としては、立法機能、予算確定機能、連邦諸機関のコン

トロール機能等、広範かつ重要な国政に関する機能がある。連邦参議院は、主として連邦の

立法及び行政の分野において州の利益を反映させる機能を果たしている。連邦政府は、連邦

首相及び連邦大臣から構成される機関で、連邦行政に関してその中心的役割を担う。連邦政

府の活動は、連邦首相が定める政治の基本方 針に基づいて行われ、連邦首相はこれについ

て連邦議会に責任を負う。そして連邦大臣は、この基本方針の範囲内で、その責任において

独立して所管事務を指揮する。  
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② 「人間の尊厳の保証」「権力の分割」「連邦制」そして「法による支配」といった基本

法諸原則は「永久化」され侵害は許されないことについて伺った。 

ドイツ基本法におけるいわゆる「永久化条項」に関してドイツ基本法第 79条第３項は、

「連邦制による州の編成、立法における諸州の原則的協力、または基本法第１条および第

20条に定められている諸原則に抵触するような、この基本法の改正は認められない。」と

規定しており、人間の尊厳の不可侵性や、連邦制等に関する基本法の規定は改正することが

できない。 

 （参考１）ドイツ連邦共和国基本法第１条  

（１）人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、および保護することは、すべての国家権

力の義務である。  

（２）ドイツ国民は、それゆえに、侵すことのできない、かつ譲り渡すことのできない人権

を、世界のあらゆる人間社会、平和および正義の基礎として認める。  

（３）以下の基本権は、直接に妥当する法として、立法、執行権および司法を拘束する。   

 （参考２）ドイツ基本法第 20条  

（１）ドイツ連邦共和国は、民主的かつ社会的連邦国家である。   

（２）すべての国家権力は、国民より発する。国家権力は、国民により、選挙および投票に

よって、ならびに立法、執行権および司法の特別の機関を通じて行使される。   

（３）立法は憲法的秩序に拘束され、執行権および司法は、法律および法に拘束される。   

（４）すべてのドイツ人は、この秩序を除去しようと企てる何人に対しても、他の救済手段

が存在しないときは、抵抗権を有する。  

③ 近年、米国やＥＵ内で政治が内向き傾向にあるが、ドイツの状況について伺った。 

（ドイツの政治が内向きではないかとの質問に関して） 

欧州においては、英国のＥＵ離脱、難民の大量流入等によりＥＵの一体性が揺らいでおり

今後、例えば自由貿易の推進力が低下する可能性が指摘されている。ＥＵ懐疑派は、一部の

国では根強い支持を得ており、反グローバリズムを掲げ、また、大衆迎合的な施策を主張す

る勢力も一定数存在している。ドイツでは，2017年９月に行われた連邦議会選挙において

右派ポピュリスト政党と言われる「ドイツのための選択肢（ＡｆＤ）」が 12.6％の得票率

を獲得し、第３党に躍進した。 
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④ ＯＥＣＤ内で日本に次いでドイツも少子高齢化が進行しており、人口減少社会に傾斜し

ていると聞くが、少子高齢化・人口減少社会に対する取組みについて国・州・都市（フ

ランクフルト）それぞれの現状ならびに課題・今後の対策について伺った。 

少子高齢化・人口減少社会への取組について、国・州・都市（フランクフルト）それぞれ

の現状と課題、今後の対策については下記の通り。 

（１）現状・課題  ドイツの人口は約 8,220万人（2016年現在）となっているが、高齢化

率は 21.1％、合計特殊出生率は 1.50である。平均寿命は男性 78.2 歳、女性 83.1

歳となっており、少子高齢化が進行している。地域別にみると、特に東部において過

疎化が進行している。 

（２）保育所に対する需要の高まりに対応するため、保育所の量的整備を着実に推進するこ

とや、企業における女性管理職の割合を引き上げる取組を進めるなど、仕事と家庭の

両立を図る施策や女性の活躍を推進する施策の充実を図っている。 

 ヘッセン州では、少子高齢化の進行に加え、地方から都市部への人口流入が著しく、人口

動態上の不均衡が生じている。同州の主要都市であるフランクフルト市やヴィースバーデン

市（州都）の人口は年に約５％増加するとされている一方、その他の地方においては過疎化

が深刻な問題となっており、2030年までには最大 16％も人口が減少すると予想されている。

そのため、ヘッセン州は、少子高齢化・人口減少社会対策として、老人ホームの増設や、保

育施設の無償化の検討を進めているほか、地方の活性化・企業誘致のため、地方の魅力向上

に貢献した自治体・団体に対して１万ユーロの賞金付きの「ヘッセン 州人口統計賞

(Demographie-Preis)」を授与する等の取組を実施している。  

３．現状、広島県とドイツ連邦共和国の交流については、広島市とハノーバー市が姉妹都市

提携を締結、広島日独協会が親善交流事業、広島平和音楽サミットの後援等を通じて友好交

流を図っているが、平和・文化・経済等広い分野で連携を密にしてお互いに発展する余地が

あるので、フランクフルト市と広島県の今後の連携について伺った。 

フランクフルト市は、欧州中央銀行や連邦銀行（独中央銀行）をはじめ、大手銀行の本社

が所在する金融の中心地である。日本との直行便が毎日複数運航しており、欧州各地へのア

クセスが良いことから、日系企業も多数進出している。また、世界最大規模の書籍見本市や

モーターショー等が開催される見本市の街でもある。同市との連携については、上記立地条

件を踏まえた企業の進出や見本市への出展、またアクセスの良さを生かした青少年交流等が

考え得る。  

ＯＥＣＤ加盟国の中では、日本に次いで２番目にドイツも少子高齢化・人口減少社会に傾斜

しており、現状の課題・取組み状況について伺ったところ、ドイツの合計特殊出生率は 1.5

（2015年）でＥＵ28ヶ国の平均は 1.58、日本（1.54）とほぼ同じ水準である。少子化の要

因として、日本同様に待機児童、産休・育休取得に伴って女性の仕事におけるキャリアが切
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れる等、課題があるとのことである。対策として、立法府である連邦議会に女性議員を増や

し女性政策の拡充を図り、子ども手当・両親手当を合わせ月 500ユーロ（約７万円）が 20

年間支給される等の子育て支援、さらに国の風土として、社会全体が、子育てに対して寛容

であることを聴取した。改めて日本と類似した課題を抱えていることが再認識でき、今後の

動向にも注視して、本県の子育て支援等の参考としたい。 

 

フェルトハイム村 

【調査日時】 ８月９日（水）１３：00～１６：４０ 

【対 応 者】 NEUE ENERGIEN FORUM FELDHEIM 

 Siegfried Kappert 氏 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

１００％自給している村の取組について調査した。 

   聴取した要点は，下記のとおり。 

 

○ フェルトハイム村では，風力・太陽光・バイオマス発電により、消費電力を 100％自

給している村の取組について調査した。聴取した要点は，下記のとおり。 

 

（１）フェルトハイム村の概要について 

 

 フレミングと呼ばれるこの一帯は農業が一番の産業となっており、約 1,700 ヘクタールの

耕作地を農協が管理している。ベルリンから 83ｋｍ南西にあるフェルトハイム村は、福島

第一原発の事故の前から自給自足の代替エネルギーを構築するために有限責任会社エネル

ギー源と農協、130 人の住民が協力して村づくりを始めた。今では、風力発電・送電システ

ム、バイオガス施設、加熱網、木質チップ加熱設備、熱配送センター、蓄電施設、太陽光発

電などのエネルギー施設があり、電力は、風力発電とバイオガスで賄われて、使われている

        
フェルトハイム村風力発電 
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エネルギーはＣＯ₂排出量ゼロ。大きなエネルギー供給会社とは一切つながりがなく、フェ

ルトハイムは単独でエネルギー自給自足の村となっている。 

 

（２）フェルトハイムの風力発電について 

 

1995 年に 0.5 メガワットの小さな風車４基で始めたが、今は 2016 年現在で３メガワット

の大きな風車が 18 基、２メガワットと 1.5 メガワットの風車があわせて 37 基あり、トー

タル 55 基となっている。現在、約 123 メガワットを発電して電力会社に送っており、年間

総出力量は 250 万キロワットアワーである。このフェルトハイムで１年間に必要な電力量

は 1.5 メガワットなので、残りは全部売電している。 

 

（３）バイオガス発電について 

 

フェルトハイム村では旧東ドイツ時代から農協に約 30 軒が所属している。村には約 550

頭のメス豚がいるが、赤ちゃん豚に対する熱が非常に多く必要であることや、2004 年に作

物やミルクの価格が下落、一方でエネルギーコストが上昇したことから、熱を自給自足でき

ないかという農協からの要請に基づいて 2008 年 12 月にスタートした。村内には牧場もあ

り約 500 頭の牛を飼育していて、牛と豚の糞尿がバイオガスの燃料になっている。今この

村で耕作されている穀物は、大麦・小麦・ライムギ・トウモロコシ・菜種油であり、現在ト

ウモロコシの耕作量が最も多いが、バイオガスの燃料用として栽培している。 

バイオガスによる発電容量は 526 キロワット、発熱容量は 560 キロワットで、その燃料

になっているのが牛と豚の糞尿 8,600 ㎥、8,700ｔのトウモロコシとそれ以外の穀物 190ｔ

である。できた電力の一部はバイオガスの施設に使っているが、残りの約 400 万キロワッ

トアワーの電力と 227.5 万キロワットアワーの熱は、村の加熱や給湯に使っている。ガスの

発生には 38℃から 39℃が適した温度なので常に温めておく必要がある。ガス発生により生

成したものは 15,500 ㎥もあり肥料としてまいている。 

 

（４）バイオマス発電について 

 

木質チップによる加熱設備があるが、農協は 200ha の森林を持っていて木材加工の際に

出たものを燃料として利用している。とても寒い気候の時期、気温がー３℃以下になるとバ

イオガスの発生に適した 38℃から 39℃が保てなくなるため、自動的に発熱するようチップ

を使って追加で加熱している。熱分散センターやお湯の貯蔵タンクも備えており、通常夜中

にだけ沸かしているが、常に 80℃から 85℃のお湯を供給している。 

 

（５）フェルトハイムの加熱網について 

 

長さ 3,000ｍの配管が 35 家庭に接続されており、また１つの工場と２軒の共同アパー
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ト、４軒の農家にもつながっている。2009 年 12 月に開始して、価格は現在、電気の月額基

本料 5.95 ユーロに１キロワットアワーあたり 16.6 セントが加算される。この価格は 10 年

間保障されており、10 年後に話し合いにより価格を決める。なお、普通の会社における加

算金額は 25 セントであり 16.6 セントは安い。また給湯の月額基本料は 1.50 ユーロに 15

か 20 をかけた金額（建物の接続容量によって変わる）で、１キロワットアワーあたり 7.5

セント加算される。 

 

（６）蓄電システムについて 

 

 フェルトハイムでは 2014 年８月に蓄電池設備の建設を開始した。タイプはリチウムイ

オン電池で、10 メガワットの容量を有する。エネルギー効率は 85％で風力発電システムに

接続し、必要な時に余剰電力を送電線で送ることができる。風力発電のエネルギーには波が

あるので、蓄電して 50 ヘルツの電力に安定させて供給しているが、この蓄電施設の容量は

ヨーロッパ最大である。1,250 万ユーロを投資し、そのうち 500 万ユーロはドイツ政府から

お金が出たが、ドイツ製ではなく韓国製とのこと。今も改良に向けて試験運転など各国や大

学と会社と協力して研究開発している。 

 

（７）太陽光発電について 

 

 太陽光発電は、もともとソ連軍基地の土地にあった建物 85 棟をこわし、9,844 のモジュ

ールを設置している。そのうち 284 が自動的に太陽に向かって動くパネルであり、ここだ

けで 600 軒分を発電している。 

 

（８）資金調達と費用対効果について 

 

 フェルトハイム村の再生可能エネルギーのシステムを運営している有限合資会社は、49

人の村人が出資者となっており、発電 1,500 ユーロ、発熱 1,500 ユーロの併せて 3,000 ユー

ロを１人が出資している。出資できるのはこの近くに家や土地を持っている村人のみとして

いる。これまで 172 万５千ユーロの経費がかかっているが、有限合資会社として 13 万８千

ユーロを出し、その他にＥＵからの援助金が 83 万ユーロ、ＥＵ内初めての自給自足地方自

治体のモデルケースとして援助を受けた。電力ネットワークにかかった経費は 45 万ユーロ。

送電線を大手電力会社から借りようとしたら借りられなかったので自腹で送電線を設置す

ることとし、その経費が 45 万ユーロとのこと。電力ネットワークに対してはどこからも援

助を受けず、一口 1,500 ユーロの出資を募り 45 万ユーロを集めた。 

効果やメリットとしては、まず農産物の価格が安定した。それまでは加熱などにオイルを

使っていたが、コストがかかり価格も安定しなかった。しかし現在は、加熱網の基本料金が

10 年間決まっているので収支予測が立てやすい。また、それまで年 16 万㎥のオイルを加熱

用に買っていたが一切必要なくなった。さらに、環境にやさしいエネルギーの村ということ
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が広まり、自然に優しい工場を誘致できるようになったため、村に雇用が生まれた。フェル

トハイムの取組については一切宣伝していないが、年に 3,500 件（人？）くらい視察に来る。

そのうちの１件は安倍首相夫人で大使夫人と一緒に施設見学に来られた。メルケル首相はま

だ来られていないが大統領は来られた。北朝鮮からも視察団が来る。福島から親子連れが視

察に来てここを見て泣いていた。これからは、自給自足型の代替エネルギーが主流になるだ

ろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＥＴＲＯベルリン事務所 

【調査日時】 ８月１０日（木）９：００～１０：１５ 

【対 応 者】 JETRO ベルリン事務所 ゼネラルディレクター 増田 仁 氏 

〃              ディレクター 望月 智治 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JETRO ベルリン事務所 

  

発電操作パネル 

村の施設案内図の前にて 
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○ ＪＥＴＲＯベルリン事務所では，ドイツにおける地域の政治経済情勢と広島県との今後

の経済連携について，またドイツにおけるエネルギー政策等について調査した。 

聴取した要点は下記のとおり。 

 

（１）ドイツの政治経済の状況について 

 

ＥＵの中において、盟主はこれまでイギリス、フランスであり、ドイツはこれまでリーダ

ーシップを発揮してきておらず、これからもしないと考えている。しかし一方で、アメリカ

のトランプ政権の現状をみるとドイツがＥＵを支えるしかない状況である。ドイツがリーダ

ーシップ発揮するためには、本来的には軍事力を強化することだが、その方向に行っていな

い。ＮＡＴＯに対してもＧＤＰ２％も拠出していないのが現状である。その中でどうリーダ

ーシップを発揮していくかをＥＵ加盟国の声を聴いて進めていこうとしている。メルケル首

相はＥＵの結束を訴えており、国外に対しては、フランスのマクロン大統領とＥＵに対する

共通点が多い。国内では社会民主党の党首がＥＵ議長となっており、今ＥＵの結束を固めら

れる人物が政治的なトップにいる。しかし英国のＥＵ離脱やフランスにおけるルペン氏の台

頭などもあり、世界の中でのＥＵの価値を世界に認めさせられるかどうかを含め、９月に行

われる下院の選挙の試金石に立たされている。 

また、ドイツ経済はＥＵの統合によりユーロの恩恵を受けることができたため、経済的に

強く、評価もされている。ＥＵの経済では、インダストリー4.0（IT、情報通信技術の活用

による生産革命が起こり、工場同士、製造者・生産者と消費者などをデータでつなげるとい

う動き）を進めようとしているが、ドイツとしてもいかに取り組んでいくかをまずは研究者

レベルで始め、さらに産業団体を巻き込んで取り組んだが業界団体での取り組みには限界が

あり、政治も巻き込んで 2013 年ハノーファーで開催されたドイツメッセのときに打ち出し

た。ドイツの経済政策は、社会的市場経済であり、自由放任主義ではない。したがって、IT

を導入する際に結果として雇用が失われた場合についてどうするかなどといったことにつ

いても考えており、アルバイト 4.0 と言われているが、ＩＴ導入による雇用や労働内容につ

いて検討がはじまっている。連邦政府として 16 の州のレベルで人づくり・競争力強化をい

かに行っていくか、具体的な動きが始まっており、特に東側にあるポーランド・チェコ・ハ

ンガリーを取り込もうとしている。 

 

（２）ドイツのエネルギー政策について 

 

エネルギー関係については、大胆なことをどんどん打ち出す一方で、臨機応変に修正して

いくという２つの側面をもっている。課題は南北格差で、太陽光・風力発電での生産は北部

に多く需要地は南が多いので送電が重要であるが、送電計画はあるものの同意が得られず進

んでいない。そこで北部ではポーランド・チェコに余剰電力を売り、南部において不足する

電力はフランスから買っている。国としての需給は成り立っていないが、国境を越えて融通

できれば問題ない。 
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再生可能エネルギーは増加傾向にあり、廃炉も進めているが原発はまだ稼働している。ロ

ストックという港町とグライフスバルトという町があり、旧独時代ここにソ連型の原発を８

基つくる予定だった。４基は稼働しており５基目をつくっていたところ政策転換して稼働し

ていた４基は止まり廃炉が始まっている。そのロストックには送変電所が残っているが、そ

こを新しい再生可能エネルギーの集配の拠点にしようとしている。また、アメリカからロシ

アへの追加経済制裁にあたっての標的がロシアからＥＵへの天然ガスのパイプラインであ

り、それがつながっているロストックは天然ガスの一大供給地点にもなっており、環境負荷

の低い天然ガスをいかに確保するかということも含めエネルギーの集積をしている。またニ

ーダ―ザクセン・ノルトラインヴェストファーレンでは褐炭を掘っておりエネルギー源にな

っている。 

 

（３）本県との経済連携等について 

 

広島のみならず、全国的に日本のドイツに対する関心は高くないが、連携を強めることに

よってメリットや可能性があると考える。 

ヘッセン州ではカッセルという町でスマートグリッド・スマートシティによりエネルギー

の地産地消ができないかを模索しているが、そのモデルが隣の州にあるシュファイアという

町で日本企業と市の住宅供給公社が共同で実践している。熱供給と電気を 16 の家庭ごとに

団地をつくり対象実験をしており、ヘッセンの経済大臣はそこを見て日本企業とやりたいと

言っているし、州の副首相も日本に行って話をしている。ＥＵでは、各建物のエネルギー効

率は域内共通のルールが定められており、建物ごとにＡＢＣＤランクを表示しなければなら

ず、こうした点で日本の技術が活躍する可能性は非常にある。 

また、ＪＥＴＲＯに対しポツダムの商工会議所からの再生可能エネルギーに関するビジネ

スマッチングの依頼やライプチヒでのメッセに対する支援依頼がある。ドイツは一極集中で

はなく 16 の州が地域で経済を支えており、その源泉は中堅中小企業である。中堅中小企業

が活躍できる理由は海外志向であり、国内海外を全く均等に扱い、優秀なところとは手を組

むが拠点は地域に残す。広島モデルはドイツとよく共通しており国内に広げていけばリスク

は減っていくと考えられる。ものづくりで地域が世界と勝負するには品質の良いものを売ら

なければならず、そのためにドイツではメッセ（見本市）をやっている。１，２年に１回開

催するメッセ期間中は世界から大企業も本社機能が集まるようにしており、そのことで中小

企業でも大企業相手に互角に話ができ、戦略的パートナーシップを構築できる場所になって

いる。なお、メッセの開催は地域がバラバラに行っているが、メッセを行う会社に出資して

いるのはそれぞれの地域の市と州となっており、実は公営企業で連邦政府もこれを支えてい

る。経済が政治と密接に結びついているし、連邦政府と州政府が密接に結びついている。 

ＪＥＴＲＯは地域と地域を結びつけることに積極的に取り組んでおり、地域間交流支援事

業では 15 件中４件がドイツ案件であり、また地域貢献プロジェクト 21 件中２件がドイツ

特化型となっている。自動車産業の強い広島県において、中堅・中小企業が 1 社ごとではな

く地域ごとで連携して行う取り組みに対してしっかり支援していきたい。 
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ソニーセンター 

【調査日時】 ８月１０日(木) １０：３０～１１：３０ 

【対応者】 ＳＯＮＹマーケティングダイレクター兼経営企画管理統括 川元 健一 

ＪＥＴＲＯ Ｂｅｒｌｉｎ  

Director Ｇｅｎｅｒａｌ Ｈｉｔｏｓｈｉ Ｍａｓｕｄａ（増田 仁） 

Director Director Tomoharu Mochizuki（望月 智治） 

 

ソニー・ヨーロッパのドイツ拠点であるソニーセンターを訪問。ソニーは最大拠点をイギ

リスに置き、フランス、イタリア等、ヨーロッパに 10拠点を展開している。 

ソニーセンターは、ドイツ・ベルリンの中心部ミッテ区のポツダム広場にあり、住宅を含

む複合商業施設で、ソニーのヨーロッパ拠点として、ソニーやダイムラーの出資により 2000

年に完成した。総工費は７億 5,000万ユーロ。設計者はヘルムート・ヤーンで、施設にはソ

ニー・ヨーロッパの本社をはじめソニースタイルストア、オフィスビル、高級アパート、フ

ィルムハウス、ドイツ・メディアテーク、商業施設、シネマ、コンプレックス，ＩＭＡＸシ

アターが入っている。ベルリンの壁崩壊後、ポツダム広場の再開発の目玉として建設され、

ドイツ現代建築の最高峰として注目を浴び、現代ベルリンの象徴の一つとされる。 

 

JETRO 事務所にて説明聴取および調査 
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ソニーは 2008年２月 28日に同センターを保有・運営する子会社「ソニー・ベルリン」の

全株式を同年３月末にモルガンスタンレーが運営する不動産ファンドや欧米の不動産会社

など計３社に売却すると発表し、その後売却された。2010年韓国の国民年金が、2009年か

ら進めてきた海外不動産投資多角化戦略の一環として、買収額およそ 8500億ウォン（約 720

億円）でソニーセンターを購入した。 

ソニーの社員はヨーロッパ各地に数千人おり、そのうち日本人は約 200人。主に電気製品

関係に 150人が在籍しており、ドイツ国内には５人が在籍。ソニーにおいては、労働力の現

地化が社風であるため日本人の駐在員は少ないとのこと。現在、ソニーの最大拠点はイギリ

ス(10年前から)にあるが、イギリスのＥＵ離脱問題、ヨーロッパ人雇用問題等がある。ド

イツの印象等について、ベルリンは人口密度・経済においてはロンドン・パリ等ヨーロッパ

の都市に比べ大きくないが、ソニーセンター商工会における日本企業は 10倍、3,000人の

学生・アーティストが暮らすなど、どちらかといえば政治とカルチャーが中心で比較的緑の

多い都市である。 

現在、ベルリンの空の玄関であるテイゲル空港の滑走路が短いため、大型の飛行機が離発

着できない等難題を抱えており、その改善策として空港を郊外へ新設したが、引き続き、そ

の利便性からテイゲル空港を残すか否かの課題（市民は残してほしい）を抱えているとのこ

と。ドイツは中央一極集中ではなく、各都市がそれぞれミュンヘンは自動車・ＩＴ、ベルリ

ンは政治・文化等の特色を出して形成されており、プロイセン・バイエルンなども元々一つ

の国ではなく、国民の地元意識が強く、各都市に充分仕事もあるため、大都市に人口が集中

しにくい状況があることが、地方分権の進めるうえで好材料になったのではないかと感じた。 

国民性からか働き方も多様であり、例えばミュンヘンに自宅があって、職場のベルリンに

通う場合、月曜日から金曜日はベルリンで仕事をして週末は自宅のあるミュンヘンで過ごす

ため、月曜日の朝と金曜日の夕方は空港が利用者で混雑する光景が日常茶飯事であり、家族

を重視し、転勤・単身赴任という感覚はないとのこと。 

また、会社で会議など出勤の必要性がない場合は出社の必要はなく、事務処理を自宅で行

うことは通常である。個人が会社に合わせるのではなく、個人のライフスタイルに会社が理

解を示すことで優秀な人材を集め企業の成長に繋げると云った発想がドイツにはあった。自

宅と会社間の通勤のサポートも企業が積極的に行っており、またそれを可能にしているのが

鉄道や空港へのインフラ整備であった。 

上記のような発想は、まだ日本においてはハードルが高いかもしれないが、ドイツに学ぶ

ことは、社員の通勤やテレワークの実践について、「必然性のない働き方改革は中々浸透し

ない」との問題提起をいただき、本県が推進している働き方改革・テレワークの実践に向け

大いに参考となった。 
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また、現在、地方都市である本県が進めている「働き方改革」「女性の活躍促進」の議論

や導入にあたって貴重なヒントになると感じた。 

 

 

 

 

 

 

在ドイツ日本国大使館 

【調査日時】８月１０日（木） １３：３０～１４：１０ 

【対応者】在ドイツ日本国大使館の方々 

・公使 岩間公典様 ・参事官 桐山伸夫様 ・三等書記官 崎口康男様 他 

【調査目的】第二次世界大戦の荒廃から復興を果たし、東西ドイツの統一を経て成長を続け

るドイツのこれまでの取り組みと現状についてと、今後の自動車産業・再生可能エネルギー

の展望などについて調査を行った。要点は下記のやり取りのとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
在ドイツ日本国大使館の方々と 

ポツダム広場内にあるソニーセンターでの調査 
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（1） 第二次大戦後の隣国や連合国軍との関係修復とその後の外交の取り組みについて 

 

（問）二度の世界大戦で周辺国に甚大な被害を与え敗戦国となったドイツが、どのようにヨ

ーロッパ諸国や被害を与えた国々、ソ連などと戦後の関係改善を行ったのか。特に侵攻した

ポーランドや一時占領下においたフランス、激しく交戦したソ連とは、相手国の国民感情な

どを踏まえれば、関係改善に紆余曲折があったことが想像される。ドイツはナチスが被害を

与えた行為について、道義上の責任から政府が被害者個人に対し賠償をおこなったと聞いて

いるが、実際はどのようになっているのか？ 

 

国家賠償は行っていない。第二次大戦後、東西ドイツに分かれたこともあり、西ドイツだ

けの問題ではないことを西側の米英仏も了解している。1953 年にポーランドもソ連統治下

となり、1970 年の西ドイツ・ポーランド友好条約でも賠償については触れられていない。

賠償問題は 1990 年の再統一の際に終結したと概ね整理されているが、近年、ポーランドの

右派勢力がドイツに賠償を求める動きを見せている。 

 

（2） 戦争の実相の伝承と、世界恒久平和に向けた政府の取り組みや教育について 

 

（問）ドイツでは政府は第一次・第二次世界大戦の総括をどのように行い、国民に伝えてい

るのか？それに対して国民の間にどのような議論があるのか。東西ドイツの時代に政治体制

の違いがあり、この間に国民の考え方にも隔たりができたのではないかと考えるが、戦争の

実相の伝承などにあたり課題はないのか。 

 

二度の世界大戦で周辺国に甚大な被害を与え敗戦国となったドイツは、1950年代までは

国民の間にも自分たちも被害者であるという意識が強かったが、1960年代にナチスの行為

による裁判から少しずつ加害者意識が高まり、1980年代に入りようやく国民も過去と向き

合えるようになった。 

戦争の実相の伝承と教育については、まず教育制度が州により異なるが、基礎の学習は中

等教育の社会科からで、７年生から 10年生（日本の中学校レベル）で事実関係を学び、高

等教育（高校）で本格的に歴史教育を行っている。第二次世界大戦前後の内容については、

ナチスと第二次世界大戦、戦後から現在のドイツ、45年後のドイツの３つを大きくテーマ

設定し、分野ごとに中身を掘り下げ、特に生徒間のディスカッションに力を入れ「自分なら

どう行動するか考える」といった視点で授業が行われ、ドイツが核兵器を所有するべきかに

ついても議論していると云う。ただ内容はヨーロッパでの出来事が中心で、アジア行われた

戦争については殆ど触れていない。外務省が入手してくれた近隣の高校の教科書には、僅か

に広島への原爆投下の事実が記載されている程度であった。 
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（問）日本国は憲法で不戦を誓い、非核三原則を堅持し、世界の恒久平和への実現を謳って

いるが、具体的な動きはあまり見えない。むしろ広島や長崎の方が自治体レベル・民間レベ

ルで平和への啓発活動が積極的に行われていると感じている。ドイツではどのような状況な

のか。 

 

政府・自治体よりも市民団体や個人の活動が活発に行われていて、行政による活動で目立

ったものは確認できていない。 

 

（3） 在独駐留軍に対する国民の理解や課題 

 

（問）アメリカの軍事力評価機関「グローバル・ファイヤーパワー」の 2017 年の調査によ

ると、世界の軍事力の第７位が日本、９位がドイツとなっている。 

ＮＡＴＯによる安全保障の役割分担など、日本とは置かれている状況が異なるが、国民の軍

事力保持に対する理解と認識はどのようになっているのか。 

 

軍事費はＧＤＰの２％弱である。旧ユーゴ紛争への派遣を行った際、憲法違反との議論が

あり、憲法裁判所の判決は合憲で、3,400 名を派遣した。100 名以上が命を落としたが、保

守勢力は「国際紛争解決への責任を担うべき」との見解、革新勢力は「まだその段階ではな

い」との意見が分かれているが、現在はアフリカへの支援として、治安維持と雇用をつくる

ための技術支援と生活支援に力を入れている。 

 

（問）日本では沖縄への米軍基地の集中や、在日米軍への費用負担、米軍人による犯罪につ

いての様々な議論がある。何か事件や事故が起こる度に、日米地位協定の見直しなどの意見

が出るが、ドイツでは日米地位協定なるものがあるのか。 

 

ＮＡＴＯ駐留協定があり、基地が地域の収入源ともなっていることから、基地を必要とす

る考え方が大勢である。冷戦終結後は一時アメリが軍の撤収の話が出た際には残留運動が起

こったほどである。よって戦闘機の騒音問題についても地域から反対がでない。 

 

（4） ドイツでの再生可能エネルギーの今後の施策展開について 

 

（問）東日本大震災により、日本よりもいち早く脱原発政策に舵を切ったドイツに対し、日

本でも原子力に代わる代替エネルギーの開発促進を色々と推進しているが、太陽光発電以外

はそれ程普及していないのが現状である。 

大胆なエネルギー政策の転換を図った政府判断を、産業界や国民はどのように理解したのか。

また政府や自治体は普及促進のためにどうような支援を実施したのか。 
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2022 年に既存のものをすべて廃止にする計画で、16 基の内、現在８期が停止、残る８基

も段階的に廃止の予定。固定買い取り制度は将来的には無くす方向だが、再生可能エネルギ

ーへの転換政策は今後も変わらない。 

 

（問）地球温暖化防止の観点などから、自然環境に配慮したエネルギー技術は将来、ドイツ

ではどのようなものになると予測されるのか。 

 

今後は蓄電池の技術開発を行う事業者や研究者に予算が配分されていく見通しである。 

 

（5） ドイツを代表する自動車産業の今後の展開と日本の自動車産業への影響について 

 

（問）日本でも外車で一番人気のドイツ車。走行性能と安全性がドイツ車のイメージだが、

近年では環境に配慮した低燃費のドイツ車が日本国内では見受けられるが、ドイツ国内でも

低燃費車に対する優遇措置があるのか。 

また、マツダ車がヨーロッパでしばしばカーオブザイヤーを授賞するが、ドイツでのマツ

ダ車への評価をどのように受け止めているのか。 

 

フォルクスワーゲンの燃費改ざん問題もあり、電気自動車へのシフトが一層加速している。

ＣＯ₂削減のため自動車登録料免除の制度として、自動車の登録税を電気自動車は 4,000ユ

ーロ、プラグインは 3,000ユーロを 10年間免除。現在、累計で約 26,000件の登録を 2020

年までに 100万台を目指す政策を推進している。 

マツダ車がヨーロッパでしばしばカーオブザイヤーを授賞するが、ドイツでのマツダ車へ

の評価については、ドイツにおける日本車のシェアトップはトヨタの 2.2％で、マツダは

1.9％。小型車の評価が高く、オープンカーのロードスターの人気が高い。デミオは自動車

協会の車検部門から「故障や不具合がもっとも少ない車」との評価を受け、社用車として採

用されるなど、銀行から融資を受ける際に優位な車種となっていた。 

 

（まとめ）世界の恒久平和に向けた政府の取り組みはむしろ日本より鈍い感じを受けた。但

し、教育の場ではこれから国や自分たちがどう行動するべきかについて、日本よりももっと

踏み込んで、将来を見据えた教育が行われている部分は参考にするところがあると感じた。 

環境に配慮した再生エネルギーの推進も実施に向けて政策実施に強い意志が感じられ、特

に国民の意識も高く政策を後押ししているようだ。本県においても環境政策に力を入れるに

あたっては、もっと県民に対し環境に配慮した施策を展開する必要性を伝え、理解を深める

努力が必要である。 

そして本県の基幹産業である自動車産業では、先般、マツダが 2030年代前半にも全車を

ハイブリッド車（ＨＶ）などの電動化モデルにする方針を固めたとの報道もあり、車の環境

性能を高め、欧州を中心に広がる規制強化の流れに対し、本県自動車関連産業も対応してい

くことが今後重要である。 
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ポーランド国立アウシュビッツ・ビルケナウ博物館 

【調査日時】 ８月１１日(金) １４：００～１７：００ 

【対応者】 公認ガイド 中谷 剛 

                 

第二次世界大戦中にナチス・ドイツが、国家を挙げて推進した人種差別による絶滅政策（ホ

ロコースト）ならびに強制労働により、約 130万人が連行・収容され、約 110万人が殺害さ

れ、最大級の犠牲者を出したアウシュビッツ１号、アウシュビッツ２号・ビルケナウ収容所

からなる国立アウシュビッツ・ビルケナウ博物館を訪問。 

設立前までの背景について 

ナチスの思想の根本には、反ユダヤ主義・反民主主義・反共産主義とドイツ民族の優越が

あり、「人種的に純粋」な社会の構築、ナチス・ドイツはユダヤ人の絶滅そしてスラブ人と

ロマ、その他の民族の絶滅を計画していた。また、ポーランドへの侵攻による第二次世界大

戦勃発の目的の一つに、ドイツ人が移住するためのドイツ領の拡大があった。 

1939年９月１日にドイツ軍、同月 17日にはソ連軍がポーランドに侵攻し占領後、ポーラ

ンドは分割され、オシフェンチム市を含むポーランドの一部はドイツ領となり、中央ポーラ

ンドは完全にドイツの支配下となり、1941年６月にはドイツとソ連の戦争が始まり、結局

ソ連が占領していた領土も含め、ドイツが占領した。その後もドイツの侵攻が続き、1941

年秋には、ヨーロッパの殆どがドイツに占領されていった。 

ナチス・ドイツの強制収容所は 1933年から建設され、そこには「不必要な人材」と見な

された人々が収容され、それは反ナチス政権の人々や刑事犯そしてユダヤ人だった。強制収

容所であるアウシュビッツは、ナチス・ドイツ管理下のその他の収容所と同じ国立の施設で

あり、ドイツ中央行政により運営され、収容所はナチス親衛隊や中央経済・行政庁によって

管理され収容所に人々を送り込む。殺害する責任はドイツ第三帝国中央保安庁にあった。 

 

 
公認ガイド 中谷氏による施設案内 
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歴史概要について 

この収容所は、ドイツ領にされたポーランドのオシフィエンチム市郊外に 1940年ドイツ

によって設立された。そのためオシフィエンチム市はドイツ語のアウシュビッツという地名

に変更され、収容所があることで有名になり強制収容所の名にもなった。ナチス・ドイツの

強制収容所であるアウシュビッツは、世界でホロコースト、大量虐殺、暴力の象徴となって

いった。 

建設の理由は、ドイツ警察によって非常に多くのポーランド人が逮捕され、刑務所が囚人

で溢れたためで、1930年代から作られたナチス・ドイツのテロシステムの多くの収容所の

一つとして考えられていた。1942年からは徐々にユダヤ人絶滅センターとなっていった。

収容所建設にあたっては、オシフィエンチム市の地区住民と周辺８箇村の住民を強制退去さ

せ、同市の６割を占めていたユダヤ人は、全員各方面のユダヤ人ゲットーに連行された。ポ

ーランド人は強制労働者としてドイツ本国に連行され、市内とその周辺にあった 1,200の家

屋は破壊されたとのこと。 

収容所はナチス・ドイツが占領したヨーロッパのほぼ中央に位置し、交通の便も良く、ヨ

ーロッパの各地から人々が連行されてきた。そのため、収容所は次第に拡大され、アウシュ

ビッツ１号（本収容所とも呼ばれ収容者数 1.2万人から２万人）は元ポーランド軍の基地内

の建物に 1940年中頃造られた。３ヶ所の収容所で最大のアウシュビッツ２号・ビルケナウ

収容所（収容者数９万人）は、1941年秋に建設され、アウシュビッツ１号から３ｋｍ離れ

たブジェジンカ村にあり、ヨーロッパ最大の絶滅施設であるガス室が造られ、連行された殆

どのユダヤ人が毒殺された。アウシュビッツ３号・モノビツェ収容所は（収容者数 1.1万人）

アウシュビッツ１号から６ｋｍ離れたモノビツェにドイツ化学企業によって合成ゴムとガ

ソリン工場ブナ・ベルケの傍に建てられた。その後、ブナ副収容所は 1944年 11月に独立し、

強制収容所モノビツェに名称変更した。アウシュビッツ収容所は、1943年に前述の３ヶ所

と数十箇所の小さな副修養所を有するに至った。 

アウシュビッツはナチス・ドイツの強制収容所としての役割を果たしたが、当初はドイツ

に対し特に危険と見なされたポーランド人の政治犯 728人が 1940年６月 14 日に連行され、

この日が収容所のはじまりと言われている。その後も終始ポーランド人、後にナチス・ドイ

ツが占領した国の人々やロマとソ連軍捕虜、1942年からは大量虐殺のためのユダヤ人が移

送された。アウシュビッツ収容所に連行されたとされる少なくとも約 130万人の内、登録さ

れ囚人となった 40万人、20万人のユダヤ人、14万人のポーランド人、約 2.3 万人のロマ、

約 1.5万人のソ連軍捕虜、その他の国民は 2.5万人。そのうち、約半数が重労働・飢餓・死

刑執行・病気・伝染病など、極めて難しい環境と犯罪的な実験と懲罰と拷問によって亡くな

り、約 20万人の囚人がドイツ軍によって他の収容所に移され命を失い、アウシュビッツ収

容所の解放時には約 7,500人の囚人が残っていたのみだった。 
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1942年からは、ヨーロッパ中から性別・年齢・職業・国籍・政治的思想を問わず「ユダ

ヤ人である」という理由だけで連行され、ナチス・ドイツ親衛隊医師の選別で労働に適さな

いと判断されれば老人・病人・妊婦・子ども関係なくガス室で毒殺され、２つ目の目的であ

るユダヤ人絶滅センターとしての役割を果たすようになった。1944年末、ドイツの敗戦が

濃くなるとソ連軍を恐れて犯罪の痕跡を消滅させる作業として、書類の隠滅や虐殺の証拠な

るいくつかの建物を破壊し証拠隠滅を図った。アウシュビッツの犠牲者(推定)は、ユダヤ人

100万人、ポーランド人７～7.5万人、ジプシー2.1万人、ソ連軍捕虜 1.4万人、その他１

～1.5万人の約 110万人の尊い命が犠牲となったと推測されている。 

国立アウシュビッツ・ビルケナウ博物館の設立について 

第二次世界大戦終了の数か月後、ポーランド人の元囚人グループが犠牲者の追悼のため収

容所跡地の保護活動を始め、犠牲者の親族などと殺害された人々を悼む多くの巡礼者の世話

も行った。元囚人たちは博物館設立前に最初の展示を企画し、1947年６月 14日に開会式が

行われた。式典には約５万人が参加した。そして、1947年７月２日にポーランド国会は、

国立オシフィエンチム・ブジェジンカ博物館設立法を決議、1999年にその名義は国立アウ

シュビッツ・ビルケナウ博物館に変更された。博物館の役割は、元収容所の敷地及び物件の

永久保護、アウシュビッツ収容所でのナチス・ドイツの犯罪に関する資料と証拠の収集、そ

れらの研究・発表をおこなうこととなっているが、博物館の組織化やその活動及び発展に関

する扱いは、過去においても現在も元囚人と博物館専門家、修復専門家、史学者、教育者、

さらにマスメディアによって設立当時から歴史を語る場にするのか犯罪システムの主な構

造を研究し説明する場にするか検討されており、両極端な意見が出され議論されている。 

また、「博物館」ということも議論され、本施設は「まず墓地である」と考える人、「記

憶の場である」と訴える人、殺害された人々の研究や教育をおこなう「記憶の研究所である」

と訴える人もおり、それらの目的を違わず１つになっていて、博物館がそれら全ての役割を

果たしている。博物館はポーランド文部・国家遺産省の管轄で政府によってその活動資金が

賄われており、2008年にはアウシュビッツ・ビルケナウ基金が創設され、次世代が自らの

目で先の大戦中にナチス・ドイツによって行われた犯罪現場を検証することができるように

「記憶の場」の修復活動に必要な資金は約１億２千万ユーロとされている。 

博物館の活動について 

収容所解放後、敷地内とその周辺で数千点の遺品が発見されたユダヤ人の所持品でトラン

ク、タウェス（ユダヤ人がお祈りの時に方にかける特別な布）、義手・義足、眼鏡、靴など

が博物館の保管する遺品の大部分であり、その多くが収容所の囚人棟に展示され、博物館の

アーカイブには資料や写真、密かに収容所内で創られた美術品の他、ナチス・ドイツの資料

も保管されており、その中には収容所内外のレジスタンスの資料や元囚人たちの証言と報告、

世界で行われたナチスの裁判時の証言・戦後資料も収集されている。その他にも元囚人との
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交流、現存する 150軒以上の建物、アウシュビッツ２号ビルケナウ収容所の４つの死体焼却

場（ガス室・焼却炉）を含む約 300の史跡、3,600本のコンクリート支柱を含む長さ 13ｋｍ

に及ぶ収容所の囲いなどを保護している。 

展示と記憶の保護・継承について 

本博物館の持つ重要な意味は、ホロコーストと大量虐殺の痕跡にあり、当時のまま保護さ

れている収容所の敷地・物件と廃墟である。この場には人間の遺灰が撒かれた場所や爆破さ

れたガス室・焼却炉の跡、ナチス親衛隊の医師たちが選別をおこなった場所、ガス室に連行

される時に通った道、移送された家族が「死」を待っていた場所、囚人の暴動が起きた場所、

死刑が執行された場所などがある。現地に訪れ、当時、なぜ同じ人間がこのような残虐な行

為をおこなってしまったのか改めて考えさせられた。 

外国人として初めて当博物館の公認ガイド資格を取得した中谷剛氏のガイドで、私たち一

行の他、日本人来館者約 20名で当時の建物や殺害された人の靴や女性の髪毛等の遺品が、

生々しく展示された博物館内を見学しながら、本博物館が、施設の永久保護、アウシュビッ

ツ収容所でのナチス・ドイツの犯罪関係資料と証拠の収集・研究発表の役割があることや多

くの方が亡くなった墓地であり、記憶の場であることを再認識でき、平和活動や世界の恒久

平和に向けた発信をおこなっている本県において、被爆建物等、老朽化する施設の活用・資

料の保存、戦後 72年が経過し戦争体験者の高齢化に伴い風化しつつある被爆の実相を後世

に伝承していく上で大いに参考となった。 

 

 

 

 

 

 

クラクフ市の世界遺産 

【訪問日】８月１２日（土）９：００～１１：３０ 

【調査目的】1978 年にユネスコ世界文化遺産登録されたクラクフ市の街並みや、多くの教

育機関が立地する環境や旧市庁舎など２つの世界遺産を持つ本県の観光振興の参考にする

ため調査を行った。概要は下記のとおり。 

 

 
 

広大な国立アウシュビッツ・ビルケナウ博物館の敷地とその関連施設 
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まず、日本とポーランドの両国は伝統的に良好な関係にある。1919 年３月に日本はポー

ランド共和国及び同国政府を承認した。国交を樹立してから 2019 年には国交樹立 100 周年

を迎える。市民レベルでも様々な交流が行われているが、その背景には日露戦争やロシア革

命、第二次世界大戦における対応がある。 

日露戦争当時の 1904 年７月、帝政ロシア軍として従軍し、日本の捕虜となったポーラン

ドの軍人約 4,600 人を終戦まで手厚く待遇したことや、1920 年頃ロシア革命の混乱の中で

親を失ったシベリアのポーランド孤児 756 名を祖国に移送した。更に 1940 年、第二次世界

大戦中のリトアニアの首都カウナスで日本領事館の杉原千畝氏が、ユダヤ系ポーランド人に

日本通過査証を発行し、ナチスの迫害にあった多くの人々が、日本経由でアメリカなど第三

国に避難することができた。この行為は後に「命のビザ」と呼ばれ、杉原が救った命は約

6,000 人に上ると云われる。世界各地でテロや紛争が多発している現在、両国の友好のはじ

まりとその歴史を再認識した。 

こうした歴史的背景からか、日本に関心を持つ方々も多く、国立４大学に在籍する約 550

名の日本専攻学生に加え、約 60 の学校・機関で合計約 4,500 名が日本語を学習している。

また各大学の日本語学科入試競争率はたいへん高く、日本語を専攻する国費留学生（日研生）

の数はここ数年、世界最多または欧州最多となっている。 

スポーツでは、空手・柔道・相撲・合気道・剣道など日本の武道が盛んで、特に空手は約

36,000 人の競技人口を誇り人気スポーツ 10 位以内となっている（2015 年統計）。 

外務省の調査資料からポーランドの概況を見ると、国土の面積は 31.2 万平方キロメート

ルで日本の約５分の４、日本から九州と四国を引いた程度の大きさで人口は約 3,844 万人。

首都はワルシャワ。人口の約 97％がポーランド人で言語はポーランド語。カトリックが人

口の約 88％を占めている。IMF の 2016 年の調査によると、主要産業は食品・金属・自動

車・電機電子機器・コークス・石油精製などで、2016 年の GDP は約 4,676 億ドル。EU28

加盟国中８位。一人当たりの GDP は約 12,552 ドルとなっている。在留邦人数は 1,493 名

（2016 年 10 月１日現在：外務省海外在留邦人数調査統計）、在日ポーランド人数は 1,653

人（2015 年 12 月末現在：法務省在留外国人統計）、日本人訪問者数は 67,040 人（2016 年

ポーランド中央統計局）に上る。 

ポーランドの歴史を見ると建国は 10 世紀。15～17 世紀には東欧の大国となり、この頃が

もっとも繁栄した時期とされる。ヨーロッパの勢力争いの中で、18 世紀末には３度にわた

り、ロシア・プロシア・オーストリアの隣接三国に分割され、第一次大戦終了までの 123

年間世界地図から姿を消した辛い歴史も経験している。第二次大戦ではソ連とドイツに分割

占領され、大戦による犠牲者は総人口の５分の１を数え世界最高の比率となった。 

大戦後はソ連圏に組み込まれたが、1989 年９月に旧ソ連圏で最初の非社会主義政権が発足

し、「欧州への回帰」を目標に 1999 年３月に NATO 加盟、2004 年５月には EU 加盟を果

たした。 

さて、この度調査をしたクラクフ歴史地区は、1400 年から 1600 年にかけてポーランド

が最も栄えたポーランド王国の首都だった。旧市街は幾多の戦禍を奇跡的に逃れ、中世の頃

の街並みを今に残すヨーロッパでも有数の都市である。 
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その街の中心にリネク・グウヴィヌィ広場（以下、中央広場）があり、年間約 700 万人

の観光客が訪れる。面積は約４ヘクタールで、中心部に位置する旧市庁舎や聖マリア教会、

織物会館などが当時の様子を今に伝える。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央広場は四方を美しい建物で囲まれており、ポーランドのかつての繁栄をいまに伝えて

いる。13 世紀には約 320 店舗がならび、ヨーロッパ各地の物品がこの広場に集められ取引

された。（絹・石炭・塩・家畜・パンなど）市場は神聖ローマ皇帝オットー１世が制定した

マクデブルク法（地域の支配者による市や村の情勢に対する法律）により、安全に商取引が

おこなわれた。 

 

 

多くの人々が行き交うクラクフの中央広場（織物博物館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧市庁舎塔 

創業 300 年の店舗もある 旧市役所塔 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E8%81%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E7%9A%87%E5%B8%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E8%81%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E7%9A%87%E5%B8%9D
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戦争による辛い経験から、今日の平和な社会を築いてきた両国のこれまでの歴史的な経過

を踏まえると、今後もっとお互いに相手国のことを学び、交流を重ねればより良い関係を構

築できると思う。 

日本に留学し京都での生活を経験された現地の通訳・ガイドをして下さった方の話しによ

ると、近年日本のサブカルチャーが若者を中心に人気を博し、日本食もヘルシーメニューと

してブームになってきているようだ。 

 

２つの世界遺産を有する広島への誘客の促進は、ともに中世の繁栄と戦争の歴史を刻んだ

背景を持つ街として共通点も多く、アクセスも飛行時間は係るがそれ程乗り換えが煩雑でな

いため今後伸びていく可能性が高いと感じた。 

歴史遺産を保存し、未来へと継承し、積極的に平和を発信している観点からポーランドと

日本、広島が繋がっていく取り組みとして、例えば 12 校の高等教育機関を有し、10 万人以

上が学んでいるといわれるクラクフと広島県の学生とが互いの国や地域の歴史や文化につ

いて学び、将来を語り合う交流の機会を持つことなどにより、新しい関係を築いて参りたい。 

 

 

 

聖マリア教会 

 

 

 

 

 

 

 

 

聖マリア教会は 13 世紀の終わりから 15

世紀のはじめにかけて建てられたポーラン

ドを代表するゴシック様式の建築物。三身廊

と袖廊がある大聖堂のその塔の高さは１８

ｍと 69ｍに及ぶ。教会内の「ヴィット・ス

トウオシ祭壇は、1477～1489 年にかけてク

ラクフの市民の基金で作られた。現在のマリ

ア像は 1775 年～12 年をかけ、彫刻家ビッ

トゥスフォシュが復刻。従来のマリアの昇天

は「ベットに眠る姿」であったが、この教会

の「祈る姿」が以後定着したといわれる。第

二次世界大戦時にドイツに摂取され1950年

頃に教会に戻されたが、保管状態が悪く修復

に多くの時間を要したが、いまは美しい状態

を保っていた。 
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ヴィエリチカ岩塩坑 

【訪問日】８月１２日（土）１３：３０～１５：３０ 

【調査目的】1978 年にユネスコの世界遺産に最初に登録されたポーランドの貴重な観光資

源の保存と活用法と観光振興施策の取り組みについて調査を行った。概要は下記のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

岩塩坑の歴史をみると創業は 1044年で、国営となったのは 1250年。施設の老朽化やコス

ト増により 1996 年に商業採掘は中止された。世界最古の製塩企業でポーランドの貴重な資

源として国や国民の暮らしを支えた歴史を持つ。13～14 世紀には国家の収入の３分の１を

占めていた。最盛期には１日 1,000 万トンを精製し、1970 年代には 1,000 人の労働者が働

いた。労働時間は１日 10 時間。ランプの使用時間に制限があるためであったが、かなりの

重労働であったことが推察される。 

その規模は東西 10ｋｍ、南北 1.5ｋｍ、深さ 320ｍ、2,000の洞窟を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入館料金の体系は、ツアーグループ 10 人まで 880 ズヴォティ（日本円＝26,400 円）、個

人は 60ズヴォティ（日本円＝1,800円）で定員 30人。観光のために整備された道路は３km

あまりで通路の全長の１％程度とされる。かつてビキコウと呼ばれる地下室を活用し、料金

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ヴィエリチカ岩塩坑は、1978 年にユネス

コの世界遺産に最初に登録された 12 件の内

のひとつで、ポーランドの貴重な観光資源と

なっている。 

ヴィエリチカの町の人口は約３万である

が、岩塩坑には年間 200 の国と地域から約

300 万人の観光客が訪れる。50％は外国人

で、ドイツ、イギリス、イタリアなどのヨー

ロッパの国々を中心にアジアからは日本か

らの観光客がもっとも多い。 

 

 

 

ユネスコ遺産の石碑 

坑への入口となる中央塔 

 

 

馬も用いた坑内での仕事の様子 
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１日 150ズヴォティで２週間程度滞在すれば気管支炎などに効果（日本でいう湯治）がある

とされたサービスもあったが現在は廃止されていた。 

採掘がおこなわれていた当時、鉱員同士の挨拶はお互いの安全を祈り「神の恵みあれ」と

いう言葉が交わされており、死者の弔いのために多数の彫刻が残されており、その多くが文

化財となり観光の目玉となっている。 

観光コースを案内する公認ガイドは現在 400名が登録されている。個人の観光客の増加に

伴い、公認ガイドの育成が課題となっており、現在、日本語学科を卒業し、日本語対応が可

能なガイドが２名在籍しているが増員したいとの話もあった。そうした中で新たな観光客や

リピーター、子供たちの誘客を増やす策として坑内をジェットコースターのような乗り物で

見学するアトラクション施設を近日開業する予定になっていた。 

施設の歴史的背景や今日に至った経緯を整理し、分かり易く観光客に伝える公認ガイド制

度やガイドの育成・資質の向上策は、観光を成長産業の１つに位置づけ更なる振興を図るべ

く取り組みを進める本県においても取り組むべき内容であった。 

 

（結び）この度の現地調査で得た貴重な情報や新たな視点を活かし、今後の本県行政施策の

立案に積極的に反映させ、県民の付託に応えるべく、引き続き誠実に全力で職務を全うして

参りたい。 

 


